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序

予算概要予算概要

（１）総　括
　令和２年度の予算総額は93億7728万円となり、令和元年度６月補正後の予算と比較すると役場新庁舎の工事に
伴う支出が増えるため、予算総額は22.7％増えています。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 令和２年度
当初予算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 274,746 276,944 △	2,198 △	0.8
後期高齢者医療特別会計 118,049 116,082 1,967 1.7
下 水 道 事 業 特 別 会 計 195,966 181,617 14,349 7.9
農業集落排水事業特別会計 35,382 30,160 5,222 17.3

小　　　　　計 624,143 604,803 19,340 3.2
総　　　　　合　　　　　計 9,377,273 7,641,433 1,735,840 22.7

※令和元年度は当初予算に６月補正予算を加えた額が実質的な当初予算となります。

（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。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和２年度
予　算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

依
存
財
源

地 方 譲 与 税 な ど 260,212 242,300 17,912 7.4
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 1,034,660 882,224 152,436 17.3
借 金 2,345,600 996,400 1,349,200 135.4

自

主

財

源

町 税 551,905 566,205 △	14,300 △	2.5
分 担 金 お よ び 負 担 金 63,328 69,582 △	6,254 △	9.0
使 用 料 お よ び 手 数 料 124,452 126,566 △	2,114 △	1.7
財産収入・諸収入など 548,687 432,769 115,918 26.8
繰 入 金 889,286 785,584 103,702 13.2
合　　　　　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

　　ポイント

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４分の３を占め、中でも地方交付税は収入全体の３分の１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。
　令和元年度予算と比較すると、役場新庁舎の工事に伴い多額の借り入れを行うため、借金が大きく増加し
ています。
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一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和２年度
予　算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 2,620,806 1,208,605 1,412,201 116.8
民 生 費 940,544 1,222,467 △	281,923 △	23.1
衛 生 費 555,580 548,929 6,651 1.2
農 林 水 産 業 費 886,995 510,127 376,868 73.9
商 工 費 239,898 241,652 △	1,754 △	0.7
土 木 費 877,781 762,398 115,383 15.1
消 防 費 444,965 356,048 88,917 25.0
教 育 費 514,051 565,606 △	51,555 △	9.1
公 債 費 704,500 668,854 35,646 5.3
職 員 費 870,744 856,761 13,983 1.6
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 67,266 65,183 2,083 3.2
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

　　ポイント

総務費：役場庁舎建替えのため、事業費が大きく増えています。新庁舎は令和２年12月に工事が完了し、令
和３年５月に供用を開始する予定です。（49ページ）

農林水産業費：町内の森林から発生する間伐材を燃料として稼働させる木質バイオマスボイラー施設を、ふ
るさと公園に建設するため、事業費が大きく増えています。（30ページ）

消防費：平成30年度から３カ年計画で進めている防災無線の電波をデジタル化する事業が完了します。今年
度は屋外スピーカーの設置工事などを行うため、事業費が増えています。（37ページ）

（３）まちの貯金と借金の残高
　令和元年度末までの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。

　令和２年度以降は役場庁舎の建替えにより、一時的に借金が増え、貯金は減ると見込まれますが、計画的な借
入れと返済を行うことで健全な財政状況を維持していきます。
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【はじめに】
　令和２年第１回定例会の開会に当たり、
町議会議員をはじめ、町民の皆さまに町政
執行に対する私の所信と主要政策の一端を
申し上げます。
　私は、昨年の統一地方選挙におきまして、
町民の皆さまの温かいご支援を賜り、無投
票当選の栄を受け、再選させていただきま
した。早一年が経過しようとしております
が、この間、議員各位並びに町民の皆さま
のご協力により、着実な町政運営を推進で
きましたことに対し、心からお礼を申し上
げます。
　
　本年は、奈良県十津川郷における未曽有
の災害を契機に団体移住をした先人たち
が、開拓の鍬を下ろしてから130年の節目
の年となります。経験したことのない厳し
い寒さに耐え、鬱蒼とした原生林を一本一
本切り倒すなど不撓不屈の精神で幾多の困
難を乗り越え、現在の自然豊かで美田が広
がる我がまち新十津川があります。この郷
土新十津川を未来へ繋いでいくのが、我々
の使命であり、私が町民の皆さまにお約束
したまちづくりの「柱」である「住みよい
まち」「健やかなまち」「豊かなまち」「安
心なまち」「学びのまち」「ともに歩むまち」
の実現に向けた取組を一歩一歩、着実に推
進しているところでございます。
　しかしながら、少子高齢化や人口減少、
目まぐるしく移り変わる社会情勢など、地
方自治体を取り巻く環境は、依然として厳
しいものがあります。
　このような中でも常に前を向き、これま
で積み重ねてきた取組を基礎として、これ
からも町民の皆さまが安心して住み続けら
れる魅力ある新十津川を築くために、堅実
かつ確実な財政運営を堅持しつつ、町民
ニーズを的確に把握し、行政運営にまい進
してまいります。

　この思いを実現するため、５つの重点政
策を目標に取り組んでまいります。

【重点として取り組む政策】
〔農業の持続的発展〕
　第１に「農業の持続的発展」でございます。
　ＪＡピンネをはじめとした町内農業関係
団体並びに農機具メーカーと行政が一体と
なり、官民が連携した組織により進めてい
るスマート農業技術の開発・実証プロジェ
クト事業につきましては、これまでの実証
データをもとに、播種、田植えから収穫、
乾燥までの一連した農作業につきまして、
家族経営を基本としたスマート農業の更な

る高みを目指し、高品質で、かつ良食味米
の生産性の向上を図るとともに、未来へ向
けた持続可能な農業となるよう社会実装を
推進してまいります。

〔人口減少の抑制〕
　第２に「人口減少の抑制」でございます。
　平成27年度に人口減少の歯止めとして策
定した新十津川町総合戦略における施策の
展開により、昨年１年間で、転入者が転出
者を上回る社会増に転ずる喜ばしい結果と
なりました。当初、国立社会保障・人口問
題研究所が推計した人口予測値よりも人口
減少の抑制が図られ、これまでの定住促進
の取組が成果を上げていると受け止めてお
ります。今後も継続して集中的に取り組ま
なければならない最重要課題であることか
ら、総合戦略を２年間延長し、「子育て支
援と教育」を核として人口減少の抑制に努
めてまいります。

〔ＪＲ札沼線廃線に伴うまちづくり〕
　第３に「ＪＲ札沼線廃線に伴うまちづく
り」でございます。
　これまで長らく町民の皆さまに親しまれ
てきたＪＲ札沼線の一部区間が、５月７日
で廃線となります。廃線までの間、町民の
みならず訪れた大勢の方の心に深く刻まれ
るよう、様々なイベント等を通じて皆さま
を出迎え、有終の美を飾られるよう努めて
まいります。
　また、廃線後は、安全・安心な道路交通
網を整備するため、線路等の撤去、踏切と
交差する道路の改築を計画的に進めるほ
か、本町の中心部に位置する新十津川駅周
辺の街並み整備を行ってまいります。さら
には、これまで線路により分断されていた
沿線農地の大区画化などの基盤整備を計画
的に進めてまいります。

〔災害対策〕
　第４に「災害対策」でございます。
　地球温暖化の影響とも言われている昨今
の異常気象により、毎年のように、日本列
島のいたるところで災害が発生しており、
本町においてもいつ何時、大きな災害に見
舞われるかわかりません。
　万が一の大規模自然災害から町民の生
命・財産を守り、安全・安心な暮らしと本
町の持続的な発展を確保するためには、ま
ちづくり政策や産業政策も含めた様々な分
野におけるハード・ソフト両面にわたる総
合的な対策が必要となります。このため、
その指針となる国土強靭化地域計画を策定
し、災害に負けない強靭な地域づくりを推

進してまいります。
　昨年、道外では台風19号などで中小河川
が氾濫し、大規模な浸水被害が相次ぎまし
た。水害の未然防止のためには、河川の適
切な維持管理が重要なことから、本町が管
理する普通河川について、支障樹木の伐採
等を実施するとともに、堆積土砂管理計画
を定め、計画的な維持管理に努めてまいり
ます。

〔健全財政の維持〕
　第５に「健全財政の維持」でございます。
　多様化する住民ニーズを的確にとらえ、
持続可能な自治体経営を推進するため、選
択と集中をもって必要な事業に取り組み、
総合計画及び総合戦略の着実な推進を図り
ます。
　令和２年度の一般会計の当初予算額は、
前年度当初予算と比べ、36.5％増の87億
5,313万円と19年ぶりに80億円を超える予
算規模となっております。主に新庁舎建設
に係る事業費の増によるものですが、これ
まで計画的に積み立てた基金を財源に充て
るほか、有利な起債や国の補助を受け、一
般財源の抑制を図ることとしております。
　申し上げるまでもなく、財政の安定化は
行政運営の基本でありますから、限られた
予算の中で最大限の効果が図られるよう、
加えて、後年次に負担を残さぬよう、引き
続き国からの有利な地方財政措置を選択し
ていくとともに、自主財源の確保に努め、
効率的な財源活用を進めてまいります。
　また、新庁舎建設に合わせ、町民の皆さ
まの利便性が増す行政組織となるよう、所
掌事務を見直すほか、事務改善を積極的に
進め、効率的で生産性の高い行政運営に努
めてまいります。

【まちづくりの施策】
　次に、令和２年度における施策の主な事
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。
　先人たちから受け継いできた文化や歴史
だけでなく、本町の豊かな自然を守り育
て、自然からもたらされる恩恵についても
次の世代に確実に伝えていかねばなりませ
ん。町民一人ひとりが環境に対する意識を
高め、省エネルギーや省資源、自然環境の
保全などが図られる取組を推進してまいり
ます。
　また、町民の皆さまが、住み慣れたまち

町政執行方針町政執行方針
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で快適に暮らすことができるように生活基
盤の充実を図り、誰もが、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〕
　環境への取組におきましては、平成22年
に策定した新十津川町環境基本計画に基づ
き、総合的かつ計画的な環境施策を進めて
まいりました。これまでの10年間に、地球
温暖化の影響が大きいとされる異常気象、
マイクロプラスチックによる海洋汚染問
題、東日本大震災を契機とするエネルギー
政策の転換など、環境を取り巻く社会情勢
は大きく変化してきました。このことから
現在の社会的動向及び第１次計画の進捗状
況を踏まえ、令和元年度において第２次新
十津川町環境基本計画を策定しました。
　この計画に基づき、環境にやさしい循環
型のまちづくりを進めるため、環境配慮行
動の促進に向け、イベント時において生分
解性プラスチックレジ袋を配布し、啓発を
進めていくほか、ごみの減量化、３Ｒ運動
を推進してまいります。
　「燃やせるごみ」、「生ごみ」などの一般
ごみの収集につきましては、昨年、これま
で拠点収集としていた農村地区の戸別収集
に向けた実証を行った結果、本年度から一
部収集車の運行が困難な場所を除き、戸別
収集を行ってまいります。

〔生活基盤の充実〕
　人口減少の抑制を図り、本町への定住を
促進するため、平成26年度から実施してお
ります「定住促進事業」は、昨年12月末現
在267人の方が、この制度を利用し町外よ
り転入いただいており、一定の効果を見て
いるところですので、一部助成内容を見直
し、令和５年３月まで延長します。
　個人住宅の増改築やリフォームに対する
費用の一部を助成する「安心すまいる助成
事業」につきましても、町民が安心して住
み続けられる住環境の充実に加え、商工業
の振興に寄与していることから、町民の皆
さまが活用しやすい内容に変えて、引き続
き、実施してまいります。
　また、公営住宅においては、長寿命化計
画に基づき、計画的な維持管理、建て替え
を進めてまいります。
　ＪＲ札沼線廃線後の新十津川駅周辺の跡
地整備につきましては、昨年度来、町民の
皆さまに意見をいただきながら、協議・検
討を進め、基本構想を策定しましたので、
本年度、この構想に基づき、町民の憩い・
交流の場となるよう測量、実施設計に着手

します。

〔交通環境の整備〕
　町民の生活に欠かせない町道・橋梁等の
維持、整備につきましては、平成30年度よ
り計画的に進めております西１線歩道造成
のほか、菊水２号南通り及び菊水５条西通
りの道路改築並びに橋梁長寿命化計画に基
づいた補修工事を進めてまいります。
　また、ＪＲ札沼線廃線後の線路と交差す
る道路の整備につきましては、南４号線及
び南５号線の改築工事に着手し、快適な道
路環境を整備してまいります。
　平成25年度から地域公共交通としてス
タートした乗合ワゴン、乗合タクシーにつ
きましては、定着が図られているところで
はございますが、町内を走る中央バス路線
は、地域の人口減少と相まって乗車人数の
減少が見られ、加えて、運転手不足という
新たな問題に直面しております。
　日常生活の移動手段の確保のため、今後
の社会情勢や人口推移を見定めながら、関
係自治体、運行事業者などと連携・情報共
有を図るとともに、検討に当たっては、ス
クールバスや福祉バスなどの移動手段を含
めた再編成も視野に入れ、令和３年秋には
新たな地域公共交通として運行開始できる
よう、地域公共交通活性化協議会において
協議を進めてまいります。

