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　昨年の執行方針では、「チャレンジ・攻め」の姿勢や「創」の精神に加えて、「思いやり」
と「おもてなし」を基本姿勢に掲げ、心の通った、温もりのあるまちづくりを心がけてま
いりました。
　「思いやり」という言葉は、高齢者や被災者などに対する直接的な支援をイメージされる
方が多いかもしれませんが、町の中には生活環境や雇用、医療や介護など、さまざまな事
情により困っている方がたくさんいるかと思いますし、中には個人では解決できない課題
を抱えて悩んでいる方もいるかと思います。
　限られた権限や財源の中、行政として対応できることには限界があるのかもしれません
が、町民にとって最も身近な行政機関である役場が、これら困っている方々の悩みに真摯
に耳を傾け、可能な限りの支援を行っていくことが大切なことであり、このような対応の
積み重ねが「思いやり」のある町政運営へとつながっていくものと確信しています。
　また、「おもてなし」という言葉は、とかく町外からのお客様に向けられるイメージが強
いかもしれませんが、町民に対して向けられる気遣いもまた「おもてなし」であり、町民
が心地よく感じるような対応や環境整備を心がけていくことが、町のイメージを向上させ、
ひいては交流人口の増加や地域経済の活性化などにつながっていくものと考えています。
　このようなつらく厳しい時こそ「思いやり」と「おもてなし」の心をもって物事を進めるこ
とが大切でありますので、町民のため、この町のために、今できることを精一杯に取り組
みながら、新ひだか町を明るい未来へと導くことができるように取り組んでまいります。

　私が２期目の新ひだか町政運営を担わせていただいて

から、早いもので３度目の春を迎え、まもなく町民の皆

様に与えられた任期４年の締めくくりの年を迎えようと

しております。

　これまでの３年間を振り返りますと、民主党への政権

交代後における大きな変革の流れの中で２期目の町政運

営にあたることになったわけでありますが、東日本大震

災が発生し、我が国の政治は被災地の復旧・復興に主眼

を置いたものへと転換を余儀なくされました。

　また、長引くデフレ経済により出口の見えない景気低

迷は、地方経済にも容赦なく暗い影を落とし、消費の落

込みや雇用機会の減少、企業の倒産など日に日に情勢が

悪化していく中、町民生活にとっては非常につらく厳し

い時代であったと認識しているところであります。

　このような情勢下での町政運営も決して容易なもので

はなく、時には難しい判断を迫られる場面もございまし

たが、１期目に引き続き「公平・思いやり・郷土愛」と「融和と一体」を基本理念に、

「チャレンジ・攻め」の姿勢や新たな発想で職務にあたり、事業を創り上げるという創造の

「創」の精神を持ち、めまぐるしく変わる社会情勢にも対処しながら、各種懸案事項や諸課

題の解決に取り組んでまいりました。

　また、少子高齢化や人口減少の波は予想をはるかに上回る勢いで進行しており、各種産

業の担い手不足や地域活動の衰退など、地方を取り巻く情勢が厳しさを増す中、震災後に

おける防災・減災対策など、新たな課題への対応も求められています。

　どのような状況であっても私に課せられた使命は「この町で暮らしたい」、「この町に暮

らして良かった」と思っていただけるような「ふる郷・新ひだか町」を築いていくことで

あり、今後もその実現に向けて全身全霊で取り組んでまいります。

新ひだか町長　酒　井　芳　秀
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平成２５年度　町政執行方針 (要旨）
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平成2５年度町政執行方針
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主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののの展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展主要施策の展開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開

　基幹産業である農林水産業の振興を大きな柱としながら、その効果を商工業、

建設業、サービス業などの他産業へと波及させ、経済全般の底上げを図り、産業

の振興と経済の活性化を推進します。

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚 産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興とととととととととととととととととととと経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推産業振興と経済活性化の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進

　生涯を通じて、豊かな心と他人を思いやる人間性を育み、健やかに充実した生

活を送るため、誰もが生涯を通じて文化やスポーツに親しみ、その成果を社会の

一員として発揮することのできる環境を整え、教育・文化・スポーツ施策を推進

します。

許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推教育・文化・スポーツ施策の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進

　町民誰もが、心豊かにいきいきとした生活を送っていくため、サポート体制が

整った環境の中で、町民が自らの健康を保持していくことができるよう、保健・

医療・福祉施策を推進します。

距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距 保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推保健・医療・福祉施策の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進

　町民が快適に生活できるまちづくりを進めるため、安全・安心な生活環境の確

保とその基盤を整備し、生活環境施策を推進します。

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推生活環境施策の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進

　既存の施策にとらわれない柔軟な発想を持ち、取り組むべき施策をしっかりと

見極め、必要な財源の確保や条例等の整備などに対応していける体制を整え、行

財政運営を推進します。

漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推行財政運営の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進



　自然豊かなふるさとで、自立の精神と夢や希望の実現
に挑戦し、豊かな心と他人を思いやる人間性、ふるさと
に誇りを持つ子どもたち一人ひとりを育むため、町と一
体となった取り組みを進めます。
　教育が果たすべき責任を自覚し、一人一人の人格の完
成を目指すという教育の基本のもとで、２１世紀を担う創
造性の高い人材の育成を目指すとともに、さまざまな課
題を解決するため、地域に開かれた教育の推進に努める
ことが重要であります。
　学校教育においては、児童生徒一人一人が変化の激し
い社会の中で、自らの人生を幸福に過ごすことができる
よう、「生きる力」を育むことが求められています。
　そのため、知識・技能を確実に習得し、それらを活用
する学習活動を通して、思考力・判断力・表現力、学習
意欲などを高めていく必要があります。
　社会教育においては、豊かな自然を生かした歴史、文
化、伝統など、生涯を通して心豊かに学ぶ環境づくりに
取り組むとともに、家庭や地域社会と連携し、魅力ある
地域づくり・人づくりを目指します。

【基本的な考え方】
１　「生きる力」を育むために「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和
　　のとれた人づくり
２　町民一人一人が生涯を通して生きがいをもち、実りある人生を送るための　
　環境づくり

　この２点を基本として、教育行政を推進します。

6

新ひだか町教育長　河　村　一　夫

平成２５年度　教育行政執行方針 (要旨）

　信頼される学校づくりの推進のため、学校評価の実施と学校評議員などを活用した学校

改善に努めるとともに、その結果を保護者や地域住民に公表し、積極的な情報提供を図り

ます。また、保護者や地域住民から学校経営に対する理解と協力をいただきながら、開か

れた学校づくりと地域全体で児童生徒を見守り育てる体制づくりを推進します。

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充学校経営の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

　教職員の資質・能力の向上を図るため、基盤となる校内研修の充実を始め、各種研修機

会の拡充に努めます。また、学校が持つ教育力を総合的に高めるため、校長のリーダーシッ

プのもと、包括的な学校改善に取り組むとともに、開かれた学校づくりなどを通して学校

の活性化を図りながら、教職員の指導力向上に努めます。

距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員のののののののののののののののののののの指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力のののののののののののののののののののの向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向教職員の指導力の向上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上

　学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえ「知・徳・体」の調和のとれた教育課程の編成・

実施と法令遵守した教育課程の管理に努めるとともに、教育環境を生かした体験学習など

の充実を図りながら、基礎的・基本的な資質と能力を育む取り組みを推進します。

許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充教育課程の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

　全国学力・学習状況調査の結果などを踏まえて、学力と学習意欲、学習習慣などの課題

を分析し、内容がよくわかるよう授業の充実を図るとともに、小学校は学年× １０分、中学

校は１時間以上を目安とした家庭学習の習慣化と生活リズムの確立に努めます。また「読

み・書き・計算」などの基礎学力の向上とみずから学び、みずから判断する力を育むため

に、きめ細やかな指導や学校改善プランに基づいた学校の主体的な取り組みを支援します。

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充学習指導の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
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　障がいのある児童生徒が、自立や社会参加を目指して、心豊かにたくましく育つことが

できるよう、一人一人の教育的ニーズに応じた教育の推進に努めます。このため、学校、

家庭、関係機関などと連携を図りながら、適切な指導体制が確立できるよう支援します。

　また、特別支援教育支援員については、学校の実情を踏まえながら、適正な配置を図り、

充実に努めます。

禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦 特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推特別支援教育の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進

　町民が豊かな生活を送るために、生涯を通して積極的に学び続ける環境が必要です。 

　公民館などを中心とした社会教育の資源を十分に活用して、体験学習、趣味や教養に係

わる学習機会の拡充とともに、各種関係団体やサークル活動の活性化などに努めます。

　また、生涯学習の拠点となる社会教育施設の計画的な整備を図ります。

亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充社会教育活動の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

