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①①①①①①①①①①①①①① 農農農農農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業業業業業のののののののののののののの振振振振振振振振振振振振振振①農業の振興興興興興興興興興興興興興興興

110万円農産物ブランド化の支援

（担当：農産物ブランド化推進室）

農業所得の向上を図るため、町内で生産された

農産物のブランド化を推進します。

安心安全な農産物を町内外に積極的にＰＲしま

す。また、付加価値向上、販路拡大などを推進し

ている個人、団体に対し、農産物ブランド化推進

協議会と連携して支援します。

3368万円新しい農業用水の確保

（担当：建設課都市管理グループ）

徳富ダムを水源とした徳富ダム注水工および新

雨竜注水工の供用が本年度から開始されました。

当該施設は４町（月形町、浦臼町、雨竜町、新

十津川町）が土地改良施設として管理を国から受

託し、安定した農業用水の確保に努め、地域農業

の振興を図っていきます。

＜財源内訳＞

道の補助金 1673万円

他の町の負担 1046万円

町の負担 649万円

364万円有害鳥獣の駆除

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

エゾシカやアライグマなどの鳥獣による農業被

害の増加を防止するため、猟友会に委託し、駆除

などの適正な被害対策を行います。

また、わな猟免許所持者へのわなの貸し出しな

ど、町内における有害鳥獣駆除を推進する新十津

川町有害鳥獣対策協議会に対し助成を行います。

＜財源内訳＞

有害鳥獣駆除負担金 52万円

町の負担 312万円

674万円地域おこし協力隊の受け入れ

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

平成27年度から、地域おこし協力隊の隊員を募

集し、都会在住者の新たな視点により、農産物の

ブランド化や６次産業化、観光振興などを進めま

す。

また、農業に興味のある隊員を募集し、町内の

農家で農作業を体験しながら技術を学び、将来の

就農に向けた支援を行います。

東京からやってきた地域おこし協力隊員の高野智樹さん
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407万円町有林の保育管理

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

幌加地区の町有林において、干害被害により枯

れた苗木の補植を行い、環境保全と資源の確保を

図ります。

また、総進地区の「創造の森」の樹木の下刈り

や不用木の除去などの手入れを行い、景観整備や

成長の促進を図ります。

＜財源内訳＞

道の補助金 164万円

町の負担 243万円

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠 林林林林林林林林林林林林林林業業業業業業業業業業業業業業のののののののののののののの振振振振振振振振振振振振振振林業の振興興興興興興興興興興興興興興興

