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予算概要予算概要

（１）総　括

　平成30年度の全会計の予算総額は、67億5503万円となり、平成29年度の予算総額と比較すると、2.7％減少し
ました。各会計の予算額は次のとおりです。

各会計予算総括表	 （単位：千円）

会　　　　　　計 平成30年度
当初予算

平成29年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 279,255 394,414 △	115,159 △	29.2
後期高齢者医療特別会計 115,812 107,642 8,170 7.6
下 水 道 事 業 特 別 会 計 192,073 191,480 593 0.3
農業集落排水事業特別会計 28,896 33,465 △	4,569 △	13.7

小　　　　　計 616,036 727,001 △	110,965 △	15.3
総　　　　　合　　　　　計 6,755,027 6,940,904 △	185,877 △	2.7

（２）一般会計

　一般会計の収入と支出について、内訳は次のとおりです。

【収入】

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成30年度
予　算

平成29年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

依
存
財
源

地 方 譲 与 税 な ど 230,700 222,600 8,100 3.6
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 806,635 759,240 47,395 6.2
借 金 576,000 888,600 △	312,600 △	35.2

自

主

財

源

町 税 570,273 535,418 34,855 6.5
分 担 金 お よ び 負 担 金 64,742 65,710 △	968 △	1.5
使 用 料 お よ び 手 数 料 126,187 128,363 △	2,176 △	1.7
財産収入・諸収入など 315,699 327,324 △	11,625 △	3.6
繰 入 金 513,755 351,648 162,107 46.1
合　　　　　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

　　ここに注目！！

依存財源：国・道から受ける支出金や借金
自主財源：まちが町民などから直接受けるお金（町税や各施設の使用料）
　依存財源がまちの収入の約７割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の約半分を占める重要な財源
です。地方交付税は、決まったことにしか使うことができない国・道からの支出金や借金とは異なり、まち
が自由に使うことができるお金です。
　平成29年度予算と比較すると、平成29年度に行った行政区自治会館の建替えや国営樺戸（二期）地区土地
改良事業の負担金の支払いが平成30年度はないため、借金が大きく減少しています。
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【支出】

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成30年度	
予　算

平成29年度	
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 749,344 1,016,425 △	267,081 △	26.3
民 生 費 883,446 789,864 93,582 11.8
衛 生 費 572,000 637,533 △	65,533 △	10.3
農 林 水 産 業 費 498,921 747,515 △	248,594 △	33.3
商 工 費 252,301 184,230 68,071 36.9
土 木 費 784,557 644,391 140,166 21.8
消 防 費 280,891 200,350 80,541 40.2
教 育 費 487,699 458,239 29,460 6.4
公 債 費 701,348 597,667 103,681 17.3
職 員 費 838,908 847,314 △	8,406 △	1.0
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 59,576 60,375 △	799 △	1.3
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

　　ここに注目！！

総務費：平成29年度まで行っていた行政区自治会館の建替え費用がないため減少しています。
商工費：老朽化に伴う観光関連施設の補修費用などが増加しています。
消防費：消防車の更新と避難所にWi-Fi環境を整備する事業費が増加しています。

（３）まちの貯金と借金の残高

　平成29年度末までの10年間で、まちの貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　平成28年度から借金残高を貯金残高が上回っていますが、平成30年度から庁舎の建替えが始まるので一時的に
借金は増え、貯金は減る見込みです。
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【はじめに】
　平成30年第１回町議会定例会が開
催されるにあたり、町政執行につい
て所信を申し上げ、町民の皆様、な
らびに議員の皆様にご理解とご協力
をお願い申し上げます。

　平成27年５月に町長として、町政
執行の責任を担わせていただいてか
ら、まもなく３年が経過しようとし
ております。
　今一度、足元を見直し、原点に立
ち返り、町民の皆様からお寄せいた
だいた声を町政に活かし、その期待
と信頼に応えるために「安心して住
み続けられ、住んでいて良かったと
実感できるまち」そして「元気で魅
力あふれるまち」とするために、強
い気持ちを持って、町政の舵取りを
進めていく決意でいるところです。
　現在、総合戦略の基に教育と子育
て支援の充実を積極的に推し進めな
がら、温もりや魅力を積極的に発信
し、真に住みやすいまちとなるよう
に、確実に新十津川町を発展させて
いく考えであります。

　この強い思いを実現するため、５
つの重点政策を目標に取組んでまい
ります。
【平成30年度の重点政策】
　第１に「農業の持続的発展」でご
ざいます。
　本年度は、米の生産調整が廃止と
なり、本町の農業にとっても大きな
転換期を迎えることから、ＪＡピン
ネやピンネ農業公社など、農業関係
機関と連携を図り、基幹産業である
農業の持続可能な発展に向け、担い
手対策とスマート農業に重点を置い
た振興策を進めてまいります。

　第２に「奈良県、十津川村との連
携協定と本町経済の活性化」でござ
います。
　昨年、奈良県荒井知事のご配慮に
より実現できました三者協定は、北
海道で唯一の大きなチャンスと可能
性をいただきましたので、これを商
機と捉え、農商工の連携を図り、販

売ルートの確立に向けた取組みを進
めてまいります。また、人口の減少
や町外大型店への購買力流出によ
り、町内商工業者にとっては厳し
い状況が続いておりますが、中小企
業を応援する制度の拡充や消費喚起
に対する事業への支援を一層推し進
め、町内経済の循環と活性化を図っ
てまいります。

　第３に「人口減少対策」でござい
ます。
　平成26年度からスタートした定住
促進事業は、一定の成果を見ており
ますので、創意工夫を凝らして啓蒙
活動の強化に努めてまいります。特
に、近隣の市町からの人口流入だけ
ではなく、出産、子育て、教育の切
れ目のない支援の充実を図り、札幌
圏などからの子育て世帯に住んでい
ただけるよう、積極的に執り進めて
まいります。

　第４に「健康づくり対策及び高齢
者支援」でございます。
　昭和43年６月に医療費の軽減と高
齢化社会を見据え、健康な体づくり
を推進するため「健康づくりの町」
を宣言してから、今年が50周年を迎
えます。
　町民の皆様にとって健康であるこ
とが何より幸せなことと思いますの
で、その重要性を再認識していただ
きながら、一人一人が関心を高め、
さらなる健康意識の向上の契機とな
るよう、記念事業を行い町民の皆様
の一層の健康づくり対策、高齢者福
祉の支援に努めてまいります。

　第５に「健全財政の維持」でござ
います。
　本町の財政は、行政と住民が一体
となった協働のまちづくりを推し進
めておりますので、常に行財政改革
を念頭に置き、将来に負担を残さな
い身の丈に合った行財政運営を進め
てまいります。

　以上、取り組むべき５つの重点政
策を申し上げましたが、このほかに

も課題が山積しております。その課
題解決に向け、町民の皆様と対話を
深め、職員の英知と創意工夫を結集
し、町政を推進してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

　それでは、平成30年度の主な事業
について、第５次総合計画の目標に
沿ってご説明いたします。

１　みんなでつくる住みよいまち

　一つ目は、「みんなでつくる住み
よいまち」です。
　豊かな自然を次の世代につなげる
ため、環境保全の意識を高め、廃棄
物の適正処理やリサイクルの促進に
努め、循環型社会の形成に努めてま
いります。また、誰もが快適に暮ら
すことができるよう生活基盤の充実
を図るとともに、住みたい、住み続
けたいと思える「住みよいまち」を
目指してまいります。

〔環境の保全〕
　環境美化の推進につきましては、
行政区や各種団体による花の植栽や
清掃活動を支援するとともに、不法
投棄巡回パトロールを実施するな
ど、美しい景観の維持に努めてまい
ります。
　ごみの減量化につきましては、３
Ｒ運動を推進し、行政区や子ども会
による資源物の自主回収を支援する
とともに、小型家電や廃食油、不用
衣類の回収の啓蒙活動を強化し、資
源の有効活用とごみの排出量削減に
努めてまいります。

〔生活基盤の充実〕
　定住促進につきましては、平成26
年度に制度を設けて以来この４年間
で49世帯、143人の方に転入してい
ただき、定住促進策として一定の成
果をあげております。昨年度末に作
成した町を紹介するＰＲ動画をホー
ムページなどで配信し、一層のＰＲ
活動を強化してまいります。また、
地域経済の一翼を担う個人住宅のリ
フォーム費用の一部を支援する「安

町政執行方針町政執行方針
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心すまいる助成事業」を引き続き実
施いたします。
　公園管理につきましては、公園施
設長寿命化計画に基づき、遊具の更
新、公園外周フェンスの改修などを
行うとともに、定期的な樹木の剪定
を行い、安全で周辺環境と調和した
公園管理に努めてまいります。
　町内の光通信サービス対象外と
なっている農村地域の高速通信網を
整備するため、無線通信サービスに
必要な基地局や中継局の設置場所の
調査設計を実施いたします。

〔交通環境の充実〕
　国道・道道につきましては、真に
必要な道路整備、維持補修、冬期間
の除排雪体制の充実に向け、それぞ
れの関係機関に要望してまいります。
　主な町道の整備につきましては、
菊水団地内の道路改築工事に着手す
るほか、歩行者の安全が危惧されて
いた西１線について、歩道造成工事
を進めるための調査設計を実施いた
します。
　橋りょうの維持管理につきまして
は、総進、花月方面を中心に14橋の
橋りょう点検を実施いたします。ま
た、これまでの橋りょう点検におい
て、機能に支障が生じる可能性があ
ると判定された岡野橋や大久保橋の
補修工事を実施いたします。
　札沼線につきましては、ＪＲ北海
道から「単独では維持困難な線区」
として示されたことを受け、沿線４
町で存廃協議を進めているところで
す。本町としては時代の変遷ととも
に、住民生活の足としての役割は果
たしてきたと言えますので、将来を
見据え、しかるべき判断を下したい
と考えております。
　交通体系につきましては、地域公
共交通活性化協議会が中心となっ
て、最適な公共交通について、継続
的に議論を深めてまいりたいと考え
ております。

２　みんなでつくる健やかなまち

　二つ目は、「みんなでつくる健や

かなまち」です。
　少子高齢化や社会環境が多様化す
る中、安心して子どもを生み育てる
ことができ、高齢者や障がい者が住
み慣れた地域で暮らすことができる
「健やかなまち」を目指してまいり
ます。

〔児童福祉の充実〕
　児童福祉につきましては、新十津
川保育園及び児童館の施設や設備の
改修を行い、快適で安全な施設の管
理に努めてまいります。
　子ども生活応援事業につきまして
は、高校生以下の子どもがいる世帯
及び妊婦がいる世帯を対象に、町内
商店街で利用できる得きっずカード
を配布し、子育て世帯の支援を行い
ます。また、第３子以降の保育園、
幼稚園の保育料無料化や滝川市との
連携による病後児保育の実施、さら
には子育て支援センターや児童館、
放課後児童クラブの運営も充実さ
せ、安心して子育てできる環境づく
りに取組んでまいります。

〔障がい者福祉の充実〕
　第３期新十津川町障がい者基本計
画及び第５期新十津川町障がい福祉
計画に基づき、障がいの有無に関わ
らず、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現を目指
し、地域で安心して暮らすことがで
きるよう、相談支援の充実とニーズ
に合ったサービスの提供を行ってま
いります。
　肢体不自由の方の自動車改造費用
の助成制度を新設し、障がい者の自
立や社会参加の促進に努めてまいり
ます。

〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の生きがい活動につきまし
ては、ゆめりあ部会やシニアいきい
きクラブ、ふるさと学園大学の取組
を充実させ、健康でいきいきとした
高齢者の活動を支援してまいります。
　介護予防事業につきましては、交
流の場の提供と介護予防運動を行う
「スマイルアップ事業」を７つの行

政区で実施いたします。
　認知症の方やその家族の支援策に
ついては、医療機関や関係機関と連
携を図り、相談業務を行うととも
に、認知症サポーター養成講座の開
催、民間支援団体が運営する認知症
カフェの運営に対し支援してまいり
ます。

〔健康づくりの推進〕
　本年度は、健康づくりの町宣言を
して50周年を迎えます。自分や大切
な家族の健康状態に関心を持ってい
ただくために、記念講演会を実施す
るとともに、食育推進の観点から日
本ハムファイターズと連携した健康
デザートの開発をはじめ、北中央公
園内に健康器具を設置し、健康維持
に向けた取組を推し進めてまいりま
す。
　母子保健対策につきましては、妊
婦の一般健診、超音波エコー検査に
助成するとともに、出産前から子育
て期にわたる切れ目のない、きめ細
かな健康相談と健診を行ってまいり
ます。

〔医療環境の充実〕
　医療費助成制度については、子ど
もを育てる世帯の負担を軽減するた
め、高校生以下の保険医療費の無料
化を継続実施いたします。
　特定不妊治療、一般不妊治療につ
いては、１回の治療費が高額である
ことから、費用の一部負担を実施い
たします。
　国民健康保険事業につきまして
は、財政基盤を強化するために、本
年度から北海道が運営主体となり、
効率的な事務を進めていくことにな
ります。北海道や空知中部広域連合
と相互に連携し、町民の窓口として
わかりやすく、丁寧な対応と円滑な
制度の運用に努めてまいります。

３　みんなでつくる豊かなまち

　三つめは、「みんなでつくる豊か
なまち」です。
　基幹産業である農業をはじめ、林
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業、商業、工業、観光の振興に向け
た支援を推進するとともに、産業間
の多様な交流や連携により、新たな
地域資源や産業を創出し、元気あふ
れる「豊かなまち」を目指してまい
ります。

〔農業の振興〕
　後継者対策につきましては、ＪＡ
ピンネやピンネ農業公社と連携を図
り、農業後継者を目指す新規学卒者
やＵターン者が就農しやすい環境を
整えるため、住宅確保に対する支援
制度や農業機械の免許取得、新たな
作目に挑戦する際の助成制度を新設
いたします。また、農作業の省力化
と効率化を図るため、水稲向け水管
理システムによるＩＣＴ農業の実証
調査、ＧＰＳ機能付き田植機の導入
や農業用ドローン操作講習費用の一
部を助成し、スマート農業の取組を
推進いたします。
　研究機関や地域おこし協力隊との
連携協力により、全道一の生産量を
誇る酒米を使用した商品開発に取組
んでまいります。

〔林業の振興〕
　森林資源の活用と資源循環型社会
を目指すため、ふるさと公園内の３
施設に熱源を供給するための木質バ
イオボイラーの導入に向け、国の補
助制度を活用しながら、実証試験と
なる事業性能評価調査を実施いたし
ます。また、分収造林の間伐などか
ら得られる二酸化炭素吸収量をクレ
ジット化し、購入していただくため、
「Ｊクレジット制度」の認証に係る
手続きを執り進めてまいります。
　町民に親しまれる森づくりを推進
するため、日本ハムファイターズの
協力を得て、ふるさと公園内の「創
造の森」に記念植樹を実施いたしま
す。

〔商工業の振興〕
　商工業の振興のため、中小企業事
業資金保障融資制度の利子の全額助
成の期間を３年間延長します。また、
国や道の融資貸付制度を利用してい

る商工業者に対して行っている利子
の半額助成についても３年間延長い
たします。
　店舗の新設や直売所の設置、集客
向上のための取組を支援する中小企
業者応援事業は、対象事業の範囲の
拡大と要件の緩和を行い、中小企業
者への支援拡大を図ってまいります。
　商工会が実施する地元消費拡大の
ための取組や商工会の運営につい
て、必要な支援を継続いたします。

