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すべき点は、人口減少の大半を占めるのが15歳から65歳までの生産年齢人口層であるという事実です。町の

活力として、高齢者などの支えとして、まちづくりに欠かすことのできないマンパワーが減っているという、

町の将来にとって極めて深刻な事態を迎えています。このことは、我が町のみならず、全国の自治体が同様の

状況にあり、時代はまさに大人口減少時代・大介護時代に突入してきたと言えますが、これを悲観しているば

かりではなく、このような時だからこそ、町の将来をしっかりと見据え、さまざまな地域課題に真
しん

摯
し

に向き合

いながら、次代を担う子どもたちに胸を張って引き継いでいける町を創っていくことが我々大人の役目であり、

その先頭に立つことが私に課せられた使命であると考えています。

◉安心・安全のまちづくり　医療と介護の充実策、防災・減災対策
　日本全体の人口が減少している中、当町を含む地方部では少子高齢化の進行が深刻な課題となっており、地

方で暮らす住民にとって大きな不安となっています。この状況に歯止めをかけるべく、多くの自治体で人口の

増加や維持に向けた施策が展開され、当町においても定住・移住対策や子育て支援などに取り組んでいるとこ

ろですが、人口減少という大きな波はそう簡単に止められるものではなく、地方を取り巻く情勢はますます厳

しさを増している状況にあります。このような中、より良いまちづくりを進めていくためには、人口増加を目

指しながらも、現在の人口をいかに減らさないかという視点が後に大きな意味を持つと考えており、町民が生

涯を通じて安心・安全にこの町に住み続けるためには、地域経済の活性化のみならず、暮らしに欠かすことの

できない医療・福祉などの各種サポート体制を充実させることが重要です。

◉希望の持てるまちづくり　産業振興策と交流人口の拡大策
　町民誰もが希望を持ち、充実した人生を送るためには、町民生活を豊かにすること、いわゆる町のＧＤＰ・

町の総生産額を上げていくことで、雇用と収入の確保につながり、そのことが希望の持てる町民生活を提供す

ると思量します。当町のように第１次産業を基幹産業とする地域においては、農林水産業の振興を柱としなが

ら、併せて交流人口の拡大を図り、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、地域

経済全般の底上げを図ることが重要と考えます。

◉心豊かに暮らせるまちづくり　人づくり、文化・スポーツ活動の推進
　町民が心豊かに、健やかな生活を送るためには、生涯を通じて学び、人として成長していくことのできる「人

づくり」環境の充実や、誰もが文化やスポーツなどに親しみ、その成果を社会の一員として発揮することので

きる環境を整えることが重要です。

　地方分権の推進により、これからの行財政運営には、町の現状をしっかりと捉え、取り組むべき施策を見極

めながら、必要な対策を講じていく能力が求められており、そのためには町民・議会・行政の３者がそれぞれ

の役割を果たしながら、ともに知恵を出し合い、力を合わせていくことが重要であります。また、目標を実現

していく上では、何よりも私を含めた職員が元気であることが重要であり、町民の視点に立って物を考え行動

し、期待に応えられる職員の育成が今まで以上に必要となることから、職員の更なる意識改革の充実に力を入

れなければならないと考えています。これまで進めてきた行財政改革の効果が徐々に出ているものの、アベノ

ミクスによる経済効果も地方では実感できる状況になく、また、ＴＰＰ問題への対応など新たな行政課題も発

生しており、地方行政を取り巻く情勢は依然として厳しい状況にあります。

　このため、継続的に行財政改革に取り組みながら、自主財源の安定的な確保と効率的な町政運営に努めると

ともに、既存計画の進捗状況や新たな行政課題などを検証し、方針や手法の見直しや新たな施策の必要性など

について考察、検討等を行いながら、時代に即したまちづくりを進めなければなりません。

　以上申し上げた所信や方針に基づき、これからの４年間、まちづくりを着実に前進させていくという決意と

ともに、将来を担う子どもたちに胸を張って引き継いでいけるような道筋を付けていかなければならないとい

う責任の重さに、身の引き締まる思いであります。町民誰もが誇りを持てる「ふる郷
さと

　新ひだか町」を築いて

いけるよう、誠心誠意取り組んでまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げまし

て、私の所信表明といたします。
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町長所信表明（要旨）
　私は、先の町長選挙において、町民の皆様からの厳粛な信託によ

