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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


