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住生活環境の整備
■住環境の整備
　住宅建設や中古住宅の購入、在宅のリフォー
ムに対する助成を継続実施すると共に、町有地・
家屋の分譲について検討を行い、移住・定住の
促進を図ります。
　公営住宅は、計画的な維持管理を継続すると
共に、用途廃止を決定した東団地を解体します。

■防災と交通安全対策
　今年は奈井江中学校を舞台に防災訓練を実施
するほか、関係機関や団体、町民の皆さんと一
体となった交通安全運動を引き続き推進して参
ります。

■環境衛生の整備
　可燃ごみの排出量が増加傾向にあり、引き続
きリサイクル意識の向上を図るほか、不法投棄
に対しては、町民の間でも定着した「全町一斉
クリーン作戦」の開催、啓発看板の設置や巡回
のほか、防犯カメラによる対策を実施します。

保健、医療、介護、福祉の増進
■生活習慣病予防対策とがん検診の推進
　本年度スタートする「第 2次奈井江すこやか
プラン 21」に基づき、特定健診の受診率向上
を目指し、若い世代からの受診勧奨と受診者へ
の事後指導を強化し、合わせて各種事業を通じ

て、生活習慣改善の知識の普及啓発に努めます。
　がん検診では、検診の無料クーポン券の利用
を促すなど、受診率向上に努めて参ります。

■町立病院や介護施設の運営
　町立病院は、協力大学や医療連携による砂川
市立病院からの医師派遣により、診療体制の維
持に努め、地元医歯会との病診連携では、「かか
りつけ医」による継続した診療によって、信頼感、
安心感の醸成に繋がっています。町立病院が担
うべき役割を改めて明確にし、在宅医療や健診
等の予防を含めた医療サービスの向上に努めて
参ります。
　健寿苑、やすらぎの家、病院や新たに院内に開
設するサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者
を支える中心的で地域に開かれた施設として
連携を更に高め、利用者ニーズに適した介護予
防サービス、ケアを提供し、安心して療養生活を
送っていただけるようサービスの向上に努めて
参ります。

■在宅介護支援の増進
　地域で在宅生活を支える「地域包括ケアシス
テム」構築のため、地域包括支援センターによ
る支援体制の充実と共に、地域支援事業を推進
するため、関係機関との連携を強化し、全町的
な支え合いネットワークづくりを進めます。

■障がい者支援
　本年も、障がいへの理解を深めるための

平成 28年度　町政の方針と主な施策
町長　　北　　良　治

　各界各層、多くの町民の皆様と議論を交わし
ながら策定した「第 6期まちづくり計画」が
昨年 4月よりスタートしました。
　人口が 6千人を下回る中にあって、定住対
策をメインテーマの 1つに掲げ、住宅施策だ
けではなく、町民の安全安心、保健や医療、福
祉や介護、そして子育て、産業施策など、総合
的に定住対策を実践すると共に、まちのホーム
ページの全面改訂を行い、情報発信にも努めて
きました。
　この結果、昨年末の人口の社会的増減が、昭
和 55 年以来、36 年ぶりに転出者よりも転入者
の方が多い、幸先のよい年となりました。

　本年度は、「第 6期まちづくり計画」をベー
スとした奈井江版の地方創生総合戦略が策定さ
れ、町民が総活躍できるよう「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、
まちづくりに取り組んで参ります。
　総合戦略において特に申し上げたいことは、
病院内にサービス付き高齢者向け住宅を整備し、
医療や生活の場を提供するほか、希望者につい
ては、農地を活用し作物の成長の楽しみや収穫
の喜びを感じながら、健康づくりや地域への貢
献など、生きがいを持って生活できるようにし
て参りたいと考えております。
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フォーラム開催、障がいのある人の雇用や就労
の促進、障がい者支援施設特産品等を支援する
ための助成事業を推進して参ります。