り、新ひだか町として３期目の町政運営を担
にな

わせていただくことに

なりました。選挙が無投票になったことは、これまで私が進めてき

た町政運営に対する一定の評価と、今後更なる期待が寄せられたも

のであると捉え、心新たに、気を引き締めて各種懸案事項などに取

り組んでいく所存です。

　旧静内町と旧三石町が合併の道を選択してから早くも９年目に入

り、今任期中には10年という節目を迎えます。振り返ると、国政

における歴史的な政権交代やリーマンショックによる金融危機、未

曽有の大災害となった東日本大震災の発生など、私たちがかつて経

験したことのない大きな出来事が相次ぎ、まさに激動の時代と言っ

て過言ではない時でありました。また、その余波は地域経済にも容
よう

赦
しゃ

なく暗い影を落とし、消費の落ち込みや雇用機会の減少など、町

民生活を取り巻く情勢が日に日に厳しさを増し、町税の減収などに

より町の財政も苦しい状況へと追い込まれ、町政運営のかじ取りは

困難を極めるものとなりました。

　このような情勢の中、１期目は、町民の皆様や議会の皆様のご理解とご協力をいただきながら徹底した行財

政改革に取り組み、時には職員給与の削減も断行しながら、安定した行財政基盤の確立に向けて耐え忍んだ時

期でありました。２期目は、町の行財政基盤もようやく落ち着きを見せ始め、国や道の制度を有効活用しなが

ら、少しずつ前向きな事業に取り組むことができるようになりました。

　この間、懸案であった静内図書館・郷土館、静内温泉などの改築や旧静内文化センターの解体、（仮称）総

合町民センターの建設に向けた基本構想の策定などを着実に進めることができ、また、国によるイオル事業の

誘致や企業立地促進制度の創設、まちづくり自治基本条例の制定など、新たな取り組みについても実施にこぎ

つけることができました。しかし一方では、静内ショッピングプラザピュアの商業施設としての再開や閉校と

なった小学校の跡地活用の問題、地場産業の振興と担い手確保対策、少子高齢化社会における医療・介護環境

のあり方など、まだまだ乗り越えなければならない課題が山積していることも事実であり、課せられた責任の

重さに身の引き締まる思いであります。３期目は、これら山積している課題への対処や解決に向けて着実に取

り組むと同時に、この町の魅力や潜在能力を引き出し、更に輝きのある「ふる郷
さと

　新ひだか町」を町民の皆様、

議会の皆様とともに創り上げていくという決意を表明します。

　これまで私は、「公平・思いやり・郷土愛」を基本理念に掲げながら、「Ｃｈａｎｇｅ（チェンジ）・Ｃｈａ
ｎｃｅ（チャンス）・Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（チャレンジ）」の３つのＣＨの心意気や「思いやり・おもてなし」
の２つの「おも」精神を持って、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。

　また、静内・三石の「融和と一体」を念頭に、両地区住民の交流や連携、両地区の均衡ある発展を大切にし

ながら、各種施策を推進してまいりました。これらの理念や精神は、これからの４年間においても変わるもの

ではありませんが、まもなく新ひだか町誕生から10年を迎えようとしている今日、全ての町民が「心を一
ひと

つに、
前を向いて」、静内・三石という旧町の良きところは受け継ぎながら、マイナス面のこだわりがあるとすれば

その意識から一歩前進し、この町を希望の持てる、心豊かな暮らしのできる町にしていけるよう、力を合わせ

ていかなければならないと考えています。そのためには、これまで以上に町全体を視野に入れ、社会情勢や住

民ニーズの変化などをしっかりと捉えた政策判断が必要になり、これまでの協議過程や計画などを大切にしな

がらも、時には大胆な方針転換や新たなアイデアの導入などにも取り組まなければなりません。

　我が国の人口は、平成21年をピークに減少の一途をたどり、特に地方部では急激に人口が減少し、当町に

おいても合併からこれまでに３千人近い人口が減少している状況にあります。また、人口が減少する一方で

65歳以上の高齢者人口は増え続けており、少子高齢化がますます進行している情勢にありますが、更に憂
ゆう

慮
りょ

新ひだか町長　酒　井　芳　秀
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◉健康安全教育の推進
　児童生徒の体力づくりのため、評価項目を設定し、学校、家庭、地域、関係機関等が一体となり、取り組み

ます。また、児童生徒の安全確保を図るため、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。児童生徒一人ひとりが望ましい食生活を身

に付けるため、食育の一層の充実に努めるとともに、学校給食における地場産品の促進に取り組みます。

◉特別支援教育の推進
　障がいのある児童生徒が、自立や社会参加を目指して、豊かにたくましく育つことができるよう、一人ひと

り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、本年度から文部科学省の委託を受け、学校が、障がいの

ある子どもに対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践を行うモデル事業を実施します。

◉心の教育の充実
　道徳教育の充実により、命を大切にする心や思いやりと感謝の気持ちを育むとともに、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の未然防止とネットトラブルや有害情報から児童生徒を守るため、早期発見・早

期対応に努めます。

◉社会教育活動の充実
　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づくりが必要です。

　公民館などを拠点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、社会教育施設の機能充実のため、計画的な整備を図ります。

◉芸術文化活動の充実
　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するとともに、芸術文化活動の充実に努めます。

　染退太鼓の和太鼓購入助成など、文化団体やサークルの自主的な活動を支援するとともに、世代間交流であ

る少年期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。

◉文化財保護・保存活動の充実
　郷土を築いた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

ために、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、郷土の歴史などに関する資料の収集などを進めるとともに、図書館と合築による新しい郷土館のオー

プンに向けて準備を進めます。なお、国指定の「史跡シベチャリ川流域チャシ跡群」の整備保存計画策定事業

については、測量成果に基づき保存管理計画の策定に努めます。

◉図書館の充実
　新しい図書館建設は、平成２７年４月オープンに向け、誰もが利用しやすい施設となるよう取り組みます。

　乳児と保護者を対象としたブックスタート事業を実施し、読書の大切さについて普及啓発を図るとともに、

子ども向け読み聞かせや読書週間事業などを開催し、町民の読書意欲が一層高まるよう努めます。

◉スポーツ振興の充実
　各年代に応じた健康・体力の増進を図るために、各種体育施設などの活用と遊休施設の効果的な活用を検討

するとともに、スポーツ教室や大会を開催し、町民が日常的にスポーツに親しみ、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」では、本町の魅力に富んだ良き郷土としての知名度アップを図るために、
交流会を開催します。
　ライディングヒルズ静内は、町民と馬とがふれあう機会の拡充に努めます。
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教育行政執行方針（要旨）

