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子育て支援の充実
■妊娠、出産時の支援
　妊婦一般健康診査公費負担を継続するほか、
妊娠から出産、子育てに関する不安解消のため、
妊娠から生後 3～ 4 カ月児を持つ保護者が交
流できる「ママ友クラブ」を開設します。

■子育て世帯への助成継続
　昨年より実施している保育料の軽減を継続す
ると共に保護者ニーズを捉えた保育時間の拡大、
第 3子以降の保育料無料化を行います。
　18 歳までの子ども医療費の無料化を継続す
るなど、子育て世帯を応援します。

■子どもの健康相談事業の推進
　子どもの健やかな成長と発達、保護者の子育
てに対する不安の解消を目的に 5歳児全員を対
象とした健康相談、小学 3年生から高校生まで
を対象とした、すこやか健診を継続します。

■奈井江商業高校の支援継続
　地域と連携して進める専門教育の取り組みを
支援すると共に入学者数の確保に向け、入学支
援金の拡大や通学費の全額助成、制服購入費用
の助成など、各種支援を拡充します。

健康と福祉の増進
■生活習慣病予防とがん検診の推進
　特定健診やがん検診など、若い世代からの受
診勧奨を強化すると共に、各種健康教室を通じ
て生活習慣病改善のための知識、技術の普及啓
発に努めます。

■健康づくり・介護予防対策の充実
　健康維持のための食生活や運動を推進し、介
護予防対策を強化します。また、うつ病など、〝心
の病〟が増加する傾向から、保健センターで開
設している「こころの健康相談窓口」を積極的
に周知して参ります。

■介護支援対策
　住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせ
るように、地域包括支援センターにおける支援
体制の充実や地域医療連携運営委員会での協議
を継続します。また、住民主体の新しい介護予
防・日常生活支援総合事業の推進に向け、社会
福祉協議会など関係機関との協議体の創設や生
活支援コーディネーターの配置など、全町的な
支え合いネットワークづくりを進めます。

■町立病院、老人介護施設の経営健全化
　利用者のニーズに適したサービス内容の見直
しを行うと共に、町立病院と老人介護施設の連
携、更に地元開業医や砂川市立病院との連携も

平成 27年度　町政の方針と主な施策
町長　　北　　良　治

　昨年、約１年の月日を費やして、各界各層、
多くの町民の皆様と意見交換を行いました。
　しかしこれは、このまちにとって特別なこと
ではありません。平成 17 年度に施行した奈井
江町まちづくり自治基本条例に定めるまでもな
く、永年実践してきた私の、そして奈井江町の
まちづくりの原点だからです。
　昨年、奈井江町の人口が 6千人を下回る状
況を迎えた中で、次期まちづくり計画を策定す
ることとなりました。
　町民の定住こそが今、最大の課題であるとの
共通認識を持って、町民、そして議会の皆様と
この先、5年 10 年に亘るまちづくりについて、

議論を行って参りました。定住対策というのは、
何も住宅施策だけを指すものではありません。
町民の安全安心、保健や医療、福祉、介護、そ
して子育て、産業施策など、様々な政策が多重
に機能して叶えられるものです。
　少子高齢、過疎化の進行は不安材料でありま
すが、今まで私たちには皆で議論を行いながら
創り上げた知恵とアイディアがあり、それは第
6期まちづくり計画に結実しています。これか
らの 10 年、この計画をベースに引き続き、「皆
で考え、共に町を創る」という不断の改革の姿
勢を持って、新年度から新たに始まるまちづく
りに着実に取り組んで参ります。



H27 このまちのデザイン　　3

一層強めながら、経営の健全化に努めます。

■地域公共交通の整備
　町民の足の確保として、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。

■障がい者支援
　障がいのある人もない人も、共に安心して暮
らしやすいまちづくりを推進するため、北翔大
学との連携によるフォーラムの開催や障がいの
ある人の雇用促進、障がい者支援施設特産品の
販売を支援する助成事業を継続します。

活気あるコミュニティの創設
■コミュニティ・カフェを開設
　交流プラザ「みなクル」は、幅広い年代層の
方々に多くの利用があります。特に高齢者が社
会参加意欲を持ち、住み慣れた地域で生きいき
とした生活が続けられるよう〝まちなかに住民
同士が支え合う互助の拠点を創る〟をコンセプ
トに「コミュニティ・カフェ」の開設に取り組
みます。

活力ある産業の振興
■農業の振興
　農業者の努力に応える米の産地ブランド確立
支援事業を継続します。また、営農支援や担い
手の育成支援、環境を守る中山間地域等直接支
払交付金などの施策や生産基盤である土地の改
良事業などを継続して行います。

■商工業、観光の振興
　地方創生事業の交付金を活用したプレミアム
商品券の発行、北海道や美唄市と連携を図り、
空知団地への企業誘致に取り組むなど、地域の
経済基盤を支える商工業の振興に努めます。
　観光協会や商工会、農業者と連携を図り、地
場産品を活用した観光PRに努めると共に道の
駅など、観光施設の改修を計画的に進めます。

