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住みよいまちづくり
■公営住宅の整備
　昨年に引き続き黄金団地の解体を実施する
ほか、奈井江町住生活基本計画・公営住宅等
長寿命化計画を策定し、公営住宅の建て替え
や改修計画といった住宅施策を検討します。
（→ p18）

■道路整備
　町道の計画的な改修や維持管理、橋梁の長
寿命化計画に基づいた改修を行います。
　道道の維持管理を町が引き続き受託します。
（→ p16）

■ごみ・し尿処理
　全世代の町民参加による全町一斉クリーン
作戦などの事業を継続して行い、ごみの分別
徹底や不法投棄の啓発に努めます。
　本年完成予定である、石狩川流域下水道奈
井江浄化センター内の共同し尿処理施設を平
成 27 年度から供用開始するため、関係機関
や自治体との連携を進めます。（→ p18）

■地球温暖化防止対策
　防犯灯や施設照明のLED化、林業の振興
に取組み、CO₂削減に努めます。

■交通安全
　関係機関や団体、町民の皆さんと一体と
なって、引き続き交通安全運動を推進します。
（→ p9）

■防災
　災害時備蓄品の整備を継続して進めるほか、
関係機関の協力や多数の町民参加のもと総合
防災訓練を行い、防災意識の高揚に努めます。
（→ p9）

地場産業の振興
■農業の振興
　「ゆめぴりか」の生産地としてブランド化
を図るため、引き続き生産者への支援を行い
ます。（→ p13）

■エゾシカ対策
　地元猟友会の協力を得ながら、広域連携に
よる鳥獣被害防止対策を進めます。

■商工業の振興
　町商工会による地域活性化の取り組みを支
援します。
　立地企業との情報交換を行いながら、企業
の取り組みに支援を行うほか、見直しを行っ

平成 26年度　町政の方針と主な施策
町長　　北　　良　治

　地方では少子高齢化や人口減少が進み、奈
井江町においても、昨年末に人口６千人を割
る状況となり、地域コミュニティの再構築と
定住対策が課題となっていますが、この厳し
い環境の中でも、農産物のブランド化や立地
企業の皆さんなど、町の活性化に寄与いただ
いています。
　町も駅前に交流プラザみなクルを整備し、
ここを発着点として全町をカバーする公共交
通網を整備し、町民の交流に力を注ぎました。
　また、町村の取り組みとしては全国でも初
である「奈井江町おもいやりの障がい福祉条
例」を制定し、障がいのある人もない人も共
に安心して暮らすことのできる町の実現を目
指すとともに、「子ども・子育て会議」を開

催し、保育所を認定こども園に発展させる議
論を重ねてきました。
　本年は、奈井江町が砂川町から分村し、開
町 70 年を迎える記念すべき年にあたります。
　多くの先人達が創り上げてきた奈井江町が
これからも夢を持ち、安心して暮らせる町と
なるよう、新たに「高齢者等支え愛条例」を
制定し、地域住民の結びつきの強化を図り、
定住対策においては、土地の購入や建設、リ
フォームに対する助成事業の拡大にも取り組
みます。
　本年度においても、「皆で考え、共に町を
創る」という姿勢を持って、各種施策の推進
にしっかりと取り組みます。
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た企業誘致促進条例に基づき、空知団地の分
譲を進めます。（→ p15）

子育て支援の充実
■子育て支援の充実
　妊娠・出産にかかる経済負担の軽減や受診
促進として、妊婦一般健診の公費負担（14
回分）を継続（→ p19）、教育と保育を一体
的に提供する認定こども園（保育所型）の開
所（→ p12）や保育料の独自減免、高校生ま
での医療費無料化の拡充（→ p11）などに加
えて、子育て世帯を対象とした特定公共賃貸
住宅高島団地家賃減額など、幅広く子育て世
帯の生活を支援する施策を展開します。
　また、子どもの健やかな成長と発達、保護
者の子育てに対する不安を解消するため、子
育て支援センターの育児相談や 5歳児健康相
談、小学３年生から高校生までを対象とした、
すこやか健診（→ p19）を引き続き実施します。

健康と福祉の増進
■生活習慣病予防とがん検診の推進
　特定健診、特定保健指導の受診勧奨の強化、
がん検診の無料クーポン券事業を継続し、受
診率の向上に努めます。（→ p19）

■在宅ケア体制の充実
　開業医との病診連携や砂川市立病院との医
療連携に基づく医療情報の共有化を推進、地
域包括支援センターの窓口相談や支援の充実
など、地域包括ケアの推進を図ります。

■医療・介護施設の充実
　各施設の経営健全化やサービスの向上に努
めるほか、病院、やすらぎの家の大規模改修
工事を実施します。

■地域公共交通の整備
　町民の足の確保として、昨年 10 月から本
格運行を始めた市街地循環バスや乗り合いタ
クシー事業などを継続します。（→ p9）

■障がい者支援
　「おもいやりの障がい福祉条例」に基づき、
安心して暮らせるまちづくりを推進するため、
フォーラムの開催や障がい者の雇用や就労の
促進、支援事業所における特産品製造などを
支援するための助成を行います。（→ p11）

活力あるまちづくり
■開町（分村）70年記念
　奈井江町の開町（分村）70 年を記念して、
まちづくり講演会やコンチェルトホールでの
コンサートを開催します。（→ p10）

■町民参加の推進
　まちづくり町民委員会や子どもたちと町
長が語る会、次期まちづくり計画への町民
フォーラムの開催など、町民の声を大切に施
策を進めます。

■地域の支えあい活動の推進
　「奈井江町高齢者等支え愛条例」に基づき、
住み慣れた地域で、共に支えあう仕組みづく
りを推進します。

■定住対策
　町有地購入助成の拡充のほか、新たに民有
地購入助成や住宅リフォーム助成の再実施な
ど、子育て支援施策とともに、定住対策の充
実を図ります。（→ p9）

■自治体間の連携強化
　地方分権、多様化する町民ニーズに対応す
るため、中空知５市５町で構成する定住自立
圏構想への取組みなど、広域的な行政サービ
スの充実に向けた連携を進めます。

■交流プラザみなクルの取り組み
　利用状況や活用方法などの検証を深め、幅
広く町民の交流の場として活用される施設運
営に努めます。（→ｐ 15）
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平成 26年度　教育行政の方針
教育長　　萬　　博文

学びの充実
　子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな指
導を充実するため、習熟度別指導やティーム
ティーチング指導を実施するとともに、新た
に期限付教諭を１名配置し、町独自で 35 人
学級編成を実施します。
　特別支援教育支援員を引き続き２名配置
し、子どもたちの状況に応じた指導の充実に
努めます。
　奈井江商業高校が地域と連携して進める専
門教育の取り組みを支援するとともに、入学
者数の確保に向け、町内中学校から進学する
生徒への助成などの各種支援を、引き続き行
います。（→ p21）

心の豊かさを育む教育
　子どもたちの豊かな心を育むために、道徳
教育の充実を図ります。
　いじめや不登校、問題行動などに対しては、
未然防止と早期発見・早期対応に重点を置き、
学校における支援・指導体制の充実に努める
とともに、スクールカウンセラーによる教育
支援の充実を図るなど、関係機関と緊密に連
携しながら対応します。

心身の健康の育成
　健やかな体を育むためには、基本的な生活
習慣を身につけることが大切であり、「早寝、
早起き、朝ごはん運動」を推進し、幼児期か
らの規則正しい食生活や睡眠、運動習慣の定

着を図ります。
　地場産食材を活用した栄養バランスのとれ
た給食を提供するとともに、栄養教諭が各学
校の給食担当教諭と連携し、食育の指導、推
進に努めます。
　子どもの歯の健康を守るため、小学校で行
われているフッ化物洗口事業を中学校１年生
まで拡大します。（→ p21）

学校教育環境の整備
　昨年から実施している中学校校舎・屋内体
育館の耐震補強工事が今年で完了し、すべて
の学校の耐震化率が 100％になります。

生涯学習の推進
　幼少時からの読書の習慣づけが大切である
ため、朗読ボランティアや学校図書館との連
携を図りながら、子どもたちの読書意欲の向
上や習慣化に努めます。（→ p22）

