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　今、東日本大震災の被災地では、決して消えることのない心の傷を抱えながらも、懸命
に復興に向けて歩みはじめました。
　家や職場を失い、この先自分の人生がどうなっていくのか、先行きも見えない状況の中
で、傷ついた人々の心を救い、力となったのは、多くの人々の「思いやり」であります。
　「思いやり」とは、相手の気持ちになって考えることです。
　「思いやり」は、災害時だけではなく、町政運営全般に通じることであり、町職員一人ひ
とりが町民の目線で物事を考え、町民が何に困り、何を求めているのかを把握し、真に必
要な対策を講じていかなければなりません。
　「思いやり」を町外等から本町を訪れる方々に向けることで、それは「おもてなし」とな
ります。
　「おもてなし」は、町政運営のみならず、地域経済を支える上でも大変重要なことであ
り、「おもてなし」の心を持った応対の積み重ねが、町のイメージアップにつながり、交流
人口や定住人口の増加、さらには地域経済の活性化や雇用の創出など、さまざまな相乗効
果を生んでいくものと確信しております。
　平成２４年度の町政執行にあたりましては、これまでかかげてきた方針等を念頭に置きな
がら、前例にとらわれない柔軟な発想力と社会情勢を的確にとらえた判断力により、効果
的に施策を展開していくとともに、「思いやり」や「おもてなし」の心を持ち、心の通っ
た、ぬくもりのあるまちづくりを心がけてまいります。

　一昨年４月の町長選挙において、２期目の新ひだか町

政を 担 わせていただいてからまもなく２年が経過し、私
にな

に与えられた任期４年の折り返しの年を迎えようとして

おります。

　これまでの２年間は、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」の姿勢や物事を一から造り上げていく「創」

の精神を持って、各種懸案事項や諸課題の解決に全身全

霊で取り組んでまいりました。

　合併から６年、徐々にではありますが、着実に町とし

ての一体感や結束力が感じ取れるようになり、今後さま

ざまな課題を乗り越えていく中で、それらは強い絆と

なって、将来の新ひだか町を支える原動力になっていく

ものと確信しております。

　一方、依然として出口の見えない景気低迷の中、人口

の流出や雇用の減少、各種産業の担い手不足、少子高齢

化への対応など、地方を取り巻く情勢が厳しさを増している現実を目の当たりにした２年

間でもありました。

　しかし、私に課せられた使命は、厳しい冬が通り過ぎるのを耐え忍ぶことではなく、「今、

何が必要なのか」「何をすべきなのか」を考え、この町を明るい将来へと導くための明確な

方針と手法を示していくこと。また、それに必要な環境やしくみを整えながら、具体的な

行動を起こすことであり、そのかじ取りを全うすることが町民の皆さん、そして次代を担

う子どもたちに対する私の責任であります。

　時代の荒波に飲み込まれることなく、町民の皆さんや議会の皆さんとともに知恵を出し

合い、力を合わせて、まちづくりを着実に前進させていくことです。　町民の皆様、町議会

議員の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

新ひだか町長　酒　井　芳　秀
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平成２４年度　町政執行方針 (要旨）

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政にににににににににににににににににににに臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿姿町政に臨む基本姿勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢

平成24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じくとしながら、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

　教育や文化・スポーツは、人々に生きる力と感動を与えるとともに、個性を大

切にしながら他人を思いやる人間性を育む原動力であります。

　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

　町民誰もが健康で、心豊かに暮らしていくため、保健・医療・福祉に関するさ

まざまな課題に対し、必要なサポートを行っていける環境の整備や人材の確保な

どをし、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、社会情勢の変化にも的確に対応

しながら、自らの権限と責任において、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、心豊かに、ともに支えあい、ふるさとに誇り