子育て支援の充実
■妊娠から子育てまでの支援の充実
　妊娠・出産・子育てにかかる保護者の経済的
負担の軽減施策、保育料の軽減と第 3子以降の
無料化、18 歳（高校生）まで拡大した子ども医
療費の無料化、奈井江商業高校への支援などを
継続して取り組みます。

■きめ細やかな子育てサポート
　子ども一人ひとりの特性を把握し、きめ細か
に接することはもちろん、保護者の個別相談を
実施するなど、子どもと保護者の両面に対する
サポートを継続して参ります。

地場産業の振興
■農林業の振興
　農業者の努力に応える「ゆめぴりか」産地ブ
ランド確立支援事業の予算を拡充して支援を継
続して参ります。耕作環境の改善、将来にわた
る農地の円滑な集積を進めるために、道営事業
による土地改良を進め、継続地区のほか新規要
望地区として、茶志内東 1地区の調査事業に着
手いたします。
　林業においては、森林が持つ環境保全機能な
どの役割を適切に果たすことができるよう、町
有林の計画的な人工造林を実施するほか、分収
造林契約の区域を拡大し、事業を推進して参り
ます。

商工業の振興
■商工業、観光の振興
　商工会が中心となって進めている中心市街地
の活性化に向けた取り組みを引き続き支援して
参ります。

■企業との連携、支援の充実
　町内の立地企業は、事業拡大や雇用の創出な

ど、しっかりと地域の経済基盤を支えていただ
いております。引き続き連携を図り、企業の取
り組みに対しても支援を行って参ります。

地方創生の推進
　「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に掲げた目標の実現に向けて、
関係機関とも十分に連携しながら、地域が一体
となって取り組んで参ります。
■不妊治療費の負担軽減
　高額な不妊治療の医療費負担を軽減するため、
費用の一部を助成します。

■予防接種事業の助成拡大
　おたふく、ロタウイルス予防ワクチンの接種
費用助成を対象に加え、感染症の蔓延及び重症
化の予防に努めて参ります。

■学童保育利用料第 3子以降の無料化
　認定こども園の基準に合わせ、学童保育を利
用する第 3子以降の利用料も無料とします。

■放課後学習指導事業
　小学生を対象に、週 3 回 2 時間程度で宿題
などの学習支援事業を実施します。

■中心市街地活性化交流事業
　昨年完成した多機能型交流施設（Aコープ）、
みなクルや文化ホール、そして商店街が一体と
なってマチナカを活性化する事業を農協、商工
会と共に考え、3者で取り組みます。

■お試し移住トライないえ
　奈井江町が移住、定住の地として選択される
よう、まちの魅力と暮らしを体験していただく
事業を実施します。

■サービス付き高齢者向け住宅の開設
　奈井江版 CCRC（生涯活躍のまち）構想と
して、全町的な視点を持って、住まいと共に健
康で生きがいのある生活環境を提供すべく、町
立病院の病棟を再編し、院内にサービス付き高
齢者向け住宅を開設します。
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平成 28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、小学
校の 35 人学級編成を実施を継続して取り組
みます。
　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、ボランティアと協力した
放課後の教育活動など、確かな学力の向上に
努めます。

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。また、
関係機関と連携を図り、全ての人々が共通の
認識を持って、いじめの根絶に向けた取り組
みを推進いたします。
　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。
　子どもの歯の健康を守るため、フッ化物洗
口事業を中学校 3年生まで拡大します。

学校教育環境の整備
　今年度は、小学校の屋外運動場の改修工
事、児童机の計画的な更新を実施するととも
に、中学校のトイレの洋式化も計画的に行う
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
　子どもから大人まで一人ひとりが、学校の
みならず、地域・社会で学び続け、新しい知
識や能力を養えるよう図書館サービスの充実
や学校図書室とも連携を図り、学習機会の充
実や地域活動への参画促進に努めます。