青少年の育成
　学校、家庭、地域との連携を強化し、青少
年を育む体制の充実を図るほか、子ども会活
動などへ支援を行います。（→ p22）

芸術文化の振興
　昨年に引き続き、文化ホールの大規模改修
（内部）工事を実施します。（→ p22）

　次代を担う子どもたちは、自ら学び自ら考
える力の育成や学力の定着を図るとともに、
他人を思いやる心、命を大切にする心、感謝
の心、さらには自己実現を目指した「生きる
力」を育むことが大切です。「生きる力」を
育み、秘めた可能性を伸ばすため、学校、家
庭、地域が連携をより一層深めることはもと
より、町と教育委員会も連携を図りながら、
多様な学校支援の充実とより良い学校づくり

の実現を目指します。
　社会教育については、町民がスポーツや文
化活動など、多種多様な活動に参加し、生き
がいを持ち、心豊かで健やかな生活が営むこ
とができるよう、生涯学習機会の充実に努め
てまいります。

◇
　平成 26 年度の主な教育行政の施策は、次
の通りです。
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平成 26年度　奈井江町予算総額

区　　　　分 平成 26年度 平成 25年度 増減額 増減率

一　　般　　会　　計
万円 万円 万円

461,500 486,000 △ 24,500 △ 5.0%

特別会計
国民健康保険 23,838 23,610 228 1.0%
後期高齢者医療 10,113 9,315 798 8.6%

下水道 50,500 53,800 △ 3,300 △ 6.1%

企業会計

町立国保病院 148,719 132,563 16,156 12.2%
老人保健施設
（健寿苑） 27,109 25,537 1,572 6.2%

老人総合福祉施設
（やすらぎの家） 44,569 37,830 6,739 17.8%

合　　　　計 766,348 768,655 △ 2,307 △ 0.3%

　一般会計は、総額 46 億 1,500 万円となり、
前年度と比較して２億 4,500 万円（△ 5.0％）
の減少となりました。

◇
　歳入では、納税義務者の減少などによる町
民税の減収や土地・償却資産の減少に伴う固
定資産税の減収が見込まれる一方、法人町民
税では、製造業に業績の向上が見られ、前年
比 6.5％の増額が見込まれます。
　そのほか、交流プラザ「みなクル」の建設
完了などで町債の借入額も減少しています。

◇
　歳出では、昨年末に人口が 6,000 人を割る
状況の中で、コミュニティの再構築と定住対
策が課題であり、まちの魅力をさらに高める
施策に取り組みます。

　子育て支援策を拡大するため、保育所を認
定こども園（保育所型）に発展させ、新たに
高校生までの医療費無料化の拡充を実施しま
す。これに合わせて、町有地購入助成の拡充、
新たに民有地購入助成や住宅リフォーム助成
の再実施など、安心して暮らせる住みよいま
ちづくりを推進します。
　また、町の基幹産業である農業の産地ブラ
ンド化の推進、経済基盤である商工業者に対
する保証融資制度の拡充など、町の基盤を支
える地域産業や経済の活性化を支援し、活力
あるまちづくりを推進します。
　そのほか、計画的に進めている災害備蓄品
の購入や浦臼町との統合消防支署の建設に着
工し、安心安全なまちづくりを推進します。
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町　　　税  6 億 7,554 万円 （14.6％） 町民の皆さんからの税金 △1.9％

町　　　債  3 億 4,980 万円 （7.6％） 建設事業費などの一部を借りるお金 △30.9％

国庫支出金  2 億 4,049 万円 （5.3％） 国からの補助金や負担金 △33.3％

繰　入　金  3 億 2,678 万円 （7.1％） 基金（まちの貯金）からの繰入金 10.3％

使用料及び手数料 1 億 1,591 万円 （2.5％） 町営住宅や公共施設の使用料、戸籍等の証明手数料 4.0％

道 支 出 金  3 億 1,709 万円 （6.9％） 道からの補助金や負担金 8.4％

地方消費税交付金 8,740 万円 （1.9％） 消費税のうち国から町に交付されるお金 20.9％

分担金及び負担金 2,499 万円 （0.5％） 認定こども園や老人福祉施設などの利用者負担金 15.9％

財 産 収 入  1,267 万円 （0.3％） 土地など町有財産の賃貸料や預金利息 3.3％

ゴルフ場利用税交付金 550 万円 （0.1％） 町内のゴルフ場利用税の交付金 △8.3％

配当割交付金 100 万円 （0.0％） 株式等の配当に対する税（道税）からの配分金 66.7％

自動車取得税交付金 440 万円 （0.1％） 自動車取得税の交付金 △53.7％

利子割交付金 130 万円 （0.0％） 預金利子に対する税からの交付金 △7.1％

地方特例交付金 90 万円 （0.0％） 国の減税により町が収入不足とならないように交付されるお金 0.0％

株式譲渡取得割交付金 10 万円 （0.0％） 株式等の譲渡益に対する税（道税）からの配分金 0.0％

地方交付税  23 億 1,100 万円 （50.1％） 国から再配分される税金 △1.5％

諸　収　入  9,223 万円 （2.0％） その他の収入（宝くじ売上金からの交付金ほか） 9.7％

地方譲与税  4,730 万円 （1.0％） 自動車の重量税など国税から町に配分されるお金 △1.7％

交通安全対策特別交付金 60 万円 （0.0％） 交通安全対策のための交付金 0.0％

民　生　費 9 億 1,434 万円 （20.0％） 老人や障がい者などの福祉、認定こども園の運営などの経費 16.3％

公　債　費 7 億 8,404 万円 （16.3％） 事業のために借りたお金の償還金 △3.5％

職　員　費 6 億 8,731 万円 （15.0％） 職員の人件費 △0.2％

衛　生　費 6 億 7,623 万円 （14.8％） 保健、健康づくり、水道、ごみ、環境対策の経費 6.0％

農林水産業費 2 億 6,671 万円 （5.8％） 農林・畜産業の振興や土地改良事業の経費 △21.1％

土　木　費 5 億 5,875 万円 （12.2％） 道路や河川、公園、町営住宅などの維持管理の経費 1.3％

総　務　費 2 億 5,702 万円 （5.6％） 町の財産管理や町税事務などの経費 △20.7％

教　育　費 2 億 1,741 万円 （4.7％） 小・中学校や社会教育、体育事業などの経費 △46.3％

消　防　費 1 億 1,899 万円 （2.6％） 防火や災害時の活動経費 △22.7％

商　工　費 8,376 万円 （1.8％） 商工業の振興や企業誘致の経費 △20.1％

議　会　費 4,247 万円 （1.0％） 議会活動の経費 △0.9％

労　働　費 57 万円 （0.0％） 勤労者福利厚生等や職業訓練の経費 △91.4％

予　備　費 740 万円 （0.2％） 当初予算にないもので支出がある場合に対応するお金 △5.4％

歳　入 歳　出

46 億
1,500 万円

【前年度との比較】 【前年度との比較】

○地方交付税では、国の地方財政計画や公債費の算入、町
税の伸び率、人口減などにより、1.5%減少しました。

○町税では、納税義務者減少などにより、1.9% 減少して
います。

○町債では、奈井江小学校大規模改修工事に要した借り入
れ分の減などにより、30.9％減少しました。

○繰入金では、町税などの減少による歳入不足を補うため、
財政調整基金などから3億2,678万円を繰り入れました。

○民生費では、子ども医療費助成制度の拡充や、
認定こども園の運営費用、また、町立国保病
院や、やすらぎの家の大規模改修費の一部と
して一般会計から繰出を行うため増加してい
ます。

○公債費では、過去に実施した事業に要する費
用の償還が計画的に進んでいることにより、
3.5%減少しました。

○農林水産業費では、道営土地改良事業や産地
ブランド確立支援事業を継続します。

　農業基盤整備促進事業の事業量見直しなどに
より、21.1％減少しています。

○教育費では、奈井江小学校の大規模改修工事
終了などで、46.3％減少しています。

○労働費では、緊急雇用創出推進事業が終了し
たことにより、大きく減少しています。

平 成 26 年 度　　　一 般 会 計 予 算
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町　　　税  6 億 7,554 万円 （14.6％） 町民の皆さんからの税金 △1.9％