〔観光の振興〕
　本町の観光拠点であるふるさと公
園をリニューアルするため、ふるさ
と公園再整備基本計画を策定すると
ともに、新十津川物語記念館をはじ
めとする公園内施設の屋根や外壁な
どの改修を実施いたします。
　奈良県及び十津川村との三者協定
に基づき、東京日本橋の奈良県アン
テナショップへの出品、奈良市内で
行われるイベントの「にぎわい回
廊」やＪＡピンネが奈良県内で実施
する「ピンネフェア」などに参加し、
農特産品の販路拡大に向けた取組を
本格的に実施いたします。また、三
者協定を記念して、奈良県内から町
内の宿泊施設に宿泊された方を対象
に、特産品をプレゼントする記念事
業を実施いたします。
　ＪＲ札沼線の存廃議論から派生し
た沿線４町のそれぞれの特色や歴史
観を連携し、魅力をアピールするた
め、札幌市内で特産品販売のイベン
トを行うとともに、ＪＲ北海道傘下
の旅行会社による本町の名所を巡る
ツアー「まちもの語り」に協力し、
知名度アップにつなげる取組を行い
ます。

〔雇用の創出〕
　雇用の創出については、農業、林
業、商工業及び観光に係る支援策と
して、町内の新たな雇用につながる
よう執り進めてまいります。
　また、ピンネ農業公社と連携を図
り、新規就農者や地域おこし協力隊
員の本町定着に向けた支援に取組ん
でまいります。

４　みんなでつくる安心なまち

　四つ目は、「みんなでつくる安心
なまち」です。
　町民のかけがえのない生命と財産
を守るため、大災害の発生を踏まえ
た消防・救急・防災体制の一層の充
実に努めるとともに、交通安全や防
犯などの生活安全の充実に努め、穏
やかな暮らしを実現できる「安心の
まち」を目指してまいります。

〔防災体制の充実〕
　３年に１度となる総合防災訓練を
８月26日に実施するとともに、全行
政区において組織化された自主防災
会に出向き、災害を想定した避難所
運営訓練「ＨＵＧ」を実施するなど、
より一層の防災力の強化に取組んで
まいります。また、避難所に必要と
なる簡易トイレや排水機場に必要な
物資を購入し、災害発生時の体制整
備の強化に努めてまいります。
　国が進める「日本再興戦略」に基
づき、災害発生時の避難所となる、
ゆめりあやスポーツセンター、小中
学校にＷｉ－Ｆｉ環境を整備いたし
ます。
　平成９年に導入した防災行政無線
は、老朽化が進んでおりますので、
庁舎建設に併せた防災無線のデジタ
ル化導入に向け、実施設計を行いま
す。
　石狩川や徳富川は、上流域からの
土砂が河道内に堆積し中州が形成さ
れております。今後、河岸侵食、洪
水時の築堤破堤も想定されますの
で、関係機関に対し河道掘削を要望
してまいります。

〔消防・救急体制の充実〕
　平成30年度は、本町に公設消防が
設置されて100周年の大きな節目の
年となります。これまでの歴史と歩
みを振り返る記念誌の発行と100周
年を記念した消防演習を実施いたし
ます。
　役場庁舎の建設に伴い、第一分団
詰所の建設準備を進めるとともに、
平成４年に購入した第一分団のポン
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プ車を更新し、消火体制の強化を図
ります。

〔生活安全体制の充実〕
　交通安全の推進につきましては、
交通安全指導員や関係機関、関係団
体と連携を図るとともに、小中学生
や高齢者向けの交通安全教育に力を
入れ、交通事故の防止に努めてまい
ります。
　防犯対策につきましては、新十津
川町安全・安心推進協会にご協力い
ただき、青色回転灯パトロールを引
き続き実施いたします。また、高齢
者を狙った振り込め詐欺をはじめと
する特殊詐欺被害は、年々手口が巧
妙化し、道内でも被害が増加してい
ることから、滝川警察署や滝川地方
消費者センターなどと連携を図り、
被害防止に向けた啓蒙活動を行って
まいります。

５　みんなでつくる学びのまち

　五つ目は、『みんなでつくる学び
のまち』でございます。
　明日の本町を担う子どもたちが心
身ともにたくましく育つよう、家庭
や地域、学校と連携し、生きる力を
育むとともに、町民が生涯にわたっ
て自ら学び、自己実現を図ることが
できる「学びのまち」を目指してま
いります。

　地域とともにある学校づくりを目
指すため、教育委員会と連携を図り、
「学校運営協議会」を新たに設置し、
コミュニティ・スクールとしての仕
組みを導入いたします。保護者や地
域住民が、一定の権限と責任をもっ
て学校運営に参画していただき、こ
れまで地域と学校が協力して実施し
てきた教育活動をさらに深めるとと
もに、活発な活動となるよう支援い
たします。
　なお、教育行政の具体的な施策の
推進につきましては、教育長からの
教育行政執行方針がございますの
で、私からは控えさせていただきま
す。

６　みんなでともに歩むまち

　六つ目は、「みんなでともに歩む
まち」です。
　少子高齢化や人口減少、住民ニー
ズの多様化など、町を取り巻く情勢
が大きく変化する中、住民と行政が
互いに助け合いながらまちづくりを
進めることができるよう、住民と「と
もに歩むまち」を目指してまいりま
す。

〔住民参加の促進〕
　自治会活動の拠点となる行政区会
館は、耐震に伴う建替工事が完了し
ましたので、改築をしていない中央
区と青葉区の会館について、バリア
フリーや省エネルギー化に特化した
改修工事を実施いたします。
　情報の発信につきましては、広報
やまちづくり読本、町内回覧等を通
じて、行政が持つ情報を町民の方々
に発信するほか、まちのＰＲ動画を
ホームページやＹｏｕＴｕｂｅで配
信するとともに、新たに本町を紹介
するミニ情報誌を作成し、道内の道
の駅などで配布するなど、さまざま
な情報伝達手段を用いて本町の魅力
を発信してまいります。
　今年は北海道と命名されて150年
になります。平成３年にＮＨＫが放
送した「ドラマ新十津川物語」は、
北海道の開拓の歴史そのものといっ
ても過言ではありません。この類稀
な開拓の歴史を町民の皆様と再認識
するために、パブリックビューイン
グを開催いたします。

〔行政の効率的な運営〕
　新庁舎の建設につきましては、基
本設計が終りましたので詳細な内容
を決める実施設計を進め、円滑かつ
確実な工事施工とするために、年度
内に発注を行います。
　まちづくり懇談会やワークショッ
プなどを通じて、引き続き町民の皆
様のご意見を賜りながら進めてまい
ります。
　ふるさと納税につきましては、平
成26年度の制度実施以降、初めて１

億円を超えるご寄附を全国からいた
だきました。今後、子育て支援や町
の環境整備の財源として大切に使わ
せていただくとともに、町の産業振
興の面においても経済効果が期待で
きますので、さらなる返礼品の充実
を図り、より一層のＰＲに努めてま
いります。
　健全な財政運営を堅持すること
は、行政を司るものとして一番大切
なことであります。町民の皆様と共
に歩む「協働のまちづくり」を推進
しておりますので、身の丈を考慮し
ながら、最少の経費で最大の効果が
発揮できるよう、財政運営を執り進
めてまいります。

　以上、平成30年度の町政の執行に
ついて所信の一端を述べさせていた
だきました。

【むすびに】
　昭和10年、本町出身の衆議院議員
東武氏の30年近くにわたる政治活動
の末に敷設された札沼線が、現在、
廃線の危機に直面しております。
　時代の流れとともに、人口が減少
し、車中心の社会となり、現在は一
日一往復しか往来のない札沼線は、
交通手段として利用する町民がほと
んどいなくなりました。
　東氏の不屈の精神とひたむきな情
熱を考えると、単に利便性や合理性
だけで存廃を判断するものではあり
ませんが、将来の本町のまちづくり
を考えると、出来得る限り早い時期
に決断することを考えております。
　平成30年度は、私にとって任期を
締めくくる年となります。
　輝き続ける新十津川にするため
「為せば成る、為さねば成らぬ何事
も、成らぬは人の為さぬなりけり」
を信念に、決断と実行の真剣勝負の
１年となるよう、町民の皆様、町議
会議員の皆様にお誓い申し上げ、平
成30年度の町政執行方針といたしま
す。
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　　環境の保全①　環境の保全

環境を保全する活動	 22万円空き家対策	 50万円

ごみの収集・処理	 1億3493万円

（担当：住民課住民活動グループ）（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　環境保全に関する職員の研修に参加します。
　また、町有地や町有施設で発生した蜂の巣を駆
除します。
　なお、私有地や私有施設で発生した蜂の巣の駆
除については、その管理者が専門業者などに駆除
を依頼してください。

【蜂の巣駆除専門業者】

業　者　名 電話番号

星友環境サービス（滝川市） 24-5867

三東商事（砂川市） 54-1311

白取建設（赤平市） 38-8151

（金額は巣の状況などによって異なります）

○危険空き家対策
　審議会を開催し、町内の危険空き家対策を推進
します。
　また、危険が迫った空き家への応急対応や町か
らの指導などにより、危険空き家を除去する際の
補助を行います。
　町内の空き家で、建築資材の飛散や倒壊の恐れ
がある危険な空き家がありましたら、情報提供を
お願いします。

○空き家バンク
　町のホームページ上に、町内の空き家、空き地
（宅地）、アパートの情報を掲載しています。
　なお、空き家バンクへの情報登録は、所有者の
申し出が必要です。

　家庭から出されるごみの収集運搬とごみ処理施
設の維持管理を行っています。処理施設の経費は、
ごみの処理量で決まります。町が実施している無
料回収事業を活用するなど、今後もごみ減量への
ご協力をお願いします。

【町が無料回収するもの】
項　目 回収場所

小型家電製品 役場　回収ＢＯＸ

衣類、かばん、靴など 役場　住民課窓口

廃食用油
役場、改善センター
など

＜財源内訳＞
ごみ袋販売代金	 1500万円
資源物売り払い収入	 102万円
町の負担	 1億1891万円

　不法投棄を減らすための対策と、町の施設や敷
地に不法投棄されたごみの処理を行います。
　なお、私有地に不法投棄されたごみは、その土
地の所有者または使用者が管理や処理をすること
になりますので、日頃から不法投棄を未然に防ぐ
対策をお願いします。
　過去５年間の町の施設や敷地への不法投棄の状
況は、下表のとおりです。

【町の施設や敷地への不法投棄の状況】

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

テ レ ビ 9台 6台 6台 3台 2台

電化製品 18台 16台 7台 15台 3台

タ イ ヤ 32本 110本 103本 0本 40本

そ の 他 21件 29件 20件 20件 14件

不法投棄ごみの対策	 32万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

合併処理浄化槽設置の助成	 271万円火葬場施設の運営	 660万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　滝川市、赤平市、雨竜町と共同で火葬場「滝の
川斎苑」を運営しています。
　なお、昭和50年建築の「滝の川斎苑」は老朽化
のため、改築を計画しています。

【滝の川斎苑改築スケジュール（予定）】
平成30年度　　　実施設計
　　　　　　

⇒

平成31～32年度　改築工事
　　　　　　

⇒

平成33年度　　　供用開始

　対象地区内での合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成します。
　住宅新築時の設置、中古住宅購入の際の設置、
くみ取り式からの切り替えも対象となります。
　なお、浄化槽管理者は浄化槽の保守点検、清掃
および指定検査機関（北海道浄化槽協会）が行う
検査が義務付けられています。地域の環境を守る
ため、年１回の検査を必ず受けましょう

【助成の内容】
人槽区分 助成額

５人槽 34万3000円

６～７人槽 40万1000円

８人槽以上 50万8000円

＜財源内訳＞
　道の補助金など　　90万円
　町の負担　　　　181万円

快適なインターネット環境整備のための調査	 235万円
（担当：総務課財務・情報グループ）

　町内のインターネット光回線は、市街地の一部での利用に限られており、地域内でのインターネット回
線速度には格差があります。光回線が利用できない地域でも高速のインターネット環境を確保できるよう
に、無線通信設備による高速通信環境の整備に向けた調査を行います。
　スケジュールや仕組みなどについての説明会を行い、一定数の利用希望者がいる場合は、平成31年11月
からのサービス開始に向けて、通信環境の調査や設備の整備を進めます。

【スケジュール】
平成30年６月頃　　町民向け説明会と利用希望の調査
（以下、一定数の利用者がいる場合）
平成30年８月頃　　通信環境の調査とシステム設計
平成31年３月頃　　通信施設の整備工事
平成31年11月頃　　サービス開始

【１世帯あたりの利用料金（見込）】
月額　6000円
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住宅リフォームの助成	 2500万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　居住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、町内の住宅を所有する方が町内の施工業者を利用
して改修工事を行う場合に、助成金を交付します。

【助成期間】　平成32年３月31日まで
※工事着手日の14日前までに交付申請をすること

【対象工事】　増築、改築、修繕、模様替え（耐久性、居住性、省エネルギー性を向上させる改修工事）
【対象要件】　・町内の施工業者が実施すること
　　　　　　　・助成対象経費の合計額が30万円以上であること
　　　　　　　・交付申請をする年度の末日までに工事が完了すること
【対	象	者】　改修を行う住宅の所有者で、現に居住している方または改修が完了する日の年度末までに

当該住宅に居住する方
【対象住宅】　・新築後５年を経過している住宅

・一戸建ての住宅（店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ）
【助成金額】　助成対象経費の５分の１（最大50万円）

※助成金の交付は、同一の住宅について
　１回限りとなります。

住宅の取得助成	 6110万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制を図り、本町への定住を促進するため、町内に住宅を新築または購入した方を対象に、
助成金を交付します。平成29年度は、新築17件、中古９件の申請があり、そのうち14件が転入者でした。
（平成30年３月28日現在）

【助成期間】　平成32年３月31日まで
【対象物件】　玄関、便所、台所、浴室、居室のある60㎡以上の住宅または併用住宅
【新築住宅】　新築または新築住宅を購入
【中古住宅】　・昭和56年６月１日以降に建築した住宅（過去に住居として使用）
　　　　　　　・売買価格が300万円以上の住宅（その土地の購入費を含む）
　　　　　　　・申請者の親族（２親等以内の親族）が所有していたものは除く

物　件 申請者 施行業者 奨励金 ふれあい商品券

新 築 住 宅

転入者
町　内 200万円

左記の助成金に加え、中学生以下の子
ども１人につき、15万円分のふれあい
商品券を交付します。

※奨励金、商品券の交付は１回限りで
す。

町　外 170万円

町　民
町　内 170万円

町　外 150万円

中 古 住 宅
転入者 ― 100万円

町　民 ― 	70万円
※中古住宅の取得助成と併せて、住宅リフォーム助成制度を受けることができます。
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公営住宅の維持管理	 6090万円

住宅の耐震化・解体の助成	 404万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅366戸の維持管理を行います。老朽化
した公営住宅南吉野団地２棟８戸を解体します。
　また、平成29年度に見直した公営住宅等長寿命
化計画に基づきトップ団地Ｂ棟（18戸分）の外壁
塗装工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 2061万円
使用料（家賃など）	 1348万円
町の負担	 2681万円