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。

　今日の社会は、少子化に伴う人口減少や家
族形態の変容などにより、地域社会の希薄化、
規範意識の低下などが課題であると捉えてい
る中で、子どもたちが将来に「夢」を描き、
豊かで幸福な人生を送れるよう「生きる力」
を育むことが私どもの責務です。
　その実現に向け、教育ビジョンの基本理念
である「世界を見据え、自立と共生の心をもっ
た人づくり」に家庭・学校・地域の協働によ
る教育の推進に努めて参ります。

　　　　　　　　　◇
　学校教育では、子どもたちが自立し、たく
ましく生きていくための学力の基礎・基本の
定着や知識・技能を活用できる力を身に付け
ることが必要です。小・中学校の連携を更に
高め、学習指導を実践して参ります。
　社会教育では、全ての町民が生涯を通じ、
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
て参ります。
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平成 28年度　奈井江町予算総額

区　　　　分 平成 28年度 平成 27年度 増減額 増減率

一　　般　　会　　計
万円 万円 万円

478,000 481,000 △ 3,000 △ 0.6%

特別会計

国民健康保険 26,960 25,088 1,872 7.5%

後期高齢者医療 9,043 9,538 △ 495 △ 5.2%

下水道 47,480 50,000 △ 2,520 △ 5.0%

企業会計

町立国保病院 126,883 138,738 △ 11,855 △ 8.5%

老人保健施設
（健寿苑） 26,416 26,580 △ 164 △ 0.6%

老人総合福祉施設
（やすらぎの家） 38,336 39,206 △ 870 △ 2.2%

合　　　　計 753,118 770,150 △ 17,032 △ 2.2%

　一般会計予算は、前年対比 3,000 万円
（0.6％）減の 47 億 8,000 万円。特別会計・
企業会計を合わせた予算総額は、前年対比
１億 7,032 万円（2.2％）減の 75 億 3,118 万
円となりました。
　各会計の予算規模については、病院事業会
計が、「サービス付き高齢者住宅」の整備に
伴う病床数削減により、前年対比 1億 1,855
万円（8.5％）減となりましたが、全体的には、
ほぼ前年並みの予算規模となりました。
　　　　　　　　　◇
　歳入では、固定資産税で法人の工場増設、
店舗新築など家屋の増加により、町税総額で
前年対比 1,951 万円（2.8％）増で計上した
ほか、地方交付税や国庫支出金でも前年対比
増を見込み、財政調整基金繰入金を前年度対
比 1億 2,400 万円（27.9％）減で計上してい
ます。

　　　　　　　　　◇
　歳出では、経常的経費は人件費の独自削
減などを継続し、合計で前年対比 1,672 万円
（0.5％）の増、投資的経費は昨年度からの単
独事業の減などにより合計で前年対比 9,641
万円（21.2％）の減となっております。
　平成28年度は、奈井江版地方創生のスター
トの年であり、「第 6期まちづくり計画」を
ベースに「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
で盛り込んだ新規施策の着実な実行を図るた
め、前段 3 ページに記載のとおり、不妊治
療費の負担軽減事業に 90 万円、予防接種事
業の助成拡大分として 117 万円、学童保育
利用料第 3子以降の無料化に 33 万円、放課
後学習指導事業に 30 万円、中心市街地活性
化交流事業に 30 万円、お試し移住事業に 48
万円を計上しています。
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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・・・・ 3,885 万円

　◎議会議員の報酬などに―――――――――――――――――― 3,568 万円

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

　◎議会の運営などに　―――――――――――――――――――― 196 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・・・・・・・・・・・・・・・ 5 万円

　◎会計事務の経費に　――――――――――――――――――――― 5 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 2,340 万円

　◎定住促進対策事業に　―――――――――――――――――― 4,344 万円

　　○住宅建設や中古住宅購入、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　――――――――――――――――― 897 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　―― 369 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　―――― 265 万円

　◎消防組合負担金（奈井江浦臼支署の人件費や消防団の活動費）― 1 億 5,964 万円

　◎交通安全に　――――――――――――――――――――――― 108 万円

　◎防犯協会への補助金　――――――――――――――――――― 7 万円

　■選挙の執行に（参議院選挙）―――――――――――――――― 572 万円

　◎フィンランド・ハウスヤルビ町訪問団受け入れに　――――――― 70 万円

　◎広報誌の発行やホームページのリニューアルに　――――――― 232 万円

　■情報システムの更新や維持管理に　――――――――――――― 2,537 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 4,310 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。

