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人口減少対策と生活環境の整備
■地方創生の取り組み
　まちづくり計画及びまち・ひと・しごと創生
総合戦略に掲げた定住対策など、各事業の取り
組みにより、産業の振興や人口の社会減の改善
に一定の成果が現れています。
　若い世代の定住の実現に向けて、各種子育て
支援策と連動させた、一般住宅建設や民間ア
パート家賃助成を継続するほか、首都圏や札幌
圏における各種ＰＲ活動を実施してまいります。

■公共施設等総合管理計画の検証
　役場庁舎などの公共施設は、行政サービスや
コミュニティの拠点として活用されるなか、老
朽化による更新や改修等の課題を抱えています。
　施設の利用方法や統廃合について、財政措置
を含めて、総合的な観点から公共施設等総合計
画に基づき適正な管理を進めてまいります。

■防災
　頻発する自然災害への対応が重要な課題と
なっています。町民向けの防災講演会を開催す
るなど、防災知識の普及を図ってまいります。
　災害時の避難対策では、備蓄品の補充に加え
て、交流プラザみなクルに常設型の発電機を設
置してまいります。

　

保健、医療、介護、福祉の増進
　■町立国保病院の経営健全化
　経営の健全化に向けては、新公立病院改革プ
ランに基づく経営改善の取り組みを進めており
ますが、患者数減少による収益低下や固定経費

の上昇など、厳しい経営状況が続いております。
　今後も、病診連携や病病連携のさらなる推進
や健診等を含めた医療サービスの向上を図り、
経営の健全化に努めてまいります。

■トータル・サポート・ケアシステムの推進
　超高齢社会が急速に進むなか、介護サービス
とともに生活支援や住まいを含めた地域包括ケ
アシステムを推進して行かなければなりません。
サービス付高齢者向け住宅「あんしん」では、
医療と介護サービスの提供に加えて、地域の繋
がりの中で安心して生活を続けていただけるよ
う運営に努めてまいります。
　昨年 4月に旧江南小学校を無償譲渡し、10
月から小規模多機能型居宅介護サービスが開始
されました。地元事業者と連携しながら、施設
と在宅との一体的ケアを推進するとともに、高
齢者等の社会参加や生きがいづくりなど、トー
タル・サポート・ケアシステムの推進に努めて
まいります。

■地域支え合い活動の推進
　高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心し
て暮らし続けるためには、住民が共に支え合い、
助け合う「互助」の意識を高めていかなければ
なりません。昨年は、５つの地域で住民主体に
よるサロン活動が始まり、支え合いの場が少し
ずつ広がりを見せています。
　今後は、社会福祉協議会など関係機関と連携
しながら、全町的な支え合いのネットワークづ
くりを進めてまいります。

子育て支援の充実

令和元年度　町政の方針と主な施策
町長　　三本　英司

　内閣府の月例経済報告では、「景気は緩やか
に回復しており、今後もこの傾向が期待される」
という内容が公表されております。しかし、な
がら、地方では不安定な経済情勢が続いており、
自治体を取り巻く環境においても、人口減少や
少子高齢化の進行、さらには近年多発する災害
対応など、課題は山積みしています。
　奈井江町では、第 6期まちづくり計画及び
まち・ひと・しごと創生総合戦略を基本として、
地域づくりに取り組んできましたが、令和元年

度は新たな 5カ年の実施計画を策定する年に
なります。
　前期計画の最終年度として、一つひとつの政
策や事業を検証しながら、新たな計画を策定す
ることになりますが、新年度の町政の推進にあ
たっては、まちづくり自治基本条例に基づき、
「住民自治」、「町民同士の相互扶助」、「未来志
向」、この 3つの言葉をキーワードに、住民参
加の視点を重視して、各施策に取り組んでまい
ります。
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■妊娠・出産・子育て支援
　妊娠や出産、子育てに関する不安の解消等、よ
り身近で継続した相談、支援体制を構築するた
め、保健センター、子育て支援センター、教育委
員会の連携により、「子育て世代包括支援セン
ター」を本年度中に設置してまいります。
　また、不妊に悩む家庭に対する相談支援と高
額な不妊治療の医療費負担を軽減するため、初
回の治療費助成限度額を 15 万円から 30 万円
に拡充いたします。

■認定こども園「はぐくみ」の運営
　園児一人ひとりの育ちを把握し、きめ細やか
に接しながら生活習慣を身につけていくととも
に、英語教育や食育など、特色ある教育・保育を
実施するほか、介護施設の入所者をはじめ、中学
生や高校生等との交流によって、園児の社会性
を育んでまいります。

