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　Memo
まちづくり読本　＜予算版＞

町民のみなさまへ
　町民の皆さまには、日ごろから町政の運営に格別なご支援とご協力をいただき、心から感謝を

申し上げます。

　今年も、役場がどのような仕事に取り組み、どれだけの予算を使うかについて、できるだけ分

かりやすくお知らせするための冊子『まちづくり読本＜予算版＞』を発刊いたします。

　本年度は、次の３点を重点として取り組むことといたします。

１　くらしの安全確保、福祉・保健・医療サービス体制の充実、地域住民が共に支え合う地域づ

くりを進める「安全・安心のまちづくり」

２　良質な食を産む農業基盤の整備、地域を支える商工業の振興、わがまちの魅力を活かした観

光の振興、芸術・文化、スポーツ活動などを促進する「魅力と活力あるまちづくり」

３　循環型社会の形成、新十津川町の豊かな水や森林など素晴らしい自然環境を後世にしっかり

引き継ぐための「自然と共生する持続可能なまちづくり」

　特に、昨年９月に人口が７千人を切りましたことから、人口減少の抑制と地域経済の活性化を

図るため、本年度から３年間、新築住宅および中古住宅の取得者に対する奨励金等を交付する、

定住対策事業を実施することといたしました。

　また、町民の皆さまの疾病の早期発見や重症化の予防、生活習慣の改善や健康の維持のため、

基本健康診査などの助成につきましても充実させています。

　『まちづくり読本＜予算版＞』の中には、町民の皆さまに関係する事業、役に立つ情報が記載さ

れておりますので、ぜひ、ご一読いただきますようお願いいたします。

　本年も、新十津川町第５次総合計画に掲げるまちの将来像「豊かな自然　あふれる笑顔　みん

なで創る　いきいき未来」を目標に、町民の皆さまとともにまちづくりを進めてまいりますので、

一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　平成26年４月

新十津川町長　植　田　　　満　
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資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資 料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料資 料 編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編編
60②職員の給与と職員数

61③行政機構図

64④公共施設等 電話番号・ＦＡＸ番号
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（単位:千円）表－２ 一般会計歳入

増減比較平成25年度
予 算

平成26年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

0.31,770537,378539,148町 税自

主

財

源

207.764,76831,18895,956分担金及び負担金

△5.1△6,602128,327121,725使用料及び手数料

269.8447,932166,000613,932財産収入・諸収入など

△ 40.4△51,283126,91375,630繰 入 金

3.36,150187,350193,500地方譲与税など依

存

財

源

0.002,935,0002,935,000地方交付税

△4.1△11,770283,984272,214国庫支出金

8.026,566333,667360,233道 支 出 金

303.1734,800242,400977,200町 債

24.41,212,3314,972,2076,184,538合 計

（単位:千円）表－１ 各会計予算総括表

増減比較平成25年度平成26年度

会 計 当初予算
当初予算 Ｂ当初予算 Ａ

増減率(％)Ａ－Ｂ

24.41,212,3314,972,2076,184,538一 般 会 計

22.773,361323,375396,736国民健康保険特別会計特

別

会

計

15.014,21794,540108,757後期高齢者医療特別会計

△1.8△3,456188,355184,899下 水 道 事 業 特 別 会 計

7.32,08728,75330,840農業集落排水事業特別会計

13.686,209635,023721,232小 計

23.21,298,5405,607,2306,905,770合 計

◎一般会計歳入

平成26年度の全会計の予算総額は、69億600万円となり、平成25年度の予算総額と比較すると、12億9900万円

（23.2％）増加しました。

それぞれの会計の予算額は、表－１のとおりです。

新新新新新新新新新新新新新新十十十十十十十十十十十十十十津津津津津津津津津津津津津津川川川川川川川川川川川川川川町町町町町町町町町町町町町町のののののののののののののの予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算概概概概概概概概概概概概概概新十津川町の予算概要要要要要要要要要要要要要要要

収入は、町税、施設の使用料、手数料などのまちが

直接集めるお金（自主財源）と、地方交付税や補助金

などの国や他の団体からもらうお金と借金（依存財

源）により構成されます。

それぞれの予算額は表－２のとおりです。

平成25年度の予算と比較すると、借金が７億3500万

円の増加となっています。

その増加要因としては、行政区自治会館整備のため

に5200万円、給食センターのボイラー設備などの整備

のために5500万円、国営樺戸地区土地改良事業の町負

担金を繰上償還するために６億円の借金を見込んでい

るためです。

諸収入が大きく増加する要因は、実質的な貯金であ

る北海道市町村備荒資金組合納付金を４億6000万円取

り崩すためです。

また、負担金が6500万円増加していますが、これは、

平成27年度から行う雨竜町への学校給食の提供のため

に必要となる給食センターの増築などにかかる費用を、

雨竜町から負担してもらうためです。

地方譲与税などでは、４月１日からの消費税率の引

上げにより、地方消費税交付金で700万円の増加を見

込んでいます。

繰入金は、財源不足を穴埋めするために貯金を取り

崩すものですが、平成25年度と比較して5200万円の減

少となりました。

一般会計の収入と支出について、その内容を説明します。
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（単位:千円）表－３ 一般会計歳出

増減比較平成25年度
予 算

平成26年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

11.950,885426,779477,664総 務 費

5.535,395647,525682,920民 生 費

2.09,862485,865495,727衛 生 費

390.31,099,403281,6661,381,069農林水産業費

△3.4△6,180181,666175,486商 工 費

1.57,759507,845515,604土 木 費

△2.6△5,536212,624207,088消 防 費

46.8179,812384,375564,187教 育 費

△ 10.6△90,043845,756755,713公 債 費

△7.9△71,497908,970837,473職 員 費

4.22,47159,13661,607議会・労働・災害復旧費

0.0030,00030,000予 備 費

24.41,212,3314,972,2076,184,538合 計

支出は、まちが取り組む仕事を効率的・効果的に行

うため、目的別に分けられています。

それぞれの予算額は表－３のとおりです。

平成25年度の予算と比較すると、農林水産業費が10

億9900万円の大きな増加となっています。これは収入

で説明したとおり土地改良事業の町負担金10億6000万

円を全額繰上償還するためです。

総務費では5100万円の増加となっていますが、これ

は、老朽化が進む公共施設の修繕や更新のための貯金

を積み増しするためです。

教育費は１億8000万円の増加で、小学校の屋上防水

工事、学校給食センターの増築および設備整備、開拓

記念館の耐震改修などを行うためです。

借金の返済である公債費は、9000万円の減少となり

ました。借入の抑制や繰上償還により借入残高が順調

に減ってきているためです。

理事者や職員の人件費である職員費は7100万円減少

しています。平成25年度は退職手当組合への納付金が

ありましたが、これは３年に１回精算するもので、平

成26年度はこの支払いが無いためです。

●一般会計歳出

平成25年度末時点の貯金残高は、54億1000万円（見

込）となっています。平成24年度末時点と比較して３

億8000万円増加しており、この10年間では、ほぼ２倍

に増加しています。

また、平成25年度末時点の借金残高は、66億5000万

円（見込）となっています。平成24年度末時点と比較

して６億2000万円減少しており、この10年間では、ほ

ぼ半分に減少しています。

●まちの貯金残高と借金残高

※財政調整基金：まちの収入が不足する場合に取り崩すことのできる貯金で、金額は全基金残高の内数です。
※備荒資金組合納付金：北海道内の市町村で組織する北海道市町村備荒資金組合への納付金で、この納付金は、災害などがあっ
たときに復旧事業費に充てるために積み立てていますが、一定額を超えて納付した部分については、いつでも取り崩すことの
できる実質的な貯金です。
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町町町町町町町町町町町町町町政政政政政政政政政政政政政政執執執執執執執執執執執執執執行行行行行行行行行行行行行行方方方方方方方方方方方方方方町政執行方針針針針針針針針針針針針針針針

【はじめに】

平成26年第１回定例会の開会に当たり、

町民の皆様並びに町議会の皆様に、町政執

行に対する所信と主要施策の一端を申し上

げます。

昨年は、日本の景気が緩やかに好転の動

きを見せる中、６月に日本の象徴である富

士山が世界文化遺産に登録、また９月には

2020年夏季オリンピック・パラリンピック

の開催都市に東京が選ばれ、加えて「和

食」がユネスコの無形文化遺産に登録され

るなど、日本の未来につながる明るい話題

がありました。

本町においては、基幹作物である水稲が、

春先の低温や天候不順による農作業の遅れ

を取り戻し、３年連続で豊作の年となりま

したが、７月に日本の環太平洋経済連携協

定（ＴＰＰ）交渉への参加が正式決定する

とともに、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」の策定による現行の経営所得安定

対策の大幅な見直し、日本型直接支払制度

の創設、農地中間管理機構の設置による農

地の集約化の促進等、我が国の農業政策は、

大きな転換期を迎えております。

また、人口の少子高齢化が急速に進む中、

子ども・子育て支援法に基づく少子化対策、

医療サービス体制や医療保険を見直す医療

制度改革、新しい介護予防・日常生活支援

総合事業による介護保険制度の見直しや公

的年金制度改革など、社会保障制度につい

ても大きな改革が進められており、住民へ

のサービスや給付を担う市町村の果たす役

割は、ますます重要となってまいります。

そのような中、本町の平成26年度予算は、

平成16年度以来の60億円を超える予算とな

りました。

これは国営樺戸地区土地改良事業の完了

に伴う地元負担金の償還に係る予算計上が、

最も大きな要因でありますが、本町では行

財政改革の推進とともに、健全な財政維持

のために計画的に基金を積み立てるなど、

償還時の予算の執行に支障がないよう準備

を進めてきたところであります。

平成26年度におきましても、予算を適正

かつ効果的に執行し、取り組むべき課題の

解決のために、町政運営に全力を尽くして

まいる所存でございます。

【平成26年度町政執行の基本的な考え方】

新十津川町では、平成24年度を初年度と

する10カ年のまちづくり指針「新十津川町

第５次総合計画」を策定しております。

この総合計画は、本町のまちづくりの憲

法とも言える「まちづくり基本条例」に基

づく、行政計画の最も上位に位置づけられ

る計画であります。

総合計画に掲げた「豊かな自然 あふれ

る笑顔 みんなで創る いきいき未来」と

いう将来像の実現のため、３年目となる本

年も、第５次総合計画の歩みをより着実に

進めるとともに、町民の皆様から寄せられ

ている行政課題の解決に向けて取組を進め

てまいります。

【平成26年度の重点について】

本町においては、町民の皆様のご理解の

もと行財政改革に取り組み、この10年間で

町の貯金である基金残高は着実に増加、町

の借金である町債残高も減少、財政の健全

化判断比率の数値も改善し、道内でも上位

に位置しております。

しかしながら、本町の少子高齢化は一層

進み、昨年９月には、明治35年以降、初めて

人口が７千人を切りました。

人口の減少は、地域経済やまちづくりの

将来設計に大きな影響を及ぼすものであり

ますので、引き続き基礎的財政収支の維持

及び改善に取り組むとともに、人口減少や

少子高齢化など経済社会の構造変化に対応

したメリハリのついた予算とするため、本

年は、次の３つの柱を重点として取り組ん

でまいります。

敢安全・安心のまちづくり

近年の気候変動は、多くの自然災害をも

たらし、被害も大きくなっております。

町民が安全で安心して暮らすことができ

るまちづくりを最大の目標に、くらしの安

全確保に重点を置き、福祉・保健・医療サ

ービス体制を充実するとともに、地域住民

が共に支え合う地域づくりを進めてまいり

ます。

柑魅力と活力あるまちづくり

昨年決定した、本町の応援大使である北

海道日本ハムファイターズの二人の選手に

は、今年１年間、多くの町民の皆様と交流し

ていただくとともに、町の魅力や情報の発

信についてお手伝いをお願いしたいと考え

ております。

そのためにも、良質な食を産む農業基盤

づくり、地域を支える商工業の振興と、わが

まちの魅力を活かした観光を推進するとと

もに、芸術・文化、スポーツ活動を支援し、

心豊かで活力ある地域づくりに努めてまい

ります。

また、人口減少の抑制と地域の活性化を

図るため、定住を促進する施策に取り組ん

でまいります。

桓自然と共生する持続可能なまちづくり

自然環境の保全及び循環型社会の形成を

進め、新十津川町の豊かな水や森林等、素晴

らしい自然環境を後世にしっかり引き継ぐ

ため「新十津川町環境基本計画」に基づき、

町民、事業者、行政それぞれが取り組むべき

行動計画の目標達成に向け、具体的な活動

を促してまいります。

特に排出量が微増傾向を続けているごみ

の処理につきましては、分別方法が変更さ

れますことから、町民の皆様への周知・啓

発を徹底し、更なる減量化、再資源化を促進

いたします。

【まちづくりの施策】

それでは、３つの重点施策を含め、平成26

年度の各施策の展開について、第５次総合

計画の目標項目に沿って説明いたします。

１ みんなでつくる住みよいまち

本町の大いなる財産である豊かな自然を

守り育て、次世代へと繋ぐためには、町民一

人一人が、環境に対する意識を高めながら、

省エネルギーや省資源へ取り組むことが大

切であります。

そのため、廃棄物の適正処理やリサイク

ル等の促進に努め、環境にやさしい循環型

社会の形成を推進いたします。

また、町民の皆様が快適に暮らすことが

できるよう、道路環境の整備や地域公共交

通の確保に努めるとともに、冬の大きな課

題である除排雪につきましても、遊休町有

地を活用し雪捨場を確保するなど、効率・

効果的な除排雪体制の整備、民間事業者や

ボランティアの活用、生活道路除排雪支援

の制度等について総合的に検討し、生活基

盤の充実に努めてまいります。

〔環境の保全〕

環境美化の推進では、徳富川ラブリバー

推進協議会や河川愛護団体による河川清掃

の取組や、行政区、団体によるクリーンキャ

ンペーン、花の植栽などの活動を支援する

とともに、不法投棄防止のため、看板設置な

どの対策を進めてまいります。

また、家庭におけるエコ診断事業を継続

し、効果的な省エネルギー・省資源活動へ

の取組を促進いたします。

今年から変更されるごみの分別を早期に

理解していただけるよう「ごみ分別とごみ

減量化の手引き」を新しく作成いたしまし

たので、ルールの周知徹底に努めるととも

に、地域の団体に対しても資源ごみの自主

的な回収を奨励し、ごみの排出抑制や再使

用、再生利用を推進してまいります。

また、家庭から排出される生ごみの減量

化を図るため、引き続き生ごみ処理機等の

購入に対する助成をいたします。

〔生活基盤の整備〕

高度経済成長期に集中的に整備された社

会インフラである、道路、橋梁、公営住宅、
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公園、上下水道施設等の公共施設は、建設後