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」でございます。
　子ども・高齢者・障がい者など全ての人々
が地域で暮らし、生きがいをともに創り、
高めあうことができる地域共生社会の実現
が求められています。これまでの「支え手
側」と「受け手側」に分かれるのではなく、
地域のあらゆる住民が役割を持ち、「我が
事」として主体的に参画するとともに、支
え合いながら、自分らしく活躍できる地域
コミュニティを醸成してまいります。
　さらには、育児、介護、障がい、貧困な
どが、複合化・複雑化した課題に対し、地
域ボランティア、社会福祉協議会や福祉団
体とともに、「丸ごと」受け止める場を構
築し、総合的な相談支援体制づくりを進め、
「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進を
図り、『健やかなまち』を目指してまいり
ます。

〔地域福祉の推進〕
　地域共生社会の実現には、福祉に携わる
人材の育成、みんなで支えあう仕組づくり、
みんなが安心して暮らしやすい地域づくり

が必要です。
　このため、これらの包括的な支援体制の
整備と地域における子ども、高齢者、障が
い者などの福祉に関し、一体的に取り組む
べき指針となる地域福祉計画を策定します。
　また、社会福祉協議会が運営するボラン
ティアセンターを核として、町内でのボラ
ンティア活動の充実と人材の確保、育成を
図るとともに、生活支援コーディネーター
による相談支援体制の拡充を進めてまいり
ます。

〔児童福祉の充実〕
　子育て支援につきましては、引き続き、
医療費、インフルエンザ予防接種、第３子
以降の給食費等無償化、得きっずカードの
配布を進めてまいります。
　また、児童館の内部修繕、エアコン設置
を行い、児童館や放課後児童クラブを利用
する子どもたちに対して、より良い環境を
提供します。

〔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
味活動の促進を図るため、ゆめりあ部会や
シニアいきいきクラブなどの活動の支援を
行うほか、ふるさと学園大学において、医
師による健康講座を開催します。
　また、すまいるあっぷ事業を各行政区会
館で継続的に実施し、地域活動への参加を
促し、心身の健康の維持、向上を図ってま
いります。
　高齢者の皆さまが、意欲と活力に満ちた
毎日を送るためには、身体の健康はもとよ
り、心の健康も重要となります。心の癒し
が、認知症を進行させる要因の一つである
「うつ状態」の改善に効果があると言われ
ていることから、セラピー人形を試験的に
導入し、その効果を検証してまいります。
　また、在宅において介護を行う側の身体
的負担を軽減するため、アシストスーツを
導入し、体験利用してもらうことで、その
効果を検証してまいります。

〔健康づくりの推進〕
　母子保健対策については、妊婦の一般健
診、超音波検査、産婦の健康診査に助成す
るとともに、妊婦から乳幼児期までの切れ
目のない、きめ細やかな健康相談と健診を
行ってまいります。
　新生児の出生1,000人に１人から２人の
割合で発現するといわれている先天性難聴
の早期発見のため、本年度から新たに聴覚
検査費用について助成をしてまいります。
これにより、早い段階での適切な支援につ
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なげ、障がいによる影響を最小限に抑える
ことで、子どもの健やかな成長と保護者の
育児不安の軽減を図ります。
　成人の健康診査については、引き続きピ
ロリ菌検査を含む各種がん検診や肝炎検診
等の自己負担額をワンコインの500円で実
施し、受診率の向上と疾病の早期発見によ
る重症化予防に努めます。
　また、健康づくりは、普段からの運動が
非常に大切でありますので、教育委員会と
連携し「１・１運動」の啓発を図り、運動
を取り入れた健康づくりに取り組んでまい
ります。

３　みんなでつくる豊かなまち
　三つ目は、「みんなでつくる豊かなまち」
です。
　本町は、稲作を中心とする農業を基幹産
業として発展してきました。農業は、食料
の安定供給はもとより、美しい農村景観の
形成といった多面的な機能を有しており、
将来にわたってしっかりと守っていかなけ
ればならない「まちの財産」であります。
この農業を着実に成長させていくよう努め
るとともに、林業、商業、工業、観光の振
興に向けた支援を推進するほか、産業間の
多様な交流や連携により新たな地域資源や
産業の創出、そして魅力的な観光資源の整
備を進め、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〕
　本年で２年目となるスマート農業技術の
開発・実証プロジェクトにつきましては、
昨年度の実証から、同じ圃場内であっても
米のタンパク値と収量に差があることが
データ化されました。本年度はそのデータ
を活用し、施肥量を自動調整する可変施肥
に取り組み、圃場内での品質均一化を図る
とともに、品質向上及び収量増加に取り組
んでまいります。さらには、自動操縦とな
る農薬散布ドローンを活用するなど、水田
経営に係る一般的な労働時間の４割削減を
目標として、実証実験を行ってまいります。
　これまでの農業経営のイメージから「格
好いい」「稼げる」「感動する」、新３Ｋ農
業をカタチにし、魅力ある農業を推進して
まいります。
　特産品開発については、全道一の作付を
誇る酒米の白糠を活用すべく、食品の専門
研究機関である農業・食品産業技術総合研
究機構と共同研究したところ、酒米粉甘味
料「お米シロップ」が完成しました。その
甘味料の特性を活かしたパンを大手コンビ
ニエンスストアにて、販売できないか協議

を重ねたところ、コラボ商品として販売す
るに至りました。引き続き、その活用を積
極的にＰＲしていくほか、地域おこし協力
隊と連携し、酒米粉を活用した新たな商品
開発を進めるとともに、新十津川酒米ブラ
ンドを広く発信してまいります。
　アライグマによる農業被害対策について
は、北海道立総合研究機構の協力を得て、
生態調査を実施するとともに、農業者を中
心に捕獲協力をしていただいております。
本年度は、出産前の捕獲を強化するため６
月までの期間を重点捕獲期間と定め、生息
数の減少対策に努め農業被害の抑制を図っ
てまいります。
　本町のアライグマの捕獲対策は、フロン
トランナーとしての取組であると自負して
おりますので、北海道と緊密な連携の上、
外来生物であるアライグマの根絶に向けた
効果的な対策強化を一層推進するととも
に、近隣自治体にも働きかけ、圏域連携に
よる生息数の減少に努めてまいります。

〔林業の振興〕
　森林の整備につきましては、そらち森林
組合と連携のもと、森林環境譲与税を財源
として、間伐などの森林の整備が進展する
対策を講じることで、適正な森林の管理が
図られるよう執り進めてまいります。
　また、木材の利用促進を図るとともに、
環境に配慮した本町独自の自然エネルギー
の活用策として、木質バイオマスボイラー
施設を建設し、スポーツセンター、温水プー
ル、グリーンパークしんとつかわの３施設
への熱源供給を行ってまいります。

〔商工業の振興〕
　商工業の振興につきましては、新十津川
町商工会が行う経営改善普及事業や地域振
興事業へ引き続き支援していくほか、地元
消費拡大及び活性化のため、ポイントカー
ドシステム更新に対して助成をしてまいり
ます。
　事業所に対しましては、店舗の新増改築、
商品開発、ひとづくりに対する支援や借入
金の償還利子補給を実施し、経営の安定化
と雇用の拡大を促進するとともに、町内経
済の活性化を図ってまいります。

〔観光の振興〕
　町民の皆さまから意見をいただき検討を
進めてまいりましたふるさと公園の再整備
は、大型遊具等の設置、園内遊歩道の整備
など、ファミリー層の集客が見込める魅力
的な公園を目指し、実施設計を行います。
　母村十津川村及び奈良県との三者協定の

締結から２年半が経過しました。昨年は、
奈良県で４回、農・特産品の販売を行い、
本町と奈良県のつながりを積極的にＰＲし
たほか、本町の事業所が、奈良県内の特産
物を使用した互産互生の新商品を開発する
など、母村及び奈良県とのつながりが、少
しずつ実となって表れています。今後も継
続して農特産品の宣伝販売、観光情報の発
信を相互に進め、友好・交流の絆を深めて
まいります。
　さらに、本年度は、本町の生誕の歴史、
母村・母県とのこれまでの交流を広く町民
に知ってもらうため、母村を訪問する団体
等に対し、費用の一部を助成するほか、十
津川村縁ツアーを企画し、町民の皆さまに
母村十津川村を訪問する機会を創出し、歴
史及び文化を体感していただくこととして
おります。
　ＪＲ札沼線の廃線まで、残りわずかとな
りました。ラストランの５月６日について
は、ＪＲ北海道主催のセレモニーが行われ
ることとなっておりますが、華を添えるべ
く、新十津川町観光協会と連携し、町民の
みならず、来訪者の方々の思い出に残るラ
ストランイベントを開催します。

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。
　町民の生命と財産を守るため、豪雨、暴
風、地震など自然の猛威に対して、ハード・
ソフト両面から体制の整備を図るととも
に、防犯、防火、交通安全対策を関係機関
と連携強化し、生活安全の充実に努め、穏
やかなくらしを実現できる『安心なまち』
を目指してまいります。

〔防災体制の充実〕
　防災対策につきましては、「自助・共助・
公助」の連携が重要です。「自助・共助」に
つきましては、防災対策専門員を地域に派
遣し、「自分の命は自分で守る」ことを普
及啓発していくとともに、自主防災会にお
ける防災訓練を積極的に推奨し、防災に対
する意識の向上を図ってまいります。
「公助」につきましては、災害時の情報伝
達に必要な防災行政無線をデジタル化する
とともに、各家庭に配備する個別受信機を
録音機能のついた機器に更新してまいりま
す。
　また、災害発生を前提に、起こりうる状
況を想定して迅速かつ円滑な防災行動を取
るため、昨年から検討を進めてきた本町の
実情に対応した災害タイムラインの実証を
行い、災害時の事前防災行動がスムーズに
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図られる体制を構築してまいります。

〔防犯・交通安全〕
　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、引き
続き青色回転灯防犯パトロールを実施して
まいります。
　また、高齢者を狙った特殊詐欺は、年々
手口が巧妙化し、道内でも被害が後を絶た
ないことから、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。
　本年２月末で、町内の死亡交通事故死ゼ
ロが連続854日となりました。今後も悲惨
な交通事故根絶に向けて、安全・安心推進
協会及び交通安全指導員会との連携によ
り、交通安全に対する町民の更なる意識向
上が図られるよう啓発活動を推進してまい
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」
です。
　グローバル化や人工知能・ＡＩなどの技
術革新が急速に進み、社会の変化が予測困
難なこれからの時代に、子ども達が心身と
もにたくましく、自ら課題を見つけ、自ら
学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よ
りよい社会や人生を切り開いていく「生き
抜く力」を育んでいかなければなりません。
　本年４月から小学校で新たな学習指導要
領が実施され、３・４年生での外国語活動
が行われます。加えてプログラミング教育
の必修化など社会の変化を見据えた新たな
学びへと進化します。
　未来を担う子どもたちが明るく元気に育
ち、これから生き抜いていくために必要な
資質、能力を身に付けられるように、また、
我々大人も生涯に亘り、学び続けられる環
境の創出など、教育行政につきましては、
総合教育会議を中心に、教育委員会と十分
な意思疎通を図り、町民が自ら学び自立実
現を達成できる『学びのまち』を目指して
まいります。

６　みんなとともに歩むまち
　六つ目は、「みんなとともに歩むまち」
です。
　町民誰もが住み良いまちと実感できるよ
うにするためには、町民一人ひとりや団体
などが、郷土愛をもってまちづくりに参画
していくことが重要であります。今後とも、
町民の皆さまが「このまちに住んでよかっ
た」と実感できるまちづくりを推進するた
め、情報の共有や町民活動の支援を進める

とともに、町民に開かれた行財政運営を推
進し、町民と『ともに歩むまち』を目指し
てまいります。

〔協働のまちづくり〕
　令和３年度をもって新十津川町総合計画
は最終年度となることから、次期総合計画
の策定に向けての協議を進めてまいりま
す。策定に当たっては、総合行政審議会を
母体として、協議していくこととしており
ますが、まちづくり基本条例の定めに則り、
町民の参加と意見の反映が適切にできるよ
う、様々な分野の方に委員として参画いた
だくことを期待しているところです。あわ
せて、まちづくり懇談会や、住民アンケー
トなどの手法により、町民の皆さまの意見
を聞き、より良い計画となるよう進めてま
いります。

〔住民参加の促進〕
　地域コミュニティについては、人口減少、
少子高齢化が進行する中において、地域の
安全・安心な生活のため益々重要性が高
まっております。地域住民の共助の根幹と
なる行政区において、活発なコミュニティ
活動を行っていただくため、引き続き行政
区活動に対する支援を行ってまいります。
　また、町民の皆さまと情報共有を図るた
め、まちづくり懇談会を開催するほか、広
報やまちづくり読本等を通じて、行政が持
つ情報を積極的に発信してまいります。

〔町の魅力発信〕
　スマートフォンの普及で、幅広い年齢層
の方々がインターネットを利用するように
なり、今やホームページやＳＮＳ等は、行
政の情報発信の手段として、重要な役割を
担っています。
　このことから、本町の魅力を広く町内外
に知ってもらえるよう、町ホームページに
よる動画配信や若者が広く利用している
Twitterなどを活用し、積極的な情報発信
に努めてまいります。
　本町の応援大使である西村京太郎氏の著
書、十津川警部シリーズ「札沼線の愛と死
　新十津川町を行く」のテレビドラマ化が
決定しました。本町にとっては、「新十津川」
という町名を全国に発信できる千載一遇の
機会ととらえ、町内での撮影に当たっては、
積極的に支援・協力を行ってまいります。