町　　　債  3 億 4,980 万円 （7.6％） 建設事業費などの一部を借りるお金 △30.9％

国庫支出金  2 億 4,049 万円 （5.3％） 国からの補助金や負担金 △33.3％

繰　入　金  3 億 2,678 万円 （7.1％） 基金（まちの貯金）からの繰入金 10.3％

使用料及び手数料 1 億 1,591 万円 （2.5％） 町営住宅や公共施設の使用料、戸籍等の証明手数料 4.0％

道 支 出 金  3 億 1,709 万円 （6.9％） 道からの補助金や負担金 8.4％

地方消費税交付金 8,740 万円 （1.9％） 消費税のうち国から町に交付されるお金 20.9％

分担金及び負担金 2,499 万円 （0.5％） 認定こども園や老人福祉施設などの利用者負担金 15.9％

財 産 収 入  1,267 万円 （0.3％） 土地など町有財産の賃貸料や預金利息 3.3％

ゴルフ場利用税交付金 550 万円 （0.1％） 町内のゴルフ場利用税の交付金 △8.3％

配当割交付金 100 万円 （0.0％） 株式等の配当に対する税（道税）からの配分金 66.7％

自動車取得税交付金 440 万円 （0.1％） 自動車取得税の交付金 △53.7％

利子割交付金 130 万円 （0.0％） 預金利子に対する税からの交付金 △7.1％

地方特例交付金 90 万円 （0.0％） 国の減税により町が収入不足とならないように交付されるお金 0.0％

株式譲渡取得割交付金 10 万円 （0.0％） 株式等の譲渡益に対する税（道税）からの配分金 0.0％

地方交付税  23 億 1,100 万円 （50.1％） 国から再配分される税金 △1.5％

諸　収　入  9,223 万円 （2.0％） その他の収入（宝くじ売上金からの交付金ほか） 9.7％

地方譲与税  4,730 万円 （1.0％） 自動車の重量税など国税から町に配分されるお金 △1.7％

交通安全対策特別交付金 60 万円 （0.0％） 交通安全対策のための交付金 0.0％

民　生　費 9 億 1,434 万円 （20.0％） 老人や障がい者などの福祉、認定こども園の運営などの経費 16.3％

公　債　費 7 億 8,404 万円 （16.3％） 事業のために借りたお金の償還金 △3.5％

職　員　費 6 億 8,731 万円 （15.0％） 職員の人件費 △0.2％

衛　生　費 6 億 7,623 万円 （14.8％） 保健、健康づくり、水道、ごみ、環境対策の経費 6.0％

農林水産業費 2 億 6,671 万円 （5.8％） 農林・畜産業の振興や土地改良事業の経費 △21.1％

土　木　費 5 億 5,875 万円 （12.2％） 道路や河川、公園、町営住宅などの維持管理の経費 1.3％

総　務　費 2 億 5,702 万円 （5.6％） 町の財産管理や町税事務などの経費 △20.7％

教　育　費 2 億 1,741 万円 （4.7％） 小・中学校や社会教育、体育事業などの経費 △46.3％

消　防　費 1 億 1,899 万円 （2.6％） 防火や災害時の活動経費 △22.7％

商　工　費 8,376 万円 （1.8％） 商工業の振興や企業誘致の経費 △20.1％

議　会　費 4,247 万円 （1.0％） 議会活動の経費 △0.9％

労　働　費 57 万円 （0.0％） 勤労者福利厚生等や職業訓練の経費 △91.4％

予　備　費 740 万円 （0.2％） 当初予算にないもので支出がある場合に対応するお金 △5.4％

歳　入 歳　出

46 億
1,500 万円

【前年度との比較】 【前年度との比較】

○地方交付税では、国の地方財政計画や公債費の算入、町
税の伸び率、人口減などにより、1.5%減少しました。

○町税では、納税義務者減少などにより、1.9% 減少して
います。

○町債では、奈井江小学校大規模改修工事に要した借り入
れ分の減などにより、30.9％減少しました。

○繰入金では、町税などの減少による歳入不足を補うため、
財政調整基金などから3億2,678万円を繰り入れました。

○民生費では、子ども医療費助成制度の拡充や、
認定こども園の運営費用、また、町立国保病
院や、やすらぎの家の大規模改修費の一部と
して一般会計から繰出を行うため増加してい
ます。
○公債費では、過去に実施した事業に要する費
用の償還が計画的に進んでいることにより、
3.5%減少しました。

○農林水産業費では、道営土地改良事業や産地
ブランド確立支援事業を継続します。

　農業基盤整備促進事業の事業量見直しなどに
より、21.1％減少しています。

○教育費では、奈井江小学校の大規模改修工事
終了などで、46.3％減少しています。

○労働費では、緊急雇用創出推進事業が終了し
たことにより、大きく減少しています。

平 成 26 年 度　　　一 般 会 計 予 算
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　各項目の記号は、財源の内容を表しています。

　　　　　　　　　■・・・国や道の補助金などを財源としています。

　　　　　　　　　◎・・・使用料や他の収入を財源としています。

議会事務局　　☎ 65－ 2166
　議会事務局では、町議会の本会議や各種委員会、監査に関する仕事をしています。

議会事務局・監査委員の一般会計予算は・・・・	 4,358 万円

　◎議会議員の報酬などに――――――――――――――――――	 4,101 万円

　　・議員 10名の報酬や手当、議員共済年金の負担金など

　◎議会の交際費　―――――――――――――――――――――――	 10 万円

　◎議会の運営などに　――――――――――――――――――――	 136 万円

　◎監査委員の報酬などに　――――――――――――――――――	 111 万円

会計室　　☎ 65－ 2144
　会計室では、町公金の出納の仕事をしています。

会計室の一般会計予算は・・・・・・・・・・・・・・・	 1 万円

　◎会計事務の経費に　―――――――――――――――――――――	 1 万円

まちづくり課　　☎ 65－ 2111・2112
　まちづくり課では、まちづくり自治基本条例の推進、国際交流、定住対策、情報化の

推進、広報や公聴活動、行政区との連携、職員の人事給与、防災、交通安全や防犯、選

挙などの仕事をしています。

まちづくり課の一般会計予算は・・・・・	 9 億 2,905 万円

～　一般会計の主な事業　～
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　■生活交通確保のために　―――――――――――――――――	 1,061 万円

　　・町営バス向ヶ丘線や市街地循環線の運行に・・・・	1,013 万円

　　・浦臼町営バス浦臼奈井江線・・・・・・・・・・・	 48 万円

　◎定住促進対策事業に　――――――――――――――――――	 2,686 万円

　　・町有地等購入助成金の拡充に加えて、新たに民有地購入助成金

　　　や住宅リフォーム助成金を再実施（詳しくは、全戸配布のチラシをご覧下さい）

　◎行政区などに　――――――――――――――――――――――	 381 万円

　　・連合区長、行政区長に対する報酬や、会館の補助金・・・	 310 万円

　　・コミュニティ会館の維持管理費・・・・・・・・・	 71 万円

　◎防災備蓄品の整備や防災無線の維持管理などの経費に　――――	 716 万円

　◎消防組合への負担金、奈井江支署の人件費や消防団の活動費

　　　―――――――――――――――――――――――――	 1 億 1,899 万円

　◎交通安全に　―――――――――――――――――――――――	 107 万円

　◎防犯協会への補助金　―――――――――――――――――――	 7 万円

　■選挙の執行に（町長選挙、知事道議選挙、農業委員選挙）―――	 707 万円

　◎フィンランド・ハウスヤルビ町への訪問や訪問団受け入れに　―	 418 万円

　◎広報誌の発行やホームページの運営に　―――――――――――	 146 万円

　■情報システムに　―――――――――――――――――――――	3,395 万円

・北海道自治体情報システム協議会負担金や機器借上げ料

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 3,287 万円

・国、道、市町村の専用回線（LGWAN）の通信料や機器の管理費

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 108 万円

　■特別職や職員の給料など　――――――――――――――	 6 億 9,139 万円

　　・町長、副町長や教育長と一般会計の職員給料や手当・・	6 億 8,731 万円

　　　（病院などの企業・特別会計除く）

　　　　○給与月額の削減

　　　　　町長 20％、副町長 15％、教育長 15％

　　　　　町独自の取り組みとして、一般職では一律 2.5％の削減を行っています。

　　・職員の健康診断や研修などの経費・・・・・・・	 408 万円

　◎公平委員会など、４つの委員会に要する経費　――――――――	 40 万円

　◎奈井江町の交際費　――――――――――――――――――――	 50 万円

　◎町政功労者等の表彰に　――――――――――――――――――	 45 万円

　◎その他の経費に　――――――――――――――――――――	 1,897 万円

　　・中空知広域市町村圏組合への負担金・・・・・・・	 99 万円

　　・過疎連盟への負担金など・・・・・・・・・・・・	 13 万円
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　　・空知町村会などへの負担金・・・・・・・・・・・	 153 万円

