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予算概要　町政執行方針

序
（１）総　括
　令和３年度の予算総額は、77億1643万円となりました。令和２年度と比較すると、予算総額は17.7パーセント
減っています。役場新庁舎の本体工事が完了したことにより、予算額が大きく減少しました。
　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３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 7,040,444 8,753,130 △	1,712,686 △	19.6

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 287,019 274,746 12,273 4.5
後期高齢者医療特別会計 126,605 118,049 8,556 7.2
下 水 道 事 業 特 別 会 計 210,689 195,966 14,723 7.5
農業集落排水事業特別会計 51,669 35,382 16,287 46.0

小　　　　　計 675,982 624,143 51,839 8.3
総　　　　　合　　　　　計 7,716,426 9,377,273 △	1,660,847 △	17.7

（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３年度
予　算

令和２年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

依
存
財
源

地 方 譲 与 税 な ど 249,212 260,212 △	11,000 △	4.2
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 926,601 1,034,660 △	108,059 △	10.4
借 金 797,100 2,345,600 △	1,548,500 △	66.0

自

主

財

源

町 税 543,790 551,905 △	8,115 △	1.5
分 担 金 お よ び 負 担 金 55,855 63,328 △	7,473 △	11.8
使 用 料 お よ び 手 数 料 122,081 124,452 △	2,371 △	1.9
財産収入・諸収入など 568,441 548,687 19,754 3.6
繰 入 金 842,364 889,286 △	46,922 △	5.3
合　　　　　　計 7,040,444 8,753,130 △	1,712,686 △	19.6

ここに注目！！

依存財源：国・道から受ける支出金や借金
自主財源：町が町民などから直接受けるお金（町税や各施設の使用料）
　依存財源が町の収入の７割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の４割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、町が自由
に使うことができるお金です。

予算概要
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一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和３年度
予　算

令和２年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 1,184,787 2,620,806 △	1,436,019 △	54.8
民 生 費 967,322 940,544 26,778 2.8
衛 生 費 551,125 555,580 △	4,455 △	0.8
農 林 水 産 業 費 542,612 886,995 △	344,383 △	38.8
商 工 費 373,677 239,898 133,779 55.8
土 木 費 895,045 877,781 17,264 2.0
消 防 費 273,752 444,965 △	171,213 △	38.5
教 育 費 495,508 514,051 △	18,543 △	3.6
公 債 費 822,700 704,500 118,200 16.8
職 員 費 837,200 870,744 △	33,544 △	3.9
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 66,716 67,266 △	550 △	0.8
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 7,040,444 8,753,130 △	1,712,686 △	19.6

　　ここに注目！！

（３）まちの貯金と借金の残高
　令和２年度末までの10年間で、町の貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　役場庁舎の建て替えにより、令和２年度で借金残高が大きく増えていますが、計画的な返済を行うことで健全
な財政状況を維持していきます。

総務費：令和２年度で役場新庁舎の本体工事が完了したため、事業費が大きく減少しています。令和３年度
は旧庁舎の解体や駐車場の整備を進めていきます（49ページ）。

商工費：コロナ禍の影響を受けている商工業者を支援する経済対策や、ふるさと公園のリニューアル工事を
行うため、事業費が大きく増えています（33、35ページ）。

土木費：事業費に大きな変化はありませんが、本年度から旧新十津川駅周辺の整備が始まります。令和５年
度までの３年間で計画的に実施します（14ページ）。
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【はじめに】
　令和３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。
　本年は、私にとりまして任期の折り返し
となる３年目となります。町長に就任して
から今日まで、町民の皆さまの負託のもと
町政の推進に尽力してまいりましたが、こ
の間、議員各位のお力添えにより順調な町
政運営が図られていることに対しまして、
心からお礼を申し上げます。
　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により、学校の臨時休校、分散
登校など子どもたちの学びに影響を与え、
町民の皆さまの生活が大きく制約されたほ
か、開町130年の節目の行事もそのほとん
どを中止にせざるを得ない状況となるな
ど、これまでに経験したことのない困難に
直面しました。
　今年に入っても、いまだ事態の収束が見
通せない厳しい状況が続いておりますが、
当然ながら、コロナ禍のもとでも、各種行
政サービスや施策をストップすることはで
きません。町民サービスの質の低下をもた
らすことなく「新たな生活様式」、「新北海
道スタイル」を実践しながら創意工夫とた
ゆまぬ改革を継続し、立ち止まることなく
行政運営に全身全霊を傾注してまいります。
　また、本年度は「新十津川町第５次総合
計画」の最終年度です。町民の皆さまとと
もに策定し、実行してきた各施策は、誰も
が「この町に住んで良かった、住み続けて
良かった」と思えるまちの魅力につながっ
ているものと考えております。現計画の基
本構想に掲げる「豊かな自然　あふれる笑
顔　みんなで創る　いきいき未来」の総仕
上げとして、職員とともに一丸となって各
種施策の取組を進めてまいります。

　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】
〔定住と子育て支援の充実〕
　第１に「定住と子育て支援の充実」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、昨年末の本町の人口は、一昨
年に引き続き２年連続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。このことは、子育て支援と教育の
充実のさまざまな定住促進政策が、多くの
方々に「住みやすいまち、子育てがしやす
いまち」として、認められたものと受け止
めております。今後も継続して取り組まな
ければならない最重要課題であることか
ら、皆さまに選ばれるまちを目指し、「子

育て支援と教育」を核として各種施策を展
開するとともに積極的なPRに努め、人口
減少の抑制に努めてまいります。

〔地域福祉の推進〕
　第２に「地域福祉の推進」でございます。
　近年、高齢化や単身世帯の増加、社会的
孤立などの影響により、人々が暮らしてい
く上で、さまざまな分野の課題が絡み合っ
て「複雑化」「複合化」しており、これら
の課題解決に向け、「地域共生社会」の実
現を目指し、新十津川町地域福祉計画を策
定したところでございます。
　この「地域共生社会」の実現には、これ
までの「支え手」「受け手」という関係を
超えて、地域住民や地域を支える多様な団
体や事業所などが主体的に「我が事」とし
て参画し、地域住民等が支え合い、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」
つながることが重要であります。町民の皆
さまや行政区、地域福祉に関わる各機関を
始め、医療機関や教育機関などがそれぞれ
の役割を果たすことはもちろんのこと、広
く連携を図りながら、地域福祉の持続的発
展に向けた施策を推進してまいります。

〔農業の持続的発展〕
　第３に「農業の持続的発展」でございます。
　これまで安定経営、品質確保に向け先端
技術を活用した「スマート農業技術の開発・
実証プロジェクト」、外来生物による農業
被害の減少を図る「アライグマ捕獲緊急対
策プロジェクト」、町の特産品開発を目指
す「酒米粉活用プロジェクト」など本町の
基幹産業である農業関連の重点施策を展開
し、いずれも着実に成果として花を咲かせ
つつあります。
　本年度もＪＡピンネやピンネ農業公社な
どの農業関係機関や新十津川総合振興公社
と連携し、農業の持続可能な発展を図るた
め、これらのプロジェクトに力を注ぎ、さ
らなる高品質かつ良食味米の生産と農業の
経営安定を目指してまいります。
　また、町内はもちろんのこと、北海道内
の農業が明るい未来となるよう、新３Ｋ農
業をけん引するトップランナーとして、魅
力ある農業を積極的に推進してまいります。

〔ＪＲ札沼線廃線後の新たなまちづくり〕
　第４に「ＪＲ札沼線廃線後の新たなまち
づくり」でございます。
　昨年、惜しまれながら廃線となったＪＲ
札沼線の沿線整備について、いよいよ本年
度から旧新十津川駅周辺の街並み整備に着
手します。鉄道防風林内の雑木の伐採、公
園造成と散策路の整備、鉄路で分断された
文京区内を結ぶ道路の新設を行うなど終着
駅の記憶を継承し、町民の憩い・交流の場
となるよう整備を進めていくほか、隣接す

る土地も含めて、宅地として12区画を整備
し、既存住宅との街並みの調和を図ってま
いります。
　また、現在農地を縦断する鉄道用地につ
いては、敷地内のレール・枕木などの撤去
ならびに踏切交差部分の道路改良を順次行
い、隣接する農地については、道営農地整
備事業により、鉄道用地と合わせ、圃

ほじょう

場を
大区画化するため、本年度から弥生地区の
事業計画策定に着手し、令和５年の採択に
向け、北海道や土地改良区など関係機関と
協議を進めてまいります。

〔地方創生の継続的な推進と健全財政の維
持〕
　第５に「地方創生の継続的な推進と健全
財政の維持」でございます。
　本年度は、令和４年度から始まる第６次
総合計画の策定に向けての検討協議を本格
化させていきます。策定に当たっては、第
５次計画で掲げた目標とその達成状況を検
証するとともに、社会経済情勢の変化を的
確に捉え、多くの町民の皆さまのご意見を
伺い、皆さまが思い描く将来のまちの姿を
共有しながら、郷土「新十津川」を元気で
生き生きとしたまちとする政策の策定に努
めてまいります。
　令和３年度の一般会計当初予算額は、新
庁舎建設事業が一段落したこともあり、70
億4,044万４千円と前年度当初予算と比べ、
19.6％減としておりますが、ふるさと公園
整備、駅周辺整備、公営住宅の建て替えな
どの大きな公共投資も予定されているとこ
ろであり、加えて、これまでの公共事業に
伴う償還費や公共インフラの維持を含めた
生活環境の整備、子育てや介護などの幅広
い社会福祉環境の整備などさまざまな行政
課題に対応するための継続的な財政需要が
想定されております。
　このことから、中長期的な見通しに基づ
く財政運営により、引き続き有利な財源確
保に努め、後年次に負担を残さぬよう一般
財源の抑制に努めるとともに、必要な未来
への投資は、「選択と集中」をもって事業
に取り組み、安定した自治体運営と活力あ
るまちづくりの両立を図ってまいります。

【まちづくりの施策】　
　次に、令和３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。
　町民が、快適で安心して暮らしていくに
は、道路や公園、上下水道などの生活基盤
の充実が不可欠ですが、先人たちから受け
継いできた本町の豊かな自然を守り育てて

町政執行方針
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いくことも非常に重要です。このことから、
本町の誇る豊かな自然や素晴らしい景観と
の調和を図りながら、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〕
　地球温暖化の原因となる二酸化炭素など
の温室効果ガスの排出を2050年度までに全
体としてゼロにする脱炭素社会に向け、社
会全体で動き出しています。この実現には、
「カーボンリサイクル」の研究など技術革
新が必要であると同時に、一人一人が省エ
ネなどの環境対策に取り組むことも欠かせ
ません。
　環境への取り組みにおきましては、昨年
度策定した第２次新十津川町環境基本計画
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、マイバックの利用促進、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。

〔生活基盤の充実〕
　住宅環境整備の推進につきましては、長
寿命化計画に基づき、公営住宅の維持管理、
計画的な修繕を進めるとともに、建て替え
に関しては、令和５年度の工事着工に向け、
さくら団地の基本設計および地質調査など
を実施してまいります。
　なお、建て替え用地については、橋本公
有地を予定しており、入居者の移転を円滑
にするとともに、定住対策としての必要な
住宅用地を確保し、新たな住環境を計画的
に整備してまいります。

〔交通環境の充実〕
　道路は、あらゆる分野を支える社会資本
の基盤として、安心して暮らせるまちづく
りに、重要な役割を果たしております。町
民の生活に欠かせない町道・橋梁などの維
持、整備につきましては、北中央２条通り
の道路改修と橋梁長寿命化計画に基づき、
恵水橋補修工事を進めてまいります。
　また、踏切が設置されていた道路改良と
して、南11号線、南13号線の工事に着手し、
快適な道路環境を整備してまいります。
　地域公共交通については、昨年度、住民
の皆さまの意見を踏まえ、新たな地域公共
交通計画を策定いたしました。新庁舎に設
置したバス待合所をターミナル化し、町内
４方面を運行する便と、町外への運航便に
ついては、既存中央バス滝新線、乗合ワゴ
ンによる砂川方面線のほか、新たに滝川西
高方面線を加え、３方向へ向かう交通ネッ
トワークとしたところでございます。本年
度、町民の皆さまおよび関係機関へ周知と
確認を徹底し、令和４年４月の運行開始に
向け、運行時刻などの詳細を詰めてまいり

ます。

〔地域情報化の推進〕
　今回の新型コロナウイルス感染症で、行
政サービスや民間におけるデジタル化の遅
れなど、さまざまな課題が浮き彫りになり、
政府は、その解消に向け、デジタル庁の創
設をはじめとするデジタル化に向けての改
革を加速度的に進めています。
　高速ブロードバンドサービスは、将来に
向け、行政サービスのオンライン化、子ど
もたちの教育環境の充実、本町の基幹産業
である農業の振興や観光施設での活用のほ
か、コロナ時代に対応する「新しい生活様
式」の実践のために必要なテレワークなど
への活用が進んでいくこととなり、その基
盤となる通信網などの整備が急務であるこ
とから、ＮＴＴ東日本が行う町内未整備地
域に対する光ファイバー整備に対して費用
の一部を支援し、町内における情報格差の
解消を図ってまいります。
　また、町民の高速ブロードバンドへの加
入を促進し、全町的な普及を図るため、町
内全地域において新たに光回線に加入する
世帯に対して助成措置を設け、誰もがデジ
タル化の恩恵を享受できる環境づくりを進
めます。

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」です。
　新十津川町地域福祉計画に基づき、すべ
ての町民が、地域で生き生きと充実した生
活を送ることができるよう、基本理念であ
る「一人ひとりが安心で幸せな暮らしを、
みんなで支え合うまちづくり」の実現に向
けて、地域資源を十分に有効活用した保健
福祉ネットワークの構築を図り、地域社会
との関わりの中で安心して暮らすことので
きる『健やかなまち』を目指してまいります。

〔児童福祉の充実〕
　子育て支援につきましては、医療費、イ
ンフルエンザ予防接種および第３子以降の
給食費等無償化を引き続き実施してまいり
ます。
　得きっずカードにつきましては、しんと
つかわポイントカード会が導入した新シス
テムに併せ、リニューアルいたします。お
買い物金額に対して、実質１割引の特典と
なるポイント割増を行い、子どもの数に応
じて、子育て世帯の経済的な負担軽減を
図ってまいります。
　また、新十津川保育園の環境整備として、
屋外フェンスの改修を行い、子どもたちが
安全に、かつ安心して心地良く過ごすこと
ができる、より良い保育環境を創出します。

〔高齢者福祉の充実〕
　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、高齢者の総合
的な相談窓口として地域包括支援センター
の充実を図り、各種生活支援サービスの情
報提供、認知症総合支援事業や成年後見制
度利用など地域支援の推進に努めてまいり
ます。
　また、地域活動への参加を促し、心身の
健康の維持、向上を図るため、すまいるあっ
ぷ事業を各行政区会館で継続的に実施して
まいります。さらには、新ポイントカード
と連携した「ボランティアポイント制度」
を実施し、高齢者も含めた住民全体となる
ボランティア活動や介護予防サポーター活
動などを支援してまいります。
　昨年、体験利用していただいたセラピー
人形につきましては、利用者に好評であっ
たことから、本年度購入希望の方に費用の
一部を助成し、認知症予防に努めます。
　また、在宅生活での身体的負担を緩和す
るため、階段昇降機や電動起立補助座椅子
などの購入助成を行うとともに、在宅介護
の負担軽減を図るため、在宅介護用トイレ
の貸し出しを行い、暮らしやすい日常生活
を送れるよう支援してまいります。