Ⅰ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 ．町民一人ひとり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。

　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、一人ひとりの人格の完成を目指

すという教育の基本のもとで、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、児童生徒一人ひとり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。

Ⅱ主要施策の推進
◉学校経営の充実
　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。

◉教育課程の充実
　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・実施と法令を遵守

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組を推進します。さらに、土曜授業の実施により、教育支援体制の充実に努めます。

◉教職員の指導力の向上
　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。また、

教職員の資質・能力の向上を図るため、基盤となる実践的な校内研修の充実を始め、各種研修機会の拡充に努

めます。さらに、教職員による不祥事の根絶に向けた意識改革を促し、信頼される学校づくりの推進に努めます。

◉学習指導の充実
　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て家庭学習の

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、学力の実態を客観的に把握し、学力向上推進事業の活用を図ります。

　児童生徒への学習規律の確立や指導方法の改善を図るため、標準学力検査実施に向け検討します。さらに、

社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を育てるため、体系的なキャリア教育の充実に努めます。

新ひだか町教育長　河　村　一　夫
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各　会　計　予　算　額
会 計 名 平成26年度 平成25年度当初 比　　　較 増減率

一 般 会 計 168億929万円 163億8,294万7千円 4億2,634万3千円 2.6％

当初予算額 160億4,414万5千円

６月補正額 7億6,514万5千円

特 別 会 計 等 96億3,862万8千円 102億5,238万8千円 △6億1,376万円 △6.0％

当初予算額 92億1,803万2千円

６月補正額 4億2,059万6千円

国 民 健 康 保 険 32億9,526万8千円 33億3,863万5千円 △4,336万7千円 △1.3％

当初予算額 32億9,208万1千円

６月補正額 318万7千円

後 期 高 齢 者 医 療 3億457万5千円 3億385万5千円 72万円 0.2％

当初予算額 3億457万5千円

６月補正額 ー

休 養 施 設 等 6,152万2千円 4億8,050万1千円 △4億1,897万9千円 △87.2％

当初予算額 4,966万8千円

６月補正額 1,185万4千円

簡 易 水 道 事 業 2億6,957万円 2億6,545万3千円 411万7千円 1.6％

当初予算額 1億5,864万2千円

６月補正額 1億1,092万8千円

下 水 道 事 業 15億60万6千円 14億1,596万1千円 8,464万5千円 6.0％

当初予算額 14億4,972万4千円

６月補正額 5,088万2千円

介護サービス事業 14億7,810万5千円 13億4,944万2千円 1億2,866万3千円 9.5％

当初予算額 14億3,671万4千円

６月補正額 4,139万1千円

水 道 事 業 6億7,248万1千円 6億3,507万7千円 3,740万4千円 5.9％

当初予算額 5億9,839万1千円

６月補正額 7,409万円

病 院 事 業 20億5,650万1千円 24億6,346万4千円 △4億696万3千円 △16.5％

当初予算額 19億2,823万7千円

６月補正額 1億2,826万4千円

合 計 264億4,791万8千円 266億3,533万5千円 △1億8,741万7千円 △0.7％

当初予算額 252億6,217万7千円

６月補正額 11億8,574万1千円

町民１人当たりにすると

福祉の充実などに（民生費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・170,797円
借金の返済などに（公債費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・102,573円
学校教育・生涯学習などに（教育費）・・・・・・・・・・・・・・　86,436円
道路・河川の整備などに（土木費）・・・・・・・・・・・・・・・　80,201円
医療の充実・ごみ処理などに（衛生費）・・・・・・・・・・・・・　69,125円
町づくりや財産管理などに（総務費）・・・・・・・・・・・・・・　66,901円
産業の活性化などに（農林水産業費）・・・・・・・・・・・・・・　49,586円
その他（議会、労働、商工、災害復旧費など）・・・・・・・・・・　33,645円
消防、災害対策などに（消防費）・・・・・・・・・・・・・・・・　30,117円

※金額は、一般会計の予算額を平成26年６月30日現在の人口24,383人で
　割ったものです。

予算の概要
　平成26年度については、４月に町長・町議会議員選挙があったことから、当初予算は経常的な経費や継続
的な事業に係る経費などを中心に計上する「骨格予算」とし、選挙後の６月補正予算で政策的な「政策予算」
を計上する予算編成を行っています。

【当初予算】　経常的な経費を中心に計上
　町民サービス提供に欠かせない経費や施設の管理運営費など経常的な性質を持つものを中心に予算編成
しています。また、これまで計画的に進めてきた事業など、継続的に実施することで事業効果が期待でき
るものについても、当初予算で計上しています。

■主な事業
　障がい福祉サービス費給付事業
　医療給付事業
　総合町民センター建設事業
　一般廃棄物収集運搬経費　など 252億 6,217万 7千円
【６月補正予算】　政策的要素を追加
　町長・町議会議員選挙後の６月補正予算では、新町政の施策方針を反映させた政策的要素を追加してい
ます。地域の活性化を重視して、新たに子育て支援グッズ配布事業やLED照明購入補助金を計上したほか、
健康づくり商品券発行事業、新築・リフォーム促進事業費補助金なども盛り込んでいます。

■主な事業
　子育て支援グッズ配布事業
　LED 照明購入補助金
　新築・リフォーム促進事業費補助金
　健康づくり商品券発行事業　など 11億 8,574万 1千円