地場産業の振興
■農林業の振興
　平成 30 年産の水稲をはじめとする農作物は、
夏場の日照不足と低温による影響を受け、水稲
の作況指数は「90」の不良、青果物において
も天候の影響を受けましたが、ともに品質、食
味は市場や消費者から高い評価を得ております。
　こうした農業関係者の努力に応えるため、引
き続き「産地ブランド確立支援事業」などの側
面的支援を実施します。
　また、昨年の作柄不良を踏まえた緊急対策と
して、農業者の負担軽減に加えて、高品質な良
食味米の生産を確保しつつ、クリーン農業の推
進を図り、更なる地元産米のブランド化を後押
しするため、水稲種籾の温湯消毒に対する費用
に対して支援を実施してまいります。

商工業・観光の振興
■商工業の振興
　中心市街地活性化策として、商工会、行政、
関係団体が連携して各種イベントが展開されて
います。引き続き「商工業活性化推進交付金」
による支援を行ってまいります。

■観光の振興
　昨年、観光協会が主体となり、にわ山森林自
然公園において「ないえさくら祭り」が開催さ
れ、1万人を超える来場者が訪れました。また
来場者が、町内の観光施設や商店街に立ち寄る
などの経済効果をもたらしており、引き続き、
本事業の運営に支援をしてまいります。
　ないえ温泉は、利用者の声を聞き、改善を図
りながら運営していくため、指定管理者と連携
を図りながら、老朽化が進む施設、設備の改修
を計画的に実施してまいります。
　「道の駅」は、多くの観光客にご利用いただ
くため、より一層のサービス向上に努めていく
ことが大切であります。町内の観光施設をはじ
め、関係機関・団体との連携を強化していくた
めにも、指定管理者と情報交換を行いながら、
施設の活性化に努めてまいります。

■企業との連携、支援の充実
　町内立地企業は、堅実な経営のもと、しっか
りと地域経済を支えていただいております。北
海道住電精密株式会社においては、秋に新工場
の建設など大規模な事業拡大を終え操業を開始
します。引き続き、企業の持つポテンシャルを、
全国に向け情報発信を行うなど、雇用の確保に
資する支援を行ってまいります。
　空知団地に関しては、中小企業基盤整備機構
や北海道、さらには美唄市との連携を図りなが
ら、団地のＰＲと関係情報の収集や誘致　活動
に努めてまいります。

■町民参加と組織の強化
　町民参加による、まちづくり計画の着実な推
進に向けて、まちづくり町民委員会の議論を深
めるほか、町政にご助言をいただく「町政モニ
ター」や「連合区担当職員」の設置を検討して
まいります。
　また、地域包括ケアシステムの推進、子育て
支援の充実など様々な取り組みを効果的に推進
するために、7月を目途に組織機構の改革を行
い、町民の皆さんにとってより効率的で、利便
性の高い行政の組織体制を整備してまいります。

住民自治の推進
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令和元年度　教育行政の方針
教育長　　萬　　博文

未来を担う子どもたちの育成
■基礎学力と家庭学習定着化への支援
　児童への細かな指導と基礎学力習得のた
め、小学校35人学級編成に取り組むほか、「読
むこと、書くこと」など学習意欲を高めるた
め、学校と連携しながら漢字検定を実施して
まいります。家庭学習の定着化に向けては、
児童に対する放課後学習支援や中学生に対す
る公設塾を引き続き実施します。

■学校運営協議会導入に向けた検討
　学校運営や子育て支援の更なる充実を図る
ためには、家庭・地域・学校が子育ての目標
や意識を共有した中、ともに活動することが
重要です。保護者や関係団体等と議論を交わ
しながら、幅広い地域住民が学校運営に参画
いただく学校運営協議会の導入に向けて検討
をしてまいります。

■英語教育の推進
　英語に慣れ親しみながら国際感覚やコミュ
ニケーション能力を高めるため、　外国語指
導助手を活用し、認定こども園や小学校低学
年の英語教室を開催するほか、中学生を対象
に英語検定料を助成し、実践的コミュニケー
ション能力の向上を図ります。

■道徳教育の推進
　自己の生き方を考え、主体的な判断の下に
行動し、自立した人間としての道徳性を養う
ため、道徳教育を推進してまいります。

■食と農の大切さを学ぶ農業体験学習の推進
　本町の基幹産業である農業を学ぶことは、
自然や郷土愛を育み、人間関係などの社会性
を身に付ける上でも、大切な学習の一つです。
本年度も地域の皆様のご協力の下、体験学習
を実施します。成長期にある児童生徒の心身
の健全な発達のため、食育活動を推進します。