【管理戸数の内訳】
大和方面 ８戸
橋本方面 102戸
中央方面 228戸
花月方面 20戸
徳富方面 ８戸

　住宅の耐震診断、耐震改修工事と、老朽化など
により使用しなくなった住宅の解体工事に対して
助成金を交付します。

【助成金の内容】

区 　 分 対　象 助　成　額

耐震診断 既存住宅 診断費用の３分の２
（最大４万円）

耐震改修
工　　事

耐震基準を満
たさない住宅

改修工事費の５分の１
（最大100万円）

解体工事 50万円以上の
住宅解体工事

工事費の５分の１
（最大30万円）

＜財源内訳＞
国の補助金	 22万円
道の補助金	 43万円
町の負担	 339万円

公共下水道の整備	 1億9207万円

都市公園の管理	 4524万円

（担当：建設課都市管理グループ）

みどり中継ポンプ場

（担当：建設課土木グループ）

　下水道管やポンプ場など公共下水道施設の維持
管理を行っています。また、石狩川流域下水道組
合の整備運営に対し負担します。
　平成30年度は、下水を処理場に送るための中継
施設、みどり中継ポンプ場の長寿命化を図るため、
流量計、水位計の更新などの工事を行います。

　憩いと交流の場として利用されている都市公園
を、安全安心に利用していただくため、遊具の点
検補修や園内の草刈り、樹木せん定などを行いま
す。
　平成30年度は、みどり公園のフェンス、あじさ
い公園の遊具などを更新します。また、中央公園
などの樹木をせん定し公園内の景観整備を行いま
す。

＜財源内訳＞
国の補助金	 300万円
パークゴルフ場管理協力金など	 23万円
町の負担	 4201万円
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　　交通環境の充実③　交通環境の充実

町道の改修	 1億2424万円

橋の修繕	 7765万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　道路の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより走行の安全性が損なわれます。
　傷んだ町道を改修することにより、走行しやすい安全な道路に改善します。
　平成30年度に計画している路線は次のとおりです。

　町内135カ所に架かっている橋は、適切な時期に修繕を行うことで、長期間安全に使用することができ、
経費の削減にもつながります。平成25年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に修繕
を行います。
　平成30年度に計画している橋は次のとおりです。

【工事】
①菊水団地道路改築工事（平成30～34年度）
全体計画：菊水２条通り外22路線
工事区間：菊水３号通り外６路線
工事内容：舗装打ち替え、縁石取替（全低下)
延　　長：1000ｍ
幅　　員：5.5ｍ＋1.25ｍ×2(車道＋両側歩

道)
②文京西３線舗装改修工事（平成29～30年度）
　　全体計画：道道学園新十津川停車場線から

南５号線まで
工事区間：南４号線から南５号線まで
工事内容：既設路面切削、舗装１層の上乗せ
延　　長：540ｍ
幅　　員：7.5ｍ

【工事】
⑥大久保橋架替え工事（平成30年度）
橋　　長：7.0ｍ
幅　　員：7.0ｍ
工事内容：ＢＯＸ橋りょうの架替え

⑦岡野橋補修工事（平成30年度）
橋　　長：27.6ｍ
幅　　員：6.75ｍ
工事内容：橋台補修、沓座モルタル補修、

伸縮装置交換、橋面防水、橋面舗装

③夢色通り歩道改修工事（平成30年度）
工事区間：夢色の橋から国道451号まで
工事内容：歩道部のゴムマット撤去、舗装復

旧
延　　長：450ｍ
幅　　員：2.24ｍ

④弥生東２線舗装改修工事（平成30年度）
工事区間：南７号線から南側
工事内容：舗装打替え
延　　長：400ｍ
幅　　員：5.5ｍ

【調査設計】
⑤西１線歩道造成調査設計
対象区間：南４号線から南５号線（西側）
業務内容：調査設計
延　　長：550ｍ

【設計】
⑧中寺橋架替え実施設計
橋　　長：2.5ｍ
幅　　員：4.0ｍ

【定期点検】
業務内容：14橋の定期点検

＜財源内訳＞
　国の補助金　3862万円
　町の負担　　3903万円
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地域公共交通の確保	 2094万円

町道の除排雪	 2億297万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　町内の交通手段を確保するため、町では北海道中央バスへの運行助成と併せて、予約制の「乗合タクシー」
と「乗合ワゴン」への運行費用の助成を行います。

　冬期間の快適な生活環境を守るため、安全な道
路の確保は欠かせません。
　町道の除排雪作業は、町が所有する機械15台と
受注業者の機械９台を使って行います。
　午前２時の時点で10㎝以上の降雪や吹き溜まり
がある場合に、午前３時から作業を開始し、午前
７時30分ごろまでに完了するように行っています。
　町道の除雪延長は、車道187㎞、歩道12㎞、排
雪延長は38㎞です。
　平成30年度は、除排雪作業の委託費の他に、老
朽化した７トン除雪トラックの更新と機械を格納
している除雪センターの屋根改修も行います。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 1360万円
　町の負担	 1億8937万円

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・新十津川北星ハイヤー（予約制）
・平日４便、土日祝日３便
・徳富区と総進区、大和区の一部から中央地区や滝川
市内（滝川駅、滝川市立病院など）の往復路線で、
中央地区から滝川市間のご利用はできません。

○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・誠和運輸（予約制）
・平日土曜３便、日曜祝日２便
・中央地区、弥生区、花月区、旧上総進区をエリアと
して運行し、砂川市内（コープさっぽろ、砂川市立
病院、砂川高校）の往復路線です。

○北海道中央バス
・ふるさと公園線　平日５便、土日４便
・滝川北竜線　１日４便
・滝川浦臼線　１日５便
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　環境の保全
狂犬病の予防 8万円 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行います
墓地の維持管理 270万円 各地区の墓地や弥生霊園の維持管理を行います
資源リサイクルの奨励 41万円 空き缶などの資源ごみ回収事業を行う団体への奨励金です
ごみ埋め立て処理施設の維持管理 627万円 総進区にある一般廃棄物最終処分場の維持管理を行います
し尿収集 727万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
し尿処理施設（旧）の維持管理、解体 3983万円 今まで使用していた古い処理施設の解体を行います
し尿処理施設（現）の運営 757万円 新しいし尿処理施設（６市６町）の運営費です
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 63万円 町有住宅21戸の維持管理を行います
建築事務 20万円 建築法令の習得、技術講習会などに参加します
都市整備の推進 15万円 都市計画審議会の開催や関係機関との協議を行います
水道企業団負担金 1747万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対し負担します
農業集落排水の維持管理 2890万円 花月・大和地区の農業集落の下水処理施設を管理します
３　交通環境の充実
町道の維持管理 6129万円 夏期に町道380㎞の維持管理と補修工事を行います
道路台帳の管理 128万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します
町道の維持車両の管理 1717万円 砂利道の路面整正や除排雪作業のための車両を管理します
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得きっずカードの発行	 999万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高校生以下の子どもや妊婦がいる世帯の生活を応援するため、得きっずカードを配布します。
　得きっずカードは、しんとつかわポイントカード会と連携しており、カードのポイントが満点になると
5000円分の金券として使用するか、商工会窓口でお買い物に便利なふれあい商品券に交換することができ
ます。
　カードの発行はゆめりあの窓口で行い、有効期限は平成31年３月31日までとなっていますので、忘れず
にご利用ください。
　また、子育て支援センターや図書館の行事に参加するとポイントが付きますので、ぜひご参加ください。

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

【対象】　高校生以下の子どもがいる世帯

【配布内容】

子どもの人数 配布枚数

１人 ５枚

２人 ６枚

３人以上 ７枚

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 999万円

児童館の運営	 1884万円 放課後児童クラブの運営	 752万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　子どもたちが安心して遊べる児童館を運営しま
す。
　児童館では、クッキング、バス遠足、ハロウィ
ン、クリスマス会など楽しい行事を行っています
ので、気軽に遊びに来てください。
　また、発達障がいや発育遅延が心配される児童
に対し、児童館活動を通して健全な育成を行うた
め、子育て支援アドバイザーを配置しています。
　なお、平成30年度は外壁塗装工事を実施します。

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 847万円
行事参加者の負担	 1万円
町の負担	 1036万円

　放課後児童クラブは、保護者が就労などにより
昼間家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生
活の場を提供し、子どもたちの健全育成を図るた
め、児童館で開設しています。
　利用回数に関わらず、月額1000円で利用するこ
とができます。
【開所時間】

通常開所（月～金）
児童の下校時

～
午後６時30分

土曜日
学校の長期休業期間
振替休校日

午前８時00分
～

午後６時30分

＜財源内訳＞
国の補助金	 179万円
道の補助金	 179万円
利用料など	 49万円
子ども夢基金	 345万円
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障がいのある方への生活支援	 966万円

子育て支援センター(児童館内)の運営	 535万円

障がい福祉サービスの提供	2億6208万円

保育園の管理運営と病後児保育	 1億4957万円

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　障がいのある方が、自立した日常生活や社会生
活を送れるよう支援します。
　専門知識を持つ相談員による、福祉サービスの
利用に向けた相談支援をはじめ、外出時の移動の
支援、一時的な見守り支援のほか、紙おむつ・蓄
尿袋などの日常生活に必要な用具や自動車改造費
用の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　341万円
道の補助金　171万円
町の負担　　454万円

　子育て支援センターは、子育て中の保護者の仲
間づくりの場として開設し、子育ての悩みや相談
のほか、親子あそびや子育てからのリフレッシュ
を目的とした「子育てすまいる」の開催、子育て
支援センターでのイベントなどを掲載したお便り
の発行を行っています。
　７～８月に幼児が安心して遊ぶことができる水
遊び場「ちゃっぷーる」を開設しますので、ぜひ
子育て支援センターへ足を運んでください。

＜財源内訳＞
国の補助金	 144万円
道の補助金	 144万円
子育てすまいるの参加料	 1万円
子ども夢基金	 246万円

　障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、各種サービスを提供します。

【主なサービス内容】
・家事援助などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億3009万円
道の補助金	 6504万円
町の負担	 6695万円

○保育園の運営（第３子以降の独自無料化）
　指定管理者（華園学園）に委託して保育園を運
営しています。
　また、第３子以降の保育料を保護者の所得に関
係なく無料にしています。
○病後児保育（滝川市と連携）
　新十津川保育園に入園する児童を対象に、病気
回復期の保育サービスを滝川市と連携して、滝川
中央保育所の専用の病後児保育室で行います。
○屋根、暖房設備の改修
　改築後12年が経過し劣化してきた屋根と暖房設
備を改修します。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 1299万円
町の負担	 1億3658万円

　　障がい者福祉の充実②　障がい者福祉の充実
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高齢者世帯などの除雪	 774万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者世帯などの冬期間の生活を支援するため、除雪費用を助成します。
○高齢者世帯などに除雪費の助成
　世帯全員が70歳以上で、かつ町民税非課税の世帯に対し、居住する住宅の間口除雪や屋根の雪下ろし作
業を業者に委託した場合、費用の半分を助成します。70歳未満でも障がい区分によって対象となる場合が
あります。
作業区分 間口除雪 屋根の雪下ろし
上限額 ３万円 ２万円

○高齢者世帯の避難路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難路を確
保し、在宅生活を支援するため、11月から３月まで
の期間、除雪サービスを行います。
　除雪の範囲は、玄関から道路までの人が通れる幅
の通路とベランダや窓（家の中で１カ所）となり、
サービス内容に応じて負担をしていただきます。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 31万円
町の負担	 743万円

認知症の早期支援体制の整備	 206万円 在宅医療と介護の連携	 129万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　認知症であっても住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるように、認知症の疑いのある人や
その家族に対し、早期対応による効果的な支援を
行います。
　また、認知症に関する理解を深めるための普及・
啓発活動や、認知症の方を含む高齢者にやさしい
まちづくりを推進していきます。

【主なサービス内容】
・認知症初期集中支援チームの活動
・認知症地域支援推進員の配置
・認知症カフェ事業の運営の補助
・認知症サポーター養成講座の開催

＜財源内訳＞
包括的支援事業負担金	 206万円

　医療や介護が必要な方が、住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けるための一
体的な支援を行う関係機関の連携を推進し、支援
体制を整備します。

【主なサービス内容】
　・医療、介護連携の普及啓発
　・医療、介護情報ブックの作成
　・医療、介護関係者のスキルアップ研修の開催

＜財源内訳＞
　包括的支援事業負担金	 129万円

　　高齢者福祉の充実③　高齢者福祉の充実
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ふるさと学園大学の運営	 67万円 シニアいきいきクラブの開催	 11万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　ふるさと学園大学は、高齢者を対象に楽しみな
がら知識や教養を身に付け、仲間とのふれあいを
深め、喜びと生きがいのある充実した人生を過ご
すことを目的に、年間９回講義を行います。なお、
開講日は無料送迎を行っています。
　平成30年度は切り花創作体験などを予定してい
ます。

＜財源内訳＞
道の補助金	 8万円
町の負担	 59万円

　60歳以上の方を対象に、新たな仲間、新たな趣
味、新たな生きがいを見つけるきっかけづくりを
目的に、シニアいきいきクラブを開催します。
　平成30年度は、シニアいきいき遠足、簡単マジッ
ク、太極拳、豆腐づくり、シニアエアロビクスの
５教室を行います。
　参加料が必要な教室もありますが、この機会に
ぜひご参加ください。

＜財源内訳＞
参加者の負担	 2万円
町の負担	 9万円

健康づくりの町宣言50周年記念事業	 796万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ・教育委員会社会教育グループ）

　昭和43年６月10日に「健康づくりの町宣言」をしてから、今年で50周年を迎えます。皆さんが健康づく
りの重要性を再認識し、健康増進や健康寿命の延伸に取り組めるように、さまざまな記念事業を実施します。

【主な記念事業】
○夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
　７月28日開催で、８年ぶりの実施です。皆さん
の参加をお待ちしています。

＜財源内訳＞
地域支援助成金　	22万円
利用者の負担　　　2万円
町の負担　　　　772万円

○記念講演会＆健康フェア
　自ら健康づくりの意識を高めるために、10月14
日に講演会と健康フェア（体脂肪率測定など体験
コーナー）をゆめりあで開催します。

○健康器具の設置
　北中央公園に健康器具を４台設置します。

○食育の推進
　７月から計８回多くの方に調理実習室・加工室
を利用していただけるように体験会を開催します。
　また、５月17日に保育園むし歯予防とティー
ボール野球教室（日ハムパートナー協定事業）を
開催します。

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進
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ワンコインがん検診	 1016万円 食育の推進	 58万円

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種	 238万円 妊婦健康診査・相談	 460万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　気軽にがん検診を受けられるように始めたワン
コイン検診を継続し、全てのがん検診を500円の
自己負担で受診できるように拡充します。
　また、町独自に30歳代女性の乳がん検診も500
円で受けられます。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 31万円
受診者負担金	 112万円
町の負担	 873万円

検診名 対象者 備考
胃がん・肺がん・
大腸がん

30歳以上
男性・女性 １年に１回

前立腺がん 50歳以上男性 １年に１回
乳がん 30歳以上女性 ２年に１回
子宮頸がん 20歳以上女性 ２年に１回

卵巣超音波 子宮頸がん
受診者 ２年に１回

　栄養相談や健康教育に加えて食のボランティア
活動を行っている食生活改善推進員（ヘルスメイ
ト）の支援を行っています。
　平成29年度に実施した食生活改善推進員養成講
座の修了者20人を新会員として迎え、皆さんの食
生活改善の意識の向上を図る活動を強化します。

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない方
を対象に、指定医療機関で接種した場合のみ、接
種費用を１人１回全額助成します。

