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６

　　住民参加の促進①　住民参加の促進

しんとつかわの魅力発信	 1516万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　新十津川町の魅力を広く町内、北海道、全国に発信し、町の知名度を高め、交流人口・定住人口を増や
していくための取り組みを進めます。

○第２回しんとつかわ動画コンテスト
　令和元年度に実施した第１回コンテストは24本（16人）の
応募がありました。
　令和２年度も引き続き町内外から、新十津川町を紹介する
30秒の動画を募集するコンテストを開催します。
・最優秀賞　現金10万円　１本
・特別賞　町内特産品１万円分　５本

○十津川警部シリーズ　テレビドラマ撮影
　町の応援大使西村京太郎さんの著書十津川警部シリーズ
『札沼線の愛と死　新十津川町を行く』を原作としたテレビ
ドラマの撮影を支援します。
　テレビ放送は○月頃を予定しています。 第１回コンテストポスター
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開町記念式の開催	 391万円
（担当：総務課総務グループ）

　先人の労苦をしのび、功績をたたえ、感謝し、
郷土を愛する心を養い、より良き新十津川町を築
き上げる決意を新たにするため、６月20日の開町
記念日に合わせて開町記念式を開催します。
　毎年、式典には、母村十津川村をはじめ、多く
の方にご列席をいただいています。

＜財源内訳＞
参加者会費	 15万円
町の負担	 376万円

行政区活動への支援	 1976万円
（担当：住民課住民活動グループ）

　行政区と連携協力し、住みよい地域づくりを目指します。
　また、行政区の自主的な活動の促進と円滑な運営を支援するため、行政区が自ら提案・実施する活動や
行政区と町が役割と責任を分担しながら行う活動（協働事業）に対して、交付金を助成します。

【行政区が自ら提案、実施する活動】
・防災訓練などの自主防災活動
・交通防犯啓発やお年寄りの見守りなど地域の安全や安心を推進する活動
・郷土への愛着や伝統を伝える活動（盆踊り、神輿、演芸会など）
・通学路の花植えや花壇の整備などの景観整備活動

【行政区（町）との協働事業】
・防犯灯の設置、修繕、電気料の助成
・資源ごみステーションの除雪
・町有地の草刈り
・公園などの管理
・広報しんとつかわの配布

議会だよりの発行	 　50万円
（担当：議会事務局）

　議会の活動をお知らせする「議会だより」を年
４回発行します。
　議会で決まったことやその成果などを分かりや
すく伝えていきます。
　町の課題や議会のあるべき姿など町民の皆さん
とともに考えていけるよう、魅力のある紙面づく
りに取り組んでいきます。
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総合行政審議会の運営	 161万円 職員の研修派遣	 385万円
（担当：総務課企画調整グループ） （担当：総務課総務グループ）

　協働のまちづくりを進めるため、幅広く皆さん
の意見を行政に反映できるよう、公募委員と有識
者委員で組織する審議会を設置しています。
　審議会では、環境基本計画など各種計画を審議
したり、町が進めている事業について町民の目線
で評価を行います。
　また、令和２年度は第６次総合計画策定のため
の審議を開始します。

　新十津川町人材育成基本方針に基づき、職員の
能力向上のため、自治大学校や市町村職員中央研
修所、北海道市町村職員研修センター、北海道町
村会などが主催する各種研修に派遣します。
　また、外部講師を招いて研修会を開催し、職員
全体のスキルアップを図ります。

＜財源内訳＞
研修受講助成金	 40万円
人づくり推進交付金	 40万円
町の負担	 305万円

　　行政の効率的な運営②　行政の効率的な運営

役場庁舎の建替え	 18億5424万円
（担当：庁舎建設推進事務局）

　平成31年３月から工事を進めている新しい役場庁舎は、令和２年12月に完成する予定です。
　引き渡しを受けた後は数カ月かけて移転の準備を進めます。５月の大型連休期間中に引っ越しを行い、
新庁舎での業務が始まります。

○役場庁舎や車庫の建設
　新庁舎の建設のほか、公用車や災害対応用物品などを入れる車庫・倉庫の建替えを行います。
　また、かぜのびにアトリエを構え、町の応援大使でもある彫刻家・デザイナーの五十嵐威暢さんが制作
したテラコッタ彫刻を新庁舎町民ホールに飾ります。

○新庁舎への移転準備
　備品の購入、通信・ネットワーク環境の
整備など、新庁舎で業務を行うために必要
な準備作業を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1818万円
庁舎建設基金	 3億4010万円
町の負担	 14億9596万円

建設工事中の新庁舎
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ふるさと応援寄附金の推進	 5625万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）は、ふるさとや応援したい自治体に寄附（納税）ができ、使い道
も指定できる制度です。町では寄附者に町の特産品を贈呈し、ＰＲや産業の振興を進めています。
　寄附金は児童図書購入や公園管理、イベント開催などに活用しています。

【令和元年度寄附実績】（２月29日現在）
・寄附人数	 4881人
・寄附金額	 1億4582万9200円

【寄附金の活用】
・児童書の購入
・少年団、新十津川中学校運動部のユニフォーム購入
・陶芸まつり、ふるさとまつり、味覚まつり、雪まつりの開催
・道路の維持、都市公園の管理
・子どものインフルエンザなど予防接種費用の助成