　　・町例規集システムの更新を行う経費のほか、郵便代や消耗品費など

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1,632 万円

　◎開町 70年記念事業に　―――――――――――――――――	　　170 万円

　◎老人クラブへの助成に　―――――――――――――――――	　	　41万円

くらしと財務課　　☎ 65－ 2113
　くらしと財務課では、予算編成、町税等の賦課や徴収、各種契約の締結などの仕事を

しています。

くらしと財務課の一般会計予算は・・・・・・	 9 億　980 万円
　

　国民健康保険事業会計予算（特別会計）は・・・・	 2 億 3,838 万円
　後期高齢者医療会計予算（特別会計）は・・・・・	 1 億　113 万円

　◎固定資産評価審査委員会に　―――――――――――――――――	 1 万円

　◎まちの貯金に　―――――――――――――――――――	 3,413 万円

　　・地域振興基金や財政調整基金への積み立て

　◎町が借りたお金の返済に（公債費）　――――――――――	7 億 8,404 万円

　　・元金の返済に・・・・・・・・・・・・・・	 6 億 9,779 万円

　　・利息の返済に（一時借入金利息も含みます）・・・・	 8,625 万円

　◎その他の経費に　――――――――――――――――――――	 8,422 万円

　　・特別職や職員の出張旅費に・・・・・・・・・・・	 200 万円

　　・その他税・財務事務・・・・・・・・・・・・・・	 25 万円

　　・税金の納付書の印刷代や事務機器の借り上げ料、その他事務用品の

　　　購入等に要する経費・・・・・・・・・・・・・・	 703 万円

　　・国民健康保険事業会計への繰出金・・・・・・・	 4,171 万円

　　・後期高齢者医療特別会計への繰出金・・・・・・	 3,323 万円

　◎予備費に　――――――――――――――――――――――――	 740 万円
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おもいやり課　☎ 65－ 2119
認定こども園☎ 65－2780　子育て支援センター☎ 74－6117　社会福祉協議会	☎ 65－6066

　おもいやり課では、住民票の発行や年金、医療給付に関すること、子ども・障がい者・

老人の福祉などの仕事をしています。

おもいやり課の一般会計予算は・・・・・・	 6 億　646 万円

　■医療費の一部助成に　――――――――――――――――――	 5,455 万円

　　・子ども医療費助成事業・・・・・・・・・・・・	 2,261 万円

　　　　対象…0歳～ 18歳（高校 3年生）

　　・養育医療給付事業・・・・・・・・・・・・・・	 72 万円

　　　　対象…未熟児（生後 1年まで）

　　・ひとり親家庭等医療給付事業・・・・・・・・・	 556 万円

　　　　対象…ひとり親家庭の親と子ども

　　・重度心身障がい者医療給付事業・・・・・・・・	 2,566 万円

対象…身体障がい者手帳１・２級、３級（内臓障がい）、重度の知的

障がい者（療育手帳Ａ）、精神障がい者手帳１級（通院のみ）

　■戸籍や住民票などに　――――――――――――――――――	 456 万円

　　・戸籍の電算化に伴う費用や、戸籍や住民票発行に必要な用紙代

　　　や各種書籍代など・・・・・・・・・・・・・・	 358 万円

　　・住民基本台帳ネットワークシステムの機器整備など・・・	81 万円

　　・パスポートの発行を砂川市に委託して実施・・・・	 17 万円

　■障がい者福祉に　――――――――――――――――――	 2 億 6,493 万円

　　・障がい者支援費等に要する経費・・・・・・	 2 億 6,048 万円

障がい者の施設サービスや在宅サービス事業費のほか、身体障がい者への補装

具給付や在宅障がい者の通所に係る交通費扶助、条例の制定により実施する障

がいへの理解のためのＰＲやフォーラムの開催、就労支援、施設製品の販路拡

大のための補助など

　　・ふれあいフェスティバルなど・・・・・・・・・・	 19 万円

　　・入浴料の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・	 121 万円

　　　　新ないえ温泉と公衆浴場松の湯で利用できます

　　　　　身体障がい者手帳１・２級、療育手帳所持者…本人用 10枚、介護者用 10枚

　　　　　身体障がい者手帳３・４級…本人用 10枚

　　　　　身体障がい者手帳５・６級…本人用５枚
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　　　　　精神障害者保健福祉手帳 1・2級…本人用 10枚、介護者用 10枚

　　　　　精神障害者保健福祉手帳 3級…本人用 10枚

※ 65歳以上の障がい者の場合は、本人用の代わりに老人用入浴券を発行し

ます。

※介護者用入浴券は、本人用または老人用とセットで使用する以外は、利用

できません。

※入浴券の使用時には、新ないえ温泉120円、松の湯100円の負担が必要です。

　　・社会福祉団体等への補助・・・・・・・・・・・・	 305 万円

　　　　社会福祉法人ないえ福祉会、地域活動支援センターなどに対する助成

　■高齢者福祉などに　―――――――――――――――――――――	 1,261 万円

　　・老人スポーツ大会や老人のつどいの事業費・・・・	 10 万円

　　・敬老会の経費と老人入浴料の助成・・・・・・・・	 804 万円

①敬老会において敬老祝い品贈呈　数え年で 99歳、88歳、金婚のご夫婦

②満 100歳記念品贈呈（国からの祝状と併せて）

③老人入浴料助成

　満 65歳以上の方…10枚

　満 60歳～ 64歳までの老人クラブ加入者…５枚

※入浴券の使用時には､新ないえ温泉120円、松の湯100円の負担が必要です。

　　・間口除雪サービス事業・・・・・・・・・・・・・	 189 万円

○期間　平成 26年 12月～平成 27年 3月

○対象世帯　障がい者や高齢者で、間口除雪が困難な世帯

※詳しくは、後日広報などでお知らせします。

　　・老人クラブ連合会や単位クラブへの補助金・・・・	 90 万円

　　・老人福祉施設への措置入所に・・・・・・・・・・	 168 万円

　◎福祉バスの運行に　――――――――――――――――――――	 207 万円

　◎老人福祉寮「かおる荘」の管理や運営に　――――――――――	 644 万円

　■北海道後期高齢者医療広域連合負担金や、健診委託料に　―――――	 1 億 38万円

　■児童福祉などに　――――――――――――――――――	 1 億 2,086 万円

　　・保育所等広域入所事業・・・・・・・・・・・・・・	57 万円

　　　　保護者の勤務地等（中空知 5市 5町、美唄市）での入所

　　・認定こども園の運営や管理に要する経費・・・・・	3,336 万円

　　　　乳幼児保育（８ヶ月以上）や認定こども園の管理運営など

・子育て支援センターの運営経費のほか、「なかよし広場」や「子

育て講座」などの経費・・・・・・・・・・・・	 255 万円
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　　・学童保育事業・・・・・・・・・・・・・・・・	 377 万円

　　・児童手当の支給・・・・・・・・・・・・・・・	 6,652 万円

　　・児童館（北町・南町・東町）の管理運営に要する経費・・・	1,041 万円

　　・障がい児が施設に通う費用の支援に・・・・・・・	 368 万円

　■その他の福祉事業などに　――――――――――――――――	 1,063 万円

　　・福祉灯油の助成など・・・・・・・・・・・・・・	 55 万円

　　・民生児童委員に要する経費や民生委員協議会への補助金・・・	 236 万円

　　・社会福祉協議会への補助金など・・・・・・・・・	 772 万円

　◎生活館（東町・向ヶ丘）の維持管理に　―――――――――――	 163 万円

　■その他の経費に　―――――――――――――――――――――	 5 万円

　　・国民年金事務の経費・・・・・・・・・・・・・・・	 2 万円

　　・滝川人権擁護委員協議会への負担金・・・・・・・・	 3 万円

　■臨時福祉給付金　――――――――――――――――――――	　2,270 万円

　■子育て世帯に対する臨時特例給付金　―――――――――――	　　495 万円

ふるさと振興課　　☎ 65－ 2118
　ふるさと振興課では、農林業や商工業、観光、企業立地に関する仕事をしています。

ふるさと振興課の一般会計予算は・・・・・	 3 億 4,675 万円

　■中山間地域等直接支払制度に　――――――――――――――	 4,700 万円

　　・平地と比べ生産条件が不利な地域での、耕作放棄防止などを

　　　対象とした活動に対する助成

　■農業経営の支援に　――――――――――――――――――――	 332 万円

　　・農業者借入資金の利子補給・・・・・・・・・・・	 232 万円

　　・農業担い手育成や新規就農者の支援に要する経費・・・	 100 万円

　◎農業振興に　―――――――――――――――――――――――	1,475 万円

　　・ゆめぴりか産地ブランド確立（生産への支援）に・・・	490 万円

　　・青年就農給付金事業（経営開始型）・・・・・・・・	750 万円

　　・農業団体への助成金や負担金・・・・・・・・・・	 99 万円

　　・農業改良推進指導事業・・・・・・・・・・・・・	 10 万円

　　　　農作物の栽培試験や農業技術などの普及や指導

　　・農業経営高度化支援事業・・・・・・・・・・・・	 126 万円

　　　　担い手への農用地の利用集積の促進
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　◎畜産振興に　―――――――――――――――――――――――	 69 万円