【対象】
○定期接種対象者
・年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳
になる方

・60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器など
に重い病気（身体障害者手帳１級）のある方

○任意接種対象者
・65歳以上で定期接種対象者以外の方

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 99万円
町の負担	 139万円

　妊娠届出書を提出された方に、指定医療機関で
の妊婦健康診査費14回分を助成します。妊婦健康
診査に合わせて、超音波検査も14回分助成し、妊
娠中の方を支援します。
　また、妊娠中、子育て中の方の健康や栄養など
について、保健師と栄養士から相談が受けられま
す。

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 460万円
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国民健康保険の運営	 2億7926万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　平成30年度から制度の改正により、国民健康保
険の運営は北海道と、新十津川町を含む１市５町
で組織する空知中部広域連合が共同で行います。
　保険運営を行う北海道や広域連合へ支出する負
担金や保険税の収納、保険税審議会の開催など、
保険事業を安定的に運営します。
　医療費を削減するため、国保加入者の40歳から
74歳を対象とした特定健診の個人負担を無料化
し、病気の早期発見・早期治療に努めています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 909万円
道の補助金	 2873万円
加入者の保険税	 1億9822万円
預金利子など	 27万円
町の負担	 4295万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億1582万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がい
のある方が加入する後期高齢者医療制度は、道内
全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広
域連合が保険者として運営しています。
　町では保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、保険料の徴収などを担当し、町で収納
した保険料、事務費などを運営費として北海道後
期高齢者医療広域連合へ支払っています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 117万円
道の補助金	 2483万円
加入者の保険料	 7563万円
過年度保険料の還付金	 10万円
町の負担	 1409万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

不妊治療費助成	 200万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　出産・子育ての支援の一つとして、不妊治療費用の一部を助成します。
　対象となる治療の種類は、次のとおりです。

【不妊治療の種類】
治療の区分 治療内容の一例 助成額 助成対象となる要件

一　般

・タイミング法
・ホルモン療法
・人工授精

１年間の治療費（左
の治療証明書発行手
数料を含む）の自己
負担総額に対し、20
万円を上限

人工授精以外は、保険適用とな
る治療が対象です。一般不妊治療については、

医療機関が発行する治療証
明書の提出が必要です。

特　定

・体外受精
・顕微授精
・男性不妊治療
　（精巣内精子回収法など）

１回の治療費自己負
担総額に対し、10万
円を上限

北海道の特定不妊治療費助成金
の交付決定を受けた方が対象で
す。
（男性不妊治療は、体外受精ま
たは顕微授精を行う過程で実施
したものを対象とします。）
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高校生までの医療費無料化	 2398万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　子育て世代の経済的負担を軽減し、子どもの健
康管理を支援するため、高校生までの保険診療の
医療費を全額助成します。
　北海道の補助制度では、助成の対象範囲が就学
前の入院および通院と小学生の入院のみで、一部
自己負担があります。
　町では助成内容を独自に拡大し、乳幼児から高
校生までの保険診療医療費の全額を助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 271万円
高額療養費保険者負担金	 10万円
子ども夢基金	 2117万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
誕生記念品の贈呈 84万円 十津川村産ヒノキで作ったキッズチェアを贈ります
児童手当の支給 8660万円 中学生以下の子どもを育てている方に手当を支給します
子ども・子育て支援事業計画策定のための調査 180万円 子ども・子育て支援事業計画策定のニーズ調査を行います
保育所広域入所負担金 130万円 町外の保育所へ通った乳幼児の保育園運営経費を負担します
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1870万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 174万円 身体に障がいのある方に補装具を支給します
重度心身障害者等介護手当の支給 36万円 重度障がい者を介護する方に手当を支給します
特別児童扶養手当の支給 4万円 障がい児の保護者に手当を支給するための事務経費です
重症心身障害者（児）機能訓練交通費の助成 17万円 機能訓練施設への交通費を助成します
精神障害者社会復帰施設等交通費の助成 62万円 社会復帰施設への交通費を助成します
障害児施設通所交通費の支給 21万円 障がい児通所サービス事業所への交通費を助成します
地域活動支援センターの運営 669万円 障がいのある方の活動支援施設の運営負担です
子ども通園センターの運営 560万円 障がい児の療育通所施設の運営負担です
身体障害者福祉協会の支援 4万円 身体障害者福祉協会の活動を支援します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
３　高齢者福祉の充実
ゆめりあ部会の運営 9万円 高齢者の趣味を通して仲間づくりや健康増進を図ります
レクワーカーの運営 9万円 レクワーカーを高齢者の例会などへ派遣します
福祉バスの運営 149万円 高齢者無料巡回バスやふるさと学園大学の送迎を行います
長寿を祝う会の開催への支援 135万円 長寿を祝う会の開催を支援します
単位老人クラブの支援 90万円 町内の各老人クラブの活動を支援します
老人クラブ連合会の支援 58万円 新十津川町老人クラブ連合会の活動を支援します
十津川村老人クラブ連合会50周年記念式典への出席 18万円 十津川村老人クラブ連合会創立50周年記念式典に出席します
介護予防対象者への訪問介護 199万円 介護予防の対象者に訪問介護（ホームヘルプ）を行います
介護予防対象者への通所介護 2158万円 介護予防の対象者に通所介護（デイサービス）を行います
生活支援サービス 10万円 介護予防の対象者の見守りや困りごとへの支援を行います
地域活動・ボランティア活動への支援 564万円 介護予防事業やボランティア活動を推進します
地域包括支援センターの運営 654万円 高齢者介護などの相談や介護予防支援事務所の運営負担です
生活支援体制の整備 350万円 会議の開催や地域コーディネーターの活動を支援します
成年後見制度の支援 26万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します
老人福祉施設への入所支援 367万円 養護老人ホームなどへの入所費用を支援します
緊急通報システムの設置 45万円 緊急通報システムの設置費用を助成します
介護保険の運営 1億1918万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険を運営します
在宅要援護者の通院支援 27万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
高齢者など居宅介護住宅改修費の支援 90万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費を助成します
４　健康づくりの推進
子ども法定予防接種 1411万円 子どもに必要な予防接種を行います
インフルエンザ予防接種 533万円 高齢者、中学生以下の子ども、妊婦の予防接種に助成します
予防接種健康被害調査委員会の開催 3万円 予防接種健康被害調査委員会を開催します
保健事務 46万円 保健事業に関する事務事業を行います
成人健康診査 278万円 基本健康診査、肝炎ウイルス検診などを行います
成人健康診査２次健診 49万円 糖負荷検査、頚部エコーなどの詳細検査を行います
後期高齢者健康診査 179万円 後期高齢者の健康診査を行います
乳幼児健康診査・相談 65万円 子どもの成長を支援するため、健康診査、相談を行います
総合健康福祉センターの管理 8353万円 ゆめりあの管理運営と外壁塗装の第２期工事を行います
健康づくり対策 426万円 生活習慣病予防のため、健康教育・相談を行います
健康体力増進室の管理運営 305万円 健康体力増進室の管理運営や設備の点検修理を行います
５　医療環境の充実
訪問看護 84万円 訪問看護支援体制を整備します
重度心身障がい者の医療費助成 1848万円 重度障がい者の医療費を助成します
ひとり親家庭の医療費助成 374万円 母子家庭や父子家庭の医療費を助成します
未熟児養育の医療費助成 50万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します
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　高齢化や労働力不足、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」が注目を集めています。
　町は、スマート農業を促進するため、一年でもっとも忙しい田植え作業の省力化に効果が見込まれる「Ｇ
ＰＳ直進アシスト機能付き田植機」の購入に対して、費用の一部を助成します。
　この田植機は、最初の１列だけ人間が運転すると、２列目以降はＧＰＳ信号を受信して自動的に真っ直
ぐに走ります。そのため、従来型の田植機では運転手と苗補給役の最低２人が田植機に乗らなければなり
ませんでしたが、ＧＰＳ田植機では運転手１人でも苗補給が可能となり、少ない人数で田植えを行うこと
ができます。

　　農業の振興①　農業の振興

ＧＰＳ田植機の購入助成	 500万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

菌床が並ぶ椎茸ハウス内部

技術修得センターの改修	 2123万円 ピンネ農業公社の支援	 781万円
（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）

　農業の担い手となる後継者や新規就農希望者が
新しい農業技術や優れた経営感覚を身につけるた
めの研修施設が老朽化しているため、全面改修を
行います。
　また、新十津川町農産物ブランド化推奨産品と
なっている椎茸を増産し、研修の場として活用す
るため、新たに椎茸ハウスを１棟増設します。

　農業は高齢化や担い手不足が進んでいます。こ
のままでは、町の基幹産業である農業が衰退し、
農地が荒廃してしまう可能性があります。
　これらの問題に対処するため、担い手の育成や
近年注目を集めるスマート農業の推進など、さま
ざまな角度から町の農業を守る取り組みを行うピ
ンネ農業公社を支援します。

【助成額】　20～30万円ＧＰＳのアンテナ

運転手と別に
苗補給役が必要

自動操縦中に
１人で苗補給

従
来
型

Ｇ
Ｐ
Ｓ
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農産物ブランド化の支援	 120万円
（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。
　生産者が消費者に直接ＰＲできる直売会を、平成30年度は札幌市内で９回程度開催し、安心・安全な農
産物の良さを積極的にＰＲします。
　また、道内の消費者に新十津川町を広く知ってもらうため、北海道日本ハムファイターズの主催試合に
新十津川産「ゆめぴりか」を副賞として提供します。
　さらに、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
と連携して支援をします。

直売会当日 日ハム主催試合でのゆめぴりか提供

農業用水の確保	 3844万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　安定した農業用水確保のため、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を月形
町、浦臼町、雨竜町とともに管理します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 1345万円
他の町の負担	 1445万円
町の負担	 1054万円

徳富ダム

有害鳥獣の駆除	 1356万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　急増しているエゾシカによる農業被害を防止す
るために、猟友会に有害鳥獣の駆除を委託し、農
業被害を軽減します。
　また、くくりわなを狩猟免許を取得している農
業者へ貸し出します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 859万円
町の負担	 497万円

エゾシカ捕獲頭数の推移
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ＣＯ２吸収量の取引	 23万円 町有林の保育管理	 312万円
（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）

　地球温暖化対策の一環として、二酸化炭素の排
出削減量や吸収量をクレジット化する制度があ
り、町有林の整備により生み出された二酸化炭素
吸収量をクレジット化するための手続きを進めま
す。
　クレジットは企業などが購入し、その代金は、
今後の町有林の管理に使用する予定です。

　幌加地区の町有林において、幼木の成長を助け
るため下草刈りを行います。また、風雨で傷んだ
作業道の補修も行います。
　総進地区の「創造の森」や学園地区の「百年の
森」の下草刈りなどの手入れを計画的に行い、樹
木の育成と景観整備を行います。

＜財源内訳＞
道の補助金	 80万円
町の負担	 232万円

　　林業の振興②　林業の振興

木質バイオマスボイラー導入の検討	 22万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　新十津川町の面積の約77パーセントは森林が占めています。その森林の有効活用策を探るため、平成27
年度から森林資源活用研究会を立ち上げて検討してきました。その結果、ふるさと公園内に木質バイオマ
スボイラー施設を導入し、グリーンパークしんとつかわ、スポーツセンター、温水プールの３施設に配管
を通して熱を供給する事業の可能性が見えてきました。
　今後、国の補助金が採択され次第、各施設での聞き取りなどを行う事業性評価調査を実施し、課題を整
理しながら木質バイオマスボイラーの導入を目指します。

木質バイオマスボイラー（芦別市の宿泊施設）

下草刈りクレジットと資金のやりとり

　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」を意味します。
　このうち、間伐材や製材工場で発生し
た樹皮・おがくず、住宅の解体材などを
木質バイオマスといいます。

ワンポイント
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　　商工業の振興③　商工業の振興

地域おこし協力隊の受入れ	 2220万円
（担当：産業振興課）

　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、平成30年度はスポーツ活性化支援
員を入れて６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、人々が自由に集まり、さまざまな意見を交わす場として、観光案内機能
を持つ駅前の施設を拠点に活動し、異業種間交流、ＳＮＳや町広報などを活用した情報発信、特産品など
の商品開発や観光資源の発掘など、地域が活性化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の体得を目指し、就農に向けて
活動を行います。

地域おこし協力隊、町民有志が協力して
開催したイベント「エキアカリ」

味覚まつりの販売会の様子

地 し 紹お 力域 協 介こ 隊

金
こん
　奨
しょういちろう
一朗　さん（28歳）

梶
かじ
谷
や
　　亘

わたる
　さん（33歳）

三
みつ
師
もろ
　優

ゆ
美
み
　さん（29歳）

山
やま
森
もり
　和

かず
也
や
　さん（52歳）

出身：千歳市
任期：平成28年６月1日
　　　～平成31年３月31日（３年目）
活動：終着駅を活用した観光情報発信

出身：札幌市
任期：平成29年４月１日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：就農に向けての研修
　　　（水稲栽培や高糖度トマトの栽培）

出身：石狩市
任期：平成29年５月1日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：６次産業化に向けての活動

（酒米粉やほおずきなどを活用した特産
品の開発）

出身：札幌市
任期：平成29年11月１日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：スポーツによる地域活動
※活動内容は44ページでも紹介しています

産　業

農　業

産　業

スポーツ
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中小企業者などへの支援	 3641万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

○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、利子の補助
種類 資金の内容 限度額

設
備
資
金

設備の近代化と
経営の合理化の
ための資金

1000万円

運
転
資
金

経営の維持と安
定、経営の健全
化のための資金

500万円

特
別
資
金

行政上の理由な
どで生じる施設
の移転、整備の
ための資金

2500万円

○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
※投資額の要件
種類 投資額
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】
・店舗などの整備
店舗の新築、改装などに対し、
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
新たな地場産品の開発などに対
し、対象経費の４分の３を助成
（上限あり）
・商工観光の活性化
生産性向上、販売促進などの取
組み、観光資源の調査研究など
に対し、対象経費の４分の３を
助成（上限あり）
・人材育成
知識、技術を習得するための研
修受講などに対し、対象経費の
２分の１を助成（上限あり）

酒米粉を使用した商品の開発	 199万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　新十津川町は北海道一の酒米産地であり、町内に酒造会社もあります。日本酒で作る工程で生まれる酒
米粉の活用方法を検討するため、平成28年度から農研機構と共同研究を行っています。酒米粉の特性を生
かした製品化によって、新たな特産品としての製造・販売を目指します。
　また、試作を行う段階で製パン改良剤として特許を取得できる可能性が出てきましたので、出願・審査
などの手続きを進めるとともに、どのようなことに活用できるか検討していきます。

酒米粉を使用したパン 試作に取り組む地域おこし協力隊・三
みつ

師
もろ

さん
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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）

　奈良県、十津川村、新十津川町の三者は、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。
　東京都や奈良県にあるアンテナショップや十津川村のイベントでピンネ農協・商工会・振興公社と連携
し、町の農特産物をＰＲ、販売します。
　また、味覚まつりや雪まつりなどのイベントで十津川村の特産品を販売するほか、物産館（くじら館）
で引き続き奈良県や十津川村の特産品を取り扱います。
　さらに、奈良県から町内のホテルや旅館に宿泊された方におもてなしとして、町の特産品をプレゼント
します。三者による共通観光パンフレットを作成し、町の観光ＰＲを行います。

【特産品常設販売所】
○奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
　ミニトマトジュースや酒粕ラーメンなどの加工品
○うまいものプラザ（ＪＲ奈良駅構内）
　ミニトマトジュースや甘酒丹切飴などの加工品
○ＪＡならけん「まほろばキッチン」（奈良県橿原市）
　ミニトマトジュースや甘酒丹切飴などの加工品
（６月から10月まで農産物の新十津川コーナーの
設置を予定）