100万円無人ヘリオペレーターの養成

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

無人ヘリコプターによる防除作業は、農作業の

軽減に効果的です。町の防除体制を確立するため

無人ヘリコプターオペレーター免許の取得費用の

一部を助成します。

助成額は、免許の取得費用の３分の１で上限が

20万円です。

344万円民有地への植林活動の支援

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

地球温暖化の防止や土砂流出の防止など、森林

が持つ働きを損なわない伐採や伐採後の確実な再

造林による森林資源の循環利用を進めるため、北

海道と連携して、民有林の伐採後の植林や無立木

地（本来は植林されなければならないが、なんら

かの理由により植林が行われていない土地）への

造林を支援します。

＜財源内訳＞

道の補助金 212万円

町の負担 132万円

648万円水稲種もみ購入の助成

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

平成26年産米は腹白未熟米などの割合が高く、

米価が下落したこともあり、農業所得が減少しま

した。

町の基幹産業である農業を支援するため、水稲

種もみ購入費の一部を助成します。

助成額は、種もみ１袋（20㎏）当たり1080円で

す。
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3099万円中小企業への資金保障融資

（担当：産業振興課商工観光グループ）

中小企業者の経営基盤の強化と健全な経営を支

援するため、融資のあっせんや利子（上限5.0％）

の補助を行います。

通常の利子補給率は「２分の１」ですが、平成

29年度までは支援を強化し、「10分の10」を助成

します。

＜財源内訳＞

預託金元利収入 3001万円 町の負担 98万円

【融資のあっせん】

限度額条 件種類

1000万円
設備の近代化と経営の合理化

のための資金であること
設備
資金

500万円
経営の維持と安定、経営の健

全化のための資金であること
運転
資金

2500万円

町が行う事業など行政上の理

由または公共の福祉のために

生ずる施設の移転もしくは整

備に関する資金であること

特別
資金

46万円森林を有効活用するための調査研究

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

町の約70％を占める森林を有効に活用するため町内関係者で組織する研究会を設立し、森林資源などの未

利用材を活用した木質バイオマスの検討や地域経済循環による雇用創出などを推進する取り組みに係る調査

研究を行います。

【バイオマスとは】

バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、

一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除

いたもの」をバイオマスと呼びます。

バイオマスの種類には、次の種類があります。

・未利用バイオマス（稲わら、麦わら、林地残材など）

・廃棄物系バイオマス（家畜排せつ物、食品廃棄物など）

・資源作物（燃料などの目的に栽培されるサトウキビやトウモ

ロコシなど）

また、バイオマスのうち、林地残材（間伐材など）や製材工場

で発生した樹皮・のこ屑、住宅の解体材などを「木質バイオマ

ス」といいます。

韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻 商商商商商商商商商商商商商商工工工工工工工工工工工工工工業業業業業業業業業業業業業業のののののののののののののの振振振振振振振振振振振振振振商工業の振興興興興興興興興興興興興興興興

59万円企業振興の促進

（担当：産業振興課商工観光グループ）

町内で企業施設を新たに設置および増設または

移設した事業者に対し優遇措置を講じ、本町の産

業振興と雇用機会の拡大を図ります。

【優遇措置の内容】

・当該施設に係る固定資産税を５年間免除

・当該施設に係る投資額の20％を助成

（限度額3000万円、３年分割支給）

・当該施設に係る施設設備の賃料の20％を３年間

助成（限度額100万円）

・当該施設に係る新規雇用者（町民）への年間賃

金支払額の５％を３年間助成（限度額500万円）

【優遇措置を受けるための条件】

雇用人数投資額種類

常時雇用が１人以上

季節的雇用者（６カ月以

上）が２人以上

1000万円以上新設

500万円以上増設

1000万円以上移設
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2400万円プレミアム付商品券の発行支援