【平成26年度予算】 264億4,791万8千円
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一般会計歳入歳出の状況グラフ

歳　　入 歳　　出
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公営住宅改良事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

公営住宅の外部塗装工事、三石旭
町Ａ団地特公賃住宅の電気温水器
等の改修工事や東静内団地公営住
宅と三石歌笛Ａ団地のテレビ設備
改修工事を行います。

2,180万円

公営住宅建設事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

静内柏台団地公営住宅の建設事業
を行います。

1億1,508万5千円

住宅建築促進事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

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
施した住宅の新築・増改築・リ
フォーム又は耐震補強に対して補
助を行います。

3,000万円

省エネルギー化推進事業

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

一般家庭の電力使用量の削減や温
室効果ガスの排出抑制を図るた
め、対象事業者から省エネルギー
効果の高い、ＬＥＤ電球・蛍光灯、
ＬＥＤ照明器具の購入費用の一部
を補助します。

2,166万円

公園整備事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

山手公園と静内川右岸緑地公園の
更新整備、試作苗畑整備工事（静
内清水丘）を行います。

1億9,412万4千円

絵になる魅せる
まちづくり事業

静内庁舎 企画課
静内庁舎 生活環境課
静内庁舎 商工労働観光課
静内庁舎 建設課
三石庁舎 総務企画課

教育委員会 社会教育課

豊かな自然環境や美しい景観を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、花いっぱい運動、公共施
設等清掃活動支援、ふれあいの森整備、桜等花木管理、桜の植栽、静
内駅前モニュメント花壇整備の各事業を行います。

511万5千円

住宅新築リフォーム耐震等
支援補助金の概要

補助金を受けるには、工事前に申込
手続きをし、工事終了後に交付申請
が必要となります。

①新築の場合
　工事請負金額の５％
　（上限100万円）

②リフォーム・耐震補強・増改築の場合
　工事請負金額が200万円以上
　で、請負金額の10％
　（上限50万円）

※補助金は対象住宅１件につき１回限りです。
※補助金の内１割を健康づくり商品券にて交付します。

公園管理事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

都市公園16公園と一般公園46公
園の維持管理を行います。

2,113万2千円

デジタルテレビ中継局等
管理経費

静内庁舎 企画課
三石庁舎 総務企画課

三石地区の無線共聴施設整備事業
（ギャップフィラー３基設置）と
三石本町に建設したデジタルテレ
ビ中継局の維持管理を行います。

6,084万5千円

静内葬苑管理経費

静内庁舎 生活環境課

静内霊園造成事業として、墓地区
画造成工事（A=430㎡）と管理
用 道 路 舗 装 工 事（L=91.15m、
W=6.0m）を行います。

4,773万4千円

一般廃棄物収集運搬経費

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

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。

1億935万9千円
駅前花壇
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いきいき すこやか 誰もが主役になれるまち役

主要事業
　新ひだか町では、「いきいき すこやか 誰もが主役になれるまち」を目標に、新ひだか町総合計画に基づい
てまちづくりを進めています。まちづくりの基本的方向として位置付けられている６つの体系に沿って、優
先的に進められていくのが主要事業。ここでは、平成26年度の主要事業を紹介します。

Ⅰ．快適で安全・安心な

生活環境づくり

河川改修事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

仲野の沢川の改修工事と松沢川の
外１河川の調査設計を行います。

1,377万円

道路橋りょう維持事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

町道の修繕や区画線工事、街路樹
剪定、除雪対策、街路灯防犯灯管
理を行います。
また、町内の防犯灯をLED防犯
灯へ取り替えを行います。

1億3,767万2千円

道路新設改良事業

静内庁舎 建設課
三石庁舎 建設課

地方道路整備交付金事業で本町本桐
線の外２路線及び町道整備事業で緑
公住２線の外８路線を整備し、東別
８号線の外２路線の舗装新設と中野
新道線の外６路線の舗装改修を行い
ます。また、橋梁整備事業で柏台団
地橋の外２橋の補修工事と４橋の調
査設計を行い、老朽化した橋梁の長
寿命化を図ります。

4億875万1千円
生活路線維持事業

静内庁舎 企画課
三石庁舎 町民福祉課

静内地区循環バスや三石地区コ
ミュニティバス、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。

2,509万円

街路整備事業

静内庁舎 建設課

３・４・１本町通の調査設計と本
工事、用地購入、支障物件の移転
補償を行います。

1億7,800万円

三石地区簡易水道事業
特別会計繰出金

三石庁舎 上下水道課

簡 易 水 道 施 設 の 管 理 と 歌 笛 地
区、 美 野 和 地 区 の 老 朽 管 更 新

（L=1,014m）、本桐・歌笛地区、
蓬栄・本桐地区の配水管整備（Ｌ
＝2,350ｍ）、第１簡易水道の配
水池の実施設計、消火栓の更新（２
基）を行います。

6,279万2千円
水道事業会計負担金

静内庁舎 上下水道課

配水施設の維持管理と老朽管の更
新（L=150m）、消火栓の更新を
行います。

1,327万9千円

下水道事業特別会計繰出金

三石庁舎 上下水道課
静内庁舎 上下水道課

水洗便所改造等への助成や処理
場・管渠の維持管理、静内終末
処 理 場 の 長 寿 命 化、 静 内 地 区
の公共下水道事業（汚水管整備
L=300m、雨水管整備L=80m）を
行います。また、三石地区の特定環境保全公共下水道事業（汚水管整
備L=1,750m、マンホールポンプ所２箇所）を行います。

