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　高齢化や労働力不足により農家１軒あたりの農地面積の拡大に対応するには、農作業の省力化・効率化
が欠かせません。こうした中、最先端技術を活用した「スマート農業」が注目されています。
　町は、平成30年度からスマート農業の推進を図るため、田植え作業の省力化につながる「ＧＰＳ直進ア
シスト機能付き田植機」の購入費用の一部補助を開始しました。今年度から新たに将来、自動飛行が期待
されている農薬散布用ドローンの購入費用の一部補助を開始します。
　また、農林水産省の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を２年間で取り組み、播

はしゅ

種・耕起
から収穫までのすべての作業を最先端のスマート農業機械を導入して実証事業を行います。

　　農業の振興①　農業の振興

スマート農業機械の購入助成	 800万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

ＧＰＳ機能付き田植機
助成額　20 ～ 30 万円

農薬散布用ドローン
助成率　３割（上限 50 万円）

土壌分析機更新助成	 879万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　町の基幹産業である農業の持続発展には安定し
た農産物生産、より高品質な農産物生産が必要で
す。このためピンネ農業協同組合が20年以上経過
した土壌分析機を更新する費用の一部を助成しま
す。最新の土壌分析機は新たな分析項目「腐食値」
が拡充され、農作物の付加価値の向上が期待され
ます。

農産物のＰＲ	 113万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　町の安全で安心な農産品などを広くＰＲするた
めの取り組みを行います。
　札幌市内で行っている直売会を９回計画してい
るほか、北海道庁で開催される赤れんがフェスタ
へ参加し、町の農産物などをＰＲします。
　また、チラシの作成なども行い、積極的に町の
農産物のＰＲ活動を進めます。

ＧＰＳのアンテナ
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酒米粉を活用した商品の開発	 573万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　北海道一の酒米産地である町の酒米粉を活用するため、平成28年度から茨城県つくば市にある農研機構
と共同研究を行っています。共同研究の成果で、酒米粉は常温でも糖化しやすい性質を持つことから、甘
味料を製造できることや製パン改良剤としての活用について、特許の出願を行っています。
　今年度は、より効率的な原料の活用方法を研究し、商品開発の可能性を広げるとともに、食品の専門的
な知識を持つ農研機構にアドバイスを受けながら、町の特産品となる商品の開発を目指します。

製パン改良剤入り食パン 農研機構と地域おこし協力隊による共同研究

ピンネ農業公社の支援	 936万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　農業従事者の高齢化や担い手不足の問題が顕著
になりつつあり、農地の荒廃につながる可能性が
あります。
　これらの問題に対処するため、担い手の育成、
スマート農業の推進や新規就農者などが就農しや
すい環境を整備するなど、本町の農地・農業を守
る取り組みを行うピンネ農業公社の事業を支援し
ます。

有害鳥獣の駆除	 1467万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　エゾシカによる農業被害を防止するため、猟友
会に有害鳥獣駆除を委託するとともに、急増して
いるアライグマへの対策のため研究機関の協力を
受けて生息調査を実施します。
　生息調査は、３年間の継続事業とし、アライグ
マの効果的な捕獲方法を探りながら生息密度を推
計し、対策を講じていきます。

＜財源内訳＞
道の補助金 821万円
町の負担 646万円
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ＣＯ２吸収量の取引	 31万円町有林の管理	 368万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　二酸化炭素の排出削減量や吸収量を売買可能な
クレジットとして国が認証するＪ-クレジット制
度を活用し、町有林の間伐事業による二酸化炭素
吸収量をクレジット化します。今後計画書の認証
を受け、クレジット化されるのは、令和３年度の
予定です。

　幼木の成長および環境整備のため、幌加地区の
町有林、総進地区の「創造の森」や学園地区の「百
年の森」の下草刈りを行います。
　また、百年の森では新庁舎の内装材に使用する
ためのトドマツを１ヘクタール伐採し、創造の森
では排水の修繕を行います。

　　林業の振興②　林業の振興

木質バイオマスボイラーの導入	 323万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　平成27年度から検討してきた森林資源の有効活用の取り組みとして、ふるさと公園内の３施設に木質バ
イオマスボイラーを導入します。環境省の補助事業の採択が決定された後、実施設計を行い、令和２年度
に施設の建設に取り組む予定です。今年度は、補助事業を受けるための計画の策定と現地の地質調査を実
施します。
　また、施設の運営について、「新十津川町木質バイオマス利用推進協議会」を立ち上げ、適切、かつ効
率的な運営方法を協議します。