　　観光の振興④　観光の振興

平成29年８月21日　奈良県庁での締結式

観光ＰＲの推進	 923万円 イベントの共催	 801万円
（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）

　本町の観光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するほか、
こめぞーのキャラクターカード、ポロシャツ、う
ちわ、風船など、関連グッズを作成し、本町の認
知度アップと観光ＰＲを図ります。
　また、弥生区の国道沿いに設置されている観光
案内看板の改修を行います。
　民間旅行会社による観光ツアーの促進や地域お
こし協力隊による観光案内所などの運営の支援な
どを行います。

　夏と冬の定番イベントである「ふるさとまつり」
と「雪まつり」を主催するふるさとまつり実行委
員会に対し、開催経費を助成します。
　平成30年度は、北海道日本ハムファイターズと
のパートナー協定の最終年となることから、ファ
イターズガール招致のほか、各種のファイターズ
関連コーナーを企画しています。

ふるさとまつりとつかわこめぞーが町をＰＲ
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就農者の支援 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 農業委員会の活動経費です
農業者年金事務 127万円 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 37万円 管理システムを保守します
農政事務 137万円 農政全般にかかる事務経費です
営農振興対策協議会の支援 30万円 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
農民協議会の支援 110万円 農業者で組織する農民協議会の活動を支援します
水土里情報システムの活用 57万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
農業経営基盤強化資金の利子助成 275万円 認定農業者の借入資金の利子補給を行います
多面的機能支払交付金 1億6839万円 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 1億3501万円 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
農業振興地域整備計画の見直し 212万円 優良農地を守るための計画を見直します
経営所得安定対策事業への助成 679万円 地域農業再生協議会に対し事務費を助成します
家畜の病気予防 50万円 肉牛などに対しワクチンの予防接種を行います
家畜相場の調査 2万円 家畜市場などで家畜相場を調査します
学園牧場の維持管理 159万円 町営牧場の維持管理を行います

新十津川物語記念館の運営とドラマの上映会	 1141万円 ふるさと公園の再整備	 2598万円
（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）

　新十津川物語記念館の管理運営のほか、屋根と
外壁の塗替えを行います。
　また、ＮＨＫドラマ「新十津川物語」が、４月
から７月にかけてアンコール放送されることか
ら、上映会を実施します。

【ＮＨＫドラマ「新十津川物語」放送予定日】
①４月28日（土）　明治編（前編）
②５月５日（土）　明治編（後編）
③６月２日（土）　大正編（前編）
④６月９日（土）　大正編（後編）
⑤７月７日（土）　昭和編（前編）
⑥７月14日（土）　昭和編（後編）
※放送時間は午前10時～11時30分の予定です。

　観光拠点である「ふるさと公園」の魅力アップ
のため、関係施設と協議し再整備計画を作ります。
　また、老朽化した照明設備のＬＥＤ化やイベン
ト広場ステージ内の壁面の塗替えを行います。
　さらに、公園から見下ろす景観をより良いもの
にするために樹木のせん定や伐採を行います。

ＮＨＫドラマ再放送決定記念
「新十津川物語」上映会

【日時】　４月28日（土）午前９時30分～
【会場】　ゆめりあ
【内容】　この日に放送されるドラマを大型ス

クリーンで鑑賞します。当時の出演
者のゲストトークも予定（入場無料）



35

まちづくり読本＜予算版＞

３

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
畜産振興協議会の支援 33万円 畜産農家で組織する協議会の活動を支援します
21世紀高生産基盤整備推進協議会の運営 240万円 基盤整備を推進する協議会の運営負担です
国営造成施設管理体制整備の促進 1410万円 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） 2677万円 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
２　林業の振興
森林保護のための巡視活動 13万円 巡視により林野火災やごみの不法投棄を予防します
鳥獣による森林被害の防止 10万円 薬剤散布により野ネズミによる森林被害を防止します
林道の維持管理 295万円 林道５路線の維持管理を行います
民有林への植林活動の支援 532万円 伐採後の植林活動を支援します
森林管理のための情報把握 402万円 森林管理のための台帳や地図情報を整備します
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 5万円 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 298万円 国や北海道の融資制度利用者に利子の一部を助成します
商工会の支援 1175万円 商工会の業務の相談や商工業振興活動に助成します
地元消費拡大の支援 400万円 商工会のスタンプラリー事業に対し助成します
４　観光の振興
青少年交流キャンプ村の管理運営 811万円 バンガローや炊事場など、木製施設の塗替えをします
文化伝習館の管理運営 792万円 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 844万円 文化伝習館で工芸体験や講座を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 1337万円 施設の管理運営と屋上防水工事をします
吉野公園の維持管理 1041万円 公園の維持管理と遊歩道の改修工事をします
吉野駐車公園の維持管理 51万円 駐車場と公園の維持管理をします
イベント開催の支援 104万円 陶芸まつり、味覚まつりの開催を支援します
観光協会の支援 10万円 観光協会が行う事業を支援します
ふるさと温泉の維持管理 915万円 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 5097万円 サライなど４施設の運営を振興公社に委託します
振興公社への出資 1000万円 振興公社の安定運営のため増資します
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助成します
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　　消防・救急体制の充実

　　防災体制の充実

①　消防・救急体制の充実

②　防災体制の充実

滝川地区広域消防事務組合の運営	 1億9848万円
（担当：総務課総務グループ）

　消防組織の維持・充実のため、滝川市、芦別市、赤平市、雨竜町とともに滝川地区広域消防事務組合（一
部事務組合）を設置し、その運営経費を各市町で負担しています。
　主な支出は、消防職員の人件費、消防署庁舎の維持管理経費、消防団の運営費、消火栓などの消防施設
の整備更新費、消防車両の維持管理経費、救急資機材の購入費などです。
　平成30年度は、消火活動を迅速に行うために、老朽化したポンプ自動車（平成４年度購入）を更新しま
す。また、公設消防100周年記念誌の発行や救命胴衣の購入、第１分団詰所建設工事の設計委託を行います。

地域防災力の強化	 72万円
（担当：災害対策事務局）

○総合防災訓練の開催
　３年ごとに開催している全町民を対象とした総合防
災訓練（第５回）を開催します。
　地域住民の防災意識の高揚を図り、自助・共助・公
助による総合的な地域防災力を高めることが目的です。
　今回は石狩川の洪水を想定し、新十津川小学校の体
育館に避難する訓練を行います。また、ダンボールベッ
トの組み立て訓練や各種災害体験コーナーなどを予定
しています。
【日　　時】平成30年８月26日（日）

午前８時から午後１時までの予定
【会　　場】新十津川小学校体育館
【参加方法】７月に各行政区に参加を依頼します。

○自主防災組織の活動支援
　平成30年１月に町内11行政区の全てで自主防災組織
が設立が完了しました。自主防災組織の活動を支援す
るとともに、防災意識の向上を目的に、避難所運営ゲー
ム（ＨＵＧ）などの出前講座を行います。

避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）

３年前の間仕切りダンボール作成訓練
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防災無線更新のための調査	 1010万円避難所のWi-Fi環境整備	 3975万円
（担当：建設課土木グループ）（担当：財務・情報グループ）

　地震、集中豪雨などによる災害情報や、生活に
密着した情報などを正しく迅速にお伝えするため
に防災無線を整備しています。
　平成30年度は、防災無線の管理費の他に、庁舎
建替えに伴い、防災無線をデジタル化するための
調査設計を行います。

　災害発生時に避難所となる重要な施設にWi-Fi
環境の整備を行います。災害発生時に携帯電話が
つながりづらくなった場合も、Wi-Fiを利用して情
報収集やメールによる安否確認などを行うことが
できます。

【整備する施設】
・小学校　・総合健康福祉センター（ゆめりあ）
・中学校　・スポーツセンター

＜財源内訳＞
国の補助金	 2650万円
町の負担	 1325万円

排水機場の管理	 3029万円
（担当：建設課土木グループ）

　大雨による石狩川の水位上昇により、堤防内（私たちが住んでいる側）にある河川の水が石狩川に流れ
なくなったときに、大型排水ポンプで強制的に排水する施設が町内に７カ所あります。
　万が一の大雨に備え、いつでも迅速に排水できるよう、水防団を組織し、水防訓練を行っています。
　また、平成30年度は、各排水機場の保守点検と経年劣化による機器の整備補修を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 190万円	 道の補助金	 1019万円
浦臼町の負担	 213万円	 町の負担	 1607万円

発電機を移動させる様子



39

まちづくり読本＜予算版＞

４
事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　防災体制の充実

災害用備品の管理 50万円 発電機などの管理や災害用トイレなどを購入します

防災センターの管理 14万円 防災資機材が保管されている防災センターを管理します

災害救助物資の備蓄 8万円 保存期限が近づいた缶詰などの備蓄品を更新します

遭難対策 26万円 遭難防止の看板の取り付けを行います

被災施設の復旧 800万円 災害で被害を受けた町道や町河川を復旧する工事を行います

樋門樋管の管理 124万円 北海道から委託を受けた樋門樋管を管理します

河川の維持管理 2553万円 町河川271kmの維持管理を行います

徳富川ラブリバー推進協議会の支援 13万円 徳富川の環境保全活動を行っている団体の活動を支援します

融雪出水災害の防止 30万円 雪でふさがった河川の雪割りを行い、河川の増水を防ぎます

２　生活安全体制の充実

中央地区市街街路灯の維持管理 479万円 中央地区市街地の街路灯の維持管理を行います

交通安全施設の管理 74万円 橋本、花月の検問所、弥生交通安全看板の管理を行います

交通安全の推進 152万円 交通安全指導員の活動、交通安全指導車の管理を行います

安全・安心推進協会の支援	 116万円 消費生活トラブルの解決	 154万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　町内の交通安全や防犯のために活動する新十津
川町安全・安心推進協会へ助成します。
　交通事故の防止や窃盗などの犯罪撲滅には、地
域住民が一丸となった自主的な取り組みが不可欠
です。
　安全・安心推進協会は、交通安全運動や青色回
転灯車両23台による防犯パトロール活動を行って
います。

　消費生活トラブルの相談窓口を設け、皆さんか
らの相談に応じ、解決策を提案します。
　また、契約トラブルや振り込め詐欺、インター
ネット利用の架空請求など、複雑なトラブルに関
する相談に速やかに対応するため、滝川地方消費
者センターに相談業務を委託します。

【相談窓口】

名称 電話

役場住民課 76-2130

滝川地方消費者センター 23-4778

＜財源内訳＞
道の補助金　57万円
町の負担　　97万円

　　生活安全体制の充実③　生活安全体制の充実
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育英奨学金の貸し付け	 2508万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町民の子どもで、大学、短大、高等専門学校、
高校、専修学校または各種学校（修業期間が１年
未満のものを除く）の学生や生徒のうち、学費の
支払いが困難で、学習意欲のある人に無利子で奨
学金を貸し付けます。
　貸付期間終了から１年を経過した後、10年間の
分割で返還していただきます。

学校 月額 入学金

高校 １万円以内

大学、短大、
高等専門学校、
専修学校など

４万円以内 28万円以内

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 2300万円
町の負担	 208万円

　　学校教育の充実①　学校教育の充実

私立幼稚園の就園支援	 1561万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　私立幼稚園に通園している園児の保護者の方を
対象に、経済的負担を軽減するため、幼稚園の入
園料・保育料を助成します。
　さらに、独自の子育て支援対策として３人以上
の子どもを養育している世帯については、第３子
以降の保育料を全額助成します。

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町内に居住し、高校、特別支援学校、高等専門学校に通学する生徒の保護者の方を対象に、定期券購入
費の２分の１（上限２万円）を助成します。定期券購入費を月額１万円以上負担している保護者が対象です。

Ａ高校の場合：5000円を助成（助成対象経費10000円）
Ｂ高校の場合：6000円を助成（助成対象経費12000円）
Ｃ高校の場合：助成対象外　（助成対象経費10000円未満のため）

高校など通学費の助成	 404万円
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小中学校の運営	 606万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校運営協議会を設置し、地域と一体となって「地域とともにある学校づくり」体制（コミュニティ・
スクール）をつくります。
　学校運営に保護者や地域住民が参加することで、より良い教育の実現とこれまでの教育活動をさらに深
め、常に変化する教育環境に対応できる学校と地域の連携・協働の仕組みづくりを目指します。

小中学校教育の推進	 5323万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　指導体制の強化と児童生徒の確かな学力の定着
のため、小中学校に町独自で専任講師や学習支援
サポーターを配置します。
　また、特別クラブ活動（スクールバンド、獅子	
神楽、合唱）など、特色ある教育活動を推進する
とともに児童・生徒の学習環境の整備を図ります。
　平成30年度は、小中学校のコンピュータ室にタ
ブレット型のパソコンを導入します。

小中学校の就学援助	 764万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　経済的に就学費用の負担が困難な方に対し、負
担軽減のため、学用品費、修学旅行費、体育用具
などの助成を行います。
　さらに、平成31年度の新入学者がいる保護者に
対し、入学前に「新入学準備費」を支給します。
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　　社会教育の充実②　社会教育の充実

芸術鑑賞イベントの開催	 301万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年齢層の方が気軽にホールに足を運び、舞台芸術を身近に感じてもらえるように、さまざまなジャ
ンルの公演を実施します。ゆめりあホールは、音響反射板仕立てによる公演、舞台仕立てによる公演の両
方が可能であり、さまざまな用途で使用できます。また、世界的に有名な「スタインウェイ」のピアノが
常設されています。
　平成30年度は、落語公演、サックスによるポップスコンサート、クラシックコンサートを予定しています。
　また、秋には、札幌芸術の森美術館で五十嵐威暢氏の展覧会が行われます。芸術の森と連携し、かぜの
び（旧吉野小学校）をアトリエとする五十嵐威暢氏作品展の見学会を開催します。

【公演予定】

開催予定月 内　　容

６月 風間杜夫落語独演会＆トークショー

７月 小林香織サマーライブツアー2018

８月 奥芝姉妹クラシックコンサート

10月 「五十嵐威暢の世界展」見学会

▼風間杜夫 ▼小林香織

スクールバスの運行管理	 2686万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　スクールバスの運行と給食の配送を民間に委託
し、民間が持っている技術力や専門的知識による
安全安心な運行を目指します。
　スクールバスには、ドライブレコーダーを設置
し、安全運転の啓発に活用します。

学校給食の提供	 8126万円
（担当：学校給食センター）

　町の特産品や生鮮野菜をつかった手作りの献立
をより多く取り入れ、安全安心な学校給食を町内
の小中学校、幼稚園、農業高校と雨竜町の小中学
校に提供します。
　また、子育て支援の一環として、町内の小中学
校生の給食費を１食当たり50円助成し、第３子目
以降の給食費は全額助成します。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 4587万円
雨竜町の負担	 568万円
子ども夢基金	 460万円
町の負担	 2511万円



44

まちづくり読本＜予算版＞

５

文化スポーツ大会の参加費助成	 474万円 ふるさと公園体育施設の管理運営	 5599万円
（担当：教育委員会社会教育グループ） （担当：教育委員会社会教育グループ）

　予選を勝ち抜いて出場する全道・全国規模の大
会の出場経費を助成します。
　また、小中学生については、母村交流を目的と
した大会や、招待を受けて出場する大会への助成
も行います。
　平成30年度は、新十津川町のＰＲ、郷土愛の育
成を目的に、全国大会に出場する小中学生にオリ
ジナルシャツをプレゼントし、全国大会開催地で
着用してもらう予定です。