住みよい住環境の整備
■定住対策
　昨春、「どうしたら奈井江に住みたいと思う
のか」をテーマに開催した町内立地企業の若手
社員とのプロジェクト会議から得られたニーズ
を踏まえて、町有地購入助成の拡充のほか、新
たに民間賃貸住宅家賃助成や中古住宅購入助成
などに取り組み、子育て支援施策などと共に、
総合的に定住対策を促進します。
　公営住宅については、みのり団地の屋根葺替
工事を始め、計画的な管理を継続します。

■道路と下水道の整備
　老朽化対策として町道の総点検を行い、計画
的な改修を実施するほか、道道の維持管理を町
が引き続き受託します。

■公園の整備
　寿公園管理棟の改修工事を実施するほか、子
育て中のお母さんたちとの意見交換を行い、選
択と集中の考えをもって、町民ニーズを捉えた
公園整備を進めます。

■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
戦などを継続し、ごみの分別徹底や不法投棄の
啓発に努めます。
　石狩川流域下水道奈井江浄化センター内の共
同し尿処理施設が供用開始となりますが、関係
機関や自治体と連携を図りながら効率的な運営
に努めます。

■地球温暖化対策
　節電による温室効果ガスの排出削減を推進す
るため、町内に設置した防犯灯の全灯LED化
を実施します。

■防災対策と交通安全
　昨年の防災総合訓練に引き続き、災害弱者で
ある奈井江小学校の児童の参加を得て、防災訓
練を開催します。
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平成 27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
　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町独自
に期限付教諭を１名配置し、小学校の 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。
　学習の基本は、読み、書くことであり、小
中学生を対象に漢字検定料の助成を行うほ
か、英語力向上のため、中学生を対象とした
英語検定料の助成を行います。

豊かな心と健やかな身体の育成
　子どもたちの豊かな心を育むため、道徳教
育の充実を図り、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共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。
　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 2年生
まで拡大します。

学校教育環境の整備
　昨年までに全ての学校の耐震化率が 100％
を達成し、今年度は奈井江小学校の屋外運動
場の改修工事実施設計を行うなど、教育環境
の整備や充実を図ります。

生涯にわたる学びの推進
　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
上や習慣化に努めるほか、各界各層への生涯
学習機会の提供に努めます。

生涯スポーツを推進
　町民がスポーツを通じて健康の維持・増進
に努め、意欲、気力の充実につなげることが
大切であり、体育館やプールの指定管理者で
あるＮＰＯ法人と協力し、スポーツ教室など
の開催に取り組みます。

芸術文化を推進
　芸術文化を推進するため、芸術、文化団体
やサークル活動を支援するほか、文化ホール
において、中学生を対象としたクラシックコ
ンサートを実施します。

　近年の我が国は、急速な人口減少や少子高
齢化などにより、家庭や地域の教育力が低下
し、また、価値観の多様化により、教育に対
する課題も多岐にわたっています。
　奈井江町においても、教育の役割が増々大
きくなっている中で、小学校での３５人学級
の実施や「子どもの権利に関する条例」に基
づく「町長と語る会」を実施し、町政への子
どもの意見反映など、特色ある事業を展開し

ています。
　本年は、第６期まちづくり計画の初年度で
あり、計画に定めた「自ら課題を発見し、考
え、取組み・解決し、それを発信する力の育成」
「心の豊かさを育み優しさある奈井江人の育
成」「生涯を通して選択し学べるよう幅広い
学習機会の創出」の３つの目標に向け、教育
行政を推進して参ります。
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平成 27年度　奈井江町予算総額

区　　　　分 平成 27年度 平成 26年度 増減額 増減率

一　　般　　会　　計
万円 万円 万円

481,000 461,500 19,500 4.2%

特別会計

国民健康保険 25,088 23,838 1,250 5.2%

後期高齢者医療 9,538 10,113 △ 575 △ 5.7%

下水道 50,000 50,500 △ 500 △ 1.0%

企業会計

町立国保病院 138,738 148,719 △ 9,981 △ 6.7%

老人保健施設
（健寿苑） 26,580 27,109 △ 529 △ 2.0%

老人総合福祉施設
（やすらぎの家） 39,206 44,569 △ 5,363 △12.0%

合　　　　計 770,150 766,348 3,802 0.5%

　一般会計は、総額 48 億 1,000 万円となり、
前年度と比較して 1 億 9,500 万円（4.2％）
の増となりました。

◇
　歳入の町税では、納税義務者の減少などに
よる町民税の減収や土地・家屋の評価替えに
よる固定資産税の減少があるものの、製造業
の業績向上と償却資産の増額により、法人町
民税と固定資産税には増額が見込まれ、前年
比 3.7％の増額を見込んでいます。

◇
　歳出では、人口が 6,000 人を割る状況の中
で、定住対策を最重要課題とし、子育て支援
策の充実やコミュニティの再構築などを含め、
引き続き総合的にまちの魅力を高める施策に
取り組みます。