を持つ子どもたちをはぐくむ、自立と共生にかかわる施

策を町と一体となり、取り組んでまいります。

　これからの教育を考える上で、持続可能な躍動感に満

ちた社会を構築していくためには、一人ひとりの人格の

完成を目指すという教育の基本の下で、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、地域に開かれ

た教育の推進に努めることが重要な課題と考えます。

　学校教育では、子どもたち一人ひとりが「生きる力」

をはぐくむむため、自らの人生を幸福に過ごすことがで

きるよう、社会で自立していく、基礎的な力を身に付け

させることが求められております。

　そのためには、知識・技能を身に付け、思考力・判断

力・表現力、学習意欲などの充実を目指す取り組みを行っ

てまいります。

　社会教育では、心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

学び、文化に親しむ生涯学習社会の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を目指す社会教育の推進に努めてまいります。

　「総合町民センター（仮称）」の建設計画については、生涯学習の拠点となる施設として

検討してまいります。

【基本的な考え方】
１　「生きる力」をはぐくむために「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、教育行政を推進してまいります。
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新ひだか町教育長　河　村　一　夫

平成２４年度　教育行政執行方針 (要旨）

　新学習指導要領の円滑な実施を推進するため、中学校の保健体育授業では、武道の必修

化により柔道を実施することとし、安全に配慮した指導と柔道着などの整備に努め、「知・

徳・体」の調和のとれた教育課程編成・実施に取り組み、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はぐくむ取り組みを進めます。

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

　信頼される学校づくりの推進のため、学校評価、学校教員評価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の方々に公表し、積極的な情報提供に努め、保護

者や地域の方々から学校経営に理解と協力をいただきながら、開かれた学校づくりを目指

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

　教育の専門家としての資質・能力の向上を図るため、コミュニケーション能力を含めた

校内研修や、各種研修会の充実に努め、校長が生徒指導を含めた組織体制の改善・充実に

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
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平成24年度教育行政執行方針

　全国学力・学習状況調査の結果を受け、児童・生徒の学習状況や学習意欲、学習習慣等

の課題を踏まえ、確かな学力の向上が求められていることから、わかる授業、喜びある授

業など日々の授業の充実を図るとともに、学校と家庭が連携を密にし保護者の協力を得な

がら、家庭学習の習慣化と生活リズムの確立に努めます。

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

　児童・生徒が登下校時などの安全のため、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、学校給食では

安心安全な食材の提供と献立の工夫・充実に心がけるとともに、栄養教諭による食育を推

進し、望ましい食習慣の充実に取り組みます。

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

　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

ができるよう教育的ニーズに応じた指導が求められていることから、学校、家庭、関係機

関などと連携を図りながら、個々に応じた適切な指導ができるよう支援します。

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

　児童・生徒に規範意識や倫理観を身に付けさせる道徳教育の充実とともに、さまざまな

体験的活動や読書活動などを支援し、心の教育の充実と社会性豊かな人間性をはぐくむ取

り組みを支援します。

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

　町民一人ひとり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を展

開していくことが必要であることから、時代に対応した生涯学習と学習ボランティアなど

の自主的な社会活動への参加促進をはじめ、趣味や教養にかかわる学習機会の充実と各種

関係団体やサークル活動の活性化など、社会教育活動をより一層推進します。

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

　文化の薫り高く、創造性豊かな郷土づくりの実現に向けて、すぐれた芸術文化の鑑賞機

会を提供するため、「芸術鑑賞バスツアー」を実施し、芸術文化活動の充実に努め、地域の

風土や特性を生かした、文化団体やサークル活動の促進を図るため、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

　先人たちの貴重な遺産や各地域に伝えられた伝統文化など文化財の保護・保存及び 伝 
でん

 承 
しょう

活動の充実を図るため、町民が文化財に親しみ・学ぶ機会の充実を図るとともに、文化財

保護思想の普及に努めます。

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

　スポーツを通して生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営むことが求められて

いることから、各種体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及び大

会を開催し、町民が日常的にスポーツに親しめる機会の提供に努めます。

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

　電子書籍などの新しい媒体が登場し、誰もが等しく情報を 享 
きょう

 受 するすることができる環
じゅ

境を整えるための公共図書館としての役割は大きく、地域住民の知のニーズに幅広くこた

えるための生涯学習の場、児童・生徒の学習の場としての機能の充実に努めます。
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　平成２４年度予算については、景気の回復は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・費用対効果等を十分検討し、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２４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２４年度の一般会計予算は、158億7,242万9千円で、対前年