〔障がい者福祉の推進〕
　障がいのある人が、住み慣れた地域のな
かで安心して暮らしていけるよう、また、
自分らしい生き方を選択できるようライフ
ステージに応じた一体的な取り組みを進め
るため、第６期新十津川障がい福祉計画に
基づき、障がいのある人を支援するための
給付事業や地域生活支援に取り組むととも
に、自立に向けた機能訓練や生活訓練など
の支援を行ってまいります。
　本計画を推進していくためには、官民一
体となった取り組みが必要不可欠ですの
で、障がい者自立支援協議会を中心として
関係機関との情報共有、連絡調整を図るな
ど、各施策の実現に向け、さらなる連携強
化を進めてまいります。

〔健康づくりの推進〕
　町民の皆さまが、生涯にわたり健康で安
心して生活をしていくには、若い世代から、
健康管理を意識し、自分の健康状態を継続
的に把握していただくことが重要であるこ
とから、春と秋の集団健診や巡回ドックな
どを受診してもらえるよう積極的に勧奨す
るとともに、ピロリ菌検査を含む各種がん
検診や肝炎検診などの自己負担額を500円
として、受診率の向上を図り、疾病の早期
発見や重症化予防に努めてまいります。
　母子保健対策については、妊産婦および
乳幼児の健康の保持および増進に関する包
括的な支援を行うため、新たに子育て世代
包括支援センターを総合健康福祉センター
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内に設置し、妊娠期から子育て期にわたり、
切れ目ない支援の提供体制を構築するとと
もに、不妊治療、妊婦の一般健診、超音波
検査、産婦の健康診査に助成するなど、子
どもを安心して産み育てられる環境づくり
に努めます。

〔感染症予防対策〕
　国内・道内において、いまだ収束が見え
ない新型コロナウイルス感染症対策につい
ては、町民の健康と命を守ることを第一に、
町民の皆さまに対するワクチン接種を順次
進めていくほか、国の地方創生臨時交付金
を活用し、各種感染症予防対策を実施して
まいります。
　また、感染症予防には、一人一人が正し
い情報に基づいてこの感染症に向き合い行
動することが自身を守りそして社会を守る
ことにつながることから、町民の皆さまの
不安を少しでも解消できるよう、さらには
偏見や差別が起こらぬよう感染症に関する
正しい情報を発信してまいります。

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。
　本町の基幹産業である農業を将来にわ
たって適切かつ着実に成長させていくため
に、スマート農業の実装を加速化させると
ともに、農地の環境保全や多面的機能の強
化に努めてまいります。
　また、林業、商工業、観光の振興に向け
た支援を推進し、地域経済の活性化と雇用
の場を確保するほか、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〕
　国からの事業採択を受け実施した「ス
マート農業技術の開発・実証プロジェク
ト」における、家族経営型スマート農業形
態は、20年後を見据え、一農家当たり30ヘ
クタール規模に対する省力化目標を達成し
たほか、データに基づき施肥量を自動調整
する可変施

せ

肥
ひ

を行った結果、圃
ほじょう

場内での品
質均一化が実現できました。これら２年間
にわたる実証結果は、農業の省力化と経営
安定に期待が高まるものであり、さらに効
果的な取り組みとすべく、現在のコンソー
シアムメンバーの協力を得て、「オール新
十津川」で実証を継続し、圃

ほじょう

場データに基
づく可変施肥、食味収量コンバインによる
圃
ほじょう

場ごとの品質・収量の数値化に取り組む
とともに、本年度は新たに理想的な水管理
を実現するソフトウェアを活用し、スマー
トフォンによる水管理の超省力化実証を
行ってまいります。
　また、スマート農業の普及、進展を図る
ため、引き続き、GPS付き田植え機や農薬

散布用ドローンの購入助成を行うほか、若
い担い手が熟練者並みの作業ができるトラ
クター自動操舵システムに対して助成をし
てまいります。
　平成28年度から研究を開始し、特許の申
請をしていた酒米粉甘味料「お米シロップ」
について、令和２年12月、研究開始から４
年目で特許の権利を取得することができま
した。この特許の権利は、町民皆さまの財
産ですので、この権利を末永く守るととも
に、これらの特許を活用して、町の特産品
となるさまざまな商品開発を新十津川総合
振興公社や地域おこし協力隊と協力して進
めてまいります。
　アライグマによる農業被害については、
令和元年度からの捕獲緊急対策により、対
策前に比べ捕獲頭数が２倍に増加し、それ
により農業被害は半減するなど、効果が顕
著に表れています。本年度も重点捕獲期間
を定め、生息数の減少に努めるほか、北海
道立総合研究機構の協力のもと、生態調査
を実施し、これまでの取り組みにより蓄積
された生息数や生態、有効捕獲数などの
データを整理し、効果的な捕獲方法をまと
め、さらなる捕獲頭数の増加につなげるた
め、農業者などに広く周知してまいります。
　アライグマ対策は、本町だけの問題では
なく、近隣市町村はもとより、北海道全域
での連携強化が欠かせません。このため、
空知総合振興局で設置した「アライグマ対
策広域連携部会」や北海道が実施するアラ
イグマ捕獲事業に対し、これまでの取り組
み内容の公開や捕獲データの提供を行い、
アライグマの根絶に向けた効果的な取り組
みを一層推進してまいります。

〔林業の振興〕
　森林の整備につきましては、そらち森林
組合と連携を図り、森林環境譲与税を活用
し、民有林の整備や、木材の運搬経費に対
して支援を行い、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、本年度は、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う新十津川町熱供
給センターが本格稼働します。環境に配慮
した本町独自の自然エネルギーの活用策と
して二酸化炭素の削減を進めるとともに、
木材の利用を促進し、本町の林業の振興や
地域経済の振興を図ります。

〔畜産の振興〕
　地域ぐるみで高収益型の畜産を実現する
ため、ＪＡピンネを中心として、畜産農家
や町、畜産振興協議会など関係団体が連携
し、昨年３月「ピンネ畜産クラスター協議
会」を設立しました。この協議会において
畜産クラスター計画を策定し、畜産農家が、
施設や機械の整備、生産規模拡大を行いや

すくするための環境整備を図るとともに、
町は、各種取り組みに対する指導、助言に
努め、畜産農家の収益向上と経営の安定化
を進めてまいります。

〔商工業の振興〕
　昨年度、しんとつかわポイントカード会
の新システムが導入され、それに併せて、
加盟店が、28店舗から45店舗に増加するな
ど、地元消費拡大に向けた取り組みが官民
一体となって進められております。引き続
き、ポイントカード会およびふれあい商品
券会による地元消費拡大事業に対して支援
をしていくとともに、魅力ある商店街づく
りのため、企業振興促進事業や中小企業者
応援事業などの活用を積極的にＰＲし、開
業や店舗等の改装に関し、支援をしてまい
ります。
　新型コロナウイルス感染症の全国的なま
ん延は、町内においてもさまざまな影響を
及ぼしており、特に宿泊業および飲食業の
経営に暗い影を落としています。
　このことから、コロナ禍が一定の収まり
を見せ、人の動きが再開した際の誘客の後
押しとして、宿泊業に対しては、独自に企
画する割引プランに最大で50パーセントの
割引費用を助成し、飲食店については、最
大割引率40パーセントのクーポン券を町内
外に配布し消費を促すことで、経営の安定
化を支援してまいります。

〔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、第１期工事として、オートキャンプ場
サイト11カ所を造成するほか、トイレや案
内看板の改修を行い、きれいで使いやす
く、皆さまに親しまれるキャンプ場として
令和４年度のリニューアルオープンに向け
整備を行います。町民のみならず、町外の
方にも広く利用していただけるよう効果的
なPRを実施し、集客力の向上を図ります。
　また、スマートフォンの普及により、観
光客誘致を進める上で、SNSが重要視され
ており、本町においてもツイッターなどに
より、町の魅力発信を行ってきております
が、さらに観光客の集客や消費促進、情報
発信が期待できるSNSフォトコンテストや
観光協会加盟店グルメスタンプラリーな
ど、観光協会が主催する新たな取り組みを
支援し、交流人口の拡大を図ってまいりま
す。
　平成29年度から取り組んでおります母村
十津川村および奈良県との三者協定に基づ
く事業につきましては、昨年度やむなく中
止とした十津川村縁モニターツアーを本年
度改めて実施し、町民の皆さまに歴史およ
び文化を体感していただくなど、交流の推
進を図ってまいります。
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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、国土強
靭化計画に基づき、ハード・ソフト両面か
ら総合的かつ計画的に施策を進めていくと
ともに、防犯、防火、交通安全対策につい
ては、関係機関と連携し、生活安全の充実
に努め、穏やかな暮らしを実現できる『安
心なまち』を目指してまいります。

〔防災体制の充実〕
　「災害はいつでも、どこでも起こりうる
もの」との認識のもと、人的・経済的被害
を最小限にとどめる「減災」という考えを
基本に、水害防止の観点から河川の適切な
維持管理のため、堆積土砂管理計画に基づ
き、本年度は、弥生川および６号線川の土
砂上げならびにヌタップ川の支障木の伐採
を行います。
　減災には、日頃からの災害に対する備え
が重要であることから、水防災タイムライ
ンの検証、改善を行うとともに、職員研修
などを通じて職員の災害対応力の向上を
図ってまいります。
　また、町民の防災意識の醸成を図るため、
家庭内における防災対策として、備蓄の必
要性や避難経路確認のためのハザードマッ
プの活用など広報やSNSなどで周知を行う
ほか、自主防災会の円滑な活動のため、防
災対策専門員を地域に派遣し、防災研修、
防災訓練などを支援してまいります。さら
に本年度は、３年に１度となる総合防災訓
練を実施し、コロナ禍における避難時の対
応を確認するとともに、避難所設営訓練、
炊き出し訓練などを行い、住民・地域・行
政それぞれの災害対応力の向上を図ります。
　消防活動につきましては、地域に密着し
た消防・防災体制の中核を担う消防団の充
実強化を図るため、第３分団の消防ポンプ
車を更新するほか消防団員全員の活動服の
更新を行うとともに、消防演習や訓練によ
り消防団の防火、災害対応機動力の強化を
図ってまいります。

〔防犯・交通安全〕
　昨年、町内で２件の交通死亡事故が発生
しました。お亡くなりになられた方ならび
にご家族の方々には、心からお悔やみ申し
上げます。二度とこのような悲惨なことが
起こらないよう、滝川警察署、交通安全指
導員会など関係機関との連携により、交通
安全に対する町民のさらなる意識向上が図
られるよう啓発活動を推進してまいります。
　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、青色
回転灯防犯パトロールを実施してまいりま
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。
　次代の担い手となる子どもたちの育成に
ついては、学校だけにとどまらず、地域ぐ
るみで守り育てていかなくてはなりませ
ん。学校、保護者、地域が一体となって、
子どもたちの豊かな成長を支えていく必要
があります。
　また、子どもも大人もすべての人が豊か
な人生を送るためには、あらゆる機会にお
いて、生涯にわたり学ぶことが大切であり、
また、その成果を適切に生かすことのでき
る社会の実現が図られなければなりません。
　これらの実現に向けての教育施策につき
ましては、教育行政執行方針に沿って進め
られる教育委員会の取り組みを基本に推進
するとともに、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、『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。
　まちづくりの主役である町民の皆さまや
団体などが、郷土愛を持ってまちづくりに
参画し、「このまちに住んでよかった」と
実感できるまちづくりを今後とも推進する
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。

〔住民参加の促進〕
　防災、福祉、教育などあらゆる分野にお
ける地域と行政との連携や協働の核となる
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、行政区活動に対す
る支援を行ってまいります。
　また、行政と町民の皆さまが「ともに考
え、ともに行動する」協働のまちづくりを
推進するため、まちづくり懇談会を開催し、
情報の共有を図るほか、広報やまちづくり
読本、ホームページ、SNSなど、各発信媒
体のそれぞれの特性を活かし、行政が持つ
情報を積極的に発信してまいります。
　本年度から、幅広い世代に利用されてい
るコミュニケーションアプリ「LINE」を
活用し、近年多発する災害、防災などに関
する通知やごみの分別方法など住民生活に
関する情報について、迅速かつ効果的な発
信に努めてまいります。

〔行政の効率的な運営〕
　一昨年から建設中の役場新庁舎がいよい
よ５月６日から供用開始となります。１階
ホールには、母村である奈良県十津川村の
杉材と本町のトドマツ材を使った象徴的か
つ清潔でやすらぎのある優しい空間となっ

ており、壁面には、本町の応援大使である
五十嵐威

たけ

暢
のぶ

さんのテラコッタ彫刻が飾ら
れ、皆さまに親しまれる庁舎になると確信
しております。
　新庁舎では、町民の皆さまの利便性を高
めるため、住民登録、税金などの手続きの
ほか、公営住宅、上下水道など皆さまの身
近な手続きを行う窓口を１階に配置するよ
う、組織の一部見直しを行います。
　また、心のこもった親切な対応、質の高
い行政サービスを提供するため、職員研修
を継続して行い、職員の意識・能力の向上
に努めてまいります。
　現庁舎は、本年度解体を行いますので、
新庁舎の外観全容がお目見えするのが、９
月ごろとなります。駐車場整備など外構工
事が令和４年５月末の完成予定で、もうし
ばらく町民の皆さまには、ご不便をおかけ
しますが、ご理解ご協力をよろしくお願い
いたします。

【おわりに】
　以上、令和３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。
　冒頭でも申し上げましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大により、これま
で当たり前だと思っていた日常や通常が大
きく変わりました。特に人と人、地域と人
の「つながり」が困難な状況となり、この
ことが多くの皆さまが抱える不安感につな
がっているものと、あらためて、「絆

きずな

」の
大切さを認識しているところです。
　かつて先人たちは、支え合い、助け合い
ながら幾多の試練を乗り越え、130年とい
う長い間、郷土「新十津川」を守り育てて
きました。コロナ禍に下ばかりを向いてい
ては、決して希望という虹を見つけること
はできません。今、私たちは、この難局に
あっても、「絆

きずな

」を大切に「夢や希望を持
てるまち」に向かって、前を向いて進んで
行かなくてはなりません。
　そして、この危機を転換期ととらえ、
131年目の新たな一歩として力強く歩みを
進め、「新しい」新十津川を切り拓くとい
う強い意志をもって政策を展開していきた
いと考えておりますので、町議会議員なら
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。



8 〈令和３年度　予算〉

予算概要　教育執行方針

序

【はじめに】
　令和３年第１回定例会の開会に当たり、
新十津川町教育委員会所管行政の執行に関
する主要な方針と施策を申し上げます。
　昨年から感染が広がった新型コロナウイ
ルスは、人々の生活にさまざまな変化をも
たらし、社会に大きな影響を与えておりま
す。
　本町の教育におきましては、関係者各位
の格別なご理解のもと安心・安全に配慮し
ながら、感染対策を講じた教育活動を行っ
てまいりました。
　とりわけ、学校現場においては、緊急事
態宣言が発出され、今までに経験したこと
のない臨時休業が長期に及び、子どもたち
や教職員が感染症対策への不安やストレス
と日々向き合いながら、教育課程・行事・
部活動などにおいて創意工夫を凝らし、「学
びを止めない」よう取り組んでまいりまし
た。
　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、新型コロナウイルス
の感染症拡大など先行き不透明な「予測困
難な時代」を迎えている中、教育活動のさ
らなる進展を目指し、生涯にわたって自ら
学び、自己実現を図ることができる「学び
のまち」を推進してまいります。
　それでは主要政策の「学校教育の充実」
と「社会教育の充実」について申し上げます。