相当の期間を経過しております。

今後の維持管理につきましては、早期発

見・補修による予防保全的管理を行うとと

もに、人口減少と少子高齢社会における施

設の必要性を踏まえた上で、トータルコス

トの縮減を進めていかなければなりません。

道路、橋梁、公営住宅につきましては、長

寿命化計画に基づく計画的かつ適正な維持

管理を実施いたします。

都市公園につきましては、菊水児童公園

及び青葉公園の樹木剪定を行い、良好な公

園環境を保つことといたします。

下水道施設につきましては、河川の水質

を保全し良好な水環境の確保を図るため、

公共下水道中期ビジョンに基づく計画的な

維持管理を実施するとともに、合併浄化槽

設置費用の助成を継続いたします。

住宅建設では、入居者ニーズに合った共

同住宅の建設促進が図られるよう、「共同

賃貸住宅建設促進事業」の面積要件を緩和

し、助成期間を延長いたします。

また、平成26年度から３年間、新築住宅及

び中古住宅の取得者に対し奨励金を交付し、

加えて中学校修了前までの子どもを養育し

ている場合は、一人当たり15万円の商品券

を交付することにより、定住の促進と人口

減少の抑制を図り、空き家住宅の再利用及

び地域経済の活性化を促進いたします。

個人住宅における耐震診断や耐震改修工

事、省エネルギー改修工事に対し費用を助

成する「安心すまいる事業」につきまして

も、継続し実施いたします。

〔交通環境の充実〕

道路整備につきましては、引き続き西２

線の改修舗装工事を行うほか、錦野団地、南

中央団地、みどり団地内道路等の舗装改修

及び交通安全施設の適正な維持管理を行い、

交通の安全確保と利便性の向上を図ってま

いります。

冬期の安全な交通と生活環境の確保を図

るための除排雪（町道248路線、車道188㎞、

歩道11㎞）につきましては、きめ細やかな

体制を維持するとともに、みどり区及び橋

本区の排雪作業の効率化を図るため、みど

り区内の町有地を雪捨場として活用できる

よう整備いたします。

地域公共交通の乗合タクシー及び乗合ワ

ゴンの運行につきましては、運行事業者と

行政が連携し、日常生活の移動手段として、

利用しやすい公共交通サービスを提供いた

します。

２ みんなでつくる健やかなまち

少子高齢化の急速な進行、社会環境の多

様化の中、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

地域で自分らしく暮らすことができるよう、

それぞれのニーズに合った多様な福祉・保

健・医療サービス体制を整え、町民一人一

人が生涯に亘っていきいきと暮らすことの

できる、健やかなまちづくりを進めてまい

ります。

〔児童福祉の充実〕

昨年増額した得きっずカードの満点上乗

せ（4,500円）を継続し、新十津川ポイント

カード会との連携により、子育て世帯への

支援を行うとともに、子育て世帯の臨時特

例給付金の支給につきましても、適正に実

施いたします。

児童館においては、発達障がいや遅滞児

童に対する専門的な知識を有する子育てア

ドバイザーを配置するとともに、児童厚生

員の資質の向上を図り、町内児童の放課後

の受け入れ先として、健全な遊びや学習の

場となるよう運営体制の充実を図ってまい

ります。

また、小学校の長期休業期間等に放課後

児童クラブの試行を行い、平成27年度から

始まる子ども子育て支援の新制度に備える

ことといたします。

〔障がい者福祉の充実〕

第２期新十津川町障がい者基本計画及び

第３期新十津川町障がい福祉計画に基づき、

障がい者の方が地域の中で心豊かに充実し

た生活を送ることができるよう、障がい者

個々のニーズに合ったサービスを提供いた

します。

また、関係機関との連携により相談体制

を充実し、障がい者の自立や社会参加を支

援するとともに、住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができるまちづくりを推進い

たします。

〔高齢者福祉の充実〕

高齢者の健康の維持、増進及び学習や趣

味活動の助長を図るため、高齢者いきいき

応援プログラムの方針に基づき、ふるさと

学園大学のカリキュラムを充実し、ゆめり

あ部会やシニアいきいきクラブなどの部会

活動の支援を行うとともに、体験講座を実

施し、新たな会員の確保に努めることとい

たします。

また、元気づくりの一環として、引き続き

レクワーカー養成講座を開設するほか、北

海道レクリェーション協会が主催する養成

講習会への参加経費を助成することにより、

レクワーカーの育成と資質向上を図るとと

もに、レクワーカーの地域への派遣にも積

極的に取り組んでまいります。

高齢者の介護予防につきましては、身体

機能の維持向上を図るため、らくらく運動

教室や通所型サロン事業など、参加しやす

く効果的な介護予防事業を実施し、健康寿

命の延伸を図ってまいります。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、緊急通報シス

テム及び救急医療情報キットを希望する世

帯に配置するほか、独居高齢者や障がい者

など支援を必要とする対象者の情報を要支

援者台帳として整備し、緊急時や災害時に

備えることといたします。

高齢者の除雪事業につきましては、冬期

間の除雪の不安を軽減するため、屋根雪な

どの課題を再検証し、次年度に向けて制度

化の検討をいたします。

また、臨時福祉給付金の支給につきまし

ても、適正に実施いたします。

〔健康づくりの推進〕

高齢者の肺炎の原因は、肺炎球菌による

感染が最も多いとされています。肺炎によ

る重症化を防ぐため、65歳以上の高齢者を

対象に、肺炎球菌ワクチン接種費用を全額

助成いたします。

また、インフルエンザの予防のため、高齢

者と中学生以下の児童生徒、乳幼児及び妊

婦を対象にワクチン接種費の助成を継続い

たします。

疾病の早期発見や重症化の予防、生活習

慣の改善や健康維持のためには、若い世代

から健康管理を意識し、継続的な健康診断

の受診の必要性を知っていただくことが重

要であることから、基本健康診査の対象者

に20歳代を追加するとともに、基本健康診

査、国保加入者の特定健康診査及び後期高

齢者健康診査につきましては、自己負担額

を無料といたします。

がん検診につきましては、40歳から60歳

までの５歳ごとの節目年齢の方の大腸がん

検診、20歳の子宮頸がん検診及び40歳の乳

がん検診を無料で実施するほか、過去に乳

がん検診又は子宮頸がん検診の無料クーポ

ン券の受給対象者で検診未受診者の特定の

年齢の方に再度無料クーポン券を配布し、

がん検診の受診促進を図ります。また、30

歳代から40歳代にかけて急増する乳がんの

早期発見のため、30歳代の乳がん検診に助

成をいたします。

保険適用がされず１回の治療費が高額で

ある、特定不妊治療の助成を継続します。

また、妊婦健診につきましては、全14回分の

健診費用の助成を行うことにより、受診抑

制の防止及び異常の早期発見に努め、親と

子の心身の健康維持と増進を図ることとい

たします。

町民の健康づくりでは、地域に根ざした

活動により食生活改善の意識向上に貢献し、

北海道知事賞を受賞された新十津川町食生

活改善推進員協議会と連携し、バランスの

とれた食生活の啓蒙普及に取り組み、生活
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習慣病の予防に努めてまいります。