　スポーツセンターをはじめとするふるさと公園
内の体育施設は、指定管理制度によって施設の運
営や管理を行っています。
　指定管理期間は、平成30年度から５年間です。
　スポーツセンター周辺の老朽化した外灯をＬＥ
Ｄ照明に更新し、前庭の噴水跡地は多目的スペー
スとして改修を行います。
　また、ピンネスタジアムやパークゴルフ場があ
るサンスポーツランドでは、高圧ケーブルが耐用
年数を超過しているため、架空ケーブルに更新し
ます。

生涯スポーツの推進	 834万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　新十津川町体育協会では『１・１運動』をスローガンとし、町民が１日１回スポーツに取り組める環境
づくりを目標に、新十津川スポーツクラブを運営します。初心者や運動が苦手な方など誰もがライフス
テージや体力に応じてスポーツを手軽に楽しめるようフィットネスやニュースポーツなどの分野を中心と
した、専門の指導者を招いた教室や北海道日本ハムファイターズと連携した小学生ダンスクリニックを実
施します。
　また、地域おこし協力隊１人を採用し、スポーツ種目の掘り起こしやスポーツ環境の充実を図ります。

＜財源内訳＞
教室参加費	 45万円
町の負担	 789万円

【開催予定】
区　　分 教室・イベント

フィットネス
エアロビクス、体幹トレーニング、テコンドーエクササイズ、ボクササイズ
ノルディックウォーキング、ズンバ、ヨガ、ウォーキングのつどい

ニュースポーツ スポーツ吹矢、フロアカーリング、キンボール、スラックライン
小 学 生 向 け 小学生ダンスクリニック、走り方教室、各種競技クリニック

キンボール スラックライン
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そっち岳スキー場の管理運営	 2164万円 開拓記念館の管理運営	 198万円
（担当：教育委員会社会教育グループ） （担当：教育委員会社会教育グループ）

　そっち岳スキー場は、初心者向けファミリーゲ
レンデとして、町民のみならず、近隣市町の皆さ
んからも親しまれています。また、利用しやすい
よう中学生以下の町民は、利用料金を無料として
います。
　新十津川町を代表するウインタースポーツ施設
として安全に利用できるよう管理します。
　平成30年度はロッジの外壁改修とリフト非常用
制動機の分解点検を行います。

＜財源内訳＞
リフト使用料など	 946万円
町の負担	 1218万円

　北海道命名150年の節目に、新十津川町に松浦
武四郎の歌碑、宿場跡石碑がある縁から、北海道
みらい事業として「松浦武四郎パネル展」を開催
します。
　北海道の名付け親である松浦武四郎は、江戸時
代の終わりから明治にかけて活躍した探検家で、
アイヌの人々とも深い交流がありました。
　パネル展ではパネルのほかに、床地図も設置す
る予定で、開催期間中入館料は無料です。

【パネル展開催期間】
　７月14日㈯から７月22日㈰まで

＜財源内訳＞
入館料	 6万円
町の負担	 192万円

図書館の運営	 92万円絵本とのふれあい	 27万円
（担当：図書館）（担当：図書館）

　図書館に親しんでもらえるよう、図書館講座、
上映会、読み聞かせ、古本リサイクル市などの行
事やギャラリー展示を開催します。平成30年度の
講演会は北海道命名150年にちなんで松浦武四郎
をテーマに行います。
　また、平成29年度に導入した読書通帳を活用し
た楽しみながら読書をする活動を行います。

　家庭での読書習慣の定着を目標として、ゆめり
あで３～４カ月児健康相談が行われるときに、図
書館司書と子育て支援員を通じて、乳幼児向けの
絵本２冊と絵本バッグをプレゼントします。
　また、本に接する機会を増やすため、２歳５～
６カ月の幼児にも年齢に合った絵本２冊をプレゼ
ントします。
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事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川農業高等学校の教育振興 410万円 新十津川農業高等学校の教育推進を支援します
子どものいじめ対策委員会の運営 14万円 雨竜町と共同で、子どものいじめ防止対策を行います
小学校の維持管理 2289万円 小学校校舎などの維持管理を行います
小学校の保健活動 149万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を行います
教職員の健康管理 106万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を行います
教員住宅の維持管理 23万円 小中学校の教員住宅13戸の維持管理を行います
小学校特別支援教育の推進 354万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います
町立学校職員の教育研究 143万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
小中学生芸術観賞会の開催 90万円 雨竜町と共同で芸術鑑賞を行います
学校司書の配置 145万円 学校図書室の円滑な運営のため臨時司書を配置します
中学校の維持管理 1991万円 中学校校舎などの維持管理を行います
中学校の保健活動 38万円 生徒の健康管理を目的とした保健活動を行います
中学校特別支援教育の推進 174万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を行います
部活動の支援 634万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を支援します
外国青年の招致 419万円 児童生徒や町民の英語教育を支援します
学校給食センターの維持管理 1487万円 学校給食を提供するために施設を運営します
学校給食費の助成 412万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
２　社会教育の充実
社会教育委員の活動 34万円 社会教育委員７人の活動費です
成人式の開催 29万円 成人式を開催し、新成人をお祝いします
体験学習の推進 71万円 小学６年生を対象に通学合宿を開催します
児童生徒の十津川村訪問 165万円 小学５年生、中学１年生と教職員が母村を訪問します
青年団の母村交流 41万円 青年協議会が母村を訪問し、村青年団と交流研修を行います
社会教育活動の推進 106万円 社会教育活動をサポートする臨時職員を配置します
青年会館の管理 25万円 青年協議会に青年会館の管理を委託します
農村環境改善センターの管理 1342万円 ホールのパワーアンプと玄関前の階段を修繕します
町ＰＴＡ連合会の支援 6万円 町ＰＴＡ連合会の活動を支援します
町女性団体連絡協議会の支援 16万円 町の女性団体の活動を支援します
青少年の健全育成 208万円 青少年健全育成のつどいを開催します
シニアリーダーの活動支援 10万円 子ども会の活動を支援する高校生の団体を支援します
文化スポーツ少年団の支援 150万円 少年団の活動とユニフォーム購入費の一部を助成します
子ども会育成者連絡協議会の支援 79万円 町内の子ども会の活動を支援します
青年協議会の支援 5万円 町青年協議会の活動を支援します
図書館の維持管理 1045万円 図書館の維持管理を行います
図書館の運営 2056万円 本や資料の購入、貸し出しを行います
アートの森の管理 1943万円 かぜのび（旧吉野小）の屋上防水改修工事を行います
文化活動の推進 142万円 町民文化祭や町民音楽祭を開催します
伝統芸能継承団体の支援 37万円 獅子神楽保存会とおどり保存会の活動を支援します
文化活動団体の支援 23万円 文化協会や音楽協会、コーラス団体を支援します
スポーツ推進委員の活動 27万円 スポーツ推進委員７人の活動費です
社会体育の推進 71万円 ピンネシリ登山マラソンを共催します
スポーツ体験学習の推進 70万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室を開催します
学校体育館の開放 9万円 学校体育館を開放します
スポーツ指導者の養成 5万円 スポーツ指導者資格の登録料を助成します
体育協会の支援 22万円 体育協会を支援します
町民体育館の管理 135万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います
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　　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	 273万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　平成27年度に策定した新十津川町総合戦略に基づき、新十津川町の魅力を広く町内、北海道、そして全
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ていきます。

○空知、札幌、首都圏へのＰＲ
　町の人口減少を防ぐには、空知地域全体での人口の増加も重要であることから、関係市町と連携し合同
企業説明会やスタンプラリーの実施のほか、首都圏でのプロモーション、移住相談会の開催など、空知全
体の認知度を高めるための取り組みを進めます。

○魅力発信パンフレットの作成
　観光情報と定住・子育て支援情報を併せた約30ページのパンフ
レット「ミニＪＰ０１新十津川」を作成し、町の魅力を町外に発信
します。（ＪＰ０１：道の駅などで配布されているフリーマガジン）

○ＰＲ動画の発信
　町内の観光施設に動画用モニターを設置し、平成30年度に完成し
たＰＲ動画を放送します。

○移住希望ツアー
　移住希望者に、学校やお店などを案内し、住んだときの生活を具
体的にイメージしてもらうツアーを行います。

魅力発進パンフレットの
イメージ

テレビでの情報(文字)発信	 52万円 開町記念式の開催	 118万円
（担当：総務課企画調整グループ） （担当：総務課総務グループ）

　ＵＨＢ北海道文化放送が平成30年４月から行う、
市町村を対象とした地デジ広報（データ放送）サー
ビスを導入し、防災無線の放送をテレビのデータ
放送で発信します。
　防災無線の放送を聞き逃した場合でも、テレビ
のデータ放送で確認することができます。

【地デジ広告の使い方】
①テレビのＵＨＢ（８ch）を選択
②リモコンのｄボタンを押す
③リモコンの黄色ボタンを押す
④上下ボタンで記事を選ぶ

　先人の労苦をしのび、その功績をたたえ、感謝
し、郷土を愛する心を養い、よりよき新十津川町
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、式典では母村十津川村をはじめ、多くの
方々にご列席をいただいています。

＜財源内訳＞
参加者会費	 17万円
町の負担	 101万円
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　　行政の効率的な運営②　行政の効率的な運営

行政区活動への支援	 1829万円
（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、交付金を交付します。

【行政区が自ら提案、実施する活動】
　・防災資機材の購入、防災訓練の実施など
　・まちづくり研修会の実施など
　・郷土愛育成事業の実施（盆踊り、子供みこし、演芸会など）
　・通学路の花植え、花壇の整備、樹木のせん定など

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

役場庁舎の建替え	 1億9830万円議会だよりの発行	 53万円
（担当：庁舎建設推進事務局）（担当：議会事務局）

　役場庁舎の建替えに向けて、平成29年度に行っ
た基本設計に基づき、工事に必要な詳細事項を決
める実施設計を行います。
　実施設計完了後、平成30年度内に建築工事の発
注を行います。

【新庁舎のイメージ】

　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わかりや
すく伝えていきます。
　町の課題や議会のあるべき姿など、町民のみな
さんと共に考えていけるよう、魅力のある紙面づ
くりに取り組みます。
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総合行政審議会の運営	 149万円

ふるさと応援寄附金の推進	 8082万円 職員の研修	 478万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：総務課企画調整グループ） （担当：総務課総務グループ）

　皆さんと行政が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の20人で組織する審議会を
設置しています。
　審議会では、役場庁舎の建替えやふるさと公園
整備計画の見直しなど、まちづくりに関する各種
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。
　平成30年11月に、新たに委員の公募（任期２年
間）を行います。

　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。
　また、寄附金は児童図書購入や公園管理、野球
教室開催などに活用しています。

【平成29年度寄附実績】（平成30年２月末現在）
・寄附人数　4096人
・寄附金額　1億707万1734円
　（平成28年度に比べ169％増）

　新十津川町人材育成基本方針に基づき、職員の
能力向上を図ることを目的として、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	 39万円
人づくり推進交付金	 42万円
町の負担	 397万円

中学生野球教室の開催
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
功労者の表彰 78万円 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 170万円 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 北方領土返還要求に向けた署名活動を行います
行政区自治会館の維持管理 1709万円 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 6万円 人権の花運動を行います
追悼式の開催 28万円 戦没者・開拓物故功労者などに対する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 1946万円 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 331万円 民生委員児童委員協議会の活動を支援します
情報制度の審査 7万円 情報制度に関し審査会による審査を行います
広報しんとつかわの発行 283万円 広報しんとつかわを毎月発行します
ホームページの運営 65万円 町の情報をホームページ上で町内外へお知らせします
議会活動・議員活動 384万円 議員の研修派遣や政務調査を行います
総務事務 926万円 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 105万円 新聞や官報などにより情報を収集します
叙勲などの事務 86万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します
規程の審査 333万円 町例規システムの管理などを行います
人事・給与の管理 86万円 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 財務事業に関する事務を行います
財務会計の管理 254万円 町の予算執行（収入・支出）をシステムで管理します
庁舎の維持管理 2141万円 役場庁舎の維持管理を行います
普通財産の維持管理 1407万円 町が所有する土地や建物の維持管理、処分を行います
各施設の維持管理 1572万円 町が所有する施設の維持管理を行います
自動車の維持管理 1412万円 町が所有する自動車の維持管理を行います
電子機器の維持管理 5963万円 事務で使うコンピューターの維持管理を行います
庁用管理事務 673万円 事務用品やコピー機の使用料などの事務経費です
まちづくりに関する会議出席 9万円 会議や研修会のほか国への要望を進める活動経費です
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
行政評価の推進 13万円 町が進めている事業の評価と町民アンケート調査を行います
町税の賦課 631万円 税金を正しく公平に賦課します
町税の徴収 69万円 税金を徴収します
家屋評価システムの更新 449万円 家屋を適正評価して公平に賦課します
戸籍住民登録事務 205万円 戸籍・住民票の発行に関連する事務を行います
戸籍総合管理システムの管理 410万円 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 737万円 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
総合行政システムの管理 1104万円 住民情報、保険、福祉、税などのシステム管理を行います
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
保健福祉課車両の管理 93万円 保健福祉課が所有する自動車の維持管理を行います
国民年金事務 81万円 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
北海道医療給付事業医療費助成システムの改修 346万円 北海道医療給付事業のシステムを制度改正に伴い改修します
教育委員会の活動 244万円 教育委員会委員の活動費です
教育委員会事務局事務 57万円 職員の出張旅費や参考図書を購入します
どの政策にも属さない仕事
議会議員の人件費 4645万円 議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です
要望活動 15万円 国の省庁などへ要望活動を行います
町政渉外事務 315万円 町長・副町長・教育長の出張旅費などです
職員の健康診断 264万円 職員の健康管理のため健康診断などを行います
非常勤職員の公務災害補償 42万円 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
新十津川望郷会負担金 30万円 本町出身者で構成する望郷会運営負担です
土地取引に関する届け出事務 7万円 土地取引に関する届出書の受け付けを行います
公平委員会の運営 5万円 職員の利益保護の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 町の選挙管理委員会を運営します
知事・道議会議員選挙の執行 179万円 北海道知事選挙と北海道議会議員選挙の執行経費です
統計調査事務 56万円 各種統計調査を行います
監査委員の活動 140万円 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
職員人件費 8億3891万円 詳しくは55ページをご覧ください
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　　職員の給与と職員数①　職員の給与と職員数
人件費の状況（一般会計当初予算）
平成
29年度
A

平成
30年度
B

増減
（B－A）
C

増減率
C／A

平成
30年度の
人件費率

千円 千円 千円 ％ ％
847,314 838,908 -8,406 -0.99 13.67

職員給与費の状況（一般会計当初予算）

区分

予算
計上
職員
数Ａ

給　　与　　費 １人当
たりの
給与費
B／A

給　料 手　当 期末・
勤勉手当

計
B

平成
30年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
101 388,887 83,158 156,748 628,793 6,226

