
令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

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 195万円 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 36万円 空き缶などの資源ごみ回収を行う団体への奨励金です
ごみ埋め立て処分場の維持管理 984万円 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
し尿の収集 712万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
し尿処理施設の運営 787万円 し尿処理施設（奈井江浄化センター）の運営費を負担します

西空知広域水道企業団負担金 852万円 西空知広域水道企業団の水道整備費用を負担します
農業集落排水事業特別会計操出金 2407万円 花月と大和の農業集落排水の経費を特別会計へ繰り出します
下水道事業特別会計繰出金 11099万円 下水道事業の経費を特別会計へ繰出します
土木管理事務 184万円 土木工事積算システムの管理や事務全般にかかる経費です
道路の維持管理 4837万円 町道380kmの維持管理と補修工事を行います
道路台帳の管理 140万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します
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
町有住宅の維持管理 89万円 町有住宅７棟21戸の維持管理を行います
建築事務 32万円 建築法令知識の習得、技術講習会などに参加します
公営住宅共同施設整備基金積立金 3万円 公営住宅の敷金及び基金積立の預金利子等の積立金です。

ＪＲ札沼線跡地整備等推進基金積立金 9351万円 ＪＲ北海道所有施設の撤去・整備費用を積み立てます

1　住みやすい暮らしがある

1 環境の保全

２　生活基盤の充実

３　交通環境の充実
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

児童手当の支給 8511万円 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 231万円 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
長寿を祝う会の開催への支援 235万円 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 156万円 町内の各老人クラブの活動を支援します
老人クラブ連合会への支援 126万円 町老人クラブ連合会の活動を支援します
老人福祉施設への入所支援 772万円 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 32万円 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 14万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
介護保険の運営負担 13399万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険運営を負担します
介護予防対象者への訪問介護 479万円 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 412万円 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 6万円 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
地域包括支援センターの運営 957万円 高齢者の介護相談や介護予防支援事業所の運営を行います
認知症の総合的な支援 189万円 認知症の普及や予防活動、初期集中支援を行います
医療・介護の連携推進 47万円 住民への適切な医療や介護の提供に向けた連携を強化します
成年後見制度の支援 50万円 高齢者の成年後見制度制度を支援します
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
自立支援医療費の給付 1674万円 人工透析などの医療費を助成します
重度心身障がい者等介護手当の支給 18万円 重度障がい者を介護する方に手当を支給します
機能訓練交通費の助成 3万円 重度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 46万円 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 22万円 障がい児通所サービス事業所への交通費を助成します
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。
地域活動支援センターの運営 667万円 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 948万円 障がい児の療育通所施設の運営費等を負担します
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
社会福祉協議会の支援 2153万円 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 341万円 民生委員児童委員協議会の活動を支援します
生活支援体制の整備 757万円 高齢者の生活を地域で支え合える体制づくりを支援します

１　地域福祉の推進

２　笑顔がつづく健康がある
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

社会福祉施設のコロナ感染対策支援 666万円 感染防止対策に必要な衛生用品の購入費用を支援します
高齢者肺炎球菌予防接種 90万円 高齢者の肺炎球菌予防接種を行います。
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
総合健康福祉センター管理運営事務 5573万円 ゆめりあの維持管理をします
保健事務 136万円 保健事業に関する事務事業を行います
訪問看護 75万円 訪問看護サービスの提供体制を確保します
成人健康診査 239万円 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 18万円 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 166万円 後期高齢者の健康診査を行います
栄養指導 33万円 食生活の改善を図るための栄養相談や食育の推進を行います
加工室・調理実習室の管理運営 46万円 加工室・調理実習室等の設備管理を行います

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 1383万円 重度障がい者の医療費を助成します
ひとり親家庭等の医療費助成 247万円 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 76万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します

２　健康づくりの推進

３　医療受診体制の充実
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

農政にかかる事務 49万円 農政全般にかかる事務です
地域おこし協力隊の起業支援 100万円 地域おこし協力隊の起業に係る活動を支援します
ピンネ農業公社の運営 647万円 運営に必要な経費を負担します
営農振興対策協議会の支援 73万円 農業振興の関係機関でつくる協議会の活動を支援します
水土里情報システムの活用 51万円 地理情報システムを活用して農地情報を取得します
経営所得安定対策事業への助成金 715万円 地域農業再生協議会活動を支援します
農業経営基盤強化資金の利子助成金 81万円 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の活動を支援します
多面的機能支払交付金 16,018万円 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 15,945万円 農作業条件が不利な中山間地域の農作業を支援します
環境保全型農業直接支払交付金 1,293万円 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 畜産業事務に係る事務費です
学園牧場の管理 172万円 町営牧場の維持管理を行います
家畜診療事業の支援 40万円 農業共済組合の家畜診療事業を支援します
畜産振興協議会の活動支援 33万円 畜産農家で組織する協議会の運営費を支援します
水利施設の管理体制整備の促進 1961万円 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）1327万円 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） 4781万円 徳富ダムを水源とした国の土地改良施設を管理します
農業委員会の活動 997万円 農業委員会の活動費です
農業者年金事務 257万円 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
水土里情報システムの活用 7万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
町有林の管理 278万円 町で所有する森林を管理します
林業事務 338万円 林業事務全般にかかる経費です。
豊かな森づくり推進事業 657万円 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
鳥獣害防止施設等整備事業 9万円 野ねずみによる森林被害の防止対策を支援します