　◎奈井江町の交際費　―――――――――――――――――――― 50 万円

　◎町政功労者等の表彰に　―――――――――――――――――― 31 万円

　◎その他の費用に（顕彰・表彰、各種負担金や事務経費）　――― 2,584 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・・・・・・ 8 億 5,182 万円
　

　◎まちの貯金に（地域振興基金などへの積み立て）　―――――― 3,149 万円

　◎町が借りたお金の返済に（公債費）　―――――――――― 7 億 1,638 万円

　◎その他の費用に　―――――――――――――――――――― 9,671 万円

　　○特別職や職員の出張旅費に・・・・・・・・・・・ 200 万円

　　〇ふるさと応援寄附記念品・・・・・・・・・・・・  420 万円

　　○その他税・財務事務・・・・・・・・・・・・・・ 178 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

　　　購入等に要する費用・・・・・・・・・・・・・・ 666 万円

　　○特別会計への操出金・・・・・・・・・・・・・ 8,207 万円
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　　　（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　―――――――――――――――――――――――― 724 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、高

齢者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 7,972 万円

　■医療費の一部助成に　―――――――――――――――――― 4,763 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　―――――――――――――――――― 444 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 5,880 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　――――――――――――――――――――― 1,416 万円

　　○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などの事業費

　　○敬老会の経費と老人入浴料の助成
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　　　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 28年 12月～平成 29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　―――――――――――――――――――― 183 万円

　◎老人福祉寮「かおる荘」の管理や運営に　―――――――――― 722 万円

　■児童福祉などに　―――――――――――――――――― 1 億 2,214 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

　　　・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」

　　○児童手当の支給

　　○学童保育事業（奈井江小学校内に開設）、利用料 第３子以降は無料

　　○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　―――――――――――――――――― 3,050 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

　　○生活館（東町・向ヶ丘）の維持管理費

　■その他の経費に　――――――――――――――――――――― 6 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　――― 9,294 万円

などの費用
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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 4,990 万円

　■農業振興に　――――――――――――――――――――――― 2,500 万円

　　○ゆめぴりか産地ブランド確立（生産への支援）

　　○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　―――――――――――――― 4,543 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　――――――――――――― 6,342 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　―――――――――――― 1,629 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　―――――――――――――――――― 6,215 万円

　　○道営土地改良事業実施地区（厳島・厳島南・京極南）

　　○道営換地計画実施地区（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）

　　○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　―――――― 760 万円

　　○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　―――――――――――――――――――――― 1,694 万円

　　○道営水利施設整備事業（奈井江排水機場の改修費用）

　　○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　――――――――――――――――― 1,238 万円
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　　○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、企業誘致など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・・・・・・・ 8,688 万円

　◎商工業の振興に　―――――――――――――――――――― 3,088 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

　　○中小企業振興保証融資など

　◎企業立地活動や空知団地の維持管理などに　　―――――――― 815 万円

　◎勤労者支援に　――――――――――――――――――――――― 56 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　―――――――――――――― 3,435 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　――――――――――――――――――――― 1,206 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　――――――――――――――――――――― 26 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　――――――――――――――――――――――― 62 万円

　　○各種統計調査など

　

ふるさと創生課　　☎ 65－ 2118
　ふるさと創生課では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進に関する仕事をしています。

　■「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる施策の推進管理（効果・検証・見直し等）

　　を行います。

ふるさと創生課の一般会計予算は・・・・・・・・・・・ 177 万円
　■地方創生に　――――――――――――――――――――――― 177 万円

　〇ふるさと創生アドバイザーに要する経費
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◎総合戦略に係る新規施策（予算は担当課で計上）