〔庁舎建設〕
　昨年から本体工事がスタートした役場新
庁舎は、順調に工事が進み、本年中には、
完成する予定です。

　本年は新たに車庫の解体・新築工事を行
うとともに、新庁舎に設置する備品等の整
備に着手します。
　また、役場前庭の外構整備に関連して、
現庁舎の歴史とともに、これまでの風雪に
耐え、大きく成長したメタセコイアを伐採
します。その木材は、破砕した上で、除湿・
消臭効果のある複合炭素材に加工し、有効
活用します。
　新庁舎の供用開始は、令和３年５月を予
定しておりますが、その後に現庁舎の解体、
駐車場整備などすべての工事の完了は、令
和４年５月末の予定となっておりますの
で、それまでの間、皆さまには、ご不便を
おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よ
ろしくお願いいたします。
　
〔開町130年〕
　開町130年という記念すべき節目を迎え、
町民の皆さまとともに、先人たちの残した
歴史を振り返り、未来を担う子どもたちの
記憶に残る130年記念事業として、小学生、
保護者及び町民による、人文字アートを描
くとともに、開町100年以降の史実を編纂
するほか、本町の街並みや景色を写真、動
画として保存し、後世に伝え残す取組を進
めてまいります。

【おわりに】
　以上、令和２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。
　本年は、十二支のはじめである「子年」
であります。「子」はもともと増えるという
意味の「孳

し

」という漢字で、新しい生命が
種子の中に萌

きざ

し始める状態を表し、新しい
物事がはじまる年になると言われています。
　これまで蒔いてきた「まちづくりの種」
が、この「令和」という新しい時代において、
しっかりと成長し、大きな花を咲かせられ
るよう、最大限の努力を続けてまいります
ので、町議会議員並びに町民の皆さまには
一層のご理解とご協力を賜りますよう、心
からお願い申し上げ、町政執行の所信表明
とさせていただきます。



9

みんなでつくる住みよいまち

〈令和２年度　予算〉

１

１

　　環境の保全①　環境の保全

ごみの収集・処理	 1億3326万円
（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）

　家庭から出されるごみの収集運搬とごみ処理施
設の管理を行います。
　令和２年度から、ごみの戸別収集を一部地域を
除く全町に拡大して実施します。
　また、家電、衣類、廃食用油の無料回収を引き
続き行います。

【無料回収の対象】
項　目 回収場所

小型家電製品
（テレビなどを除く）

役場１階
回収ＢＯＸ

衣類、かばん、靴など
（下着などを除く）

役場１階
住民課窓口

廃食用油
（固形のものを除く）

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	 90万円
町の負担	 １億1736万円

　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、日ごろから不法投棄を未然に防
ぐ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。

【不法投棄の状況】

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１

テ レ ビ 6台 3台 2台 4台 3台

電化製品 7台 15台 4台 14台 3台

タ イ ヤ 103本 0本 40本 2本 0本

そ の 他 20件 20件 13件 31件 47件
※町施設・敷地の実績

不法投棄ごみの対策	 39万円
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みんなでつくる住みよいまち

１

環境を保全する活動	 24万円

空き家対策	 49万円 合併処理浄化槽の設置の支援	 309万円

火葬場施設の運営	 5004万円
（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）

　広報などでの周知や町内イベントにおける「土
に還る」レジ袋の使用に取り組み、使い捨てプラ
スチック削減の推進や省資源化に向けたＰＲ活動
を行います。

○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進め
ています。
　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。
　町内に建築資材の飛散や倒壊の恐れがある危険
な空き家があれば、情報提供をお願いします。

○空き家・空き地バンク
　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。
　空き家バンクへの登録は無料ですが、所有者に
よる登録申請が必要です。

登録 成約
空き地 74件 52件
空き家 16件 13件

　滝川市、赤平市、雨竜町と共同で運営する火葬
場「滝の川斎苑」の運営費と老朽化した「滝の川
斎苑」の改築にかかる経費を一部負担します。
　新しい斎苑は令和元年度から２年かけて建設し、
令和３年度から使用できる予定です。

　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。
　令和２年度から、本体工事の助成額を増額し、
新築と増改築を伴わない合併処理浄化槽に転換す
る場合の助成を拡充しました。
【助成の内容】

人槽区分 助成額
５人槽 35万2000円
６～７人槽 44万1000円
８人槽以上 58万8000円
合併処理浄化槽への転換に係る
単独処理浄化槽撤去費※１ 最大９万円

合併処理浄化槽への転換に係る
宅内配管経費※２ 最大30万円

※１新築と増改築を伴わない単独処理浄化槽からの転換に限る。
※２新築と増改築を伴わない単独処理浄化槽か汲み取り便槽から

の転換に限る。

＜財源内訳＞
　道の補助金など　103万円
　町の負担　　　　206万円

※イメージ
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和２年度　予算〉

１

　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

定住・移住の助成	 6495万円
（担当：総務課企画調整グループ）

○住宅取得助成
　令和元年度で制度が終了したため、助成金額な
ど一部見直しを行い令和２年度以降も助成を行い
ます。
　町内に新築（中古）住宅を取得した方に助成金
を交付します。令和元年度は新築26件、中古７件
の申請がありました。

住宅 対象 施工業者 助成額

新築
転入者

町内 180万円
町外 150万円

町内者
町内 150万円
町外 130万円

中古
転入者 80万円
町内者 50万円

・申請者（の配偶者）の親が町内在住の場合、20
万円を加算

・さらに中学生以下のお子さんお一人につき15万
円分のふれあい商品券を交付

○アパート建築助成
　町内にアパートを建築した方に建設費の一部を
助成します。平成29年度に３棟20戸、令和元年度
に１棟６戸が建設されました。
【助成の内容】

住宅 町内業者 町外業者
１戸あたり 100万円 60万円
１棟あたり上限 1000万円 600万円

○移住体験ツアー
　定住するときの不安を解消するため、日帰り型
と宿泊型の２タイプを設定します。
日帰り型：参加費無料
　　　　　工芸体験コースとまつり体験コース
宿泊型：参加費１万円
　　　　２泊３日ヴィラ徳富に宿泊

住宅のリフォーム助成	 2100万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　令和元年度で制度が終了したため、助成金額など一部見直しを行い、令和２年度以降も助成を行います。
　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。

【期　　間】　令和５年３月31日まで
※工事着手日の14日前までに交付申請が必要です。

【申請回数】　同一の住宅につき２回まで申請することが可能（助成金の合計額40万円まで）
※令和２年３月31日までに助成を受けている場合でも、２回まで申請が可能です。

【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）
【要　　件】　・町内施工業者が実施

・助成対象経費の合計額が25万円以上
・工事完了が交付申請をする年度の末日まで

【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（上限40万円）
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みんなでつくる住みよいまち

１

住宅の耐震化への助成	 704万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　住宅の耐震診断、耐震改修工事と老朽化などが
理由で使用していない住宅の解体工事を行う場合
助成金を交付します。
　なお、この事業は令和２年度で終了となります
ので、交付申請時期や工事の完了時期にご注意願
います。
【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
（上限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
（上限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
（上限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	 639万円

新十津川駅周辺の跡地整備	 3200万円
（担当：建設課土木グループ）

　ＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十津川間）の
廃線が決まったことから、地域や関係団体の方と
協議を重ね、跡地整備の基本計画を策定しました。
　令和２年度は、基本計画に基づき測量と調査設
計を行い、令和３年度に工事を行います。

【基本計画の内容】
・交通のアクセスを改善するため、新たに東西を

結ぶ道路を造成します。
・周辺住民の憩い・交流の場を創出し、終着駅の

記憶と風景を継承する公園を整備します。
・新たに住宅地を整備します。

＜財源内訳＞
　札沼線跡地整備基金　3200万円

公営住宅の維持管理	 5189万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅366戸の管理を行います。
　また、平成29年度に見直した公営住宅等長寿命
化計画に基づき白樺団地（２棟８戸）と菊水北団
地（１棟16戸）の屋根の張り替えと外壁塗装の工
事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1442万円
家賃など使用料	 1436万円
町の負担	 2311万円

アクセス道路

空知中央病院

入口広場

入口広場

文京団地

小学校グラウンド

散策の森

メモリアル広場

入口広場

入口広場

園路

園路

園路

住宅地

住宅地
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和２年度　予算〉

１

地域公共交通の確保	 2773万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　町内の交通手段を確保するため、北海道中央バスへの運行助成のほか、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。
　また、利用者の減少、運転手不足などを受けて、今後の公共交通のあり方を検討し、地域公共交通を再
編します。

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・予約制
・平日3.5便、土日祝３便
・徳富区と総進区、大和区、橋本区の一部

⇔中央地区⇔滝川市内

○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・予約制
・平日土曜３便、日祝２便
・中央地区⇔弥生区⇔花月区⇔砂川市内

○北海道中央バス
・ふるさと公園線　平日５便、土日祝４便
・滝川北竜線　平日４便、土日祝１便
・滝川浦臼線　平日５便、土日祝４便

公共下水道の整備	 1億9597万円
（担当：建設課都市管理グループ）

みどり中継ポンプ場

　下水道管やポンプ場など公共下水道施設の管理
を行うほか石狩川流域下水道施設の運営費を負担
します。
　令和２年度は、最適な施設管理を行うため、管
路、みどり中継ポンプ場などの下水道施設全体を
対象としたストックマネジメント計画を策定しま
す。

　　交通環境の充実③　交通環境の充実
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みんなでつくる住みよいまち

１

町道の改修	 8800万円
（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町道に改善します。
　令和２年度は小学校前のバス停車帯を拡張し、スクールバスで通学する子どもたちの安全を確保します。

【道路工事】
①菊水団地内道路改築工事（平成30～令和７年度）

全体計画：菊水２条通り外22路線
工事区間：菊水２号南通り、菊水５条西通り
工事内容：舗装打ち替え、縁石取り替え（全低

下）
延　　長：330ｍ
幅　　員：車道5.5ｍ＋歩道1.25ｍ×2（両側）

②西１線歩道造成工事（令和元～２年度）
全体計画：南４号線から南５号線（西側）
工事区間：南５号線から北側370ｍ
工事内容：歩道の新規造成
延　　長：370ｍ
幅　　員：2.5ｍ

③西２線バス停車帯拡張工事（令和２年度）
工事区間：小学校前バス停車帯
工事内容：停車帯の拡張
停車線長：52ｍ（うち、バス停留車線27ｍ）
幅　　員：3.5ｍ

町道踏切部分の改修	 9255万円
（担当：建設課土木グループ）

　ＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十津川間）の
廃線に伴い、３年計画で14カ所の踏切箇所の道路
改修を行います。
　道路勾配などの修正による見通しの確保のほ
か、事故が多い交差点（南４号線×西１線）にガー
ドレールなどの安全対策を行います。

④踏切の改良工事（令和２～４年度）
全体計画：南４号線～南17号線まで（14カ所）
工事区間：南４号線と南５号線の２カ所
工事内容：踏切の撤去、道路勾配の改良、

交差点の安全対策
延　　長：南４号線190ｍ

南５号線 40ｍ

＜財源内訳＞
国の補助金	 2388万円
札沼線跡地整備基金	 2186万円
町の負担	 4681万円

橋りょうの修繕	 7400万円
（担当：建設課土木グループ）

　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。

【橋りょう工事】
⑤恵水橋補修工事（令和２～３年度）

橋長：66.4ｍ、幅員：4.0ｍ
工事内容：下部工・支承・伸縮装置補修

【橋りょう補修設計】
⑥越智橋補修設計業務

橋長：7.4ｍ、幅員：8.25ｍ
【橋りょうの定期点検】　12橋の定期点検

＜財源内訳＞
国の補助金　2775万円
町の負担　　4625万円
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〈令和２年度　予算〉

１
①菊水団地

④南４号線（踏切部の道路改良）

④南５号線（踏切部の道路改良）
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１

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　環境の保全
狂犬病の予防 9万円 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 290万円 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 39万円 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 1274万円 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 743万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
し尿処理施設の運営 670万円 し尿処理施設（奈井江浄化センター）の運営費を負担する
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 68万円 町有住宅21戸を管理します
建築事務 21万円 建築法令の研修、技術講習会などに参加します
都市整備推進事務 122万円 都市計画審議会の開催や都市計画図の変更を行います
都市公園などの管理 2217万円 都市公園内を管理し、樹木のせん定を行います
西空知広域水道企業団負担金 1562万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対し負担します
農業集落排水事業特別会計繰出金 2521万円 花月と大和農業集落の下水処理経費を特別会計へ繰出します
３　交通環境の充実
ＪＲ札沼線跡地整備基金 4億9035万円 ＪＲ北海道所有施設の撤去・整備費用を積み立てます
土木管理事務 160万円 土木工事積算システムの管理を行います
道路の管理 4490万円 町道約380㎞の管理や舗装の補修工事などを行います
道路台帳の管理 79万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します
道路の維持車両の管理 1763万円 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

町道の除排雪	 1億5671万円
（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、路面や道
幅の安全性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186㎞、歩道13㎞、排
雪延長は38㎞です。

＜財源内訳＞
国の補助金　　　320万円
町の負担　　1億5351万円
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みんなでつくる健やかなまち

〈令和２年度　予算〉

２

２

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

得きっずカードの配付	 933万円誕生記念品のプレゼント	 184万円
（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）