　■農業基盤整備促進事業に　――――――――――――――	 1,280 万円

　　暗渠排水や区画整理を行うための補助金

　■道営土地改良事業に　――――――――――――――――――	 5,494 万円

　　・国の補助事業により実施している暗渠排水や用水路整備などの負担金

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 5,027 万円

　　　○農業競争力強化基盤整備事業など

　　　　…高島南地区、高島北地区、宮村地区、厳島地区、厳島南地区

　　　　　京極南地区の用排水路整備、暗渠排水整備、区画整理、調査

　　　　　設計など

・道営換地計画（高島南地区、高島北地区、宮村地区、厳島地区、

厳島南地区、京極南地区）委託業務　・・・・・・・	467 万円

　■国営造成施設管理体制整備促進事業に　―――――――――――	 770 万円

　　・農業水利施設の管理体制の整備に係る経費を国、道、町が連携して助成

　■多面的機能支払交付金に　―――――――――――――	 1,641 万円

・農地や農業用水などの資源の適切な保全管理に対する支援

　■環境保全型農業直接支払交付金に　――――――――――――	 452 万円

・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対す

る支援

　◎国営かんがい排水事業に　――――――――――――――――――	 7 万円

　　・土地改良事業の推進と用水機能の保全・向上に対する負担金等

　■道営水利施設整備事業　―――――――――――――――――	 6,761 万円

・奈井江排水機場の改修に向けた大型ポンプの製作設置費用

　■耕地高度化推進事業に　――――――――――――――――――	 387 万円

　　・道営土地改良事業による大区画化に伴い、不陸解消（平らにすること）を

　　　目的としてレーザーレベラーを導入

　■地域農業再生協議会に　――――――――――――――――――	 487 万円

　■林業振興や森林整備に　――――――――――――――――――	 200 万円

　◎町有林の維持管理に　―――――――――――――――――――	1,076 万円

　　・林道の草刈や町有林の造林、下刈等・・・・・・・	 477 万円

　　・にわ山森林自然公園の管理・・・・・・・・・・・	 599 万円

　■消費者保護対策に　―――――――――――――――――――――	 25 万円

　◎商工業の振興に　――――――――――――――――――――	 3,127 万円

・商工会が行っている経営改善普及や経営指導、後継者育成対

策事業などの補助・・・・・・・・・・・・・・	 797 万円
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・商工会への商工業活性化推進交付金・・・・・・	 50 万円

・中小企業振興保証融資・・・・・・・・・・・・	 2,277 万円

・中小企業総合支援センター負担金・・・・・・・	 3 万円

　◎勤労者に　――――――――――――――――――――――――	 57 万円

　　・中空知地域職業訓練センター運営費負担金など

　◎「産業まつり」の経費など観光の振興に　――――――――――	 808 万円

　◎企業立地活動の経費や空知団地の維持管理費などに　　――――	 800 万円

　■統計調査に　―――――――――――――――――――――――	 91 万円

　◎各種負担金やその他経費等　――――――――――――――――	 130 万円

　　・石狩川下流左岸事業など各種事業負担金など

　◎施設等の維持管理に　――――――――――――――――――	 4,506 万円

　　・奈井江排水機場、高島排水機場・・・・・・・・・	 589 万円

　　・屋内体育センター・・・・・・・・・・・・・・・	 529 万円

　　・農業構造改善センター・・・・・・・・・・・・・	 137 万円

　　・道の駅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1,573 万円

　　・農業総合情報システム・・・・・・・・・・・・・	 23 万円

　　・土壌分析室、加工実習室・・・・・・・・・・・・	 142 万円

　　・交流プラザみなクル・・・・・・・・・・・・	　		1,513 万円

　～４月１日より交流プラザみなクルの使用料が変更になります～

各部屋の使用料（消費税込）

使　用　区　分 １時間当たり

多　目　的　室
全　　面 1,296 円

半　　面 648 円

和室１・和室２ 各部屋　172 円

和室３ 108 円

食　堂・厨　房 302 円

交流サロン・ロビー・雁木スペース １㎡当たり　５円

葬儀の場合の料金設定（消費税込）

区　分 1回当りの使用料 使用できる部屋の名称 想定される使用例

多目的室を全面使用 70,200 円 多目的室全面、ロビー、和室１～３、食堂・
厨房、洗面室、脱衣室、シャワー室

参列者 200 人
程度の葬儀

多目的室を半面使用 54,000 円 多目的室半面、ロビー、和室１～３、食堂・
厨房、洗面室、脱衣室、シャワー室

参列者 100 人
程度の葬儀

和室のみ使用 21,600 円 和室１～３、食堂・厨房、洗面室、脱衣室、
シャワー室 家族葬など

※社会福祉協議会では、みなクルで行う葬儀に限って、有料で祭壇を貸し出します。
　施設使用申請の時に、合わせて申し込みを行ってください。

※厨房を利用する際はガス使用料が別に必要です。
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農業委員会　　☎ 65－ 2118
　農業委員会事務局では、農地に関する権利の設定や転用などの許可、農業委員会の会

議に関する事務を行っています。

農業委員会の一般会計予算は・・・・・・・・・・・	 549 万円
　■農業委員会活動促進事業に　――――――――――――――――	 464 万円

　　・農業生産力の向上と合理的な経営を推進するための農業委員会活動経費

　■農業者年金推進事業に　―――――――――――――――――――	 46 万円

　■農地保有合理化事業に　―――――――――――――――――――	 4 万円

　◎農業委員会の交際費　――――――――――――――――――――	 5 万円

　◎結婚活動支援事業（ミートウィズ）に　――――――――――――	 30 万円

　　・町内居住者等で結婚を希望する方に、出会いの場を提供するなど結婚活動を

　　　支援するための経費

まちなみ課　　☎ 65－ 2116
　まちなみ課では、道路・下水道・公園・河川の工事や維持、除排雪、町営住宅・町有

財産の管理、ごみ処理や環境衛生などの仕事をしています。

まちなみ課の一般会計予算は・・・・・	 8 億 9,537 万円

　下水道事業会計（特別会計）予算は・・・	 5 億 500 万円

　◎除雪や排雪に　―――――――――――――――――――	 1 億 8,276 万円

　　・町道や道道の除雪や排雪の経費・・・・・・・	 1 億 5,976 万円

　　・雪処理施設への投雪や施設の維持管理・・・・・・	 2,300 万円

　　　　電気融雪槽の基本料金補助などの経費

　■公民館前広場や空知団地周辺緑地などの維持管理経費　―――――	 443 万円

　◎道路や公園、河川の維持に　―――――――――――――――	 8,933 万円

　　・町道の改良に・・・・・・・・・・・・・・・・	 2,100 万円

　　・ロードマークの設置や道路清掃、修繕工事など・・・・・	 5,557 万円
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　＊今年度実施する主な改修工事（工事場所は、下の図面を参照ください）

　　　　①【本町 2区～東町 3区】15号東線舗装補修工事

　　　　②【宮村１区】13号東線（イ）歩道拡幅工事

　　　　③【本町 2区】東 1条通り（ハ）道路改修工事

　　　　④【高島１区】西３線（ハ）排水改修工事

　　　　⑤【北町４区】西１条通り（イ）舗装補修工事

　　　　⑥【茶志内４区】18号Ｂ線舗装補修工事

　　　　⑦【南町 4区～ 7区】16号西線交通安全施設（自歩道）新設工事

　　　　⑧【茶志内３区】19号東線（新生橋）改修工事

　　　　⑨【向ヶ丘】９号二股線（二股２号橋）改修工事
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　　・公園や児童遊園地の清掃や草刈り、遊具補修など・・・	 527 万円