　創造性豊かな郷土の文化づくりと優れた芸術文化の鑑賞機会を提供するため、幼児から

高齢者までの町民を対象とした各種事業を実施し、芸術文化活動の充実に努めます。

　文化団体や各サークルの主体的な活動を支援するとともに、世代間交流である少年から

高齢者までの文化教室を開催します。また、地域の芸術文化の継承、団体やサークルの組

織強化及び指導者・リーダーの養成に努めます。

享享享享享享享享享享享享享享享享享享享享享 芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充芸術文化活動の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

　先人たちの貴重な文化遺産の保護・保存を進め、地域に伝えられた伝承文化活動の充実

を図るため、町民が文化財に親しみ・学ぶ展示資料を充実し、文化財保護思想の普及に努

めます。また、国指定の史跡「シベチャリ川流域チャシ跡群」の整備保存計画の策定に向

けた事業を推進します。

京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京 文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充文化財保護・保存活動の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供 図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充図書館の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
　家庭での読書活動を推進するための、ブックスタート事業や子ども向け読み聞かせ、読

書週間事業などを実施し、町民の読書意欲がいっそう高まるよう取り組みます。図書館運

営では、両地区館が連携し、町民が潤いのある生活を送れるよう情報提供などに努めます。

静内図書館は、今年度、新しい図書館建設に着工します。

　生涯にわたり健康・体力の増進を図れるよう、各種体育施設や教育施設などを活用し、

体力・技能に応じた各種スポーツ教室や大会を開催し、町民がスポーツを楽しめる機会の

提供に努めます。

　「二十間道路ハーフマラソン大会」は、道内外から参加者を募り、スポーツ交流人口を拡

充させるとともに、町民相互の交流に努めます。

　ライディングヒルズ静内は、町民と馬がふれあう機会の拡充に努めます。

侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠侠 ススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツのののののののののののののののののののの振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振スポーツの振興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興

　児童生徒の規範意識や倫理観、命を大切にする心や思いやりの心を育むとともに、道徳

教育の充実やさまざまな体験的活動、読書活動などを推進し、心の教育の充実を図ります。

　また、いじめや不登校など、問題行動の未然防止と早期発見に努めるとともに、有害情

報から児童生徒を守るための取り組みの充実を図ります。

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚 心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心のののののののののののののののののののの教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充心の教育の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

　児童生徒の登下校時などの安全確保のため、新ひだか町青少年健全育成運動推進協議会

の「ふるさと安全パトロール」の協力をいただきながら、安全教育の推進に努めます。児

童生徒の健やかな成長を支えるための学校給食では、地場産品の促進と安全安心の確保に

努めます。また、食べ物の大切さや、食を通した郷土への理解を深める食育を推進します。

漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁 健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推健康安全教育の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進
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　平成25年度予算については、景気の回復の兆しが見え始めてい

るものの、依然として厳しい状況が予測されることから、行政評

価を予算編成に反映させるとともに、財政健全化に向けて引き続

き行財政改革をすすめることとし、歳入の確保と歳出全般にわた

る徹底した見直しを行うことで「歳入に見合った歳出構造」への

転換を図り、安定的で強固な財政基盤の確立に努めることとしま

した。

　また、財政硬直化の要因である町債の発行については、極力抑

制することとしながらも、疲弊しつつある町内経済に配慮し、投

資的経費等の財源とするため、良質な町債を厳選した発行とし、

さらには、地域の一体性に十分配慮するとともに、各種施策の必

要性・緊急性・費用対効果等を充分検討し、限られた財源を効果

的に活用しながら、国の予算の動向及び地方財政計画等に沿った

予算編成に努めることとしました。

　このような財政状況の中、平成２5年度に取り組む主要施策とし

ましては、

　暫「産業振興と経済活性化の推進」

　暫「教育・文化・スポーツ施策の推進」

　暫「保健・医療・福祉施策の推進」

　暫「生活環境施策の推進」

　暫「行財政運営の推進」

を五つの柱としまして、積極的な施策を展開することとしており

ます。

　平成２５年度の一般会計予算は、163億8,294万7千円で、対前年

度と比較して3.2%の増、特別会計及び企業会計の合計は、102億

5,238万8千円で、対前年度と比較し6.4％の増となっており、総

額では、266億3,533万5千円で、対前年度と比較し4.4％の増とい

たしました。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成22222222222222222222222222222222222222222５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

行政評価とは？

　町政運営の基本システ
ムを、企画－実施－点検・
評価という政策のサイク
ルとして確立し、時代の変
化や町民のニーズなどに
的確に対応した合理的な
政策の選択を行うもので
す。

平成2５年度予算の概要

154,983円福祉の充実などに（民生費）･･･････・･････････････

103,963円借金の返済などに（公債費）･･････････････････････

79,440円学校教育・生涯学習などに（教育費）････････････

71,598円町づくりや財産管理などに（総務費）････････････

69,221円道路・河川の整備などに（土木費）･･････････････

69,070円医療の充実・ごみ処理などに（衛生費）･････････

53,386円産業の活性化などに（農林水産業費） ･････････････

32,591円その他（議会、労働、商工、災害復旧費など）･････････

27,712円消防、災害対策などに（消防費）･････････････････
※金額は、一般会計の予算額を平成25年3月31日現在の人口
24,749人で割ったものです。

町
民
一
人
当
り
に
す
る
と
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増減率比 較平 成２４年 度平 成２5年 度会　　  計  　　名

3.2％1,051万8千円5億7,242万9千円158億8,294万7千円163億一　　  般　　  会　  　計

6.4％1,276万1千円6億3,962万7千円96億5,238万8千円102億特 別 会 計 等

6.2％9,568万9千円1億4,294万6千円31億3,863万5千円33億国 民 健 康 保 険

0.4％   122万2千円   263万3千円3億   385万5千円3億後 期 高 齢 者 医 療

△ 19.9％1,974万9千円△1億     25万円6億8,050万1千円4億休 養 施 設 等

△ 5.7％1,617万5千円△8,162万8千円2億6,545万3千円2億三石地区簡易水道事業

4.8％6,431万1千円5,165万円13億1,596万1千円14億下 水 道 事 業

2.4％3,219万7千円1,724万5千円13億4,944万2千円13億介 護 サ ービ ス 事 業

1.5％   932万5千円2,575万2千円6億3,507万7千円6億水 道 事 業

22.1％4,594万1千円4億1,752万3千円20億6,346万4千円24億病 院 事 業

4.4％2,327万9千円11億1,205万6千円255億3,533万5千円266億合　　　　　  　計

各 会 計 当 初 予 算各 会 計 当 初 予 算 額額
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農業後継者対策事業・・・・・・・・・・204,737千円

農業後継者の育成を推進するため、農業体験や農村交流ツアーを実

施し、異性との出会いやきっかけ作りの場の確保を支援します。ま

た、新規就農希望者を対象に高齢化や担い手不足の農家での研修の

ほか、静内ハウス団地を整備するなど、将来的な就農へ結びつける

ための取り組みを支援します。

このまちに伝わる大地の恵みをいつまでも多くの人々に味わっても

らえるように、そして、その恵みを育む人々が夢を持って農業に関

われるように、町では農業の振興に力を入れています。

１０

産業振興と経済活性化の推産業振興と経済活性化の推進進産業振興と経済活性化の推進

農林水産・商工労働・観光ＰＲ・交流人口

農業の活性農業の活性化化
問合せ

三石庁舎 農政課
３３‐２１１１
［内線 １５８・１５９］

静内庁舎 農政課
４３‐２１１１
［内線 251・25３・25５］

農業振興助成事業・・・・・・・・・・・・6,575千円

農薬や化学肥料の使用を極力抑え、安全・安心で高品質な農作物を

安定的に生産するために必要な有機肥料や土壌改良材等の使用に対

して支援します。

良食味米「万馬券」「どんまい」

農村交流ツアー 新規就農研修生

産業振興と経済活性化の推進

1１

１

問合せ

三石庁舎 農政課
３３‐２１１１
［内線 １５８・１５９］

静内庁舎 農政課
４３‐２１１１
［内線 251・25３・25５］

鳥獣被害防止対策事業・・・・・・・・・・6,2１0千円

有害鳥獣による農林業被害防止のため、エゾシカの一斉駆除や有害

鳥獣侵入防止対策事業（電気牧柵事業）、狩猟免許の取得及び更新に

対し支援します。

電気牧柵 エゾシカ一斉駆除

和牛振興事業・・・・・・・・・・・・・・9,082千円

軽種馬産業は、地方競馬の廃止や市場における販売価格の低迷など

多くの課題に直面していますが、日高管内各町や関係団体等と連携・

協力し、ホッカイドウ競馬の支援を含め軽種馬振興を推進するため

に必要な活動等に対して支援します。

Ａｉｂａ祭 軽種馬

軽種馬振興事業・・・・・・・・・・・・・5,250千円

黒毛和牛の生産基盤

やブランド化をさら

に向上・安定化させ

るため、素牛導入や

優良繁殖牛の保留等

に対して支援しま

す。

黒毛和牛



１２

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■国営土地改良事業…6４,858千円　　■農業用施設管理経費…3,87７千円