　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、ゆめりあで得きっずカードを配付
しています。
　町内のポイントカード会加盟団体でお買い物を
して500Ｐ貯めると5000円分のお買い物または、
ふれあい商品券と交換することができます。
　また、ポイントが付くイベントなどに参加する
ことでポイントを貯めることができます。
【対象】高校生以下の子どもがいる世帯、妊婦
【有効期限】令和３年３月31日（水）
【配付枚数】

子どもの人数 配付枚数

１人 ５枚

２人 ６枚

３人以上 ７枚

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 933万円

　お子さんの誕生を記念し、母村・十津川村産の
木材を使用した誕生記念品をプレゼントします。

【お子さん誕生のとき】
・アニマルカー
・ままごとセット　のどちらか１点

【１歳の誕生日】
・キッズチェア（誕生日と名前の刻印入り）

アニマルカー ままごとセット
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みんなでつくる健やかなまち

２

児童館の運営	 1062万円

幼児教育の無償化	 5598万円

（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）

　児童館は、主に小中学生が楽しく安全に遊べる
施設です。
　放課後の楽しい遊びやイベントを通して、友達
づくり、能力の発達をサポートします。
　また、発達障がいや発達遅延が心配される児童
に対し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。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 1万円
町の負担	 1061万円

　子ども・子育て支援法の改正により、令和元年
10月１日から幼稚園、保育所、認定子ども園など
を利用する３～５歳児と住民税非課税世帯の０～
２歳児の保育料が無償となりました。（バスの送迎
費用や主食費などは、無償化の対象外です）
　なお、町独自で副食費を月額上限4500円まで助
成します。

【対象】
・３～５歳児
・住民税非課税世帯の２歳児以下
【その他】
・無償化には、申請手続きが必要となる場合があ

ります。（一時預かり、認可外保育園など）

＜財源内訳＞
国の補助金	 2616万円
道の補助金	 1366万円
子ども夢基金	 248万円
町の負担	 1368万円

子育て支援センターの運営	 763万円

保育園の管理運営と病後児保育	 1億1812万円

（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）

　子育て支援センターは、親子で楽しめる季節に
合わせた行事や保護者がリフレッシュできるイベ
ントを開催しています。
　また、子育て中の保護者の仲間づくりをサポー
トします。
　スマホアプリ「LINE」からイベント情報を確
認したり、申し込みができますのでご利用くださ
い。

＜財源内訳＞
国の補助金	 173万円
道の補助金	 173万円
町の負担	 417万円

○保育園の運営
　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、０～２歳の第３子以降の保育料を保護者
の所得に関わらず、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。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 352万円
子ども夢基金	 1051万円
町の負担	 1億409万円

アプリダウンロード
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〈令和２年度　予算〉

２

放課後児童クラブの運営	 1135万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　放課後児童クラブは、就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象に、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２階で開設しています。
　利用は、事前登録制で、就労証明書などの提出が必要です。登録した方は、利用の有無に関わらず、月
額1500円の利用料がかかります。
　令和２年度は、児童が過ごしやすい環境を整備するため、活動場所にエアコンを設置します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 189万円
道の補助金	 189万円
利用者の負担金	 72万円
町の負担	 685万円

障がいのある方への生活支援	 1271万円 障がい福祉サービス	 2億7846万円
（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）

　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の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　480万円
道の補助金　240万円
町の負担　　551万円

　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】
・家事援助など
・施設などで昼間の活動を支援
・住まいの場を提供
・就労の場を提供

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億3813万円
道の補助金	 6906万円
町の負担	 7127万円

　　障がい者福祉の充実②　障がい者福祉の充実
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２

シニア世代のいきがいづくり	 82万円

高齢者世帯などの除雪支援	 915万円

（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）

　60歳以上のシニア世代が、充実した明るい笑顔が満ちあふれたいきがいのある生活を送れるように、運
動教室や一般教養講座の開催、サークル活動の支援などを行います。

○ふるさと学園大学
　楽しみながら、知識や教養を身に着けることができるよう年間８回の講義と年に１回の見学旅行を予定
しています。講義の際は、送迎バスを利用できます。
○シニアいきいきクラブ
　元気で意欲のあるシニア世代を目指し、新たな生きがいや趣味、仲間づくりができるように講座を実施
します。
○ゆめりあ部会
　陶芸、大正琴、カラオケ、木工、舞踊、短歌、マージャ
ン、書道、卓球、コーラスの10部会が月に２～４回程度、
ゆめりあで活動しています。自分の趣味に合わせて入るこ
とができ、複数の部会に加入することも可能です。部会の
日は送迎バスを利用できます。
＜財源内訳＞

空知中部広域連合の負担	 57万円
北海道高齢者医療広域連合の負担金	 4万円
参加者負担金	 2万円
町の負担	 19万円

　高齢者世帯などの冬期間の除雪作業の生活を支援するため、除雪費用を助成します。

○高齢者世帯などへの除雪費の助成
　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を
業者に委託した場合、費用の半分を助成します（助成上限５万円）。
　70歳未満でも障がいの区分によって対象となる場合があります。

○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
難路を確保するため、11～３月の期間、除
雪サービスを行います。
　除雪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）で、サービス内容に応じて利用料がか
かります。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 36万円
町の負担	 879万円

　　高齢者福祉の充実③　高齢者福祉の充実
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みんなでつくる健やかなまち

〈令和２年度　予算〉

２

健康づくり対策	 596万円
（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）に基づき、町民の方が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、健康づくり対策として、講演会を開催します。
　また、糖尿病性腎症重症化予防対策や減塩対策などを重点に、食生活改善の意識向上を図るための活動
を推進します。

項目 取組内容

健康づくり講演会 健康づくりの意識を高めるため
に、講演会を開催

糖尿病性腎症重症化予防対策 人工透析を予防するため、訪問
栄養指導や出前栄養相談を実施

減塩対策
・町内事業所で減塩体験、健康

チェックコーナーの設置
・健診受診者へ特典の配布

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 46万円
地域支援助成金	 20万円
町の負担	 530万円

高齢者介護の総合的な支援	 812万円 高齢者の生活課題の相談・支援	 709万円
（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）

　高齢者の総合的な支援や相談を行う地域包括支
援センターの運営経費の一部を負担します。
　高齢者の介護が、より負担なく行うことができ
るよう、福祉用具の積極的な活用を推進します。
　令和２年度から精神的安定効果があると言われ
るセラピー人形と腰痛予防効果がある介護者用の
装具を試験導入します。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合の負担金　812万円

　高齢者が生活していく上で抱えているさまざま
な課題について相談を受け、解決や支援方法を検
討する相談員（生活支援コーディネーター）を、
新十津川町社会福祉協議会に委託し配置します。
　なお、相談はゆめりあで受け付けるほか、各行
政区で実施するすまいるあっぷ事業でも受け付け
ています。

＜財源内訳＞
　空知中部広域連合の負担金　709万円

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進
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みんなでつくる健やかなまち

２

がん検診・ピロリ菌検査	 964万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　ワンコイン（500円）検診を継続し、全てのがん検診を１検診につき自己負担額500円で受けられるよう
助成します。
　また、30歳代女性の乳がん検診とピロリ菌検査も各500円で受けられるよう助成します。
　ピロリ菌検査を行うことで、胃炎や胃がんなどの病気の早期発見・治療につながります。

【がん検診の種類】
検診名 内容 対象

胃がん バリウム検査
30歳以上肺がん 胸部レントゲン検査

大腸がん 便検査（潜血反応）
前立腺がん 血液検査 50歳以上の男性
子宮頸がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性（２年に１回）
卵巣検査 卵巣エコー検査 子宮頸がん検診受診者
乳がん マンモグラフィー検査 30歳以上の女性（２年に１回）
ピロリ菌検査 血液検査 20歳以上の未検査者

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 14万円
受診者負担金	 125万円
町の負担	 825万円

風しん予防対策	 282万円 インフルエンザ予防接種の助成	 740万円
（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）

　令和元年度から３年間、昭和37年４月２日から
昭和54年４月１日に生まれた男性を対象に、風し
んの抗体検査と予防接種の全額助成を行います。
　令和２年度は、一部の対象者に、抗体検査と予
防接種の無料クーポン券を送付します。
　なお、今年クーポン券が送付されない対象者も、
無料で抗体検査などを受けることができますので、
お問い合わせください。
　予防接種の前に必ず抗体検査を行う必要があり、
検査で十分な抗体価が確認された方は、予防接種
の対象外になります。

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で接種
した場合に妊婦や中学生以下の子どもの接種費用
を全額助成します。
　また、65歳以上の方は、自己負担額1000円で予
防接種ができるよう助成を行います。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 87万円
町の負担	 653万円
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〈令和２年度　予算〉

２

不妊治療費の助成	 120万円乳幼児健康診査・相談	 99万円
（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）

　一般不妊治療、特定不妊治療を行っている方を
対象に、費用の一部を助成します。

【不妊治療の種類】
治療の区分 助成額

一般不妊治療 １年間の治療費の自己負担総額
に対し、20万円を上限

特定不妊治療
北海道からの助成額を除いた１
回の治療費自己負担額に対し、
10万円を上限

　乳幼児の健全な成長発達を支援するため、乳幼
児健康診査・健康相談、歯科保健事業（フッ素塗
布、新十津川保育園・新十津川幼稚園でのむし歯
予防教室）を実施します。
　また、令和２年度から先天性難聴の早期発見の
ために、新生児聴覚検査（初回検査分）の費用を
全額助成します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 4万円
道の補助金	 4万円
町の負担	 91万円

健康体力増進室の運営	 509万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　町民の体力づくり、健康増進、生活習慣病予防を目的として、ゆめりあ健康体力増進室の管理運営を行
います。
　令和２年度は、老朽化した自転車（エアロバイク）４台とストレッチマット一式を更新します。

＜財源内訳＞
利用者負担金	 120万円
町の負担	 389万円

自転車（５台中４台を更新） ストレッチマット
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国民健康保険の運営	 2億7475万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　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
運営しています。
　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と
し、病気の早期発見・早期治療に努めます。

＜財源内訳＞
国の補助金	 869万円
道の補助金	 2764万円
加入者の保険税	 1億8096万円
預金利子など	 37万円
町の負担	 5709万円

後期高齢者医療保険の運営	 2億3447万円
（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、医療費負担金などを運営費とし
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＞
道の補助金	 2406万円
加入者の保険料	 8071万円
過年度保険料の還付金	 10万円
町の負担	 1億2960万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

高校生までの医療費無料化	 2127万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　北海道では、就学前児童の入院・通院と小学生
の入院のみを対象とする医療費助成を実施してい
ます。
　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、その
助成内容を町独自に拡大し、高校生までの医療費
（保険診療分）の全額を助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 256万円
高額療養費保険者負担	 9万円
子ども夢基金	 1862万円
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
児童手当の支給 8620万円 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
保育所広域入所負担金 367万円 町外保育所を利用した乳幼児の保育園運営費を負担します
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1746万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 180万円 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
障がい福祉サービスなど負担金の還付金 300万円 過年度分の障がい福祉サービスなどの精算に伴う還付金です
北海道難病連の支援 1万円 北海道難病連の活動経費の一部を負担します
機能訓練交通費の助成 8万円 重症心身障がい者の機能訓練施設への交通費を助成します
社会復帰施設などの交通費の助成 78万円 精神障がい者の社会復帰施設への交通費を助成します
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
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
地域活動支援センターの運営 666万円 障がいのある方の活動支援施設の運営費を負担します
子ども通園センターの運営 980万円 障がい児の療育通所施設の運営費を負担します
３　高齢者福祉の充実
福祉バスの運営 151万円 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 175万円 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 88万円 町老人クラブ連合会の活動を支援します
介護予防対象者への訪問介護 402万円 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 554万円 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 13万円 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
介護予防活動の推進 1084万円 介護予防活動やボランティア活動を推進します
認知症の総合的な支援 197万円 認知症の普及や予防活動、初期集中支援を行います
老人福祉施設への入所支援 774万円 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 40万円 緊急通報システムの設置費用を助成します
在宅要援護者の通院支援 16万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
居宅介護住宅改修費の支援 60万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費の一部を助成します
介護保険の運営負担 1億3164万円 空知中部広域連合（保険者）の介護保険運営費を負担します
医療・介護の体制整備 61万円 住民が医療、介護を適切に受けられるよう体制を整備します
成年後見制度の支援 61万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します
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２

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
４　健康づくりの充実
子ども法定予防接種 931万円 子どもに必要な定期予防接種を行います
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 114万円 高齢者の肺炎球菌予防接種の助成を行います
予防接種健康被害調査委員会の開催 3万円 予防接種の健康被害に関する調査委員会を開催します
保健事務 49万円 保健衛生に関する事務を行います
成人健康診査 342万円 若年者健診やエキノコックス症検診などを行います
成人健康診査２次健診 44万円 糖負荷検査や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 172万円 後期高齢者健診を行います
妊産婦健康診査と相談 499万円 妊婦一般健診、超音波検査、産婦健診を行います
総合健康福祉センターの管理 7125万円 ゆめりあの管理運営を行います
栄養指導 64万円 食生活改善の意識向上を図るため、食育活動を推進します
５　医療環境の充実
訪問看護 77万円 訪問看護サービスの提供体制を確保します
救急医療体制の整備 98万円 休日や夜間に救急患者が受診できる医療体制を確保します
重度心身障がい者の医療費助成 1566万円 重度心身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 281万円 母子家庭、父子家庭などの医療費を助成します
未熟児養育の医療費助成 31万円 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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　農作業の省力化、効率化を行う中で、最先端技術を活用した「スマート農業」が注目されています。
　スマート農業推進のため「ＧＰＳ機能付き田植機」と「農薬散布用ドローン」の購入費用を助成します。
　また、農林水産省の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を令和元年度から開始し、ロボッ
トトラクター、ＧＰＳ機能付き田植機などを導入して作業の効率化やデータの収集を行いました。
　令和２年度は収集したデータを活用し、肥料の散布量を自動調整する「可変施肥」などの新たな技術に
取り組みます。