また、積極的に体を動かす習慣づくりの

ため、６月から10月までをウォーキング月

間として奨励するとともに、健康増進に関

する情報を提供するなど、啓発活動にも積

極的に取り組むことといたします。

〔医療環境の充実〕

子育て世帯の医療費負担の軽減を図るた

め、０歳から中学生までの保険医療費の無

料化を継続いたします。

また、障がい者やひとり親家庭等の医療

費について、自己負担分の医療費助成を行

い、負担の軽減を図ってまいります。

３ みんなでつくる豊かなまち

本町の地域経済を支える基幹産業の農業

をはじめ、林業、商業、工業及び観光の振興

に向けた支援を行うとともに、地域経済の

活性化と雇用の場を確保し、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

を創出する、活気あふれる豊かなまちづく

りを進めてまいります。

〔農業の振興〕

政府は、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」を策定し、50年にわたり続いてき

た米の生産調整（減反政策）の平成29年度

廃止、現行の経営所得安定対策の大幅な見

直しと日本型直接支払制度の創設、農地中

間管理機構の設置による農地の集約化等、

農業政策を大きく見直すこととしておりま

す。また、同プランには農産物の輸出拡大

や６次産業化の推進も盛り込まれたところ

であります。

本町においては、ピンネ農業公社を中心

に、農業委員会及びピンネ農業協同組合と

連携し、農地の利用集積による農業規模拡

大、優良農地の確保と効率的利用を図って

まいります。また、無人ヘリコプターの免

許取得経費を助成し、オペレーターを養成

することにより、防除作業の省力化及び効

率化を支援し、地域農業の担い手育成・確

保を図ることといたします。

本町の基幹作物である米のブランド化を

推し進めるため、新十津川町独自の米袋を

製作しＰＲに努めるとともに、農業者及び

商工業者の６次産業化のニーズを把握し、

今後、事業展開が図られるよう支援してま

いります。

現在進められている農業基盤整備事業に

つきましては、早期完了に向け、関係機関に

積極的な働きかけを行うことといたします。

平成25年度をもって終了した、国営樺戸

地区土地改良事業の地元負担金につきまし

ては、起債借入れも活用して一括繰上償還

を行い、総支払額の縮減と世代間の費用負

担の公平を図ることといたします。

また、近年増え続けている有害鳥獣によ

る農業被害への対策のため、有害鳥獣駆除

の委託業務を継続するとともに、農業者の

自主的な有害鳥獣駆除の取組に対しても、

支援をいたします。

〔林業の振興〕

町有林・民有林の保護育成では、町有林

保育管理事業として幌加町有林の植栽及び

創造の森の下草刈り、学園町有林（百年の

森）の除伐等を行い、森林の適正な管理に

努めることといたします。

また、森林資源の循環利用や公益的機能

の高い森づくりを進め、伐採後の確実な植

林や無立木地への造林を支援するため、未

来につなぐ森づくり推進事業を継続いたし

ます。

林道網の整備では、森林整備加速化・林

業再生事業の活用により、林道専用道「福

井士寸線」を整備し、森林整備の循環利用

の促進と林業の生産性の向上を図ることと

いたします。

〔商工業の振興〕

昨年、企業振興促進条例を改正し、町内へ

の企業立地や設備投資に対する助成の対象

要件の緩和と助成限度額の引き上げを行い

ましたので、この優遇制度の活用が図られ

るよう積極的にＰＲを行い、企業誘致を促

進いたします。

中小企業等の経営支援では、商店街の環

境整備や近代化への取組に対する中小企業

等近代化促進事業、中小企業事業資金保障

融資事業を継続し、経営基盤の強化を図る

ことといたします。

また、商工会が実施している花いっぱい

運動、スタンプラリー抽選会、商店街の環境

整備等、町内での消費拡大と商店の活性化

を図るための取組を支援いたします。

〔観光の振興〕

観光施設の拠点である、ふるさと公園に

つきましては、文化伝習館、サンヒルズ・サ

ライ、ヴィラトップ等の施設の老朽化対策

や備品の更新等、適正な維持管理を実施す

るとともに、観光マップを更新し、観光客に

対するサービスの向上及び観光客の誘致に

努めることといたします。

観光協会やふるさとまつり実行委員会等

との連携により、地域の特色を最大限活用

した手作りのイベントを年間通して実施し、

活気溢れるまちづくりを推進いたします。

また、まちの観光情報の発信とイメージア

ップを図るため、ＰＲキャラクターを募集

し、今後の観光ＰＲに活用することといた

します。

都市と農村の交流促進では、農村の資源

や魅力を知っていただくため、農業体験等

の促進を図ることといたします。

４ みんなでつくる安心なまち

町民の皆様のかけがえのない生命と財産

を守るため、これまでの災害の教訓を踏ま

えた消防・救急体制及び防災体制の一層の

充実を図ることといたします。

また、交通安全や防犯、防火を中心とした

日常生活での安全を確保し、子どもから高

齢者まで、穏やかに暮らすことのできる安

心なまちづくりを進めてまいります。

〔消防・救急体制の充実〕

本年４月から、滝川市、雨竜町、新十津川

町で構成する滝川地区広域消防事務組合に

赤平市と芦別市が新たに加入いたします。

今後においては、広域化による消防力の

向上と行財政上のスケールメリットを活か

した消防体制の充実強化が図られることが

期待されますが、新十津川支署におきまし

ても、引き続き消防・救急体制の充実を図

ってまいります。

防火活動につきましては、婦人防火クラ

ブや少年消防クラブの活動の充実、地域で

の消火訓練の実施等、幅広く啓蒙活動を進

めるとともに、火災等の発生に対し迅速か

つ確実な対応を図るため、購入から25年が

経過した第４分団ポンプ車の更新、老朽化

した消火栓についても計画的に改修を進め

ることといたします。

また、救急救命士の救命活動を向上する

ため、ビデオ喉頭鏡などの器具・機材を整

備し、救急救命体制を充実いたします。

〔防災体制の充実〕

大規模な災害が起こった場合、行政だけ

では避難救助や災害復旧に十分対応できな

いことが想定されるため、行政区に自主防

災組織の設立をお願いするとともに、災害

時に避難の支援を必要とする方と支援をし

ていただく方を組み合わせた、名簿づくり

を進めております。

「普段できないことは、非常時にもできな

い。」と考え、設立された自主防災組織や

行政区に対し、名簿を活用した安否確認訓

練や避難訓練の実施を奨励するとともに、

自主的な防災活動の支援をしてまいります。

また、地域の防災力を高めるため、防災士

を養成するための資格取得経費を助成し、

継続的な人材育成を行うとともに、町内の

防災マスター連絡会議との連携により、地

域の防災体制の充実を図ることといたしま

す。

災害発生時において避難所の非常電源を

速やかに確保するため、中央区、青葉区、徳

富区及び大和区の行政区自治会館に、発電

機を接続するための外部コンセント設備を

設置いたします。
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〔生活安全体制の充実〕

国道沿いの街路灯ＬＥＤ化は、最終年を

迎えますが、本年度は、菊水区及び青葉区の

街路灯を改修及び新設し、明るい街並みに

よる防犯と環境負荷の軽減を図ることとい

たします。

また、交通安全の推進では、安全・安心推

進協会及び交通安全指導員との連携により、

交通安全意識の啓発に努めるとともに、交

差点照明の新設、改修を行い交通事故の防

止に努めてまいります。

５ みんなでつくる学びのまち

本町の明日を担う大切な子どもたちが、

心身ともにたくましく育ち、生きる力を育

むことができるよう、家庭、地域、学校が連

携し、地域に開かれた特色ある教育環境の

充実に取り組むことといたします。

また、乳幼児から高齢者までが生涯にわ

たって学習活動や読書活動、文化・スポー

ツ活動を行えるよう、場所と機会を提供し、

自己実現を図ることができる学びのまちを

推進いたします。

〔学校教育の充実〕

学校教育環境の充実では、平成23年度か

ら小中学校で行っている特色ある学校づく

りを目的とした、生きる力を育む学校づく

り事業を継続するとともに、学習支援の講

師等を配置し、学校教育の充実を図ること

といたします。

学用品や給食費などを支援する就学援助

につきましては、引き続き実施いたします。

学校給食の充実では、食材に地場産品を

活用するなど食育を推進するとともに、給

食センターの機械設備の機器更新を図り、

調理業務の衛生管理を徹底いたします。ま

た、平成27年度からの雨竜町学校給食の調

理業務受託に向けて、増築工事を実施いた

します。

新十津川農業高等学校につきましては、

地域に根ざした高校として、特色を生かし

たカリキュラムや教育活動に対し支援を継

続いたします。

〔社会教育の充実〕

社会教育活動の推進では、町民一人一人

が生涯にわたって自主的に学ぶことができ

るよう、年齢や学習ニーズに合った社会教

育活動を推進するとともに、学校、家庭及び

地域社会の連携・協力に努めてまいります。

読書活動の推進では、図書館ＡＶコーナ

ーの機器を更新するとともに、小中学校の

教室に常時図書が備え付けられるよう木製

の本棚を設置し、本に親しむための環境を

整備いたします。

文化活動の推進では、芸術鑑賞の機会を

提供するとともに、町民が自主的に取り組

んでいる文化芸術活動を支援いたします。

また、開拓記念館につきましては、耐震化へ

の補強と合せて改修工事を実施いたします。

スポーツ活動の促進では、本町の応援大

使に就かれた北海道日本ハムファイターズ

の金子選手、今浪選手との交流を通して、町

民のスポーツ活動に対する意識の高揚を図

るとともに、心と身体の健康づくりを推進

いたします。

６ みんなでともに歩むまち

町民と行政が目的や課題を共有し、互い

に連携しながらまちづくりを進めるため、

情報の公開と共有を図りながら、町民に開

かれた効率的な行財政運営を行い、町民と

ともに歩むまちづくりを進めてまいります。

〔住民参加の促進〕

行政区活動支援交付金に新たに行政区環

境づくり事業を加え、行政区の地域活動の

支援を充実するとともに、引き続き地域サ

ポーター職員を派遣し、協働のまちづくり

に積極的に取り組んでまいります。

また、まちづくり懇談会、各種会合、町民

アンケート等を通じて、広く町民の意見を

把握するとともに、本町のまちづくりの方

策や行政評価を審議する総合行政審議会の

ご意見を尊重し、住民参加のまちづくりを

推進いたします。

〔行政の効率的な運営〕

行政事務の効率化では、社会保障・税番

号制度の移行に伴い行政事務やシステムの

見直しが必要となることから、制度の適正

な実施に向けて対応いたします。

住民活動の拠点となる行政区自治会館に

つきましては、大和区自治会館の大規模改

修工事を実施いたします。また、耐震性の

ない行政区自治会館につきまして、建替え

の方針が決定したことから、平成27年度以

降の建設に向けて建築の設計を行うことと

いたします。

ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献

したいという「ふるさと」への思いを形に

する「ふるさと応援寄附金」を充実させる

ため、町外に居住する方に町の特産品を贈

呈し、感謝の気持ちを表すとともに、町のＰ

Ｒに取り組むことといたします。

国の借金が平成24年度末時点で1000兆円

の大台を突破し、日本の財政赤字は危機的

状態にある中、社会保障と税の一体改革に

向け、消費税が４月から８％に引き上げら

れることとなっております。

町税をはじめとする自主財源の確保、受

益者負担の適正化を進めるに当たっては、

町民の皆様にご理解をいただくため、常に

事務事業の見直しを行い、低コストで効率

的な行政を推進するとともに、財政状況の

推移を注視しながら健全な財政運営に努め

てまいります。

中空知の過疎化、少子化、高齢化の傾向は

顕著であることから、現在、滝川市と砂川市

を中心市とする、定住自立圏構想の協議が

進められております。

本町も連携するまちとして、互いに役割

を分担しながら定住に必要な生活機能等の

確保を図り、魅力ある圏域がつくられるよ

う検討を進めてまいります。

【むすびに】

以上、平成26年度の町政に臨む私の所信

を述べさせていただきました。

私は、平成19年に町長に就任して以来、多

くの町民の皆様からご意見を伺うとともに、

サポーター制度等を活用し各行政区と連携

しながら「協働のまちづくり」を基本理念

として、町政を進めてまいりました。

この間、国の制度改革による地方交付税

の削減、補助金の廃止や補助率の低下によ

る負担の増加など、地方自治体の財政運営

は、非常に厳しい状況におかれましたので、

新十津川町行政改革大綱に基づく集中改革

プランにより、各公共施設の整理統合、財政

支援団体に対する補助金・負担金の執行基

準の見直しなど、痛みを伴う改革につきま

して、町民の皆様に格別なご理解を賜り、ま

た、地域が主体となった自治活動など、簡素

で効果的な公共サービスの推進につきまし

てもご理解とご協力をいただいたことで、

今日の財政健全化が築かれているものと、

心から感謝を申し上げる次第であります。

本年度は、私が町長に就任し２期８年の

最終年であり、一つの区切りの年となりま

すが、冒頭に申し上げましたとおり、本町の

まちづくりは、まちづくり基本条例に基づ

く第５次総合計画により、未来に向かって

継続的に推し進められるものであります。

私が考えるまちの将来像は、「豊かな自

然 あふれる笑顔 みんなで創る いきい

き未来」というスローガンの中に凝縮され

ております。

先人から受け継いできた豊かな自然を守

り、歴史や文化などまちの価値を今一度確

認するとともに、町民とともに未来への展

望を切り拓いていくため、平成26年度にお

きましても、町政の推進に全力を尽くす所

存であります。

町議会の皆様をはじめ、町民の皆様によ

り一層のご理解とご協力を心からお願い申

し上げ、町政執行方針と致します。
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まちづくり読本 ＜予算版＞

1

①①①①①①①①①①①①①① 環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保①環境の保全全全全全全全全全全全全全全全

環境保全のための経費 38万円

（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旅費と、町の施設

や敷地内で発生した蜂の巣駆除に要する手数料で

す。

平成26年度は、緊急対応のため蜂駆除用防護服

を更新します。

「新十津川町環境基本計画（平成22～31年度）」では、環境保全のために達成すべき目標を掲げ、住民、

事業者、行政がそれぞれの役割で実行すべき行動計画を定めています。

この基本計画は、平成24年度で初期の３年を終え、平成25年度からの３年は計画の中期段階に入っていま

す。平成25年度から３年間の行動計画では、初期の行動計画が見直され、新たに取り組む事業が盛り込まれ

ました。

これまでと同様に、一人一人がごみの適正分別・減量に努めるといった基本的な行動計画に変わりはあり

ませんが、地球温暖化防止に関しては、平成25年度に試行実施した「うちエコ診断事業」（※）を平成26年

度も引き続き実施します。

平成25年度は、試験的に25件のご家庭の診断を実施し、平成26年度も30件程度実施する予定です。光熱費

節約のきっかけにぜひご参加ください。

※「うちエコ診断事業」：ご家庭のエネルギー使用量や光熱費などの情報を下に、ライフスタイルに合わせ

て無理なくできる省エネ・ＣＯ２削減策を提案する事業です。

【環境基本計画の４つの基本目標（重点項目）】

１ 森づくり・河川の保全

２ 環境美化・ごみ減量・不法投棄防止

３ 地球温暖化防止（ＣＯ２の削減）

４ 環境学習・環境教育

省エネ・ＣＯ２削減策のための経費

（担当：住民課住民活動グループ）

28万円

危険空き家対策 49万円

（担当：住民課住民活動グループ）

町内の危険空き家対策に係る審議会と危険空き

家の緊急措置や除却などに要する経費です。

各地域で、建築資材の飛散や倒壊の可能性が高

いなど、危険な空き家がありましたら情報提供を

お願いします。

＜財源内訳＞

国の補助金 12万円

町の負担 37万円

平成25年度の「うちエコ診断」の様平成25年度の「うちエコ診断」の様子子
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まちづくり読本 ＜予算版＞

1

生ごみ処理機の購入助成 49万円

（担当：住民課住民活動グループ）

家庭から出る生ごみを堆肥として有効に活用し、

生ごみの減量化を図るため、機器を購入した方に

対し費用の一部を助成します。

平成23年度から昨年度まで３年間の予定でした

が、本年度も継続し生ごみの減量化に努めます。

【町の施設や敷地における不法投棄の状況】

合計その他タイヤ電化製品テレビ年度

65104069H21

225845H22

338997H23

61222388H24

67932179H25

※H25は、平成26年2月28日現在

ごみの収集 4188万円

（担当：住民課住民活動グループ）

ごみ袋を作る費用や家庭から出たごみを集め処

理施設まで運ぶ費用です。

皆さんが分別し指定された日に出したごみは、

滝川市にあるごみ処理施設「リサイクリーン」に

運ばれ、ごみの種類によって処理されます。

燃やせるごみは圧縮され、歌志内市の焼却施設

に運ばれます。

燃やせないごみは、再資源となるものを取り除

き細かく砕き埋め立て処分します。

生ごみは、電力、熱エネルギーや堆肥に利用し

ます。

＜財源内訳＞

指定ごみ袋代 1061万円

町の負担 3127万円

ごみの不法投棄対策 35万円

（担当：住民課住民活動グループ）

町の施設や敷地に捨てられた不法投棄物の処理

に係る費用と、町内での不法投棄被害を減らすた

めの対策経費です。

私有地への不法投棄物については、その土地の

所有者（または使用者）が処理することになりま

すので、日ごろから不法投棄をされないような対

策をお願いします。

町の施設や敷地における過去５年間の不法投棄

の状況は、下表のとおりです。

ごみの埋め立て処理施設の維持管理 849万円

（担当：住民課住民活動グループ）

総進区にあるごみ埋め立て処理施設を運営する

費用です。

現在は、滝川市にあるごみ処理施設「リサイク

リーン」で処理された埋め立てごみと、し尿処理

施設で発生した汚泥を埋め立てています。

埋め立て場から出た汚水をきれいな水に処理す

るため、計画的に設備の整備をしています。

平成26年度は、水処理設備であるポンプや計量

槽などの交換修繕を実施します。

＜財源内訳＞

ごみ処理業許可手数料 3万円

町の負担 846万円

助成額助成対象

購入費の2/3、

上限額５千円、１世帯２個まで
コンポスト容器

購入費の1/2、

上限額４万円、１世帯１台まで

電気式

生ごみ処理機
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1

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠 生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活基基基基基基基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充生活基盤の充実実実実実実実実実実実実実実実

（担当：住民課住民活動グループ）

新十津川町を含む中空知、北空知管内の14市町

が共同運営する燃やせるごみ焼却施設（愛称「中

・北空知エネクリーン」）の建設費と施設運営費

を負担します。

この施設は、平成25年度から本格稼働していま

す。

私たちが出した燃やせるごみは、いったん「リ

サイクリーン」に集められ圧縮された後、「中・

北空知エネクリーン」に運ばれて焼却処理されま

す。

（担当：住民課住民活動グループ）

火葬場施設「滝の川斎苑」の共同施設運営費

(滝川市、赤平市、雨竜町、新十津川町で運営)の

一部を負担します。

安心すまいる助成事業の実施 530万円

（担当：建設課都市管理グループ）

平成24年度から助成を行っている事業です。

耐震化を促進するための耐震診断、耐震改修工

事と、燃料資源の有効利用のための省エネ改修工

事に対して助成金を交付します。

＜財源内訳＞

国の補助金 250万円

道の補助金 30万円

町の負担 250万円

燃やせるごみの焼却施設建設・運営費 1847万円 火葬場管理運営の負担金 232万円

（担当：建設課都市管理グループ）

公営住宅381戸の維持管理を行います。

平成26年度は、平成24年度に策定した町公営住

宅等長寿命化計画により、橋本団地４棟の長寿命

化型改善（屋根葺き替え・外壁塗装）工事を実施

します。

＜財源内訳＞

国の補助金 1218万円

使用料（家賃）など 1258万円

町の負担 1926万円

公営住宅の維持管理 4402万円

【助成内容】

助成額対象区分

診断費用の2/3既存住宅耐震診断

改修工事費の

1/5

昭和56年５月31日
以前に着手した住
宅で、耐震基準を
満たさない住宅

耐 震

改修工事

改修工事費の

1/5
50万円以上の工事

省 エ ネ

改修工事

【管理戸数の内訳】

8戸大和方面

102戸橋本方面

228戸中央方面

20戸花月方面

2戸総進方面

21戸徳富方面
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1

定住の促進

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取得した方を対象に「住宅

取得奨励金」を交付します。

【助成対象期間】平成26年４月１日～平成29年３月31日

【対 象 物 件】 玄関、便所、台所、浴室、居室がある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した場合

【中 古 住 宅】 ・過去に住居として使用していた住宅

・昭和56年６月１日以降の住宅

・売買価格が300万円以上の住宅（その土地の購入費含む）

・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

3960万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

下水道は、私たちが毎日を安全で快適に暮らす

ため、まちと人を支えるとても大切な役割を果た

しています。

汚水を処理する処理場、下水道管、公共汚水ま

すなど、下水道がその役割を休みなく果たしてい

くためには、日常の維持管理がとても重要になり

ます。

平成26年度は、みどり中継ポンプ場などの施設

の長寿命化と効率的な改修および修繕を進めるた

めの計画を作り、集落排水施設の点検整備と合わ

せて維持管理を行い、重大な事故などが起こらな

いよう対策をします。

＜財源内訳＞

国の補助金 370万円

地方債 360万円

使用料 6900万円

町の負担 1億3944万円

私たちの暮らしを支える下水道 2億1574万円

【奨励金の額】

ふれあい商品券奨励金施工業者申請者物 件

交付対象者には、左記の奨励金に加え、申

請時において中学校課程を終了する前ま

での子ども１人に対し15万円相当のふれ

あい商品券を交付します。

170万円町内業者町 民

新築住宅
150万円町外業者町 民

200万円町内業者転 入 者

170万円町外業者転 入 者

70万円―町 民
中古住宅

100万円―転 入 者

※ 奨励金、商品券の交付は、１回限りです。
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1

町道改修の実施

（担当：建設課土木グループ）

町道の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより安全性が損なわれます。

このように傷んだ町道を舗装の上乗せ（オーバーレイ）や舗装のやり直し（打ち替え）などの工法で改

修することにより、走行しやすい安全な町道に改善します。

平成26年度に計画している路線は次のとおりです。

1億1962万円

陰西２線道路改築舗装工事（平成20～26年度）

隠西１線舗装補修工事（平成24～26年度）

韻北８号線舗装補修工事（平成25～27年度）

吋南中央団地内道路舗装補修工事（平成25～27年度）

右みどり団地内道路舗装補修工事（平成25～26年度）

宇錦野団地内道路改修工事（平成26～27年度）

・全体計画：南４号線から南13号線まで

・平成26年度の計画

南８号線から南10号線までの舗装仕

上げ工事

南10号線交差点部の改築舗装工事

：工事区間

舗装仕上げ工事 延長780ｍ

（道路幅員8.0ｍ）

改築舗装工事 延長50ｍ

（道路幅員8.0ｍ、歩道幅員1.5ｍ）

：工事内容

南５号線から南11号線まで：・全体計画

・平成26年度の計画

南６号線から南７号線まで：工事区間

舗装の部分打替え工事 延長400ｍ

（打替え幅1.8ｍ）

：工事内容

・全体計画：国道275号線から北８線まで

・平成26年度の計画

北６線から大和北７線まで：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長550ｍ

（道路幅員7.0ｍ）

：工事内容

南中央１号通り、南中央２号通り

南中央１条通り、南中央２条通り、

南中央４条通り

：・全体計画

・平成26年度の計画

南中央２号通り、南中央４条通り：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長175ｍ

舗装打ち替え工事 延長55ｍ

：工事内容

錦野１号通り他団地内道路：・全体計画

・平成26年度の計画

錦野１号通り、錦野２号通り、

錦野１条通り

：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長270ｍ

箱型側溝 延長530ｍ

：工事内容

北１線他団地内道路：・全体計画

・平成26年度の計画

北１線から東側：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長1785ｍ：工事内容

韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻 交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充交通環境の充実実実実実実実実実実実実実実実

＜財源内訳＞

国の補助金 1950万円

地方債 1250万円

町の負担 8762万円
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1

地域公共交通の確保

皆さんの生活の足を確保するため、町内各方面を運行している交通事業者に対して、運行費用の一部を助

成します。

町は、平成19年度に地域公共交通活性化協議会を設立し、公共交通のあり方を検討してきました。

平成25年度から新たな交通体系を確立し、従来の中央バスの運行に加え、徳富・総進方面から滝川市内に

乗り入れする「乗合タクシー」と、橋本町を始発に花月方面を経由し砂川市内に乗り入れする「乗合ワゴ

ン」の運行を支援しています。

【助成対象路線】

・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

・新十津川北星ハイヤー

乗合タクシー 平日４便、土日祝日３便

（徳富区、総進区・大和区の一部 ⇔ 滝川市内）

・誠和運輸

乗合ワゴン 平日３便、日曜祝日２便

（橋本町～役場、弥生方面、グリーンパーク、花月方面 ⇔ 砂川市内）

1565万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課土木グループ）

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、町有の機械15台と受注業者の

機械８台を使って行います。

早朝除雪は、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11㎞、排雪延長

は38㎞です。

平成26年度は、排雪作業の効率化を図るため、みど

り町有地に雪捨て場を開設します。

＜財源内訳＞

国の補助金 600万円

町の負担 1億1861万円

町道の除排雪作業の実施 1億2461万円
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1

事業概要予算額事 業政策

１ 環境の保全

町内の共同墓地および弥生霊園の維持管理に要する経費です78万円墓地の管理

飼い犬の登録と狂犬病予防注射に要する経費です12万円狂犬病の予防

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51万円地域活動と資源リサイクルの奨励

ごみ処理施設「リサイクリーン」の施設運営費です6037万円ごみを処理する施設の運営費

下水道区域と農業集落排水区域外の合併処理浄化槽設置者への補助金です274万円合併浄化槽設置の支援

し尿くみ取りの収集運搬に要する経費です673万円し尿くみ取りの費用

し尿処理施設「中空知衛生センター」の施設運営経費です2218万円し尿処理施設の負担金

新しいし尿処理施設の建設と維持管理(６市６町共同負担金)経費です657万円石狩川流域下水道組合負担金(し尿共同処理）

新しいし尿処理施設の建設(６市６町共同負担金)経費です1678万円汚泥等処理（MICS）効果促進事業負担金

２ 生活基盤の充実

公園遊具の点検補修や樹木のせん定などを行います1459万円公園の維持管理

西空知広域水道企業団の水道整備に対する負担をします2513万円水道企業団への負担金

町有住宅の維持管理を行います960万円町有住宅の維持管理

建築法令や技術講習会などに出席します21万円建築事務

都市計画区域内の都市計画道路指定を変更します372万円都市整備の推進

３ 交通環境の充実

夏期の町道の維持や不良箇所の補修を行います3896万円夏期町道の維持管理

整備が終わった町道の道路台帳を更新します359万円道路台帳の管理

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1474万円町道の維持車両の管理

夏期町道維持や除排雪作業の拠点施設を管理します26万円除雪センターの管理
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子育て支援センターの運営 344万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