　子育て支援策として取り組んでいる、高校
生までの医療費無料化などに加えて、認定こ
ども園を利用する第 3子以降の保育料無料化
を実施します。これに合わせて、新築住宅助
成金の増額、新たに民間賃貸住宅家賃助成や
中古住宅購入助成の実施など、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
する支援、空知団地への企業誘致など、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
の購入や災害弱者である奈井江小学校児童が
参加する防災訓練の実施など、安心安全なま
ちづくりを推進します。
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町　　　税  7 億 38 万円 （14.6％） 町民の皆さんからの税金 3.7％

町　　　債  4 億 2,880 万円 （8.9％） 建設事業費などの一部を借りるお金 22.6％

国庫支出金  2 億 3,261 万円 （4.9％） 国からの補助金や負担金 △3.3％

繰　入　金  4 億 4,456 万円 （9.2％） 基金（まちの貯金）からの繰入金 36.0％

使用料及び手数料 1 億 1,670 万円 （2.4％） 町営住宅や公共施設の使用料、戸籍等の証明手数料 0.7％

道 支 出 金  3 億 7,740 万円 （7.9％） 道からの補助金や負担金 19.0％

地方消費税交付金 1 億 1,160 万円 （2.3％） 消費税のうち国から町に交付されるお金 27.7％

分担金及び負担金 2,384 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 △4.6％

財 産 収 入  2,346 万円 （0.5％） 土地など町有財産の賃貸料や預金利息 85.2％

ゴルフ場利用税交付金 520 万円 （0.1％） 町内のゴルフ場利用税の交付金 △5.5％

配当割交付金 110 万円 （0.0％） 株式等の配当に対する税（道税）からの配分金 10.0％

自動車取得税交付金 740 万円 （0.2％） 自動車取得税の交付金 68.2％

利子割交付金 110 万円 （0.0％） 預金利子に対する税からの交付金 △15.4％

地方特例交付金 80 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 △11.1％

株式譲渡取得割交付金 50 万円 （0.0％） 株式等の譲渡益に対する税（道税）からの配分金 400.0％

地方交付税  21 億 9,400 万円 （45.6％） 国から再配分される税金 △5.1％

諸　収　入  9,530 万円 （2.0％） その他の収入（宝くじ売上金からの交付金ほか） 3.3％

地方譲与税  4,500 万円 （0.9％） 自動車の重量税など国税から町に配分されるお金 △4.9％

交通安全対策特別交付金 25 万円 （0.0％） 交通安全対策のための交付金 △58.3％

歳　入

48 億
1,000 万円

【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減少、町
税の伸び率、人口減などにより、5.1%減少しました。
○町税では、製造業の業績向上により、3.7% 増加してい
ます。
○町債では、道の駅大規模改修工事などに要する借り入れ
の増により、22.6％増加しました。
○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4億4,456万円を繰り入れました。

平 成 27 年 度　　
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歳　出 【前年度との比較】

○総務費では、定住対策事業の拡充や情報発信
の充実のためのホームページ刷新事業などを
行うため 30.0％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、
15.9%減少しました。
○消防費では、タンク付きポンプ車の更新や備
品購入費などの計上により 68.8％増加してい

ます。
○商工費では、3ヶ年計画で進める道の駅の大
規模改修工事や JA 新すながわが建設する A
コープに係る多機能型交流施設建設助成など
を計上し、99.1％増加しています。

○民生費には、交流プラザみなクル内に開設す
る「コミュニティ・カフェ」の費用を計上し
ています。

　一 般 会 計 予 算

民　生　費 8 億 7,300 万円 （18.2％） 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 △4.5％

職　員　費 7 億 4,274 万円 （15.4％） 職員の人件費 8.1％

衛　生　費 6 億 7,815 万円 （14.1％） 保健、健康づくり、水道、ごみ、環境対策の経費 0.3％

農林水産業費 2 億 9,474 万円 （6.1％） 農林・畜産業の振興や土地改良事業の経費 10.5％

土　木　費 5 億 8,199 万円 （12.1％） 道路や河川、公園、町営住宅などの維持管理の経費 4.2％

総　務　費 3 億 3,406 万円 （6.9％） 町の財産管理や町税事務などの経費 30.0％

教　育　費 2 億 2,491 万円 （4.7％） 小・中学校や社会教育、体育事業などの経費 3.4％

消　防　費 2 億 87 万円 （4.2％） 防火や災害時の活動経費 68.8％

商　工　費 1 億 6,674 万円 （3.5％） 商工業の振興や企業誘致の経費 99.1％

議　会　費 4,507 万円 （0.9％） 議会活動の経費 6.1％

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

予　備　費 745 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 0.7％

公　債　費 6 億 5,971 万円 （13.7％） 事業のために借りたお金の償還金 △15.9％
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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・・・・ 4,618 万円

　◎議会議員の報酬などに―――――――――――――――――― 4,352 万円

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

　◎議会の運営などに　―――――――――――――――――――― 145 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・・・・・・・・・・・・・・・ 9 万円

　◎会計事務の経費に　――――――――――――――――――――― 9 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や高齢者等支え愛条例の推進、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・・・・・ 10 億 8,992 万円

　◎定住促進対策事業に　―――――――――――――――――― 4,643 万円

　　○住宅建設や中古住宅購入の助成、民間賃貸住宅家賃の助成のほか、ホームページで　

　　　空き地や空き家の情報を提供（詳しくは、全戸配布のチラシをご覧下さい）

～　一般会計の主な事業　～
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　■生活交通確保のために　――――――――――――――――― 1,720 万円