≪学校教育の充実≫
「確かな学力の育成」
　昨年度、小学校で実施された新学習指導
要領は、今年度から中学校でも実施されま
す。「社会に開かれた教育課程」を基本理念
とする新学習指導要領では、子どもたちが
これから生きていくために必要な「資質・
能力」の３つの柱として、「生きて働く知識・
技能の習得」、「未知の状況にも対応できる
思考力・判断力、表現力の育成」および「学
びを人生や社会に生かそうとする学びに向
かう力・人間性等の涵

かん

養
よう

」が示されています。
　児童生徒に必要な資質や能力を育成する

ため、引き続き道費の教員加配制度や退職
教員等外部人材活用事業などの制度を活用
するほか、町費による講師などを配置しま
す。
　学習の基礎基本が確実に定着するように
するため小学１・２年生に学習支援サポー
ター２人を、授業の内容が難しくなり、覚
える学習から考える学習も求められること
から、小学３年生から６年生までに学習支
援サポーター１人を配置して、つまずきの
解消と学習意欲および学力の向上を図って
まいります。
　また、小学６年生の外国語授業で実施し
た専科教員による教科担任制を、今年度か
ら小学３・４年生の外国語活動と小学５年
生の外国語授業に拡大するほか、今まで
行っていた小学５・６年生の理科に加え国
語・算数についても新たに教科担任制を導
入し、学習内容の理解度を高め、授業の質
の向上を図ります。
　中学校には、指導教科免許を有する教育
充実指導講師ならびにティームティーチン
グおよび少人数習熟度別指導を行う学力向
上推進講師を配置し、指導体制の強化を
図ってまいります。
　新学習指導要領による新たな学びに対応
するため、外国語教育では引き続き教員研
修など各種研修会により教員一人一人の授
業力の向上に努めるとともに、外国語指導
助手（ＡＬＴ）を効果的に配置し、リスニ
ング能力の向上に努めてまいります。
　プログラミング教育では、国語、算数な
どの教科による学びをはじめ、総合的な学
習の時間では言語活動や体験活動などを通
し、課題を解決するための論理的に考える
力を育むほか、自分の考えを伝えながら対
話的に学び合うアクティブラーニングの考
えを取り入れた授業を展開してまいります。
　また、小学６年生には漢字検定、中学生
には漢字検定と英語検定の検定料を全額助
成し、子どもたちの学習意欲を喚起しなが
ら基礎学力の定着と漢字能力および英語能
力の向上を図ってまいります。

「ＧＩＧＡスクール構想の加速による学び
の保障」
　「令和の日本型教育」を構築し、全ての
子どもたちの可能性を引き出す個別最適な
学びと協働的な学びを推進するには、ＧＩ
ＧＡスクール構想に基づくＩＣＴの活用が
不可欠であり、昨年からタブレットおよび
小中校内通信ネットワークの環境整備を進
めてきたところであります。
　今後、タブレットなどのＩＣＴ機器を活
用した授業の取り組みが急速に進められる
ことから、教職員がタブレットの利活用を
十分に図られるよう操作方法や活用方法な
どの研修を実施するとともに、トラブルへ
の対応についての支援体制を整え、教職員

の負担軽減に努め、子どもたちにとって「楽
しくわかりやすい授業」を構築していきま
す。
　また、ＩＣＴ活用検討委員会においては、
小・中学校の連携を図り、教材の有効活用
や学習環境改善を検討してまいります。
　さらに、文部科学省で実施する「学びの
保障・充実のための学習者用デジタル教科
書実証事業」に参加し、デジタル教科書を
児童生徒や教職員に体感していただきます。

「特別支援教育の充実」
　特別支援教育につきましては、共生社会
の形成に向けて障がいのある子どもとない
子どもが共に学ぶインクルーシブ教育の理
念を踏まえ、障がいのある子どものニーズ
を学校全体で共有し取り組んでまいりま
す。今年度は、小・中学校共に学級数およ
び児童生徒数が増えることから、専門の教
職員の増員と町費の支援員を適切に配置
し、一人一人に応じたきめ細やかな指導を
行い、支援体制と学習環境の充実に努めて
まいります。
　また、小・中学校、保健福祉課および教
育委員会で構成する特別支援教育連携協議
会において子どもたちの状況を把握し共有
することで、個々に合った的確な教育支援
方策を推進してまいります。

「信頼される学校づくりの推進」
　学校運営に保護者や地域が参画し、教育
目標やビジョンを共有しながら一体となっ
て取り組む学校運営協議会（コミュニティ・
スクール）について、学校支援地域本部と
の連携のもと、活動について町民の理解が
高まるよう、広報の強化を図りながら信頼
される学校づくりを推進してまいります。

「郷土愛・キャリア教育の推進」
　児童生徒を対象とした母村訪問交流事業
は、昨年度コロナ禍により中止となったこ
とから、参加できなかった中学２年生を今
年度の参加対象学年に加え希望者を募って
まいります。
　また、母村十津川村から修学旅行で来町
する中学３年生と、新中の３年生が自分の
ふるさとや学校生活を紹介し、交流と絆

きずな

を
深める、ふるさと教育を実施いたします。
　子どもたちが、暮らしの中でまちの産業
や文化などを学びながら、地域の発展に貢
献する気持ちを育むキャリア教育として、
小学校では引き続き農業の田植え・稲刈り
を体験します。また、ドローンなどの先端
技術によるスマート農業体験学習を、農業
者や関係機関の協力いただきながら小学
校・中学校・農業高校と連携して行ってま
いります。
　小学５年生の陶芸授業を文化伝習館で行
うほか、小学６年生を対象に民間ロケット

教育行政執行方針

教育長　久保田　純　史
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の打ち上げにチャレンジしている赤平市の
植松電機でロケット教室を開催し、「失敗
を恐れず、自らが挑戦する大切さ」や「夢
を持ちあきらめない心」を学びます。
　中学校では、望ましい勤労観や職業観を
育むため、札幌市へ出向き町や特産品のＰ
Ｒ活動を行うほか、町内企業の協力による
職場体験など、引き続きキャリア教育に取
り組んでまいります。
　防災教育では、小学校では子どもたちが
防災について学ぶ「１日防災学校」を実施
いたします。
　また、中学校では３年生が修学旅行で東
北地方の被災地を訪問し、地震や津波、台
風などの自然災害から命を守るための必要
な知識や能力などを高めるとともに、地域
の人たちの考え方や今後の生き方を学ぶ
「震災学習体験プログラム」に助成を行い
ます。

「豊かな心の育成」
　子どもたちが多面的・多角的に考え、命
の尊さを学びながら他者とより良く生きて
いくためには、学校教育を通じて確かな道
徳性を養うことが重要です。
　小・中学校において「特別の教科　道徳」
でお互いの違いを認め、みんなで考え理解
し合いながら問題を解決していく道徳教育
を進めるとともに、中学校ではさまざまな
分野で活躍している講師を招き「特設道徳
講演会」を開催いたします。
　いじめは、誤解など些

ささ い

細なことから発展
していきます。
　子どものサインを見逃すことなく的確に
捉え、未然防止に努めるとともに、小学校・
中学校・農業高校の児童会や生徒会が主体
となる「仲間づくり子ども会議」を開催し、
いじめのない学校づくりを町内の学校で一
貫して取り組んでまいります。
　また、子どもたちの学校生活における満
足度や意欲などをアンケート調査する「Ｑ
－Ｕ検査」を、小学校は対象学年を今まで
の３年生から２年生までに拡大し、実施回
数を小・中学校とも年１回から２回に増や
し、集団としての学級傾向を的確に把握し、
教育環境の改善に努めてまいります。
　なお、不登校傾向にある子どもについて
は、スクールカウンセラー、関係機関、地
域などと連携を図りながら、子どもや家庭
に寄り添い登校に導いてまいります。
　創造的で心豊かな感性を培う芸術鑑賞授
業を、今年も小・中学校ともに雨竜町と合
同で実施いたします。

「健やかでたくましい心身の育成」
　体力の向上につきましては、「全国体力・
運動能力、運動習慣等調査」の結果から、
本町の子どもたちの傾向を的確に捉え生活
習慣や運動習慣の改善に努めるとともに、

小学校では体育の授業に専門講師を招
しょうへい

聘
し、体力・運動能力の向上に取り組んでま
いります。
　学校給食においては、朝食をはじめ食事
の重要性に関する理解を深めるため、栄養
教諭を中心に食育を通した望ましい食習慣
づくりを進めてまいります。
　また、調理委託業者と連携し、雨竜町を
含めた町内産生鮮野菜50パーセント使用の
地産地消を進めるほか、母村十津川村の特
産品を活用した絆

きずな

給食など、郷土の食文化
を取り入れた安全で魅力的な給食の提供を
行ってまいります。
　施設整備につきましては、蒸気ボイラー、
給湯ヒーターの部品の取り替え修繕や老朽
化に伴う高圧開閉機器の交換など、適切な
機器の管理を行うとともに、冷凍食品を保
管するアルマイト製の番重を購入し安全と
衛生管理の徹底を図ってまいります。
　なお、給食費につきましては、引き続き
小・中学生の主食費分の助成を行うととも
に、第３子以降の児童生徒の給食費を無料
といたします。

「働き方改革の推進」
　「新十津川町立学校における働き方改革
推進計画」に基づき、校務支援システムの
有効活用を図り、小・中学校、教育委員会
の管理職で構成する「働き方改革推進委員
会」で改革目標の検証・改善を推進し、教
職員が健康で生きがいとやりがいを持って
勤務できる環境を整えてまいります。

「家庭教育力の向上」
　全国学力・学習状況調査の結果などから、
家庭学習や生活習慣の課題を分析し、小学
６年生を対象とする通学合宿により「早寝・
早起き・朝ごはん」の規則正しい習慣が身
に付くよう取り組むとともに、空知教育局
が主催する「空知親学セミナー」を開催し、
保護者が家庭教育を学ぶ機会を提供してま
いります。
　中学校においては、部活動休養日に「放
課後学習サポート」を行い、自学自習習慣
の定着を推進してまいります。
　また、夏休みや冬休みの長期休業中に実
施している学習サポート事業「やまびこ」
は、学校で習得したことを確実に定着させ
る効果が表れており、規則正しい学習習慣
を身に付け、主体的に学ぶ大切さを感じら
れるよう継続して取り組んでまいります。

「就学の支援」
　子どもたちが健やかに安心して教育が受
けられるよう、小・中学生の就学援助を行
うとともに、大学などに進学する学習意欲
のある学生に対する無利子の奨学金貸付制
度について、コロナ禍における所得の減少
に対応するため、昨年度から実施している

貸付金の増額を継続いたします。
　本町で暮らしながら、夢や希望を持って
進学する高等学校などの選択肢を広げ、子
どもの教育に係る経済的な負担の軽減を図
るため、「高等学校等遠距離通学者支援事
業」を令和５年３月まで実施いたします。

「小・中学校施設等の適正な維持管理」
　小・中学校の適正な施設整備を図るため、
この度策定いたしました「新十津川町学校
施設長寿命化計画」に基づき、学校施設の
効果的、効率的な維持管理に努めてまいり
ます。
　中学校に空調設備を設置し、夏季におけ
る熱中症対策を行い、生徒が快適に集中し
て学べる環境を提供いたします。
　小学校の空調設備については、令和４年
度に設置してまいります。
　また、スクールバス運行については、安
全かつ安心できる運行体制を継続してまい
ります。

「魅力ある農業高校づくりへの支援」
　新十津川農業高等学校は、作物の生命と
栽培技術や調理、介護技術を習得する特色
ある授業が行われており、とりわけ、近年
はスマート農業機械の体験試乗や見学を通
じて、北海道および本町の基幹産業である
「農業」の担い手の育成を推進しています。
　このことから、個性や能力を高める教育
を支援するため、各種大会への参加費・交
通費の助成および遠距離通学者への定期券
購入等の助成を継続いたします。
　また、資格取得助成は、将来の農業経営
などを見据えた危険物や情報処理検定を新
規に加え、助成対象を拡大いたします。
　さらに、実習や町内外のイベントで着用
する観光ＰＲキャラクター「とつかわこめ
ぞー」入りのポロシャツ作成費を全校生徒
分助成いたします。
　これまで要望を重ねてまいりました普通
教室棟の改築および特別実習棟の改修につ
きましては、今年度は実施設計が行われ、
令和４年度に工事を施工、令和５年度には
供用開始の予定となっております。今後も
地域に根ざした生徒に選ばれる高校とし
て、さらなる発展を遂げるよう農業高校お
よび関係機関と連携を図りながら、魅力あ
る学校づくりを支援してまいります。

≪社会教育の充実≫
「社会教育活動の推進」
　社会教育におきましては、平成30年から
向こう５年間の目標を定めた「第７期新十
津川町社会教育実施計画」の４年目となり
ます。昨年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響で多くの事業が中止となりました
ので、今年度は創意工夫を凝らし事業を推
進してまいります。
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予算概要　教育執行方針

序

「青少年の健全育成の推進」
　青少年の健全育成につきましては、青少
年健全育成町民会議をはじめとする関係団
体と連携協力を図り、児童・生徒の登下校
時の地域安全パトロール活動や心の通うあ
いさつ運動を推進してまいります。
　子ども会活動は、少子化などにより会員
数が減少傾向にありますが、今年度から２
年間、北海道子どもかるた大会空知地区予
選会が本町で開催されることから、伝統行
事を奨励する機会とし、子ども会育成者連
絡協議会およびとっぷ子どもゆめクラブと
連携を図りながら組織の活性化を図ってま
いります。

「読書活動の推進」
　読書は、「楽しく知識が身に付き、考え
ることを可能とするもの」といわれており、
図書館は主たる拠点として町民が利用しや
すい環境を整えなければなりません。
　このことから、「新十津川町子どもの読
書活動推進計画（第３期）」に基づき、来
館者のニーズに対応した蔵書の整備を進め
るとともに老朽化による暖房用ボイラー設
備の修繕を行い、読書環境の向上を図って
まいります。
　また、親子で楽しむ読書活動として子育
て支援センターと連携し乳幼児に本を贈呈
する「絵本ふれあい事業」では、２歳半児
健診時の配本で、自分自身が主人公となる
世界に１冊だけのパーソナル知育絵本を新
たに取り入れ、絵本がより身近に感じられ
る取り組みを進めてまいります。
　さらに、高齢者の読書の推進を図るため、
社会福祉協議会が行うすまいるあっぷ教室
に出向いてリクエスト本や話題の本などを
紹介する「高齢者地域配本サービス事業」
を実施いたします。今年度はモデル地区と
して、みどり区と花月区を選定し事業のＰ
Ｒと図書と親しむ機会を提供いたします。

「芸術文化活動の推進」
　人の感性を豊かにし、生活に潤いと活力
を与える芸術は、豊かな感性を備えた人間
の成長につながることから、文化協会や音
楽協会と連携し、優れた舞台芸術などの鑑
賞機会を提供してまいります。
　また、本町は入植から130年の歴史を歩
み、人々の生活文化が時代とともに様変わ
りしています。その歴史を次世代へ残すた
め、町郷土史研究会と連携し、今年度は聞
き取り調査による情報収集を行い、令和４
年度に生活文化記録の編集保存を行います。
　郷土芸能につきましては、獅子神楽保存
会、おどり保存会、徳富太鼓会など文化団
体の活動を支援するとともに子どもたちへ
の普及伝承を奨励していきます。
　アートの森彫刻体験交流促進施設「かぜ
のび」は、10周年を迎えることから記念作