■ ICT 環境の整備
　新学習指導要領による「プログラミング教
育」への対応に向け、小学校における授業用
パソコンの整備とともに、授業改善を推進し
ます。

生涯にわたる学びの推進
■図書館事業
　「奈井江町子どもの読書活動推進計画」に
基づき、乳幼児から高齢者まで、あらゆる世
代の学びの場として、季節ごとやイベントで
の図書展示に工夫を凝らした魅力ある図書館
運営に努めてまいります。

■各種スポーツ教室の開催
　各年齢層に合わせた運動教室の開催など、
体育施設の指定管理者や関係機関と協力しな
がら町民の健康づくりを支援します。

■文化ホールの自主事業の開催
　芸術、文化の拠点となる文化ホールは、演
奏家から高い評価を受けております。幅広い
年齢層の方々にご来場いただけるよう、自主
事業の開催をしてまいります。

　社会を取り巻く環境は、少子高齢化による
人口減少や地域コミュニティの活性化が求め
られる一方で、人工知能などの技術革新やグ
ローバル化などの進展により、今後も社会構
造は変化していくことが想定されます。
　こうした中、本町の子どもたちが、将来に
希望を抱き、豊かな人生が送れるよう、教育
ビジョンの基本理念である「世界を見据え、
自立と共生の心を持った人づくり」の推進に
努めてまいります。
　教育ビジョン策定後７年が経過する中、理

念で掲げた「自立」や「共生の心」の育成に
必要となる「確かな学力」「豊かな心」「健や
かな体」について、次期ビジョンの策定も視
野に入れながら検証を行ってまいります。
　学校教育では、学力の基礎・基本の定着を
はじめ、思考力・判断力・表現力などの育成
を図るため、小中の連携を密にしながら統一
した学習指導を引き続き実践し、社会教育で
は、生涯を通じ、健康で心豊かな生活を送る
ことができるよう、生涯学習活動や文化・ス
ポーツ活動などを推進してまいります。
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令和元年度　奈井江町予算総額

区　　　　分 令和元年度 平成 30年度 増減額 増減率

一　　般　　会　　計
万円 万円 万円

463,300 493,700 △ 30,400 △ 6.2%

特別会計

国民健康保険 17,686 21,187 △ 3,501 △16.5%

後期高齢者医療 9,805 9,950 △ 145 △ 1.5%

下水道 42,410 44,350 △ 1,940 △ 4.4%

企業会計 町立国保病院 123,882 131,804 △ 7,922 △ 6.0%

合　　　　計 657,083 700,991 △ 43,908 △ 6.3%

　一般会計予算は、前年対比 3 億 400 万円
（6.2％）減の 46 億 3,300 万円。特別会計・
企業会計を合わせた予算総額は、前年対比 4
億 3,908 万円（6.3％）減の 65 億 7,083 万円
となりました。
　予算総額の減額は、一般会計においては、
地方債の元利償還金や道営水利施設や中学校
屋上の改修減、特別会計の国民健康保険事業
において、都道府県化により、道への納付金
が減少となり、企業会計では、病院の新改革
プランに基づく事業費減が、主な要因となっ
ております。
　　　　　　　　　◇
　歳入では、農業所得の収入減を見込みまし
たが、30 年度賦課実績等から法人税と固定
資産税については、定住対策の成果も見られ、
町税総額で前年対比 1,865 万円（2.6％）増
で計上したほか、地方交付税は、普通交付税
の新型交付税の包括算定経費の単位費用減が
示されたほか、公債費の減小により、3,200
万円（1.4％）減で計上しています。また、
諸収入については、最終処分場の上屋テント
の応急補修工事のため、北海道市町村備荒資
金組合から借りた収入を充当するため前年対
比 1,407 万円（4.7％）増となっております

　　　　　　　　　◇
　歳出では、経常的経費は、職員給与の独自
削減期間が終了したことや行政システム改修
負担金などにより、1,288 万円（0.6％）の増、
投資的経費では、単独事業の温泉施設大規模
改修工事など、補助事業では道営水利施設排
水機場大規模改修負担金などが減となり、合
計で前年対比 1億 5,871 万円（47.9％）の減
となっております。
　主な新規・拡充事業等につきましては、町
の柱の施策である定住対策では、各事業の取
り組みにより、産業の振興や人口の社会減の
改善に一定の成果が現れております。引き続
き各種子育て支援策と連動しながら、積極的
に展開していきます。次に教育環境の充実の
ため、小学校に町独自に教諭 1名を配置して、
35 人学級編成を実施してまいります。防災
では、指定避難所の交流プラザみなクルに常
設型の発電機を設置します。農業では、地元
産米のブランド化を後押しするため水稲種籾
の温湯消毒を全量分の費用を支援します。商
工業・観光では、昨年、観光協会を中心に商
工会や農協、行政が連携し 1万人を超える来
場者が訪れた「ないえさくら祭り」に、今年
も引き続き支援いたします。
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令和元年度　　一般会計予算書
区分 予算 前年度費 説明