5億6,502万4千円

下水道処理施設
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主
　

要
　

事
　

業

Ⅱ．健康で生きがいあふれる

暮らしづくり

5,420万7千円

病院事業会計負担金

町立静内病院
町立三石国民健康保険病院

町立静内病院と町立三石国民健康
保険病院の運営を行います。
バーチャル総合病院構想を推進
し、町内外医療機関との連携の充
実を図ります。また、両病院間で
の循環器内科と小児科の相互診療
も継続して実施します。

4億3,779万8千円

予防接種事業

健康推進課

予防接種法に基づき各種予防接種
を実施し、感染症の発生予防に努
めます。

保健推進事業

健康推進課

乳幼児健診や各種住民検診等を実
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に加え宿泊費
も助成します。新たに子育て中の家庭に、オムツ用のごみ袋（町指定）・
母子手帳ケース・歯ブラシを乳幼児健診時等に配布し、子育ての負担
緩和を図ります。

保健活動施設費

健康推進課

静内保健福祉センターと三石保健
センターの維持管理を行います。

4,005万8千円

4,533万3千円

3,189万4千円

受けていますか？住民検診

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。

社会福祉協議会運営助成事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

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。

医療技術者等資金貸付事業

健康推進課

将来、町内の医療機関等に勤務し
ていただける医学生等に修学資金
を貸与し、町内の医師や医療職の
確保と充実を図ります。

840万円

老人福祉費

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

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
で長生きを願い福祉事業（老人ク
ラブ運営事業、高齢者等福祉バス
運行事業、高齢者等福祉列車助成
事業、高齢者等入浴料助成事業、
敬老事業）を行います。

2,863万8千円

患者通院バス購入事業

健康推進課

老朽化した患者通院バス１台（中
型）を更新します。

2,310万円
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主
　

要
　

事
　

業

資源ごみ収集運搬経費

静内庁舎 生活環境課

資源ごみの分別収集により、リサ
イクルを推進します。

1,580万6千円

リサイクル活動事業

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

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活用を促進し
ます。

310万円

清掃事務経費

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

４月１日から施行された「みんな
でまちをきれいにする条例」の啓
発用パンフレットの作成と不法投
棄を監視するためのカメラを３台
購入します。

676万7千円

日高中部消防組合負担金

静内庁舎 総務課

日高中部消防組合の消防本部指令
車購入、梯子車修繕、消防遠隔サ
イレン吹鳴システム整備実施設
計、指揮広報車購入、美野和地区
サイレン更新、油圧救助器具購入
事業を行います。

7億536万9千円

防災対策経費

静内庁舎 総務課
三石庁舎 総務企画課

防災対策として、災害時備蓄用非
常食、災害用資材、自主防災組織
資機材の整備を行います。
また、防災訓練も実施します。

1,210万9千円

その他の事業

河川管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・1,053万7千円
都市計画審議会運営経費・・・・・・・・・・・・・ 16万7千円
都市計画事務経費・・・・・・・・・・・・・・1,431万1千円
公営住宅管理経費・・・・・・・・・・・・・・9,193万4千円
テレビ共聴施設整備事業・・・・・・・・・・・6,569万3千円
地域新エネルギー推進事業・・・・・・・・・・2,297万6千円
三石葬斎場管理経費・・・・・・・・・・・・・・ 117万3千円
浄化槽設置整備事業・・・・・・・・・・・・・・ 456万6千円
日高中部衛生施設組合負担金・・・・・・ 6億6,365万7千円
戸籍住民事務経費・・・・・・・・・・・・・・1,567万3千円

交通安全推進経費

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

交通安全指導や各種の交通安全啓
発運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。

1,135万円

生活安全推進経費

静内庁舎 生活環境課

暴力と犯罪のない明るい地域社会
づくりを目指す各協議会に対し
て、補助金を交付します。
また、新ひだか町暴力団の排除の
推進に関する条例に基づき、運動
を推進します。

87万4千円

行政情報システム管理経費

静内庁舎 総務課

電算システムの管理のため、シス
テム業者から人材派遣を受け、情
報セキュリティなどの向上を図り
ます。

7,897万4千円

暴
づ
て
ま

もし交通事故により被災した場合、
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。年
度途中からでも加入できますので、
家族そろってご加入下さい。

うまっくりん

地域安全キャンペーン
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国民健康保険特別会計繰出金

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

国民健康保険特別会計に繰り出し
し、保険給付費などに支出されま
す。
また、新たに特定健診の個人負担
を無料とします。

2億648万4千円

後期高齢者医療経費

静内庁舎 生活環境課
三石庁舎 町民福祉課

後期高齢者医療制度の医療費給付
などに支出されます。
また、新たに後期高齢者健診の個
人負担を無料とします。

3億9,972万1千円 主
　

要
　

事
　

業

公立・私立保育所運営事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

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。
公立保育所（静内・東静内・地域）の管理運営に１億240万８千円、
子育て支援センターの運営に1,640万円、私立認定保育所（マーガレッ
ト）の運営委託に7,512万４千円、私立保育所（ベビーホーム・青葉・
延出・本桐・歌笛）の運営委託に２億8,822万５千円を支出します。