　　・寿公園の管理経費・・・・・・・・・・・・・・・	 631 万円

　　・河川の樋門や樋管の管理や機械借り上げなど・・・	 118 万円

　■土地利用規制等対策事業に　―――――――――――――――――	 6 万円

　◎都市計画事業に　――――――――――――――――――	 2 億 5,911 万円

　　・都市計画審議会に・・・・・・・・・・・・・・・・	 2 万円

　　・都市計画協会への負担金など・・・・・・・・・・・	95 万円

　　・下水道事業会計への繰出金・・・・・・・・	 2 億 5,814 万円

　■町営住宅に　――――――――――――――――――――――	 1,952 万円

　　・町営住宅の維持管理・・・・・・・・・・・・・	 1,338 万円

　　・町営住宅除却工事、町営住宅屋根ふき替え工事・・・	 614 万円

　◎施設の管理運営に　―――――――――――――――――――	 3,383 万円

　　・庁舎の電気代や水道代のほか、維持管理の委託など

　◎公有財産に　――――――――――――――――――――――	 3,207 万円

　　・公共施設の火災保険料や公用車の自動車保険料など・・・	 1,686 万円

　　・職員住宅の建設時に借りたお金の償還金や修繕など

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1,521 万円

　◎防犯灯の設置や修繕、電気代に　―――――――――――――	 2,114 万円

　◎ごみの処理などに　―――――――――――――――――	 1 億 7,647 万円

・ごみの収集や運搬の委託のほか、中継施設（砂川市）や焼却施

設（歌志内市）の維持管理負担金など

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1 億 4,660 万円

　　・し尿の運搬や処理の委託のほか、処理施設の維持管理負担金

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 2,987 万円

　◎墓地や施設の維持管理に　――――――――――――――――	 2,102 万円

　　・墓地と葬斎場の維持管理・・・・・・・・・・・	 1,196 万円

　　・一般廃棄物最終処分場の維持管理・・・・・・・	 758 万円

　　・公衆浴場への助成金など・・・・	 148 万円

　◎中空知広域水道企業団に　――――――――――――――――	 5,447 万円

　　・中空知広域水道企業団への水源費、施設費などの負担金

　◎その他の経費に　―――――――――――――――――――――	 116 万円

　　・治水や道路に関する協会への負担金など・・・・・	 66 万円

　　・その他の建築事務に・・・・・・・・・・・・・・	 21 万円

　　・衛生協力会への補助金など・・・・・・・・・・・	 21 万円

　　・畜犬登録に要する経費・・・・・・・・・・・・・	 8 万円
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健康ふれあい課

健康ふれあい課の一般会計予算は・・・・・・	 1 億 7,671 万円

　町立国民健康保険病院事業会計予算（企業会計）は
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 14 億 8,719 万円
　老人保健施設（健寿苑）事業会計予算（企業会計）は
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 2 億 7,109 万円
　老人総合福祉施設（やすらぎの家）事業会計予算（企業会計）は
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 4 億 4,569 万円

保健センター・地域包括支援センター			☎ 65 － 2131
　保健センターと地域包括支援センターでは、介護予防や介護保険、居宅介護サービス

に関することのほか各種検診、健康相談や健康指導など町民の健康づくりに関する仕事

をしています。

　■健康づくりや健康を保つために　―――――――――――――	 2,367 万円

　　・予防接種等・・・・・・・・・・・・・・・・・	 957 万円

　定期予防接種に要する経費や、高齢者などのインフルエンザ

予防接種一部助成など

　　・すこやか健診の実施・・・・・・・・・・・・・・	 86 万円

　　　奈井江町に居住する小学３年生～高校生を対象

　　・母子保健事業・・・・・・・・・・・・・・・・・	 321 万円

　　　　妊婦健診や乳児健診、1.6 歳児・３歳児・５歳児の健診などに要する経費

　　　　　乳児健診…各偶数月に実施

　　　　　1.6 歳児と３歳児の健診…奇数月に実施（歯科検診も行います）

　　　　　５歳児検診…満５歳を迎えた幼児を対象に実施

　　・健康増進のために・・・・・・・・・・・・・・・	 976 万円

　　　　健康フォーラムや各種がん検診などに要する経費

　　・健康診査のために・・・・・・・・・・・・・・・	 27 万円

　■介護予防や介護支援などに　―――――――――――――	 1 億 4,971 万円

　　・介護予防の推進のために・・・・・・・・・・・	 2,197 万円

　　　　高齢者の生活機能低下を予防するための各種教室
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　　・空知中部広域連合への負担金・・・・・・・	 1 億 1,514 万円

　　・地域包括支援センター運営に要する経費・・・・	 1,250 万円

　　　　介護予防マネジメントや介護・保健・福祉の総合相談窓口

　　・緊急通報システムに要する経費・・・・・・・・・	 10 万円

　■肢体不自由児の保護者交流会（つくしんぼ交流会）　―――――――	 1 万円

　■認知症ケアパス作成・普及事業　―――――――――――――――	 1 万円

　◎保健センターの維持管理に　――――――――――――――――	 237 万円

　◎その他の経費に　―――――――――――――――――――――	 94 万円

　　・保健活動の事務経費と食生活改善協議会などの各種協議会への補助金や負担金

町立国民健康保険病院　　☎ 65－ 2221
　町立国民健康保険病院では、通院や入院患者の治療、在宅での医療や看護の必要な方

へのケア、総合相談窓口では医療をはじめ保健、福祉、介護などの相談を受けています。

町立病院が所管する一般会計予算・・・・・	 3 億 8,230 万円
　◎病院事業会計（企業会計）繰出金　――――――――――	 3 億 8,230 万円

老人総合福祉施設（やすらぎの家）　　☎ 65 － 2866
　やすらぎの家では、入所者の介護や日常生活動作の訓練を支援する仕事をしています。

また、高齢者生活福祉センター（ひだまり）の施設管理、デイサービスなどの仕事もし

ています。

老人総合福祉施設が所管する一般会計予算・・・・・	 8,737 万円
　◎老人総合福祉施設事業会計（企業会計）繰出金　――――――	 8,737 万円

老人保健施設（健寿苑）　　☎ 65－ 5232
　健寿苑では、入所者の看護や介護、機能訓練など在宅で生活が送れるようになるため

の仕事をしています。

老人保健施設が所管する一般会計予算・・・・・・・・・	1,470 万円
　◎老人保健施設事業会計（企業会計）繰出金　――――――	 1,470 万円
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　　　　　　　　	☎ 65 － 5381（役場内）

　　　　　　　　	☎ 65 ー 5311（公民館内）

　教育委員会では、学校や社会教育、芸術・文化・スポーツ事業の振興などの仕事をし

ています。

教育委員会の一般会計予算は・・・・・・・・・	2 億 1,741 万円

　◎学校の管理や事務の経費　――――――――――――――――	 4,981 万円

　　・学校健診、各小中学校での備品の購入や修繕、フッ化物洗口

　事業の消耗品に要する経費

・35人学級編成実施のため、期限付教諭を雇用します

　◎教育委員会事務局経費　――――――――――――――――――	 656 万円

　　・奈井江商業高校へ通学費の一部やジャージ購入費などを助成

・教育相談や教育課程の研究、「校外生活のきまり」印刷など、

各種事務経費

　■学校就学援助や幼児教育などに　―――――――――――――	 1,159 万円

　　・学校就学援助などの経費助成・・・・・・・・・・	 908 万円

　　・幼稚園保育料の助成・・・・・・・・・・・・・・	 243 万円

　　・言語治療教室に要する経費・・・・・・・・・・・	 8 万円

　◎教材・交通費等の支援に　――――――――――――――――	 798 万円

・小中学校教材の購入経費や中学校の中体連出場時の交通費、小中

学校で行う外国人による英語指導の経費など・・・・	 790 万円

　　・学校スキー授業のバス借り上げ料・・・・・・・・	 8 万円

　◎ことばの教室（砂川市）の運営費の負担金　――――――――――	 14 万円

　◎学校教育団体等補助金　――――――――――――――――――	 25 万円

・校長会など教育団体の活動や各学校で取り組む「総合的な学

習の時間」の実施に対する助成金

　◎学校教職員の研修に対する助成に　―――――――――――――	 21 万円

　◎各種イベント　――――――――――――――――――――――	 392 万円

　　・成人式、総合文化祭に・・・・・・・・・・・・・・	13 万円

　　・文化ホール自主事業	・・・・・・・・・・・・・・	 379 万円

　　　　国内外の優れた演奏家による芸術鑑賞の機会を提供します

　◎スポーツ事業に　――――――――――――――――――――――	 69 万円

教育委員会
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　　・体育協会、スポーツ少年団本部への補助金・・・・	 64 万円