問合せ

三石庁舎 農政課
３３‐２１１１
［内線 １５６・１５７］

静内庁舎 農政課
４３‐２１１１
［内線 25１・25３］

地域農業の今後を見据えた地場農産物の生産体制の整備を図ること

が緊急に求められています。このため、道営農業農村整備事業等に

より、農業生産基盤整備はもとより農村生活環境の整備を一体的か

つ総合的に促進します。

農家と農地、農業用施設との円滑な移動、市場に運搬するための農

道の整備は基幹的事業です。農業用交通網の整備を実施します。

■日高中部地区広域農道整備事業

　　◇事業実施内容～農道改良（本線暫定土工）、環境影響調査ほか

■豊畑３期地区戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業

　　◇事業実施内容～第３号支線排水路工事ほか

■田原地区戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業（H２５～３０）

　　◇事業実施内容～計画樹立費

農業生産基盤の整農業生産基盤の整備備

道営土地改良事業・・・・・・・・・・・182,５００千円

問合せ

三石庁舎 農政課
３３‐２１１１
［内線 １５４・１５５］

静内庁舎 農政課
４３‐２１１１
［内線 25６・25７］

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■和牛センター運営事業…１20,688千円　　■農業振興団体助成事業…1,600千円

■畜産振興団体助成事業…2,756千円　　■各種利子補給事業…４,７８０千円

災害等特別対策支援事業・・・・・・・・・3,２７３千円

暴風などによるハウス被害に対し、被害農家が被害棟数の範囲内で

ハウスを新設する場合の購入資材費1/4以内を支援します。

畜産施設管理運営事業・・・・・・・・・・31,079千円

農業振興のため、町内３

か所にある牧野、死亡獣

畜処理場、堆肥施設等の

運営を行います。

また、老朽化している死

亡獣畜処理場焼却炉の第

一次燃焼室の大規模修繕

を行います。

牧野入牧

１３

産業振興と経済活性化の推進１

『知っていますか？森林のはたらき』森林は木材生産のほか、良質な

水資源の安定供給、山地災害の未然防止、酸素の供給など私たちの

暮らしに欠かすことのできない重要な役割を担っており、地域林業

の振興と活性化を目指しています。

２１世紀の北の森づくりのため２１世紀の北の森づくりのためにに
問合せ

三石庁舎 水産林務課
３３‐２１１１
［内線 １３４・１３５］

静内庁舎 水産林務課
４３‐２１１１
［内線 25２・25４］林内路網整備事業・・・・・・・・・・・・14,5００千円

■林業専用道炭山沢１号支線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４～Ｈ２５　Ｌ＝85０ｍ

■林業専用道泉地区２号支線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４～Ｈ２５　Ｌ＝４００ｍ

幹線林道改良事業・・・・・・・・・・・・11,3００千円

■幹線林道福美線改良事業　事業期間＝Ｈ２２～Ｈ２７

　Ｌ＝１30ｍ　Ｗ＝５.０ｍ　切土法面改良２か所

未来につなぐ森づくり推進事業・・・・・・６,７１４千円

民有林の新植に対して助成します（Ａ＝４０ha）。

有害鳥獣駆除経費・・・・・・・・・・・・84,942千円

エゾシカやアライグマなどからの農業被害や、生活環境被害を防止

するため有害鳥獣駆除活動を奨励し、駆除したものを処理するため

の施設を整備します。

森は海の恋人運動

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■森林環境保全整備事業…１1,１00千円　　■利用間伐モデル事業…14,398千円

■森林整備加速化・林業再生事業…６,774千円　　



１４

漁港整備等の水産基盤を整備するとともに、栽培漁業や資源管理を

促進し、水産資源の回復や持続性を高めることにより、水産業の振

興に努めます。また、安全・安心な食品を提供するため、産地での

衛生管理体制の強化を図ります。

水産基盤の整備拡水産基盤の整備拡充充
問合せ

三石庁舎 水産林務課
３３‐２１１１
［内線 １３１・１３２］

静内庁舎 水産林務課
４３‐２１１１
［内線 25２・25４］対空射撃場周辺漁業用施設設置事業・・・・２４,２７８千円

三石地区の製氷・貯水施設整備事業を行います（H25実施設計、H26

施設建設）

静内地区では、タコ増殖施設（素焼き土管２,０００基）を整備します。

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■水産振興団体助成事業…11,963千円　　■各種利子補給事業…2,927千円

沿岸漁業資源増大促進事業・・・・・・・・１６,０５３千円

エゾバフンウニ種苗やホッキ稚貝を放流し、水産資源の回復を促進し

ます。また、資源の維持・増大のため、ハタハタ・クロソイ・マガレ

イ・エゾボラなどの種苗生産や中間育成、放流技術確立に向けての技

術指導を行うとともに、フノリ礁設置のための費用に補助します。

マガレイ放流 ハタハタ人工授精

三石地域マリンビジョン協議会推進事業・・・２44千円

三石地域マリンビジョン計画（平成１８年１１月モデル地域認定）に基

づき、「地産地消」「後継者対策」及び「衛生管理対策」の推進を柱

とし、地場産の水産物を使った料理講座やひだか漁協三石青年部が

実施している小中学生を対象とした「出前講座」の支援を行います。

三石小学校出前授業

１５

産業振興と経済活性化の推進１

問合せ

静内庁舎 商工労働観光課
４３‐２１１１
［内線 2９２・2９３］

低迷する景気と地域経済活動の活性化のため、経営基盤の強化と商

業環境の整備を推進します。

商工業の振商工業の振興興

商工業振興助成事業・・・・・・・・・・・２3,113千円

新ひだか町商工会の運営費（人件費等）、事業費および商工会青年部・

女性部の活動に補助します。

健康づくり商品券事業・・・・・・・・・・20,４85千円

助成対象となる任意予防接種等を受けた住民に対し、その費用の一

部を商品券で還元します。

地域中小商業活性化商店街活動事業・・・・・６８０千円

静内地区商店街が結束し、まちづくりの研究・販売促進事業・イベ

ントを展開し、魅力ある商店街形成の取り組みに補助します。

勤労者福祉の充勤労者福祉の充実実
労働者の職業能力開発や技術力の向上と健康、福祉の増進及び雇用

の確保を図ります。

重点分野雇用創造事業・・・・・・・・・・8,711千円

町有林現況調査、所蔵資料の整備及び利活用並びに公開業務を委託

し、雇用の創出や人材育成を推進します。

新規高卒者雇用促進事業・・・・・・・・・2,000千円

町内の新規高卒者を正規雇用した中小企業を対象に雇用に要する経

費の一部を助成します。

問合せ

静内庁舎 商工労働観光課
４３‐２１１１
［内線 2９２・2９３］

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■特別就労対策事業…５,０００千円　　■通年雇用促進支援事業…２92千円

■労働支援助成事業…8,665千円

消費者協会のことは

問合せ

静内庁舎 生活環境課
４３‐２１１１ 
［内線 １２７・１３６・１３７］

【短期運転資金】　　暫貸付額  　　 500万円以内 　 暫返　済 　１年以内

【長期運転資金】　　暫貸付額  　  1,000万円以内　 暫返　済 　７年以内

【設 備 資 金】　　暫貸付額  　  2,000万円以内　 暫返　済 　７年以内
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そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■商工施設管理運営事業…58,028千円　　■中小企業融資制度預託事業…70,000千円