4億8,215万7千円

アイヌ福祉事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

新ひだかアイヌ協会、三石アイヌ
協会の運営などに対して補助しま
す。

1,294万4千円

日高中部広域連合負担金

健康推進課

介護保険の円滑な運営のため、日
高中部広域連合（新ひだか町・新
冠町の２町で構成）で事務を行っ
ています。

2億7,320万5千円

浦河赤十字病院運営等
助成事業

健康推進課

浦河赤十字病院の負担金、看護専
門学校の運営費負担金、日高医師
会負担金を助成します。

554万4千円

医療給付事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

重度心身障がい者医療給付事業に
9,416万９千円、ひとり親家庭等
医療給付事業に1,859万８千円、
乳幼児等医療給付事業に4,158
万２千円、未熟児養育医療給付事
業に713万５千円の給付等を行い
ます。

1億6,148万4千円
その他の事業

時間外診療対策事業・・・・・・・・・・・・・2,224万2千円
休養施設等特別会計繰出金・・・・・・・・・・6,151万8千円
老人福祉施設費・・・・・・・・・・・・・・・4,522万2千円
児童養育相談センター運営経費・・・・・・・・4,498万3千円
障がい者自立支援協議会経費・・・・・・・・・・・・・ 76万円
臨時福祉給付金事業・・・・・・・・・・・・・・・ 8,367万円
子育て世帯臨時特例給付金支給事業・・・・・・・・ 3,000万円

☞電源立地地域対策交付金3,159
　万3千円を、公立保育所の管理
　運営事業に活用しています

知っていますか？２つの給付金

平成26年４月から消費税が８％へ引

き上げられたことにより、所得の低

い方や子育て世帯への影響を緩和す

るために暫定的・臨時的な措置とし

て「臨時福祉給付金」及び「子育て

世帯臨時特例給付金」の給付事業を

行っています。
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主
　

要
　

事
　

業 障がい者地域生活支援事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

障がいのある方々の地域生活を支
援します。

3,352万1千円

重度心身障がい者
日中活動支援事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

重度の障がいのある方々を対象と
したデイサービスセンターの運営
を支援します。

104万6千円

介護予防・地域支えあい事業

健康推進課

在宅の寝たきりの方などが町内の
医療機関に通院するときなどに移
送を行います。また、独居の高齢
者などに対して、緊急通報装置の
貸与事業を行います。さらに、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。

3,794万9千円

地域支援事業

健康推進課

要介護状態にならないための対策
として、健康教育などを積極的に
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。

1,761万8千円

地域包括支援センター
運営事業

地域包括センターしずない
地域包括センターみついし

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をし
ている家族の方などに、介護方法
の指導や援助などを行い、関係機
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
けられるよう対応しています。

1,661万3千円

介護サービス事業特別会計繰出金

特別養護老人ホーム 静寿園
特別養護老人ホーム 蓬莱荘

介護老人保健施設 まきば
デイサービスセンター みついし

デイサービスセンター なごみ
デイサービスセンター あざみ
しずない居宅介護支援事業所
みついし居宅介護支援事業所

特別養護老人ホームは、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。
静寿園は定員120名・ショートステイ12床、蓬莱荘が定員50名・
ショートステイ10床で運営しています。
介護老人保健施設まきばは、要介護認定を受けている方（短期入所と
通所は要支援も含む）に、医療のもとでリハビリや看護、介護サービ
スを提供して家庭復帰を目指す施設です。定員は50名（短期入所含
む）・通所は10名です。
他に訪問介護サービス事業、通所介護サービス事業、居宅介護サービ
ス事業を行っています。

障がい福祉サービス費
給付事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

障がいのある方々の自立支援のた
めの各種の給付をします。

7億8,795万6千円

児童手当支給事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

時代を担う児童の健やかな成長に
資することを目的に、児童を養育
している家庭に３歳未満15,000
円、３歳以上～小学生10,000円

（第３子以降15,000円）、中学生
10,000円、特例給付（所得制限）
5,000円を支給します。

3億4,783万円

児童館運営事業

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

児童の健全な育成と指導を図るた
め、町内４か所（青柳・山手・こ
うせい・みなと児童館）に児童館
を設置しています。

2,733万7千円

5億2,648万3千円

みんなの健康講座
高齢者向け運動教室
～若返り大作戦～
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森林環境保全整備事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

町 有 林 の 森 林 環 境 保 全 整 備 事
業 と し て、 新 植 事 業15ha、 下
刈 事 業29.3ha、 野 そ 駆 除 事 業
159.41ha、除間伐業務89.95ha
を行います。

対空射撃場周辺
漁業用施設設置事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

三石地区の製氷・貯氷施設整備事
業を行います。

沿岸漁業資源増大促進事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

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・エゾボラツブと新たにナマ
コ種苗の放流を行います。

840万2千円

商工業振興助成事業

静内庁舎 商工労働観光課
三石庁舎 商工労働観光課

町商工会運営費（人件費、青年部、
女性部活動費他）、商店街連合会
活動費等、商工業の振興活動に補
助します。

2,273万7千円

中小企業金融制度預託事業

静内庁舎 商工労働観光課
三石庁舎 商工労働観光課

中小企業者の育成及び経営の合理
化を図るため、運転資金及び設備
資金を低利融資します。

7,000万円

健康づくり商品券事業

静内庁舎 商工労働観光課
三石庁舎 総務企画課

任意予防接種（インフルエンザ・
水痘・おたふく・肺炎球菌）、町
が実施するがん検診等の自己負担
分を町内の商工業者等で使用でき
る商品券として還元します。ま
た、新たに妊婦の出産準備等の経
費として、１万円の商品券を交付
します。