　　○町営バス向ヶ丘線や市街地循環線及び乗りあいタクシーの運行費用、浦臼町営バ　　

　　　ス浦臼奈井江線の負担金など

　◎連合区長や行政区長に対する報酬、会館の維持管理助成など　―― 376 万円

　◎防災備蓄品の整備や防災無線の維持管理などの費用に　―――― 313 万円

　◎消防組合負担金（奈井江支署の人件費や消防団の活動費）　― 2 億 87万円

　◎交通安全に　――――――――――――――――――――――― 142 万円

　◎防犯協会への補助金　――――――――――――――――――― 7 万円

　■選挙の執行に（知事道議選挙、町議会議員選挙）――――――― 741 万円

　◎フィンランド・ハウスヤルビ町への訪問に　――――――――― 119 万円

　◎広報誌の発行やホームページのリニューアルに　――――――― 658 万円

　■情報システムの更新や維持管理に　――――――――――――― 3,718 万円

　■特別職や職員の給料など（病院などの企業・特別会計除く） 7 億 4,791 万円

　　○給与月額の削減

　　　町長 22％、副町長 17％、教育長 17％

　　　町独自の取り組みとして、一般職では一律 1.5％の削減を行っています。

　◎公平委員会など、４つの委員会に要する費用　―――――――― 25 万円

　◎奈井江町の交際費　―――――――――――――――――――― 50 万円

　◎町政功労者等の表彰に　―――――――――――――――――― 35 万円

　◎老人クラブへの助成に　――――――――――――――――― 　  　40 万円

　◎その他の費用に（顕彰・表彰、各種負担金や事務経費）　――― 1,527 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・・・・・・ 7 億 8,849 万円
　

　◎まちの貯金に（地域振興基金などへの積み立て）　―――――― 3,151 万円

　◎町が借りたお金の返済に（公債費）　―――――――――― 6 億 5,971 万円

　◎その他の費用に　―――――――――――――――――――― 8,982 万円

　　○特別職や職員の出張旅費に・・・・・・・・・・・ 300 万円

　　○その他税・財務事務・・・・・・・・・・・・・・ 161 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
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　　　購入等に要する費用・・・・・・・・・・・・・・ 527 万円

　　○特別会計への操出金・・・・・・・・・・・・・ 7,994 万円

　　　（国民健康保険事業会計・後期高齢者医療特別会計）

　◎予備費に　―――――――――――――――――――――――― 745 万円

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・・・・・・ 5 億 7,289 万円

　■医療費の一部助成に　―――――――――――――――――― 4,644 万円

　　○子ども医療費助成事業　対象…0歳～ 18歳（高校 3年生）※医療費無料

　　○養育医療給付事業　対象…未熟児（生後 1年まで）

　　○ひとり親家庭等医療給付事業　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

　　　・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　―――――――――――――――――― 410 万円

　　○戸籍のシステムや住民票発行、マイナンバー制度対応などの費用

　■障がい者福祉に　―――――――――――――――――― 2 億 6,393 万円

　　○障がい者の施設・在宅サービス給付のほか、身体障がい者への補装具給付、就労支援、

　　　町民理解を深めるためのフォーラムやふれあいフェスティバルの開催費用など

　　○入浴料の助成（新ないえ温泉と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

　　　・精神障がい者保健福祉手帳 1・2級…本人用 10枚、介護者用 10枚

　　　・精神障がい者保健福祉手帳 3級…本人用 10枚

　　　　※ 65歳以上の方は、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できます。

※利用に際して、新ないえ温泉、松の湯ともに 120円の負担が必要です。

　■高齢者福祉などに　――――――――――――――――――――― 1,344 万円
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　　○老人クラブ連合会・単位クラブへの補助金、老人スポーツ大会や老人のつどいの　　

　事業費

　　○敬老会の経費と老人入浴料の助成

　　　①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、松の湯ともに 120円の負担が必要です。

　　○間口除雪サービス事業

　　　・期間　平成 27年 12月～平成 28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

　　○老人福祉施設への措置入所費

　◎福祉バスの運行に　―――――――――――――――――――― 199 万円

　◎老人福祉寮「かおる荘」の管理や運営に　―――――――――― 745 万円

　■児童福祉などに　―――――――――――――――――― 1 億 2,835 万円

　　○保育所等広域入所事業

　　　・保護者の勤務地（中空知 5市 5町、美唄市）での入所可能

　　○認定こども園の運営や管理に要する費用

　　　・４月より、保育時間を３０分延長

　　　・認定こども園の管理運営

　　　・乳幼児保育（８ヶ月以上）や長時間・短時間・預かり保育の実施

　　　・利用料軽減　5歳児 50％減額、4歳児以下 10％減額、第 3子以降は無料

○子育て支援センターの運営、「なかよし広場」や「子育て講座」な

どの費用

　　　・児童手当の支給

　　　・学童保育事業（奈井江小学校内に開設）、4月より利用時間を 30分延長

　　　・児童館（北町・南町・東町）の管理運営に要する費用

　　　・障がい児が施設に通う費用の支援

　　○５歳児健康相談

　■その他の福祉事業に　―――――――――――――――――― 2,662 万円

　　○福祉灯油の助成

　　○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

　　○社会福祉協議会への補助金

　　○臨時福祉給付金、子育て世帯に対する臨時特例給付金

　　○生活館（東町・向ヶ丘）の維持管理費
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　■その他の経費に　――――――――――――――――――――― 10 万円