地方交付税 22 億 1,400 万円 △ 1.4％ 国から再分配される税金

町税 7億 3,468 万円 2.6％ 町民の皆さんからの税金

国・道支出金 5億 8,756 万円 0.4％ 国や道からの補助金や負担金

諸収入等 3億 7,407 万円 △ 2.1％ 町有財産の賃貸料や町への寄附金などの収入

町債 3億 0,610 万円 △ 29.2％ 建設事業費などの一部を借りるお金

譲与税・交付金 1億 6,285 万円 △ 1.5％ 地方消費税交付金など、国の集めた税金の分配金

繰入金 1億 3,892 万円 △ 52.1％ 基金（まちの貯金）からの繰入金

使用料及び手数料 1億 1,482 万円 △ 4.7％ 町営住宅や公共施設の使用料、戸籍等の証明書手数料

合計 46 億 3,300 万円 △ 6.2％

自主財源

29%

依存財源

71%

町税

16%

繰入金

3%
使用料・手数料 2%

諸収入等 8%

譲与税・交付金 4%

町債

7%

国道支出金

13%

地方交付税

48%

歳入予算の構成比

31年度

46.3億円

令和元年度
４６．３億円 歳入
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令和元年度　　一般会計予算書
区分 予算 前年度費 説明

職員費 9億 4,646 万円 2.1％ 職員の人件費

民生費 8億 7,402 万円 0.0％ 高齢者や障がい者などの福祉、認定こども園の運営などの経費

衛生費 6億 1,680 万円 △ 6.5％ 保健、健康づくり、水道、ごみ、環境対策の経費

公債費 5億 9,977 万円 △ 17.2％ 事業のために借りたお金の償還金

土木費 5億 9,432 万円 0.9％ 道路や河川、公園、町営住宅などの維持管理の経費

総務費 2億 7,617 万円 4.9％ 町の財産管理や町税事務などの経費

教育費 2億 1,850 万円 △ 19.9％ 小中学校や社会教育、体育事業などの経費

農林水産業費 2億 1,466 万円 △ 30.4％ 農林・畜産業の振興や土地改良事業の経費

消防費 1億 2,830 万円 4.6％ 防災や災害時の活動費

商工費 1億 1,902 万円 △ 20.9％ 商工業の振興や企業誘致の経費

議会費 3,733 万円 △ 1.0％ 議会活動の経費

予備費 709 万円 9.2％ 当初予算にないもので支出がある場合に対応するお金

労働費 56 万円 0.0％ 勤労者福利厚生等や職業訓練の経費

合計 46 億 3,300 万円 △ 6.2％

職員費

20%

民生費

19%

公債費

13%

衛生費

13%

土木費

13%

商工費

2%

農林水産業費

5%

総務費

6%
教育費

5%

消防費

3%

その他

1%

歳出予算の構成比

31年度

46.3億円

令和元年度
４６．３億円 歳出
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　★マークは令和元年度新規事業となります。

　☆マークは拡充事業となります。

安心して住みつづけるために
住みやすい住環境の充実
◎定住促進事業【3,556 万円】

　少子高齢化と人口減少が進む中、まちの活性化と地域の機能維持を図るため、定住する人

を増やすために新築住宅の建設等に助成を行います。

　・住宅新築助成事業　　　　　（町外）最大 300万円助成　（町内）最大 250万円助成

　・中古住宅購入助成事業	　　　（町外）最大 200万円助成　（町内）最大 150万円助成

　・民間賃貸住宅家賃助成事業　（若年単身）家賃の 1割助成

　　　　　　　　　　　　　　　（子育て・若年夫婦）家賃の 2割助成

★寿公園・本町公園トイレ改修【60 万円】

　トイレの洋式化をおこない使いやすい公園にいたします。

公共交通機関の充実
◎生活交通確保対策事業（町営バス向ヶ丘線・市街地循環線、のりあいタクシー）

　【1,210 万円】

　日常生活や通勤通学のために欠かすことの出来ない交通手段を利便性・効率性を図りなが

ら運行していきます。

安全・安心な道路環境の整備
◎道路改修工事【3,163 万円】

　老朽化した道路施設等を点検維持管理を計画的に改修していきます。

消防・防災体制の強化
★指定避難所非常用電源設置工事【438 万円】

　避難所に指定されている「交流プラザみなクル」に常設型の発電機を設置します。

★防災車両購入【210 万円】

　災害時に広報活動や物資の搬送に使用する車両を購入いたします。

　 　 　