特別職・議員の給与の状況　　平成30年４月１日現在

区 分
給　　料　・　報　　酬

町　長 副町長 教育長

月 額 705,000 612,000 556,000

区 分 議　長 副議長 常任委員長
議会運営委員長 議　員

月 額 279,000 221,000 202,000 189,000

期末手当 4.35月分

ラスパイレス指数の状況

区 分 27年 28年 29年

指 数 値 96.7 96.7 96.7

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を100とし
た場合の地方公務員の給与水準を示した数

一般行政職職員の初任給の状況	 平成30年度

区 分 新十津川町 北海道 国家公務員

大 学 卒 179,200円 179,200円 179,200円

短 大 卒 159,800円 159,800円 －

高 校 卒 147,100円 147,100円 147,100円

一般行政職職員の給与の状況	 平成30年４月１日現在

区 分 新十津川町

平 均 給 料 月 額 313,548円

平 均 年 齢 42.0歳

期末・勤勉手当の状況	 平成30年４月１日現在

区　分 期末手当支給率 勤勉手当支給率 計

６月期 1.225月 0.900月 2.125月

12月期 1.375月 0.900月 2.275月

計 2.600月 1.800月 4.400月

部門別職員数

部　　門
職　員　数（人）

27年 増減 28年 増減 29年 増減 30年

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

議 会 2 0 2 0 2 0 2
総 務 28 0 28 0 28 ▲1 27
税 務 7 ▲1 6 0 6 0 6
労 働 0 0 0 0 0 0 0
農林水産 9 ▲1 8 0 8 2 10
商 工 5 1 6 0 6 0 6
土 木 11 0 11 0 11 ▲1 10
小 計 62 ▲1 61 0 61 0 61

福
祉
関
係

民 生 12 2 14 ▲1 13 0 13
衛 生 9 0 9 0 9 0 9
小 計 21 2 23 ▲1 22 0 22

一 般 行 政 計 83 1 84 ▲1 83 0 83

特別
行政

教育部門 12 1 13 0 13 0 13
小 計 12 1 13 0 13 0 13

公
営
企
業
等

下 水 道 1 0 1 0 1 0 1
国 保 3 ▲1 2 0 2 0 2
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0
小 計 4 ▲1 3 0 3 0 3

総 合 計 99 1 100 ▲1 99 0 99
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　　行政機構図②　行政機構図
◇❖新十津川町議会（定数11人）
　議会は、町の意志決定機関で、条例の制定、予算の
議決、決算の認定、財産に関する承認などを行います。

議長
長谷川　秀　樹

副議長
笹　木　正　文

　議会には、調査と審議や広報広聴活動を行う３つの
常任委員会があります。
常任委員会 委 員 長 副委員長 委　　員

総 務 民 生 西内　陽美 鈴井　康裕 青田　良一　　白石　　昇
進藤久美子

経 済 文 教 安中　経人 杉本　初美 笹木　正文　　長名　　實
小玉　博崇

広 報 広 聴 青田　良一 白石　　昇

笹木　正文　　西内　陽美
安中　経人　　長名　　實
杉本　初美　　鈴井　康裕
進藤久美子　　小玉　博崇

◇❖町長の事務部局の機構（４月１日現在）
　住民課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

平田　智子
(交通安全推進
事務局長)

窪田　謙治
(滞納整理推進
事務局長)

(交通安全推進
事務局次長)

戸籍保険
グループ
由野　　格
副主幹

丸　　義史

大塚みちる 後藤　七海
中澤　優里

戸籍、住民票、印鑑証明、火葬の許可、国民健康保険、後期高
齢者医療、子ども・ひとり親・重度心身障害者医療、国民年金

住民活動
グループ
横山　芳徳

戸出　雄基
上杉　明洋

ごみ処理、し尿処理、環境保全、公害対策、合併処理浄化槽の
設置、畜犬登録、墓地、交通安全対策、交通安全推進団体との
連絡調整、交通災害共済、防犯、配偶者暴力対策、地域サポー
ター、防犯灯・街路灯、地域コミュニティ、消費生活、行政区
活動の支援

町税グループ
津辻　政季
副主幹

矢野　将崇

原田　貢子
中竹千香子
川田　一仁
松浦　拳斗

町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、
特別土地保有税、入湯税、国民健康保険税並びに後期高齢者医
療保険料の賦課および徴収、税の諸証明、土地家屋の評価およ
び租税教育

空知中部広域連合派遣 深瀬　直人

　産業振興課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

後木　満男

山田　聖弘

鎌田　章宏
(農産物ブラン
ド化推進室長)
(新十津川物語
記念館長・文化
伝習館長)

農林畜産
グループ
平川　宏之
副主幹

山下　隆司
副主幹

新居　剛紀

工藤　晃敬
政所　正人 伊藤　颯汰

農業振興、基盤整備、米の生産調整、担い手対策、農業制度資
金、農業近代化、農産物のＰＲ、有害鳥獣対策、畜産振興、公
共牧場管理運営、林業振興、治山、自然保護、山林緑化、内水
面漁業

商工観光
グループ
佐藤　武久
副主幹

竹村　大樹

安保　啓介 商工業振興、中小企業対策、商店街整備、観光事業振興、ふる
さと公園、吉野公園、文化伝習館、新十津川物語記念館

地場産業振興
グループ
野本　虎寿

坂本　純憧 物産館、サンヒルズ・サライ、ヴィラトップ、農林産物処理加
工施設管理運営、特産品開発

北海道派遣 渡辺　恵介

◇❖新十津川町監査委員（定数２人）
　監査委員は、定例の監査のほか、決算の審査、現金
出
すい

納
とう

の検査、公金収納の審査などを行います。

代表監査委員
山　本　　　忍

監査委員
長　名　　　實

◇❖新十津川町三役

町長
熊田　義信

副町長
小林　　透

教育長
久保田純史
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　会計課（役場庁舎１階）
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容
会計管理者
内田　　充 山田ひかる 公金の収納・支払関係

　総務課（役場庁舎２階）
	

（　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

寺田　佳正

小松　敬典

引地　忠志
(庁舎建設推進
事務局長）

総務グループ
坂下　佳則
副主幹

加藤　和仁

矢野　文隆
一瀬慎太郎

小木　浩亮
小林　美貴

秘書、情報公開、表彰、選挙、人権擁護、行政相談、職員の人
事・給与・研修・福利厚生、条例、規則、公文書、日直

財務・情報
グループ
得地　史郎
(庁舎建設推進
事務局次長）

神田　晃宏

箕田　和久
石丸　拓憲
松尾　昭彦
白崎　義人

行政区会館管理、町の予算・決算、基金・積立金管理、町補助
金、町有地管理、車両・物品管理、企業誘致、ＩＴ推進、ネッ
トワークセキュリティ、統計調査、町史

企画調整
グループ
久保田篤司
副主幹

森　　直文

駒田　　愛
木村　　陸

町の政策立案、まちづくり人材育成、定住促進、土地利用、開
発行為、広報誌の作成・配布、報道機関との連絡調整、ふるさ
と応援基金

災害対策
事務局

事務局長
(引地　忠志)

事務局次長
(森　　直文)

事務局員
（久保田篤司）（駒田　　愛）

（木村　　陸）

避難救助物資管理、自主防災組織の強化・育成、避難支援体制
の充実、国民保護計画、遭難対策

中空知広域市町村圏組合
派遣

副主幹
笹木　裕一

　建設課（役場庁舎２階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

谷口　秀樹
長島　史和
(国営事業推進
事務局長)

都市管理
グループ
武田　晃典
(国営事業推進
事務局次長)

堀下　琢磨
(庁舎建設推進
事務局員)

小林　　洋
穴吹　理絵
新井　直樹

下水道受益者負担金、下水道使用料、工事入札、建築工事、建
築確認申請、建築基準法に関する相談・指導、都市計画、公営
住宅管理

土木グループ
千石　哲也 佐藤　　実 板倉　和彦

矢橋　忠明

道路占用、河川占用、道路台帳、道路・橋・河川・災害復旧工
事、道営土地改良事業、農道整備、林道管理、道路の維持・除
排雪、水防対策、河川・都市公園の維持管理、下水道の維持管
理、街路・都市公園の工事、防災無線施設の維持管理

技術長
(谷口　秀樹)

技術次長
(長島　史和) 土木建築工事の検定、調査設計業務の検定

西空知広域水道企業団派遣 副主幹
松原　智宏

　保健福祉課（ゆめりあ）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

遠藤久美子
(総合健康福祉
センター長)

媚山　孝裕
(総合健康福祉
センター次長・
子育て支援セン
ター長・児童館
長・地域包括支
援センター長)

健康推進
グループ
岡田　理恵
副主幹

栗山　久枝

白石　隆之
勝見　梨恵
渡邉　歩美
加藤　りか

成人健診・相談・教育、母子健診・相談・教育・予防接種・栄
養相談、食品衛生、体力増進

介護・福祉
グループ
向井　利行
副主幹

宮本　昌枝

池田　雄介
澁谷　綾華
岩崎　優乃
鷲尾　奈美

生活保護、民生児童委員、障がい者福祉、介護保険、在宅介護
相談・情報提供、福祉機器・用具

子ども・高齢者
グループ
西浦　美紀
副主幹

石井　秀紀

大家　英靖
梨木　　淳
伊賀　嵩将

総合健康福祉センター、児童館、放課後児童クラブ、子育て支
援センター、保育園、児童手当、児童扶養手当、母子・寡婦福
祉、ふるさと学園大学、ゆめりあ部会、福祉バス、子育て支援、
高齢者生きがい対策、慶弔福祉事業

空知中部広域連合派遣 副主幹
坂本　　剛



58

まちづくり読本＜予算版＞

資
料

◇❖各委員会などの事務部局の機構（４月１日現在）
　教育委員会事務局（改善センター）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

中畑　　晃

富田　　豊
(開拓記念館長)

学校教育
グループ
西村　幸真

浅田由美子
沼田　正行

新井　康平
佐々木貴大

教育委員会の開催、学校施設・教員住宅の管理、学校教育課程、
教科書、教育計画、教職員の研修・福利厚生、奨学金、スクー
ルバスの運行管理、学校給食の運送、学校医

社会教育
グループ
大山　幸成

山下　朋之
萩原　　晶
加藤　敏晃
中鉢　大地

生涯学習、社会教育団体、青少年育成、芸術文化活動の普及・
奨励、文化財保護、開拓記念館、体育振興、体験学習、社会教
育施設の管理、生涯スポーツ、文化振興、文化活動団体

社会教育主事
(山下　朋之)
(加藤　敏晃)

社会教育活動の指導・助言

高橋　泰之
(図書館長・
学校給食セン
ター長)

図書館 図書館の管理・維持、図書の貸し出し・返却、読書案内、レファ
レンスサービス

給食センター (沼田　正行) 学校給食センターの運営管理、栄養管理

　議会事務局（役場庁舎４階）	
事務局長 副主幹 主な仕事内容

高宮　正人 桃井　隆宏 議会に関する事務

　農業委員会事務局（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 副 主 幹 主　　査 主な仕事内容

(後木　満男) 岡崎　弘幸 西井ゆかり (政所　正人) 農地利用・調整・転用、農家台帳、農業者年金
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◎外部評価とは
　町では、行政運営の成果を経済性、効率性、有効性
などから分析して評価し、業務を見直し、改善してい
く行政評価を平成14年度から始めました。
　そのひとつが外部評価で、総合行政審議会（総務部
会）委員が、行政内部だけでは気づきにくい課題や住
民と行政の意識の違いなどについて検証を行っていま
す。
　行政事務のチェックは、町の監査委員が法令などに
基づき専門的な観点から監査を行っていますが、外部
評価はあくまでも住民の視点・感覚から町の施策や事
業を評価するという点で趣旨が異なっています。

【総合行政審議会（総務部会）委員】
部 会 長　笠井　正憲さん
副部会長　上郡　香奈さん
委　　員　大窪　敏文さん　三橋知壽子さん

滝川千惠子さん　大井　義雄さん
沼澤　信彰さん　小野　由貴さん
大畠　光敬さん　宮本　俊輔さん
（住民生活部会より出席）
照井　光一さん

◎外部評価の実施
　平成29年度は、６月から８月にかけて合計６回の部
会を開催し、外部評価を行いました。
　評価の対象は、町が平成28年度に取り組んだ59施策
のうち13施策となっています。（次ページ以降）

◎外部評価の方法
　担当職員が作成した評価シートや担当職員との意見
交換などにより、目標に対する事業の効果について評
価を行い、今後の方向性や改善すべき点について提言
を行っています。

◎外部評価の結果
　総合行政審議会から、全体を通しての総括意見と各
施策に対する個別の意見が報告されました。町では、
評価結果を踏まえて今後の取り組み方針を決定し、改
善できるものから速やかに対応していきます。

◎総合行政審議会の総括意見

　梅雨前線に伴う大雨および台風の影響で局地的
な大雨により、日本各地で被害を受け、被害を出
さない「防災」も大切ですが、被害を最小限に抑
えるという「減災」への取り組みが重要視されて
います。
　本町においては、災害対策の要となる役場庁舎
の建替えに向け、今年度設計図が完成することと
なっており、また、第１次避難所となる行政区自
治会館は今年度で全て耐震化されることとなりま
す。
　さて、私たちの町は、町の目指す将来像「豊
かな自然	あふれる笑顔	みんなで創るいきいき未
来」を実現するため、平成24年度から第５次総合
計画に基づき、協働のまちづくりを進めています。
　今回の外部評価では、平成28年度に実施された
59施策のうち13施策について、評価を行い、これ
で第５次総合計画の全施策を評価したこととなり
ます。
　この度、総合行政審議会委員の任期満了に伴い
委員が入れ替わり、初めて知る事業もありました
が、事業内容を確認の上、私たちの目線で評価し
ました。
　私たちに関わりの深い施策は、さまざまな意見
が出ましたが、あまり関わりない施策の評価は難
しく、施策（事業）の取り組みを広く町民に周知
することも大切です。また、私たち委員も今回審
議で得た内容を、それぞれの場面で町民に伝えて
いきます。
　今後も人口は減少傾向にあり、その対策として、
子育て支援・教育を中心に施策を展開しています
が、今後もＰＲ強化を進めるとともに、長期にわ
たり制度維持ができるよう、計画的に進めてほし
いと思います。

【今回の審議を通じて共有した主な問題】
・合併処理浄化槽の普及促進
・農業集落排水施設の更新時に人口減少を考慮し
た施設の検討
・町内の観光施設や宿泊施設への無料wi-fiの整備
・近年の降雨量などを考慮した橋りょうの更新
・障がいのある方が住みやすくなるよう、町民理
解を深めるための啓発
・一般・特定の不妊治療費助成制度の周知
・高校生以下の医療費無料化など医療受診体制の
維持
・町の建設物に町の木の活用を検討
・林業の後継者の確保
・地域おこし協力隊の活動期間終了後の定住およ
び就農支援
・水防団員の人員の確保
・事業内容を考慮した上での業務の効率化
・町民に内容が伝わりにくい事業についての情報
発信

　　平成29年度外部評価結果報告③　平成29年度外部評価結果報告

　総合行政審議会は、まちづくりに関する諸方策について、
体系的かつ総合的に審議し、推進するために設置され、公
募委員と有識者委員の20名で構成されています。
　審議会には、保健福祉・住宅・環境施策を審議する住民
生活部会と、行政評価を審議する総務部会の２つの部会を
設置しています。

ワンポイント～総合行政審議会とは～
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外部評価調書【平成28年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目 平成28年度の主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

環
境
の
保
全

し
尿
処
理
体
制
の
整
備

◆し尿くみ取り量（55万9700ℓ）
◆し尿くみ取り便槽数（延べ971
便槽）
　など

①合併処理浄化槽の法定検査について、保守点検を行っているため受
検する必要がないと思っている方が多いと思いますので、その必要
性について周知したほうが良いと思います。

②費用などの理由により、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換
しない方がいるようですが、合併処理浄化槽には、し尿以外の生活
排水も浄化する役割があるので、普及促進を図るようお願いします。