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、子育てに係る悩みの相談や育

児サークル「ぴよぴよきっず」の活動支援を行っているほか、子育てからのリフレッシュを目的とした「子

育てスクール」の開催や子育て支援センターの行事や乳幼児健診の日程などを掲載したお便りの発行も行っ

ています。

また、子育て支援ボランティアだっこの会と協力し、小学校の授業参観日や子育てスクールなどの際に託

児を行っています。

平成26年度は、砂場の抗菌砂の入れ替え、木製遊具への防腐剤塗布のほか、ターザンロープのワイヤーの

取り替えなど、劣化してきた遊具の補修を行います。

＜財源内訳＞

町の負担 190万円

道の補助金 152万円

子育てスクールの参加料 2万円

得きっずカードの発行

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

中学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加盟

店と連携して行っており、カードのポイントが満点になる

と５千円分の金券として買い物や預金ができます。

カードの有効期限は、その年度の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、子育てスクールや図書館の行事など、参加すると

ポイントがもらえる行事が豊富にありますので、ぜひご参

加ください。

＜財源内訳＞

子ども夢基金 785万円

785万円
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児童館の管理運営 835万円

（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、クリスマス会、バス

遠足など、楽しい行事を行なっていますので、気

軽に遊びに来てください。

また、発達障がいや発育遅滞が心配される児童

に対し、児童館活動を通して健全な育成を確保する

ため、子育て支援アドバイザーを配置しています。

＜財源内訳＞

国の補助金 96万円 行事の参加負担金 1万円

町の負担 738万円

子育て世帯臨時特例給付金の支給 575万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影

響を緩和し、消費の下支えを図るため、臨時的な

給付を実施します。

【支給対象者】

平成26年１月分の児童手当支給対象者で、児童

手当の所得制限額に満たない方

【支給対象児童】

平成26年１月分の児童手当支給対象児童

※ただし、臨時福祉給付金、生活保護の対象者

は除きます。

【給付額】

対象児童１人につき１万円

＜財源内訳＞

国の補助金 575万円

570万円子ども・子育て新制度のシステム化

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

平成27年度からスタートする子ども・子育て新

制度に対応するため、保育所と幼稚園などの事務

手続きのシステム化を図ります。

また、平成26年度は「子ども・子育て支援事業

計画」を作成します。

＜財源内訳＞

道の補助金 215万円

町の負担 355万円
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597万円地域生活支援事業

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

在宅の障がいのある方が、住み慣れた地域で安

心して生活するため、個々にあった必要なサービ

スを提供します。

自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るよう、移動するための支援、日中の見守り支援、

視覚や聴覚の障がいをもつ方の支援、日常生活に

必要な用具の給付や貸与などを行います。

＜財源内訳＞

国の補助金 298万円

道の補助金 149万円

町の負担 150万円

728万円地域活動支援センター負担金

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

地域活動支援センターは、心身に障がいのある

方が、住み慣れた地域において可能な限り自立し

た生活ができるよう、創意的活動や生産活動の機

会を提供し、社会的孤立を防ぐための福祉施設で

す。

地域活動支援センターの指定を受けている、ゆ

めりあ内の「あざれあ工房」と、砂川市の「ぽぽ

ろ」に対し、運営費の一部を負担します。

2億2281万円障がい福祉サービスの提供

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

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、障がいの内容や特性など、個々のニーズに応

じた適切なサービスを提供します。

【主なサービス】

・在宅で訪問を受け利用するサービス

入浴、排せつ、食事の介護および調理、洗濯などの家事援助を行います。

・施設などで昼間の活動を支援するサービス

施設での入浴、排せつ、食事の介護および個々の能力に応じた就労支援を行います。

・住まいの場を提供するサービス

さまざまな障がいのある方が共同生活をするために、日常生活上の必要な支援を行います。

・必要な情報の提供や助言を行い、個々に応じたサービスの利用計画を立てるサービス

障がいのある方の心身の状況に応じたサービス利用計画を作成し、サービス利用などの支援を行います。

＜財源内訳＞

国の負担金 1億1140万円

道の負担金 5570万円

町の負担 5571万円
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690万円介護予防のための通所型サービス

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

＜財源内訳＞

利用者の負担金 102万円

介護予防事業受託金 588万円

高齢者が要介護の状態になるのを防ぐため、運動機能

の維持向上や認知機能の低下予防のためのデイサービス

事業を実施します。

【元気満点教室】（開催期間：通年）

いすに座りながらの運動や体を使ったレクリエーショ

ンなどを中心に、介護予防のためのさまざまな運動プ

ログラムを用意しています。

【楽絡（らくらく）運動教室】（開催期間：11月から３月まで）

冬期の閉じこもりや運動不足を予防するため、冬期限

定の運動教室を開催します。

【高齢者サロン】（開催期間：10月から３月まで）

身近な地域の高齢者との集いや交流を通して介護予防

に取り組めるよう、出前のサロンを開催します。

平成26年度は対象を徳富地区に限定し、モデル事業と

して行います。

19万円緊急通報システムの推進

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

高齢者のみの世帯、日常生活に支障がある方や

障がいのある方の不安の軽減や緊急時の迅速な対

応を図るため、大きなボタンを押すと直接消防署

につながる緊急通報装置を設置します。

受話器を上げることなく状況を伝えることがで

き、話ができないときには登録番号を確認して救

急隊がかけつけます。

＜財源内訳＞

雨竜町の負担金 4万円

町の負担 15万円

337万円高齢者世帯等の避難路確保

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

高齢者や障がい者世帯の冬期間における避難路

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、除雪サービスを実施します。

除雪の範囲は玄関から道路までの人が通れる程

度の幅の通路とベランダまたは窓（家の中で１カ

所）となります。

＜財源内訳＞

国の交付金 91万円

利用者の負担金 41万円

町の負担 205万円
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11万円シニアいきいきクラブの開催

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

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26年度は、ノルディックウォーキング、和

紙・千代紙細工、カラオケ、プリザーブドフラワ

ーの４教室をゆめりあで行います。

一部、参加料が必要なものもありますが、この

機会にぜひご参加ください。

＜財源内訳＞

町の負担 7万円 事業参加料 4万円

50万円ふるさと学園大学の運営

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

高齢者の学習意欲向上や健康増進などを目的に、

年９回ふるさと学園大学を開講します。

関心の高い一般教養や健康講座を７回、７月に

は社会見学、３月には修了式を行います。

＜財源内訳＞

道の補助金 8万円

町の負担 42万円

24万円レクリエーション・インストラクターの養成

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

レクリエーションが持つ楽しさを地域の方々に伝え

る指導者を養成するため、札幌で行われる「レクリエ

ーション・インストラクター養成講習会」への参加経

費を負担します。

また、レクワーカーの実践の場を確保するため、レ

クワーカーの出前講座として、北大和区老人クラブ、

橋本明友クラブ、花月銀友会など各老人クラブに出向

き、活躍の場を提供します。



24

まちづくり読本 ＜予算版＞

２

28万円高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

65歳以上の高齢者を対象者として、町内医療機

関で肺炎球菌ワクチンの接種をした場合、費用を

全額助成します。

肺炎球菌ワクチンは、高齢者が肺炎を起こす最

も多い原因である「肺炎球菌」による感染症を予

防するワクチンです。

接種回数は、１回ですが、医師が必要と判断し

た方のみ初回接種から５年後に２回目の接種がで

きます。

＜財源内訳＞

保険者の補助金 21万円

町の負担 7万円

吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋 健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康づづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりのののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推健康づくりの推進進進進進進進進進進進進進進進

20万円高齢者や障がい者の見守り

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

高齢者などが住み慣れた地域で、安心して暮ら

すことができるまちづくりを目指すため、平成25

年度に指定したモデル地区の検証と評価を行い、

事業の実施に向けた検討を進めます。

2543万円臨時福祉給付金の支給

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

消費税率の引き上げに際し、低所得者世帯への

影響を緩和し、社会保障の充実を図るため、臨時

的な給付を実施します。

【支給対象者】

平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税さ

れていない方

※ただし、次の方を除きます。

・平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税

されている者の扶養親族など

・生活保護制度内で対応される被保護者など

【支給額】

対象者１人につき１万円

ただし、支給対象者のうち老齢基礎年金、児童

扶養手当などの受給者は１人につき５千円を加算

＜財源内訳＞

国の補助金 2543万円

227万円成人健康診査（20歳からの健康診査）

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

基本健康診査、肝炎検診、骨粗鬆症検診、エキ

ノコックス症検診を実施します。

また、平成26年度から、基本健康診査の対象者

を、これまでの30歳代に加え、20歳代を追加し、

より若い世代からの健康診査を実施します。

＜財源内訳＞

道の補助金 50万円

受診者負担金 24万円

町の負担 153万円
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285万円健康づくり対策

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

「健康プラン新十津川」（町健康増進計画）が

スタートし、２年目を迎えます。

この計画に基づき、健康づくりに常に関心を持

ち、自ら健康増進に取り組んでいただけるように、

健康づくり対策事業を実施します。

＜財源内訳＞

財団の補助金 25万円

町の負担 260万円

町の取り組み実践目標

①栄養に関する情報提供のため、講演会を開催
②管理栄養士が考えた「健康料理レシピ」の配布

薄味を心がけ、バランス良く適
切な量を食べよう

栄 養
食 生 活

①運動習慣の定着を図るため、ウォーキング月間を制定
②ウォーキングの推進のため、万歩計の貸し出しを実施

毎日楽しく体を動かし、生活に
運動を取り入れよう

身体活動
運 動

①受診率向上のため、健診受診を勧奨する家庭訪問の
実施

②疾病の重症化予防のため、個別に結果説明会を実施

健康管理、生活習慣の改善のた
めに健康診断やがん検診を受け
よう

疾病予防
（糖尿病・がん・
循環器疾患）

922万円がん検診事業

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

○大腸がん検診（無料クーポン券）

がんの知識の普及と検診の受診促進を目的に、大腸がん

検診が無料で受けられるクーポン券と検診手帳を対象年

齢の男女に配布します。

○働く世代の女性のためのがん検診（無料クーポン券）

子宮頸がん検診、乳がん検診の各初年度（子宮頸がん20

歳、乳がん40歳）の対象者に検診が無料で受けられるク

ーポン券と検診手帳を配布します。

また、平成21～24年度に配布した子宮頸がん、乳がん検

診無料クーポン券の未受診者に再度無料クーポン券を配

布します。

＜財源内訳＞

国の補助金 92万円

保険者の補助金 20万円

受診者負担金 225万円

町の負担 585万円

○30歳代の乳がん検診

町独自に30歳代女性の乳がん検診を実施します。

○その他のがん検診

胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸

がん、乳がん検診を実施します。

【無料クーポン券対象者】

平成26年４月１日時点の年齢性別検診

40、45、50、55、60歳男女大腸がん

20歳

女子宮頸がん 次の年齢でクーポン未使用者

22～25、27～30、32～35、37～40歳

40歳

女乳がん 次の年齢でクーポン未使用者

42～45、47～50、52～55、57～60歳
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1億976万円後期高齢者医療保険の運営

（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

の受付、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います。

＜財源内訳＞

加入者の保険料 7419万円

道広域連合の交付金 10万円

加入者からの手数料など 1万円

過年度保険料の還付金 10万円

町の負担 3536万円

3億9674万円国民健康保険の運営

（担当：住民課戸籍保険グループ）

国民健康保険加入者の医療給付と保険運営は、

歌志内市、奈井江町、浦臼町、雨竜町、上砂川町、

新十津川町の１市５町で組織する空知中部広域連

合が行っています。

保険運営を行う広域連合へ支出する負担金や、

保険税の収納にかかる経費、保険税審議会の開催

経費など、保険事業を安定的に運営するための経

費です。

平成25年度から、医療費を削減するため、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 393万円

道の補助金 2269万円

加入者の保険税 2億3441万円

町の負担 1億3571万円

2236万円中学生までの医療費無料化

（担当：住民課戸籍保険グループ）

子育て世帯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、中学生までのお子さんの

保険診療の医療費を助成します。

北海道の補助制度では、対象範囲が小学生の一

部であり、また、助成額にも一部自己負担があり

ます。

新十津川町では助成内容を独自に拡大し、乳幼

児から中学生まで幅広く保険診療の医療費の全額

助成を行います。

＜財源内訳＞

道の補助金 325万円

高額療養費保険者負担 12万円

子ども夢基金 1899万円
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事業概要予算額事 業政策

１ 児童福祉の充実

お子さんの誕生をお祝いして、ベビー服を贈ります22万円誕生記念品の贈呈

中学３年生までの子どもを養育している方に支給します9383万円児童手当の支給

保育園の運営を指定管理者に委託する経費です6720万円保育園の運営

町外の保育所で保育が必要な児童保育の負担金です53万円保育所広域入所負担金

２ 障がい者福祉の充実

障がいのある方に補装具を給付します194万円障害者補装具費支給事業

人工透析などの医療費を助成します1582万円障害者自立支援医療費給付事業

重度障がい者の介護者に手当を支給します54万円寝たきり重度心身障害者等介護手当支給事業

障がい児の監護者に手当を支給します3万円特別児童扶養手当支給事務

機能訓練施設への交通費を助成します20万円重症心身障害者（児）機能訓練支援事業

社会復帰施設への交通費を助成します63万円精神障害者社会復帰施設等通所交通費支援事業

子ども通園センターなどへの交通費を助成します19万円障害児通所施設へ交通費の支給

障がい児の療育通所施設の運営費を負担します13万円子ども通園センター負担金

身障福祉協会の活動を支援します4万円身障福祉協会支援事業

３ 高齢者福祉の充実

行政の措置による養護老人ホーム入所などに係る経費です504万円高齢者の福祉施設入所経費

空知中部広域連合を保険者とする介護保険運営経費です1億2009万円介護保険の運営

バス利用が困難な高齢者を支援します13万円在宅要援護者通院支援事業

高齢者、障がい者の住宅改修費用の一部を助成します90万円高齢者等の住宅改修費の補助

災害時要援護者の情報収集管理等を行います8万円要援護者の台帳整備と情報管理

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11万円ゆめりあ部会の運営

高齢者無料バスやふるさと学園大学の送迎を行います158万円福祉バス運行

「長寿を祝う会」の開催負担金です130万円長寿を祝う会の開催

町内の各老人クラブに活動資金の一部を支援します96万円単位老人クラブへの助成

老人クラブ連合会に活動資金の一部を支援します54万円老人クラブ連合会への助成

４ 健康づくりの推進

「ゆめりあ」を管理運営するための経費です4607万円総合健康福祉センターの管理

予防接種健康被害調査委員会を開催します3万円予防接種健康被害調査委員会開催事業

対象者１人１回につき1000円を助成します214万円インフルエンザ予防接種事業

子どもに必要な法定予防接種を行います1105万円子ども法定予防接種事業

保健事業に関する事務事業を実施します55万円保健事業に関する事務経費
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事業概要予算額事 業政策

４ 健康づくりの推進

糖負荷検査や頸部エコーなどの詳細検査を実施します72万円成人健康診査２次健診事業

後期高齢者の健康診査を実施します76万円後期高齢者健康診査事業

子どもの健康を守るため、健康診断や相談を行います63万円乳幼児健康診査・相談事業

母子手帳の発行、妊婦健康診査費の助成を行います301万円妊婦健康診査・相談事業

不妊に悩む方へ特定の治療にかかる費用を一部助成します100万円特定不妊治療費助成事業

栄養相談や食生活改善支援を実施します124万円栄養指導事業

健康体力増進室(ゆめりあ内)の運営を行います279万円健康体力増進室管理運営事業

５ 医療環境の充実

入院を必要とする重症未熟児の医療費の助成を行います46万円未熟児養育医療費の助成

休日や夜間などに救急患者が受診できる医療体制を確保します98万円救急医療体制の確保

重度の障がいをお持ちの方の医療費の一部を助成します1991万円重度心身障害者医療費の助成

母子・父子家庭の医療費の一部を助成します382万円ひとり親家庭等医療費の助成

総合在宅ケア事業団の運営に係る経費を負担します84万円24時間の訪問看護の確保
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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



34

まちづくり読本 ＜予算版＞

３

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
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１億8269万円滝川地区広域消防事務組合負担金

（担当：総務課財務グループ）

消防組織の維持・充実のため、新十津川町は、

滝川市、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）を組織し、その運営経費を各

市町で負担しています。

平成26年度からは、新たに赤平市と芦別市が加

わり、５市町で消防を組織し運営します。

主な運営経費は、消防職員の人件費、消防署庁

舎の維持管理経費、消防団の運営経費、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、救急救助資機材の購入費などがあります。