１６

問合せ

静内庁舎 商工労働観光課
４３‐２１１１
［内線 2９４・2９５・2９６］

魅力ある観光地づくりを進めるため、観光資源の活用を図り、施設

整備、観光イベントの充実に取り組みます。

観光の推観光の推進進

ふるさとまつり実施事業・・・・・・・・・１9,829千円

新ひだか町三大まつり（しずない桜まつり、みついし痴忠山まつり、

夏まつり）を支援します。

四しずない桜まつり実施負担金　　　　　　　 10,６79千円

新ひだか町のシンボル「二十間道路桜並木」の開花時期

に合わせて、先人の偉業を町民をあげて回顧するととも

に、全国から訪れる観桜客を温

かく迎える事業を支援します。

また、第５０回の開催を記念し、

植樹及びポスターの作成、龍雲

閣周辺整備を実施します。

しずない桜まつり
（二十間道路桜並木）

四みついし蓬莱山まつり実施負担金　　　　　　 5,５００千円 みついし痴忠山まつり
（痴忠山公園）

雄痴忠山と雌痴忠山を渡す全長１３０ｍにも及ぶ「日本一

のしめ縄」を背景に、歌謡ショーやよさこいソーラン踊

りなど多彩なイベントが行われ

るほか、みついし和牛などの特

産品も堪能できます。都市との

交流を図りながら、いきいきし

たまちづくりに貢献する事業を

支援します。

四新ひだか夏まつり実施負担金　　　　　　   　 ３,65０千円

阿波踊り

町民の融和と一体により「阿波踊り」

「和太鼓フェスティバル」「花火大会」

など町民こぞって楽しみあえるイベ

ントを支援します。

花火大会

観光振興団体助成事業・・・・・・・・・・１0,697千円

町の観光振興をより一層促進させるため、新ひだか観光協会の運営

費（人件費、さくら大使経費等）や事業費（外国人観光客誘致事業

等）のほか、ウインターデ・ライトの実施等に対して補助します。

１７

産業振興と経済活性化の推進１

問合せ

わがまちＰＲ戦略室
４３‐２１１１
［内線 2８１・2８２・2８３］

わがまちの魅力である「涼夏少雪の郷」を核に、広く全国に向けた

ＰＲ活動を展開するとともに、新たな観光資源の発掘や特産品の開

発等を推進することにより、当町への交流人口の増加と地域経済活

性化の促進を図ります。

ＰＲ・交流人口の拡ＰＲ・交流人口の拡大大

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■観光施設管理運営事業…73,944千円

特産品開発推進事業・・・・・・・・・・・1,００８千円

地域ブランドづくりに関する夢や構想の実現に向け、新ひだか町の

優れた資源を活用した地域特産品の開発や販路開拓への取り組みを

支援します。

四補助金額：補助対象経費の１／２以内

　　　　　　（上限５０万円、下限１０万円）

観光推進事業・・・・・・・・・・・・・・２,２２５千円

北海道日本ハムファイターズ主催試合に町特産品を提供するほか、

ＪＲ北海道が運行する車両「スーパーカムイ」へ広告を掲載するな

ど、まちのＰＲ事業を展開します。

滞在・移住促進事業・・・・・・・・・・・３,６３６千円

町外の方に一定期間、当町に滞在いただき、実際の暮らしの中で、

まちの魅力を存分に堪能していただくために用意した６戸の

「ちょっと暮らし体験住宅」を活用し、滞在・移住の促進を図りま

す。

交流人口増加対策事業・・・・・・・・・・・５４１千円

ＪＲヘルシーウォーキングの開催支援やフットパスの推進など、町

外から多くの参加者を誘致することで、交流人口の拡大を図ります。

観光振興事業・・・・・・・・・・・・・・8,448千円

観光振興の推進のため、三大まつりスタンプラリーや、イメージアッ

プフォト事業を実施します。また、地域おこし協力隊による観光振

興の強化を図ります。

新観光資源発掘事業・・・・・・・・・・・・800千円

第２回新ひだか町観光フォトコンテストの開催（応募期間：４月～

１２月）など、新たな観光資源を発掘するための事業を推進します。



子どもたち一人一人が「生きる力」を育み、社会で自立していくた

めの基礎的な力を身に付けることができるよう、幼児教育を含めた

学校教育の充実に取り組みます。

就学援助事業・・・・・・・・・・・・・・２6,6００千円

経済的理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に

対して、必要な援助を行います。援助の種類は、学用品費・学校給

食費・医療費等があります。

１８

学校教育・社会教育・文化・スポーツ

教育・文化・スポーツ施策教育・文化・スポーツ施策のの推進推進教育・文化・スポーツ施策の推進

学校教育の推学校教育の推進進

私立幼稚園支援事業・・・・・・・・・・・１９,５６８千円

私立幼稚園の運営費や就園奨励費を補助しています。

教育指導事業・・・・・・・・・・・・・・１5,646千円

発達障がい等の理由により、教育的支援が必要な児童・生徒に対し

て、学校生活上の支援や学習活動を補助するため、特別支援教育支

援員を配置しています。

問合せ

教育委員会 管理課
（町公民館内）
４９‐００８８

授業風景(ALT)

英語指導助手設置事業・・・・・・・・・・９,０89千円

外国語教育の充実を

図るとともに、外国語

を通じて言葉や文化

の理解を深めるため、

英語指導助手を配置

しています。

奨学金事業・・・・・・・・・・・・・・・５,２３３千円

優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由により修学が困難な方に対

して、奨学金を給付又は貸し付けしています。

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■学校管理事業…191,348千円　　■教育用備品等整備事業…18,946千円

■学校給食センター運営事業…199,825千円

１９

町民一人一人がふるさとの誇りと夢を持ちながら、自主的な生涯学

習や社会活動ができるよう、情報の提供・学習相談に努め、指導者

の養成など地域の教育機能の充実を図り、生涯学習による豊かなま

ちづくりに取り組みます。

生涯学習の推生涯学習の推進進

教育・文化・スポーツ施策の推進２

社会教育事業・・・・・・・・・・・・・・１２,０９３千円

町民が自主的な学習活動をできるよう、時代に対応した生涯学習と

社会活動への参加促進に取り組むとともに、少年期から高齢者まで

の文化活動と世代間交流を促進し、地域文化の継承に努めます。

四生涯学習推進事業（成年友結学級・生涯学習実践奨励など）

四少年教育事業（こども文化教室・わんぱくチャレンジスクールなど）

四家庭教育事業（家庭教育学級）

四高齢者教育事業（ことぶき大学）

四成人式運営事業（式典の開催、記念品）

四放課後子どもの生活支援事業（桜丘小）
家庭教育学級

わんぱくチャレンジスクール

公民館事業・・・・・・・・・・・・・・・・６２１千円

文化の香り高い心豊かな地域づくりに向け、町民・幼児・児童・生

徒芸術鑑賞会や芸術鑑賞バスツアーなど、優れた芸術文化の鑑賞機

会の拡充に努めます。

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■公民館施設運営事業…30,84６千円

 ＨＰアドレス  http://www1.ocn.ne.jp/~sibchari/index.htm 

貴重な文化財及び伝統文化の保存活用に努め、郷土の歴史や文化の

情報を提供するとともに、学習機会の充実を図ります。

文化の充文化の充実実

文化財保護事業・・・・・・・・・・・・・23,087千円

貴重な文化財の保存に努めるとともに、「郷土館おやこ塾」や、収集

した郷土資料等による「特別展」を開催し、地域文化の情報提供に

努め、学習機会の充実を図ります。また、５ヶ所の史跡測量及び図

化業務を実施します。

ことぶき大学

問合せ

教育委員会 社会教育課
（静内郷土館）
４２‐０３９４

アイヌ民俗資料館

芸術文化事業・・・・・・・・・・・・・・３,８８２千円

町民の生涯学習の拠点である公民館や福祉センター等の社会教育施

設が主管し、学級・講座などの学習と学習成果を発表する機会を提

供します。

問合せ

教育委員会 社会教育課
（町公民館）
４２‐００７５
（町福祉センター）
３３-２１１１



２０

図書事業・・・・・・・・・・・・・・・５８５,４１７千円

図書館は、赤ちゃんから高齢者まで、あらゆる年代が潤いのある豊

かな暮らしをおくるために利用する地域社会に欠かせない施設で

す。住民の「知りたい」「学びたい」という要求にこたえる生涯学習

の拠点として、資料・情報の収集と提供に努めます。

また、平成１５年の被災後、狭いスペースでの仮運営を続けています

が、今年度新しい図書館建設に着工し、誰もが利用しやすい施設と

なるよう、環境づくりを積極的に推進します。

問合せ

静内図書館
４２‐４２１２

三石図書館
３３‐２０５１

四図書館サービス～館内閲覧、館外貸出、読書相談、複写サー
　ビス、インターネット検索　など

四読書活動推進事業～講演会、企画展示、古本市

四児童の読書活動推進事業～講演会、子供サークル　など

四児童奉仕事業～季節のお話会、映画上映会

四読み聞かせ

四ブックスタート事業～絵本、アドバイス集などの配布

四図書購入

四図書館・郷土館建設事業～収納可能冊数約１２万冊、開架フ
　ロア、ブラウジングコーナー（雑誌・新聞）、おはなしの
　へや（絵本）、対面朗読室、学習・閲覧室　など

イオル推進事業・・・・・・・・・・・・・１１,５４８千円

静内民族文化保存会の運営やアイヌ語等文化伝承活動に要する経費

の一部を補助することにより、アイヌ文化の保存・伝承を支援しま

す。

また、国のイオル事業の委託をうけ、伝統的食材などを栽培するた

めの耕作地を造成・整備します。

問合せ

静内庁舎 福祉課
４３‐２１１１
［内線 １１７］

イチャルパ アイヌ文化普及啓発

ブックスタート図書館フェスティバル

２１

教育・文化・スポーツ施策の推進２

スポーツの振スポーツの振興興

保健体育事業・・・・・・・・・・・・・・６１,５８７千円

四スポーツ大会開催事業（町民水泳大会８/２８、混合バレーボール大

　会１１/１７、町民スケート大会２/１、ソフトバレーフェスタ２/１６)