３　活気あふれる産業がある

１　農林業の振興
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

商工業振興委員会の運営 13万円 商工業振興委員会を開催します
商店街の環境整備 7万円 国道沿いの商店街の植樹升に花を植栽します
地元消費拡大事業 400万円 商店街が行う地元消費拡大のためのイベントを支援します
緊急経済対策事業 3000万円 新型コロナウイルスで影響を受けている事業者を支援します
新十津川町商工会支援事業 1120万円 商工会の活動に対し助成します
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
地域職業訓練センター協会への負担金 58万円 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
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

ふるさと公園の維持管理 3131万円 ふるさと公園の維持管理を行います
文化伝習館の管理運営 986万円 文化伝習館の管理運営を行います
文化伝習館での工芸体験 874万円 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運営 255万円 新十津川物語記念館の管理運営を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 860万円 吉野地区活性化センターの管理運営を行います
吉野公園の維持管理 323万円 吉野公園の維持管理を行います
吉野駐車公園の維持管理 61万円 駐車場と園地の維持管理をします
ふるさとまつり・雪まつり共催事業 843万円 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 255万円 陶芸まつり・味覚まつりの開催を支援します
サンヒルズ・サライなどの管理運営 5258万円 サライなど４施設の管理運営を委託します
空知地域創生推進 20万円 空知24市町で協力して空知の魅力をＰＲします

２　商工業の振興

３　観光の振興
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

樋門樋管の管理 141万円 北海道から受託した樋門樋管を管理します
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
防災センターの管理 14万円 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
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
３　生活安全体制の充実
中央地区市街街路灯の維持管理 527万円 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 149万円 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 17万円 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

４　心やすらぐ備えがある

２　防災体制の強化
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

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
小学校校舎などの維持管理 2612万円 小学校校舎の維持管理を行います
小学校修学旅行等保護者負担軽減事業 22万円 新型コロナの影響によって生じる保護者負担を軽減します
小学校運営事業 281万円 小学校の円滑な運営を図ります
小学校の保健活動 168万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を進めます
中学校修学旅行等保護者負担軽減事業 74万円 新型コロナの影響によって生じる保護者負担を軽減します
教職員の健康管理 104万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を行います
教員住宅等の維持管理 77万円 小中学校の教員住宅13戸の維持管理を行います
小学校特別支援教育の推進 982万円 支援員を雇用し、きめ細かな教育及び指導を行います
小学校就学援助事業 342万円 経済的にお困りの世帯に、学用品費などの援助を行います。
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 149万円 教職員の資質向上を目指し、研究と研修を行います
中学校校舎などの維持管理 2307万円 中学校校舎などの維持管理を行います
中学校運営事業 287万円 中学校の円滑な運営を図ります
中学校の保健活動 43万円 生徒の健康管理を目的とした保健活動を進めます
スクールバス運行管理事業 3980万円 スクールバスの運行・維持管理を行います
中学校特別支援教育事業 8万円 支援員を雇用し、きめ細かな教育及び指導を行います
部活動の支援 393万円 必要物品の購入と中体連等の大会出場経費を助成します
中学校就学援助事業 278万円 経済的にお困りの世帯に、学用品費などの援助を行います。