平成26年度は、第４分団（大和地区）の消防ポ

ンプ車を更新します。また、老朽化した消火栓を

更新します。

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠 防防防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災災災体体体体体体体体体体体体体体制制制制制制制制制制制制制制のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充防災体制の充実実実実実実実実実実実実実実実

1526万円排水機場の管理

（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に、水防団を組織し、排水訓練を行っています。

また、定期的に施設の点検整備を行います。

＜財源内訳＞

国の補助金 167万円 道の補助金 464万円

その他 85万円 町の負担 810万円
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379万円地域防災力の強化

（担当：災害対策事務局）

いつ起こるか分からない災害から身を守るには、日ごろから災害をイメージしておくことが大切です。

町では、皆さんに防災知識を身に付けていただく機会を提供するとともに、防災体制の整備を図っています。

○災害発生時に地域のリーダーとして活躍する人材を育成するため、防災士の資格取得を応援します。

資格取得者には資格取得費用の全額を助成します。

○防災研修会の開催

大学の先生を招き、災害に対して自分はどのよ

うな備えをしているか、していないかに気づき、

家庭での防災対策について考える研修です。

○災害が起こった時に自分で避難することが困難

な方と避難のお手伝いをしていただける方（避

難支援者）のマッチング（組合せ）を行います。

○すでに耐震性を有している行政区自治会館（中央・青葉・徳富）について、停電時でも速やかに発電機で

照明やストーブの電源が確保できるように発電機専用のコンセントや照明を整備します。

他の会館については、耐震改修にあわせて行います。

387万円防災無線の管理

（担当：建設課土木グループ）

防災行政無線は、町民の皆さんへ速やかに防災

情報を伝達するため、平成９年度から運用してい

ます。

設備の機能を維持するため、定期的な保守点検

を行うとともに、各家庭で使用する戸別受信機の

更新を行います。

町では、災害や重大な事象の発生時に、いち早

く情報を伝えるため、防災無線の受信機を各家庭

に無償で貸出しています。受信機がない方は、建

設課までご連絡ください。

＜財源内訳＞

団体からの助成金 156万円

町の負担 231万円
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5042万円中央地区市街地街路灯の更新・新設

（担当：住民課住民活動グループ）

国道275号沿線（橋本区光台寺地先から青葉区国道451号交差点まで）にある丸型灯具の街路灯は、昭和61

年から設置され、地域の防犯はもとより中央市街地を通過する人々を明るく迎えてくれる存在です。

設置後、年数が経ち機能が低下している107基と未設置区間の24基の街路灯を、平成24～26年度の３カ年で

ＬＥＤ灯に更新・新設し、省エネと安全安心の明るいまちづくりを推進する計画となっています。

平成24年度は、橋本区とみどり区の29基、平成25年度は、中央区、文京区、菊水区の街路灯の改修（50基）

と新設（５基）を終えています。

平成26年度は、青葉区と菊水区の街路灯（38基）の改修と新設を実施する予定です。

【３カ年の計画】

新設改修地区年度

-29橋本区、みどり区Ｈ24

550中央区、文京区、菊水区Ｈ25

1325青葉区、菊水区Ｈ26

18104計

152万円消費生活問題の解決

（担当：住民課住民活動グループ）

消費生活相談窓口と滝川地方消費者センターに

要する経費です。

近年、消費者を取り巻く環境は、契約トラブル

やインターネットの架空請求、オレオレ詐欺など

高度化していることから、そうした消費生活に関

する問題の相談にも対応できるよう、滝川地方消

費者センター（滝川市、浦臼町、奈井江町、雨竜

町、新十津川町で委託）にも相談業務を委託して

います。

＜財源内訳＞

道の負担金 63万円

町の負担 89万円

112万円安全・安心推進協会への支援

（担当：住民課住民活動グループ）

安全で安心なまちづくりのため、交通安全活動

や防犯活動を積極的に行っている安全・安心推進

協会に対して活動費を助成します。

悲惨な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実施し

ています。
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事業概要予算額事 業政策

２ 防災体制の充実

道から委託を受けた樋門の操作を行います97万円樋門樋管の管理

町管理河川の土砂除去などや河川愛護組合の活動支援の経費です455万円河川の維持管理

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13万円徳富川ラブリバー推進協議会の支援

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30万円融雪出水災害の防止

懐中電灯、発電機、衛星携帯電話などの備品を管理します54万円災害用備品の管理

防災資器材が保管されている防災センターを管理します20万円防災センターの管理

災害に備え、食品や生活物資を備蓄します10万円災害救助物資備蓄事業

山での遭難者発生時に捜索活動を支援します12万円遭難対策

大雨や地震などで被害を受けた道路や河川を復旧するための経費です800万円被災施設の復旧

３ 生活安全体制の充実

交差点照明２基（南13号・花月西１線、南13号・花月東３線）を

ナトリウム灯からＬＥＤ灯に更新し、１基（上総進西５線・吉沢

農場線）を新たに設置します

453万円交差点照明の更新

交通安全指導員17人の活動経費と交通安全指導車の経費です135万円交通安全の推進

中央地区市街地に設置されている街路灯の維持管理経費です337万円中央地区市街地街路灯の維持管理
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396万円小学校学習支援サポーター・中学校学力向上推進講師の配置

（担当：教育委員会学校教育グループ）

1117万円小・中学校教育の推進

（担当：教育委員会学校教育グループ）

児童・生徒の学習環境の整備、児童・生徒の学

力向上、特別クラブ活動（スクールバンド、獅子

神楽、合唱）など、特色ある学校運営を推進し、

「生きる力をはぐくむ学校づくり推進事業」を実

施します。

また、幅広い分野から課題を設定し、学ぶこと

ができる総合的な学習に取り組みます。

学習意欲の向上や健康な体をはぐくむ朝ご飯の

大切さなど、基本的な食生活の大切さを学ぶ食育

を栄養教諭や栄養士、町食生活改善推進員を中心

に進めます。

400万円新十津川農業高校の教育振興

（担当：教育委員会学校教育グループ）

農業の特色を生かしたカリキュラムを展開して

いる新十津川農業高校に高校教育推進のための支

援をします。

遠隔地から通学する生徒の定期券購入や下宿費

用の一部補助、ホームヘルパー、アーク溶接、小

型フォークリフトの資格取得等の特別講習、日常

の学習で学んだ農業技術に関する研究の成果や専

門分野の知識を競う発表大会への参加など各種大

会の参加経費を助成します。

また、町立小学校と連携して実施する食育事業

の「田んぼの学習」では、田植えと稲刈りを小学

生と共に行い、稲作の体験を通じ、本町の農業に

対し理解を深める学習指導の補助者として役割を

担います。

平成21年度に「新十津川町確かな学び推進会

議」を設置し、児童・生徒の学力や学習状況の把

握と学力向上に向けた効果的な事業の実施に取り

組み、夏休みや冬休み中の学習サポート事業「や

まびこ」や放課後の補充的指導、授業におけるテ

ィーム・ティーチング（教員複数体制の授業）、

習熟度別学習（学習理解度に応じたグループ学

習）、少人数指導などを進めてきました。

これまでの指導方法に併せて新たな取り組みと

して、小学校では、基礎・基本の確かな定着を目

指し、個別の学習指導を行い、学ぶ喜びを感じら

れる授業を行うため、小学校１、２年生の授業に、

学習支援サポーターを２人配置します。

また、中学校には、１、２年生の数学の授業に

おける少人数指導などの、きめ細やかな学習指導

により、効果的で確実な学力の定着を図るため、

学力向上推進講師を１人配置します。
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486万円中学校課外活動の運営

（担当：教育委員会学校教育グループ）

子どもたちが未来を生き抜くため、強く柔軟性

を備えた心身の健全な成長は町民の願いです。

課外活動（部活動）を積極的に奨励し、体育、

文化活動を行うことにより協調性や体力の向上を

助長します。

また、剣道指導員１人を配置し、安全で円滑な

課外活動を進め、体育の武道必修化に対応するた

め、剣道授業の指導も行います。

489万円教科担任講師・充実指導講師の配置

（担当：教育委員会学校教育グループ）

児童が小学校の学級担任制から中学校の教科担

任制に円滑に移行できるよう、町独自で小学校に

専門講師を１人配置し、指導体制の強化と児童の

学習意欲の向上を図ります。

また、中学校教育の免許外指導を解消するため、

町独自で専科指導講師１人を配置します。

5782万円学校給食センターの増築

（担当：学校給食センター）

平成27年４月からの雨竜町児童生徒への学校給

食提供開始に向け、食器消毒保管庫の増設・設置

のため、給食センターの増築工事を行います。

＜財源内訳＞

雨竜町の負担金 5782万円

429万円外国青年の招致

（担当：教育委員会学校教育グループ）

町では、外国青年を昭和63年７月から招致し、

外国語教育の充実と地域レベルの国際交流を推進

してきました。

昨年８月に本町15人目となる外国青年のキャメ

ロン・ブレンキーさんをアメリカ・バージニア州

から招きました。

小学校教育にも外国語が導入されますので、中

学校の英語授業の指導助手として、外国の言語や

文化について理解とコミュニケーション能力の基

礎を養います。

町民を対象とした英会話教室も継続して開催し

ます。
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370万円芸術鑑賞事業

（担当：教育委員会社会教育グループ）

ゆめりあホールで魅力あるステージに触れることで、豊かな情操を育みます。

たくさんの方に、気軽にホールに足を運んでもらい、舞台芸術を身近に感じられるようにさまざまなジャ

ンルの公演を実施します。

平成26年度は、ピアノ＆ヴァイオリン、民謡のほか、音・光・人が融合したエンターテイメントや、ＮＨ

Ｋ公開番組収録、陸上自衛隊音楽隊によるコンサートを予定しています。

＜財源内訳＞

団体からの助成金など 35万円

町の負担 335万円

【公演予定】

内 容開催日

白Ａ テクノデリックコメディー６月

陸上自衛隊音楽隊コンサート７月12日（土）

香澄（KAZUMI）民謡コンサート８月29日(金)

NAOTO×清塚信也 アコースティックデュオ

（ヴァイオリン×ピアノ）
９月19日(金)

ＮＨＫラジオ公開番組

「ラジオ深夜便」収録
９月27日(土)

▼白Ａ テクノデリックコメディー

▼ＮＡＯＴＯ×清塚信也 アコースティックデュオ

65万円青少年文化スポーツ元気事業

（担当：教育委員会社会教育グループ）

子どもの元気な文化スポーツ活動を支援します。

町内の文化スポーツ少年団（野球・サッカー・

剣道・水泳・卓球・一輪車・太鼓・バスケット）

へ年間活動費を助成します。

また、少年団、中学校部活などのユニフォーム

購入費を助成し、子どもたちが文化活動やスポー

ツ活動に取り組む環境づくりを進めます。

4644万円開拓記念館耐震改修事業

（担当：教育委員会社会教育グループ）

昭和55年に建設された開拓記念館は、強い地震

に耐えうる基準を満たしていないことから、耐震

工事を実施します。

耐震工事は、利用者の皆さんにご迷惑をかけな

いよう配慮しながら、８月下旬から進めていく予

定ですが、安全対策の面から開館期間を少し短縮

する予定です。

【例年の開館期間】５月１日から10月31日まで

【本年の開館期間】５月１日から９月中旬まで
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11万円絵本とのふれあい

（担当：図書館）

乳幼児期から絵本にふれ、家庭での読書習慣の

定着を推進するため、３～４カ月児の健康相談時

に乳幼児向けの絵本２冊と絵本バックを贈呈しま

す。

また、初めての方にも安心して絵本を手にして

もらえるように、読み聞かせのアドバイスを行な

い、フォローアップのため、その後の２回の健康

相談時に、絵本を紹介するなど、親子でふれあう

かけがえのないひとときを応援します。

1979万円読書活動の推進

（担当：図書館）

ギャラリー展示、新刊本の購入、親しまれる図

書館のためのイベントなどを企画し、皆さんの暮

らしの中にとけ込み、足を運んでもらえる身近で

愛される図書館を目指しています。

また、図書館の本を学校に配本して、児童生徒

の読書活動を支援しています。

平成26年度は、木のぬくもり豊かな十津川産ヒ

ノキ材を使用した本棚を各学級に配置します。

48万円生涯スポーツの推進

（担当：教育委員会社会教育グループ）

町民のスポーツ活動には、運動している方とそうでない方の

二極化傾向がみられます。

多くの方がライフステージや体力に応じて手軽にスポーツに

取り組めるよう、スポーツを体験していただく機会を提供しま

す。

平成26年度は、主に成人の方々を対象に、フィットネス、競

技スポーツ、ニュースポーツなどの分野から、専門の指導者を

招いて５つの教室を開催します。

【開催予定】

参加料回数開催日教室

2,000円４回５～６月平日夜間（１時間）格闘エクササイズ1

2,000円４回７～８月平日午後（１時間）コアエクササイズ2

2,000円４回８～９月水曜午後（１時間）ＺＵＭＢＡ（ズンバ）3

4,000円４回９～10月土曜午前（２時間）大人のための初心者フットサル教室4

2,000円４回６～７月土曜午前（２時間）大人のためのキンボール教室5

場所：スポーツセンター、ゆめりあ
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事業概要予算額事 業政策

１ 学校教育の充実

学費支払いが困難な学生に奨学金を貸し付けます338万円育英事業

私立幼稚園に通う子がいる家庭を支援します1051万円私立幼稚園通園経費の助成

小中学校の教員住宅13戸を維持管理します83万円教員住宅の維持管理

体育館の照明をＬＥＤに交換し、管理棟と教室棟の屋上に防水処理をします5498万円小学校校舎等の維持管理

臨時事務職員の雇用、学校評議員の委嘱など小学校を円滑に運営します222万円小学校の運営

児童の健康管理を目的とした保健活動を進めます156万円小学校の保健活動

町立学校職員の健康診断など健康管理を進めます81万円教職員の健康管理

支援員を雇用し、個に応じたきめ細かな特別支援教育を進めます309万円小学校特別支援教育の推進

学校教育の発展と教職員の資質向上を目的に研究と研修を実施します139万円町立学校職員の教育研究

芸術鑑賞を雨竜町と共同で行い、児童生徒の豊かな心を育みます100万円小中学生芸術観賞会の開催

要保護・準要保護児童世帯、特別な支援を要する児童世帯に就学に必要な経費を助成します260万円小学校就学援助

体育館の照明をＬＥＤに交換し光熱水費の節減に努めます2705万円中学校校舎等の維持管理

学校評議員を委嘱し、中学校運営を円滑に運営します211万円中学校の運営

生徒の健康管理を目的とした保健活動を進めます41万円中学校の保健活動

スクールバス４台を適切に維持管理します1475万円スクールバスの運行管理

支援員を雇用し、個に応じたきめ細かな特別支援教育を進めます406万円中学校特別支援教育の推進

要保護・準要保護児童世帯、特別な支援を要する生徒世帯に就学に必要な経費を助成します308万円中学校の就学援助

２ 社会教育の充実

社会教育委員７人の活動経費です32万円社会教育委員の活動

成人式を開催し、新成人をお祝いします33万円成人式の開催

小学６年生を対象に通学合宿を行います98万円体験学習の推進

小学５年生、中学１年生および教職員が、母村を訪問します171万円児童・生徒の十津川村訪問

町青年団が母村を訪問し十津川村青年団と交流します43万円青年団の母村交流

社会教育に係る賃金や研修旅費などです95万円社会教育の推進

会議用テーブルの一部を更新します1506万円改善センターの管理

町ＰＴＡ連合会の活動を支援します6万円ＰＴＡ連合会の支援

町の女性団体の活動を支援します16万円女性団体連絡協議会の支援

学校支援地域本部の活動経費を負担します183万円地域ぐるみの教育の推進

子ども会活動を支援する高校生の団体を応援します6万円シニアリーダーの活動支援

青年協議会に青年会館の管理を委託する経費です13万円青年会館管理事業

子ども会活動を支援をします82万円子ども会の支援
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事業概要予算額事 業政策