　　農業の振興①　農業の振興

スマート農業機械の購入助成	 1750万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

ＧＰＳ機能付き田植機
助成額　20 ～ 30 万円

農薬散布用ドローン
助成率　３割（上限 50 万円）

ＧＰＳのアンテナ
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酒米粉を活用した商品の開発	 1065万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　酒米粉について平成28年度から茨城県つくば市にある農研機構と共同研究を行い、甘味料や製パン改良
剤としての活用方法を発見しました。同時に、これらを原料とする商品開発を進め、令和元年度は、道内
のセイコーマート全店で、甘味料入りのパン２種類が発売されました。（現在は、販売を終了しています。）
　引き続き地域おこし協力隊とともに、これまでの研究成果や農研機構からのアドバイスを生かした特産
品の開発を進めます。
　また、酒米粉のさらなる有効活用を進めるため、甘味料を製造する際に発生する副産物の活用方法を研
究します。

セイコーマートで販売されたパン 酒米粉を活用したピザ（試作中）

農産物のＰＲ	 65万円ピンネ農業公社の支援	 1073万円
（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）

　町の安全で安心な農産品などを広くＰＲしてい
ます。
　札幌市内で行っている直売会を８回程度計画し
ているほか、北海道庁で開催される赤れんがフェ
スタへの参加やチラシの配布を行い町の農産物を
ＰＲします。

　農家の高齢化や担い手不足から、町の基幹産業
である農地の荒廃につながる可能性があります。
　これらの問題に対処し、新規就農者等が就農し
やすい環境を整えるため、担い手の育成やスマー
ト農業の推進など、農地・農業を守る取り組みを
行うピンネ農業公社の事業を支援します。
　なお、ピンネ農業公社は令和元年度から新規就
農者技術修得センターの管理も行っています。

しいたけハウス
（新規就農者技術修得センターに新設） 札幌で開催している直売会
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線路施設の撤去	 7718万円

有害鳥獣の駆除	 1180万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　ＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十津川間）の廃線に伴い、新十津川駅跡地の利活用、線路で分断され
ている田の整備、河川断面を阻害している鉄道橋の撤去など将来を見据えたまちづくりを進めていきます。
　令和２年度からＪＲ札沼線の線路施設の撤去を３年計画で行います。

【全体計画】
線路施設撤去調査設計
線路施設の撤去　7764ｍ
駅の解体　３カ所
電柱など電気設備の撤去
鉄道橋の撤去　８カ所

【令和２年度の計画】
線路施設撤去調査設計業務
電柱の撤去	
鉄道橋の撤去　２橋（樺戸川、高田５号線川）

＜財源内訳＞
札沼線跡地整備基金　7718万円

○エゾシカ対策
　エゾシカによる農業被害を防止するため、猟友会に駆除を委託するとともに、猟銃の狩猟免許など取得
費用の助成やくくりわなの貸し出しも行います。
　なお、捕獲したエゾシカは浦臼町に開設された食肉加工施設に搬入し、ジビエとして活用される予定です。

○アライグマ対策
　増え続けるアライグマによる農業被害を防止するため、研究機
関の協力を受けて令和元年度から生息調査を行っています。
　生息調査は３年間行い、捕獲数の目標設定や効果的な捕獲方法
の確立を目指します。
　また、捕獲効率が高いアライグマの出産・授乳時期である３月
から６月までを重点捕獲期間として定め、期間中はアライグマ捕
獲金を2000円に増額する（通常は1600円）など対策を強化します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 472万円
町の負担	 708万円

箱わなで捕獲したアライグマ

シカ用くくりわな
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森林整備の促進	 396万円町有林の管理	 487万円
（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）

　町内の森林で伐採に適齢となった木を切り、加
工施設まで運ぶ費用の一部を助成します。
　費用の一部を助成することにより、森林の整備
を促し、適切な森林環境を保ちます。

＜財源内訳＞
森林環境譲与税基金	 396万円

　幼木の成長や森林の環境を整備するため、幌加
地区の町有林、総進地区「創造の森」、学園地区「百
年の森」の下草刈りを行います。
　また、百年の森は、令和元年度にトドマツを伐
採した場所にクリーンラーチという木の苗を2000
本植栽します。

　　林業の振興②　林業の振興

木質バイオマスボイラーの設置と運営	 3億7282万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　町の森林資源を有効活用した地球温暖化対策として、森林から搬出された伐採木の木質チップを燃料と
する木質バイオマスボイラーを導入します。
　５月下旬から１月下旬に工事を行い、ふるさと公園内に建屋を建設しボイラーを設置します。そこから
グリーンパーク、スポーツセンター、温水プールまでの熱導管を敷設し、２月には熱の供給を開始予定です。
　経費の節減が可能になるとともに、二酸化炭素の排出量は年774tが削減される計画です。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億4582万円
施設の負担	 205万円
町の負担	 2億2495万円

百年の森植栽予定地

導入するボイラー（600ｋＷ）

伐採の様子
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商工会への支援	 1964万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　商工会が行うスタンプラリー、商店街ポイント
システムの更新、その他商工業振興に関する活動
を支援します。

　　商工業の振興③　商工業の振興

中小企業者などへの支援	 6552万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

○企業施設設置の優遇措置
【対象】
　町内で企業施設を新たに設置、
増設、町有地に移設した企業

種類 投資額の要件

新設・移設 1000万円以上

増設 500万円以上

【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、交付上限年間
1000万円）

・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正規雇用者
（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、総額年500万円）

○町内中小企業者への助成
【対象】
　新十津川町商工会に加入してい
る中小企業者
【支援内容】
・店舗の新築、改装など
対象経費の２分の１～４分の３
を助成（上限あり）

・地場産品の開発など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・生産性の向上、販売促進の取り
組み、観光資源の調査研究など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・知識、技術を習得するための研
修受講など
対象経費の２分の１を助成（上
限１人15万円）

・人材の確保に関する活動
対象経費の３分の２を助成（上
限50万円）

○事業資金保障融資
【対象】
　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】
　融資のあっせんや利子の補助

種類 限度額

設備資金 1000万円

運転資金  500万円

特別資金 2500万円
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奈良県・十津川村三者協定ＰＲ	 363万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　奈良県・十津川村・新十津川町の三者協定による、特産品や観光情報のＰＲを行います。
　東京都にある奈良県のアンテナショップや十津川村のイベントなどで、ＪＡピンネ、商工会、振興公社
と連携協力し新十津川町の農特産物をＰＲ、販売します。
　ふるさとまつり、味覚まつり、雪まつりのイベントで十津川村産きのこなどの特産品を販売するほか、
物産館（くじら館）で奈良県や十津川村の特産品を取り扱います。
　また、令和２年度は十津川村置村130年を迎えます。
　十津川村を訪問し地元団体との情報交換や交流、農特産物のＰＲ、観光情報の共有・発信を行う団体な
どに訪問費用の一部を支援します。
　十津川村と奈良県を訪問し三者の縁を深めるツアーも実施し、参加する町民の費用の一部を助成します。

［農特産物のＰＲ販売の主な予定］
・ＪＡならけん「まほろばキッチン」（奈良県橿

かし

原
はら

市）
・十津川村のイベント
・ＪＡピンネフェア（奈良県内）
・奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）

　　観光の振興④　観光の振興

奈良県十津川村 北海道新十津川町

観光ＰＲの推進	 767万円札沼線の廃線に向けた取り組み	 1405万円
（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）

○新十津川町応援大使の任命・活動促進
　各分野の第一線で活躍する町ゆかりの方を応援
大使に任命し、町の魅力を発信していただきます。
令和元年度までに、作家の西村京太郎さん、彫刻
家の五十嵐威暢さん、歌手のさだまさしさんを大
使に任命しています。

○「とつかわこめぞー」活用によるＰＲ
　各種イベントへの出演やキャラクター関連グッ
ズにより、町のＰＲ、イメージアップを図ります。

○体験型観光ツアーの開催
　旅行会社による町への体験型観光ツアーの実施
を８回予定しています。

　５月７日のＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十
津川間）廃線を控え、多くの方が町を訪れること
が予想されるため、来町者へのおもてなしや特産
品のＰＲなどに関する企画を実施または支援しま
す。
　また、産業活性化支援員の３人が、新十津川駅
観光案内所を拠点とし、駅来訪者へのおもてなし
環境の充実や町の観光情報発信を行います。
　協力隊員は、自身の町内での起業や定住に向け
た調査・研究にも取り組みます。
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ふるさと公園のリニューアル	 1683万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　新十津川町観光振興計画（平成30年度～令和
４年度）に基づき、新十津川町の観光拠点「ふ
るさと公園」のリニューアル（再整備）事業を
実施します。
　これまで、町民、ふるさと公園内の施設関係
者、観光協会や町職員などによる検討を経て、
主に公園の東側を整備する計画となりました。
　令和２年度は、整備する区域の測量、青少年
交流キャンプ村拡充の実施設計、公園の顔とな
る水景施設のデザインを決定していきます。
　工事期間は、令和３年度と４年度を予定して
います。
　リニューアル後のグランドオープンは、令和
５年ゴールデンウィークとなる見込みです。

【コンセプト】
○遊び・ＰＲ

・水遊びスペースやふわふわドームなど
遊具設置

・公園の“顔”となるメインエリア空間
の設定

○安全・誘導
・安全性の確保
・保護者が見守る場所の確保（日陰のあ

る休憩施設など）
・駐車スペースの確保
・遊歩道の設置
○快適・清潔

・テーブル付きベンチの設置
・手洗い、水飲みなど水道施設の設置
・トイレ、授乳、オムツ替え場所の確保
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就労者の支援 225万円 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
新規就農者技術修得センターの備品整備 232万円 新規就農者技術修得センターの機械などを整備します
農業委員会の活動 998万円 農業委員会の活動費です
農業者年金事務 226万円 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 農地台帳の保守管理を行います
農業事務 243万円 農政事務全般にかかる経費です
営農振興対策協議会の支援 48万円 農業振興の関係機関でつくる協議会を支援します
水土里情報システムの活用 58万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
経営所得安定対策直接支払推進事業助成金 679万円 地域農業再生協議会に対し事務費を助成します
農業経営基盤強化資金利子の助成 103万円 認定農業者の借入資金の利子補給を行います
農民協議会の支援 60万円 農業者で組織する農民協議会を支援します
多面的機能支払交付金 1億5972万円 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 1億3498万円 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 1196万円 環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します
畜産業事務 2万円 畜産業事務全般にかかる経費です
学園牧場の管理 162万円 町営牧場の管理を行います
家畜診療の支援 40万円 農業共済組合の家畜診療を支援します
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運営費を負担します
21世紀高生産基盤整備推進協議会の運営 160万円 基盤整備を推進する協議会の運営費を負担します
国営造成施設管理体制整備の促進 1781万円 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） 2839万円 新十津川ダムなど国の土地改良施設を管理します
基幹水利施設の管理（徳富ダム地区） 4752万円 徳富ダムを水源とした国の土地改良施設を管理します
２　林業の振興
林業事務 142万円 林業事務全般にかかる経費です
林道の管理 386万円 林道５路線の管理を行います
民有林への植樹活動の支援 499万円 伐採後の植林活動を支援します
林野の火災予消防対策 14万円 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 11万円 野ネズミによる森林被害の防止対策を支援します
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 6万円 国道沿いの商店街の植樹ますに花を植栽します
中小企業者への借入資金の利子補給 297万円 国や北海道の融資制度利用者に利子を助成します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
４　観光の振興
ふるさと公園の管理 1842万円 ふるさと公園の管理を行います
青少年交流キャンプ村の管理 202万円 キャンプ村の管理を行います
文化伝習館の管理 987万円 文化伝習館の管理を行います
文化伝習館での工芸体験 951万円 文化伝習館で工芸体験や講座を行います
新十津川物語記念館の管理 312万円 新十津川物語記念館の管理を行います
吉野地区活性化センターの管理 706万円 吉野地区活性化センターの管理を行います
吉野公園の管理 335万円 吉野公園の管理を行います
吉野駐車公園の管理 57万円 駐車場と園地の管理を行います
ふるさとまつり・雪まつりの共催 754万円 ふるさとまつり・雪まつりに共催します
イベント開催の支援 111万円 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 観光協会の活動を支援します
ふるさと温泉の支援 900万円 ふるさと温泉の管理を支援します
サンヒルズ・サライなどの管理委託 3580万円 サライなど４施設の運営を委託します
５　雇用の創出
通年雇用の促進 2万円 季節労働者の通年雇用を促進する協議会への負担金です
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対し助成します
地域職業訓練センター協会の支援 56万円 労働者などの教育訓練施設を運営する協会への負担金です
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４
　　消防・救急体制の充実①　消防・救急体制の充実

滝川地区広域消防事務組合の運営	 1億7185万円
（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費、救急資機材の購入費などです。