2,449万6千円

主
　

要
　

事
　

業

3,664万7千円

5,940万8千円

幹線林道改良事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

幹 線 林 道 福 美 線 改 良 事 業
（L=100m、W=5.0m）を行います。

1,440万円

鳥獣被害防止
緊急捕獲等対策事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

ニホンジカ4,000頭、アライグマ
365頭の緊急捕獲事業を行います。

3,343万円

有害鳥獣駆除経費

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

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、駆除したものを処分するため
の施設の運営も行います。

856万5千円

未来につなぐ
森づくり推進事業

三石庁舎 水産林務課
静内庁舎 水産林務課

民有林の新植に対して助成します
（A=32ha）。

615万3千円

中小企業融資制度の概要

【短期運転資金】

貸付額　500万円以内

返　済　１年以内

【長期運転資金】

貸付額　1,000万円以内

返　済　７年以内

【設備資金】

貸付額　2,000万円以内

返　済　７年以内

申し込みは新ひだか商工会まで

☎42-0041

森は海の恋人運動

Ⅲ．地域資源を生かした安定型の

経済基盤づくり
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主
　

要
　

事
　

業

軽種馬振興事業

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

軽種馬産業は、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、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。また、町
産馬の個人購入者に対して地場産
品の贈呈を行います。

527万円

和牛センター運営費

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

和牛センターの繁殖施設のほか、
「みついし牛」ブランドの推進や
和牛農家への技術指導、情報提供
などの取り組みを行います。

1億4,655万3千円

農業後継者対策事業

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

農業後継者の育成を推進するた
め、農村交流ツアー等を実施し、
出会いやきっかけ作りの場の確保
を支援します。また、新たに仲人
活動支援事業として、仲人活動謝
礼（結婚成立の場合）などを実施
します。

農業振興助成事業

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

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等の使用に対
して助成します。

農業施設費

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

農業担い手センター、活性化施設、
花卉野菜出荷場、農業実験セン
ターなどの管理運営を行います。
また、静内ハウス団地を稼働させ、
将来的な就農に結び付けるための
取り組みを実施します。

5,054万7千円
1,178万2千円

1億3,379万6千円

畜産施設費

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

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。

2,925万8千円

道営土地改良事業

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

豊畑３期地区戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業、田原地区戸別
所得補償実施円滑化基盤整備事
業、日高中部地区広域営農団地農
道整備事業を行います。

6,997万5千円

和牛振興事業

三石庁舎 農政課
静内庁舎 農政課

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、
繁殖素牛の貸付事業や、優良繁殖
牛の保留等に対して支援します。

3,911万8千円

静内ハウス団地

ハウス団地第１期研修生
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教育指導経費

教育委員会 管理課

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
援員を配置します。また、インク
ルーシブ教育システム構築事業を
実施します。

奨学金事業

教育委員会 管理課

優秀な生徒や学生等で、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、貸し付けを実
施します。

学校閉校事業

教育委員会 管理課

静内第二中学校閉校に係る経費を
支出します。

児童・生徒就学援助事業

教育委員会 管理課

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、学用品費・新入学準備
金・修学旅行費・体育実技用具・
学校給食費・医療費の援助を行い
ます。

2,776万円

英語指導助手設置事業

教育委員会 管理課

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
２名を配置します。

960万1千円

幼稚園費

教育委員会 管理課

私立幼稚園（静内幼稚園・マーガ
レット幼稚園）の運営費や就園奨
励費を補助します。

3,338万円

社会教育事業

教育委員会 社会教育課

町民が自主的な学習活動を行えるよ
う、生涯学習推進事業、少年教育事
業、家庭教育事業、高齢者教育事業
を実施します。また、文化の香り高
い心豊かな地域づくりに向け、芸術文化事業
を実施します。さらに、成人式運営事業、社
会教育団体助成事業、放課後子どもの生活支
援事業（桜丘小）を実施します。

2,073万3千円
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2,297万5千円

523万3千円
254万2千円

業
高

18　Shinhidaka

主
　

要
　

事
　

業 観光施設費

静内庁舎 商工労働観光課

森林公園、蓬莱山公園、二十間道
路桜並木、観光情報センター、海
浜公園などの運営と施設管理を行
います。

観光推進事業

静内庁舎 わがまちＰＲ戦略室

北海道日本ハムファイターズ主催
試合に新ひだか推奨品を提供する
ほか、ＪＲ北海道スーパーカムイ、
ＪＡＬ国内線へ広告掲載するな
ど、まちのＰＲ事業を実施します。

490万2千円

特産品開発推進事業

静内庁舎 わがまちＰＲ戦略室

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
の活用や販路開拓への取り組みを
支援します。

101万円

新観光資源発掘事業

静内庁舎 わがまちＰＲ戦略室

海外からの観光客誘致に向けて、
外国語版（英語・タイ語・韓国語・
繁体字・簡体字）観光リーフレッ
トを作成するなど、ＰＲ事業を展
開します。

145万1千円

新規高卒者雇用促進事業

静内庁舎 商工労働観光課
三石庁舎 商工労働観光課

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。

200万円

企業立地促進事業

静内庁舎 企画課

町内に工場等を設置して新たな事
業などに取り組む事業者を支援
し、地域内消費の拡大や雇用機会
の創出につなげていきます。

6,860万9千円

ふるさとまつり実施事業

静内庁舎 商工労働観光課
三石庁舎 商工労働観光課

新ひだか町三大まつりである、し
ずない桜まつりに850万円、みつ
いし蓬莱山まつりに540万円、新
ひだか夏まつりに468万円を支援
します。夏まつりでは、新たに子
ども向けキャラクターショーを実
施します。