２ 社会教育の充実

アートの森（旧吉野小）の管理をします54万円アートの森の管理

町民文化祭や音楽祭を開催します37万円文化活動の推進

獅子神楽保存会とおどり保存会の活動を支援します37万円伝統芸能継承団体の支援

文化協会や音楽協会、コーラス団体の活動を支援します25万円文化活動団体の支援

図書館の維持管理の経費で、映像視聴の関連機器を更新します1097万円図書館の維持管理

読書活動の推進や啓発をするための経費です58万円図書館の利用促進

スポーツ推進委員７人の活動経費です29万円スポーツ推進委員の活動支援

ピンネシリ登山マラソンの開催を支援します。今回で20回目となります14万円社会体育の推進

小学校１年生を対象に初心者スキー教室を開催します24万円スポーツ体験学習の推進

放課後などに体育館を開放する際の管理指導員への謝礼です7万円学校開放事業

スポーツの指導者の資格登録料を助成します5万円スポーツ指導者の養成

文化団体やスポーツ団体の全道・全国大会参加費を助成します80万円全道・全国大会の参加費助成

体育協会の活動を支援します23万円体育協会の支援

中央体育館と大和体育館の維持管理をします161万円町民体育館の管理

そっち岳スキー場の管理運営を行います2038万円そっち岳スキー場の管理運営

ふるさと公園体育施設の管理運営を行います4954万円ふるさと公園体育施設の管理運営
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1201万円行政区活動への支援

（担当：住民課住民活動グループ）

行政区の自主的で特色ある活動（提案、文化づくりおよび環境づくり事業）を通じて、行政区内の結びつ

きを強くすることにより、住み良い地域づくりを目指します。

また行政区と町が理解し合い、役割と責任を分担しながら行う活動（協働事業）を支援する交付金を交付

します。

【行政区が自主的に取り組む事業】

・防災活動・安全安心事業（安心カード整備、防災資機材の購入など）

・区民研修事業（視察研修バス借り上げ料）

・文化づくり事業（盆踊り、子ども神輿、演芸会）

・環境づくり事業(通学路花植え、花壇整備など) ほか

【行政（町）との協働事業】

・防犯灯維持設置事業

（防犯灯設置費助成、修繕費助成、電気代助成）

・資源ごみステーション除雪事業

・町有地草刈り事業

・公園等管理事業

・広報しんとつかわ配布事業

85万円町勢発展功労者の表彰

（担当：総務課総務グループ）

町の振興発展や町民生活の向上に特に功績のあ

った個人や団体に対し、勲章や楯、賞状や感謝状

などを贈呈します。

表彰を受ける方は表彰審査委員会を経て決定し、

表彰は、開町記念式の中で執り行います。

114万円開町記念式の開催

（担当：総務課総務グループ）

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、毎年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。

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 97万円
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65万円ふるさと応援基金の推進

（担当：総務課企画調整グループ）

【特典内容イメージ】ふるさと納税は、納税する人が納税先や税金の

使い道を指定できるとして始まった制度で、本町

においても平成18年にふるさと応援基金寄付金制

度を創設しました。

平成26年度からは、納税額を伸ばすだけでなく、

町のＰＲや産業の振興に貢献することを目的に、

町外からの納税者に町の特産品を贈呈します。

【特典内容】

・新十津川産ゆめぴりか ５kg

・新十津川産メロン 1.5kg×３玉

・ヴルストよしだ ハム･ソーセージ詰め合わせ

・フレーバーカントリー いか塩辛詰め合わせ

・大畠精肉店 ジンギスカン（500g×４袋）

・金滴酒造 地酒２本セット

※１回の寄付額が１万円以上３万円未満で１品、

３万円以上で３品を寄付者に選択していただき

ます。

4000万円大和区自治会館の改修

（担当：総務課財務グループ）

老朽化している大和区自治会館を改修します。

災害時には避難所として使用するため、バリア

フリー化や非常用電源対応などの機能を備えた施

設になります。

＜財源内訳＞

地方債 4000万円

1313万円行政区自治会館の建て替え

（担当：総務課財務グループ）

行政区自治会館の耐震診断を行った結果、耐震

性能を有していないと判定された７カ所（橋本

区、みどり区、菊水区、文京区、弥生区、花月区、

総進区）の自治会館は、新たに建替えすることと

しました。

平成29年度までに７カ所を建替える計画です。

平成26年度は実施設計と地質調査を行います。

＜財源内訳＞

国の補助金 85万円

地方債 1220万円

町の負担 8万円
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167万円総合行政審議会の運営

（担当：総務課企画調整グループ）

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18人で組織する審議会を設

置しています。

審議会では、まちづくりに関する各種計画の審

議をしたり、町が進めている事業が皆さんのため

に役立っているのか、どのような成果があったの

かなどの評価を行います。

476万円職員の研修派遣

（担当：総務課総務グループ）

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

ンターおよび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、雨竜町と共同で研修会を開催し、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 9万円

町の負担 467万円

112万円中空知広域市町村圏組合の負担金

（担当：総務課企画調整グループ）

５市５町で構成する特別地方公共団体である中

空知広域市町村圏組合の運営費の一部を負担します。

圏域の事業を共同で行うことで、事務の効率化

を図り、事業の効果を最大限に発揮します。

【構成市町村】

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、

奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、

雨竜町

【中空知広域市町村圏組合の事業概要】

・さっぽろオータムフェストで特産品を販売

・なかそらち特産品ガイドの作成

・ＳＴＶラジオ「Yo!Hey!サンデー」（毎週日曜日

放送）内「なかなか熱いぞ！中空知」コーナー

で、中空知の特産品をＰＲし、中空知５市５町

の「特産品セット」を視聴者にプレゼント。

・職員研修の開催 など
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事業概要予算額事 業政策

１ 住民参加の促進

行政区自治会館の維持管理を行います50万円行政区自治会館維持管理事業

情報制度に関し、審査会による審査を行います9万円情報公開・個人情報保護の審査

地域や各種会合に出向き、条例の趣旨や内容の説明を行います5万円まちづくり基本条例啓蒙事業

北方領土返還に向けた、署名活動を行います2万円北方領土返還運動

広報しんとつかわを毎月発行します300万円広報しんとつかわの発行

町の決算を説明する、まちづくり読本を10月上旬に発行します54万円まちづくり読本の発行

町ホームページで最新情報を全国に発信します103万円ホームページの運営

議員が自ら編集し、議会情報を年４回お伝えします46万円議会だよりの発行

赤十字奉仕団の活動を支援します8万円赤十字奉仕団負担金

叙勲等受章者へ記念品を贈呈します71万円叙勲等事務

十津川村や奈良県との交流事業を行います130万円母村母県交流

町民の葬祭に対して弔意を表します64万円町民の葬祭

戦没者・開拓物故功労者に対する追悼式の実施経費です30万円追悼式の開催

新十津川遺族会への補助金です10万円遺族会の支援

保護司会に活動経費の一部を助成します6万円更正保護活動への助成

社会福祉協議会の活動を支援します1142万円社会福祉協議会支援事業

民生委員の活動を支援します321万円民生委員児童委員協議会活動支援事業

２ 行政の効率的な運営

政務調査や議員研修の派遣を行います315万円議会活動の運営

職員の出張旅費や臨時職員の賃金を支出します897万円総務事務

書類などの発送経費を支出します270万円通信費

新聞や官報などにより情報を収集します86万円行政情報の収集

町例規システムの管理などを行います319万円条例・規則の審査

職員の給与や人事情報などを管理します242万円職員の給与管理

予算書と決算書を作成します6万円予算決算書調製事務

財政事務の消耗品などを購入します14万円財政事務

財務会計をシステムで管理します205万円財務会計管理事務

役場庁舎の維持管理を行います2238万円庁舎管理事務

町が所有する土地や建物の維持管理、解体を行います1053万円普通財産管理事務

町が所有する施設の維持管理を行います1602万円各施設共通管理事務

町が管理している自動車（公用車）の維持管理を行います589万円自動車管理事務

事務用品代やコピー機の使用料など役場の事務経費です899万円庁用管理事務

将来の公共施設整備費用を積み立てます1億174万円公共施設整備基金積立金

まちづくりに関する会議や研修会の出席に係る旅費です16万円まちづくりに関する会議等出席旅費
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事業概要予算額事 業政策

２ 行政の効率的な運営

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11万円行政評価推進事業

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22万円国民年金事務

戸籍・住民票などの発行やそれに関連する事務を行います138万円戸籍住民登録事務

制度改正に伴いシステムを改修し、住民情報などを管理します1881万円総合行政システムの改修・管理

全国ネットを通して住民基本情報と住基カードを管理します24万円住基ネットシステムの管理

パスポートの発行を滝川市に委託する費用です18万円パスポートの発行

戸籍の管理や証明書の発行をシステムで行います260万円戸籍システムの管理

健康情報・障がい者情報などをシステムで管理します156万円保健福祉システムの保守費用

福祉事務全般に係る経費です177万円福祉事務

保健福祉課車両を使用する管理経費です93万円保健福祉課車両に係る管理経費

税金を正しく公平に賦課し、徴収するための経費です697万円町税賦課事務・町税徴収事務

固定資産（土地）の評価額を見直すための調査経費です208万円固定資産評価替事業

どの政策にも属さない仕事

町議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です4910万円議会議員人件費

国の各省庁などへ要望を行います30万円議会の要望活動

職員の健康管理のため健康診断などを行います253万円職員の健康管理

議員や各種委員の公務災害保険の事務を行います42万円非常勤職員の災害保険

固定資産評価審査委員会を開催します5万円固定資産評価審査委員会開催事業

職員の福利厚生のための経費を負担します10万円職員の福利厚生

本町出身者で構成する望郷会に活動経費の一部を助成します36万円望郷会活動の支援

土地取引に係る届出書の受け付けを行います7万円土地取引に関する届出事務

公平委員会を開催する経費です5万円公平委員会の運営

過年度分の修正申告等に伴う税金などの還付のための経費です200万円税等還付金

町の選挙管理委員会の運営費です45万円選挙管理委員会の運営

北海道知事選挙と北海道議会議員選挙の執行経費です387万円知事・道議会議員選挙の執行

農業委員選挙の執行経費です260万円農業委員選挙の執行

統計調査に係る事務経費です2万円統計事務

幼稚園、小・中・高校を対象とした統計調査です2万円学校基本調査

製造業を対象に、生産額や就業人数を調べます4万円工業統計調査

事業所の活動状況と、販売額など知るための調査です69万円経済センサス基礎調査・商業統計調査

農林業の就業構造を明らかにするための調査です151万円世界農林業センサス

平成27年に実施する国勢調査を円滑に行えるよう準備をします17万円国勢調査調査区設定

各種監査を行い、町の財政や仕事をチェックします142万円監査委員の活動

詳しくは60ページをご覧ください8億3748万円職員人件費
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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９人が、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 村中 一美さ
ん

副部会長 鈴木喜代子さ
ん

委 員 照井 光一さ
ん 松井 則親さ

ん

松葉 篤典さ
ん 工藤 芳美さ

ん

田村 佳代さ
ん 髙橋 百佳さ

ん

三枝 泰幸さ
ん

◎外部評価の実施

平成25年度は、７月から９月にかけて合計６回の部

会を開催し、担当職員が作成した行政評価シートを基

に、職員との意見交換を交えながら、外部評価を行い

ました。

評価の対象は、町が平成24年度に取り組んだ59施策
私 紙糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸

のうち12施策となっています。（次ページ以降）
私 紙糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸

◎外部評価の方法

行政評価の調書や担当職員との意見交換などにより、

効率性の視点、協働の視点を中心に評価を行い、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

昨年12月の衆院選では自民党が圧勝し、大胆な
金融緩和いわゆるアベノミクスが行われ、７月の
参院選でも自民党は圧勝し、政治の安定やスピー
ド感に期待が高まる中、ＴＰＰや消費税などの取
組みが注目されています。
また、2020年の夏季オリンピック・パラリンピ
ックの開催地が56年ぶりに東京に決まり、景気回
復に期待が膨らむ一方、原発汚染水漏れなどの問
題もあり、ここで全国民が一丸となってエネルギ
ー、環境問題に取り組んでいくことが重要となり
ます。
さて、10年後の目指す新十津川町の将来像「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年度から新十津
川町第５次総合計画がスタートし１年が経過しま
した。
今回の外部評価では、昨年度実施された59施策

の内、毎年３月に調査している町民アンケートか
ら重要と考える上位12施策について、住民の立場
から評価を行いました。
町では、総合計画に基づきさまざまな事業を行

なっていますが、協働のまちづくりを進めていく
ためには、住民と町が情報や目的を共有すること
が極めて大切です。
町は、分かりやすい言葉や表現で事業成果など

の情報を提供し、住民から意見、アイデアを聞き
出し、更に情報を発信していくことが必要です。
そのためには、住民がより気軽に情報を見るこ

とができる仕組みづくりも必要と考えます。
また、住民のちょっとした意識、マナーの改善

によって、問題が解決することもあります。
住民は、町からの情報把握に努めるとともに、

まちづくりに関心を持ち、地域活動に自発的に参
加し、地域の繋がりを大切にしながら主体的にま
ちづくりに取り組むことが必要だと思います。
今後は、

・異常気象による洪水や地震などへの災害対策
・エネルギー問題による環境対策
・高齢化に伴う冬季の除雪対策や買い物支援対策
・産業全般における後継者問題
・空き家対策
・老朽化した橋梁、公営住宅、行政区会館などの公
共施設の改修 など
多くの問題が山積しています。
「安全安心でみんなに優しいエコなまちづく

り」が、今わたしたち一人一人に問われているの
です。
町には、常に財政運営の安定に配意し、各事業

の従来以上の成果と将来を見通した取り組みに期
待します。

①①①①①①①①①①①①①①平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成2222222222222255555555555555年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度外外外外外外外外外外外外外外部部部部部部部部部部部部部部評評評評評評評評評評評評評評価価価価価価価価価価価価価価結結結結結結結結結結結結結結果果果果果果果果果果果果果果報報報報報報報報報報報報報報①平成25年度外部評価結果報告告告告告告告告告告告告告告告

ワンポイント～総合行政審議会とは～

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18人で構成されてい
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。
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外部評価調書【平成24年度に取組んだ施策の外部評価】