百年の森のトドマツ 町有林の間伐材
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商工会への支援	 3061万円地域おこし協力隊の受入れ	 2239万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）（担当：産業振興課商工観光グループ）

（担当：産業振興課農林畜産グループ） 　商工会が行う、スタンプラリー事業、商工会館
の修繕、商店街ポイントシステムの更新に向けた
ニーズ調査、その他商工業振興に関する活動に対
し、その経費を助成します。

　地域おこし協力隊の隊員（産業活性化支援員）
を新たに２人募集し、今年度は５人体制での活動
を予定しています。
　産業活性化支援員（４人）は、新十津川駅観光
案内所を拠点とし、ＪＲ札沼線の終着駅に訪れる
方のおもてなしや駅を中心とした観光ＰＲ、情報
発信を行うほか、酒米粉を活用した特産品などの
開発研究などに関する取り組みを行います。
　農業支援員（１人）は、町内で実際の農作業を
通じて基礎的な農業技術を習得し、就農に向けて
活動するとともに農産物の販売活動も行います。

　　商工業の振興③　商工業の振興

中小企業者などへの支援	 7003万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

○企業施設設置の優遇措置
【対象者】
　町内で企業施設を新たに設置、
増設または移設した企業

種類 投資額の要件

新設 1000万円以上

増設 500万円以上

移設 1000万円以上

【支援内容】
・施設の固定資産税を、土地・家

屋は10年、償却資産は５年免除
・対象となる投資額の20％を助成
（上限3000万円、３年分割支給）
・対象となる施設・設備の賃借料

の20％を３年間助成（上限年
100万円）

・新設などに伴う新規雇用者（町
民）への年間賃金支払額の５％
を３年間助成（上限１人年25万
円～30万円、総額年500万円）

○町内中小企業者への助成
【対象者】
　新十津川町商工会に加入してい
る中小企業者
【支援内容】
・店舗の新築、改装など

対象経費の２分の１～４分の３
を助成（上限あり）

・地場産品の開発など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・生産性の向上、販売促進の取組
み、観光資源の調査研究など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・知識、技術を習得するための研
修受講など
対象経費の２分の１を助成（上
限１人15万円）

・人材の確保に関する活動
対象経費の３分の２を助成（上
限50万円）

○事業資金保障融資
【対象者】
　新十津川町に１年以上住所を有
し、新十津川町商工会に加入して
いる中小企業者
【支援内容】
　融資のあっせんや利子の補助を
行います。

種類 限度額

設備資金 1000万円

運転資金 500万円

特別資金 2500万円
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札沼線の廃線に向けた取り組みと観光ＰＲの推進	 1120万円

奈良県・十津川村三者協定ＰＲ	 261万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

（担当：産業振興課商工観光グループ）

○札沼線の廃線に向けた取り組み
　令和２年５月７日にＪＲ札沼線（北海道医療大学－新十津川間）が廃線を迎えることから、多くの方が
新十津川駅を訪れることが予想されるため、来町者へのおもてなしと町や地元産品のＰＲなどに関する企
画・イベントを実施します。
　また、町の歴史とともに歩んできた札沼線に対する感謝や惜別などのさまざまな思いを、皆さんで共有
できるような企画・イベントを実施します。

○新十津川町応援大使の任命・活動促進
　芸術、芸能、スポーツ、教育、文化などさまざまな分野で活躍
している方が、町の魅力を町内外に発信することにより、町のＰ
Ｒやイメージアップをにつながるため、町応援大使を任命し、そ
の活動を促進します。

○その他観光ＰＲの推進
　町のＰＲキャラクター「とつかわこめぞー」が、町内外の各種
イベントに出演したり、こめぞーのポロシャツ、うちわ、ライン
スタンプなど、キャラクター関連グッズを作成することで、町の
ＰＲを図ります。
　また、旅行会社による観光ツアーの実施を促し、都市住民との
交流人口を増やします。

　平成29年８月に新十津川町、十津川村および奈良県の三者は、更なる友好・交流を深め、特産品の宣伝
販売やそれぞれの観光情報発信について相互に協力するため、連携と協力に関する協定を締結しました。
　東京都、奈良県のアンテナショップや、十津川村のイベントなどで、ピンネ農協、商工会、振興公社と
連携協力し本町の農特産物をＰＲ、販売します。
　町内においては、陶芸まつり、ふるさとまつり、雪まつりのイベントで十津川村産きのこなどの特産品
を販売するほか、物産館（くじら館）においても引き続き奈良県や十津川村の特産品を取り扱います。
　十津川村からは、本町の味覚まつりに参加し特産品などのＰＲ・販売をする予定です。