４
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　　防災体制の充実②　防災体制の充実

防災行政無線のデジタル化	 2億163万円
（担当：建設課土木グループ）

　防災行政無線のデジタル化として、令和元年度は
役場新庁舎に設置する放送機械や屋外スピーカー送
信機などを製作しました。
　令和２年度は、新庁舎に放送機械を設置し、屋外
スピーカー送信機や各家庭の戸別受信機をデジタル
機に交換します。
　また、みどり区と青葉区に屋外スピーカーを新設
し、地域防災力の強化を図ります。

【新しい戸別受信機】
・音質が良くなります。
・録音機能が付き、聞き逃した放送を後で聞

くことができます。
・約３日間の長期停電に対応できます。
・ＪＡピンネ組合員を対象に営農情報を放送

します。

【戸別受信機の交換】
・戸別受信機は、無償で令和３年１月から３

月までに交換する予定です。
・交換後すぐに利用ができます。
・工事を請け負った業者が各家庭を訪問し、

交換作業を行います。
・電波の受信状況により、屋外アンテナが必

要になる家庭があります。

排水機場の管理	 6103万円
（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、中小河川の水が石狩川に流れないときに、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。
　万一の大雨に備え、いつでも迅速に排水できるよう、水防団による水防訓練を行っています。
　水防団員への報酬、排水機場の点検整備などのほか、令和２年度は機能診断結果から改修が必要な３カ
所の排水機場（下記位置図 の場所）を３年計画で整備します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 180万円
道の補助金	 3415万円
浦臼町の負担	 230万円
町の負担	 2278万円

戸別受信機のイメージ
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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	 199万円

（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・安心推進協会の活動を支援します。
　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＞
道の負担	 68万円
町の負担	 131万円

　　生活安全体制の充実③　生活安全体制の充実

河川の維持管理	 8383万円地域防災力の強化	 828万円
（担当：建設課土木グループ）（担当：災害対策事務局）

　町が管理する河川の土砂上げや倒木の処理など
を行い、集中豪雨などによる洪水被害の軽減を
行っています。
　また、老朽化した排水路の改修も進め、農地な
どの冠水被害軽減に努めます。
　令和２年度は大和北10号排水路（長さ840ｍ）
の改修工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 4039万円
道の補助金	 1028万円
町の負担	 3316万円

　防災体制の整備や自主防災会などに防災研修支
援を行います。

○自主防災会の活動支援
　町と自主防災会が連携し、防災研修の開催や避
難所マニュアル作成など防災知識の向上を目指し
ます。
○防災用衛星無線設備の更新
　災害時の情報伝達手段である北海道総合行政情
報ネットワーク衛星無線の設備更新を行います。

中央区防災研修
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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 41万円 発電機や衛星携帯電話などの管理を行います

防災センターの管理 15万円 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 17万円 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 5万円 山などでの遭難者発生時の捜索活動を支援します

樋門樋管の管理 137万円 北海道から受託した樋門樋管を管理します

徳富川ラブリバー推進協議会の支援 13万円 徳富川の環境保全団体の活動を支援します

融雪出水被害の防止 30万円 雪でふさがった河川の雪割りを行い農地への冠水を防ぎます

２　生活安全体制の充実

中央地区市街街路灯の維持管理 523万円 中央地区市街地の街路灯の維持管理を行います

交通安全の推進 176万円 交通安全指導員の支援と交通安全指導車の管理を行います

交通安全施設の管理 16万円 交通検問所や交通安全看板・赤色回転灯の管理を行います
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５

　　学校教育の充実①　学校教育の充実

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　旧文京区会館跡地を駐車場として整備し、スクールバス乗降のためにバスレーンを拡張するほか、新た
に前庭遊具を整備し、安心安全な学校施設を提供します。

小学校の前庭整備	 5000万円

５

バスレーン拡張

駐　車　場

古い遊具の撤去

校　舎

西１線

遊　具　等
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小・中学校教育の推進	 4854万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

○学習支援サポーターの増員
　学習サポートを小学校３年生以上にも行うた
め、学習支援サポーターを１人増やします。

○漢字検定の助成
　小学校６年生以上が対象です。

○新小１日防災教育の実施
　避難訓練などを行います。

○ＩＣＴ機器導入
　情報活用能力の育成のため、小中学校に無線Ｌ
ＡＮ整備を行います。

学校運営協議会の運営	 77万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校運営協議会を年４回開催し、学校経営方針
の承認、学校評価を基にした児童生徒の現状共有
を行っています。
　また、地域と学校との協働活動を推進するため
「学習支援部会」「地域支援部会」「環境支援部会」
の３部会を設け、学校が必要とする支援や地域が
できることについて協議を行っています。意見を
踏まえて、学校・家庭・地域が一体となって、子
どもの成長を支援する取り組みを推進しています。

育英奨学金の貸付	 1718万円
（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、健康で学習意欲のある人に無利
子で奨学金を貸し付けます。

学校 月額 入学金 返済

高校
１万円
以　内

５年
以内

短大
専修学校など ４万円

以　内
28万円
以　内

７年
以内

大学
高等専門学校

10年
以内

学校給食の提供	 8587万円
（担当：学校給食センター）

　町の特産品や生鮮野菜による手作りの献立をよ
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
校に就学する児童生徒の給食費は１食当たり50円
を支援し、第３子以降の給食費を無料にします。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 4468万円
雨竜町の負担	 669万円
子ども夢基金	 464万円
町の負担	 2986万円
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５

　　社会教育の充実②　社会教育の充実

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　助成期間を令和４年度まで延長します。
　町内に住所を有し、高等学校、特別支援学校、高等専門学校へ通学する生徒の保護者を対象に、通学費
の２分の１（上限２万円）を助成します。

Ａ高校：助成額5000円（対象経費10000円）
Ｂ高校：助成額6000円（対象経費12000円）
Ｃ高校：助成対象外　（対象経費10000円以下のため）

高等学校等遠距離通学費の助成	 216万円

芸術鑑賞	 305万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年代の方に、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、優れた音響の施設で、多用途に使用できます。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。
　令和２年度は、スタインウェイを使用したクラシックコンサートとジャズコンサートを予定しています。
　来場した皆さんに魅力あるステージを提供します。

【開催予定】

開催予定月 内　　容

４月 スリールトリオコンサート

９月 ルパンジャズライブ2020

Sourire	Trio（スリールトリオ）
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アートの森の管理運営	 873万円

開拓記念館の管理	 318万円

（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）

　アートの森（かぜのび）の施設で、彫刻家の五十嵐威暢氏の作品を快適に鑑賞できるように、テントウ
ムシやカメムシの防虫対策を行います。
　防虫効果のあるハーブの定植や害虫の侵入を防ぐために壁の隙間や軒下にウレタンを注入するほか、侵
入した害虫の駆除を行います。
　また、かぜのびの指導を受けて、小学４年生を対象に工作授業を実施し、創造心の育成に努めます。
　開設10年を迎え、かぜのびが行う記念事業を支援するとともに展示方法の見直しを行い、魅力ある施設
づくりに努めます。

　ＪＲ札沼線への関心の高まりに合わせて、開拓記念館の入館者が増加しています。
　これに対応するために、５月から10月まで休まず開館し、新十津川駅や鉄道関係物品の展示を行います。
　開町130年に合わせて、旧北海道庁赤レンガで展示している、入植時の測量風景を描いた「入植地測設
の図」（昭和45年作）を借用し、特別展として展示します。

＜財源内訳＞
入館料	 15万円
町の負担	 303万円
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スポーツの推進	 1061万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　体育協会では、幼児から高齢者まで、１日１回
スポーツに取り組める環境づくりに努めています。
　新十津川スポーツクラブが開催するスポーツ教
室の運営経費を負担します。
　また、町内外から多くのランナーが参加するピ
ンネシリ登山マラソン実行委員会や少年団活動を
支援するほか、雑誌『Number』やヤフーニュー
スにスポーツ記事を掲載する本町出身のスポーツ
ライター矢内由美子さんを招き講演会を行います。

＜財源内訳＞
教室参加費	 78万円
町の負担	 983万円

ふるさと公園内体育施設の管理	 5578万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　スポーツセンターをはじめとする、ふるさと公
園内体育施設の管理運営を体育協会に委託します。
　ふるさと公園内体育施設は、建設から30年が経
過し、修繕する個所が増えてきています。大規模
な修繕は町が実施し、適正な維持管理に努めます。

そっち岳スキー場の管理	 1523万円
（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。
　リフトの整備や点検などを行い、スキー場を安
全に利用できるよう管理します。
　なお、町内在住の小中学生は、リフトを無料で
使用できます。

＜財源内訳＞
リフト使用料など	 886万円
町の負担	 637万円

文化スポーツ大会の参加費助成	 405万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　予選を勝ち抜き出場する全道・全国規模の大会
の出場経費を助成します。
　小中学生は、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を行い、保護者の
負担軽減を図ります。
　全国大会に出場する選手には、オリジナルＴ
シャツをプレゼントし、全国大会開催地で着用し
てもらうことで、町のＰＲにつなげるとともに郷
土愛を育みます。
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女性団体連絡協議会への支援	 28万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　各地区の女性団体や各種イベントに参加をして
いる女性団体連絡協議会が、より活性化するため
の支援を行います。

子ども会育成者連絡協議会への支援	 98万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　子どもの成長には体験活動、ボランティア活動、
異世代間交流が重要といわれる中で、子ども会の
活動が見直されています。
　全町子ども会かるた大会、リーダー研修会、社
会見学など子ども会育成者連絡協議会の活動を支
援します。

図書館の利用促進	 94万円 絵本とのふれあい	 28万円
（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、
ギャラリーコンサート、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。
　また、借りた本の記録を残せる読書通帳を活用
し、楽しみながら読書する活動を行います。
　新刊本や話題の本などをお知らせする図書館だ
よりを発行します。

　読書習慣の定着のため、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
て支援員が読み聞かせを行い、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。



46 〈令和２年度　予算〉

みんなでつくる学びのまち

５

事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会の運営 13万円 雨竜町と共同で、子どものいじめ防止対策を行います
新十津川農業高等学校の支援 400万円 新十津川農業高等学校に教育推進のための支援をします
小学校校舎などの管理 2332万円 小学校校舎の管理を行います
小学校の運営 287万円 学校の円滑な運営のため事務職員を配置します
小学校の保健活動 159万円 児童の健康管理を行います
教職員の健康管理 108万円 町立学校職員の健康診断などを行います
教員住宅の管理 44万円 小中学校の教員住宅13戸の管理を行います
小学校特別支援教育の推進 606万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います
学校司書の配置 169万円 学校図書館の円滑な運営のため臨時司書を配置します
小学校就学の援助 318万円 要保護・準要保護世帯などを援助します
小中学生芸術鑑賞会の開催 90万円 雨竜町と共同で芸術鑑賞を行います
町立学校職員の教育研究 140万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
中学校校舎などの管理 2145万円 中学校校舎の管理を行います
中学校の運営 349万円 学校の円滑な運営のため事務職員を配置します
中学校の保健活動 37万円 生徒の健康管理を行います
スクールバスの運行 2917万円 スクールバスの運行・管理をします
武道場の管理 146万円 武道場の管理を行います
中学校特別支援教育の推進 6万円 特別支援教育の充実のため教材を購入します
部活動の支援 277万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を助成します
ＡＬＴの配置 887万円 小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を１人ずつ配置します
中学校就学の援助 347万円 要保護・準要保護世帯などを援助します
学校給食センターの管理 2234万円 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 356万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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 34万円 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
改善センターの管理 1340万円 農村環境改善センターの管理を行います
青年会館の管理 27万円 青年協議会に青年会館の管理を委託します
児童生徒の十津川村訪問 173万円 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 町青年団が母村を訪問し、十津川村青年団と交流します
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
青少年の教育の推進 228万円 青少年健全育成のつどいを開催します
文化スポーツ少年団の支援 150万円 少年団の活動費やユニフォーム購入費の一部を助成します
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
図書館の管理 1122万円 図書館の維持管理を行います
読書活動の推進 2209万円 図書資料の購入や資料貸し出しを行います
文化活動の推進 39万円 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 31万円 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 28万円 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
スポーツ体験学習の推進 68万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室などを開催します
学校体育館の開放 7万円 学校体育館を開放します
地域おこし協力隊支援（スポーツ振興） 100万円 地域おこし協力隊の起業を支援します
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 24万円 体育協会の活動を支援します
町民体育館の管理 75万円 中央体育館の管理を行います
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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	 1516万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　新十津川町の魅力を広く町内、北海道、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ます。

○第２回しんとつかわ動画コンテスト
　令和元年度に実施した第１回コンテストは24本（16人）の
応募がありました。
　令和２年度も引き続き町内外から、新十津川町を紹介する
30秒の動画を募集するコンテストを開催します。
・最優秀賞　現金10万円　１本
・特別賞　町内特産品１万円分　５本

○十津川警部シリーズ　テレビドラマ撮影
　町の応援大使西村京太郎さんの著書十津川警部シリーズ
『札沼線の愛と死　新十津川町を行く』を原作としたテレビ
ドラマの撮影を支援します。
　テレビ放送は○月頃を予定しています。 第１回コンテストポスター
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開町記念式の開催	 391万円
（担当：総務課総務グループ）

　先人の労苦をしのび、功績をたたえ、感謝し、
郷土を愛する心を養い、より良き新十津川町を築
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、式典には、母村十津川村をはじめ、多く
の方にご列席をいただいています。

＜財源内訳＞
参加者会費	 15万円
町の負担	 376万円

行政区活動への支援	 1976万円
（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、交付金を助成します。