四スポーツ教室開催事業（少年・少女わんぱく教室、各種水泳教室、

　少年・少女スケート教室、健康づくり教室、町民ハイキングなど）

四体育団体活動助成事業（シベチャリマラソン・二十間道路ハーフ

　マラソン大会９/８、シベチャリ駅伝大会１０/１３　など）

生涯スポーツとしてのスポーツ振興事業は、地域住民の日常生活が

より健やかで豊かに過ごせるよう、意識の啓発や参加機会の拡充を

図ります。

また、スポーツ施設の機能が最大限生かされるよう、整備・充実に

努めるとともに、関連機関や団体・指導者等との連携を強化し、町

民の健康や体力増進を図り「生涯スポーツの振興」を推進します。

問合せ

教育委員会 体育振興課
（町静内体育館）
４２‐００４８

体育施設運営事業・・・・・・・・・・・４０３,７３５千円

四静内体育館管理経費（静内・山手体育館）

四三石スポーツセンター管理経費（耐震化改修事業Ｈ２３～２５）

四温水プール管理経費（開設期間：４／１５～１２／１５）

四静内川右岸左岸体育施設管理経費

四体育施設管理経費

四乗馬施設管理経費（ライディングヒルズ静内指定管理H２４～２６）

四その他体育施設管理経費（延出体育館、豊畑体育館、武道館、弓

　道場　など）

ソフトバレーフェスタ シベチャリ駅伝 二十間道路ハーフマラソン大会 スケート教室

少年少女わんぱく教室

水泳教室

静内川右岸テニスコート静内川右岸パークゴルフ場



２２

町民の健康維持増進を図るため、自らの意志で生活習慣病予防や健

康意識を高めるよう、心身両面での健康づくりを支援し、病気の予

防・悪化の防止に取り組みます。

保健・医療・福祉施策の推保健・医療・福祉施策の推進進保健・医療・福祉施策の推進

保健・医療・介護・福祉の拡充

保健事保健事業業
問合せ

静内保健福祉センター
４２‐１２８７

三石保健センター
３３‐２２３３

医療技術者等資金貸付事業・・・・・・・・７,２００千円

将来、町内の医療機関等に勤務しようとする医学生、医療職養成所

学生や、国外の医療機関において研究研修する医師に対し、資金を

貸与することで、町内医療機関の医師やその他の医療職の確保及び

充実を図ります。

予防接種事業・・・・・・・・・・・・・・３９,５７７千円

各種予防接種は、集団接種と個別接種の方法で実施します。

　集団接種　乳幼児のBＣＧ
　　　　　　閣静内保健福祉センターで実施します。

　個別接種　乳幼児の２・３・４種混合、ポリオ、BCG（三石地区）、

　　　　　　麻しん、風しん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチ

　　　　　　ンと小学６年～中学生の子宮頸がん予防ワクチン、
　　　　　　６５歳以上のインフルエンザ
　　　　　　閣町内の各医療機関で実施します。

保健推進事業・・・・・・・・・・・・・・４５,７２６千円

乳幼児健診や各種住民検診、妊婦一般健診を実施し、健康づくりを

支援します。また、妊婦が町外の産婦人科へ通院するための交通費

や特定不妊治療に対する治療費を助成します。

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■保健活動施設運営事業…２０,２１５千円　　■国民健康保険特別会計操出金…２１８,２９５千円

■後期高齢者医療事業…３９４,９０１千円

予防接種の様子

乳幼児健診の様子

《住民検診助成》

年１回（一部２年おき

等）の検診費用を助成

しています。

集団検診のほか、町内

外医療機関でも検診を

受けられるように助成

券を発行しています。
・胃がん検診
・肺がん検診
・大腸がん検診
・肝炎ウイルス検診
・エキノコックス症検診
・乳がん検診
・子宮頸がん検診

助成券の発行をご希望

の方は、お問い合わせ

下さい。

２３

保健・医療・福祉施策の推進３

問合せ

町立静内病院
４２‐０１８１

町立三石国保病院
３３‐２２３１

町立静内病院及び町立三石国保病院は医療機関として、町民の健康

を守り、質・量ともに増大・多様化する医療需要に応じた医療サー

ビスの提供に努めています。

来院者が利用しやすい施設づくりとカルテ情報の一部電子化を図

り、大学病院等の他の医療機関との連携を図りながら、地域医療の

充実に努めています。

また、毎月第１・第３木曜日（月によって変更する場合あり）の午

後から、町立静内病院と三石国保病院間で、循環器内科と小児科の

相互診療を行い、診療科目の充実を図ります。

医療の充医療の充実実

病院事業会計負担金・・・・・・・・・・４４１,９３８千円

■診療科目及び受付時間

■町立静内病院

受 付 時 間　 診　 療　 日　診 療 科 目

【午前受付】
  ８：00～11：30
【午後受付】
13：０0～15：00
ただし、内科と外科、
循環器科について
は、１６：００までの受
付です。

毎週月～金曜日内 科

毎週月～金曜日（火・木曜日は午前のみ）循 環 器 科

毎週月～金曜日（火曜日は午前のみ）外 科

毎週月・水・金曜日、第１・第３木曜日の午後小 児 科

第２・第４木曜日皮 膚 科

 http://www.sougoucare.ecnet.jp/  ＨＰアドレス 

■町立三石国保病院

受 付 時 間　 診　 療　 日　診 療 科 目

【午前受付】
  ８：３0～11：30
【午後受付】
1４：３0～1６：00

ただし、循環器内科
は、１３：３０～１６：００
までの受付です。

毎週月～金曜日内 科

第１・第３木曜日の午後循環器内科

毎週月～金曜日（火曜日は午前のみ）外 科

毎週月～金曜日（第１･３木曜日は午前のみ）小 児 科

 http://www.mitsuishibyoin.com/  ＨＰアドレス 

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■時間外診療対策事業…２２,３５０千円　　■浦河赤十字病院運営等助成事業…２０,５９３千円

骨塩測定機

人工呼吸器

各種健康診断・予防接

種を実施しています。

▼健康診断（予約制）
　猿進学・就職用健診
　猿事業所健診
　猿日帰り人間ドック
　　(総合健診、生活習
　　慣病予防健診）

▼予防接種（予約制）
　静内病院
　猿１５歳以下…月・水・
　　金曜日の13：10
　　（小児科）
　猿１６歳以上…月～木
　　曜日の15：00
　　（内　科）
　三石国保
　猿全年齢…月・火曜
　　日の13：00
　　（内科・小児科）

▼骨塩定量検査
　（骨粗しょう症検査）

▼乳がん検査（静内のみ）
　（Ｘ線による検査も実施）



２４

介護保険の円滑な運営とその推進に努めます。

介護保険の事務は、日高中部広域連合（新ひだか町・新冠町の２町

で構成）で行っています。

事務局は新ひだか町静内保健福祉センター内にあります。

介護サービスの充介護サービスの充実実

問合せ

日高中部広域連合
４２‐５１０３

介護サービス事業特別会計繰出金・・・・３９２,８００千円

■特別養護老人ホーム「静寿園・蓬莱荘」運営経費
　　日常生活に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な方が入所し、必要な
　介護サービスが受けられる施設です。短期入所生活介護事業（ショートステイ・
　予防介護可）及び身体障がい者短期入所事業（静寿園のみ）では、利用者のケ
　アプランに基づいた介護サービスを提供します。
　　　◇静寿園：定員１２０名　ショートステイ１２床
　　　◇痴忠荘：定員　５０名　ショートステイ１０床