生
活
基
盤
の
充
実

上
・
下
水
道
の
整
備

◆西空知広域水道企業団の運営費
を負担
◆水道管の布設工事
◆花月地区・大和地区の農業集落
排水事業の推進に必要な繰出金
を支出
　など

①農業集落排水施設は、大和地区・花月地区の受益者の減少を考慮し
て施設の更新を検討してほしいと思います。施設更新や維持管理に
莫大な費用が掛かるのであれば、合併浄化槽も検討するといいと思
います。

②本町の水道水は水質が良いため、水道料金が近隣市町と比べて多少
高額なようですが、そのことを知らない人も多いと思いますので、
そういったことを周知すると良いと思います。

生
活
基
盤
の
充
実

地
域
情
報
化
の
推
進

◆吉野地区のテレビ共同受信接続
費用の助成（1/2）
　13戸×3万1000円
　など

①町内の観光施設や宿泊施設などに無料wi-fiを整備すると、サービス
向上につながると思います。

②農村地区などにインターネット環境のニーズ調査をし、必要に応じ
て、光回線の整備やwi-fiのエリア拡大を携帯会社などに呼びかける
ことも必要かもしれません。

交
通
環
境
の
充
実

道
路
環
境
の
整
備

◆街路灯の更新（18基）
◆地域の実情を踏まえた必要な道
路整備の推進活動を国会関係お
よび中央省庁に対し要望
◆ふるさと団地舗装改修
◆南８号線舗装改修
◆北２線中通り舗装
◆北中央４条通り道路改築
◆南幌加橋補修
◆夢色の橋補修
◆橋梁補修設計
　など

①歩道にある植樹ますは、地先住民の手入れがなされていない箇所も
あり、管理が大変なようです。また、自転車は基本的に車道を走行
しますが、近年は歩道に自転車通行可能ゾーンを設け、安全を確保
している例が多く見受けられます。今後は、管理が大変な植樹ます
や街路樹を撤去することも検討し、自転車が通行可能な歩道にする
ことにより、安全が確保されると思います。

②道路の舗装補修は迅速に対応いただけていると思いますので、これ
からも続けてほしいです。

③近年、全国的に水害の発生が増えていますので、橋りょうを更新す
る際は、近年の河川の流量を考慮してほしいです。

障
が
い
者
福
祉
の
充
実

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
充
実

◆障害福祉サービスの支給
◆障害者自立支援医療（更生医療）
費の一部を負担（22件）
◆特別児童扶養手当の支給（25人）
　など

①障がいのある方への支援が手厚く良いと思います。

②自身の障がいを隠し、サービスなどを受けない方がいると思います
ので、障がいの理解を深め、障がいのある方が生活しやすい社会に
なるよう啓発を行うと良いと思います。

障
が
い
者
福
祉
の
充
実

障
が
い
者
社
会
参
加
の
促
進

◆精神障害者社会復帰施設への通
所交通費の支援（４人516日）
◆地域活動支援センターの運営費
を負担
◆子ども通園センターの運営費を
負担
　など

①特別支援学級の整備などにより、障がいのある児童が普通の学校に
通うことができています。そのため、児童たちが障がいのある児童
と交流する機会があり、障がいを特別視しなくなってきており、大
変良いことだと思います。

②町の行事などを行う際、障がいのある方にも配慮した内容にすると
良いと思います。

③障がいのある方について、直接関わりが無ければわからないことが
多いと思いますので、理解を深められるよう、より啓発を行うと良
いと思います。
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町担当の所見 担当課

①使用者の責務は、生活排水による自然環境および生活環境の汚染を防ぐことであり、法定検査により
排出水の水質をチェックすることは、浄化槽の保守点検が適切に実施されているかを確認することに
もなるということを、導入希望者に説明し、法定検査受検を働きかけていきます。

②現在は住居の新築、改築が伴わないと、浄化槽の転換が進んでいない状況にあります。広報を活用し、
利便性だけでなく、生活環境の汚染防止など、多面的な合併浄化槽の普及啓発に努めます。

住民課

①農業集落排水事業は、平成28年度に経営戦略を策定し計画に基づいた事業運営を行っています。利用
者の減少などによる使用料収入の減少も見込まれますが、当面の間は策定した経営戦略に基づいた施
設の運営および更新を継続できる状況にあります。

②水道事業については、３町で構成する西空知広域水道企業団が担っており、良質な水道水の安定供給
をするため企業団が維持管理を行い、事業運営に係る費用を新十津川町、浦臼町、雨竜町で負担して
います。水道事業について広報などを利用した町民への周知を今後も定期的に行っていきます。

建設課

①観光のみならず災害時の通信手段の確保という観点からも必要性は高いと考えており、補助金の活用
を前提として導入に向けた検討を進めています。

②高速通信環境を整備するための最適な方法の検討を、町民のニーズ調査と合わせて進めます。 総務課

①緑ある街づくりを形成するため、植樹ますを設置し緑化を進め、維持管理を実施しています。しかし、
場所によって手入れの行き届いていない樹木および植樹ますがあるのは事実です。意見のとおり、今
後は、樹木および植樹ますの維持管理の方法（撤去も含め）を検討します。

②引き続き迅速な対応に努めます。

③基準に基づき橋りょうの更新を進めることになりますが、近年の降雨データも加味しながら計画を進
めていきます。

建設課

①障がいの分類は、大きく知的、精神、身体に分けられ、その障がいの程度などにより求められるサー
ビスもさまざまに異なります。今後も本人が必要とする、よりきめ細やかなサービスを提供します。

②自身が障がいを隠し生活する方よりも、自ら障がいであることがわからないケースが多いと思います。
それらを発見することができるよう、家族、地域や関係機関からの情報を収集し、早期に適正な治療、
療育、サービスにつなげていきたいと考えます。また、相談窓口として保健福祉課（ゆめりあ）だけ
ではなく、専門の相談事業所などとの連携を密にし、サービスをより受けやすい環境づくりに努めます。

保健福祉課

①障がいのある方に対する理解は、文字の情報よりも実際に障がいのある方々とふれあうことが大切だ
と思います。日頃より障がいのある方と集える場づくりを今後検討していきます。

②今後のイベントなどにおいて、障がいのある方へ十分に配慮した内容で進めます。

③障がいに対する啓発は、先に述べたようにふれあいの場が大切と考えますので、社会福祉協議会によ
る福祉のつどいなどのイベントを支援し、また、平成29年11月に作成されたヘルプマークやヘルプカー
ドを希望者に配布するなど障がいのある方を町全体で支え合えるまちづくりに努めます。

保健福祉課
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政策
項目

施策
項目 平成28年度の主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

健
康
づ
く
り
の
推
進

母
子
保
健
体
制
の
充
実

◆妊婦の健康相談
　妊娠届出時の相談（34人）
　中間（妊娠７カ月時）の相談（18
人）
◆乳幼児の健康相談
◆乳幼児の健康診査
◆一般不妊治療の助成（１件）
◆特定不妊治療の助成（７件）
　など

①乳幼児健康診査・相談事業はとてもありがたいので、今後も継続願
います。

②不妊治療費助成制度は、助成が手厚く良い制度だと思いますが、ま
だ制度について知らない人も多いと思いますので、より周知をした
ほうが良いと思います。

医
療
環
境
の
充
実

医
療
受
診
体
制
の
充
実

◆高校生以下の医療費を助成
◆母子（父子）家庭などの医療費
を助成
◆訪問看護ステーション利用者へ
交通費を助成
　など

①高校生以下の医療費が無料なのは、とても良い制度だと思います。

②町民アンケートの結果のとおり、助成制度などについて満足してい
る方が多いと思いますので、今後も制度の維持をお願いします。

林
業
の
振
興

町
有
林
・
民
有
林
の

保
護
育
成

◆町有林の保育・管理
◆野ねずみによる森林被害防止の
ため殺

さっ

鼠
そ

剤
ざい

空中散布の経費を一
部助成（散布面積174.61ha）
◆協議会による木質バイオマス利
活用検討
　など

①町の木を新庁舎建設などに活用したら良いと思います。

②町の木が木質バイオマスなどに採算性を含め利用できるのであれ
ば、研究は必要かと思いますが、事業化が難しいのであれば、事業
を中止を検討することも大事だと思います。

林
業
の
振
興

林
道
網
の
整
備

◆林道の維持補修　
　林道５路線（実延長29㎞）
◆北美沢林道の排水清掃
　など

①今後も、林道を適正に整備してほしいです。

②林業の後継者が不足していると思いますので、確保できるように対
策をするのが良いと思います。

商
工
業
の
振
興

農
商
工
等
連
携
体
制
の

確
立

◆地域おこし協力隊の活動
　拠点施設を活用した地域おこし
活動
　新十津川駅を利用した観光ＰＲ
　農家での研修
　など

①地域おこし協力隊が活動期間を終えた後でも町に定住しやすいよう
に、支援をしたほうが良いと思います。

②地域おこし協力隊（農業支援員）の活動期間は３年が上限ですが、
３年では農業を覚えるのは難しいと思いますので、10年くらいかけ
て就農を目指せるような支援策も必要だと思います。

防
災
体
制
の
充
実

河
川
環
境
の
整
備

◆普通河川の維持管理
◆水防団（52人）の全体会議の開
催
◆救急排水場７カ所の管理（８月
の大雨災害時に稼働）
　など

①インターネットで河川の状況を確認できるサイトがあるので、災害
対策に役立つサイトの情報などを住民に周知すると良いと思います。

②水防団員の人手の確保が大変なようですが、今後も確保を進めてほ
しいです。

行
政
の
効
率
的
な
運
営

行
政
事
務
の
効
率
化

◆議会の運営
◆新庁舎の建設に向けた事務
　基本構想の策定
　先進地の視察
◆町民アンケートの実施（対象
600人）
　など

①町民にとって、どのようなことを行っているのかわかりにくい施策
なので、事業内容をわかってもらえるように情報の発信を進めれば
良いと思います。

②業務の効率化も重要ですが、業務によっては効率化だけを求めても
いけない業務もあると思うので、業務内容を考慮して効率化を進め
ていただけたら良いと思います。



63

まちづくり読本＜予算版＞

資
料

　　　　　
町担当の所見 担当課

①乳幼児健康診査・相談事業は、３～４カ月児から３歳１～２カ月児までの対象で、１人合計７回実施
しています。乳幼児の健全な発育のため、母子保健体制の充実を今後も継続していきます。

②不妊治療費助成事業は、広報、ホームページ、リーフレット配布や不妊治療実施医療機関（全道23カ
所）に、ポスターおよびリーフレットの配布依頼をしています。また、妊婦に対しては、妊娠届出時
に不妊治療の有無を確認して申請につなげるようにしています。今後もさらに、広報掲載回数増加や
健康教育時の周知啓発を図るように努めます。

保健福祉課

①②今後も現行の制度を維持し、制度の周知に努めます。

住民課

①町内産の木材が活用できるように検討しています。

②近年、化石燃料の価格の変動が大きいことなどを理由に、バイオマスボイラー導入についてのメリッ
トが出てきていることから、町森林資源活用研究会で検討を進めています。 産業振興課

①森林施業の実施状況を把握し、そらち森林組合の意向を確認しながら、適正な開設および維持に努め
ます。

②森林所有者の高齢化や世代交代により、後継者が不足していることは否めない状況にあります｡ 全道
的にも同様の状況であり、空知総合振興局で、空知地域林業担い手確保推進協議会を立ち上げ、さま
ざまな支援策を講じています。また、創造の森を活用し、子どもたちに林業についての関心を持って
もらえるよう、とっぷ子どもゆめクラブの植樹事業を支援しています。

産業振興課

①地域おこし協力隊の活動期間後の支援については、住宅や就業などに関し必要とする情報の提供を行
います。また、起業する場合については、活動負担金として起業経費の一部が交付される制度や、町
の中小企業者応援条例による助成制度もありますので、支援することが可能です。

②農業支援員については、活動終了後も条件により国の事業が活用できますので、最終目標である定住
および就農に結びつくよう努めます。また、必要に応じて、ピンネ農業協同組合およびピンネ農業公
社と連携しできる支援を行っていきます。

産業振興課

①町ホームページの「防災」のボタンから役立ちサイトにリンクしますので、ご利用願います。

②現在、建設協会を中心に団員を要請していますが、建設業以外の業種へも団員確保の要請を行います。 建設課

①項目の中で、目に見える事業について（職員研修の実施など）町ホームページなどで公表していきます。

②今後も電子機器などによる処理や事務事業の見直しを図ることができる事業については、効率化を進
めます。 総務課
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資
料

　　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号④　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

役
　
場
　
庁
　
舎

住 民 課 76-2130

76-2785

産 業 振 興 課 76-2134

会 計 課 76-3192

総 務 課 76-2131

建 設 課 76-2139

議 会 事 務 局 76-3191

農 業 委 員 会 76-2135

保健福祉課・ゆめりあ 72-2000 72-2006

教育委員会・改善センター 76-4233 76-3223

新 十 津 川 保 育 園 76-2419 76-2871

児 童 館 76-2402 76-2402

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 72-2088 72-2088

放 課 後 児 童 ク ラ ブ 76-2626 76-2626

地域包括支援センター 72-2030 ―

新 十 津 川 幼 稚 園 76-4152 76-4003

新 十 津 川 小 学 校 76-2505 76-3477

新 十 津 川 中 学 校 76-2161 76-2162

新十津川農業高等学校 76-2621 76-2292

給 食 セ ン タ ー 76-2528 76-2671

図 書 館 76-3746 76-4641

武 道 場 76-4098 ―

総合振興公社・物産館 76-3141 76-3126

サ ン ヒ ル ズ ・ サ ラ イ 76-3000 76-3036

新 十 津 川 物 語 記 念 館 76-2995 76-2995

文 化 伝 習 館 76-2991 76-2992

開 拓 記 念 館 76-2622 ―

風の美術館（かぜのび） 73-2600 ―

吉野地区活性化センター 73-2632 73-2632

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

ス ポ ー ツ セ ン タ ー 76-3390 76-3390

ス ポ ー ツ ク ラ ブ 76-3470 ―

そ っ ち 岳 ス キ ー 場 76-2075 ―

温 水 プ ー ル 76-2925 ―

サンウッドパークゴルフ場 76-2500 ―

ピ ン ネ ス タ ジ ア ム 76-3838 ―

西空知広域水道企業団 76-2486 76-3660

消 防 支 署 76-2619 76-3716

除 雪 セ ン タ ー 76-4302 ―

中 空 知 衛 生 施 設 組 合 75-3800 75-3801

空 知 中 部 広 域 連 合 66-2152 66-2138

社 会 福 祉 協 議 会 76-2600 76-3505

新 十 津 川 駐 在 所 76-2610 ―

花 月 駐 在 所 74-2012 ―

大 和 駐 在 所 76-2573 ―

新 十 津 川 郵 便 局 76-2560 76-2064

橋 本 郵 便 局 76-2960 76-2912

石 狩 大 和 郵 便 局 76-2901 76-2094

石 狩 吉 野 郵 便 局 73-2121 73-2465

花 月 郵 便 局 74-2400 74-2530

新 十 津 川 町 商 工 会 76-2571 76-4445

ピ ン ネ 農 業 公 社 72-2022 76-4102

新規就農者技術修得センター 76-4257 76-4257

農林産物加工センター 73-2077 73-2078

空知農業改良普及センター中空知支所 74-2281 74-2285

新 十 津 川 土 地 改 良 区 76-2261 76-3336

札幌開発建設部滝川河川事務所 76-2211 76-2224