健康でいきいきと暮らすために
健康づくり対策と町民の安心を支える医療体制の推進
☆成人用肺炎球菌ワクチン接種助成事業【92 万円】

　65歳になる方以外に町独自で 70･75･80･85･90･95･100 歳を対象に助成します。

～　一般会計の主な事業　～
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　（過去に一度接種を行っているかたは対象外）

安心して子育てができる環境の充実
◎子ども医療費助成事業（町独自拡大分含む）【1,697 万円】

　町独自に高校生まで助成範囲を拡大いたします。

◎小児期からの生活習慣病予防事業（すこやか健診　ほか）【79 万円】

　小学 3年生から高校生まで血液検査を含む検診を行います。

◎おたふく・ロタウイルス予防接種事業【112 万円】

　町独自に予防接種費用を助成いたします。

☆特定不妊治療費助成事業【120 万円】

　高額な不妊治療の医療費負担を軽減するため、本年度より初回治療費助成額を 15万円か

ら 30万円に拡充いたします。

○認定こども園保育料軽減（第３子以降無料、５歳児 50％、第２子 10 ～ 20％）

○学童保育無料化（第３子以降）

高齢者が安心して暮らせる地域社会の推進
◎サービス付高齢者向け住宅の運営（病院事業会計操出金）【1,150 万円】

　地域と繋がりの中、安心して生活を続けていただくためサービス付高齢者向け住宅の運営

に対して操出金を出します。

◎在宅福祉サービス事業（間口除雪・屋根雪下ろし助成）【287 万円】

　高齢者単身世帯など、冬期間の除雪負担軽減のため、間口除雪等の支援します。

障がいのある人にやさしい地域社会の形成
◎障がい者福祉就労・自立支援補助金【112 万円】

　障がいのある方の雇用を促進し、自立を支援するために障がいのある方を雇用した事業者

に賃金の一部を助成します。

　 　 　

心豊かに学びつづけるために
未来を担う子どもの育成
◎奈井江商業高校支援事業（入学支援金、通学費助成、制服購入　ほか）【1,513 万円】　

　奈井江商業高校存続のために、地元小中との連携や特色のある魅力ある学校づくりに対し

て支援します。

★奈井江小学校期限付教諭（1 名）【479 万円】

　小学校では、きめ細かな指導と基礎学力取得のため、全学年で 35人学級を実施します。

◎特別支援教育支援員（3 名）【1,035 万円】

　小・中学校で特別な支援を必要とする児童生徒に対して、学習活動等のサポートを行うた

め、小学校に 2名、中学校に 1名の特別支援教育支援員を配置します。
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◎奈井江中学校公設学習塾実施事業【184 万円】

　家庭学習の定着化や学力向上に向けて、中学生を対象に公設で学習塾を実施します。

　実施期間　6月～ 12月　実施回数　　3年生（週 1回程度　全 20回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2年生（2週間に 1回程度　全 10回）

◎漢字検定・英語検定受験料助成　【71 万円】

★奈井江小学校ＩＣＴ整備事業

◎学校給食費無料化（第２子以降）【561 万円】

　第 2子以降の給食費を助成します。

生涯にわたる学びの推進
★公共施設の改修工事【403 万円】

　公民館の地下タンク、文化ホールの暖房配管、体育館の温水循環ポンプなど、継続利用す

る公共施設を計画的に改修いたします。

　　

活力ある産業の推進のために
産地競争力のある農業づくりの推進
◎産地ブランド確立支援事業（ケイ酸資材投入、いもち病予防防除）【550 万円】

　産地ブランドの確立のために支援をおこないます。

★ブランド米確立緊急支援対策事業（水稲種子温湯消毒）【30 万円】

　昨年の作柄不良を踏まえた緊急対策として水稲種子全量分の温湯消毒費用を支援します。

活力と賑わいのある商工業の推進
◎中小企業振興保証融資【2,204 万円】

まちの資源を活かした魅力ある観光の推進
◎観光施設・イベントに対する支援【4,793 万円】

　各種イベントや観光施設への支援など観光振興を推進します。

地域に根ざしたまちづくりのために
みんなが主役の地域づくり　
◎交流プラザみなクル運営（北翔大学連携委託　ほか）【1,285 万円】

◎コミュニティカフェ運営（地域おこし協力隊 1 名）【616 万円】

　交流プラザみなクル内に町民の居場所となるコミュニティカフェを運営します。

広域的な連携や交流の推進
◎ハウスヤルビ町訪問団派遣事業【148 万円】

　友好都市のフィンランド共和国ハウスヤルビ町に訪問団を派遣します。
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～基金の状況～