1,858万円

企業立地促進制度の概要
◆支援内容
　町税の課税免除、雇用創出奨励金、
　改修等助成金、財産取得助成金
★支援対象業種
　製造業、情報通信技術利用事業
　試験研究施設、旅館業
■支援条件
　 新たな雇用が３名以上、初期投

資が2,000万円以上、公害防止
措置、税の滞納がない

●指定町有財産等
　 旧小学校（６校）、旧静内ショッピ

ングプラザピュア（１・２階の一部）

◉しずない桜まつり
　 新ひだか町のシンボル「二十間

道路桜並木」を訪れる観桜客を
温かく迎える事業を支援します。
◉みついし蓬莱山まつり
　 雄・雌蓬莱山を渡す全長130m

にも及ぶ「日本一のしめ縄」を
背景に、いきいきとしたまちづ
くりに貢献する事業を支援します。
◉新ひだか夏まつり
　 町民の融和と一体により「阿波

踊り」「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。

その他の事業

花卉野菜生産体制強化対策事業・・・・・・・・・ 638万2千円
酪農及び肉用牛振興資金貸付事業・・・・・・・・・ 8,500万円
農業用施設管理経費・・・・・・・・・・・・・・ 220万7千円
水産振興団体助成事業・・・・・・・・・・・・2,979万8千円
商工施設管理経費・・・・・・・・・・・・・・6,070万1千円
労働支援助成事業・・・・・・・・・・・・・・・ 884万5千円
特別就労対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500万円
勤労者生活資金預託事業・・・・・・・・・・・・・ 3,300万円
観光振興団体助成事業・・・・・・・・・・・・1,182万1千円
交流人口増加対策事業・・・・・・・・・・・・・・ 43万4千円

8,071万9千円
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社会福祉施設費

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

福祉センター、総合住民センター、
集会施設、青少年会館、社会福祉
会館、共同井戸の管理を行います。

2,400万3千円

生活館管理経費

静内庁舎 福祉課
三石庁舎 町民福祉課

各地区の生活館の管理を行いま
す。

1,893万7千円

人件費の抑制

静内庁舎 総務課

定員管理計画に基づき、人件費の
抑制を図っています。

主
　

要
　

事
　

業

Ⅵ．強固な

行財政基盤の確立

コミュニティ活動推進費

静内庁舎 企画課
三石庁舎 総務企画課

誰もが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し、地域に
おけるコミュニティ活動を支援し
ます。

1,044万2千円

滞在移住促進事業

静内庁舎 わがまちＰＲ戦略室

当町での生活体験を通じて、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。

346万6千円

その他の事業

広報作成経費・・・・・・・・・・・・・・・・1,037万7千円
ホームページ作成管理経費・・・・・・・・・・・ 685万5千円
姉妹都市交流等事業・・・・・・・・・・・・・・ 393万3千円
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業 保健体育事業費

教育委員会 体育振興課

地域住民の日常生活がより健やか
で豊かにすごせるよう、各種ス
ポーツ大会、スポーツ教室を実施
します。また、体育団体活動助成
事業を行い、団体育成を行います。

体育施設費

教育委員会 体育振興課

静内体育館、三石スポーツセン
ター、温水プールなどの機能が最
大限生かされるよう、整備・充実
を図ります。

1,183万7千円

1億670万2千円

文化財保護事業

教育委員会 社会教育課
（静内郷土館）

貴重な文化財の保存に努めるとと
もに、郷土館おやこ塾などを開催
し、学習機会の充実を図ります。
また、５か所の史跡測量と図化業
務を実施します。

図書館費

教育委員会 静内図書館
教育委員会 三石図書館

図書館は、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、
ブックスタート事業や図書館サー
ビスの充実を図ります。また、新
しい図書館が来年度から開館いた
します。

図書館・郷土館建設事業

教育委員会 社会教育課
（静内郷土館）

教育委員会 静内図書館
教育委員会 三石図書館

延床面積2,856.44㎡、収容冊数
約12万冊の図書館、展示室を備
えた郷土館が今年度完成し、来年
度から開館いたします。1,552万3千円

3,937万1千円

8億1,343万2千円

公民館事業

教育委員会 社会教育課

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、各種講座等を実施し
ます。

62万7千円

イオル推進事業

静内庁舎 福祉課

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、国のイオル推進事業の
委託を受け事業を実施します。

427万5千円

総合町民センター建設事業

三石庁舎 総務企画課

総合町民センターの建設に向け、
実施設計と用地購入を行います。

8,939万1千円

その他の事業

学校管理費・・・・・・・・・・・・・・ 2億1,751万2千円
教育用備品等整備経費・・・・・・・・・・・・1,735万9千円
学校給食センター運営事業・・・・・・・ 1億9,321万4千円
公民館管理経費・・・・・・・・・・・・・・・8,334万9千円
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新ひだか町民憲章

私たちは自然に恵まれた

あたたかい心の通う町を受けつぎました。

私たちはここに育ち、ここに学び、ここに生き

このふる里を未来に引きつぎます。

多くの人々の信頼のなかで、

今日、このひと時を大切に、

よりよい明日をめざして歩みつづけます。

平成１８年７月１４日制定