　　・スポーツ教室等の開催・・・・・・・・・・・・・・	 5 万円

　◎生涯学習の推進に　―――――――――――――――――――――	 98 万円

　　・PTA連合会、女性団体連絡協議会など各種教育関係団体への補助金・・・	20 万円

　　・文化連盟、北海わらべ太鼓、備中神楽伝承保存会への補助金・・・	27 万円

　　・寿学級・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 万円

　　・生涯学習推進などの経費・・・・・・・・・・・・	 10 万円

　　・芸術鑑賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 30 万円

　◎スクールバスの維持管理や運行の経費に　――――――――――	 593 万円

　◎公民館、図書館などの事業・管理運営に　―――――――――	 2,460 万円

・読書活動を通じた親子のふれあい、心豊かな人間を育むための各種行事の開

催に要する経費

○おはなし会やブックスタート事業などの開催

○図書館おたのしみ会

　青空としょかん、クリスマスおたのしみ会、節分豆まき大会など

○移動図書の実施

○親子集いの部屋開放事業

　幼児室を親子が自由に交流のできる部屋として開放

　布の絵本サークルとの交流や育児知識の継承

○郷土館特別展の開催

・公民館、郷土館、図書館、陶芸センターの管理運営経費

　◎公民館講座に　―――――――――――――――――――――――	 15 万円

・生活に根ざした楽しい趣味や教養を深める学習機会の場の提供に要する経費

　　　○フラワーアレンジメント講座、家庭料理講座、子どもものづくり講座など

　◎文化ホールの管理運営に　――――――――――――――――	 3,997 万円

　　・大規模改修（内部）工事・・・・・・・・・・・	 2,401 万円

　　・施設の管理運営に・・・・・・・・・・・・・・	 1,596 万円

　◎その他の施設の管理に　―――――――――――――――――	 3,055 万円

　　・学校開放事業や本町グラウンド、テニスコートの管理経費・・・	 148 万円

　　・町民プールの管理経費・・・・・・・・・・・・	 1,506 万円

　　・体育館の管理経費・・・・・・・・・・・・・・	 1,401 万円

　◎文化財の保護や郷土研究に　―――――――――――――――――	 7 万円

　　・文化財保護委員会の開催経費・・・・・・・・・・・	 3 万円

　　・郷土研究会に要する経費・・・・・・・・・・・・・	 4 万円

　◎青少年対策に　――――――――――――――――――――――	 123 万円
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　　・子ども権利広報の発行などに

　◎教育委員会開催経費　―――――――――――――――――――	 140 万円

　　・教育委員 3名の報酬や研修などの経費

　◎社会教育委員の経費　――――――――――――――――――――	 11 万円

　　・委員報酬や研修などの経費

　◎教育委員会の交際費　――――――――――――――――――――	 3 万円

　◎奈井江、浦臼町学校給食組合の負担金等　―――――――――	 3,124 万円

奈井江、浦臼町学校給食組合　　☎ 65－ 2401

奈井江、浦臼町学校給食組合（一部事務組合）　（予算総額	4,290 万円）

・奈井江町 401 人、浦臼町 134 人の小中学校児童生徒に対する学校給食を提供する

施設経費として、児童生徒数割などにより、両町が負担しています。

・保護者負担による給食費会計が別にあり、食材の購入経費としています。

（予算総額 2,904 万円　1食あたり給食費…小学校 233円、中学校 282円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 26年度改定）
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～　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 85,435 入院や外来などの診療収入
医業外収益 32,095 一般会計繰入金や老人保健施設の負担金など
計 117,530

支出

医業費用 113,673 診療に必要な薬品費、施設の維持管理費、人件費など
医業外費用 4,294 既存借入金の支払利息や消費税など
特別損失 3,238
予備費 10
計 121,215

資本的収入
及び支出

収入
企業債 11,880 医療機器整備に伴う借入金
負担金 12,210 医療機器整備に伴う一般会計負担金
計 24,090

支出
建設改良費 18,305 医療機器整備、施設大規模改修工事
企業債償還金 9,199 既存借入金の支払元金

計 27,504
収入合計 141,620
支出合計 148,719

■老人保健施設事業（健寿苑）

収益的収入
及び支出

収入
営業収益 22,200 介護サービスの利用料など
営業外収益 1,242 一般会計繰入金、認定調査委託料など

計 23,442

支出

営業費用 23,786 施設の維持管理費、人件費など
営業外費用 66既存借入金の支払利息
特別損失 596
予備費 3
計 24,451

資本的収入
及び支出

収入 660
支出 企業債償還金 2,658 既存借入金の支払元金
収入合計 24,102
支出合計 27,109

■老人総合福祉施設事業（やすらぎの家）

収益的収入
及び支出

収入
事業収益 25,158 介護サービスの利用料など
事業外収益 8,075 一般会計からの繰入金など
計 33,233

支出

事業費用 34,622 施設（やすらぎの家）の維持管理費、人件費など
事業外費用 1,314 高齢者生活福祉センター「ひだまり」の維持管理費など
特別損失 794
予備費 3
計 36,733

資本的収入
及び支出

収入
企業債 460 施設大規模改修工事に伴う借入金
負担金 7,354 施設整備に伴う一般会計負担金
計 7,814

支出
建設改良費 7,776 施設大規模改修工事
企業債償還金 60既存借入金の支払元金

計 7,836
収入合計 41,047
支出合計 44,569

（単位：万円）

（単位：万円）

（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 13,781 国民健康保険税の収入額
繰入金 7,118 一般会計からの繰入金など
その他 2,939 預金利息、事業補助金など
計 23,838

歳出

総務費 23,574 空知中部広域連合負担金など
諸支出金 254 町立国保病院への繰出金など
その他 10
計 23,838

■後期高齢者医療

歳入

後期高齢者医療保険料 6,787 後期高齢者医療保険料の収入額
繰入金 3,323 一般会計からの繰入金など
その他 3延滞金、加算金及び過料など
計 10,113

歳出

総務費 26 通知書印刷・郵送料など
納付金 10,082 北海道後期高齢者医療広域連合への納付金
その他 5
計 10,113

■下水道事業

歳入

利用料及び手数料 12,032 下水道や個別排水施設の使用料など
分担金及び負担金 54下水道事業に伴う受益者負担金など

繰入金 25,814 一般会計からの繰入金
町債 12,400 下水道事業に伴う借入金
その他 200 預金利息、水洗化資金元利収入など
計 50,500

歳出

下水道費 7,383 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 43,102 既存借入金の償還元金や利息など
予備費 15
計 50,500

会計名 平成 26 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 601,389 51,277 652,666 531,970 120,696 81.5%
下水道事業会計 372,715 52,003 424,718 216,544 208,174 51.0%
町立国保病院事業会計 91,727 16,476 108,203 50,179 58,024 46.4%
老人保健施設事業会計 8,901 145 9,046 721 8,325 8.0%
老人総合福祉施設事業会計 2,896 129 3,025 1,115 1,910 36.9%

合　計 1,077,628 120,030 1,197,658 800,529 397,129 66.8%

※平成 26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。

公債費
の
残　高

　今までに借りたものと平成 26 年度に借入を行う予定の借入金の残高は

約 108 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 12 億

円になり、総額 120 億円が支払い総額になります。

　ただし、このうち約 80 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 40 億円になります。
単位：万円

（単位：万円）

（単位：万円）

（単位：万円）
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金瀧　靖次

嶋林　悦子

鈴木　宏明

井内　啓太
菊地　　純
星野由紀江

此川　由香

是枝　圭祐

大﨑　　憲

谷口　加奈
佐々木亮輔
三角　崇人

布川砂友未
岩部　裕之
漆崎　裕太

（岩部　裕之）
夏海　康史
濱本　一浩
大峽　伸也

高橋　　守

交通防災係

財政係

農政係

収納係

商工係

土地改良センター

渡邊　孝行

杉森　一夫

石川　裕二

辻脇　泰弘

菊地　敏隆
高橋　利彰

井上　圭世

谷口　典亨

東藤　　茂

田中　　恵
大川原広一
中森　大地

小澤　貴之

都築　岳司
五十嵐みゆき

おもいやり課

課　長

馬場　和浩
認定こども園

はぐぐみ

戸籍係
医療保険係

福祉係

子育て支援係
子育て支援センター

池上　　学

三浦あや子
芝田　範子
戸田　　孝
鉢呂　征美
田野優美子

柿﨑恵美子

谷口　顕子

長谷川範子

福岡　智美
長縄　裕里

田名辺真弓

教育長 萬　博文

伊藤　美紀
別部　睦子

渡辺美穂子　松本　道代　渡辺絵莉香
北藤　智美　佐藤なつみ　安田　郁美

【 所 長 】

【 保 育 士 】
【主任保育士】

東頭　忠幸
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会計管理者
会計室長
篠田　茂美

会計係 東藤美妃代

議会事務局

農業委員会

学校給食組合

◆派遣職員◆

空知中部広域連合

石狩川流域

下水道組合

中空知広域

水道企業団

北海道開発局

札幌開発建設部

局　長
岩口　　茂

事務局長
（碓井　直樹）

センター所長
（山﨑　　静）

庶務係

農地振興係 （東頭　忠幸）

栗山ひろみ

金瀧　祥子

総務係

業務係

林　　潤一
鈴木　　隆

山下　　衛

別部　由彦 清水喜久雄
桜井　国彦

三浦　武文

吉田　浩司

（井上　健二）

相澤久美子

高橋麻依子

渡辺　秀樹

木村　香苗

冨永　弘樹

教育委員会

教育次長

山﨑　　静

総務学校教育係 井上　健二 谷口かおり
高田　　基

三橋　千洋
渡辺　明美

文化振興係 横山　　誠
河原　繁美
大久保雅子
久保田禎文

栗原　真実

生涯学習係 畠山　恵一 釣本真由美

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】

( 保健センター )