品が制作されますので、作品を展示する壁
面補強を行うとともに、小規模作品を展示
するショーケースを製作し美術館のグレー
ドアップを図ります。
　さらに、施設周辺の老朽化した遊具など
を撤去し環境整備を行うとともに、かぜの
びの魅力を発信するためリーフレットを刷
新し、役場、ゆめりあ、スポーツセンター
などに展示されている彫刻家・デザイナー
の五十嵐威

たけ

暢
のぶ

さんの作品を紹介し、アート
の巡回鑑賞をＰＲいたします。
　開拓記念館は、年表の加筆修正を行いま
す。また、隣接する農業記念館は、外壁タ
イルと窓ガラス修繕を行い施設の適正な管
理に努めてまいります。
　昨年、開町130年の記念事業として予定
していた「ワンワンとあそぼうショー」（Ｎ
ＨＫ・Ｅテレ（教育））を、今年８月にスポー
ツセンターで開催し、親子で楽しむ機会を
提供するとともに、町外からの来場者に向
け、「子育て支援と教育の町」のＰＲに努
めてまいります。

「スポーツ活動の推進」
　ふるさと公園の屋内外体育施設は、指定
管理者である新十津川町スポーツ協会が引
き続き良好な維持管理を行ってまいりま
す。主要施設のスポーツセンターと温水
プールは、敷地内に木質バイオマスボイ
ラーによる熱供給センターが設置され、熱
源の供給を受けます。また、スポーツセン
ターは、老朽化した浄化槽の改修工事を行
います。
　スポーツクラブの推進マネージャーが中
心となり、体育施設を拠点にカンジャムや
ノルディックウォーキングなど手軽にでき
るスポーツを提供し、町民が１日１回運動
し健やかに暮らす「１・１運動」を推進し
てまいります。
　また、子どもたちへのきっかけづくりと
して、小学生を対象とする体験型スポーツ
教室や北海道日本ハムファイターズとの連
携による少年野球教室やキッズダンスを継
続して実施いたします。

「教育委員会施設の整備」
　町民のコミュニティ活動や文化、福祉と
健康を増進することを目的として建設した
農村環境改善センターは、昭和57年建設以
来38年が経過し老朽化が著しいことから、
社会教育施設長寿命化計画に基づき、大規
模改修を実施いたします。
　改修工事は、今年から２年間を予定して
おり、令和４年９月の完成を予定していま
す。改修後は、教育施設として多目的ホー
ルや芸術・文化作品展示ゾーンを整備する
ほか、福祉、介護の拠点として社会福祉協
議会や地域包括支援センター事務所などが
入り、町民が身近に感じ交流できる多目的

複合施設としてリニューアルいたします。
　また、教育委員会では、さらに生涯学習
を推進するため、５月から事務所を総合健
康福祉センターに移転します。保健福祉課
で所管していたふるさと学園大学、ゆめり
あ部会、シニアいきいきクラブなどの高齢
者生きがい活動を担い、新十津川町教育目
標の「理想をめざし学び続ける人」および
新十津川町社会教育目標の重点目標「生涯
にわたり自ら学び、みんなでつくる学びの
まち」を推進してまいります。

【おわりに】
　以上、令和３年度の教育行政執行に当た
り、主要な施策の一端を申し上げました。
　今年は、７月から東京オリンピック・パ
ラリンピックが半世紀ぶりに開催され、北
海道でもマラソンとサッカー競技が行われ
ます。組織委員長の橋本聖子さんは、アス
リート出身で本町に縁があり、ピンネシリ
登山マラソン名誉大会長として本町のス
ポーツ振興に貢献していただいており、現
在、コロナ禍の中、オリンピック開催に向
けて安全・安心を第一に考え、スポーツの
素晴らしさを発信すべく不

ふ

撓
とう

不
ふ

屈
くつ

の精神で
ご尽力されています。
　オリンピックは、子どもたちをはじめ、
町民の皆さまに多くの夢や希望、元気や感
動を与えてくれるものと考えております。
　本町の教育においても、未来を担う子ど
もたちが、夢や希望を持ち、ふるさとを愛
し、尊い歴史と文化に誇りを持ちながら笑
顔で学び、たくましく成長し、社会の担い
手として幸福な人生を歩んでいけるよう学
校、家庭、地域はもとより、関係機関や団
体と連携を図りながら、より一層の充実・
発展に向けて全力で取り組んでまいります。
　町議会議員の皆さまならびに町民の皆さ
まのご理解とご協力を心からお願い申し上
げ、教育行政執行方針といたします。
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〈令和３年度　予算〉

１

１

ごみの収集・処理	 1億3426万円
（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。
　小型家電、衣類、廃食用油は再資源化のための
無料回収を行います。

【町が無料回収するもの】
項　目 回収場所

小型家電製品
（テレビなどを除く）

役場１階
住民課窓口

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	 1600万円
資源物売り払い収入	 84万円
町の負担	 1億1742万円

　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】

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

テ レ ビ 3台 2台 4台 3台 5台

電化製品 15台 3台 10台 3台 2台

タ イ ヤ 0本 40本 2本 0本 0本

そ の 他 20件 14件 25件 47件 43件
※町施設・敷地内の実績

不法投棄ごみの対策	 35万円

みんなでつくる
住みよいまち
みんなでつくる
住みよいまち

①　環境の保全

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。
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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	 1970万円
（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）

　地球温暖化防止のため、二酸化炭素などの温室
効果ガスの排出を2050年までにゼロにする脱炭素
社会に向けて、社会全体で動いています。
　町では、マイバッグの利用促進や使い捨てプラ
スチックの削減、リサイクルの推進など、「新十
津川町環境基本計画」の目標達成に向けた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、倒壊の恐れのある空き家の応急対応や、
町からの指導などにより危険な空き家を除去する
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。

○空き家バンク
　町のホームページ上に、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（件） 成約（件）
空き家 19 19
空き地 85 57

　滝川市、赤平市、雨竜町とで共同運営する火葬
場「滝の川斎苑」の運営費です。
　老朽化により新たに建設していた斎苑は、令和
３年４月から供用を開始します。新しい斎苑には、
環境にやさしいＬＰガスを使う火葬炉を設置し、
新たに集骨室と告別室をそれぞれ２室設けました。
　令和３年度は、古い斎苑の解体および新しい斎
苑の外構工事を行います。

　対象地区内での合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成するほか、新築および増改築を伴わない
合併処理浄化槽への転換に係る経費の一部を助成
します。
【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くみ取り便槽か

らの転換に限る。

＜財源内訳＞
　道の負担など	 93万円
　町の負担	 216万円
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和３年度　予算〉

②　生活基盤の充実

１

定住・移住の助成	 6476万円
（担当：総務課企画調整グループ）

○住宅取得助成
　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２年度は新築30件、中古３件
の申請があり、町外から58人が転入しました。
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

・さらに中学生以下の子ども一人につき15万円分
のふれあい商品券を交付

・申請者（または配偶者）の親が町内にいる場合、
20万円を加算

○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。

【助成額】
町内業者 町外業者

１戸当たり 100万円 60万円
１棟当たり上限 1000万円 600万円

住宅の改修工事費助成	 2000万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　居住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、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。
　時期によって工事が集中しますので、住宅の改修をお考えの方はお早めにご検討いただき、ご利用くだ
さい。

【助成期限】　令和５年３月31日
【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）
【対象要件】　・町内の施工業者が実施すること

・助成対象経費の合計額が25万円以上であること
・交付申請をする年度の末日までに工事が完了すること

【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（店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ）

【助成金額】　助成対象経費の５分の１（最大40万円まで）
【申請回数】　助成期間内に２回まで（２回の合計額40万円まで）
※工事着手日の14日前までに交付申請をしてください。
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みんなでつくる住みよいまち

１

線路施設の撤去	 1億1080万円
（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）の廃線後、本町では「踏切部の道路改良による交通安全対策」
「河川に架かる鉄道橋撤去による治水対策」「線路により東西に分断されている農地の圃場整備」「新十津
川駅周辺の跡地整備」を速やかに進めるため、ＪＲ北海道と協定を交わし町で線路の撤去事業を進めます。

【令和３年度】（弥生・文京地区の撤去）
線路施設の撤去（砂利を除く）3.9㎞
鉄道橋の撤去　３カ所
駅舎・ホームの撤去　３カ所全て
＜財源内訳＞
レールなどの売り払い収入	 262万円
札沼線跡地整備基金	 1億818万円

旧新十津川駅の跡地整備	 1億4132万円
（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、旧ＪＲ新十津川駅の跡地を公園、道
路、住宅地などに整備します。
　工事は、令和３年度から５年度までの３カ年で
行う計画です。

【令和３年度の工事内容】
○公園整備工事
　駅の解体、樹木の伐採、散策路・排水路整備な
ど
○アクセス道路新設工事
　文京３号通り	 221ｍ
　文京２条中通り	 41ｍ
○上下水道新設工事
　上水道、下水道の整備
○宅地造成
　２区画（令和４年度残り10区画）

＜財源内訳＞
国の補助金	 1872万円
札沼線跡地整備基金など	 5040万円
町の負担	 7220万円

アクセス道路

空知中央病院文京団地

小学校グラウンド

メモリアル広場

園路

園路

宅地造成

宅地造成

【線路施設】 通信ケーブル

電柱
砂利

レール

枕木

新十津川駅下徳富駅南下徳富駅

花月地区　Ｒ４～Ｒ６実施 弥生・文京地区　Ｒ３～Ｒ５実施

鉄道施設の撤去　全８㎞
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和３年度　予算〉

１

公共下水道の整備・維持管理	 2億1071万円
（担当：建設課都市管理グループ

住民課住民活動グループ）
　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３年度は、最適な施設管理を行うため、ス
トックマネジメント管路調査を実施します。
　また、下水道事業の健全で安定的な事業経営を
図るため、これまでの「官庁会計」から、経営の
視点を重視する「公営企業会計」に移行する準備
を、令和３年度から令和４年度までの２年間で進
めます。

住宅の耐震化などの助成	 1001万円
（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、解体工事に対
して助成金を交付します。
　この事業は、令和３年度で終了となりますので、
交付申請時期などにご注意ください。
　また、令和３年度は、この事業の基となる耐震
改修促進計画の見直しを行います。

区　分 対　象 助　成　額

耐震診断 既存住宅 診断費用の３分の２
（最大４万円まで）

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
（最大100万円まで）

解体工事 50万円以上の
住宅解体工事

工事費の５分の１
（最大30万円まで）

※令和２年度は、17件454万円の実績がありました。

＜財源内訳＞
国の補助金	 177万円
道の補助金	 43万円
町の負担	 781万円

公営住宅の建設、維持管理	 8642万円

都市整備の推進	 472万円

（担当：建設課都市管理グループ
住民課住民活動グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

○建設
　公営住宅等長寿命化計画に基づき、さくら団地
を建て替えます。期間は、令和３年度から令和７
年度までの５年間で調査、設計、建設を行います。
　令和３年度は、基本設計（建物の完成イメージ
や建築費を決めるもの）、測量、地質調査を実施
します。
○維持管理
　公営住宅366戸の管理を行い、平成29年に見直
した公営住宅等長寿命化計画に基づき、菊水団地
（２棟16戸）とあじさい団地（２棟８戸）の屋根
の張り替え、外壁塗装工事を行います。

　平成14年度策定の都市計画マスタープランは、
おおむね20年先を目標として策定されているた
め、令和３年度から令和４年度までの２年間で見
直し作業を行います。
　都市計画マスタープランの見直し作業に際して
は、町の都市計画審議会を開催し審議するととも
に、広く町民の皆さんに意見を伺い見直し作業を
進めます。

都市計画図



16 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる住みよいまち

③　交通環境の充実

１

町道踏切部分の改修	 5200万円
（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、令和２年度から５年度までの４年計画で南
４号線から南17号線までの合計14カ所の踏切箇所の道路改修を行います。
　踏切の撤去や段差の解消、道路勾配の修正を行い、見通しの良い安全な道路に改修します。

【道路工事】
①南４号線（令和２年度継続）
工事内容：舗装工事　　延長：230ｍ
幅　　員：車道10.0ｍ＋歩道3.0ｍ×２（両側）

②南５号線（令和２年度継続）
工事内容：舗装工事　　延長40ｍ
幅　　員：車道6.0ｍ

③南11号線
工事内容：踏切撤去、道路改良　　延長：20ｍ
幅　　員：車道6.5ｍ

④南13号線
工事内容：踏切撤去、道路改良　　延長：60ｍ
幅　　員：車道7.0ｍ＋歩道1.6ｍ（片側）

南13号線踏切

町道の改修	 2730万円
（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。
　このような傷んだ町道を改修し、走行しやすい
安全な町道に改善します。

【道路工事】
⑤北中央２条通り改修工事
工事区間：国道275号～北中央３号南通り
工事内容：舗装１層の上乗せ

縁石取り替え、歩道の改修
延　　長：130ｍ
幅　　員：車道8.0ｍ＋歩道3.5ｍ×2（両側）

＜財源内訳＞
国の補助金　　64万円
町の負担　　2666万円

＜財源内訳＞
国の補助金	 2207万円
札沼線跡地整備基金	 113万円
町の負担	 2880万円

橋りょう修繕の実施	 4760万円
（担当：建設課土木グループ）

　町が管理する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】
⑥恵水橋補修工事（令和２年～４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
【橋りょう点検業務】
・橋梁定期点検業務
業務内容：25橋の定期点検

＜財源内訳＞
国の補助金　2583万円
町の負担　　2177万円
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和３年度　予算〉

１

⑥恵水橋（補修）
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みんなでつくる住みよいまち

１

地域公共交通の確保	 2673万円
（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、町では北海道中央バスへの運行助成と併せて、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、利用者の減少や運転手不足などにより、現在の交通体系の維持が困難なことから、現体系を検証
し、新たな交通体系を定めた地域公共交通計画を策定しました。新体系での運行開始は、令和４年４月を
予定しています。

○現公共交通網の確保
○交通資源の有効活用
○快適なバスターミナルの創設
○効率的な運行路線の設定

【乗車予約】
○原則予約制
○滝新線と滝川線（西高経由）は予
約不要

【運賃】
○町外便への乗継ぎや巡回などを考
慮して町内便は現行料金を基本と
して一律定額制

新公共交通体系の方針 運行概要

現　　　行
路　　　線 平日 休日

滝川浦臼線（花月方面） 4.5便 ４便
ふるさと公園線（総進方面） ５便 ４便
滝川北竜線（大和方面） 1.5便 １便
乗合タクシー（徳富方面） 3.5便 ３便
滝新線 14便 14便
乗合ワゴン（砂川方面） ３便 ２便

新　体　系
路　線 平日 休日

町
内
便

花月方面
７便
程度

３便
程度

総進方面
大和方面
徳富方面

町
外
便

滝新線 14便程度 14便程度
砂川線 ５便程度 ３便程度
滝川線
（西高経由） ６便程度 ３便程度

【運行便数】

新公共交通体系のイメージ図
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みんなでつくる住みよいまち

〈令和３年度　予算〉

④　地域情報化の推進

１

町道の除排雪	 1億6156万円

光インターネットサービス加入費用の助成	 300万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：総務課財務・情報グループ）

　冬期間の快適な生活環境を守るため、安全な道
路を確保します。
　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。
【早朝除雪】
　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います。
【日中除雪】
　降雪状況に応じて郊外の除雪を行います。なお、
市街地は作業に危険が伴うため、翌日の早朝に除
雪します。
【除排雪延長】
・除雪：車道186㎞、歩道13㎞
・排雪：38㎞
＜財源内訳＞
国の補助金　　　320万円
町の負担　　1億5836万円