　　○国民年金事務経費、滝川人権擁護委員協議会への負担金

　■北海道後期高齢者医療広域連合負担金や健診委託料に　――― 8,047 万円

ふるさと農政課　　☎ 65－ 2118
　ふるさと農政課では、農業や林業の振興に関する仕事をしています。

ふるさと農政課の一般会計予算は・・・・・ 2 億 8,615 万円

　■農業振興に　――――――――――――――――――――――― 2,280 万円

　　○ゆめぴりか産地ブランド確立（生産への支援）

　　○農業気象情報システムの整備

　　○担い手育成や新規就農者の支援に要する費用

　　○青年就農給付金事業（経営開始型）

　　○農業者借入資金の利子補給

　　○農業改良推進指導事業（栽培試験や農業技術などの普及や指導）

　　○土壌分析室や加工実習室の維持管理費用

　　○地域農業再生協議会への補助金

　■中山間地域等直接支払制度に　―――――――――――――― 4,672 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支援

　■多面的機能支払交付金に　――――――――――――― 6,507 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　―――――――――――― 1,485 万円

○地球温暖化防止や生物多様性保全など環境保全に効果の高い営農活

動に対する支援

　■土地改良事業などに　―――――――――――――――――― 4,906 万円

　　○道営土地改良事業実施地区（宮村・厳島・厳島南・京極南）

　　○道営換地計画実施地区（宮村・厳島・厳島南・京極南）

　　○農業基盤整備促進事業（暗渠排水や区画整理を行うための補助金）

　　○農地の大区画化に伴う不陸解消（平らにすること）を目的として

　　　レーザーレベラーを導入（厳島地区）

　　○土地改良事業に伴う担い手への農用地の利用集積促進

　■国営造成施設（北海幹線用水路）の管理や整備に　―――――― 777 万円
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　　○農業水利施設の整備に国・道・町が連携して助成

　　○用水機能の保全・向上や土地改良事業の推進に対する負担金

　◎農地保全に　―――――――――――――――――――――― 6,626 万円

　　○道営水利施設整備事業（奈井江排水機場の大型ポンプ設置などの改修費用）

　　○奈井江・高島排水機場の維持管理費、美唄市茶志内排水機場の負担金

　◎畜産振興に　―――――――――――――――――――――― 69 万円

　■林業振興や森林の整備に　――――――――――――――――― 1,293 万円

　　○林道や町有林の維持管理、民有林の植林等に対する支援

　　○にわ山森林自然公園の維持管理

ふるさと商工課　　☎ 65－ 2118
　ふるさと商工課では、商工業や観光、企業誘致に関する仕事をしています。

ふるさと商工課の一般会計予算は・・・・・ 1 億 7,463 万円

　◎商工業の振興に　―――――――――――――――――――― 4,737 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

　　○商工会への商工業活性化推進交付金など

　　○新砂川農協が建設する多機能型交流施設建設への補助

　　○中小企業振興保証融資

　◎企業立地活動や空知団地の維持管理などに　　―――――――― 793 万円

　◎勤労者支援に　――――――――――――――――――――――― 57 万円

　　○中空知地域職業訓練センター運営負担金など

　◎イベントの支援や観光の振興に　―――――――――――――― 8,269 万円

　　○産業まつりや観光の振興、道の駅の改修費用など

　◎交流の促進に　――――――――――――――――――――― 2,251 万円

　　○「みなクル」の維持管理及び多世代交流事業の実施費用など

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

　　○町民への情報提供や滝川地方消費者協会（相談窓口）の負担金

　■統計調査に　――――――――――――――――――――――― 416 万円

　　○国勢調査（5年に一度の調査で、今年の 10月 1日に実施されます）

　◎施設の維持管理に　――――――――――――――――――― 915 万円

　　○屋内体育センター・農業構造改善センター



14　　H27このまちのデザイン

ふるさと創生課　　☎ 65－ 2118
　ふるさと創生課では、「地方人口ビジョン」や「まち・ひと・しごと総合戦略」の策定と

推進に関する仕事をしています。

　■人口動向・将来人口推計の分析や中長期の将来展望を示した「地方人口ビジョン」を策

　　定し、これを踏まえた政策目標・施策を示した「まち・ひと・しごと総合戦略」の策定

　　を行います。

農業委員会事務局　　☎ 65－ 2118
　農業委員会事務局では、農業委員で構成される農業委員会の運営及び農地行政に関わる事

務、また、まちの後継者対策として結婚活動支援事業を行っています。

農業委員会の一般会計予算は・・・・・・・・・・・ 572 万円

　■農業委員会活動に　―――――――――――――――――――― 537 万円

　　○農地の権利移動に関する許認可や農地転用など農地行政に関わる事務費用

　　○農地に関する資金や税制、農業者年金の普及促進や事務手続きなどの費用

　◎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・町内勤務者の結婚を希望する方に、婚活講座・出会いのイベ