【行政区が自ら提案、実施する活動】
・防災訓練などの自主防災活動
・交通防犯啓発やお年寄りの見守りなど地域の安全や安心を推進する活動
・郷土への愛着や伝統を伝える活動（盆踊り、神輿、演芸会など）
・通学路の花植えや花壇の整備などの景観整備活動

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

議会だよりの発行	 　50万円
（担当：議会事務局）

　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分かりや
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皆さん
とともに考えていけるよう、魅力のある紙面づく
りに取り組んでいきます。
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総合行政審議会の運営	 161万円 職員の研修派遣	 385万円
（担当：総務課企画調整グループ） （担当：総務課総務グループ）

　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
者委員で組織する審議会を設置しています。
　審議会では、環境基本計画など各種計画を審議
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。
　また、令和２年度は第６次総合計画策定のため
の審議を開始します。

　新十津川町人材育成基本方針に基づき、職員の
能力向上のため、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	 40万円
人づくり推進交付金	 40万円
町の負担	 305万円

　　行政の効率的な運営②　行政の効率的な運営

役場庁舎の建替え	 18億5424万円
（担当：庁舎建設推進事務局）

　平成31年３月から工事を進めている新しい役場庁舎は、令和２年12月に完成する予定です。
　引き渡しを受けた後は数カ月かけて移転の準備を進めます。５月の大型連休期間中に引っ越しを行い、
新庁舎での業務が始まります。

○役場庁舎や車庫の建設
　新庁舎の建設のほか、公用車や災害対応用物品などを入れる車庫・倉庫の建替えを行います。
　また、かぜのびにアトリエを構え、町の応援大使でもある彫刻家・デザイナーの五十嵐威暢さんが制作
したテラコッタ彫刻を新庁舎町民ホールに飾ります。

○新庁舎への移転準備
　備品の購入、通信・ネットワーク環境の
整備など、新庁舎で業務を行うために必要
な準備作業を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1818万円
庁舎建設基金	 3億4010万円
町の負担	 14億9596万円

建設工事中の新庁舎
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ふるさと応援寄附金の推進	 5625万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　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。
　寄附金は児童図書購入や公園管理、イベント開催などに活用しています。

【令和元年度寄附実績】（２月29日現在）
・寄附人数	 4881人
・寄附金額	 1億4582万9200円

【寄附金の活用】
・児童書の購入
・少年団、新十津川中学校運動部のユニフォーム購入
・陶芸まつり、ふるさとまつり、味覚まつり、雪まつりの開催
・道路の維持、都市公園の管理
・子どものインフルエンザなど予防接種費用の助成

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
功労者の表彰 99万円 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 300万円 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 北方領土返還に向けた署名活動を行います
行政区自治会館の管理 30万円 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 3万円 人権擁護委員の活動を支援します
総合行政システムの管理 1509万円 住民情報、保険、福祉、税などのシステム管理を行います
追悼式の開催 28万円 戦没者、開拓物故功労者、消防殉職者の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 2062万円 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 330万円 民生委員児童委員協議会の活動を支援します
赤十字奉仕団の支援 8万円 赤十字奉仕団の活動経費の一部を負担します
情報制度の審査 7万円 情報制度の審査を行います
広報誌の発行 285万円 広報しんとつかわを毎月発行します
まちづくり読本の作成 66万円 町の予算と概要を説明するまちづくり読本を発行します
ホームページの運営 76万円 町の情報をホームページ上で町内外へお知らせします

ふるさとまつりの開催
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
地上デジタルデータ放送での情報発信 59万円 ＵＨＢ地上デジタルデータ放送で文字情報を発信します
札沼線映像の保存 167万円 札沼線の映像記録を行い、ＤＶＤに保存します
空知地域創生推進事業 22万円 空知24市町で協力してＰＲをします
中空知定住自立圏しごと等魅力発信事業 5万円 中空知５市５町で合同企業説明会を開催します
２　行政の効率的な運営
議会・議員活動 593万円 議員の研修派遣や政務調査を行います
総務事務 888万円 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 108万円 新聞や官報などから情報を収集します
叙勲の伝達 87万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します
規程の審査 340万円 例規システムの管理などを行います
人事・給与の管理 60万円 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 財務全般にかかる事務経費です
財務会計の管理 258万円 町の予算執行（収入・支出）をシステムで管理します
庁舎の管理 2597万円 役場庁舎の管理を行います
普通財産の管理 1058万円 町が所有する土地や建物の管理、処分を行います
各施設の管理 1655万円 町が所有する施設の管理を行います
自動車の管理 437万円 町が所有する自動車の管理・更新を行います
電子機器の管理 2834万円 事務で使うコンピューターの管理を行います
庁舎管理 676万円 事務用品やコピー機の使用料などの事務費です
まちづくり事務 9万円 まちづくりに関する会議や研修会に出席します
行政評価の推進 12万円 町が進めている事業の評価と町民アンケートを行います
第６次総合計画の策定 20万円 第６次総合計画策定のため町民アンケートを行います
町税の賦課 752万円 税金を賦課します
町税の徴収 161万円 税金を徴収します
固定資産の評価替え 289万円 固定資産（土地）の評価額を見直し適正に賦課します
戸籍・住民票の発行 82万円 戸籍・住民票の発行などを行います
戸籍総合管理システムの管理 930万円 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 480万円 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
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
福祉事務 497万円 福祉事務にかかる事務経費です
保健福祉車両の管理 470万円 ゆめりあの公用車の管理を行います
国民年金事務 39万円 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
教育委員会の活動 242万円 教育委員会員の報酬、費用弁償です
教育委員会事務局事務 61万円 職員の出張旅費や参考図書などの購入費です
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
どの政策にも属さない仕事
議会議員の人件費 5217万円 議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です
要望活動 7万円 国の省庁などへ要望活動を行います
職員人件費 8億7075万円 詳しくは54ページをご覧ください
町政渉外事務 345万円 町長・副町長・教育長の出張旅費などです
職員の健康診断 293万円 職員の健康診断などを行います
非常勤職員の公務災害補償 37万円 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
新十津川望郷会の支援 30万円 本町出身者で構成する望郷会の運営を支援します
会計事務 271万円 収入と支出業務を行います
土地取引届け出事務 7万円 土地取引の届出書の事務処理を行います
開町130年記念事業 841万円 平成史編さんなどを行います（詳しくは64ページ）
公平委員会の運営 5万円 職員の利益を守るため、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 選挙管理委員会を運営します
統計調査 416万円 各種統計調査を行います
監査委員の活動 195万円 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
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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）
令和
元年度
A

令和
２年度
B

増減
（B－A）
C

増減率
C／A

令和
２年度の
人件費率

千円 千円 千円 ％ ％
858,420 870,744 12,324 1.44 9.95

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

道派遣受
入負担金

計
B

令和
２年度

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
103 393,768 83,005 163,831 14,000 654,604 6,355

特別職・議員の給与の状況　　令和２年４月１日現在

区 分 町　長 副町長 教育長

給料月額 784,000 631,000 568,000

期末手当 4.45月分

区 分 議　長 副議長 常任委員長
議会運営委員長 議　員

報酬月額 305,000 247,000 228,000 215,000

期末手当 4.40月分

ラスパイレス指数の状況

区 分 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｒ元年

指 数 値 96.7 96.8 96.5

※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	 令和２年度

区 分 新十津川町 北海道 国家公務員

大 学 卒 182,200円 182,200円 182,200円

高 校 卒 150,600円 150,600円 150,600円

一般行政職職員の給与の状況	 令和２年４月１日現在

区 分 新十津川町

平 均 給 料 月 額 312,967円

平 均 年 齢 41.3歳

期末・勤勉手当の状況	 令和２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 1.300月 0.950月 2.250月

12月期 1.300月 0.950月 2.250月

計 2.600月 1.900月 4.500月

部門別職員数

部　　門
職　員　数（人）

29年 増減 30年 増減 元年 増減 ２年

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

議 会 2 0 2 ▲1 1 1 2

総 務 28 ▲1 27 ▲1 26 0 26

税 務 6 0 6 0 6 0 6

労 働 0 0 0 0 0 0 0

農林水産 8 2 10 1 11 1 12

商 工 6 0 6 1 7 ▲1 6

土 木 11 ▲1 10 0 10 1 11

小 計 61 0 61 0 61 2 63

福
祉
関
係

民 生 13 ▲1 13 ▲1 12 2 14

衛 生 9 0 9 0 9 ▲1 8

小 計 22 ▲1 22 ▲1 21 1 22

一 般 行 政 計 83 ▲1 83 ▲1 82 3 85

特別
行政

教育部門 13 0 13 0 13 0 13

小 計 13 0 13 0 13 0 13

公
営
企
業
等

下 水 道 1 0 1 0 1 0 1

国 保 2 0 2 0 2 0 2

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0

小 計 3 0 3 0 3 0 3

総 合 計 99 ▲1 99 ▲1 98 3 101

※ただし、令和元年は６月１日現在
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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。
　その一つが外部評価で、総合行政審議会（総務部会）
委員が、行政内部だけでは気付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　山本　裕子さん
委　　員　大窪　敏文さん

入井智恵子さん
吉原　正樹さん
小玉　直輝さん
大井　義雄さん
沼澤　信彰さん
小野　由貴さん
長太　葉子さん

（住民生活部会より出席）
金行　健次さん
照井　光一さん
中根美枝子さん
上郡　香奈さん

◎外部評価の実施
　令和元年度は、７月から８月にかけて合計５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30年度に取り組んだ59施策
のうち12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。

◎総合行政審議会の総括意見

　今年５月１日から新元号「令和」となり、約30
年続いた平成の時代が終わりを告げました。本町
においても、札沼線の廃線決定、新庁舎の建設工
事開始など新たな局面を迎えています。

　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30年度に実施された
59施策のうち12施策について、評価を行いました。

　年代や性別が異なる委員で構成された総合行政
審議会総務部会で、施策への理解を深め、述べた
評価や意見は今後の施策展開に生かしてほしいと
思います。
　また、地域公共交通やスポーツ大会助成、安心
すまいる助成など既に実施している事業は、ＰＲ
や事業促進に取り組まれていますが、制度の見直
しや拡充を行い、更なる向上を図ってほしいと思
います。

　　令和元年度外部評価結果報告②　令和元年度外部評価結果報告

　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19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～

◎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。
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外部評価調書【平成30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30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

ご
み
処
理
体
制
の
整
備

◆ごみの適正な分別など
ごみの減量方法を啓発

◆ごみ焼却施設「中・北
空知エネクリーン（歌
志内市）」の施設運営
費用の負担

①不法投棄をするのは町外の方が多いと聞きますので、啓蒙活動を継続し、防
犯カメラの設置を検討するなど本町では捨てられないといった状況も必要だ
と思います。

②町民みんなでごみを減らすために、ごみの減量や少量化の方法・アイディア
などを広報誌に掲載すると良いと思います。

住
民
参
加
の
促
進

住
民
活
動
の
支
援

◆住民が主体的に行う地
域活動（花植え、盆踊
りなど）に交付金を交
付

◆地域サポーター制度
（１行政区に職員３名
を配置）の実施

①開町記念式典開催事業の目標指標を出席率100％としていますが、出席者の
高齢化が進んでいる中、目標が高すぎると思いますので、目標を見直すと良
いと思います。

②住民活動が促進されるような支援策を今後も検討してほしいと思います。

生
活
基
盤
の
充
実

住
宅
の
整
備

◆住宅取得助成事業の実
施（新築：最大200万円、
中古：最大100万円）

◆アパート新築助成（１
棟最大1000万円）、公
営住宅の運営

◆住宅リフォーム助成
（最大50万円）、解体
工事助成（最大30万円）

①安心すまいる事業が最終年となり、受注先の町内業者への発注が多すぎ、対
応できないと聞きますので、そういったことを考えて事業の継続案を検討す
ると良いと思います。

②空き家の需要はあり、一方で家を手放す方は今後増えていくと思いますので、
賃貸などの促進を検討すると良いと思います。

社
会
教
育
の
充
実

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

◆そっち岳スキー場の運
営、ピンネシリマラソ
ン大会の支援

◆ファイターズのトレー
ナーを講師に小学生ダ
ンスなどを開催

①スポーツ大会参加助成があり保護者などは大変助かっていますので、今後も
継続と柔軟な対応をしてほしいと思います。

②中央地区でスポーツをできる施設が少ないので、改善センターでもスポーツ
ができるように開放すると良いと思います。

③近年、スポーツ吹き矢に取り組んでいると思いますが、今後もニュースポー
ツを導入し、町民の参加が進むと良いと思います。

児
童
福
祉
の
充
実

子
育
て
支
援
の
充
実

◆中学生以下の子どもが
いる世帯に得きっず
カードの配付

◆子育て中の悩み相談な
どを行う「子育てすま
いる」を開催

①買い物だけでは、配布された得きっずカード全てを満点にすることが難しい
方もいると思いますので、児童館や図書館の利用でポイントを付与するなど
ポイントを貯めやすい仕組みを検討すると良いと思います。