　町内の光回線を使った高速インターネットサー
ビスは、市街地の一部での利用に限られており、
農村部の大部分がサービスを利用できない地域で
す。光インターネットサービスの格差を改善する
ため、町が工事費用の一部を負担し、ＮＴＴ東日
本がサービス提供地域を町内全域に拡大する工事
を行います。
　サービス提供地域の拡大に併せ、光インター
ネットサービスを新たに利用する方に対し、サー
ビス加入費用の一部を助成します。

【助成金額】１万円（１世帯に付き１回まで）
※光インターネットサービス加入費用の約半額
を助成します。

排雪

【光インターネットを利用する際の費用イメージ】

内訳 費用

①サービス
加入費用

・光ケーブルを家の中に
引き込み、インター
ネットに接続するため
の機器を設置する工事
費

1万9800円
（初回のみ）

②利用料 ・光回線の利用料
・プロバイダーの利用料

5720円～6930円
（月額）

①サービス加入費用 ②利用料

早朝除雪
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みんなでつくる健やかなまち

①　児童福祉の充実

２

２

得きっずカードの配布	 1062万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　高校生以下の子どもや、妊婦がいる世帯の生活を支援するために、町内ポイントカード会で使用するこ
とができる「得きっずカード」を１世帯につき１枚配布します。
　令和３年度からは、とくとっぷカードが新しくなったことに伴い、得きっずカードも満点制ではなく、
買い物額100円につき10ポイント還元されるカードに変更になります。貯まったポイントは１ポイント１
円で使用することができます。
【対象】高校生以下の子どもまたは、妊婦のいる世帯
【ポイント還元上限】
○子ども１人世帯　　　　22500円
○子ども２人世帯　　　　27000円
○子ども３人以上の世帯　31500円

【有効期限】対象要件を満たさなくなるまで

＜財源内訳＞
子ども夢基金　1062万円

みんなでつくる
健やかなまち
みんなでつくる
健やかなまち

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。
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みんなでつくる健やかなまち

〈令和３年度　予算〉

２

幼児教育の無償化	 5561万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　令和元年10月から幼稚園、保育所、認定こども
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）。
　なお、町は副食費を月額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	 2563万円
道の補助金	 1327万円
子ども夢基金	 248万円
町の負担	 1423万円

保育園の管理運営と病後児保育	 1億3387万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

○保育園の管理運営
　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。令和３年度は、園児が安全な環境
で屋外活動が行えるよう、老朽化した屋外フェン
スの更新を行います。
○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	 537万円
子ども夢基金	 1076万円
町の負担	 1億1774万円

放課後児童クラブの運営	 900万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　放課後児童クラブは児童館２階に開設し、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ります。
　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、利用の有無にかかわらず月額
1500円の利用料がかかります。

＜財源内訳＞
国の補助金	 192万円
道の補助金	 192万円
利用者の負担金	 72万円
町の負担	 444万円
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みんなでつくる健やかなまち

２

誕生記念品のプレゼント	 185万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　子どもの誕生を記念し、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。令和３年
度から新たに、つみきセットが加わりました。
【子どもの誕生のとき（次から１点）】

【１歳の誕生日】

乳幼児健康診査・相談	 120万円 高校生までの医療費の無料化	 2148万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：住民課戸籍保険グループ）

　乳幼児の健全な成長発達を支援するため、新生
児聴覚検査（初回検査分）費用の全額助成、乳幼
児健康診査・健康相談、歯科保健事業（フッ素塗
布、保育園・幼稚園でのむし歯予防教室）を実施
します。
【乳幼児健康診査・健康相談の種類と主な内容】

種類 主な内容
３～４カ月児健康相談 計測（①）、保健・栄養相談（②）
７～８カ月児健康相談 ①、②、離乳食試食
10～11カ月児健康相談 ①、②、歯科相談（③）
１歳２～３カ月児健康相談 ①、②、③
１歳８～９カ月児健康診査 ①、②、③、内科・歯科健診（④）
２歳５～６カ月児健康相談 ①、②、③
３歳１～２カ月児健康診査 ①、②、③、④

＜財源内訳＞
国の補助金	 7万円
道の補助金	 7万円
町の負担	 106万円

　北海道では、子育て世帯の経済的負担を軽減す
るため、就学前児童の入院・通院と小学生の入院
を対象とする医療費を助成しています。
　町では、助成内容を独自に拡大し、高校生まで
の医療費（保険診療分）を全額助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 293万円
高額療養費保険者負担	 10万円
子ども夢基金	 1845万円

・アニマルカー ・ままごとセット・つみきセット（新規）

・キッズチェア（誕生日と名前の刻印入り）
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〈令和３年度　予算〉

②　高齢者福祉の充実

２

高齢者世帯などの除雪支援	 977万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　高齢者世帯などの冬期間の除雪作業を支援するため、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
　世帯員全員が70歳以上もしくは18歳未満で、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）。
　対象の年齢ではない方でも障がいの区分によって、対象となる場合があります。
○高齢者世帯の避難経路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難経路を確保するため、11月～３月の期間で、降雪があった際
に、玄関から道路までの人が通ることができる程度の幅の通路を月額２千円で除雪します。
　また、希望があれば１回750円でベランダや窓（家の中で１カ所）を月に２回まで除雪します。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 36万円
町の負担	 941万円

児童館の運営	 1128万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　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、友だ
ちづくり、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
イザーを配置します。
＜財源内訳＞
利用者の負担	 1万円
町の負担	 1127万円

子育て支援センターの運営	 777万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　子育て支援センターでは、季節に合わせた親子
で楽しめる行事や、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。
　コミュニケーションアプリのＬＩＮＥからイベ
ント情報を確認したり、参加を申し込んだりでき
ますので、ご利用ください。

＜財源内訳＞
国の補助金	 219万円
道の補助金	 219万円
利用者の負担金	 1万円
町の負担	 338万円
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２

シニア世代の生きがいづくり	 156万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　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、
生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付けることができるよう、年
間７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、送迎バスが利用できます。
○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、カラオケ、木工、舞踊、短歌、マージャン、書道、卓
球、コーラスの９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会することができ、複数の
部会に加入することも可能です。

介護予防活動の推進	 1091万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　高齢者が地域で積極的に介護予防の活動をする
ことを支援します。
　毎週、各行政区会館で「すまいるあっぷ」を開
催し、参加者の介護予防の場であるとともに、介
護予防サポーターの活動の場を提供します。
　また、通いの場を活用してリハビリ専門職によ
り指導を受ける「地域リハビリテーション活動支
援事業」、各種団体への介護予防の普及啓発のた
めの講座の開催など、さまざまな事業を行います。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合からの負担金　1091万円

在宅生活支援用品購入費の助成	 92万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　福祉用具などの購入費用の一部を助成し、高齢
者および障がい者、その支援者の負担を軽減しま
す。

【助成対象福祉用品など】
　・セラピー人形
　・階段昇降機
　・電動起立補助座椅子
　・電話防犯機器

セラピー人形 電話防犯機器
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④　健康づくりの推進

③　障がい者福祉の充実

２

子育て世代包括支援センターの運営	 46万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　令和３年度から、新たに子育てに関して気軽に相談できる
窓口として、子育て世代包括支援センターをゆめりあ内に開
設します。
　子育て世代包括支援センターでは、妊娠期から子育て期ま
でを安心して過ごせるよう、妊娠・出産・子育てなどのさま
ざまな悩みや相談に応じます。また、医療機関や子育て機関
などと連携しながら、切れ目のないサポートを行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 15万円
道の補助金	 15万円
町の負担	 16万円

　母子健康手帳の発
行や妊娠や出産・育
児についての相談な
どを行います。

妊娠期 出産後 子育て期
　新生児訪問で赤ちゃん
の発育・発達を一緒に確
認し、育児についての相
談などを行います。

　電話、来所、訪問による育児相談を行います。
　乳幼児健診・相談で、子どもの発育・発達を
確認し、成長に合わせた育児についての相談な
どを行います。

障がいのある方への生活支援	 1276万円 障がい福祉サービス	 2億7983万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ） （担当：保健福祉課子育て・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	 276万円
道の補助金	 227万円
町の負担	 773万円

　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。

【主なサービスの内容】
・家事援助などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億3876万円
道の補助金	 6938万円
町の負担	 7169万円
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がん検診・ピロリ菌検査	 868万円
（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、すべてのがん検診を500円として自己負担を軽減します。また、町
独自に30歳代女性の乳がん検診とピロリ菌検査を実施します。
　ピロリ菌は胃に感染し、胃炎や胃がんの原因になります。ピロリ菌検査を行うことで、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 30歳以上
大腸がん 便検査（潜血反応） 30歳以上
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度）

卵巣超音波検査 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歳代はエコー検査も実施） 30歳以上の女性（２年に１度）

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	 24万円
受診者負担金	 120万円
町の負担	 724万円

健康づくり対策	 316万円
（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、町民の皆さんが健康づくりに常に関心を
持ち、自ら健康増進に取り組めるように、健康づ
くり対策事業を実施します。
　また、食の推進事業として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。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 37万円
町の負担	 279万円

事業名 取り組み内容

健康チェックコー
ナーなどの設置

・町内事業所で減塩体験・健
康チェックコーナーの設置
・役場に血圧計の設置

行政ポイントの活
用

　健診の結果説明を受けた
方、健診後に努力して成果を
挙げた方にポイントを付与

糖尿病性腎症重症
化予防対策

　人工透析を予防するため、
訪問栄養指導を実施

減塩体験
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国民健康保険の運営	 2億8702万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　国民健康保険は、北海道と本町を含む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	 879万円
道の補助金	 3043万円
加入者の保険税	 1億9144万円
基金運用収入	 39万円
町の負担	 5597万円

後期高齢者医療保険の運営	 2億4391万円
（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。
　町は、保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、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いま
す。

＜財源内訳＞
道の補助金	 2467万円
加入者の保険料	 8887万円
過年度保険料の還付	 10万円
町の負担	 1億3027万円

妊産婦健康診査・相談	 501万円不妊治療費助成	 120万円
（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）

　妊娠の届け出をされた方に、指定医療機関での
妊婦一般健康診査費と超音波検査費各14回分を助
成します。産婦健康診査費は、２回分まで助成し
ます。
　また、妊娠中の健康や栄養などについて、保健
師と栄養士が相談を受けています。また、子育て
が始まってからも引き続き相談を受け付けます。

＜財源内訳＞
子ども夢基金　501万円

　出産・子育ての負担軽減の施策の一環として、
不妊治療に係る費用の一部を助成します（令和３
年１月以降の治療には、制度拡充）。

【拡充内容】
要件 旧制度 新制度

所得額
夫婦合算730万円
未満

撤廃

夫婦の
定義

婚姻届を提出して
いる法律上の夫婦

左記に加えて、事
実婚も認める。

【助成額】
不妊治療の区分 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
１回の治療費自己負担総額に
対し、10万円を上限
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⑤　感染症予防対策

２

風しん予防対策	 215万円 インフルエンザ予防接種の助成	 835万円
（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３年度は、全額助成の最終年度です。対象
者には、令和２年または令和元年に抗体検査と予
防接種の無料クーポン券を送付しています（有効
期限は、券面に記載の日付から「2022年２月」に
延長）。お手元にない方へは再発行しますので、
お問い合わせください。
　なお、予防接種を実施する際には、事前に必ず
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、予防接種の対象外です。

＜財源内訳＞
国の補助金	 79万円
町の負担	 136万円

　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、妊婦、中学生以下の接種費用を必要な
接種回数分、全額助成します。
　また、65歳以上の高齢者には、１人当たり一律
1000円の自己負担で接種できるよう助成します。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 104万円
町の負担	 731万円

新型コロナウイルス予防接種	 4417万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　新型コロナウイルス感染症予防のため、ワクチン接種を実施します。
○接種券の配布
　ワクチンの接種が無料で実施できる接種券を対象年齢区分ごとに順次送付します。
　接種は、町内の医療機関や町外医療機関のかかりつけ医で実施できます。

○予防接種体制の整備
　ワクチンの接種が円滑に進むよう、国や近隣医療機関と連携した予防接種体制を構築します。
　また、事業実施のための人員確保や、ワクチン管理・保管のための物品の調達を行います。
＜財源内訳＞
国の補助金	 4417万円

【接種券】
・シールでお届けします。
・この接種券は、予防接種済証を兼ねてい
ますので、予防接種実施後も大事に保管
してください。

（見本）
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①　農業の振興

３

３

　令和元年から２年間取り組んだ農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」が終了しま
した。このプロジェクトでは、高品質・良食味米を生産するために理想的な水管理を実現できるソフトウェ
アを開発し、令和３年度からこのソフトウェアを活用した新規プロジェクトを２年間で取り組みます。
　きめ細かな水管理を行うため、自動給水装置をスマートフォンで遠隔操作する水管理の超省力化、前年
圃
ほじょう

場データに基づき肥料散布量を自動調整する「可変施
せ

肥
ひ

」を実施し、その結果を食味収量コンバインで
データ収集し、分析します。
　これらの技術普及に向けて、水田センサー・自動給水装置を活用した水管理研修会も実施します。

高品質・良食味米生産プロジェクト	 105万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

水管理アプリ表示イメージ
自動給水装置「パディッチ」
スマートフォンで遠隔操作

みんなでつくる
豊 か な ま ち
みんなでつくる
豊 か な ま ち

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。
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　高齢化や労働力不足により農家１軒当たりの農地面積の拡大に対応するため、農作業の省力化・効率化
に向けて、最先端技術を活用した「スマート農業」が注目を集めています。
　町は、農作業の省力化につながる「ＧＰＳ直進アシスト機能付き田植機」と「農薬散布用ドローン」の
購入費用の一部を助成します。
　また、令和３年度からは新たに「自動操舵補助システム」の購入費用の一部を助成します。「自動操

そう

舵
だ

補
助システム」を導入することで、作業の効率化や農業経験の少ない担い手や女性農業者でも熟練者と同じ
精度で作業が可能になり、直進作業を手放しですることで、オペレーターの疲労の軽減にもつながります。

スマート農業機械の購入助成	 760万円
（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）

自動操舵補助システム
助成額　３割（上限50万円）

酒米粉を活用した商品の開発	 686万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　北海道一の酒米産地である町の酒米粉を活用するため、農研機構と共
同研究を行い、甘味料を製造できることや製パン改良剤としての特性を
発見しました。
　これらの発見を平成30年に特許として申請し、令和２年12月に特許の
権利を取得しました。
　令和３年度も引き続き、町内の事業者と地域おこし協力隊の協力、食
品の専門的な知識を持つ農研機構にアドバイスを受けながら、さまざま
な分野の商品開発を行います。また、製パン改良剤としてパンへの活用
を進め、給食提供なども実施します。

開発中のロールケーキ

特許証

新規
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３

農産物などのＰＲ	 77万円

有害鳥獣の駆除	 1287万円

（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するための取り組みを行います。
　札幌市内で行っている直売会を今年も計画しているほか、北海道庁前で開催される赤れんがフェスタへ
参加し、町の農産物などをＰＲします。
　また、チラシの作成なども行い、積極的に町のＰＲを進めます。

○エゾシカ対策（令和２年度は258頭駆除）
　エゾシカによる農業被害を防止するため、猟友会に有害鳥獣駆
除を委託するとともに、くくりわなの貸し出しを行います。また、
捕獲の新たな担い手対策として、猟銃の狩猟免許、所持許可およ
び物品など取得費用の助成や、くくりわなの設置講習会を行いま
す。