　・お試し移住事業（まちづくり課）・・・・・・・・・・・・・・・・・　（48万円）

　・教員退職者などを活用した放課後学習指導（教育委員会）・・・・・・　（30万円）

　・中心市街地活性化交流事業（ふるさと商工課）・・・・・・・・・・・　（30万円）

　・学童保育利用料第３子以降無料化（おもいやり課）・・・・・・・・・・（33万円）

　・不妊治療費負担軽減事業（健康ふれあい課）・・・・・・・・・・・・　（90万円）

　・予防接種事業（ロタウィルス・おたふく）の助成拡充（健康ふれあい課）・（117万円）

　・奈井江版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）構想の推進（健康ふれあい課）

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・・・・・・・・・・・ 577 万円

　■農業委員会活動に　―――――――――――――――――――― 547 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

　　○農地の利用最適化の推進に関わる事務費用

　◎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　―――――――――――― 25 万円

　　○町内居住者等の結婚を希望する方に、婚活講座、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 1,014 万円

　◎除雪や排雪に　――――――――――――――――――― 1 億 9,057 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 3,760 万円
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　　○町道や橋の修繕、清掃などの維持管理

　　○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　――――――――――――― 1,459 万円

　◎その他の経費に　―――――――――――――――――――― 6,086 万円

　　○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 774 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 6,468 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　―― 2,374 万円

　◎墓地や葬斎場の維持管理に　―――――――――――――――― 1,036 万円

＊今年度実施する主な改修工事
　①【厳島 2区】12号東線【宮島橋】橋梁架替工事
　②【宮村１区】13号東線（イ）【黄金橋】橋梁架替工事
　③【南町 1区】南 4丁目通り道路改修工事
　④【東町 6区】寿団地 6号線道路改修工事
　⑤【北町 1区】北町住宅線（イ）道路改修工事
　⑥【高島 2区】西 4線（ロ）舗装改修工事
　⑦【本町 2・3区～東町 2・3・4区】15号東線舗装補修工事
　⑧【東町 6区】寿線通り法面補修工事
　⑨【東町 4区】15号東線アンダーパス非常用発電機設備更新工事
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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・・・・・・ 2 億 5,085 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、健康相談や保健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　―――――――――――― 2,971 万円

　　○母子保健事業

　　　・妊産婦などの交流会（ママ友クラブ）

　　　・妊婦健診及び保健指導（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）

　　○定期予防接種及び任意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

　　○食生活改善推進協議会などへの補助金

　　○健康運動フロア事業

　■介護予防や介護支援などに　――――――――――――― 2 億 1,860 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
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　　○空知中部広域連合への負担金

　　○生活支援体制整備事業

　　○認知症総合支援事業

　　○在宅医療・介護連携事業

　◎保健センターの維持管理　――――――――――――――――― 254 万円

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 8,700 万円
　◎病院事業会計（企業会計）繰出金　―――――――――― 3 億 8,700 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・・・・・ 6,052 万円
　◎老人総合福祉施設事業会計（企業会計）繰出金　―――――― 6,052 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・・・・・・・・・ 3,958 万円
　◎老人保健施設事業会計（企業会計）繰出金　―――――――― 3,958 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 9,375 万円

　◎学校教育の振興や学校施設の管理などに　――――――――――― 1 億 3,236 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

　　　・小学校の放課後学習指導

○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

○中学校のトイレ改修や施設の修繕など

　■学校就学援助や幼稚園就園奨励費補助金に　――――――――― 1,058 万円

　◎ことばの教室（砂川市）運営負担金や通室費助成に　―――――― 87 万円

　◎奈井江商業高校の支援に　―――――――――――――――― 1,531 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

　　――――――――――――――――――――――――――――― 66 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　―――――――――――― 127 万円

　◎子ども会議の開催や交流活動に　―――――――――――――― 111 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　―――――――――――――――――――― 156 万円

　　○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

　　○小学生を対象とする芸術鑑賞会

　　○総合文化祭や成人式の開催費用

教育委員会
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　　○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　―――――――――――――――――――― 2,235 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　―――――――――――――――― 3,645 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　―――――――――――――――――――――― 3,972 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　――――――――― 3,148 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 4,370 万円）