　　　ント等で活動支援を行う

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・・・・・ 9 億 5,752 万円

　◎除雪や排雪に　――――――――――――――――――― 1 億 9,408 万円

　　○町道や道道の除雪や排雪の経費

　　○雪処理施設への投雪や施設の維持管理や電気融雪槽の基本料金補助などの経費

　◎道路や公園、河川の維持に　―――――――――――――― 1 億 333 万円

　　○町道や橋の修繕、清掃などの維持管理
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　　○公園の清掃や草刈り、設備の修繕などの維持管理

　　○河川の樋門管理など

　◎防犯灯の更新や修繕、電気代に　――――――――――――― 7,667 万円

　◎その他の経費に　―――――――――――――――――――― 6,061 万円

　　○公共施設等総合管理計画の策定費用

　　○土木・建築事務や都市計画事業などの費用

　　○庁舎や公用車の維持管理費、老朽化した公共施設の解体費用

　　○職員住宅の維持管理や償還経費

　　○公衆浴場への助成

　　○衛生協力会への補助金や蜂などの駆除費用

　◎水道や下水道の維持管理に　――――――――――――― 3 億 4,174 万円

　　○中空知広域水道企業団への負担金や下水道事業会計への繰出金

　◎ごみの処理に　――――――――――――――――――― 1 億 5,227 万円

・ごみの収集や運搬の委託、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

　◎町営住宅の維持管理や除去工事、屋根ふき替え工事など　―― 1,954 万円

　◎墓地や葬斎場の維持管理に　―――――――――――――――― 928 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 9,273 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。

　■健康づくりや病気の予防のために　―――――――――――― 2,733 万円

　　○母子保健事業

　　　・妊産婦などの交流会（ママ友クラブ）

　　　・妊婦検診及び保健指導（妊婦健康診査受診費用助成）

　　　・乳児健診（年 6回）、1.6 歳児・3歳児健診（年 6回）、歯科検診及び虫歯

　　　　予防教室、親子クッキング教室など

　　○小中高生すこやか健診（対象者：町内在住の小学校 3年生～高校生）

　　○健康診査（春 2日、秋 2日）

　　○定期予防接種及び予防接種の一部費用助成

　　○健康フォーラムや健康教育、各種がん検診など

　　○食生活改善協議会などへの補助金

　　○肢体不自由児の保護者交流会（つくしんぼ交流会）

　■介護予防や介護支援などに　――――――――――――― 1 億 6,275 万円

　　○地域包括支援センターの運営

　　　・介護予防マネジメントや介護・保健・福祉の総合相談窓口

　　○コミュニティカフェの開設・運営

　　○高齢者の健康づくり運動教室や健康講座など

　　○あんしんホットラインの設置

　　○空知中部広域連合への負担金

　◎保健センターの維持管理　――――――――――――――――― 265 万円
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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 7,827 万円
　◎病院事業会計（企業会計）繰出金　―――――――――― 3 億 7,827 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・・・・・ 6,161 万円
　◎老人総合福祉施設事業会計（企業会計）繰出金　―――――― 6,161 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・・・・・・・・・ 3,089 万円
　◎老人保健施設事業会計（企業会計）繰出金　―――――――― 3,089 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 2,491 万円

　◎学校教育の振興や学校施設の管理などに　――――――――――― 7,382 万円

　　○小学校での 35人学級実現のために、町独自で期限付き教諭を採用

　　○児童生徒の学習意欲向上のために

　　　・小中学生の漢字検定費用助成

　　　・中学生の英語検定費用助成

○英語力向上に英語指導助手の採用、認定こども園から英語教室を実施

○小中学校教材や図書の購入、中学校吹奏楽器の更新費用など

○スクールバスの運行やスキー授業のバス借り上げ

○小学校グラウンド改修実施設計や施設の修繕など

　■学校就学援助や幼稚園就園奨励費補助金に　――――――――― 1,119 万円

　◎ことばの教室（砂川市）運営負担金や通室費助成に　―――――― 45 万円

　◎奈井江商業高校の支援に　―――――――――――――――― 1,181 万円

　◎教育団体の活動や「総合的な学習」の実施、教職員の研修費用など

　　――――――――――――――――――――――――――――― 316 万円

　◎教育委員会の交際費　――――――――――――――――――― 3 万円

　◎教育委員会委員報酬や研修費用など　―――――――――――― 141 万円

　◎子ども会議の開催や交流活動に　―――――――――――――― 104 万円

　　○子ども会議の開催

　　○他市町村との交流

　　○子どもの権利広報の発行費用

　◎生涯学習の推進に　―――――――――――――――――――― 171 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や文化連盟及び郷土芸能活

