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①	農業の振興

農産物ブランド化の支援  71万円

（担当：農産物ブランド化推進室）

　町内で生産された農産物のブランド化に取り組

んでいる農産物ブランド化推進協議会の活動を支

援しました。

【ブランド化協議会の主な活動】

　○新たな栽培方法を取り入れた良質で安全な農

　産物の生産支援

　○生産者自らによる消費者との対面販売

国営樺戸地区土地改良事業 10億6085万円

（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した。

○全体の事業費　262.6億円

　（内　町の事業費分　253.8億円）

○整備施設

　・排水機場　３箇所

　・用水路　　42.1㎞

　・排水路　　 9.4㎞

＜財源内訳＞

　町の負担　　10億6085万円

　（内　借入金　5億9560万円）

有害鳥獣の駆除  316万円

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　近年増加傾向にあるエゾシカやアライグマ、カ

ラスなどの鳥獣による農業被害を防止するため、

猟友会に駆除を委託し、被害対策を行いました。

【平成26年度の駆除頭数】

　○エゾシカ　　 78頭

　○アライグマ　 15頭

　○カラス　　　133羽

＜財源内訳＞

　道の補助金　 61万円

　農協の負担　 42万円

　町の負担　　213万円

農業基盤の整備  2848万円

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　農業基盤を充実させるため、北海道が主体で行

う水田や用排水施設の整備費を負担しました。

地　　区 総事業費
うち町の負担

新北部地区 4億7052万円 1702万円

新南部地区 2億4053万円  865万円

新西部地区 1億6700万円  281万円
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②	林業の振興

町有林の保育管理  513万円

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　幌加地区の町有林でトドマツを約12ha植栽しま

した。

　また、幌加地区と総進地区の町有林で、植林し

た木の成長を阻害する雑草などを除去する下草刈

りを行いました。

＜財源内訳＞

　道の補助金　248万円

　町の負担　　265万円

民有地への植林活動の支援 337万円

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　森林資源の循環利用を進めるため、町内の民有

林において伐採後に再造林を行った方に対し、北

海道と町が連携して支援をしました。

○植林面積　17.74ha

＜財源内訳＞

　道の補助金　207万円

　町の負担　　130万円

林業専用道の整備  3015万円

（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

安定供給を図るため、「森林整備加速化・林業再

生事業」を活用して福井士寸地区に全長4703ｍの

林業専用道を整備しました。

＜財源内訳＞

　道の補助金　3015万円
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③	商工業の振興

④	観光の振興

中小企業事業資金保証融資 3042万円

（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資金運営

を図るため、町が指定する金融機関に運用資金

3000万円を預けて、融資のあっせんや利子補給を

行いました。

　平成26年度は12社に利子補給の補助をしまし

た。

＜財源内訳＞

　預託金元利収入　3002万円

　町の負担　　　　　40万円

地元消費の拡大を支援  389万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　地元での購買意欲の向上と消費拡大を図るため

のスタンプラリー抽選会事業に助成しました。

【スタンプラリー抽選会】

　○ふれあい商品券会加盟店で１店舗500円以上

　の買い物で１スタンプ

　　・４店舗のスタンプ～１回抽選

　　・７店舗のスタンプ～２回抽選

　○ラリー期間 １回目　７月20日～８月23日

　　　　　　　 ２回目　12月15日～１月17日

　○抽選会　　 １回目　８月24日　抽選者753人

　　　　　　　 ２回目　１月18日　抽選者783人

イベントの共催  700万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　町の２大イベントである、ふるさとまつりと雪まつりの企画・運営を行っているふるさとまつり実行委員

会に対し、開催費用の一部として、それぞれに350万円を助成しました。

　ふるさとまつりは悪天候により、前年に比べ来場者は大幅に減少しましたが、雪まつりは前年を上回る来

場者を記録しました。

【開催日・来場者数】

 ○ふるさとまつり　７月26日（土）ビールパーティー・花火大会　来場者数　1000人

　　　　　　　　　　　 27日（日）本祭　来場者数　800人

 ○雪まつり　　　　１月25日（日）来場者数　5000人
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イベント開催の支援  70万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　観光協会主催の陶芸まつりと味覚まつりの開催

費用の一部として、陶芸まつりに40万円、味覚ま

つりに30万円を助成しました。

　陶芸まつりは雨模様ながら例年同様の来場者で

した。味覚まつりは天気も良く前年を上回る来場

者でした。

【開催日】

　○陶芸まつり　６月14日（土）・15日（日）

　○味覚まつり　10月５日（日）

観光ＰＲの推進  128万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　本町の観光施設の維持管理やイベント用テント

などの備品の整備のほか、ホームページや雑誌な

どを活用し、イベントや特産品のＰＲを行いまし

た。

　また、観光ガイドブック・マップの増刷や町Ｐ

Ｒキャラクターの募集・決定を行い、キャラクタ

ーの名刺台紙を作成しました。

　ほかにも、都市との農村交流促進事業で、町の

農産物を町内外へ広く発信しました。

キャンプ村の維持管理  253万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　バンガローやトイレの清掃、施設の光熱水費や