総合行政審議会委員の意見平成24年度の主な取組み
施策
項目

政策
項目

①協働のまちづくりとして、住民は除雪作業に支障にならないよう地域で協力して、

路上駐車をしない、道路に雪を出さないなどの除雪マナーを心掛けることが大切で

す。

また、除雪で玄関先に残った雪を協力して除雪することは、冬の健康づくりとして

考えることもできるのではないでしょうか。

②事故はオペレーターも住民もお互いに不幸になるので、吹雪で視界が悪いときは、

防災無線で住民に周知し、無理な除雪はしないようお願いします。

③大雪時は、学校と連携し、子どもの登下校時間に合わせた除雪対策が必要と考えま

す。

④交差点の除排雪について、特に国道と町道の交差点は、国と連携した除排雪により

見通しを確保してください。

⑤新十津川町の除雪は、他市町村より素晴らしいと思います。

・除雪機械の維持管理

・除雪センターの維持管理

・午前３時からの早朝除雪

（車道190㎞、歩道11㎞）

・排雪の実施

・雪捨て場の管理

・広報による除雪のマナーの啓発

・防災無線による注意喚起

など

除
排
雪
体
制
の
整
備

交
通
環
境
の
充
実

①全町的なアンケート調査ではなく、利用者や利用地域に対してアンケート調査を行

い、より利用しやすい地域公共交通にしてください。

②週１回運行している無料バス、ゆめりあ部会や老人クラブなどの団体で利用できる

高齢者福祉バスなどいろいろな交通手段があるので、一体的にＰＲしてはどうでし

ょうか。

③みどり区の高齢化率は約40％と高く、特に冬期間の移動手段の確保が必要です。

この施策の充実はもちろん、中央地区の高齢者住宅施策など他の施策への発展も必

要です。

・中央バスの運行赤字の助成

（ふるさと公園線、滝川北竜線、上総

進線、滝川浦臼線、総進線、花月砂

川線）

・平成25年度から本格運行する、「徳

富、総進方面の乗合タクシー」と

「花月・砂川方面の乗合ワゴン」の

周知活動

など

地
域
公
共
交
通
の
確
保

①施策の指標の生きがい事業会員数（ゆめりあ部会、大学、シニアいきいきクラブ）

は重複している方も多いと思います。事業を改善していくためには、重複者を把握

して分析することが必要です。

②事業に初めて参加しようと思っても、ハードルが高くて行きづらいと感じる方もい

ると思います。体験講座などを行っていますが、レクワーカーなどの活躍により、

高齢者がより気軽に参加できる仕組みが出来れば良いと思います。

③元気に活動している方は積極的に活動し、事業に参加されない方はずっと参加しま

せん。そのような方に広報誌や町内回覧で周知しても参加することはないと思いま

すので、みんなで何度も誘い合うことが大切です。誘うことで少しずつ参加者が増

えると思います。

④もっと魅力ある事業にするために、ふるさと大学を４年制にしたり、午前は講座、

午後はクラブ活動（ゆめりあ部会）、また、いくつかの講座から選択できる方法な

どについて検討してはどうでしょうか。

⑤何故このような生きがい活動が必要なのか、事業の活性化を図るためには一人一人

の意識改革から始めることが必要と考えます。

また、社会教育と保健福祉が連携して事業を展開することも大切です。

・ふるさと学園大学の開催

・ヨガ部会などの「ゆめりあ部会」の

活動を支援

・せん定・冬囲い教室などの「シニア

いきいきクラブ」を開催

・老人クラブの活動を支援

・レクレーション指導者の養成

・高齢者無料バスの運行

・76歳以上の町民が対象の「長寿を祝

う会」を開催

など

高
齢
者
の
生
き
が
い
活
動
の
充
実

高
齢
者
福
祉
の
充
実

①屋根の雪下ろしについて、どこの業者にお願いすれば対応してくれるか分からない

ので、町であっせんしてほしいとの意見をよく聞きます。

道路除雪は建設課、高齢者除雪事業（玄関先）は保健福祉課で行っていますが、今

後は屋根の雪下ろしの検討も含めた、総合的な除雪対策についての周知をお願いし

ます。

②介護保険事業は空知中部広域連合で市・町が連携して効率よく事業を行っています

が、住民にとっては少し介護事業に距離があるように感じますので、専門用語やカ

タカナに配慮した分かりやすい周知をお願いします。

・灯油高騰から購入費の一部を助成

・高齢者宅の除雪サービスを実施

・奈井江町にある空知中部広域連合に

より介護保険サービスを提供

・介護住宅改修費用の助成

・養護老人ホームへの入居支援

・緊急通報システムを推進

など

高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
充
実

①国民健康保険税の収納率が高いことに感謝します。 未納者へのフォローアップも

大切です。

②未納者は、毎年同じような方ではないかと思います。 税負担の公平性を考えると、

国民健康保険税の収納率の目標は99％ではなく100％するべきではないでしょうか。

③国保医療適正対策のパンフレットがありますが、内容が難しいと思いますので、分

りやすくするといいと思います。

④住民と行政が協働の姿勢で取り組んで行くことが、財政の健全化につながると考え

ます。

⑤長期入院、転院などによる医療費の増嵩に伴い、国保会計は厳しい状況だと言えま

す。

町民に広く周知、理解を促すとともに、関係する課の共通認識を図り連携すること

により、財政の健全化を図っていただきたいと思います。

・後期高齢者医療や国民健康保険の保

険税の収納率の向上による保険の安

定した運営

・40～74歳の国民健康保険加入者の基

本健診（特定健診）の推進

など

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
の

安
定
的
運
営医

療
環
境
の
充
実
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担当課町担当の所見

建設課

①除雪作業は限られた時間内で行うため、作業の遅延になるような道路上の障害物の撤去や路上駐車の禁止などの周知は、今

後も町の広報誌や防災無線を通じ行います。

また、除雪は、積雪地域で暮らす上で欠くことのできない作業です。高齢化が進む中、大変な苦労だと思いますが、ご理解

をお願いします。

②除雪作業は、これからも安全を最優先とし、吹雪などで作業を中止する場合は、防災無線でお知らせします。

③大雪時は、教育委員会と連携して小中学生の安全確保を第一に、天候回復を待って除雪作業を行います。

④歩道除雪を行っている路線は特に、堆雪した雪山で交差点の見通しが悪くなります。

国道との交差点の見通しを確保するためには、国道の歩道の雪山を排雪する必要があり、町で行うことは出来ないので、適

宜、国に排雪を要望しています。

また、町道の交差点については、部分的な交差点除雪や早めの排雪により、交通安全を確保します。

⑤今後も、冬期間の快適な生活環境と安全な交通の確保に努めますので、住民の皆さんのご協力をお願いします。

総務課

①新十津川町地域公共交通活性化協議会では、地域からの要望はもとより、運行事業者の意見も取り入れながら利用しやすい

地域公共交通を目指しています。

今後は、地域の方々や利用者の意向も把握できるようアンケート調査を実施し、本町に合った交通体系を検討していきます。

②無料の福祉バスは、自宅に引きこもりがちな高齢者に外出してもらうための福祉的な意味合いをもった事業として進めてお

り、路線バスが廃止となり、代替交通としてスタートした乗合タクシーや乗合ワゴンとは目的が異なります。

利用地域や対象者も異なることから、一体的なＰＲ活動はできませんが、どちらも利用者が増えるよう、周知に努めます。

③役場から出発して砂川市立病院へ向かう乗合ワゴンのルートを、平成25年10月から、みどり区からの出発に拡大したところです。

また、高齢者の住宅施策については、高齢者用住宅の建設計画はありませんが、高齢者除雪サービスや公営住宅への60歳以

上の独居者の入居も認めています。

また、平成25年度からは、モデル地区としてみどり区の高齢者見守り事業を実施しており、高齢者の方が少しでも安心して

暮らせるよう努めます。

今後も冬期間の安全と移動手段の確保に努めます。

保健福祉課

①生きがい事業会員数の重複者について、ゆめりあ部会員で、ふるさと学園大学にも入学している割合は23.6％とあまり高く

ない状況ですが、重複者がお互いに知り合いになって誘い合い、新たに部会や大学へ入学する場合もあり、今後も支援して

いきます。

②現在、事業に参加しているレクワーカーは３名いますが、体験講座の内容によってはレクワーカーが参加できない事業もあ

ります。

平成24年度から、各老人クラブに出前講座を開催し、ほとんどのクラブで参加があったので、これをより活性化させて高齢

者が気軽に参加できるように取り組んでいきます。

③知人同士であれば何度もお誘いしてもよいと思われますが、全く参加されない方をお誘いする場合は、誰が誰を誘うかなど

なかなか難しい面もあります。

参加されない方への対応は、これからの課題として検討します。

④他市町村の状況を見ますと、２年制で高齢者大学を行っている市はありますが、４年制は長く、若干無理も生じます。

また、クラブ活動は、出来るクラブに限りがあり、興味のない活動だと午後から帰ることも考えられますので、魅力あるカ

リキュラムなどの工夫によって１年制を継続していきたいと考えます。

⑤社会教育と保健福祉の連携については、以前からの課題であり、現在老人クラブ交流会などのレクリエーションを行う場合、

連携を取り合い事業を行っています。

今後はさらに充実していきたいと考えます。

保健福祉課

建設課

①屋根の雪下ろしなどの問合せは毎年あり、その都度業者をあっせんしています。

屋根の雪下ろし作業は危険が伴い、専門の事業者でないと難しい作業であり、また、屋根の形状、面積により作業量も大幅

に異なることから、今後もあっせんによる方法で対応したいと考えます。

なお、あっせん事業については、町内除排雪業者の一覧を住民に広く周知するために、町広報誌（平成25年12月号）に掲載

しました。

②介護事業の対象者は高齢者が多く事業内容も多岐にわたることから、わかりやすい表現を用い、具体化した周知が必要です。

現在のところ空知中部広域連合からの機関誌や地域包括支援センター便りなどの発行により周知を図っていますが、今後も

さらにわかりやすさに配慮してお知らせします。

住民課

①未納者への対応は、どれだけの税金を負担することができるか、給与・預金などを調べる担税力調査を行い、自主納付を原

則として、分割納付などの納税相談に対応しています。

また、納税意識の低い滞納者には差押えなどの強制執行を行っています。

②収納率の目標値については、平成24年度実績で現年度分収納率は99.75％と目標値を超えており、税負担の公平性からも考え、

今後は目標値を100％として取り組みます。

③パンフレットは、保険者である空知中部広域連合が作成し構成市町へ配布されるため、全面的な見直しは難しいと思われま

すが、適宜、内容の見直しについて要望します。

④住民と行政が目的と目標を共有するため、今後もレインボー講座（出前講座）や広報誌を通じて医療費の現状や国保財政状

況などの周知に努めます。

⑤保健福祉課と連携を図り、長期入院や重複受診については対象者を抽出し、保健師が退院後や健診受診後に訪問指導などを

実施し抑止に努めています。

また、医療費の抑止には疾病の早期発見・早期治療が重要であることから、特定健診の受診率向上を目指し、受診勧奨や自

己負担の無料化などを実施しています。

関係機関との更なる連携を深め、医療保険制度の安定的運営に努めます。
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外部評価調書【平成24年度に取組んだ施策の外部評価】

総合行政審議会委員の意見平成24年度の主な取組み
施策
項目

政策
項目

①農業の将来の希望やビジョンが見えない状況では、農業後継者は減っていく一方だ
と思います。難しい問題ですが、町やピンネ農業公社が行っている事業を見える形
で伝えていくことが大切だと思います。
また、行政だけで農業後継者対策はできないので、ＪＡや他の民間企業との連携を
強化していくことも必要です。

②個人的に法人化して、忙しい時期にアルバイト（元気な高齢者）を雇用して運営し
ている農家もいます。そのような事例を積極的に公表してくことも必要です。

・農業の新規参入者の担い手育成や農
地の集積を行う「ピンネ農業公社」
を設立
・農業経営改善を進めようとする認定
農業者に対して、基盤整備事業など
の実施を支援
など

農
業
者
の
育
成

農
業
の
振
興

①ブランド商品であるトマト、メロン、玉ねぎ、しいたけは、他市町村でも作ってい
ます。ブランド商品として成功するためには、その商品に明確な目標が必要と考え
ます。
始めにライバル商品を決めて、その商品に勝つためにはどうすれば良いか、商品に
競争力を設け、差別化を図るためにどうすれば良いかを考えることが必要です。
たとえば、夕張メロンに勝つためにはどうすれば良いか。赤肉だから青肉で、販売
時期を重ならないようにするなどの戦略が必要と思います。

②ブランド商品が売っていない。食べていない。などの話を聞きます。
商品に優れた所があり、町民が美味しいと感じて食べることが一番の宣伝になりま
す。そして、地域で一丸となって知恵をしぼっていくことが大切です。

③６次産業を立ち上げるには、通常10年、最低でも４年かかると言われています。
地道な努力が町民に見えるように、分かるように進めることが大切です。

・農産物ブランド化推進協議会による、
ブランド推奨品の認定とＰＲ

・札幌アンテナショップＨＵＧマート
への出店

・新米のラジオ広告
【ブランド推奨品：トマト・メロン
・しいたけ・玉ねぎ】
など

農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
化
の
支
援

①この施策の事業ではありませんが、得きっずカードにより町内での買い物が増えま
したので、カードに特典を付ける効果は十分にあると思います。

②商店街には、他の大型スーパーなどに負けない、優しさ、笑顔、きめ細やかなサー
ビスが必要だと思いますので、研修などを行ってはどうでしょうか。

③商店街プランター設置事業は置き方に統一感がないので、協力して事業の効果を最
大限にする努力が必要です。

④町民は出来るだけ町内で買い物する心掛けも必要と思います。
⑤商店街の後継者対策として相続税の対策が必要ではないかと思います。

・各種団体の協力を得て、国道沿いの
商店街にフラワーポットを設置

・商工会への財政支援
・商工会が行う「割増商品券の販売」
や「スタンプラリー」などの地元の
消費拡大事業に対して町が助成

・十津川村観光助成キャンペーン
・商工会館の改修費用の一部を助成
など

商
店
街
の
活
性
化
の
支
援

商
工
業
の
振
興

①企業を誘致することは難しいことと思いますが、思い切った事業展開に期待します。・企業誘致活動の実施
・中空知職業訓練センターの運営費用
の一部を負担
など

雇
用
の
安
定

と
促
進

雇
用
の
創
出

①交通事故や盗難事故などを身近なものとして捉える住民の意識が低いと思います。
事故の事実や被害者の実態について、広報誌などで住民に強く伝えることが必要だ
と思います。

②立哨指導の期間は10日間ありますが、４日しか行っておらず、結果の収集や整理も
していないためマンネリ化しています。もう少し日数を増やしてみてはどうでしょ
うか。
また、交通安全運動期間だけでなく、毎月１日、15日は立哨指導の日と決めるなど、
定期的に行うことで、安全安心につながると思います。

③防犯パトロールは、各行政区や各団体でどのような活動をしているのか把握し、良
い事例などは他の行政区や住民にも周知する仕組みづくりが大切です。

・平成24～26年度の３カ年で、中央地
区の国道275号線の古い街路灯をＬ
ＥＤに更新

・中央地区の街路灯の維持管理
・交通安全活用や防犯活動を積極的に
行っている安全・安心推進協会の活
動を支援
など

防
犯
体
制
の
充
実

生
活
安
全
体
制
の
充
実

①武道場を見学したとき、剣道用の神棚があり、教育基本法第９条（特定の宗教のた
めの宗教教育の禁止）に基づき、授業では扉を閉め、尚武会の練習の時に扉を開け
ていると聞きましたが、神棚について疑問に思っている住民の方もいますので、何
かの機会にていねいな説明をお願いします。

②町広報誌に連載されているサポート通信について、時にはアンケート調査を実施し
て意見を募ることも必要であり、また、そのことが記事の講読にもつながります。

③中学校の10教科全てに専門教師が配属されました。今後も継続してください。
④やまびこなどの課外事業は、退職教員以外にも全町的にボランティアを募り、地域
の協力、理解を得ながら、地域が一体的に学校教育を進めていくことが大切です。

⑤子どもウォーキングチャレンジ（万歩計）は、保健福祉のウォーキング作戦と連携
し、親子で、地域ぐるみで取り組んではどうでしょうか。

・幼稚園の保育料などを補助
・小学校で理科専門講師を配置
・中学校で全教科に専門講師を配置
・中学生の野球・吹奏楽などの課外活
動を支援

・中学校武道場の建設
・中学校のパソコンの更新
・夏・冬休みに学習会「やまびこ」を
開催

・小中学生の劇や舞台の芸術鑑賞
・小中学校施設の維持管理
・スクールバスの更新
・農業高校のクラブ活動を支援
・外国語指導助手の招致
など

学
校
教
育
環
境
の
充
実

学
校
教
育
の
充
実

①新十津川町は他市町村より、潤沢である、豊かであると思っている町民も多いと思
います。
人口が減り、町職員が減り、地方交付税も減額されていく中で、町民が行政に頼ら
ず、自ら気づいて行動していくことが大切です。

②ふるさと応援基金について、寄付された方にその使途について報告している市町村
もあります。相手の好意に対する感謝の心が大切です。

・道路や建物の改修工事などで、過去
に借り入れた借金（町債）を返済

・今後の老朽化した公共施設の改修な
どにかかる費用の貯金（基金）
など

安
定
財
政
の

推
進

行
政
の
効
率

的
な
運
営
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担当課町担当の所見

産業振興課

①国は農業活性化へ向け今後10年を見据えた「地域の活力創造プラン」を発表しました。
農業のまちである本町も、国の施策と連動し、ピンネ農協などの農業団体やピンネ農業公社と連携を密にして、担い手の育
成に努めます。
②稲作経営規模の大きな農家、野菜類を作付している農家について、繁忙期にはアルバイトを雇用しているケースが多いと思
います。
事例の公表については、町やピンネ農協の広報誌などで紹介可能かどうか検討します。

産業振興課

①ブランド化の方向性について、少生産の高級原材料を目指すか、安価で食味のよいものを目指すか、また、加工して付加価
値を高めるか、農産物それぞれの特徴を考慮し、生産者の意見を聞きながら、今後も引き続き検討していかなければならな
いと考えます。
②ブランド推奨農産物は、ピンネ農協（ストア）で販売しており、商品には推奨シールの貼付をお願いしています。
また、イベントなどでの販売・ＰＲにいっそう努め、ブランド推奨農産物の販売時期や場所をお知らせする方法も検討しま
す。
③農業者や事業者を対象としたアンケートにより理解度や関心度などを調査したり、研修会を開催して融資・補助などの支援
制度、メリット、事例などをわかりやすくお伝えするなど、６次産業化の推進に努めます。