　　　動団体への補助金

　　○寿学級の開講

　　○PTA研究大会や各種研修など、生涯学習推進の経費

　　○小学生を対象とする芸術鑑賞会

教育委員会
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　　○総合文化祭や成人式の開催費用

　　○社会教育委員の報酬や研修費用

　　○陶芸センターの管理運営

　◎文化ホールの事業に　―――――――――――――――――――― 2,886 万円

　　○中学校芸術鑑賞会として、クラシックコンサートを開催

　　○地元音楽家によるコンサート、新社会人激励コンサート、国内外の優れた演奏家によ

　　　る芸術鑑賞の機会を提供

　◎公民館、図書館の事業に　―――――――――――――――― 2,376 万円

　　○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（各児童館・北海道住電精密㈱・向ヶ丘生活館・みなクル）

　　○親子集いの部屋開放事業

・布の絵本サークルとの交流や育児知識の継承

　　○公民館講座の開催費用

　　○郷土館特別展の開催や郷土研究事業、文化財保護委員会の開催費用

　　○公民館、図書館、郷土館の維持管理

　◎スポーツ事業に　―――――――――――――――――――――― 3,662 万円

　　○体育協会、スポーツ少年団への補助金

　　○スポーツ教室等の開催

　　○体育館トレーニング機器の更新

　　○体育館、町民プール、本町グラウンド、テニスコートの維持管理

　◎奈井江、浦臼町学校給食組合の運営負担金　――――――――― 3,105 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 4,280 万円）

・奈井江町 369 人、浦臼町 131 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 2,763 万円　1食あたり給食費…小学校 233円、中学校 282円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 26年度改定後、据え置きを継続）
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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 82,532 入院や外来などの診療収入
医業外収益 34,202 一般会計繰入金や老人保健施設の負担金など

計 116,734

支出

医業費用 116,236 診療に必要な薬品費、施設の運営・管理費
医業外費用 4,072 既存借入金の支払利息や消費税など
予備費 10
計 120,318

資本的収入
及び支出

収入
企業債 5,040

地域医療総合情報システム導入、医療機器

整備に伴う借入金
負担金 9,762 医療機器整備に伴う一般会計負担金
計 14,802

支出
建設改良費 8,771

地域医療総合情報システム導入、医療機器

整備
企業債償還金 9,649 既存借入金の支払元金

計 18,420
収入合計 131,536
支出合計 138,738

■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 21,536 介護サービスの報酬、利用料など
営業外収益 896 一般会計繰入金、認定調査委託料など
計 22,432

支出

営業費用 23,850 施設の運営・管理費
営業外費用 63既存借入金の支払利息
予備費 3
計 23,916

資本的収入
及び支出

収入 負担金 2,664
支出 企業債償還金 2,664 既存借入金の支払元金
収入合計 25,096
支出合計 26,580

■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 24,408 介護サービスの報酬、利用料など

事業外収益 13,262 一般会計繰入金、高齢者生活福祉センター「ひだまり」利用料など
計 37,670

支出

事業費用 36,692 施設（やすらぎの家）の運営・管理費
事業外費用 1,334 高齢者生活福祉センター「ひだまり」の管理費など
予備費 3
計 38,029

資本的収入
及び支出

収入
企業債 830 福祉車両整備に伴う借入金
負担金 342 既存借入金に伴う一般会計負担金
計 1,172

支出
建設改良費 835 福祉車両整備
企業債償還金 342 既存借入金の支払元金

計 1,177
収入合計 38,842
支出合計 39,206

（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 13,234 国民健康保険税の収入額
繰入金 8,660
その他 3,194 預金利息、事業補助金など
計 25,088

歳出

総務費 24,793 空知中部広域連合負担金など
諸支出金 284 町立国保病院への繰出金など
その他 11
計 25,088

■後期高齢者医療

歳入

後期高齢者医療保険料 6,265 後期高齢者医療保険料の収入額
繰入金 3,270
その他 3延滞金、加算金及び過料など
計 9,538

歳出

総務費 27通知書印刷・郵送料など
納付金 9,506 北海道後期高齢者医療広域連合への納付金
その他 5
計 9,538

■下水道事業

歳入

利用料及び手数料 12,056 下水道や個別排水施設の使用料など
分担金及び負担金 75下水道事業に伴う受益者負担金など

繰入金 26,608 一般会計からの繰入金
町債 11,060 下水道事業に伴う借入金
その他 201 預金利息、水洗化資金元利収入など
計 50,000

歳出

下水道費 8,397 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 41,595 既存借入金の償還元金や利息など
予備費 8
計 50,000

会計名 平成 27 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 598,562 44,491 643,053 501,394 141,659 78.0%
下水道事業会計 349,198 41,129 390,327 200,310 190,017 51.3%
町立国保病院事業会計 98,118 14,527 112,645 43,624 69,021 38.7%
老人保健施設事業会計 6,237 94 6,331 541 5,790 8.5%
老人総合福祉施設事業会計 3,344 97 3,441 1,083 2,358 31.5%

合　計 1,055,459 100,338 1,155,797 746,952 408,845 64.6%

※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 27 年度に借入を行う予定の借入金の残高は

約 106 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 10 億

円になり、総額 116 億円が支払い総額になります。

　ただし、このうち約 75 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 41 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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奈井江町行政機構図
（平成 27年４月１日現在）
（　）は兼務、併任発令