■介護老人保健施設「まきば」運営経費
　　疾病・負傷等により介護を要する状態にある要介護者の認定を受けている方、
　　また、これに準ずる状態にある方に対し、必要な医療を行うとともに、日常
　生活上のお世話を行い在宅生活への支援をする施設です。採光を十分考慮し広
　くゆったりとした療養室で、家庭的な雰囲気の中での生活が可能となっていま
　す。また、併設している町立静内病院との連携を図りながら、自立した日常生
　活ができるよう保健医療の向上に努めています。
　　　入所：定員５０名（短期入所は空きベットを利用）　通所：定員１０名

■訪問介護サービス事業（在宅要介護者等への訪問介護）
　　ホームヘルパーが自宅を訪問し、家事や身体介護の支援を行います。

■通所介護サービス事業
　　デイサービスセンターで介護職員が、入浴、食事、レクリエーションなどの
　　サービスを提供します。
　　　◇みついしデイサービスセンター運営経費
　　　◇しずないデイサービスセンター「あざみ・なごみ」指定管理委託料

■居宅介護サービス事業
　　介護支援専門員が要介護認定を受けた方のケアプランを作成します。

日高中部広域連合負担金・・・・・・・・２７４,３０５千円

問合せ

特別養護老人ホーム
「静寿園」
４２‐３０１８

特別養護老人ホーム
「痴忠荘」
３３‐２２１４

問合せ

介護老人保健施設

「まきば」
４３‐１１００

問合せ

デイサービスセンターみついし
３３‐２８８１

デイサービスセンターなごみ
４３‐２８１１

デイサービスセンターあざみ
４４‐２０２１

問合せ

しずない居宅介護支援事業所
４３‐１１１１

みついし居宅介護支援事業所
３３‐２９１１

在宅の寝たきりや外出困難な方などが、町内の医療機関に通院、入
退院する場合やリハビリ訓練を受けるときなどに移送を行います。
また、独居及び高齢者夫婦世帯に対して、２４時間体制で緊急時の対
応がとれるように緊急通報装置の貸与事業を行います。さらに、虐
待等により保護が必要な高齢者を一時的に保護する支援体制を整備
します。
少子高齢化を支える人材を育成するため、福祉関係資格を取得され
た方に、その費用の一部を助成します。

介護予防・地域支え合い事業・・・・・・・３３,５３９千円

地域包括支援センター運営事業・・・・・・１２,３９８千円

地域包括支援センターでは、介護保険制度に関することや介護保険

の該当にならない方、介護をしている家族の方に、介護方法の指導

や援助、悩みや心配ごとなどの相談を受け付けており、関係する機

関と連絡調整を図りながら医療・保健・福祉サービスを総合的に受

けられるよう、主任ケアマネージャー・社会福祉士・保健師等が対

応しています。

問合せ

地域包括支援センターしずない
４３‐１１１１

地域包括支援センターみついし
３３‐２９１１

保健・医療・福祉施策の推進３

２５

健康教室

地域支援事業・・・・・・・・・・・・・・１９,５３８千円

要介護状態にならないための対策として、脳卒中等の予防や転倒予

防など、健康教育や健康相談を積極的に実施します。また、在宅の

１人暮らしの高齢者等で食事の確保が困難な方を対象に、希望に応

じて夕食を配達します（１食５００円の自己負担があります）。

「いきいき　すこやか　誰もが主役になれるまち」を将来像とする町

づくりを目指し、福祉サービスの充実を図ります。

福祉事福祉事業業

問合せ

静内庁舎 福祉課
４３‐２１１１ 
［内線 １５２・１５３・１５４］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線 １１５・１１６・１１９］

生きがいセンターかわかみ建設事業・・・１２３,１８０千円

老朽化が著しい川上生活館について、地域住民を主体とする各種コ

ミュニティ活動の拠点「（仮称）生きがいセンターかわかみ」とし

て、改築を進めます。

障がい福祉サービス費給付事業・・・・・７８０,２５３千円

身体・知的・精神に障がいを持った方々の自立支援のための各種の

給付をします。

重度心身障がい者日中活動支援事業・・・・・７８８千円

重度の心身障がいを持った方々を対象としたデイサービスセンター

の運営を支援します。

障がい者地域生活支援事業・・・・・・・・３４,３９１千円

身体・知的・精神に障がいを持った方々の地域生活支援のための各

種サービス扶助を補助します。

問合せ

静内庁舎 福祉課
４３‐２１１１ 
［内線 １１７・１１８・１１９］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線 １１５・１１６・１１９］

医療給付事業・・・・・・・・・・・・・１５９,９１１千円

重度心身障がい者、ひとり親家庭等及び乳幼児への医療費の助成を

行います。

社会福祉協議会運営助成事業・・・・・・・４８,６５３千円

町の社会福祉を充実させるため、新ひだか町社会福祉協議会の運営

費（人件費など）や事業費（小地域ネットワーク事業、ノーマライ

ゼーション推進事業など）に対して助成します。

アイヌ福祉事業・・・・・・・・・・・・・１４,１２１千円

北海道アイヌ協会新ひだか支部、三石支部の運営費などに対して補

助します。

老人福祉事業・・・・・・・・・・・・・・２２,０６８千円

町の礎を築かれた高齢者の方々に対し、感謝の気持ちを込め、健康

で長生きを願い右のような事業を行います。

煙老人クラブ運営費補助
煙高齢者等福祉バス運行
煙高齢者等福祉列車助成
煙高齢者等入浴料助成
煙敬老事業



２６

問合せ

静内庁舎 福祉課
４３‐２１１１ 
［内線 １１２・１１３・１１４］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線 １１５・１１６］

児童手当支給事業・・・・・・・・・・・３５４,８３０千円

次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校卒業

までの児童を養育している家庭に支給されます。

煙３歳未満・・・・・・・１５,０００円（一律）
煙３歳以上～小学生・・・１０,０００円（第３子以降１５,０００円）
煙中学生・・・・・・・・１０,０００円（一律）
煙特例給付（所得制限）・・ ５,０００円（一律）

公立・私立保育所の運営・・・・・・・・４７４,３３３千円

仕事などにより保育ができない保護者に代わって、乳幼児の保育を

行い、子どもの成長を助けます。

また、各種保育サービスにより子育てを支援します。

四公立保育所の管理運営　　　　１１４,５１５千円

四子育て支援センターの運営　　  １６,２２１千円

四私立認定保育所への運営委託　  ６９,５２６千円

四私立保育所への運営委託　　　２６５,８０３千円

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■社会福祉等施設管理運営事業…９８,５２８千円　■休養施設等特別会計繰出金…１８,５４２千円

■児童養育相談センター運営事業…４２,０２３千円

児童館の運営・・・・・・・・・・・・・・２３,９６４千円

児童の健全な育成と指導を図るため、町内４か所に児童館を設置し

ています（青柳・山手・こうせい・みなと児童館）。

静内保育所　東静内保育所公　　立

マーガレット保育園私立認定

静内ベビーホーム

青葉保育園　延出保育所

本桐保育所　歌笛保育園

私　　立

保育所・保育園

問合せ

静内保育所
４２‐１４６７

東静内保育所
４４‐２９００

マーガレット保育園
４２‐０７３７ 

静内ベビーホーム
４２‐３１７５

青葉保育園
３３‐２１３３

延出保育所
３３‐２８３８

本桐保育所
３４‐２２２３

歌笛保育園
３５‐３３３４

子ども・子育て支援事業・・・・・・・・・・６０８千円

子ども・子育て関連３法の成立により「幼児期の学校教育・保育・

地域の子ども・子育て支援」を総合的に推進するためのニーズ調査

の実施と、子ども・子育て支援事業計画の検討を実施します。

斬電源立地地域対策交付金３２,５６５千円を、公立保育所の管理運営事

　業にあてています。

２７

生活環境施策の推進

交通・環境・衛生・建設・防災の充実

生活環境施策の推進４

交通・生活安交通・生活安全全
交通安全推進事業・・・・・・・・・・・・１０,４９９千円

交通安全指導及び各種の交通安全啓発活動を展開している新ひだか

町交通安全推進協議会に対して、補助金を交付します。

皆さんが、もし交通事故により災害を受けた場合、生活安定のため

救済する「日高地区交通災害共済」があります。

加入申し込みは、毎年自治会へ取

りまとめをお願いしていますが、

個人での申し込みもできます。

問合せ

静内庁舎 生活環境課
４３‐２１１１ 
［内線 １２７・１３６・１３７］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線１１７・１１８・１２０］

生活安全推進事業・・・・・・・・・・・・・８７４千円

暴力と犯罪のない明るい地域社会づくりを目指す各運動協議会に対

し補助します。

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１ 
［内線 ２２５・２２６・２２８］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線１１５・１１６］