（担当：産業振興課商工観光グループ）

地元消費者の購買意欲の増進と町外への消費流出を防止し、町内の経済活性化を促進するため、商工会と

町内の商店が連携し実施するプレミアム付商品券の発行に対し、町が助成を行います。

○発売日

第１回目 平成27年４月15日（水）

第２回目 平成27年７月５日（日）

○発売場所 新十津川町商工会館

○購入資格 町内在住者および町内事業所勤務者

○購入上限 １口１万円で１人３口まで

○割増率 30％（１万円で１万3000円分の商品券）

○総販売口数

第１回目 3600口

第２回目 4000口

＜財源内訳＞

国の補助 2014万円

道の補助 380万円

町の負担 6万円

395万円観光ＰＲの推進

（担当：産業振興課商工観光グループ）

本町には緑の美しい自然や歴史、文化など多く

の観光資源があります。しかしながら新十津川町

には、まだ、未開拓な観光資源が眠っていると考

えられます。

そこで、大学留学生の視点から調査を行い、新

たな観光資源を発掘し、今後の観光振興に活かし、

観光客の誘致に努めます。

また、本町のさらなるイメージアップとＰＲの

ため、観光協会で「とつかわこめぞー」の着ぐる

みを制作し、それに係る経費を負担します。

着ぐるみのお披露目は、７月26日開催の「ふる

さとまつり」を予定しています。

今後は、町内外のイベントに出演し、本町の観

光ＰＲに努めますので、皆さんの応援をよろしく

お願いします。
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344万円キャンプ村の維持管理

（担当：産業振興課商工観光グループ）

ふるさと公園内にある青少年キャンプ村の維持

と管理を行います。

＜財源内訳＞

利用料金 226万円

町の負担 118万円

区画料金区分
10張1300円テントサイト
５棟3800円４人用

バンガロー
５棟5700円６人用
１棟1万2600円10人用ロッジ

※町民の方は、上記の半額で利用できます。

予約は、利用日の６カ月前から受け付けています。

事業概要予算額事 業政策

１ 農業の振興

農業委員の報酬などの活動費です997万円農業委員会活動事業

農業者年金事務を行います139万円農業者年金事務

管理システムの保守を行います37万円農地台帳管理システムの管理

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225万円青年就農の支援

一般農政事務に係る経費です27万円農政事務

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20万円営農振興対策協議会の支援

農業者で組織する農民協議会の活動を支援します60万円農民協議会の支援

農地情報などを管理するシステムへの負担金です42万円水土里情報システム負担金

認定農業者の借入資金の利子補給を行います495万円農業経営基盤強化資金利子助成

農業後継者の経営継承資金の利子補給を行います1万円次世代農業者支援融資利子助成

農地・農業用水などを保全管理する組織を支援します1億6886万円多面的機能支払交付金

環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します511万円環境保全型農業直接支払交付金

農作業条件が不利な中山間地域の農業者を支援します1億2748万円中山間地域等直接支払交付金

地域農業再生協議会に事務費を助成します611万円経営所得安定対策事業への助成

775万円イベントの共催

（担当：産業振興課商工観光グループ）

本町のイベントとして定着している、ふるさと

まつり、雪まつりを運営する実行委員会および観

光協会が主催するイベントの開催費用の一部を助

成します。

【ふるさとまつり実行委員会主催のイベント】

・ふるさとまつり前夜祭 ７月25日（土）

・ふるさとまつり ７月26日（日）

・雪まつり １月31日（日）

【観光協会主催のイベント】

・陶芸まつり ６月20日・21日（土・日）

・味覚まつり 10月４日（日）
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事業概要予算額事 業政策

１ 農業の振興

肉牛などに対しワクチンの予防接種を行います70万円家畜の病気予防

家畜市場などで家畜相場の調査を行います3万円家畜相場の調査

町営牧場の維持管理を行います183万円学園牧場の維持管理

畜産農家で組織する協議会の活動を支援します30万円畜産振興協議会の支援

基盤整備事業に係る事務費を負担します240万円21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金

樺戸２期地区の事業を推進します7万円国営土地改良事業推進事務

水利施設が有する多面的機能を支援します1331万円国営造成施設管理体制整備の促進

国の土地改良施設を管理します1030万円基幹水利施設の管理

２ 林業の振興

分収造林地を管理します3万円森林総合研究所分収造林の管理

巡視により林野火災やごみの不法投棄を予防します13万円森林保護のための巡回活動

薬剤散布により野ネズミによる森林被害を防止します12万円鳥獣による森林被害の防止

林道５路線の維持管理を行います295万円林道の維持管理

３ 商工業の振興

商店街の近代化の取り組みを支援します11万円中小企業の近代化の促進

国・道の融資制度利用者に資金利子の一部を助成します295万円借入資金の利子補給

商工業振興委員会を開催します14万円商工業振興委員会の運営

国道沿いの商店街や植樹ますに花を植栽します32万円商店街の環境の整備

商工会の円滑な業務を推進するために助成を行います1076万円商工会の支援

地元消費拡大を目的としたスタンプラリー事業を支援します400万円地元消費の拡大の支援

４ 観光の振興

芝生や樹木、遊具などを管理します1615万円ふるさと公園の維持管理

文化伝習館の管理運営を行います3004万円文化伝習館の管理運営

文化伝習館の体験、講座を行います557万円工芸体験の運営

物語記念館の管理運営を行います185万円新十津川町物語記念館の管理運営

吉野地区活性化センターの管理運営を行います688万円吉野地区活性化センターの管理運営

吉野公園の維持管理を行います336万円吉野公園の維持管理

駐車公園（旧吉野公園）の維持管理を行います39万円吉野駐車場公園の維持管理

観光協会が行う事業を支援します10万円観光協会の支援

サライなどの４施設の運営を振興公社に委託します8930万円サンヒルズ・サライなどの管理運営

振興公社の安定した事業運営のために資金を貸し付けます2000万円振興公社への事業資金貸付

５ 雇用の創出

団体会員の技能向上と育成に助成します4万円新十津川技能協会の支援

労働者などの教育訓練施設への負担金です57万円地域職業訓練センター協会の負担金

季節労働者の通年雇用の促進を図る協議会への負担金です2万円通年雇用の促進