まちづくり課

くらしと財務課

ふるさと農政課

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】

相澤　公

小澤　克則

（碓井　直樹）

【課長補佐】
秋葉　秀祐

総務係

町　長 北　　良治 副町長 三本　英司

遠藤　友幸 是枝　和恵 吉田　将平
渡辺宗一郎

企画広報係

税務係

松本　正志

金瀧　靖次

嶋林　悦子

井内　啓太
菊地　　純

是枝　圭祐

谷口　加奈
佐々木亮輔
三角　崇人

高橋　　守

交通防災係

財政係

農政係

収納係 杉森　一夫

辻脇　泰弘

菊地　敏隆

井上　圭世

谷口　典亨

東藤　　茂

小澤　貴之

都築　岳司

おもいやり課

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

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　美樹
別部　睦子

渡辺美穂子　松本　道代　渡辺絵莉香
北藤　智美　三浦なつみ　宮田　郁美
鈴木　恵美

【 所 長 】

【 保 育 士 】
【主任保育士】

井上　健二

畠山　恵一

ふるさと商工課
横山　　誠

商工係 田中　　恵 五十嵐みゆき

三浦　武文

ふるさと創生課

石塚　俊也
地方創生係 （田中　　恵）

ふるさと振興参事 碓井　直樹

星野由紀江

木村　俊輝

（松本　正志）

（辻脇　泰弘）

（横山　　誠）

此川　由香

まちなみ課

大津　一由 建築公住係

土木係 鈴木　宏明

布川砂友未
岩部　裕之
（漆崎　裕太）

夏海　康史
濱本　一浩
大峽　伸也

別部　由彦管財環境係 漆崎　裕太

大﨑　　憲

（別部　由彦）

加藤　一之

（加藤　一之）

（杉森　一夫）

【課　　長】
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芝田　範子

会計管理者
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

岩口　　茂

（碓井　直樹）

センター所長
（山﨑　　静）

庶務係

農地振興係

栗山ひろみ

金瀧　祥子

総務係

業務係

林　　潤一

鈴木　　隆

山下　　衞

清水喜久雄

桜井　国彦

吉田　浩司

（高橋　利彰）

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

山﨑　　静

教育支援係
谷口かおり
久保田禎文 三橋　千洋

渡辺　明美

文化振興係
河原　繁美
大久保雅子
高田　　基

栗原　真実

釣本真由美

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】

( 保健センター )
( 地域包括支援センター )

小澤　敏博

介護予防係

健康づくり係

杉野　和博

鈴木　久枝 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

川股　増博

高橋　利彰

渡邊　孝行

介護支援係

長谷川裕見子 （田宮　由久）

（石塚じゅん）

（谷口かおり）
（久保田禎文）

（釣本真由美）

（鈴木　久枝）

（杉野　和博）

（栗山ひろみ）

（山下　　衞）

（渡邊　孝行）

【事務局長】

【事務局次長】

東頭　忠幸
（センター副主幹）

【課　　長】

土地改良センター
工務係

大川原広一

中森　大地（センター長）
石川　裕二換地係

総務企画係
介護保険係
国民健康保険係
障害支援係 （高橋麻依子）（渡辺　秀樹）

（鈴木　　隆）

（鈴木　　隆）

工務課

営業課
中空知広域

水道企業団

 平成 27年 4⽉ 1⽇から奈井江町の
組織と機構を⾒直し、奈井江版地⽅創
⽣への取り組みや地域に根ざした住⺠
サービスの充実を図って参ります。
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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）

松橋　眞弓

小倉ゆかり

藤村由希子 工藤　正樹

川井美紗子

坪井　文恵

山田　幸栄

森宗由美子 釣部　智美

野端まり子

宇佐美紀恵

中山　清美　押岡　知代　鈴木美恵　山田亜由美　恒遠真知子　
大山めぐみ　小澤　暁子　山田　禎恵　谷本美津子　岡本　宗泰
友利　裕恵　長屋　健三　田中沙永子　水落よし子

三木　文義

永田　明子

寺山　栄子　齋藤美貴子　盛川さやか　山崎　まみ　野呂田　元
柳澤　　亨　板林　智哉

加藤　裕子　高玉　雪子　菊池　哲夫　渡邊奈保子　成田香緒理　
佐々木百恵　中川　健一　田島　朋子　佐々木尊嘉　松尾　明広　
渡辺　　敬　齋藤紗奈恵　南川　大地　川越　　由

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　杉原　文枝　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

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

（鈴木　博美）

西堀　達哉

津辻佳代子
（三原　英司） 宮崎　浩行

小松　友香

塚本　亮子

【看護主幹】

【看護師長】

【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】

寺林　美香

【看護師長】

戸石　里佳

常陸　由香【看護主幹】

（田野　義美）

（杉野　和博）



H27 このまちのデザイン　　25

平成 27年度予算説明書　このまちのデザイン
平成 27年 5月 1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３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

教育支援係

戸籍係
医療保険係
福祉係
子育て支援係

土木係
建築公住係
管財環境係

ふるさと農政課農政係
ふるさと商工課商工係
ふるさと創生課地方創生係
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