５　未来を叶える学びがある

１　学校教育環境の充実
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

学校給食センター維持管理 2007万円 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 424万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
学校支援地域本部事業 211万円 青少年健全育成町民会議の活動を支援します。
社会教育活動の推進 164万円 社会教育活動をサポートする会計年度任用職員を配置します
改善センターの管理 1234万円 改善センターの維持管理をします
青年会館の管理 27万円 町青年協議会に青年会館の管理を委託します
児童・生徒母村交流事業 181万円 小学５年、中学１～３年と教職員が十津川村を訪問します
青年母村交流事業 42万円 青年協議会会員が十津川村を訪問します
シニアリーダーの活動支援 10万円 子ども会活動を支援する高校生の団体を支援します
ＰＴＡ連合会の支援 6万円 ＰＴＡ連合会の活動を支援します
新十津川町女性団体連絡協議会支援事業 19万円 ボランティア活動や地域作りをする女性団体を支援します
新十津川アートの森管理事業 240万円 かぜのびの運営管理を指定管理者に委託します
文化活動の推進 69万円 町民音楽祭、町民文化祭の支援や美術教育を実施します
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 32万円 文化協会やコーラス団体を支援します
図書館の維持管理 1173万円 図書館の維持管理を行います
スポーツ推進委員の活動支援 27万円 スポーツ推進委員７人の活動費です
社会体育推進活動事業 55万円 ピンネシリ登山マラソンを共催します
学校開放事業 7万円 学校体育館を開放します
スポーツ協会補助金 28万円 各種スポーツ団体とそれらを統括する協会を支援します
ふるさと公園内体育施設管理運営事業 5223万円 同公園内体育施設の管理運営をスポーツ協会に委託します

２　生涯学習の充実
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要

情報公開条例等に基づく事案の審査 7万円 情報公開条例等に基づく事案に対し審査会を開催します
中空知定住自立圏しごと等魅力発信 5万円 中空知５市５町で合同企業説明会を開催します
功労者の表彰 118万円 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 240万円 奈良県や十津川村との交流を行います
保護司会の支援 13万円 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 行政区自治会館の維持管理を行います
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
町民の葬祭 81万円 町民の葬祭に対して弔意を表します
追悼式の開催 27万円 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 7万円 遺族会の活動を支援します
赤十字奉仕団の負担金 8万円 赤十字奉仕団の活動経費の一部を負担します

６　助け合う絆がある

１　住民協働の推進
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

議会・議員活動 614万円 議員の研修派遣や政務調査を行います
総務事務 2572万円 職員の出張や会計年度任用職員の任用を行います
通信事務 362万円 事務書類などの発送経費です
行政情報の収集 109万円 新聞や官報などにより情報を収集します
叙勲などの事務 89万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します
規程の審査 337万円 例規システムの管理などを行います
人事・給与の管理 61万円 職員の給与や人事情報などを管理します
会計事務 260万円 収入および支出業務を行います
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 13万円 町が進めている事業の評価とアンケート調査を行います
町税の賦課 777万円 税金を賦課します
町税の徴収 689万円 税金を徴収します
固定資産の評価替え 476万円 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・住民票の発行に関連する事務を行います
戸籍総合管理システムの管理 809万円 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 199万円 全国ネットを通し、住民情報や個人番号カードを管理します
総合行政システムの管理 734万円 住民情報、保険、福祉、税などのシステム管理を行います
パスポートの発行 8万円 パスポートの発行を滝川市に委託します
国民年金事務 2万円 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
福祉事務 175万円 福祉事務にかかる経費です
教育委員会の活動 242万円 教育委員の報酬、費用弁償です
教育委員会事務局事務 68万円 職員の出張旅費や参考図書などの購入費です
財政事務 25万円 財務全般にかかる事務経費です
財務会計の管理 259万円 町の予算執行（収入・支出）をシステムで管理します
庁舎の維持管理 4320万円 役場庁舎の維持管理を行います
建物や土地の維持管理 3231万円 町が所有する建物や土地の維持管理、処分を行います
自動車の維持管理 1047万円 町が所有する自動車の維持管理・更新を行います
地方公共団体情報システム機構負担金 5万円 自治体の情報化推進を支援する団体に加盟します
情報機器の維持管理 2208万円 事務で使うパソコンやシステムの維持管理を行います
事務用品の管理 623万円 事務で使う消耗品やコピー機などにかかる経費です

２　健全財政の堅持
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令和４年度　まちづくり読本掲載以外の事業

事業名 予算額 実施概要
議会議員の人件費 4674万円 議会議員10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
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 283万円 職員の健康管理のため健康診断などを行います
非常勤職員の公務災害補償 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
新十津川望郷会負担金 30万円 本町出身者で構成する望郷会運営負担です
土地取引届け出事務 7万円 土地取引に係る届出書の事務処理を行います
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 36万円 選挙管理委員会を運営します
参議院議員選挙事務 1116万円 参議院議員選挙の経費です
知事・道議会議員選挙事務 306万円 知事・道議会議員選挙の経費です
町長・町議会議員選挙事務 3万円 町長・町議会議員選挙の経費です
監査委員の活動 178万円 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
固定資産評価審査委員会の運営 3万円 固定資産評価審査委員会を運営します
統計調査 24万円 各種統計調査を行います

その政策にも属さない仕事
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