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
功労者の表彰 99万円 町の振興発展などに功績のあった個人や団体を表彰します
母県母村との交流 300万円 奈良県や十津川村と交流します
保護司会の支援 14万円 保護司会の活動を支援します
北方領土返還運動 2万円 北方領土返還に向けた署名活動を行います
行政区自治会館の管理 30万円 行政区自治会館の修理などを行います
町民の葬祭 81万円 町民の葬祭に対して弔意を表します
人権啓発活動の活性化 3万円 人権擁護委員の活動を支援します
総合行政システムの管理 1509万円 住民情報、保険、福祉、税などのシステム管理を行います
追悼式の開催 28万円 戦没者、開拓物故功労者、消防殉職者の追悼式を開催します
遺族会の支援 10万円 遺族会の活動を支援します
社会福祉協議会の支援 2062万円 社会福祉協議会の活動を支援します
民生委員児童委員協議会の支援 330万円 民生委員児童委員協議会の活動を支援します
赤十字奉仕団の支援 8万円 赤十字奉仕団の活動経費の一部を負担します
情報制度の審査 7万円 情報制度の審査を行います
広報誌の発行 285万円 広報しんとつかわを毎月発行します
まちづくり読本の作成 66万円 町の予算と概要を説明するまちづくり読本を発行します
ホームページの運営 76万円 町の情報をホームページ上で町内外へお知らせします

ふるさとまつりの開催
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
地上デジタルデータ放送での情報発信 59万円 ＵＨＢ地上デジタルデータ放送で文字情報を発信します
札沼線映像の保存 167万円 札沼線の映像記録を行い、ＤＶＤに保存します
空知地域創生推進事業 22万円 空知24市町で協力してＰＲをします
中空知定住自立圏しごと等魅力発信事業 5万円 中空知５市５町で合同企業説明会を開催します
２　行政の効率的な運営
議会・議員活動 593万円 議員の研修派遣や政務調査を行います
総務事務 888万円 職員の出張や臨時職員の配置を行います
通信事務 270万円 書類などを発送します
行政情報の収集 108万円 新聞や官報などから情報を収集します
叙勲の伝達 87万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します
規程の審査 340万円 例規システムの管理などを行います
人事・給与の管理 60万円 職員の給与や人事情報などを管理します
財政事務 22万円 財務全般にかかる事務経費です
財務会計の管理 258万円 町の予算執行（収入・支出）をシステムで管理します
庁舎の管理 2597万円 役場庁舎の管理を行います
普通財産の管理 1058万円 町が所有する土地や建物の管理、処分を行います
各施設の管理 1655万円 町が所有する施設の管理を行います
自動車の管理 437万円 町が所有する自動車の管理・更新を行います
電子機器の管理 2834万円 事務で使うコンピューターの管理を行います
庁舎管理 676万円 事務用品やコピー機の使用料などの事務費です
まちづくり事務 9万円 まちづくりに関する会議や研修会に出席します
行政評価の推進 12万円 町が進めている事業の評価と町民アンケートを行います
第６次総合計画の策定 20万円 第６次総合計画策定のため町民アンケートを行います
町税の賦課 752万円 税金を賦課します
町税の徴収 161万円 税金を徴収します
固定資産の評価替え 289万円 固定資産（土地）の評価額を見直し適正に賦課します
戸籍・住民票の発行 82万円 戸籍・住民票の発行などを行います
戸籍総合管理システムの管理 930万円 戸籍の情報や証明書の発行などをシステムで管理します
住民基本台帳ネットワークシステムの管理 480万円 全国ネットを通し住民情報や個人番号カードを管理します
パスポートの発行 11万円 パスポートの発行を滝川市に委託します
福祉事務 497万円 福祉事務にかかる事務経費です
保健福祉車両の管理 470万円 ゆめりあの公用車の管理を行います
国民年金事務 39万円 年金事務所と連携し加入手続きや年金請求の事務を行います
教育委員会の活動 242万円 教育委員会員の報酬、費用弁償です
教育委員会事務局事務 61万円 職員の出張旅費や参考図書などの購入費です
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
どの政策にも属さない仕事
議会議員の人件費 5217万円 議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です
要望活動 7万円 国の省庁などへ要望活動を行います
職員人件費 8億7075万円 詳しくは54ページをご覧ください
町政渉外事務 345万円 町長・副町長・教育長の出張旅費などです
職員の健康診断 293万円 職員の健康診断などを行います
非常勤職員の公務災害補償 37万円 議員や各種委員の公務災害保険の事務を行います
職員互助会負担金 10万円 職員の福利厚生のための経費の一部を負担します
新十津川望郷会の支援 30万円 本町出身者で構成する望郷会の運営を支援します
会計事務 271万円 収入と支出業務を行います
土地取引届け出事務 7万円 土地取引の届出書の事務処理を行います
開町130年記念事業 841万円 平成史編さんなどを行います（詳しくは64ページ）
公平委員会の運営 5万円 職員の利益を守るため、公平委員会を開催します
税などの還付金 200万円 過年度分の修正申告などに伴う税金を還付します
選挙管理委員会の運営 39万円 選挙管理委員会を運営します
統計調査 416万円 各種統計調査を行います
監査委員の活動 195万円 監査委員２人が町の財務や仕事についてチェックします