課　長
小澤　敏博

介護支援係

健康づくり係

杉野　和博

鈴木　久枝

寺林　美香

粟野　里香
山田　朋子

高田　尚弘

井山　聡美
辻脇真理子

田宮　由久
（田宮　由久）

石塚じゅん

健康ふれあい課

所長補佐
川股　増博
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内科医長
高島　理央

薬局長
桑島　和徳

総看護師長
和田　弘美

事務長
（小澤　敏博）

次長（小澤　敏博）

事務長
（小澤　敏博）

室長（小西　裕彦）
地域医療連携室

施設長

表　　久義

苑　長
（高島　理央）

常陸　由香

松橋　眞弓

小倉ゆかり

藤村由希子 工藤　正樹

鈴木　美恵

坪井　文恵

山田　幸栄

森宗由美子 釣部　智美

水落よし子

野端まり子

宇佐美紀恵

中山　清美　押岡　知代　山田亜由美　恒遠真知子　大山めぐみ
小澤　暁子　戸石　里佳　山田　禎恵　谷本美津子　岡本　宗泰
友利　裕恵　長屋　健三　川井美紗子

三木　文義

永田　明子

寺山　栄子　盛川さやか　山崎　まみ　野呂田　元　柳澤　　亨
板林　智哉

川越　　由　加藤　裕子　高玉　雪子　渡邊奈保子　成田香緒理　
中川　健一　田島　朋子　松尾　明広　渡辺　　敬　齋藤紗奈恵　
南川　大地　佐々木尊嘉　菊池　哲夫

細口　紀子　今出　由美　田中　則子　浅島志津保　浮穴　幹美
井内恵美子　

進藤　映子　藤村　　誠　齋藤美貴子　杉原　文枝　佐々木百恵
徳田　秀樹　堀　　里美　澤田亜由美

放射線室
臨床検査室

総務係

地域医療係

理学診療室

医事係

訪問看護係

薬　局
看護係

管理相談係

医療係

管理係
看護係・介護係

給食係

高田　泰光
下山　知良

（杉野　和博）
（杉野　和博）
（杉野　和博）

（杉野　和博）

賀上　賢一

（和田　弘美）

田野　義美

木田　仁美

増地　貴子

萬　　達哉

長谷川裕見子

野田　　佳

本田　哲也

鈴木　博美

須藤　　章

宇之津春美

折出　新作

三原　英司

金内　一幸

渡辺　郁美

西堀　達哉

津辻佳代子
（三原　英司） 宮崎　浩行

小松　友香

【看護主幹】

【看護主幹】

【看護介護主幹・看護係長】

【主査（看護師 )】

【主査（作業療法士）】

【介護係長】

【介護福祉士】

【介護福祉士】

【主査(介護福祉士)】

【主任看護師】

【准看護師】

【主査 (看護師 )】

【介護福祉士】

【准看護師】

＜係長＞＜主幹＞ ＜主査＞ ＜係＞

院　長

副院長 副院長

小西　裕彦

森田　俊樹 勝木　雅俊

　町立国保病院

健 寿 苑

やすらぎの家

＜健康ふれあい課＞

齋藤　由香　橋本　　泉
【 看 護 師 】

林　恵里香【医療係長】
道下　春美【 看 護 師 】

中島　美季　小林　佳史【主査 (介護福祉士 )】

【 看 護 師 】

【主査 ( 介護福祉士 )】郷野　秀和　山﨑　友紀

川﨑真由子【介護助手】
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　平成 26年４月１日からの消費税率引き上げに伴い、町の施設使用料金などを改定しました。
　皆さんに身近な施設などの使用料金を下記のとおり掲載します。
　なお、今回の料金改定は、主として内税の使用料の改定を行っており、掲載していない使用
料等は、基本的に外税となります。　（交流プラザみなクルはｐ 15参照）

町施設使用料金の改定

○学校開放事業
施設名称 区　分 料金単位 料　金 備　考

奈井江小学校体育館 全面使用 １時間 565 円
半面使用 １時間 282 円

奈井江中学校体育館 全面使用 １時間 751 円
半面使用 １時間 375 円

■教育関係施設使用料金

○スポーツ施設
施設名称 利用区分 区　分 １回券 回数券 シーズン券

町民プール 個人利用 小中高 60 円 300 円 1,200 円
一　般 400 円 2,000 円 8,200 円

体　育　館

個人利用 小中高 60 円 300 円 2,400 円
一　般 120 円 600 円 7,400 円

専用利用

利用区分 料金単位 料　金 備　考
アリーナ全面 １時間 2,000 円
アリーナ半面 １時間 1,000 円

アリーナ 1/6 面 １時間 340 円
格技場 １時間 360 円
会議室 １時間 100 円

テニスコート １時間 480 円 １面につき
テニスコート

夜間照明 １時間 160 円 １面につき

本町公園 専用利用
野球場 １時間 411 円

テニスコート １時間 72 円
ゲートボール場 １時間 72 円

屋内体育センター

（ないえ温泉横）

町内団体   9：00~17：00 １時間 950 円 ５名以上18：00~21：00 １時間 1,000 円

町外団体   9：00~17：00 １時間 2,000 円 ５名以上18：00~21：00 １時間 2,200 円

■東町・向ヶ丘生活館施設使用料金（使用する部屋によって料金が変わります）

部屋名称
１時間当たりの金額

全　日午　前
8：00~12：00

午　後
12：00~17：00

夜　間
17：00~22：00

生活改善室 183 円 183 円 216 円 2,592 円
集　会　室 291 円 291 円 324 円 4,104 円
図　書　室 183 円 183 円 216 円 2,592 円
相　談　室   75 円   75 円   86 円 1,080 円

■個別排水処理施設使用料金

用途別
基本料金（１ヶ月につき） 超過料金

（１㎥毎）
備　考基本水量 料金

家　庭　用 ７㎥まで 1,365 円 565 円
業　務　用 20㎥まで 4,473 円 751 円

※消費税率引き上げに伴う料金改定で、料金積算経費の見直しを行ったものではありません。

※掲載の無い使用料金については、それぞれ管理担当課にお問い合わせください。

※水道・下水道料金については、広報ないえ４月号に掲載しています。
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平成 26年度予算説明書　このまちのデザイン
平成 26年 4月 15日発行　発行 /奈井江町　編集 /まちづくり課	企画広報係

役場庁舎　各窓口の位置
南
側

北
側

南
側

北
側

正面玄関

まちづくり課

3 階には、議会事務局
があります
（ダイヤルイン☎ 65―2166）

教育委員会

会計室
まちなみ課

くらしと財務課

おもいやり課

ふるさと振興課
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―2113

ダイヤルイン☎ 65―2119

ダイヤルイン☎ 65―2118

総務係
企画広報係
交通防災係

総務学校教育係
生涯学習係

戸籍係
医療保険係
福祉係
子育て支援係

建設係
住宅環境係

農政係
商工係
農地振興係（農業委員会）

財政係
税務係
収納係

○町立国保病院	 ☎ 65ー 2221
○地域包括支援センター	 ☎ 65 ー 2131
○保健センター	 ☎ 65ー 2131
○健寿苑	 ☎ 65ー 5232
○やすらぎの家	 ☎ 65ー 2866
○教育委員会	 ☎ 65ー 5381
○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