度と比較して4.5%の増、特別会計及び企業会計の合計は、96億

3,962万7千円で、対前年度と比較し5.8％の増となっており、総

額では、255億1,205万6千円で、対前年度と比較し5.0％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2222222222222222222222222222222222222222244444444444444444444444444444444444444444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24年度予算の概要

144,070円福祉の充実などに（民生費）･･･････・･････････････

103,109円借金の返済などに（公債費）･･････････････････････

74,534円道路・河川の整備などに（土木費）･･････････････

71,707円医療の充実・ごみ処理などに（衛生費）･････････

58,249円町づくりや財産管理などに（総務費）････････････

57,863円学校教育・生涯学習などに（教育費）････････････

56,244円消防、災害対策などに（消防費）･････････････････

40,176円産業の活性化などに（農林水産業費） ･････････････

29,326円その他（議会、労働、商工、災害復旧費など）･････････
※金額は、一般会計の予算額を平成24年3月31日現在の人口
24,985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２３年 度平 成２４年 度会　　  計  　　名

4.5％7,707万円6億9,535万9千円151億7,242万9千円158億一　　  般　　  会　  　計

5.8％2,897万3千円5億1,065万4千円91億3,962万7千円96億特 別 会 計 等

1.4％4,224万2千円     70万4千円31億4,294万6千円31億国 民 健 康 保 険

17.4％4,490万8千円5,772万5千円2億   263万3千円3億後 期 高 齢 者 医 療

194.5％9,643万2千円3億   381万8千円2億     25万円6億休 養 施 設 等

42.1％8,342万4千円9,820万4千円1億8,162万8千円2億三石地区簡易水道事業

0.2％   334万3千円4,830万7千円13億5,165万円13億下 水 道 事 業

△ 0.7％   967万2千円△2,691万7千円13億1,724万5千円13億介 護 サ ービ ス 事 業

△ 4.5％2,982万5千円△5,557万7千円6億2,575万2千円6億水 道 事 業

△ 0.1％   187万9千円△1,940万2千円20億1,752万3千円20億病 院 事 業

5.0％   604万3千円12億   601万3千円243億1,205万6千円255億合　　　　　  　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・・・・・・・・・・・１８,８３１千円

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研修でき

る体制を整備し、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・・・・・・・・・・・・１,７４２千円

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」

新規就農研修生 農業体験

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］

花き野菜生産体制強化対策事業・・・・・・５,９０５千円

花き、アスパラ、ミニトマト等の作物の安定的な生産出荷体制を整

備するため、ビニールハウスや加温ボイラー等の設備導入に対して

支援します。

ビニールハウス 加温ボイラー

軽種馬振興事業・・・・・・・・・・・・・３,２５０千円

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

施設園芸パワーアップ事業・・・・・・・・１,０００千円

地域の特性を生かした施設園芸（花き・野菜）をさらに向上（パワー

アップ）させるために必要な調査研究を支援します。

花き ミニトマト



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…４４,０５５千円　　■農業用施設管理経費…２,０３７千円