～　企業会計予算の内容　～
■町立国保病院事業

収益的収入
及び支出

収入
医業収益 63,243 入院や外来などの診療収入
医業外収益 34,375 一般会計繰入金や老人保健施設の負担金など
計 97,618

支出

医業費用 101,397 診療に必要な薬品費、施設の運営・管理費
医業外費用 7,469 既存借入金の支払利息や消費税など
予備費 10
計 108,876

資本的収入
及び支出

収入

企業債 2,280 医療機器整備に伴う借入金
負担金 12,078 既存借入金の返済に伴う一般会計負担金

国・道補助金 648 国民健康保険調整交付金
計 15,006

支出
建設改良費 2,935 医療機器整備
企業債償還金 12,071 既存借入金の支払元金

計 15,006
収入合計 112,624
支出合計 123,882

■基金残高（一般会計） （単位：千円）

30年度末 令和元年度末 残高比較
見込 積立額 繰入額 見込 （元-30）

財政調整基金 406,406 195 121,254 285,347 △ 121,059
減債基金 31,222 4 31,226 4

地域振興基金 111,177 28 4,021 107,184 △ 3,993
地域福祉基金 0 0 0 0 0

農業担い手育成基金 27,874 17,269 12,877 32,266 4,392
病院施設等整備基金 0 0 0 0 0

備中神楽伝承振興基金 0 0 0 0 0
過疎地域自立促進特別事業基金 14,124 8,202 0 22,326 8,202

役場庁舎整備基金 200,169 20,082 0 220,251 20,082

合　　　計 790,972 45,780 138,152 698,600 △ 92,372

区　　　分
令和元年度中増減見込

9.2 10.3 10.4 10.1 10.3 9.5
7.2 5.9

4.1 2.9

3.3
3.6 3.7 4.4 3.2 3.2

3.5
3.9

3.8
4.1

12.5
13.9 14.1 14.5

13.5 12.7
10.7

9.8
7.9

7.0

0.0
2.0

4.0
6.0

8.0
10.0
12.0

14.0
16.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30見込R元見込

基金残高の推移

その他基金

財政調整基金

（単位：億円）

■公債費残高（全会計） （単位：千円）

30年度末 令和元年度末 残高比較
見込 借入額 償還額 見込 （元-30）

一般会計 5,432,698 306,100 561,433 5,177,365 △ 255,333
下水道事業会計 2,674,316 25,500 290,916 2,408,900 △ 265,416

町立国保病院事業会計 662,542 22,800 120,708 564,634 △ 97,908

合　　　計 8,769,556 354,400 973,057 8,150,899 △ 618,657

※老人保健施設事業会計・老人総合福祉施設事業会計は、29年度から一般会計に移行

区　　　分
令和元年度中増減見込

- 5 -

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30見込R元見込

70.1 64.8 62.3 63.6 61.3 59.5 56.7 56.7 54.3 51.8

59.7 56.7 53.7 50.8 48.7 45.5 41.7 37.2 33.4 29.7

129.8
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公債費残高の推移

特別・企業会計

一般会計

（単位：億円）

　5　

（単位：万円）
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～　特別会計予算の内容　～
■国民健康保険事業

歳入

国民健康保険税 9,626 国民健康保険税の収入額
繰入金 7,198
その他 861 預金利息、事業補助金など
計 17,685

歳出

総務費 16,796 空知中部広域連合負担金など
諸支出金 852 町立国保病院への繰出金など
その他 37
計 17,685

■後期高齢者医療

歳入

後期高齢者医療保険料 6,384 後期高齢者医療保険料の収入額
繰入金 3,418
その他 3還付金など
計 9,805

歳出

総務費 35 通知書印刷・郵送料など
納付金 9,767 北海道後期高齢者医療広域連合への納付金
その他 3
計 9,805

■下水道事業

歳入

使用料及び手数料 13,195 下水道や個別排水施設の使用料など
分担金及び負担金 137 下水道事業に伴う受益者負担金など

繰入金 26,324 一般会計からの繰入金
町債 2,550 下水道事業に伴う借入金
その他 204 水洗化資金元利収入など
計 42,410

歳出

下水道費 9,171 下水道工事維持管理費、流域下水道組合負担金、人件費など
公債費 33,195 既存借入金の償還元金や利息など
予備費 44
計 42,410

会計名 令和元年度末
残高（元金）

償還完了まで
の利子

元利償還金
（元金＋利子）　a

地方交付税により
措置される額　b

町の実負担額
aー b

交付税措置率
b/a × 100

一般会計 517,737 22,933 540,670 449,622 91,048 83.2%
下水道事業会計 240,890 17,545 258,435 132,349 126,086 51.2%
町立国保病院事業会計 56,463 4,352 60,815 27,971 32,844 46.0%