・奈井江町 350 人、浦臼町 123 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 2,673 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）



20　　H28このまちのデザイン

～　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 70,587 入院や外来などの診療収入
医業外収益 39,599 一般会計繰入金や老人保健施設の負担金など

計 110,186

支出

医業費用 111,172 診療に必要な薬品費、施設の運営・管理費
医業外費用 3,789 既存借入金の支払利息や消費税など
予備費 10
計 114,971

資本的収入
及び支出

収入
企業債 440

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 6,957 医療機器整備に伴う一般会計負担金
計 7,397

支出
建設改良費 467 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 11,445 既存借入金の支払元金

計 11,912
収入合計 117,583
支出合計 126,883

■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 21,107 介護サービスの報酬、利用料など
営業外収益 1,695 一般会計繰入金、認定調査委託料など
計 22,802

支出

営業費用 23,459 施設の運営・管理費
営業外費用 50既存借入金の支払利息
予備費 3
計 23,512

資本的収入
及び支出

収入 負担金 2,671
建設改良費 233 施設整備工事等
企業債償還金 2671 既存借入金の支払元金

計 2,904
収入合計 25,473
支出合計 26,416

■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 24,346 介護サービスの報酬、利用料など

事業外収益 13,277 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 37,623

支出

事業費用 36,531 施設（やすらぎの家）の運営・管理費
事業外費用 1,201 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 37,735

資本的収入
及び支出

収入
企業債 120 介護機械器具整備に伴う借入金
負担金 421 既存借入金に伴う一般会計負担金
計 541

支出
建設改良費 180 介護機械器具、備品整備
企業債償還金 421 既存借入金の支払元金

計 601
収入合計 38,164
支出合計 38,336

（単位：万円）

（単位：万円）

（単位：万円）

支出
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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 10,624 国民健康保険税の収入額
繰入金 13,036
その他 3,300 預金利息、事業補助金など
計 26,960

歳出

総務費 26,526 空知中部広域連合負担金など
諸支出金 422 町立国保病院への繰出金など
その他 12
計 26,960

■後期高齢者医療

歳入

後期高齢者医療保険料 5,824 後期高齢者医療保険料の収入額
繰入金 3,216
その他 3延滞金、加算金及び過料など
計 9,043

歳出

総務費 28通知書印刷・郵送料など
納付金 9,010 北海道後期高齢者医療広域連合への納付金
その他 5
計 9,043

■下水道事業

歳入

利用料及び手数料 12,260 下水道や個別排水施設の使用料など
分担金及び負担金 89下水道事業に伴う受益者負担金など

繰入金 25,720 一般会計からの繰入金
町債 9,210 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 47,480

歳出

下水道費 8,002 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 39,470 既存借入金の償還元金や利息など
予備費 8
計 47,480

会計名 平成 28 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 573,062 36,922 609,984 470,522 139,462 77.1%
下水道事業会計 325,403 34,531 359,934 184,529 175,405 51.3%
町立国保病院事業会計 85,513 11,181 96,694 42,314 54,380 43.8%
老人保健施設事業会計 3,566 55 3,621 360 3,261 9.9%
老人総合福祉施設事業会計 3,013 53 3,066 1,232 1,834 40.2%

合　計 990,557 82,742 1,073,299 698,957 374,342 65.1%

※平成 28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 28 年度に借入を行う予定の借入金の残高は

約 99 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 8 億円

になり、総額 107 億円が支払い総額になります。

　ただし、このうち約 70 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 37 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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大久保雅子

栗原　真実
漆崎　裕太
吉田　浩司

春日　友治
高橋　利彰

（碓井　直樹）

渡邊　孝行

（谷口かおり）
（久保田禎文）

（春日　友治）

( 保健センター )
( 地域包括支援センター )