○アライグマ対策（令和２年度は292頭駆除）
　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
関の協力による生息調査を引き続き行い、生息数の推定や生態、
効果的な捕獲方法の確立を目指します。
　また、捕獲報奨金の支給（３～６月の重点捕獲期間は2000円、
その他の月は1600円）や箱わなの貸し出しのほか、捕獲に苦慮し
ている方の田畑などにセンサーカメラを設置し、その結果を基に
わなの設置方法の助言を行うなど、捕獲対策を強化します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 576万円
町の負担	 711万円

箱わなで捕獲したアライグマ

直売会赤レンガフェスタ

圃
ほじょう

場に現れたエゾシカ



32 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる豊かなまち

②　林業の振興

３

熱供給センターの運営	 2604万円

森林整備の促進	 1222万円

（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）

　ふるさと公園内に建設した熱供給センターを運営します。
　この施設には木質バイオマスボイラーを設置し、ホテルグリーンパークしんとつかわ、スポーツセン
ター、温水プールに熱の供給を行います。
　燃料となる木質チップは、町内の森林から搬出された間伐材などを活用し、町内の加工場でチップに加
工したものを使用します。
　エネルギーの地産地消による二酸化炭素の削減が可能になるとともに、地域内経済の活性化が期待され
ます。

＜財源内訳＞
供給先の負担	 750万円
町の負担	 1854万円

　町内の森林整備や伐採した木の運搬費用、運搬するための作業道を補修する費用の一部などを助成しま
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繰入金　1222万円

木質バイオマスボイラー（600㌗）熱供給センター
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みんなでつくる豊かなまち

〈令和３年度　予算〉

③　商工業の振興

３

中小企業者などへの支援	 7602万円
（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
【対象者】
　町内で企業施設を新たに設置、
増設または移設した企業

種類 投資額の要件

新設・移設 1000万円以上

増設 500万円以上

移設 1000万円以上
【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、１年当たりの
交付上限は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
【対象者】
　町商工会に加入の中小企業者
【助成内容】
・店舗の新築、改装など
対象経費の２分の１～４分の３
（上限あり）
・地場産品の開発など
対象経費の４分の３（上限100
万円）
・生産性の向上、販売促進の取組
み、観光資源の調査研究など対
象経費の４分の３（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（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（上限50万
円）

○事業資金保障融資
【対象者】
　町に１年以上在住し、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、利子の補助

資金種類 限度額

設備 1000万円

運転 500万円

特別 2500万円

地元消費拡大に対する支援	 400万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　令和２年度にしんとつかわポイントカード会に新システムが導入され、とくとっぷカードが更新された
ことに加え、加盟店が28店舗から48店舗に増加しました。
　町では魅力ある商店街づくりのため、令和３年度も引き続き、商工会、ふれあい商品券会およびポイン
トカード会が行うスタンプラリー事業など、地元消費拡大につながる活動に対し、その経費を助成します。

新しいとくとっぷカードを使用して買い物ふれあい商品券会事務局による抽選



34 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる豊かなまち

④　観光の振興

３

奈良県・十津川村三者協定の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・本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
と協力し、町の農特産物をＰＲ、販売します。
　また、町内では物産館（くじら館）で奈良県や十津川村の特産品を取り扱うほか、各イベントの際にも
十津川村産キノコなどの特産品をＰＲ、販売します。
　なお、令和２年度に計画し、新型コロナウイルスの影響を受け実施することができなかった「母村十津
川村を訪問する団体への費用の一部支援」と、「十津川村・奈良県を訪れ三者の縁を深めるツアー」も予
定しています。

【農特産品の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）
○奈良のうまいものプラザ（ＪＲ奈良駅構内）
○奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
○十津川村開催イベントに参加

観光ＰＲの推進	 1262万円 地域おこし協力隊の活動	 672万円
（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
　町応援大使で作家の西村京太郎さん、彫刻家の
五十嵐威

たけ

暢
のぶ

さん、歌手のさだまさしさんに町の魅
力を発信していただきます。
○橋本広告塔のリニューアル
　金滴酒造前の交差点にある橋本広告塔の経年劣
化や器具の故障に伴い、塔面の改修や、照明器具、
温度計の更新を行います。
○とつかわこめぞーやＳＮＳ活用による魅力発信
　各種イベントへの「とつかわこめぞー」の出演
やキャラクターシャツの
製作、インスタグラムな
どのＳＮＳを活用した
フォトコンテストや、観
光協会加盟飲食店を巡る
グルメスタンプラリーな
ど、観光協会が行う町の
魅力発信を支援します。

　地域おこし協力隊（産業活性化支援員１人）が、
観光分野を中心とした町のＰＲや情報発信を行う
ほか、事業の企画・実施により、地域の活性化を
目指して活動します。
　なお、地域おこし協力隊員が任期終了後に町内
で起業する場合、開業に係る経費の一部を支援し
ます。

地域おこし協力隊が情報発信している
インスタグラム
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みんなでつくる豊かなまち

〈令和３年度　予算〉

３

ふるさと公園のリニューアル	 1億1272万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　ふるさと公園再整備基本計画に基づく公園のリニュー
アル（再整備）事業として、令和３年度から４年度にか
けて整備します。
　令和３年度は、青少年交流キャンプ村のオートサイト
化やトイレの改修、公園東側の田園風景を見下ろす展望
エリアの整備を行います。
　令和４年度は、水景施設、遊具、休憩施設などの整備
を行って工事を完了し、令和５年５月の大型連休中のグ
ランドオープンを計画しています。

●工事に伴う青少年キャンプ村の営業スケジュール
令和３年度 4/28～5/9 5/10～7/16 7/17～10/31

バンガロー（10棟） 営　業 休　業 営　業
テントサイト（10張分） 営　業 休　業

〈ふるさと公園内の青少年交流キャンプ村〉
　キャンプ村の芝生広場は、テント（10張まで）
を張るスペースとして利用できましたが、この
スペースを車の乗り入れ、駐車ができ、コンセ
ントを使えるオートサイト（11区画）にします。

青少年交流キャンプ村の再整備イメージ図

展望エリア

トイレの改修

芝生広場（テント10張分）のスペースに車を
横付けできるオートサイト（11区画）



36 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる安心なまち

①　消防・救急体制の充実

４
滝川地区広域消防事務組合の運営	 2億1473万円

（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経費、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経費、救急資機材の購入費などです。
　令和３年度は、消防団の活動服・手袋の更新、第３分団の消防ポンプ車の更新、サイレン吹

すい

鳴
めい

遠隔制御
装置の更新、指令端末・通信機器の新庁舎への移転工事などを行います。

４

みんなでつくる
安 心 な ま ち
みんなでつくる
安 心 な ま ち

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。
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みんなでつくる安心なまち

〈令和３年度　予算〉

②　防災体制の充実

４

排水機場の管理	 4221万円
（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、機能診断結果から改修が必要な４カ所の排水機場
の老朽化したポンプや監視操作盤などの施設を計画的に改修します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 190万円
道の補助金	 2269万円
浦臼町の負担	 190万円
町の負担	 1572万円

【救急排水場・排水機場位置図】

【改修】

【改修】

【改修】

【改修】

河川の維持管理	 1206万円 地域防災力の強化	 595万円
（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図
ります。
【令和３年度の土砂上げ実施箇所】

　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。
　また、防災および危機管理体制について、人的
強化による防災力を高めるため、防災対策専門員
を任用します。

○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。

弥生区防災研修

排水場内部



38 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる安心なまち

③　生活安全体制の充実

４
安全・安心推進協会の支援	 119万円 消費生活トラブルの解決	 208万円

（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安全・
安心推進協会へ助成します。
　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
（市外局番　0125）

＜財源内訳＞
道の負担	 83万円
町の負担	 125万円

災害救助物資の備蓄	 53万円総合防災訓練の実施	 74万円
（担当：災害対策事務局）（担当：災害対策事務局）

　町では災害時に備えるため、食料品などの災害
救助物資を計画的に備蓄しています。
　令和３年度は、加熱調理が不要な食料を中心に
アレルギー対策にも配慮した食料品を保存年限ご
とに入れ替えるほか、昨今の大規模災害に備え、
備蓄食料を500名分から1100名分に増量します。

　総合的な地域防災力向上のため、３年に１度、
全町民を対象とした総合防災訓練を行います。
　開催年に当たる令和３年は、８月29日㈰にス
ポーツセンターで、各行政区からの移送訓練のほ
か、感染症対策を講じた避難所運営、開設訓練な
どを行います。

平成30年実施時（ダンボールベッドの作成） 長期保存が可能なアルファ米
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みんなでつくる学びのまち

〈令和３年度　予算〉

①　学校教育の充実

５

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　「指導体制の強化」と「児童生徒の確かな学力の定着」のため、小・中学校に町独自で専任講師や学習
支援サポーターの配置を継続します。
　また、小学校では漢字検定、中学校では英語検定の受験費用を継続して支援します。
　令和２年度に、国の「ＧＩＧＡスクール構想」により整備した「児童生徒１人１台のタブレット端末」
の本格的な活用に向け、専門業者による学校内のネットワーク調査や、ＩＣＴ全般のサポート体制整備を
行います。
　さらには中学校にエアコンを設置し、夏季の熱中症対策を行い、生徒が快適に集中して学ぶことができ
る環境を提供します。

小・中学校教育の推進	 4277万円

５

みんなでつくる
学 び の ま ち
みんなでつくる
学 び の ま ち

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。



40 〈令和３年度　予算〉

みんなでつくる学びのまち

５

外国語教育の充実	 926万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　小・中学校に専属の外国語指導助手（ＡＬＴ）
を各校１名配置します。全ての英語の授業にＡＬ
Ｔが参加し、児童・生徒は英語の楽しさを学びます。
　また、町民向けの英会話教室や、ふるさと学園
大学の講座を開催します。

学校運営協議会の開催	 77万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校運営協議会を開催し、学校経営の方針の承
認や学校運営に必要な支援を協議します。
　地域が学校に必要な支援や応援をする仕組みと
して、コミュニティスクール（小・中学校）の活
動を推進し、町の子どもたちの成長を学校と地域
が一体で支える取り組みについて話し合います。

育英奨学金の貸し付け	 2554万円
（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、高専、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
金を貸し付けします。

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

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策
の特例として、大学や短大などの奨学生に対し
月額の上限を６万円に増額します。

学校給食の提供	 8639万円
（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のうち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	 4486万円
雨竜町の負担	 672万円
子ども夢基金	 468万円
町の負担	 3013万円

ＡＬＴのモリン・ライアンさん（左）と
リュ・デリックさん
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〈令和３年度　予算〉

②　社会教育の充実

５

農村環境改善センターの改修	 728万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　町民の教育文化活動や、会議、発表の場として使用されてきた農村環境改善センター（昭和57年建築）
を、老朽化のため改修します。改修期間は令和３年５月１日から令和４年10月までの予定で、当初は改修
工事の実施設計の予算計上を行います。
　改修後は、社会福祉協議会の活動の拠点となるほか、町民の創作活動の発表の場となる町民ギャラリー、
町が所蔵する絵画の常設展示コーナーを設け、文化芸術を鑑賞する憩いの場も提供する予定です。

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　子どもの教育の経済的な負担の軽減を目的として、遠距離の高校などへ通学する生徒の通学費の一部助
成を平成29年度から実施しています。
　対象は、町内に住所を有し、高校、特別支援学校、高専へ通学する生徒の保護者で、通学費の２分の１
（条件：定期券購入費月額１万円以上、助成上限月額：２万円）を助成します。

Ａ高校の場合：5000円を助成（助成対象経費10000円）
Ｂ高校の場合：6000円を助成（助成対象経費12000円）
Ｃ高校の場合：助成対象外　（助成対象経費10000円未満のため）

高校などの遠距離通学費の助成	 157万円
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みんなでつくる学びのまち

５

アートの森の管理運営	 454万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　アートの森彫刻体験交流促進施設（愛称：かぜのび）の管理運営を一般社団法人風の美術館に委託します。
　かぜのびが開設してから10年を迎えたので、記念作品を展示するために壁の補強を行うとともに、小規
模な作品を展示するケースを製作します。
　また、施設周辺の枯木や、使わなくなった遊具の撤去など環境整備を実施します。
　さらに、かぜのびのリーフレットを刷新し、町外の芸術施設と連携を図ってかぜのびの魅力アップを推
進します。

芸術鑑賞	 600万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年代の方が、舞台芸術を身近に感じられる
ように、芸術鑑賞を開催します。
　ゆめりあホールには、世界的に有名なスタイン
ウェイ・アンド・サンズ社のフルコンサートピアノ
Ｄ-274が常設されています。今年度は、このピアノ
を使用したジャズコンサートを計画し、来場した皆
さんに魅力あるステージを楽しむ機会を提供します。
　また、ＮＨＫ教育テレビ「いないいないばあ！」
のワンワンによる、歌とダンスのショーをスポーツ
センターで開催し、親子で一緒に楽しむ機会を提供
します。

【開催予定】

開催予定月 内　　容

８月 ワンワンとあそぼうショー

９月 ルパンジャズライブ2021

大野雄二＆ルパンティックシックス
（ルパンジャズライブ 2021）
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〈令和３年度　予算〉

５

（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）

　標高1100メートルのピンネシリ山頂まで往復するコースから、ふるさと公園周辺のコースまで、多様な
コースを設定して町内外のランナーから好評を得ている、ピンネシリ登山マラソン大会を支援します。
　また、幼児から高齢者までの全ての年代を対象に、体力や年齢、好みに応じて、どなたでも参加できる
教室を開催するスポーツクラブの事業を支援します。
　スポーツ協会（旧称：体育協会）が推奨する「１・１運動」（町民誰もが１日１回スポーツなどの運動
を実施し、健康づくりにつなげること）を展開するスポーツクラブは、リズムウォーキング、フラダンス
などの軽スポーツから、ボディーアタックやズンバなど運動強度が高いものまで、多くのプログラムを提
供します。

　体験を通じて子どもたちのスポーツ活動のきっかけづくりや、体力増進、健康増進を図るためのスポー
ツ体験事業を開催します。
　日本ハムファイターズによる少年野球教室や、小学校１年生を対象としたスキー教室などを実施します。

スポーツの推進	 974万円

スポーツ体験学習の推進	 68万円

ピンネシリ登山マラソンチアダンスクリニック
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みんなでつくる学びのまち

５

文化スポーツ大会参加費の助成	 400万円
（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
への出場経費を助成し、活動を支援するとともに、
保護者の負担軽減を図ります。

そっち岳スキー場の管理運営	 1593万円
（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、町民だけではなく、近隣市町の皆
さんからも親しまれています。
　リフトや圧雪車などの整備などを行い、スキー
場を安全に利用できるよう管理します。

＜財源内訳＞
リフト使用料など	 869万円
町の負担	 724万円

子ども会活動の支援	 98万円 青少年健全育成町民会議の活動支援	 242万円
（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）

　町内の子ども会活動を支援するため、子ども会
育成者連絡協議会（町子連）の活動経費を助成し
ます。
　町子連は、各行政区の子ども会の活動を支援し
ているほか、社会見学やかるた大会、リーダー研
修会など、独自の行事を行っています。
　令和３年度から２年間、本町で北海道子どもか
るた大会空知地区予選会を行う予定です。

　「青少年健全育成のつどい」の開催などを実施
する青少年健全育成町民会議の活動を支援します。
　同会議は、「地域の子どもたちを地域全体で育
てていこう」という目標を掲げ、町内の各団体や
関係機関と連携し、さまざまな啓発活動を行いま
す。
＜財源内訳＞
道の補助	 50万円
町の負担	 192万円