【農特産品販売・ＰＲ予定】
○ＪＡならけん「まほろばキッチン」（奈良県橿

かしはら

原市）
○奈良のうまいものプラザ（ＪＲ奈良駅構内）
○奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
○十津川村開催イベントに参加

　　観光の振興④　観光の振興

平成30年７月　
まほろばキッチン・十津川村との共同物産展

西村京太郎応援大使
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就労者の支援 450万円 新規就農者の経営が軌道に乗るまでの期間を支援します
農業委員会の活動 996万円 農業委員会の活動費です
農業者年金事務 128万円 農業者年金事務を行います
農地台帳管理システムの管理 109万円 農地台帳のバージョンアップと保守管理を行います
農政事務 139万円 農政事務全般にかかる事務です
農民協議会の支援 60万円 農業者で組織する農民協議会の活動を支援します
営農振興対策協議会の支援 62万円 農業振興の関係機関でつくる協議会の活動を支援します
農業経営基盤強化資金の利子助成金 152万円 認定農業者の借入資金の利子補給を行います
経営所得安定対策事業への助成金 679万円 地域農業再生協議会活動を支援します
水土里情報システムの活用 51万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
多面的機能支払交付金 1億6046万円 農地・農業用水などを保全管理する組織を支援します
中山間地域等直接支払交付金 1億3500万円 農作業条件が不利な中山間地域の農業者を支援します
環境保全型農業直接支払交付金 1181万円 環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します
家畜の診療事業の支援 45万円 農業共済組合の家畜診療事業を支援します
家畜相場の調査 2万円 家畜の市場などの相場を調査します
学園牧場の維持管理 157万円 町営牧場の維持管理を行います
畜産振興協議会の活動支援 33万円 畜産農家で組織する協議会の運営費を支援します
21世紀高生産基盤整備推進協議会の運営 200万円 基盤整備を推進する協議会の運営費を負担します
国営造成施設管理体制整備の促進 1746万円 用排水路などの水利施設が有する多面的機能を支援します
基幹水利施設の管理（新十津川地区・徳富地区） 3145万円 新十津川ダムなどの町が受託した国の土地改良施設を管理します
基幹水利施設の管理（徳富ダム地区） 4648万円 徳富ダムを水源とした国の土地改良施設を管理します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
２　林業の振興
林業事務 650万円 林業事務全般や将来の森林整備について積立をします
林野の火災予消防対策 14万円 巡視により林野火災やごみの不法投棄を予防します
林道の維持管理 210万円 林道５路線の維持管理を行います
民有林への植樹活動の支援 507万円 伐採後の植林活動を支援します
鳥獣による森林被害の防止 10万円 野ネズミによる森林被害の防止対策について支援します
３　商工業の振興
商工業振興委員会の運営 14万円 商工業振興委員会を開催します
商店街の環境整備 6万円 国道沿いの商店街の植樹ますに花を植栽します
中小企業者の借入資金の利子補給 340万円 国や北海道の融資制度利用者に利子を助成します
４　観光の振興
ふるさと公園の維持管理 1629万円 ふるさと公園の管理運営を行います
青少年交流キャンプ村の管理運営 351万円 管理運営のほか炊事場、トイレなどの改修を行います
文化伝習館の管理運営 680万円 文化伝習館の管理運営を行います
文化伝習館での工芸体験 835万円 文化伝習館で工芸体験や講座を行います
新十津川物語記念館の管理運営 305万円 新十津川物語記念館の管理運営を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 704万円 吉野地区活性化センターの管理運営を行います
吉野公園の維持管理 436万円 吉野公園の管理運営を行います
吉野駐車公園の維持管理 54万円 駐車場と園地の維持管理をします
イベント開催の支援 847万円 陶芸まつり、味覚まつり、ふるさとまつり、雪まつりの開催を支援します
観光協会の支援 10万円 観光協会の活動を支援します
ふるさと温泉の維持管理 1124万円 ふるさと温泉の維持管理を支援します
サンヒルズ・サライなどの管理運営 3921万円 サライなど４施設の運営を委託します
５　雇用の創出
技能協会の支援 4万円 協会員の技能向上や協会の地域活動に対し助成します
通年雇用の促進 2万円 季節労働者の通年雇用を促進する協議会への負担金です
地域職業訓練センター協会への負担金 57万円 労働者などの教育訓練施設を運営する協会への負担金です