生活路線維持事業・・・・・・・・・・・・２３,７５２千円

静内地区循環バスや路線バス（道南バス）の運行に要する経費の一

部を補助することにより、生活に必要なバス路線の維持に努めます。

また、三石地区コミュニティバスの本運行を実施します。

生活路生活路線線

循環バス コミュニティバス



２８

生活環境の充生活環境の充実実
環境への負担の少ない循環社会の形成を目指すため、ごみの分別に

よるごみの減量化と再資源化を図ります。また、町民と行政との

「協働」による環境美化活動を広く浸透させ、美しい風景が広がる町

並みづくりに努めるほか、日高中部環境センター「うまっくりん」

のごみ処理に伴うダイオキシン類の発生量を抑制し、良好な環境保

全に努めます。

花いっぱい運動のことは

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１ 
［内線 ２２５・２２６・２２８］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１ 
［内線 ２２５・２２６・２２８］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

コミュニティ活動推進事業・・・・・・・・１０,５５２千円

子どもから高齢者まで、誰もが安全で、

安心して暮らせる地域社会を形成する

ため、自治会活動に必要な経費の一部

を補助するなど、地域におけるコミュ

ニティ活動を支援します。

自治会長会議

公共施設等清掃活動のことは

問合せ

静内庁舎 生活環境課
４３‐２１１１ 
［内線 １２８］

ふれあいの森のことは

問合せ

静内庁舎 商工労働観光課
４３‐２１１１ 
［内線 ２９４・２９５・２９６］

駅前モニュメント花壇のことは

問合せ

教育委員会 社会教育課
（町公民館）
４２‐００７５

花木管理・桜植栽
・緑地公園のことは

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１ 
［内線 ２６１・２６６］

絵になる魅せるまちづくり事業・・・・・・５,６３１千円

豊かな自然環境や美しい景観を次の世代に引き継がなければなりま

せん。町には、二十間道路桜並木をはじめ古川公園隣接広場、静内

川両岸緑地など「絵になる風景」というすばらしい財産が多くあり

ます。それをさらに魅力ある財産として守り育て、町の「アピール

ポイント」として広くＰＲするため、次の事業を行います。

煙花いっぱい運動事業

煙公共施設等清掃活動支援事業（ボランティア活動の支援１２団体）

煙ふれあいの森整備事業補助金（円昌寺・歌笛神社周辺環境整備）

煙桜等花木管理経費

煙桜植栽指導経費（講師：浅利政俊氏）

煙静内川両岸緑地公園桜植栽事業（関山桜４０本）

煙静内駅前モニュメント花壇整備事業交付金

花いっぱい運動 花壇整備

２９

生活環境施策の推進４

そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの事事事事事事事事事事その他の事業業業業業業業業業業業

■テレビ共聴施設整備事業…１３７,７２２千円　■浄化槽設置整備事業…５,３５９千円

■日高中部衛生施設組合負担金…６９５,６９５千円

静内葬苑管理経費・・・・・・・・・・・・４９,２３７千円

静内葬苑火葬炉の改修（年次計画）や、静内霊園墓苑の造成事業

（８６区画）を実施します。また、管理運営方法を「直営」から「委

託」へ変更します（三石葬祭場管理含む）。

問合せ

静内庁舎 生活環境課
４３‐２１１１ 
［内線 １２８・１２９］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線１１７・１１８］

一般廃棄物収集運搬事業・・・・・・・・１０７,０５２千円

町指定袋によるごみの分別収集により、ごみの減量化を目指します。

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１ 
［内線 ２２５・２２６・２２８］

燃やせるごみ用袋(45渥・30渥・２０渥 黄色の半透明 )、燃やせな

いごみ用袋(30渥 青色の半透明 )、空缶用袋(30渥 透明 )、ビン・

ペットボトル用袋(45渥 赤色の半透明 )、トレイ用袋(30渥緑色の

半透明 )、粗大ごみ（シール 赤色 ）

　  町指定ごみ袋の作成

　  ゴミステーション分別看板の作成（１００枚）

　  一般廃棄物収集運搬委託事業

資源ごみ収集運搬事業・・・・・・・・・・１５,８０６千円

資源ごみの分別収集により、リサイクルを推進します。

リサイクル活動事業・・・・・・・・・・・３,１００千円

リサイクル活動に取り組む団体に対して奨励金を交付し、ごみの減

量化及び資源の有効利用を促進します。

　酸古紙類～２.７円/茜

　酸アルミ類～９円/茜

　酸ビン類～２.７円/本

　酸その他金属～２.７円/茜

平成２４年度

リサイクル活動状況
登録団体　団体 １２３

７６５，１９０茜紙 類

３５，６００茜アルミ類

１２，９２７本ビ ン 類

３４，９０９茜その他金属

不法投棄は不法投棄は、、5年以下5年以下

の懲役、または、1,00の懲役、または、1,0000

万円以下の罰金が万円以下の罰金が課課

せられますせられます。。

不法投棄不法投棄はは

やめましょうやめましょう！！
うまっくりん

ごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみのののののののののののののの分分分分分分分分分分分分分分ごみの分別別別別別別別別別別別別別別別

「ごみの分別パンフ

レット」に基づき分別

をお願いします。



３０

道路の整道路の整備備
日常生活や産業活動の基盤である道路網の整備については、都市計

画街路の整備を進めるとともに、生活道路である町道についても、

未改良・未舗装道路の計画的な整備に努めます。

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１ 
［内線 ２６７・２６８］

三石庁舎 建設課
３３‐２１１１
［内線２０９・２１０］

本町本桐線

■地方道路整備交付金事業

　　◇本町本桐線改良舗装事業　延長＝３００m　幅員＝５.５ｍ

　　◇咲梅山岸線改良舗装事業　延長＝２００m　幅員＝５.５ｍ

　　◇本町海岸線改良舗装事業（H２５～２８）　延長＝７８５m

■町道整備事業

　　◇青柳中央通線改良舗装事業　　 延長＝１２０m　  幅員＝５.５ｍ

　　◇柏台１条通線外改良舗装事業　 延長＝１５０m　  幅員＝４.５ｍ

　　◇静内温泉線改良舗装事業　　　 延長＝２４０m　  幅員＝５.５ｍ

　　◇御殿山線調査設計事業　　　　 延長＝200m

■舗装新設事業

　　◇高砂３丁目１６号線外舗装新設事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　 延長＝１７０m　幅員＝５.５ｍ