修繕費を支出し、青少年交流キャンプ村を管理し

ました。

　平成26年度は2627人の方が施設を利用しまし

た。

＜財源内訳＞

　利用料金　225万円

　町の負担　 28万円

伝習館で工芸体験  505万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

　文化伝習館で、講師の指導による週３回の体験

講座（陶芸、染物、織物）を行いました。

　平成26年度は3300人の利用がありました。

＜財源内訳＞

　利用料金　178万円

　町の負担　327万円

新十津川町
観光 PR キャラクター

〒 073-1103

樺戸郡新十津川町字中央 1-1

0125-76-2131

とつかわ	こめぞー
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事業名 決算額 実施概要

農業の振興

農業委員会の活動 982万円 農業委員の報酬などを支出しました

農業者年金事務 127万円 農業者年金事務を行いました

農地基本台帳管理システムの管理 37万円 管理システムの保守を行いました

農地台帳システムの整備 121千円 農地台帳システムの整備改修を行いました

農政事務 22万円 農業に係る事務を行いました

営農振興対策協議会の支援 20万円 農業振興の関係機関で構成する協議会の活動を支援しました

農民協議会活動の支援 60万円 農業者で組織する農民協議会の活動を支援しました

農業経営基盤強化資金利子助成 536万円 認定農業者の借入資金の利子補給をしました

水土里情報システム負担金 42万円 水土里情報システムを使用して農地情報などを把握しました

次世代農業者支援融資利子助成 2万円 農業後継者の経営継承資金の利子補給をしました

ピンネ農業公社の支援 535万円 農業後継者の育成などを行う公社の活動を支援しました

多面的機能支払交付金 4223万円 農地・農業用水などを保全管理する組織に交付しました

環境保全型農業直接交付金 178万円 環境にやさしい農業に取り組む12人の農業者に交付しました

中山間地域等直接支払交付金 1億2747万円 農作業条件が不利な中山間地域の農業者に交付しました

経営所得安定対策の推進 1097万円 地域農業再生協議会に運営経費を交付しました

青年就農の支援 600万円 青年就農者２人に26年度・27年度分の給付金を交付しました

農業機械取得費用の助成 879万円 農業者３人に機械取得費用を助成しました

無人ヘリコプターオペレーターの養成 60万円 農業者４人に防除用ヘリ免許取得費用を助成しました

機構集積協力交付金 946万円 農地集積に協力した10人の農業者に交付しました

家畜の病気予防 70万円 肉牛などに対しワクチンの予防接種を行いました

家畜相場の調査 1万円 家畜市場（安平町）などで家畜相場の調査を行いました

学園牧場の維持管理 151万円 町営牧場の維持管理を行いました

畜産振興協議会活動の支援 30万円 畜産農家で組織する畜産振興協議会の活動を支援しました

国営土地改良事業推進事務 5万円 樺戸２期地区の事業を推進しました

農業基盤整備事業償還金 384万円 完了した基盤整備事業の償還金を支出しました

21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金 240万円 基盤整備事業に要する事務費を負担しました

高度経営体面的集積促進事業（花月第２地区） 3598万円 農用地の面的集積に応じて改良区へ助成しました

国営造成施設管理体制整備の促進 1285万円 貯水池や農業用頭首工などの維持管理を行いました

基幹水利施設の管理 923万円 国の土地改良施設の管理を行いました
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事業名 決算額 実施概要

林業の振興

森林総合研究所分収林の管理 2万円 分収造林地の管理を行いました

森林保護のための巡回活動 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した

鳥獣による森林被害の防止 8万円 薬剤散布により野ネズミによる森林被害を防止しました

林道の維持管理 149万円 林道の維持作業や不良箇所の補修を行いました

商工業の振興

中小企業の近代化促進 18万円 商店街の近代化の取り組みに対し支援しました

企業振興の促進 307万円 企業の施設・設備増設に対し助成しました

商工業振興事業 2万円 中小企業制度や予算などの説明会に出席しました

商店街の環境整備 28万円 国道沿いの商店街、植樹ますに花を植栽しました

借入資金の利子補給 226万円 国・道の融資制度利用者に資金利子を助成しました

新十津川町商工会の支援 967万円 商工会の円滑な業務を推進するために助成しました

観光の振興

吉野駐車公園の維持管理 57万円 駐車公園（旧吉野公園）の維持管理を行いました

ふるさと公園の維持管理 1554万円 芝生や樹木、遊具などの維持管理を行いました

文化伝習館の管理運営 531万円 文化伝習館の管理運営を行いました

新十津川物語記念館の管理運営 167万円 新十津川物語記念館の管理運営を行いました

吉野地区活性化センターの管理運営 524万円 吉野地区活性化センターの管理運営を行いました

吉野公園の維持管理 295万円 公園とキャンプ場の維持管理を行いました

新十津川町観光協会の支援 10万円 観光協会の活動を支援しました

ふるさと温泉の管理 1069万円 温泉施設所有者に温泉の加温経費を助成しました

ふるさと温泉揚水設備の更新 249万円 温泉施設所有者に設備更新に係る費用を助成しました

サンヒルズ・サライなどの管理運営 3874万円 サライなど４施設の運営を振興公社に委託しました

新十津川総合振興公社の支援 2000万円 振興公社の安定運営のため資金を貸し付けました

終着駅しんとつかわ利用促進 16万円 終着駅ポスターを札幌駅構内に掲示しました

雇用の創出

新十津川技能協会の支援 4万円 技能協会の活動を支援しました

通年雇用の促進 2万円 滝川地域通年者用促進協議会の運営費を負担しました

地域職業訓練センター協会負担金 56万円 職業訓練センターの運営費を負担しました
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