合　計 815,090 44,830 859,920 609,942 249,978 70.9%

公債費
の

残　高

　今までに借りたものと令和元年度に借入を行う予定の借入金の残高は

約 82 億円で、この借入金の償還が完了するまでに支払う利息は約 4 億円

になり、総額 86 億円が支払い総額になります。

　ただし、このうち約 61 億円は、国からの地方交付税で措置されるため、

実際の町の負担は約 25 億円になります。

（単位：万円）

（単位：万円）

（単位：万円）

（単位：万円）

※平成 31年度に借入予定の元利償還金を含めているので、実績により金額は変更となります。
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奈井江町行政機構図
（令和元年 7月１日現在）
（　）は兼務、併任発令

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】

町　長 三本　英司 副町長 相澤　公 教育長 萬　博文

【参事・課長・課長補佐】

総務課

参事　碓井　直樹

総務係 遠藤　友幸
此川　由香
菊地　　純
星野由紀江

管財情報係 是枝　圭祐 佐々木亮輔
防災交通係 別部　由彦 井内　啓太 （佐々木亮輔）

企画財政課

課長　小澤　克則

政策推進係 井上　健二 谷口　顕子 稲垣　大地
広報協働係 （小澤　克則） 田宮　由久
財政係 田中　　恵 吉田　将平

町民生活課

課長　馬場　和浩

戸籍係 柿﨑恵美子 福岡　智美
多田　梓紗

医療保険係 谷口かおり 五十嵐みゆき
三角　崇人

税務係 長谷川範子 高橋　　守 加藤　みう

建設環境課

課長　大津　一由

土木管理係 石川　裕二 中森　大地
夏海　康史
大峡　伸也
堀　　湧尚

都市環境係 金瀧　靖次 （金瀧　靖次） 斉藤真之介
建築公住係 加藤　一之 （加藤　一之） 岩部　裕之

保健福祉課
（役場庁舎）

参事　小澤　敏博
課長　石塚　俊也

福祉係 田野　義美 （田野　義美）
谷口　典亨

木村　俊輝
佐々木拓夢

介護支援係 戸田　　孝 山田　朋子 渡辺　秀樹
高橋麻依子

（保健センター）
課長補佐・センター長
鈴木　久枝

健康づくり係 辻脇真理子 （辻脇真理子） 石塚じゅん
（是枝　和恵）

粟野　里香
北山　聡美
境　　綾乃
（永井　優星）

子育て支援係 （鈴木　久枝） 是枝　和恵 永井　優星
（子育て支援センター） 子育て支援センター 田名辺真弓

（認定こども園） 認定こども園
はぐくみ

【所長】
別部　睦子 伊藤　美樹

　【保育士】
渡辺美穂子　松本　道代
渡邉絵莉香　北藤　智美
三浦なつみ　宮田　郁美
鈴木　恵美　狩野　恵美

産業観光課

課長　辻脇　泰弘

農政係 鉢呂　征美 菊地　敏隆 三浦　武文 阿部　和哉
商工観光係 都築　岳司 高田　　基
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◆派遣職員◆　

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】【参事・課長・課長補佐】

会計課

課長・会計管理者
横山　　誠

収納係 大川原広一 久保田禎文

会計係 （横山　　誠） 金瀧　祥子

中空知広域

水道企業団

工務課 清水喜久雄
営業課 萬　　達哉 冨永　弘樹

土地改良センター
工務係 【センター長】

鈴木　宏明
大崎　　憲

換地係 畠山　恵一

学校給食組合

センター長
（松本　正志）

総務係 （高橋　利彰）（井上　圭世）
（三橋　千洋）
（春日　友治）
（隈井　幸一）

業務係 池上　　学 （池上　　学） 東藤　　茂

議会事務局

局長　滝本　　静
庶務係 東藤美妃代

農業委員会

局長（辻脇　泰弘）
農業振興係 山下　　衞 （山下　　衞） 釣本真由美

石狩川流域

下水道組合

奈井江管理

センター
【センター長】
東頭　忠幸

中空知広域

市町村圏組合
事務局 本田　哲也

教育委員会

事務局長
松本　正志

教育支援係 高橋　利彰 井上　圭世

三橋　千洋
春日　友治
隈井　幸一
渡辺　明美

文化振興係 桜井　国彦 大久保雅子 河原　繁美
栗原　真実

渡邊　孝行
溝國　春菜

空知中部広域連合

事務局長
鈴木　　隆

総務企画係 栗山ひろみ （栗山ひろみ） 布川砂友未
介護保険係 長谷川裕見子 宮崎　浩行

障害支援係 （栗山ひろみ）
（長谷川裕見子） （宮崎　浩行）

社会福祉法人
日本介護事業団

健寿苑

事務長
杉森　一夫
看護師長
宇佐美紀恵

管理相談係 （杉森　一夫） 津辻佳代子 松尾　明広

医療係

【主査】　　　　小林　佳史
【看護師】　　　岡部　里佳
【准看護師】　　浅島志津保　藤村由希子　工藤　正樹
【介護福祉士】　菊池　哲夫　齋藤美貴子　杉原　文枝
　　　　　　　徳田　秀樹　野呂田　元
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院　長