②核家族化が進み、未就学児を少しの時間や数日預かってくれる施設があると、
子育て世帯が助かると思いますので、検討すると良いと思います。

健
康
の
増
進

健
康
の
増
進

◆健康づくりの町宣言50
周年記念事業「みんな
のラジオ体操」「健康
器具の設置」「三浦雄
一郎さん記念公演＆健
康フェア」を実施

①健康づくり50周年記念事業で実施していた血圧測定や骨密度測定など自分の
健康状態を把握できるようなイベントを年１回程度に行うと良いと思います。

②食生活改善推進員協議会が行っている教室は、女性の参加が多いと思います
ので、男性も参加しやすい教室の開催を検討すると良いと思います。

③健康体力増進室を町民の方にもっと利用してもらうために、特典を設けたり、
初心者向けの体験日を設定するなど検討すると良いと思います。



57

資料編

〈令和２年度　予算〉

資
料

　　　　　
町担当の所見 担当課

①不法投棄を発見した場合は原則として警察へ通報することとし、厳正に対処していきます。防犯カメ
ラの設置は、プライバシーへの配慮など課題もありますので、検討は慎重に進めます。

②ごみの減量化が進むよう、広報やチラシなどを活用し、周知に努めます。 住民課

①今後、案内者の高齢化により出席者が減少することが予想されるため、現状を考慮した目標指標の見
直しを検討します。

②行政区活動支援交付金の活用促進を図るとともに、行政区長連絡会議や役員会などから行政区の課題
を把握し、実状に即した支援を検討します。

住民課

①安心すまいる事業は、年間約65件の申請があり、発注時期が重なった場合に事業所が対応できないこ
ともあったと聞いています。町では、これまでの実績を検証し、より利用しやすい内容へと一部変更
し、令和４年度まで継続します。

②現在の空き家空き地バンク制度は、土地、家の売買のほか、賃貸も取り扱っています。今後も広報誌
での制度周知のほか、水道の閉栓手続きの際に制度案内を行います。

建設課

①スポーツ、芸術、文化の分野で、予選会などを経て参加する全道や全国大会出場者に、助成を行って
います。本町のスポーツ、芸術、文化分野の発展と愛好者の増加のため、助成を継続します。

②改善センターでは床や壁面に強い衝撃を受けることを避けるため、スポーツ競技は原則として、スポー
ツセンター利用をお願いしています。体操や軽スポーツなどの利用には開放していますのでご利用く
ださい。

③教育委員会は、体育協会や新十津川スポーツクラブと協力し、誰もがスポーツに取り組める機会を提
供するため、ニュースポーツや軽スポーツの講座を開催しています。これからも町民の体力増進や健
康づくりのため、スポーツの振興に取り組みます。

教育委員会

①現在は買い物、子育て支援センターイベント、図書館イベントの一部でポイントを付与しています。
これら以外の新たな付与方法について、検討を進めます。

②未就学児の一時預かりは、学校行事などの時にはボランティア団体（だっこの会）が行っています。
また、保育所でも一時保育を行っていますが、対応が難しい場合は町外施設の情報提供に努めます。

保健福祉課

①町内事業所でイベントを開催し、血圧測定など自分の健康が確認できる機会や健康管理のための情報
を入手できる場をつくり、町民の健康づくりを進めます。

②男性も気軽に参加できるよう、教室の内容や周知方法を工夫し実施します。

③より利用しやすいよう、使用料の見直しを行いました。また、初心者向けの初回利用は、開室日であ
ればいつでも時間制で予約可能です。今後もさまざまな機会を通して、健康体力増進室の利用の促進
を進めます

保健福祉課
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外部評価調書【平成30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30年度の
主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

交
通
環
境
の
充
実

地
域
公
共
交
通
の
確
保

◆誠和運輸による乗合ワ
ゴン（徳富ー滝川）、
北星ハイヤー（花月ー
砂川）による乗合タク
シーの支援

①公共交通は可能な限り現状維持をしてほしいですが、将来的に交通体系を考
えていく必要があると思います。

②免許証を自主返納された町民の方に、バスの回数券を助成するなど公共交通
を使っていただく対策を検討すると良いと思います。

③乗合タクシーやワゴンは、乗降場所や運行時間が充実していれば、利用され
る方が増えるかもしれませんので、運行時間の見直しを検討すると良いと思
います。

消
防
・
救
急
体
制
の
充
実

消
防
活
動
の
充
実

◆滝川地区広域消防事務
組合（滝川・芦別・赤
平・雨竜）の運営経費
を負担

◆消防団の運営、消火栓
など消防施設の更新

①火災警報器の設置普及を推進しているかと思いますが、設置して電池が切れ
ている方がいますので、定期的なチェック・メンテナンス等についても周知
すると良いと思います。

②火災警報器の設置を周知する手段として、自主防災会の防災研修を利用する
と良いと思います。

農
業
の
振
興

安
定
経
営
の
促
進

◆スマート農業推進のた
め、ＧＰＳ田植機の購
入助成

◆学園牧場の運営

①農業は今後も町にとって大切な基幹産業ですので、農家が作り続けられるよ
うスマート農業の開発、支援を継続してほしいです。

②夏場のみ雇用でパートさんを募集しても、なかなか募集がないので、農作業
のない冬場の仕事を町で紹介して通年雇用できるような支援をしてほしいで
す。

③酒米粉を給食やゆめりあ加工室利用者への提供などを通してＰＲを進め、特
許を生かせるような町独自の特産品の開発を進めてほしいです。

農
業
の
振
興

有
害
鳥
獣
駆
除
対
策
の
促
進

◆猟友会によるキツネ・
シカなどの駆除

◆アライグマ用わなの貸
し出し、講習会の開催

①有害鳥獣駆除の取り組みについて、農業者以外の人が知る機会は少ないと思
います。

②農家で被害に遭う方が増えていますので、取り組みを続けてほしいです。

③浦臼町でジビエのモデル事業を取り組んでいると思います。処理までの時間
も関係があるようですが、町でも食肉加工など有効活用できる方法を検討す
ると良いと思います。収入を得ることができ、狩猟した獲物も無駄になりま
せんので、良いと思います。

観
光
の
振
興

観
光
情
報
の
発
信

◆ふるさとまつり、雪ま
つり、陶芸まつり、味
覚まつりの開催

◆ＪＲ札沼線終着駅に観
光案内所を設置

◆「新十津川物語」アン
コール放送鑑賞会の開
催

①道外にＰＲできる良い機会ですので、今後も奈良県での農特産品のＰＲ活動
を継続してほしいと思います。

②以前はふるさと公園から国道が見えましたが、現在は見えなくなっています
ので、木の伐採などを行って景色をよく見えるようにすると良いと思います。

③冬も開放しているキャンプ場は、キャンプが好きな方には需要があると聞き
ますので、青少年交流キャンプ村の冬季営業を検討すると良いと思います。

雇
用
の
創
出

雇
用
の
安
定
と

促
進

◆企業誘致に係る優遇措
置の実施（施設の新設、
増設、移設への助成な
ど）

①職人の減少で、新十津川技能協会員も減少し、技能者を確保するためにも継
続した支援が必要だと思います。

②通年雇用を進めるには長い目で取り組まなければならないので、町での継続
的な支援が必要だと思います。
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町担当の所見 担当課

①②③人口減少や燃料費、賃金の上昇など地域公共交通に係る維持費負担が年々増えています。また、
現在の交通体系となってから６年が経過し、人口構成なども変化していますので、今後数年を見越し
た交通体系を地域公共交通協議会などで検討します。併せて、公共交通の利用しやすい料金体系も、
検討します。

総務課

①火災警報器は、火災による死傷原因の多くを占める「逃げ遅れ」を防止する機器として非常に有効な
ものです。しかし、設置が義務化されてから年数が経過していることから、電池切れなどの不具合の
確率が年々高まっています。未設置家庭への設置普及と併せて、チェック・メンテナンスなどの周知
を消防と連携し進めます。

②自主防災会の防災研修の利用について、周知の手段の一つとして推奨していきます。

総務課

①スマート農業は、農家の高齢化や担い手不足を解消する重要な方策と考えています。令和元年度から
開始したスマート農業技術の開発・実証プロジェクトにおいて、スマート農業機械の有用性を検証し、
普及啓発に努めるとともに、町単独で行っているスマート農業機械の助成を行います。

②町として仕事のあっせんを行う事は難しいと考えています。ＪＡピンネやピンネ公社で、農作業の仕
事の紹介を行っていますので、これらを活用して雇用を確保するとともに、ハローワークなどを通じ
た冬期間の雇用の確保をお願いします。

③酒米粉を活用した甘味料でアイスの商品化、さらに令和元年度中の販売を目指して進めています。ま
た、この甘味料は、製パン改良剤としての効果もありますので、パン取扱店などを通じてＰＲをする
とともに、町内の団体や事業所などにも活用していただき、酒米生産北海道一の新十津川町をＰＲし
ていきます。

産業振興課

①町広報やホームページで情報提供を継続していきます。なお、掲載内容を農業者以外にも分かりやす
い内容とするように工夫していきます。

②農業被害がある限り、農業者、地域住民と連携し継続して取り組みます。

③浦臼町では、エゾシカ肉を食肉利用することを目的にジビエ処理センターを建設し、令和元年10月か
ら稼働が始まりました。同施設では年間800頭の捕獲したエゾシカの受け入れを希望し、本町からも
可能な限り捕獲したエゾシカを搬入することになりました。現段階では受入頭数に余裕があると聞い
ていることから、本町では同様の施設を建設するのではなく、今後も同施設の利用を継続します。

産業振興課

①十津川村および奈良県とのつながりを好機とし、奈良県内で農特産品の販売や十津川村との縁のＰＲ
活動を継続します。

②ふるさと公園から国道275号、国道275号からふるさと公園が見通せるように、園内東側の樹木の伐採
を公園の再整備と併せて計画的に進めます。

③キャンプ村を含むふるさと公園の冬季における集客力の向上の手段の一つとして検討します。

産業振興課

①組織強化、ＰＲ活動の一環として行っている奉仕事業に対する支援を継続します。

②本町における通年雇用化の促進について、近隣４市町で協議会を構成し取り組んでいます。当面この
体制による支援を継続します。

産業振興課
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　　行政機構図③　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
笹　木　正　文

副議長
安　中　経　人

　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 小玉　博崇 村井　利行 長名　　實　　安中　経人
杉本　初美

経 済 文 教 鈴井　康裕 井向　一徳 長谷川秀樹　　西内　陽美
進藤久美子

広 報 広 聴 杉本　初美 進藤久美子

長名　　實　　長谷川秀樹
安中　経人　　西内　陽美
鈴井　康裕　　小玉　博崇
村井　利行　　井向　一徳

◇❖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)

富田　　豊
(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

浅田由美子

後藤　七海
安保　啓介
米田　華澄

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

町税グループ
津辻　政季 原田　貢子

中竹千香子
新井　康平
山田ひかる
大西　達矢

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

志賀　史朗
(交通安全推進
事務局次長)

住民活動
グループ
横山　芳徳

大竹　勇毅

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

空知中部広域連合派遣 山下　朋之

中空知衛生施設組合派遣 向井　利行

　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

小松　敬典

熊倉　隆吉

角谷　栄政

農林畜産
グループ
坂本　　剛
副主幹

平川　宏之
副主幹

新居　剛紀
副主幹

政所　正人

渡辺　恵介
上杉　明洋
伊藤　颯汰

農業の振興、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

鎌田　章宏
(新十津川物語
記念館長・文化
伝習館長)

商工観光
グループ
笹木　裕一
副主幹

竹村　大樹

一瀬慎太郎 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

萩原　　晶 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、特産物開発

◇❖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
岩　井　良　道

監査委員
奥　芝　理　郎

◇❖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 鷲尾　奈美 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
坂下　佳則

総務グループ
佐藤　武久 池田　雄介

小木　浩亮
佐々木貴大
中澤　優里

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）

石丸　拓憲
松尾　昭彦

箕田　和久
白崎　義人
川田　一仁

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

加藤　和仁

矢野　文隆 酒井　信裕
阪本　一真

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

窪田　謙治 町史編纂

災害対策
事務局

事務局長
(坂下　佳則)

事務局次長
(加藤　和仁)

事務局員
（久保田篤司）（矢野　文隆）
（酒井　信裕）（阪本　一真）

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、避難対策

　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

武田　晃典
(国営事業推進
事務局長)

(庁舎建設推進
事務局長)

都市管理
グループ
石井　秀紀
(国営事業推進
事務局次長)

大塚みちる
堀下　琢磨
(庁舎建設推進
事務局員)

小林　　洋
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
副主幹

森　　直文
副主幹

松原　智宏

佐藤　　実 板倉　和彦

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
(武田　晃典) 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 引地　忠志

　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

長島　史和
(総合健康福祉
センター長)

岡田　理恵
(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)

健康推進
グループ
栗山　久枝

白石　隆之
勝見　梨恵
渡邉　歩美
岩崎　優乃

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
矢野　将崇
副主幹

宮本　昌枝

深瀬　直人

澁谷　綾華
安保　りか
黒沼　　渚
木村　　陸

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
丸　　義史

工藤　晃敬
中村　　敦

伊賀　嵩将
蒲原　　葵

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 神田　晃宏

新十津川町社会福祉協議会派遣 梨木　　淳
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◇❖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
教育次長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

後木　満男

媚山　孝裕
(開拓記念館長)

学校教育
グループ
西村　幸真

副主幹
西井ゆかり

沼田　正行 戸出　雄基
植田　　遼

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
山下　隆司

副主幹
大山　幸成

加藤　敏晃
松浦　拳斗
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
(大山　幸成)
(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

中畑　　晃 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 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

(小松　敬典) 岡崎　弘幸 (新居　剛紀) 穴吹　理絵 農地利用・調整・転用、農家台帳、農業者年金
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　　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(リサイクリーン) 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
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