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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。

安全で安心な農産物を町内外に広くＰＲし、さ

らに付加価値向上、販路拡大など農産物ブランド

化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ながら支援します。

【農産物ブランド推奨品】

1080万円農業基盤の整備

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

自然との共生を図りながら営まれている農業を

支援するため、北海道が主体で行うほ場や用排水

施設の整備費を負担します。

○新北部地区

予定工期 平成21～29年度

道事業費 9000万円（うち町負担分 450万円）

○新南部地区

予定工期 平成21～28年度

道事業費 6200万円（うち町負担分 310万円）

○新西部地区

予定工期 平成21～28年度

道事業費 6400万円（うち町負担分 320万円）

＜財源内訳＞

道の補助金 540万円

地方債 530万円

町の負担 10万円

339万円農業被害をもたらす有害鳥獣の駆除

（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出など、

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 98万円

町の負担 241万円

10億6102万円国営樺戸地区土地改良事業町負担金

（担当：建設課都市管理グループ）

昭和62年度より開始された国営樺戸地区土地改

良事業（受益地区：新十津川町、浦臼町、月形町）

が平成25年度をもって完了したことから、町の負

担分を一括して支払います。

○全体の事業費 262.6億円

(うち町の事業費分 114.9億円)

○整備施設

・排水機場 ３箇所

・用水路 39.7㎞

・排水路 10.2㎞

＜財源内訳＞

地方債 5億9580万円

町の負担 4億6522万円

アアライグマ用のワアライグマ用のワナナ

メロン

トマトマトト

シイタシイタケケ

タマネタマネギギ
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631万円町有林の保育管理

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

平成25年度に約12haの更新伐工事（樹木に日が

当たるようにするため、一定の間隔を置いて帯状

に木を伐採していく工事）を実施した幌加地区の

町有林において、植林を行います。

また、学園地区「百年の森」の成長した樹木の

除伐、下刈りなどの手入れを行います。

＜財源内訳＞

道の補助金 328万円

町の負担 303万円

299万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

海道と市町村が連携して、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 184万円

町の負担 115万円

4576万円林業専用道の整備

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

適切な森林整備や原木の搬出推進による木材の

安定供給を推進するため、森林整備加速化・林業

再生事業を活用し、福井士寸地区に林業専用道を

整備します。

平成25年度に全長4703ｍのうち2230ｍの整備が

完了しており、平成26年度は、残り2473ｍを整備

します。

＜財源内訳＞

道の補助金 4576万円
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3085万円中小企業事業資金保障融資

（担当：産業振興課商工観光グループ）

中小企業支援策の一環として、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％）の全額補助を行

います。

通常の利子補給率は「２分の１」ですが、平成

26年度までは特例で「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 84万円

400万円地元消費の拡大を支援

（担当：産業振興課商工観光グループ）

消費行動の多様化に伴って町外の大型店舗で買

い物をする人が増えています。

購買力の町外流出に歯止めをかけるため、商工

会と町内の商店が連携し、地元での購買意欲の向

上と消費拡大を目的としたスタンプラリー事業に、

町が助成を行います。

○スタンプラリー事業

ふれあい商品券会加盟店で買い物をし、指定用

紙にスタンプを押印してもらい、貯まったスタン

プ数に応じて抽選会に参加することができるキャ

ンペーンです。

【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

100万円北海道日本ハムファイターズ179市町村応援大使

（担当：総務課企画調整グループ）

2014年１月１日から12月31日まで、北海道日本ハムファイターズの金子誠選手と今浪隆博選手が、新十津

川町の応援大使として地域活性化のお手伝いをしてくれます。

１月から３月までの間には、役場に応援大使のお２人の等身大パネルや懸垂幕がお目見えしたほか、橋本

広告塔(金滴酒造前)にはお２人の写真入り看板が登場しました。

４月以降の主な応援大使企画として、次のようなことを計画しています。

【応援大使企画予定】

・50組100名様を札幌ドームにご招待(招待日未定)

・札幌ドームの大型ビジョンで応援大使が新十津川町をＰＲするＣＭを上映

・ヒーロー賞の贈呈(予定日:４月13日、６月４日、９月14日)

・ファイターズプレスに町のＰＲを掲載（９月以降の予定）ほか

この他にも企画が決まりましたら、広報誌などでお知らせします。

金子選手、今浪選手と一緒に町を盛り上げましょう。
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173万円観光ＰＲの推進

（担当：産業振興課商工観光グループ）

町の観光施設やイベントのＰＲ、観光施設の整

備や維持管理を行います。

平成26年度は観光マップの更新やＰＲキャラク

ターを募集し、町内の観光情報の発信を強化しま

す。

また、イベントテントや音響機材の修繕を行な

い、イベントを円滑に実施します。

299万円青少年交流キャンプ村の維持と管理

（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 235万円 町の負担 64万円

町内の団体に、5.4ｍ×3.6ｍのテント（25

張在庫）を無料で貸し出していますが、間

違った使い方で故障することが多くなって

います。

部品が破損した場合は修繕費用を負担して

いただくことになりますので、大切に使っ

てください。

【施設概要】

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12600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。