副院長 副院長

小西　裕彦

森田　俊樹 勝木　雅俊

＜町立病院＞

社会福祉法人
日本介護事業団
やすらぎの家

管理係 木田　仁美
看護係 常陸　由香 林　恵理香 松橋　眞弓 鈴木　美恵

介護係

【係長事務取扱】　（常陸　由香）
【介護福祉士】　　加藤　裕子　藤村　　誠　髙玉　雪子
　　　　　　　成田香緒理　中川　健一　鎌仲　晴絵
　　　　　　　佐々木尊嘉　山崎　まみ　板林　智哉

　柳澤　　亨　南川　大地
【介護助手】　　　川﨑真由子

社会福祉法人
日本介護事業団
ごきげん奈井江

中島　美季 佐々木百恵
田島　朋子

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】【参事・課長・課長補佐】

町立国保病院

内科医長
高島　理央

看護師長
野端まり子

放射線室 高田　泰光 （高田　泰光） 折出　新作

臨床検査室 下山　知良 増地　貴子

理学診療室 賀上　賢一 野田　　佳 金内　一幸

薬局 小倉　徳久

看護係

【看護主幹】　　小倉ゆかり　鈴木　博美
【主任看護師】　山田　幸栄　橋本　　泉　（齊藤　由香）
【看護師】　　　中山　清美　道下　春美　山田亜由美
　　　　　　　恒藤真知子　大山めぐみ　谷本美津子
　　　　　　　友利　裕恵　岡本　宗泰　長屋　健三
　　　　　　　田中沙永子　山中しのぶ　塚本　亮子
　　　　　　　大学　睦美

【准看護師】　　浮穴　幹美　小林恵美子　田中　則子
【主査（介護福祉士）】　　　 坪井　文恵　郷野　秀和
【介護福祉士】　渡邊奈保子　盛川さやか　石坂　公二
　　　　　　　森宗由美子

事務局

事務長
杉野　和博

総務係 三原　英司 （須藤　　章）

医事係 木村　香苗 渡辺　郁美

給食係 宇之津春美 （津辻佳代子）

地域医療連携室
室長（小西　裕彦）
次長（杉野　和博）

地域医療係 齊藤　由香 須藤　　章 寺林　美香

訪問看護係 （野端まり子）（鈴木　博美） （大山めぐみ）
（大学　睦美）

感染対策推進室
室長（森田　俊樹） 感染対策係 （小倉　徳久）（三原　英司）（下山　知良）（長屋　健三）

サービス付
高齢者向け住宅

室長（杉野　和博）
相談支援係 永田　明子 進藤　映子
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令和元年度予算説明書　このまちのデザイン
令和元年 7月 12日発行　発行 /奈井江町　編集 /企画財政課	広報協働係

役場庁舎　各窓口の位置

南
側

北
側

南
側

北
側

正面玄関

総務課

企画財政課

3 階には、㉑議会事務局
があります
（ダイヤルイン☎ 65―2166）

教育委員会

会計課
建設環境課

産業観光課
農業委員会

役場代表☎ 65―2111

ダイヤルイン☎ 65―2112

ダイヤルイン☎ 65―5381

ダイヤルイン☎ 65―2144
ダイヤルイン☎ 65―2116

ダイヤルイン☎ 65―2118

⑭防災交通係
⑮管財情報係
⑯総務係

⑰財政係
⑱広報協働係
⑲政策推進係

⑳教育支援係

①戸籍係
②医療保険係
③税務係

⑦建築公住係
⑧都市環境係
⑨土木管理係

⑪商工観光係
⑫農地振興係（農業委員会）
⑬農政係

⑤福祉係
⑥介護支援係
（地域包括支援センター）

○町立国保病院	 ☎ 65ー 2221
○公民館・図書館・郷土館	 ☎ 65 ー 5311
○文化ホール	 ☎ 65ー 6066
○認定こども園	 ☎ 65ー 2780

○子育て支援センター	 ☎ 74 ー 6117
○社会福祉協議会	 ☎ 65ー 6066
○空知中部広域連合	 ☎ 66 ー 2152
○交流プラザみなクル	☎ 74 ー 5574

各施設の
電話番号

町民生活課 ダイヤルイン☎ 65―2113

保健福祉課
ダイヤルイン☎ 65―2119

会計課 ⑩会計係④収納係

保健センターには、
保健福祉課
健康づくり係、子育て
支援係があります
（ダイヤルイン☎ 65―2131）

係名の前の数字は窓口番号