保健福祉課
産業振興課

①今後も子育て世帯の支援のため、事業の分析と適切な運営に努めます。
②接客術の向上を図ることはとても大切なことなので、関係団体で研修が実施されるよう働きかけます。
③プランターの設置については、年々設置者が減少していますので、抜本的な事業の見直しを行いたいと考えています。
④今後も「町内で買い物をする」ＰＲ活動を継続します。
⑤会社の相続の場合は株式を引き継ぐことになりますが、個人商店の場合は、店舗や車両など、その他全ての資産が相続財産
となり、相続税は課税価格から基礎控除額を差し引いて計算されますが、小規模宅地の８割減特例などの優遇措置もありま
す。
相続税は法律で定められているものであり、町として特段の対策を講じる考えはありませんのでご理解願います。
基礎控除（定額５千万円＋１千万円×法定相続人の数）

（平成27年から定額３千万円＋６百万円×法定相続人の数に改正）

産業振興課
総務課

①平成25年度に企業誘致関連条例・規則を改正し、適用条件の大幅な緩和と新たな支援制度（従来の固定資産税減免のほかに、
投資額に応じた助成や町民の新規雇用に対する助成など）を創設しました。
企業の誘致や新規起業を促します。

住民課

①町内における、交通事故や犯罪件数については、各地域や団体などの積極的な活動により減少傾向にあります。
また、町広報誌や駐在所だよりで交通事故件数や窃盗事件の多発情報を周知していますが、関係機関と連携を図り個人情報
の関係もありますので、周知可能な範囲で掲載に努めます。
②春・夏・秋・冬の交通安全週間については春と秋に10日間で、３日間が多くの団体などの協力を得て立哨していますが、交
通指導員については定期的に月２回、他にも随時立哨をしています。
セーフティコールや交通死亡事故０を目指す日など、各種交通安全運動にも安全安心推進協会や指導員会などと連携、協力
して実施しています。
今後、関係機関、団体との連携をさらに深めるとともに地域住民が、交通安全運動への参加意識を高めることができるよう、
実施方法の工夫や啓発に努めます。
③安全安心推進協会では、青色回転灯の防犯パトロールや交通安全運動などを実施しています。
また、各分会でも独自の運動を実施していますが、各分会での活動内容を把握し情報交換を図り、団体の強化に努めます。

教育委員会

①武道場の建設目的の第一は、中学校保健体育科の武道必修化に伴い、専用施設における本授業の効果的な実施と、併せて町
民の剣道場として使用されてきた尚武館の耐震化を図り、学校開放事業による町民の利用を兼ねた武道場として建設しまし
た。
したがって教育基本法第９条の遵守を大前提に、歴史ある尚武館に祭られてきた神棚を継承しつつ一般開放すると共に、授
業では神棚の扉を閉じて使用する旨、適正な管理を行っています。
今後も武道場の視察や問い合わせをいただいた際には、ご理解をいただけるよう、ていねいな説明を行います。
②サポート通信は、「学力向上」をテーマに子どもたちの学校、地域、家庭における過ごし方や学習の取り組み方など幅広く
周知しています。
広報誌に掲載されている他の記事と共に、読みやすさとお伝えする事柄の正確さを優先しています。
アンケート調査については、別途、保護者ならびに教育関係者に実施しておりますので、ご理解願います。
③今後も免許外指導を解消するため、10教科すべてに専科教員を配置できるよう、適正な人事配置に努めます。
④子どもたちの教育は、家庭、学校は基より地域や関係機関など町全体が一体となって取り組むことが重要です。
現在、町内では教員を退職された方やＰＴＡ会員を中心に運営協力をいただいていますが、より多くの町民の皆さんのご協
力をお願いいただけるよう、啓蒙活動を進めます。
⑤本事業は、主に校内活動や放課後の歩数を記録して期間内の行動を振り返るものですが、親子や地域で活動した歩数を含む
ことも可能ですので、歩くことからできる健康づくりとしてのウォーキング作戦の事業との連携が図れるよう協議します。

総務課

①まちづくりの主体である町民が積極的に参加し行動するという、まちづくり基本条例の理念に則り、今後も町民が課題の解
決に自主的、自発的に参加する意欲を高めるよう努めます。
②寄付をいただいた方には、礼状をお送りしています。
また、今後は一定額以上の寄付をいただいた方への特典として、町の特産品を贈呈し、本町のＰＲや産業の振興を図ります。
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平成26年度一般行政職職員の初任給の状況

国家公務員北海道新十津川町区 分

172,200円165,312円172,200円大 学 卒

152,800円146,688円152,800円短 大 卒

140,100円134,496円140,100円高 校 卒

※北海道は給与削減実施

一般行政職職員の給与の状況 平成25年4月1日現在

新十津川町区 分

325,200円平 均 給 料 月 額

43.9歳平 均 年 齢

平成26年4月1日現在期末・勤勉手当の状況

計勤勉手当支給率期末手当支給率区分

1.900月0.675月1.225月６月期

2.050月0.675月1.375月12月期

3.950月1.350月2.600月計

各年４月１日現在部門別職員数

職 員 数（人）
部 門

26年増減25年増減24年増減23年

2020202議 会福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

26026026026総 務

7070707税 務

0000000労 働

808▲1918農林水産

4▲150505商 工

11011011011土 木

58▲159▲160159小 計

13013112111民 生福
祉
関
係

80817▲18衛 生

21021219019小 計

79▲180179178一 般 行 政 計

13013013▲316教育部門特別
行政 13013013▲316小 計

1010101下 水 道
公
営
企
業
等

3030303国 保

0000000そ の 他

4040404小 計

96▲197196▲298総 合 計

人件費の状況（一般会計当初予算）

平成
26年度の
人件費率

増減率
Ｃ／Ａ

増減
（ＢーＡ）

Ｃ

平成
26年度
Ｂ

平成
25年度
Ａ

％
13.54%

％
-7.87

千円
-71,497

千円
837,473

千円
908,970

職員給与費の状況（一般会計当初予算）

１人当
たりの
給与費
Ｂ／Ａ

給 与 費予算
計上
職員
数Ａ

区分 計
Ｂ

期末・
勤勉手当

手 当給 料

千円
6,052

千円
587,068

千円
133,543

千円
82,638

千円
370,887

人
97

26年度

特別職・議員の給与の状況 平成26年４月１日現在

給 料 ・ 報 酬
区 分

教育長副町長町 長

554,000円603,000円663,000円月 額

議 員
常任委員長

議会運営委員長
副議長議 長区 分

189,000円202,000円221,000円279,000円月 額

3.9月分期末手当

ラスパイレス指数の状況

25年（給与減額実施後）24年23年区 分

104.8（99.1）105.096.6指 数 値

②②②②②②②②②②②②②② 職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員のののののののののののののの給給給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与与与とととととととととととととと職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員②職員の給与と職員数数数数数数数数数数数数数数数



61

まちづくり読本 ＜予算版＞

資
料

（ ）は兼務職産業振興課（役場庁舎１階）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

農業の振興・奨励、基盤整備、米穀の出荷調整・生産調整、後継者花婿

花嫁対策、農業制度資金、農業近代化、畜産の振興・奨励、公共牧場

管理運営、家畜検査、林業振興、治山、自然保護、山林緑化、内水面

漁業

佐藤 実

横山 芳徳

西村 幸真

政所 正人

農林畜産

グループ

窪田 謙治
野尻 成三

（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）

小林 透

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、特産品、農林産物ＰＲ、

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

小松田 諒
工藤 晃敬

野本 虎寿

商工観光

グループ

媚山 孝裕

副議長

西 永 勝 治

議長

長谷川 秀 樹

教育長

熊田 義信

副町長

佐川 純

町長

植田 満

皐新十津川町議会（定数11人）

議会は、町の意思決定機関で、条例の制定、予算の

議決、決算の認定、財産の取得や処分の承認などを行

います。

議会には、調査と審議を行う２つの常任委員会があ

ります。

皐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

出納の検査、公金収納の監査などを行います。
すいとう

皐新十津川町三役

皐町長の事務部局の機構（４月１日現在）

③③③③③③③③③③③③③③③ 行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政機機機機機機機機機機機機機機構構構構構構構構構構構構構構行政機構図図図図図図図図図図図図図図図

（ ）は兼務職住民課（役場庁舎１階）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

戸籍、住民票、印鑑証明、火葬の許可、国民健康保険、乳幼児・ひと

り親・老人・重度心身障害者医療、国民年金、後期高齢者医療

深瀬 直人

小木 浩亮

小林 美貴

藤門智恵美

久保田篤司

戸籍保険

グループ

平田 智子

福田 章一

（滞納整理推進

事務局長）

（交通安全推進

事務局次長）

遠藤久美子

（交通安全推進

事務局長）

ごみ処理、し尿処理、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、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

渡辺 恵介竹村 大樹

住民活動

グループ

富田 豊

町道民税、軽自動車税、国民健康保険税、税の諸証明、土地家屋の評価、

固定資産税、特別土地保有税

新井 康平

松浦 拳斗

平川 宏之

桃井 隆宏

大山 幸成

矢野 文隆

町税グループ

向井 利行

津辻 政季

（副主幹）
中空知衛生施設組合派遣

平澤 豊勝

委員

樋坂 里子

青田 良一

副委員長

安中 経人

委員長

笹木 正文

総 務 民 生

常任委員会

長名 實

委員

後木 幸里

西永 勝治

副委員長

西内 陽美

委員長

山田 秀明

経 済 文 教

常任委員会

監査委員

平 澤 豊 勝

代表監査委員

山 本 忍
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（ ）は兼務職建設課（役場庁舎２階）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

下水道受益者負担金、下水道使用料、工事入札、建築確認申請、建築

基準、建築相談・指導、都市計画、公営住宅管理

堀下 琢磨

新井 直樹

山田ひかる

佐藤 武久

都市管理

グループ

岡崎 弘幸

（国営事業推進

事務局次長）
中畑 晃

（国営事業推進

事務局長）

村中 忠夫 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

板倉 和彦
千石 哲也

松原 智宏

土木グループ

長島 史和

建設課副主幹

谷口 秀樹

土木建築工事の検定、調査設計業務の検定
技術次長

（谷口 秀樹）

技術長

（村中 忠夫）

三吉 教之
西空知広域水道

企業団派遣

会計課（役場庁舎１階）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

公金の収納・支払関係中竹千香子
会計管理者

乗松真寿美

（ ）は兼務職総務課（役場庁舎２階）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

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

箕田 和久

白石 隆之

笹木 裕一

新居 剛紀

総務グループ

西浦 美紀

久保田純史

藤澤 敦司

ＩＣＴ利活用、電子機器・情報ネットワークの管理運営、情報セキュリ

ティポリシー、統計調査、町史
一瀬慎太郎丸 義史

情報グループ

（西浦 美紀）

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
神田 晃宏

大塚みちる

得地 史郎

財務グループ

引地 忠志

後木 満男

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

椿 万里奈

坂本 純憧
森 直文

企画調整

グループ

小松 敬典

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

事務局員

（森 直文）（椿 万里奈）

（坂本 純憧）

事務局次長

（小松 敬典）

事務局長

（後木 満男）

災害対策

事務局

鎌田 章宏

由野 格
空知中部広域連合派遣

松尾 昭彦北海道派遣
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（ ）は兼務職保健福祉課（ゆめりあ）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹課 長

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

澁谷 綾華

勝見 梨恵

渡邉 歩美

栗山 久枝

健康推進

グループ

岡田 理恵横山 幸昌

（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）

長谷川雄士

（総合健康福祉

センター長）

生活保護、民生児童委員、老人・母子・身障者福祉、介護保険、在宅

介護相談・情報提供、福祉機器・用具

穴吹 理絵

蓑口さやか

山下 隆司

坂本 剛

介護・福祉

グループ

宮本 昌枝

総合健康福祉センター、児童館、子育て支援センターの事業実施およ

び管理、保育園、児童手当、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

大家 英靖

加藤 敏晃

石井 秀紀

原田 貢子

子ども・高齢者

グループ

内田 充

加藤 和仁社会福祉協議会派遣

（ ）は兼務職教育委員会事務局（改善センター）
主な仕事の内容主 事 等主 査グループ長主 幹教育次長

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

沼田 正行

斉藤 政敏

浅田由美子

坂下 佳則

学校教育

グループ

高橋 泰之

寺田 佳正

（開拓記念館長

・図書館長）

野﨑 勇治

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

山下 朋之

伊賀 嵩将
池田 雄介

社会教育

グループ

武田 晃典

社会教育活動の指導・助言
社会教育主事

（山下 朋之）

社会教育主事

齊藤 伸一

（池田 雄介）

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
（小林 洋）図書館

学校給食センターの運営管理、栄養管理小林 洋給食センター

越智 美雄

（学校給食セン

ター長）

皐各委員会などの事務部局の機構（４月１日現在）

議会事務局（役場庁舎４階）
主な仕事の内容主 事 等主 査副 主 幹主 幹事務局長

議会に関する事務矢野 将崇高宮 正人

（ ）は兼務職農業委員会事務局（役場庁舎１階）
主な仕事の内容主 事 等主 査副 主 幹主 幹事務局長

農地利用・調整・転用、作況調査、農業者年金（政所 正人）西井ゆかり前谷 弘志（小林 透）
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ＦＡＸ電話番号施 設 名

76-2785

76-2130住 民 課

役

場

庁

舎

76-2134産 業 振 興 課

76-3192会 計 課

76-2131総 務 課

76-2139建 設 課

76-3191議 会 事 務 局

76-2135農 業 委 員 会

72-200672-2000保 健 福 祉 課 ・ ゆ め り あ

76-322376-4233教育委員会・改善センター

76-312676-3141総 合 振 興 公 社 ・ 物 産 館

74-240276-2402児 童 館

76-287176-2419新 十 津 川 保 育 園

72-208872-2088地域子育て支援センター

－72-2030地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

76-339076-3390ス ポ ー ツ セ ン タ ー

－76-2075そ っ ち 岳 ス キ ー 場

－76-2925温 水 プ ー ル

－76-2500サンウッドパークゴルフ場

－76-3838ピ ン ネ ス タ ジ ア ム

76-400376-4152新 十 津 川 幼 稚 園

76-347776-2505新 十 津 川 小 学 校

76-216276-2161新 十 津 川 中 学 校

76-229276-2621新 十 津 川 農 業 高 等 学 校

76-267176-2528給 食 セ ン タ ー

76-464176-3746図 書 館

－76-2622開 拓 記 念 館

ＦＡＸ電話番号施 設 名

－76-4098尚 武 館

76-303676-3000サ ン ヒ ル ズ ・ サ ラ イ

76-299576-2995新 十 津 川 物 語 記 念 館

76-299276-2991文 化 伝 習 館

76-425776-4257新規就農者技術修得センター

73-207873-2077農 林 産 物 加 工 セ ン タ ー

－76-4302除 雪 セ ン タ ー

76-371676-2619消 防 支 署

76-366076-2486西 空 知 広 域 水 道 企 業 団

73-263273-2632吉野地区活性化センター

76-350576-2600社 会 福 祉 協 議 会

74-228574-2281空知農業改良普及センター中空知支所

－76-2610新 十 津 川 駐 在 所

－74-2012花 月 駐 在 所

－76-2573大 和 駐 在 所

76-206476-2560新 十 津 川 郵 便 局

76-291276-2960橋 本 郵 便 局

76-209476-2901石 狩 大 和 郵 便 局

73-246573-2121石 狩 吉 野 郵 便 局

74-253074-2400花 月 郵 便 局

76-222476-2211札幌開発建設部滝川河川事務所

76-437676-4397札幌開発建設部樺戸農業開発事務所

76-333676-2261新 十 津 川 土 地 改 良 区

76-444576-2571新 十 津 川 町 商 工 会

75-380175-3800中 空 知 衛 生 施 設 組 合

66-213866-2152空 知 中 部 広 域 連 合

④④④④④④④④④④④④④④④ 公公公公公公公公公公公公公公共共共共共共共共共共共共共共施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設等等等等等等等等等等等等等等 電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話番番番番番番番番番番番番番番号号号号号号号号号号号号号号・・・・・・・・・・・・・・ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ番番番番番番番番番番番番番番公共施設等 電話番号・ＦＡＸ番号号号号号号号号号号号号号号号
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