ピアノコンクール受賞報告

全町子ども会かるた大会
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〈令和３年度　予算〉

５

ふるさと公園体育施設の管理運営	 8555万円 開拓記念館管理運営事業	 295万円
（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）

　ふるさと公園内体育施設の多くは建設から30年
以上が経過していることから、さらなる適切な維
持管理が求められており、修繕を必要とする箇所
が増えています。令和３年度は、スポーツセンター
の浄化槽を更新します。
　また、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スポーツ協会
（旧称：体育協会）に委託し、管理します。

　町の歴史を伝える開拓記念館の管理、運営を行
います。
　展示している年表の更新とともに、農業記念館
（旧新十津川信用購買組合。大正10年建築、昭和
41年移築）の修繕を行います。
　管理運営は、とっぷ子どもゆめクラブに委託し
ます。
＜財源内訳＞
・入館料、本売売払	 13万円
・町負担	 282万円

図書館の利用促進	 95万円 絵本とのふれあい	 26万円
（担当：図書館） （担当：図書館）

　子どもから高齢の方まで気軽に来館いただける
よう、新刊本や今話題の本をそろえています。
　また、福祉部局と連携し健康教室に司書が出向
き、リクエスト本や話題の本を紹介し貸し出しし
ます。令和３年度は、高齢者地域配本サービスの
モデル地区を２カ所設け（みどり区、花月区）、サー
ビスを実施します。

　子どもの豊かな心を育むため、ゆめりあで行わ
れる３～４カ月児健康相談の際に、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、令和３年度から２歳５～６カ月の児童に
も、絵本と対象児童が主人公となるパーソナル知
育絵本を選択できるようにします。
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みんなでともに歩むまち

①　住民参加の促進

６

６

しんとつかわの魅力発信	 109万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　本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・定住人口を増やしていくた
めの取り組みを進めます。

○第３回しんとつかわ動画コンテスト
　令和２年度に実施した第２回動画コンテストは
13本（10人）の応募がありました。
　令和３年度も引き続き、町内外から本町を紹介
する30秒以内の動画を募集するコンテストを開催
します。
・最優秀賞　賞金10万円（１本）
・優秀賞　　特産品１万円分（最大５本）

○魅力発信パンフレット
　観光ガイドの機能を併せ持った魅力発信パンフレット（プ
チＪＰ01）を作成し、町外へ発信します。

第２回コンテストポスター

みんなでともに
歩 む ま ち
みんなでともに
歩 む ま ち

※掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています（次のＱＲコードからリンク）。

動画コンテストの
ページへリンク
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６

開町記念式の開催	 120万円
（担当：総務課総務グループ）

　奈良県十津川郷からの団体移住をはじめとした
今日までの先人の苦労とその功績に感謝するとと
もに、町民一丸となって、より良い町を築き上げ
る決意を新たにする場として、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、毎年町民の方々をはじめ、母村十津
川村や本町ゆかりの方々など、多くのご列席をい
ただいています。
＜財源内訳＞
参加者会費	 15万円
町の負担	 105万円

行政区活動への支援	 1986万円
（担当：住民課住民活動グループ）

　行政区と連携協力し、住み良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、みこし、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

【行政区と町との協働事業】
・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	 　53万円
（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
んと共に考えていけるよう、魅力のある誌面作り
に取り組みます。

盆踊り
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みんなでともに歩むまち

②　行政の効率的な運営

６

ふるさと応援寄附金の推進	 9587万円

広報誌、ホームページのリニューアル、ＬＩＮＥの活用	 472万円

（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）

　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、使途も
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、イベントの開催などに活用します。

【令和２年度寄附実績】（２月末現在）
・寄附人数　3816人
・寄附金額　1億1172万円

【寄附金の使途】
・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の購入
・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

　広報誌にＡＲ（拡張現実）を導入し、ホームページのトップページをリニューアルします。
　ＡＲにより、広報誌にスマートフォンをかざすことで、写真や動画を見ることができるようになります。
　また、今年度から幅広い世代に利用されているコミュニケーションアプリのＬＩＮＥを活用し、近年多
発する災害やごみの分別などの住民生活に関する情報について、発信します。

雪まつり（令和３年は中止）

ＬＩＮＥの配信画面（イメージ）
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〈令和３年度　予算〉

６

総合行政審議会の運営、第６次総合計画の策定	 329万円

役場庁舎の建て替え	 4億865万円

職員の研修派遣	 384万円

マイナンバーカードの出張申請受け付け	 29万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：庁舎建設推進事務局）

（担当：総務課総務グループ）

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　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、有識者委員と公
募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の審議
や、町が進めている事業について町民目線の評価
を行っています。令和３年度は、最上位計画の第
６次総合計画を審議します。

　新しい役場庁舎が、５月６日に供用開始となり
ます。供用開始後、現庁舎の解体工事や外構の工
事を行い、全ての工事が完了するのは令和４年６
月ごろの予定です。
　新しい役場は、窓口を１階に集約して利便性を
良くしました。また、バス待合スペースは夜間や
休日も利用することができます。

＜財源内訳＞
庁舎建設基金	 1億3595万円
町の負担	 2億7270万円

　町の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、外部講師による研修会を開催し、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	 39万円
町の負担	 305万円

　マイナンバーカードの申請受け付けを希望する
事業所や各種団体に町職員が訪問して、申請に必
要な顔写真の撮影や申請書類の記載の支援を行
い、申請を受け付けします。後日、マイナンバー
カードは、本人限定受け取りの郵便でご自宅に送
付します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 28万円
町の負担金	 1万円

明るく広々としたホール
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資料編

〈令和３年度　予算〉

資
料

①　令和元年度外部評価結果報告

◎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年度から進めています。
　そのひとつが外部評価で、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ります。

【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）
照井　光一さん　金行　健次さん
中根美枝子さん

◎外部評価の実施
　令和元年度は、６月から７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、町が令和元年度に取り組んだ59施策
のうち12施策です（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ます。

◎総合行政審議会の総括意見

　今年は世界規模で新型コロナウイルスがまん延
したことで多くの尊い人命が奪われました。感染
拡大防止対策として令和２年４月７日に国が緊急
事態宣言を発令し、外出の自粛や店舗の営業自粛
要請など国民の生活や経済活動に大きな影響を及
ぼし、本町においても町民が集うイベントや事業
を中止している状況です。国が示す新しい生活様
式を取り入れながら、感染予防対策にしっかりと
取り組み、町民が明るく活力ある日々を過ごせる
よう町民が集うイベントなどが再開されることを
望みます。

　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、令和元年度に実施された59
施策のうち、12施策の目標達成に向けた各種事業
の取り組み状況について理解を深め、評価を行い
ました。総括意見として次のとおりまとめました
ので、今後の行政運営に活かしてください。

◆住民が参加する講座やコミュニティ活動は、広
報誌や回覧文書、関係団体への声掛けなどを通じ
て行事の周知を進めるとともに、行事の魅力やメ
リットを町民に理解してもらえるＰＲ活動をこれ
まで以上に取り組んでください。

◆高齢者を対象に各行政区会館で実施しているす
まいるあっぷ事業は、身近で気軽に参加しやすい
体制づくりの良い例となっていますので、さまざ
まな事業に展開してください。

◆令和元年度に行われた59施策の下に行われた
405事業の結果をしっかりと振り返り、まちづく
りアンケートやまちづくり懇談会などの町民の意
見に耳を傾けて、町民の満足度が高まるよう今後
の改善に努めてください。

　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～
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資
料

外部評価調書【令和元年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目

令和元年度の
主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

環
境
の
保
全

環
境
美
化
の

推
進

◆各団体の美化活動の推
進や町有地の不法投棄
ごみの撤去
◆墓地の管理や危険空き
家対策審議会の開催

①不法投棄の多い場所に「監視カメラ作動中」の啓発看板やダミーカメラ、赤
色灯を設置することで、ごみを捨てにくくなるので効果があると思います。

②危険空き家を放置すると地域の環境も損ねることにもなるので、引き続き取
り組みを進めてほしいと思います。

ご
み
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
等
の
促
進

◆広報やチラシでごみの
減量化や分別方法の啓
発
◆綿製品・衣服、小型家
電、使用済み食用油の
無料回収

①資源回収を行っている団体への奨励金額をアップさせることで、回収量も増
えると思います。主に子ども会が回収を行っていますが、ＪＡ青年部などの
団体も協力できると思いますので検討するのも良いと思います。

②衣類回収を行政区が主体で実施している地域がありますが、小型家電の回収
も実施すると回収量が増えると思います。

③小型家電のリサイクルを進めるために、家電ポイント制を作りポイントをふ
れあい商品券で還元する方法を検討するのも良いと思います。

④ごみの減量化とリサイクルなどの環境問題は子どもたちへの環境教育が重要
ですので、取り組みをさらに進めてください。

交
通
環
境
の
充
実

道
路
環
境
の
整
備

◆道路の舗装修理や区画
線の塗替、草刈などの
維持管理
◆菊水団地内の道路舗装
改修や西１線の歩道新
設

①歩道の植樹桝
ます

は草取りなどの管理に手間が掛かりますが、花が咲いてること
で街並みの景観も良くなることから、植樹桝

ます

は撤去せずに維持してほしいで
す。

②橋りょうの維持管理をすることで、安全な利用や橋の長寿命化につながるの
で継続して行ってください。

高
齢
者
福
祉
の
充
実

高
齢
者
の
介
護
予
防
の
推
進

◆行政区自治会館で「す
まいるあっぷ事業」を
実施
◆ボランティア活動やリ
ハビリ事業への参加推
進、認知症カフェの運
営支援

①すまいるあっぷ教室には65歳以上の高齢者のうち１割程度の参加なので、
もっと参加者が増えるような取り組みが必要だと思います。

②すまいるあっぷ教室が各行政区自治会館で開催されていますが、参加者の人
数によっては会館では手狭であり、新型コロナ対策での３密への対応がある
ので、広い場所での開催を検討したら良いと思います。人数が多い場合は、
２組に分けて開催する方法も一案だと思います。

③認知症の初期段階では本人の自覚がないため、病院への受診を拒否する場合
もあり大変です。認知症推進員が何度も家庭訪問をすることで、本人や家族
と信頼関係を築くことができ病院受診につながっていくので、今後も認知症
総合支援事業を続けてほしいです。

健
康
づ
く
り
の
増
進

疾
病
の
早
期
発
見
と
健
康
管
理

◆20歳から39歳までの基
本健康診査・後期高齢
者健康診査の無料化
◆全てのがん健診・ピロ
リ菌検査をワンコイン
（500円）で実施

①がん検診の自己負担500円（ワンコイン）は、安価に受診できるのでとても
ありがたい制度です。受診者を増やすために、通常の費用がどれぐらいかを
表示してお得感を出すのも良いと思います。

②若年者の受診率を上げるため、健康診査の申し込みをインターネットででき
たり、ホームページに申し込み状況を掲載し、空き状況や混雑具合が分かる
と受けやすくなると思います。

③町民全体の健康診査の受診率を正確に把握するために、社会保険加入者など
の健康診査の受診状況を調査するのも必要だと思います。

農
業
の
振
興

農
業
基
盤
の

整
備

◆新十津川ダム・徳富頭
首工の設備点検を実施
◆農地の区画整理や用排
水路施設の整備

①本町は農業が主要産業であり農業用水の確保はとても重要なことから、安定
的な供給ができるように注水口や農業用頭首工を継続して管理してください。



53

資料編

〈令和３年度　予算〉

資
料

　　　　　
町担当の所見 担当課

①不法投棄の防止啓発と環境保護の意識が高まるよう、引き続き対策の検討を進めていきますが、不法
投棄防止看板について、抑止効果がより高まるようなデザインへの刷新を図ります。

②年１回の全町実態調査と随時の巡回により空き家の把握と状況確認を継続し、危険空き家の解消に努
めます。

住民課

①奨励金額の見直しや行政区、子ども会以外の団体への協力依頼について今後検討を進め、事業の充実
に努めます。

②小型家電については、対象品目や受け入れ基準が複雑であるため、役場での拠点回収を継続する予定
です。

③小型家電を含め、今後のリサイクル意識の向上方策の一つとして参考とします。

④教育委員会と連携し、環境について学ぶ機会を増やせるように取り組んでいきます。

住民課

①植樹桝
ます

は地域の方々が花植えや草取りを行い、街路樹は行政がせん定していることから、きれいな街
並みを保っています。今後も地域住民の皆さんの協力をいただき、きれいな街づくりに努めます。

②橋りょうは、法律により５年に１回点検しており、その結果に基づき改修計画を策定していますが、
橋りょう修繕に係る国の補助金が要望どおりに配分されないため、計画どおりに工事は進んでいませ
ん。橋りょうの重要度や損傷度を勘案し、将来にわたって地域交通の維持、安全性が確保できるよう
橋りょう修繕工事を進めます。

建設課

①委託先の社会福祉協議会は、行政区での回覧やチラシなどの配布を行い周知活動に力を入れています。
地域包括支援センターと連携して介護予防支援活動の充実や、個別での訪問による参加勧奨を継続し、
参加者が増えていくように努めます。

②感染症予防の観点から会場の大きさとともに、会場までの移動も大きな課題と考え、現在は歩いて会
場まで来ることができる範囲を基本としています。３密を避けながらの実施のため、１会場当たりの
上限人数を設定し、上限を超える場合は実施回数を増やして対応します。

③認知症総合支援事業は重要な施策と考えており、必要な医療や介護を適切に利用することで、住み慣
れた地域で暮らしていけるよう、家庭訪問や認知症予防の普及啓発、相談業務などの取り組みを今後
も継続します。

保健福祉課

①健診受診の必要性のほか、通常の費用も示しながら周知をして受診率向上に努めていきます。

②健診の申し込みは、個々の受診歴などを確認しながら対象の有無を確認する必要があるため、現在は
電話や来所による申し込みとしています。インターネットの活用については課題などを整理し、検討
を重ねます。

③社会保険加入者などの受診状況は、医療保険者が実施主体であることから正確に把握することが困難
ですが、令和３年３月から特定健診などの結果を医療保険者間で引き継ぎができるようになるため、
受診状況の一定程度の把握が可能となります。

保健福祉課

①農業用水の安定供給のため、管理団体である土地改良区と連携を図り、今後も適正な維持管理を進め
ます。 産業振興課
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外部評価調書【令和元年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目

令和元年度の
主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

観
光
の
振
興

観
光
資
源
の
発
掘

◆ＪＲ札沼線終着駅を活
用した観光客の誘致
◆総合振興公社による特
産品（酒米粉煎餅）の
開発と販売

①キャンプ場にアスレチックなどの遊具があれば、来町者の増加につながると
思います。

②道内には冬に利用できるキャンプ場が少ないですが、利用者は増加している
と聞きますので、青少年交流キャンプ村の冬季を営業することで年中営業で
きると思います。

③近年は、キャンプ場で花火や火の使用が禁止といった制約が増えています。
そのような制約はせずに他市町村と差別化を図ることで、魅力あるキャンプ
場になると思います。

④ふるさと公園内の体育施設は町外から合宿の利用が多いことから、その利用
者がまた来たいと思う印象に残るものがあれば、観光での来町につながると
思います。

雇
用
の
創
出

労
働
者
対
策
の

推
進

◆中空知地域職業訓練セ
ンターの利用促進
◆中空知の市町で連携し
て高校生を対象とした
合同企業説明会の開催

①職業訓練センターでの技能習得は従業員のレベルアップにつながりますの
で、継続して支援することが必要だと思います。

②新型コロナウイルスの影響で職業訓練センターの講座申し込み者が増加して
いるようですので、利用者のために必要な講座を開催してほしいです。

消
防
・
救
急
体
制

の
充
実

救
急
活
動
の
充
実

◆町民を対象とした普通
救急講習会の実施

①救命講習の受講者が少ないようなので、受動的ではなく、積極的に学生や少
年団活動の指導者が受講できる機会を設けたり、高齢者向けのすまいるあっ
ぷ教室に合わせて講習会を開催したりするのも良いと思います。