小澤　敏博 健康づくり係 鈴木　久枝 粟野　里香山田　朋子
井山　聡美
境　　綾乃

辻脇真理子

田宮　由久

（田宮　由久）

石塚じゅん
渡辺　秀樹

健康ふれあい課 介護支援係 長谷川裕見子

（鈴木　久枝）

（山下　　衞）

（渡邊　孝行）

【事務局長】

【主　幹】 【係　長】 【主　査】 【　係　】【課　　長】

土地改良センター

参事

局長

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
（是枝　圭祐）
田野優美子

（鈴木　　隆）

（鈴木　　隆）

（篠田　茂美）

（木村　香苗）
（高橋麻依子）
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施設長

表　　久義

松橋　眞弓 鈴木　美恵

釣部　智美

宇佐美紀恵

永田　明子

加藤　裕子　藤村　　誠　高玉　雪子　澤田亜由美　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　柳澤　　亨　齋藤紗奈恵　鎌仲　晴絵

管理係

看護係・介護係

木田　仁美 須藤　　章 小松　友香
【看護師長】

【介護福祉士】

【主査 (看護師 )】

院　長

副院長 副院長

小西　裕彦

森田　俊樹 勝木　雅俊

やすらぎの家

＜健康ふれあい課＞

【 看 護 師 】

【主査 ( 介護福祉士 )】山﨑　友紀

川﨑真由子【介護助手】

林　恵里香【看護係長】
【介護係長】

事務長
（小澤　敏博）

苑　長
（高島　理央） 藤村由希子 工藤　正樹浅島志津保

三木　文義

菊池　哲夫　齋藤美貴子　山崎　まみ　野呂田　元　板林　智哉
寺山　栄子

管理相談係

医療係

田野　義美
津辻佳代子

（三原　英司） 高田　尚弘

【主査（作業療法士）】

【介護福祉士】

【准看護師】

健 寿 苑

【看護主幹】 常陸　由香 （常陸　由香）【看護師】【係長事務取扱】

中島　美季　小林　佳史【主査 (介護福祉士 )】

戸石　里佳

（田野　義美）

内科医長
高島　理央

薬局長
桑島　和徳

【薬局長】
＜薬局部門担当＞
（桑島　和徳）

＜臨床検査部門担当＞
（下山　知良）
＜看護師＞

（長屋　健三）

事務長
（小澤　敏博）

次長（小澤　敏博）
室長（小西　裕彦）

室長（森田　俊樹）

地域医療連携室

感染対策推進室

小倉ゆかり

坪井　文恵

山田　幸栄

森宗由美子 郷野　秀和

野端まり子

中山　清美　押岡　知代　道下　春美　山田亜由美　恒遠真知子
大山めぐみ　小澤　暁子　谷本美津子　岡本　宗泰　友利　裕恵
長屋　健三　川井美紗子　田中沙永子　山中しのぶ
今出　由美　田中　則子　浮穴　幹美　小林恵美子　本庄こずえ
細口　紀子

進藤　映子　杉原　文枝　徳田　秀樹　盛川さやか　堀　　里美
石坂　公二　南川　大地

放射線室
臨床検査室

総務係

地域医療係

感染対策係

理学診療室

医事係

訪問看護係

薬　局
看護係

給食係

高田　泰光
下山　知良

杉野　和博

（杉野　和博）

賀上　賢一

（野端まり子）

増地　貴子

萬　　達哉

野田　　佳

本田　哲也

鈴木　博美

宇之津春美

折出　新作

三原　英司

（三原　英司）

金内　一幸

渡辺　郁美

（鈴木　博美）

（萬　　達哉）

西堀　達哉

塚本　亮子

【看護主幹】

【主査(介護福祉士)】

【主任看護師】

【介護福祉士】

【准看護師】

＜係長＞＜主幹＞ ＜主査＞ ＜係＞

　町立国保病院

齋藤　由香　橋本　　泉
【 看 護 師 】

寺林　美香

【看護師長】

（杉野　和博）
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平成 28年度予算説明書　このまちのデザイン
平成 28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