700万円イベントの共催

（担当：産業振興課商工観光グループ）

夏、冬のイベントとして定着している、ふるさと

まつりと雪まつりを運営する、ふるさとまつり実行

委員会に、開催費用の一部を助成します。

【平成26年度のスケジュール】

場所開催日イベント

徳富川河川緑地から

打ち上げ
7月26日（土)

第28回ふるさとまつり

前夜祭（花火大会）

ふるさと公園7月27日（日)第28回ふるさとまつり

北中央公園

（改善センター前）
1月25日（日)第24回雪まつり
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546万円工芸体験事業

（担当：産業振興課商工観光グループ）

文化伝習館での体験、講座（染色、織物、陶芸）

を行うための経費です。

週３回実施している講座では、施設の使用料と

材料代のみで、各種講師によるていねいな指導を

受けることができます。

各種体験は随時受け付けています。

【体験料金】

陶芸体験 1000円

染色体験 600円

織物体験 600円

＜財源内訳＞

体験材料代など 136万円

町の負担 410万円

70万円イベント開催の支援

（担当：産業振興課商工観光グループ）

新十津川町観光協会が主催する観光イベントの

開催費用の一部を助成します。

平成26年度も陶芸まつり（６月）と味覚まつり

（10月）の開催を予定しています。

事業概要予算額事 業政策

１ 農業の振興

農業委員17人の報酬などの活動費です1000万円農業委員会活動費

農業者年金事務に要する経費です151万円農業者年金事務

システム機器の保守を行います37万円農地基本台帳管理システムの管理

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1287万円国営造成施設管理体制整備の促進

町が受託した国の土地改良施設を管理します959万円基幹水利施設管理の事業

一般農政事務に要する経費です27万円農政事務経費

農地・農業用水等を保全管理する組織を支援します2359万円多面的機能支払交付金

環境にやさしい農業に取組む農業者を支援します227万円環境保全型農業直接支援対策交付金

農地情報など水土里情報システムの使用料です42万円水土里情報システム負担金

農業者で組織する農民協議会の活動を支援します60万円農民協議会活動の支援

認定農業者の借入資金の利子補給をします552万円農業経営基盤強化資金利子助成

農業後継者の経営承継資金の利子補給をします2万円次世代農業者支援融資利子助成

中山間地域で営農する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
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事業概要予算額事 業政策

１ 農業の振興

地域農業再生協議会に推進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

肉牛などに対しワクチンの予防接種を実施します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4万円家畜相場の調査

町営牧場の適切な維持管理を実施します156万円学園牧場の維持管理

肉牛肥育農家で組織する畜産振興協議会の活動を支援します30万円畜産振興協議会活動の支援

完了した基盤整備事業の償還金負担金です384万円農業基盤整備事業償還金

農用地の面的集積に応じて改良区へ助成します3600万円高度経営体面的集積促進事業（花月第２地区）

基盤整備事業に伴う事務費の負担金です240万円21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金

２ 林業の振興

森林を管理するための林道５路線の維持管理経費です169万円林道の維持管理

森林国営保険料など分収造林地の管理経費です3万円森林総合研究所分収林の管理

巡視により、林野火災やゴミ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9万円鳥獣による森林被害の防止

３ 商工業の振興

商店街の近代化の取り組みに対し支援を行います16万円中小企業の近代化促進

国・北海道の融資制度利用者に、借入資金の利子の一部を助成します300万円借入資金の利子補給

商工業振興委員会を開催します17万円商工業振興事業

国道沿いの商店街、植樹ますに花を植栽します33万円商店街の環境整備

商工会が行っている相談業務や商工業振興業務に助成します967万円新十津川町商工会の支援

４ 観光の振興

芝生や樹木、遊具などを管理をします1559万円ふるさと公園の維持と管理

文化伝習館の管理と運営をします604万円文化伝習館の管理運営

新十津川物語記念館の管理と運営をします192万円新十津川物語記念館管理運営事業

吉野地区活性化センターの管理と運営をします568万円吉野地区活性化センター管理と運営

吉野公園の維持と管理をします346万円吉野公園の維持と管理

駐車公園（旧吉野公園）の維持と管理をします59万円吉野駐車公園の維持

新十津川町観光協会が実施する事業に対して助成します10万円新十津川町観光協会への支援

温泉施設所有者に温泉の加温経費を助成します980万円ふるさと温泉の管理

札沼線の終着駅である新十津川駅周辺の環境整備を進めます25万円終着駅しんとつかわ利用促進

サンヒルズ・サライなど４施設の運営を振興公社に委託します3982万円サンヒルズ・サラなどの管理運営

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2500万円新十津川総合振興公社への事業資金貸付

５ 雇用の創出

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

団体会員の技能向上と育成を目的とした補助金です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に対し、応分の経費を負担します56万円地域職業訓練センター協会負担金