②救命講習会は３年に１度の受講が推奨されていますので、再受講するための
周知に注力することが必要だと思います。

学
校
教
育
の
充
実

学
校
給
食
の
充
実

◆町の農産物を取り入れ
た給食の提供
◆給食費の一部を助成
（第３子以降は全額助
成）

①割れにくい食器を使っていることも給食の安全性につながっているので、Ｐ
Ｒするのも良いと思います。

②より安全で安心な給食を提供するために、添加物を減らした食材の利用を進
めるのも良いと思います。

③町内産の食材の使用割合で目標を達成するように、農家などと連携を深めて
ほしいと思います。

社
会
教
育
の
充
実

青
少
年
健
全
育
成
の
充
実

◆子ども会活動をサポー
トするシニアリーダー
の育成や活動支援
◆全道・全国規模の大会
参加費の一部助成や
チームのユニホーム購
入費を助成

①子ども会への加入率が低下していると聞きますので、加入者を増やすための
取り組みが必要だと思います。

②かるた大会の参加者が少なくなっていますので、子ども同士が誘い合って参
加できる環境づくりが必要だと思います。

③地域と保護者が連携して地域ぐるみで子どもを育てることが重要だと思いま
す。

住
民
参
加
の
促
進

広
聴
活
動
の
推
進

◆町長と町民の方が意見
交換をする「まちづく
り懇談会」や「町民ア
ンケート」の実施

①まちづくり懇談会は、年代別での開催や意見交換のテーマを絞って開催する
と活発な意見交換になると思います。

②まちづくり懇談会の参加者は減少傾向にあるので、参加ポイント制度をつく
る取り組みや団体を通じて声掛けをしたり、意見がどのように反映されたか
を周知することで参加者が増えると思います。

③まちづくり懇談会や総合行政審議会で、住民ニーズを把握して行政運営に活
かしてください。
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町担当の所見 担当課

①ふるさと公園の再整備の中で、これまでに子育て世代、新小児童とその保護者に意見聴取を行い、コ
ンセプトや遊具の選定などを再整備基本計画や実施プランに反映しました。ふるさと公園の魅力向上
を図り、来園者やキャンプ場利用者に喜ばれる公園整備を進めます。

②ふるさと公園の冬季における集客力の向上に係る手段の一つとして効果的ですが、通年営業のための
トイレなど関連施設の課題があり、冬季の営業は困難な状況です。

③キャンプ村に隣接するふるさと公園内に、火気使用可能スペースなどをリニューアルオープン時に設
ける予定です。

④ふるさと公園やキャンプ場のほか、町内イベントの魅力を発信しながら、再訪してもらえるよう働き
掛けを行います。

産業振興課

①中空知５市５町の関係市町および関係団体で構成する中空知職業訓練センター協会と連携し、中小企
業労働者・求職者・町民に対し各種技能習得のための教育訓練などを継続して支援します。

②中空知職業訓練センター協会では、中空知地域における住民のニーズに応じた各種の職業教育訓練や
講座を計画していますので、協会と連携を図ります。

産業振興課

①救急・救命講習会の開催について広報誌やホームページなどで周知するとともに、地域や団体へ呼び
掛けを行い受講者の増加につなげていきます。

②救命講習会の既受講者に対して定期的な受講の周知を行うなど、救命技術の向上に努めます。 総務課

①町ホームページの「学校給食の取り組み」に強化磁器製食器の使用を加えます。食器を大切に取り扱
うことも食育の一つと考えますので、さまざまな機会を活用し、本町の学校給食の特徴として広くＰ
Ｒします。

②食品の安全性を考え、町内産、道内産、国内産と使用順位を定めています。現在は道産大豆を100パー
セント使用したみそや町内で加工したウインナーなどの無添加食品を使用しています。児童生徒の健
やかな成長を一番に、今後も積極的に無添加食品の使用を進めます。

③農協や農業高校、生産者の方々から情報を収集し、町内産の新鮮でおいしい食材を使用して目標を達
成できるよう努めます。

教育委員会

①小学校新１年生や転入者に子ども会への加入を促すＰＲを継続しつつ、町子ども会育成者連絡協議会
と協力して、今後も加入者を増やす取り組みを行います。

②単位子ども会によっては子どもの人数が少なく、チームを組めない地区もあることから、地区をまた
いで合同でチーム編成ができるようにするなど参加しやすい環境づくりに取り組むとともに、下の句
かるたの普及啓発に努めます。

③ご意見のとおり、地域ぐるみで子どもを育てることが大切ですので、これまでと同様に地域の皆さん
のご協力をいただきながら、子どもたちの健全育成に努めます。

教育委員会

①これまでは地区別懇談会とは別に、青年世代や子育て世代など対象者を絞って開催してきました。今
後も多くの方が参加しやすく、意見しやすい懇談会となるよう工夫します。

②多くの方に参加していただき、活発な意見交換を行うことが重要です。いただいたご意見を参考に町
政に反映させ、その内容を広報誌でお伝えしていますが、より多くの方に参加いただくために、その
ほかの周知方法やポイント制度についても検討します。

③今後も、まちづくり懇談会や町民アンケートなどで出されたご意見をまちづくりに反映するよう努め
ます。

総務課
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②　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
２年度
Ａ

令和
３年度
Ｂ

増減
（Ｂ－Ａ）
Ｃ

増減率
C／A

令和
３年度の
人件費率

千円 千円 千円 ％ ％
870,744 837,200 -33,544 -3.85 11.89

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
３年度

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
101 386,309 79,454 159,125 2,000 626,888 6,207

特別職・議員の給与の状況　　令和３年４月１日現在

区 分 町　長 副町長 教育長

給料月額 784,000円 631,000円 568,000円

期末手当 4.40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円 247,000円 228,000円 215,000円

期末手当 4.35月分

ラスパイレス指数の状況

区 分 Ｈ30年 Ｒ元年 Ｒ２年

指 数 値 96.8 96.5 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３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３年４月１日現在

区 分 新十津川町

平 均 給 料 月 額 310,546円

平 均 年 齢 41.0歳

期末・勤勉手当の状況	 令和３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 1.275月 0.950月 2.225月

12月期 1.275月 0.950月 2.225月

計 2.550月 1.900月 4.450月

部門別職員数

部　　門
職　員　数（人）

30年 増減 元年 増減 ２年 増減 ３年

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

議 会 2 ▲1 1 1 2 0 2

総 務 27 ▲1 26 0 26 0 26

税 務 6 0 6 0 6 ▲1 5

労 働 0 0 0 0 0 0 0

農林水産 10 1 11 1 12 0 12

商 工 6 1 7 ▲1 6 ▲2 4

土 木 10 0 10 1 11 1 12

小 計 61 0 61 2 63 ▲2 61

福
祉
関
係

民 生 13 ▲1 12 2 14 ▲2 12

衛 生 9 0 9 ▲1 8 2 10

小 計 22 ▲1 21 1 22 0 22

一 般 行 政 計 83 ▲1 82 3 85 ▲2 83

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 98 3 101 ▲2 99

※ただし、令和元年は６月１日現在
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③　行政機構図 （４月１日現在（新庁舎などへの配置は５月６日から））

令和３年５月６日から 役場のココが変わります。

ポイントその１

ポイントその３

ポイントその２

役場１階に利用が多い窓口を集約しました。

教育委員会がゆめりあに移転し、ゆめりあ部会やふるさと学園大学など、
高齢者の学びの場を支援します。

交流や憩いの場として自由に使える
スペースのほか、休日も利用できる
バス待合スペースを設けました。
また、高齢者や小さい子どもを連れ
た親子などにも優しいユニバーサル
デザインを導入しました。

○住民票や印鑑証明など証明書の発行
○婚姻、出生、死亡、転出などの手続き
○国民健康保険や国民年金の手続き
○後期高齢者医療など医療の申請
○マイナンバーカードの申請
○町税に関する相談、申請、証明書の発行
○公営住宅の入退去の手続き
○上下水道に関する問合せ
○ごみの処理に関する問合せ 集約した１階窓口

休日も利用できるバス待合スペース

段差を解消するスロープ

自由にくつろげる町民スペース

１階窓口で行える主な手続き・申請
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◇役場庁舎１階

◇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

保健福祉課　（電話番号　72-2035）	 （　）は兼務職

会　計　課　（電話番号　76-3192）	

住　民　課　（電話番号　76-2130）	 （　）は兼務職

課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容
坂下　佳則

（子育て支援セ
ンター長・児童

館長）

子育て・福祉
グループ
桃井　隆宏

工藤　晃敬
深瀬　直人

伊賀　嵩将
蒲原　　葵
木村　　陸

①
生活保護、民生児童委員、障がい者福祉、介護保険・在宅介護等手続き、
福祉機器・用具、慶弔福祉事業、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

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

課　長 主　幹 副主幹 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容
会計管理者
内田　　充 鷲尾　奈美 ⑤ 公金の収納・支払関係

課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

長島　史和
（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

安保　啓介
米田　華澄
鈴木　貴也

② 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
副主幹
原田　貢子

中竹千香子
新井　康平
山田ひかる
大竹　勇毅

③
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、後期高齢者医療保険料の賦課・徴
収、税の諸証明、土地家屋の評価、租税教育

住民活動
グループ
笹木　裕一
副主幹
横山　芳徳

大塚みちる
佐藤　　実 小林　　洋 ④

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、行政区活動の支
援、行政区会館管理、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、消費生活、人権擁護、行政相談等、
公営住宅管理、下水道受益者負担金、下水道使用料

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

消防玄関
正面玄関

職
員
玄
関緊

急
車
両
車
庫

エレベーター

エントランホール
（町民ホール）

ＡＴＭ
バス待合
スペース

① ④
会計課
⑤③②

保
健
福
祉
課

住
　
民
　
課
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◇役場庁舎２階

産業振興課　（電話番号　76-2134）	 （　）は兼務職
課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

小松　敬典

角谷　栄政

岡崎　弘幸

農林畜産
グループ
坂本　　剛
副主幹
西村　幸真
副主幹
政所　正人

渡辺　恵介
上杉　明洋
植田　　遼
伊藤　颯汰

⑦
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、ス
マート農業、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

武田　晃典
(新十津川物語記念
館長・文化伝習館長)

商工観光
グループ
竹村　大樹

一瀬慎太郎 阪本　一真 ⑧
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、企業誘致、総合振興公社
との連絡調整

　建　設　課　（電話番号　76-2139）	 （　）は兼務職
課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

谷口　秀樹

千石　哲也
(庁舎建設推進
事務局長)

（志賀　史朗）

都市管理
グループ
矢野　将崇

堀下　琢磨
（庁舎建設推進
事務局員）

新井　直樹 ⑨ 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

土木グループ
森　　直文
副主幹
松原　智宏

萩原　　晶
板倉　和彦 ⑩

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

技術長
（谷口　秀樹）

技術次長
志賀　史朗 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

総　務　課　（電話番号　76-2131）	 （　）は兼務職
課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

寺田　佳正 久保田篤司

企画調整
グループ
加藤　和仁
副主幹
新居　剛紀

矢野　文隆
酒井　信裕
大西　達矢
辻　翔太郎

⑪ 町の政策立案、執行方針、まちづくり人材育成、定住促進、土地利用、
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

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

⑫ 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、ＩＣＴ推進、ネットワークセキュリティ、統計調査

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

⑬ 秘書、情報公開、表彰、選挙、職員の人事・給与・研修・福利厚生、条
例、規則、公文書、町史、消防、自衛隊

災害対策
事務局

事務局長
（久保田篤司）

事務局次長
（加藤　和仁）
（新居　剛紀）

事務局員
（矢野　文隆）（大西　達矢）
（酒井　信裕）（辻　翔太郎）

⑪ 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、防災無線放送、防災無線施設の維持管理

農業委員会事務局　（電話番号　76-2135）	 （　）は兼務職
課　長 主　幹 副主幹 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

(小松　敬典) 平川　宏之 (西村　幸真) 穴吹　理絵 ⑥ 農地利用・調整・転用、農家台帳、農業者年金

町長室

副町長室

会議室

会議室

会議室

エレベーター

⑥ ⑨ ⑫⑦ ⑩ ⑬⑧ ⑪

農
業
委
員
会

産
業
振
興
課

建
　
設
　
課

総
　
務
　
課

消防　
事務室
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◇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

井　向　一　徳 村　井　利　行 進　藤　久美子

鈴　井　康　裕 小　玉　博　崇 杉　本　初　美

西　内　陽　美 長谷川　秀　樹 長　名　　　實

◇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

◇役場庁舎３階

委員会室

議　場
傍	

聴	

席

正
副
議
長
室

会議室

議
会
事
務
局

⑭
　
　
　
　

エレベーター

議会事務局　（電話番号　76-3191）	
事務局長 主　幹 副主幹 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容
窪田　謙治 加藤　敏晃 ⑭ 議会に関する事務
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◇ゆめりあ

教育委員会　（電話番号　76-4233）	 （　）は兼務職

保健福祉課　（電話番号　72-2000）	 （　）は兼務職

事務局長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

鎌田　章宏
(総合健康福祉
センター長)

媚山　孝裕
（開拓記念館長）

学校教育
グループ
石井　秀紀
副主幹
西井ゆかり

沼田　正行 戸出　雄基
安原　汰一

⑯

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、
学校医

社会教育
グループ
山下　隆司
副主幹
大山　幸成
副主幹
丸　　義史

中村　　敦 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、総合健康福祉センターの管理、
ふるさと学園大学、ゆめりあ部会、高齢者生きがい対策、体力増進

社会教育主事
（大山　幸成） 社会教育活動の指導・助言

課　長 主　幹 グループ長 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

坂下　佳則

岡田　理恵
（子育て世代
包括支援セン
ター長）

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
後藤　七海
野原菜々子

⑰ 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、母子手帳の発行、母子相談、育児相談

宮本　昌枝
（地域包括支援
センター長）

澁谷　綾華
横濱　　渚 ⑱ 介護保険相談・在宅介護等相談、情報提供業務

◇図書館
図書館【教育委員会】　（電話番号　76-3746）	

主　幹 副主幹 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

図書館 図書館長
高橋　泰之

図書館の管理、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
給食センター【教育委員会】　（電話番号　76-2528）	 （　）は兼務職

主　幹 副主幹 主　査 主事等 窓口 主な仕事内容

給食センター 給食センター長
高橋　泰之 （沼田　正行） 学校給食センターの運営管理、栄養管理

多目的ホール

エントランス
ホール

教
育
長
室⑯

⑰

地域包括支
援センター

教育委員会

保健福祉課
健康推進グループ

⑱
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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

保 健 福 祉 課 72-2035

会 計 課 76-3192

総 務 課 76-2131

建 設 課 76-2139

産 業 振 興 課 76-2134

農 業 委 員 会 76-2135

議 会 事 務 局 76-3191

保健福祉課・ゆめりあ 72-2000 72-2006

教育委員会・ゆめりあ 76-4233 76-3223

地域包括支援センター・ゆめりあ 72-2030 72-2006

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

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 ―

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

吉野地区活性化センター 73-2632 73-2632

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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⑤　防災行政無線の放送が変わります