　　◇目名５号線調査設計事業　　　 延長＝７０m

■舗装改修事業

　　◇吉野通線外舗装改修事業　　　延長＝７３０m　幅員＝４.０ｍ

■日本中央競馬会環境整備事業

　　◇神森３０号線改良舗装事業　　　延長＝１６０m　幅員＝５.５ｍ

　　◇神森２７号線改良舗装事業　　　延長＝８０m     幅員＝５.５ｍ

　　◇神森２８号線改良舗装事業　　　延長＝９０m     幅員＝４.０ｍ

■橋梁整備事業

　　◇橋梁長寿命化実施設計事業　　2橋（開拓橋、美野和２３号橋）

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

道路整備事業・・・・・・・・・・・・・３４5,１８５千円

御殿山線

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

吉野通線

３１

生活環境施策の推進４

■町道区画線事業（延長＝20,968m）　■街路樹剪定事業

■除雪対策事業　■街路灯防犯灯管理事業

道路橋りょう維持事業・・・・・・・・・１４７,８０３千円

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１ 
［内線 ２６７・２６８］

三石庁舎 建設課
３３‐２１１１
［内線２０９・２１０］

街路の整街路の整備備

街路整備事業・・・・・・・・・・・・・・１７,０００千円

　　◇街路本町通調査設計事業　延長＝２８５m

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

河川の整河川の整備備

河川改良事業・・・・・・・・・・・・・・９,３５２千円

■河川改修事業

■河川管理事業

除雪作業

■都市公園～１６公園、一般公園～４６公園（公園数）

公園管理事業・・・・・・・・・・・・・・２１,１９３千円

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１ 
［内線 ２６７・２６８］

三石庁舎 建設課
３３‐２１１１
［内線２０９・２１０］

公園の整備・維持管公園の整備・維持管理理

公園整備事業・・・・・・・・・・・・・・６７,６００千円

　　◇山手公園整備事業

　　◇旧営林署苗畑跡地公園緑地基本計画策定事業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

山手公園整備計画図



上下水道料金のことは

3２

上水道の整上水道の整備備
「住民が安心して飲める、安全でおいしい水の安定供給」を第一に、地

域住民の日常生活に直結したサービス提供を行い、公衆衛生の向上・

生活環境の改善を目指すと同時に健全経営を維持するため、有収率

及び収納率の向上を図ります。

水道事業会計負担金・・・・・・・・・・・１３,２８０千円

　　◇配水施設維持管理経費

　　◇配水施設改良事業（老朽管の更新）

　　◇消火栓の更新　ほか

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

三石地区簡易水道事業特別会計繰出金・・・６０,７３６千円

　　◇簡易水道施設管理経費

　　◇第１簡易水道発電機更新

　　◇第２簡易水道老朽管更新：歌笛地区

　　◇第２簡易水道配水管布設：美野和地区

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

問合せ

静内庁舎 上下水道課
４３‐２１１１ 
［内線 １４４・１４５・１４7］

三石庁舎 上下水道課
３３‐２１１１
［内線２２１・２２２・２２３］

下水道の整下水道の整備備
生活排水やし尿を衛生的に収集するための汚水管渠を整備すること

により、公衆衛生の向上、生活環境の改善を図るとともに、雨水を

速やかに流し去る雨水管渠を整備することにより、浸水対策を行い

ます。

せせらぎ遊歩道

上下水道工事のことは

問合せ

静内庁舎 上下水道課
４３‐２１１１ 
［内線１４３・１４６］

三石庁舎 上下水道課
３３‐２１１１
［内線２２４・２２５・２２６］

平成２５年度においても、

現行料金で運営します。

【家庭用基本料金】

　　　　10逢/月　　

水道料金　　  1,６８0円

下水道使用料  1,６８0円

下水道事業特別会計繰出金・・・・・・・５４０,４６１千円

■水洗便所改造等助成事業

■静内終末処理場維持管理経費

■三石浄化センター維持管理経費

■公共下水道整備事業

　　◇下水処理施設長寿命化業務委託事業（静内終末処理場）

　　◇汚水幹線整備事業：柏通線

　　　　　　　　　　　　柏台１条通線

　　　　　　　　　　　　柏台中央通線

　　◇汚水枝線整備事業：神森２４号線

　　　　　　　　　　　　清水丘６号線・第１原条山線

　　◇雨水幹線整備事業：ときわ中央線

■特定環境保全公共下水道整備事業

　　◇管渠新設事業：三石３号歌笛地区

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

3３

生活環境施策の推進４

住宅の整住宅の整備備
住宅対策については、公営住宅の計画的な供給管理体制の構築指針

となる「公営住宅ストック総合活用計画」及び「公営住宅等長寿命

化計画」に基づき、居住水準の向上と快適な住環境の整備を図りま

す。

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１ 
［内線 ２６９・２７０・２７１］

三石庁舎 建設課
３３‐２１１１
［内線２０９・２１０］公営住宅建設事業・・・・・・・・・・・１２４,４４５千円

■静内柏台団地公営住宅建設事業（平成２２～３９年度：５９棟２８１戸）

　　◇公営住宅新築　　５棟２３戸

　　◇公営住宅解体　　９棟３６戸

　　◇用地購入　　　　 ５４４.５愛

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

公営住宅　静内柏台団地

公営住宅改良事業・・・・・・・・・・・１３９,５１７千円

　　◇三石歌笛Ｂ団地公営住宅解体事業　　　　　　　　１棟４戸

　　◇三石本桐Ｂ団地公営住宅解体事業　　　　　　　　１棟４戸

　　◇三石鳧舞Ｂ団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　１棟２戸

　　◇三石鳧舞団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　　２棟４戸

　　◇三石本桐Ｅ団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　３棟６戸

　　◇静内青柳団地公営住宅３号棟外壁防水改修事業　　１棟４０戸

　　◇静内清水丘団地公営住宅屋根葺替・外壁等塗装事業９棟３６戸

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

公営住宅管理事業・・・・・・・・・・・・７６,４５８千円

　　◇町営住宅1,5１０戸の維持管理経費

　　◇道営住宅７７戸の維持管理経費

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

住宅建築促進事業・・・・・・・・・・・・２２,０００千円

住宅建築の促進による生活環境の改善と地域経済の活性化を推進す

るため、町内の建設業者により実施した家屋の新築・リフォームに

対して補助します。

四新築：工事請負金額の５％（上限１００万円）

四リフォーム・増改築：工事請負金額が２００万円以上で、請

　　　　　　　　　　　負金額の１０％（上限５０万円）

問合せ

静内庁舎 建設課
４３‐２１１１
［内線 ２６４・２７０・2７１］

三石庁舎 建設課
３３‐２１１１
［内線 2０８・2０９・2１０］



3４

災害対災害対策策
東日本大震災を踏まえ、地域防災計画の見直しや、地域ごとの津波

避難計画の策定支援等を行い、町民の防災・減災意識の向上を図る

とともに、自主防災組織の育成、家庭・地域での防災教育の普及を

行い、命を守るための災害対策を推進します。

問合せ

静内庁舎 総務課
４３‐２１１１ 
［内線２45・２46］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］災害対策事業・・・・・・・・・・・・・・２１,０５５千円

■ＡＥＤ整備事業（平成２３～２７年度　２８台）

■自主防災組織資機材整備助成事業

■避難所用発電機整備事業（４台）

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

ＡＥＤ

防災訓練

行財政運営の推進５

行財政運営の推進

行財政運行財政運営営
行財政改革は常なる課題として、引き続き自主財源の確保と経常経

費の縮減に努め、事務事業の見直しや機動的な行政組織の構築など

に取り組みながら効率的で効果的な行政サービスの提供に努めると

ともに、中・長期的展望に立ち、安定した健全な財政基盤づくりに

努めます。

行政情報システム管理経費・・・・・・・１０８,２１４千円

自治体が固有システムを抱えていることで生じる経費を削減するた

め、インターネットを経由してサービス提供会社などのシステムに

接続し、行政情報データやプログラムソフトを効率的に運用します。

公債費繰上償還・・・・・・・・・・・・・１６,０５８千円

定期償還の終了を待たずに、繰上償還の可能なものから計画的な繰

上償還を実施します。

人件費の抑制

定員管理計画に基づき、人件費の抑制を図っています。

問合せ

静内庁舎 総務課
４３‐２１１１ 
［内線２１３・２１４］

日高中部消防組合負担金・・・・・・・・６６４,７８２千円

■本部・静内消防署・三石消防支署経費

■三石支署管轄：港町地区サイレン更新事業

■三石支署管轄：本桐地区消防ポンプ自動車更新（１台）

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

3５

緊急経済対策予算６

　「日本経済再生に向けた緊急経済対策」として編成された平成２４年

度国の補正予算に基づき、新ひだか町においても平成２４年度の補正

予算として計上し、平成２５年度で行う事業があります。

　補正予算の総額は、９億９,９１６万３千円で、緊急経済対策事業とし

て６億６,６４７万１千円、地域の元気臨時交付金事業として３億３,２６９万

２千円となっています。

　平成２５年度の投資的な予算と併せた15か月予算とすると総額は

３６億１,０２８万３千円となりました。

国の緊急経済対国の緊急経済対策策

緊急経済対策事業・・・・・・・・・・・６６６,４７１千円

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

■山手公園改築事業

　蒲旧静内文化センター・図書館解体工事　ほか

■公営住宅建設事業

　蒲公営住宅新築（柏台団地）　　　　３棟１６戸

　蒲公営住宅解体工事（柏台丘団地）　９棟３６戸　ほか

■山手小学校基礎構造補強事業

　蒲山手小学校基礎構造補強工事　ほか

問合せ

静内庁舎　総務課
４３‐２１１１

[内線 242]

地域の元気臨時交付金事業・・・・・・・３３２,６９２千円

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事主な事業業業業業業業業業業業業業業業業業

【一般会計】

■静内庁舎大規模改修事業

　蒲陸屋根防水工事　ほか

■公民館大規模改修事業

　蒲暖房用配管更新工事　ほか

■真歌地区排水路改修事業

　蒲排水路工事　ほか

■山手公園改築事業（単独分）

■花園・神森線外舗装改修事業　延長＝５２０ｍ　幅員＝５.５ｍ

■海浜公園センターハウス等大規模改修事業

■本桐基幹集落センター屋根防水事業

■静内小学校屋体屋根改修事業

■静内駒場地区災害避難路整備事業

【特別会計】

■デイサービスセンターあざみ大規模改修事業

■痴忠荘自家発電機新設事業

■簡易水道整備事業

《地域の元気臨時交付金とは》

国の補正予算で行う経

済対策事業は、地方の

財政負担を伴うため、

事業が実施できない自

治体がでてくる可能性

があったので、地方財

政負担分を財政力指数

により上限を設け、国

が負担してくれる交付

金です。

地方単独事業か建設公

債の対象となる国庫補

助事業に充てることが

できます。

緊急経済対策予算
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