和牛振興事業・・・・・・・・・・・・・・９,０８２千円

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

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～１工区工事、工作物設計委託ほか

■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２号幹線排水路工事、調査設計委託

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・・・・・・・・・・・・６７,５００千円

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

■畜産施設管理運営事業…２７,６１１千円　　■和牛センター運営事業…１３０,０４５千円

■農業振興・畜産振興団体助成事業…４,３３６千円　　■各種利子補給事業…５,０３２千円

草地基盤強化対策事業・・・・・・・・・・１,０５０千円

良質で安定的な自給粗飼料を供給できる生産基盤を確保・強化する

ために必要とされる草地更新に対して支援します。

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・・・・・・・・・・・・４６,８００千円

■林業専用道炭山沢１号支線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４～Ｈ２５　Ｌ＝９００ｍ

■林業専用道泉地区２号線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４　Ｌ＝７００ｍ

■林業専用道泉地区２号支線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４～Ｈ２５　Ｌ＝４００ｍ

■林業専用道川上咲梅線開設事業

　事業期間＝Ｈ２４～Ｈ２６　Ｌ＝２,３００ｍ

幹線林道改良事業・・・・・・・・・・・・２７,５００千円

■幹線林道福美線改良事業　事業期間＝Ｈ２２～Ｈ２７

　Ｌ＝１２８ｍ　Ｗ＝５ｍ　切土法面改良２か所

未来につなぐ森づくり推進事業・・・・・・１１,３５５千円

民有林の新植に対して助成します（Ａ＝５５ha）。

森林整備地域活動支援交付金事業・・・・・２,４８０千円

森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の

推進のため、森林所有者による森林施業の実施に不可欠な作業路網

の改良等に対して補助します（Ａ＝６２０ha）。

有害鳥獣駆除経費・・・・・・・・・・・・３１,３５８千円

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…１０,０９９千円　　■分収造林事業…３,９１１千円

■森林整備加速化・林業再生事業…６,０２０千円　　■利用間伐モデル事業…７,８９４千円



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・・・・２５,２５７千円

タコ増殖施設（素焼き土管）を整備します。

静内地区：２,０００基　三石地区：２,０００基

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…２５,１３８千円　　■各種利子補給事業…３,０２２千円

沿岸漁業資源増大促進事業・・・・・・・・７,１４３千円

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、中間育成や放流技術確立のため

の費用に補助し、技術指導をします。

エゾバフンウニの放流 ハタハタの放流

三石地域マリンビジョン協議会推進事業・・・２１２千円

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」の支援を行ってい

ます。

料理講座 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

商工業振興事業・・・・・・・・・・・・・２２,１２５千円

新ひだか町商工会の運営費（人件費等）、事業費及び商工会青年部・

女性部の活動に補助します。

商店街共同施設整備事業・・・・・・・・・１,４２３千円

商店街周辺地域をイルミネーションで飾りつけ、にぎわいを創出し、

消費者の回帰と商店街活性化の取り組みに補助します。

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・・・・・・・・・・１５,６６９千円

町有林現況調査や地域環境美化推進業務、所蔵資料の整備及び利活

用業務を委託し、雇用の創出や人材育成を推進します。

労働支援助成事業・・・・・・・・・・・・８,６６５千円

働く意欲のある労働者の就労機会の促進を図るため、各労働支援団

体等に補助します。

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

■商工施設管理運営事業…３４,７２３千円　■中小企業融資制度預託事業…７０,000千円

■新ひだか消費者協会補助事業…１７９千円

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

■特別就労対策事業…５,０００千円　　■通年雇用促進支援事業…２４１千円

■勤労者生活資金預託事業…３３,０００千円

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  　20,000万円以内　 暫返　済 　７年以内
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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・・・・・・・・・１３,３６０千円

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　　　　　　　　 ７,５６０千円

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。

しずない桜まつり
（二十間道路桜並木）

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…１０８,４７８千円

四みついし蓬莱山まつり実施負担金　　　　　　 ２,５００千円 みついし痴忠山まつり
（痴忠山公園）

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、

また、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　　　　　　　　 ３,３００千円

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・・・・・・・・・・１２,４７９千円

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の

活性化を促進します。

ＰＲ・交流人口の拡ＰＲ・交流人口の拡大大

特産品開発支援事業・・・・・・・・・・・2,００８千円

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

すぐ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

などに対し補助します。

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・・・・・・・・・・・・・・１,７２７千円

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、交流人口の拡大を図ります。

滞在移住促進事業・・・・・・・・・・・・４,４４８千円

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、

わがまちの魅力を存分に堪能していただくための「ちょっと暮らし

体験住宅」を４棟６戸設置しています。この住宅を十分活用し、滞在・

移住を促進します。

まちなか暮らし（静内青柳町） 郊外暮らし（静内神森）

牧歌暮らし（三石本桐） 海辺暮らし（三石鳧舞）

交流人口増加対策事業・・・・・・・・・・・６３４千円

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。



子どもたち一人ひとりが「生きる力」をはぐくみ、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・・・・・・・・・・・・・・２8,８００千円

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、必要な援助を行うものです。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。

■スクールバス運行事業…８４,２２０千円　　■学校管理事業…２８７,９２３千円

■教育振興事業…１０,５７２千円　　■教育用備品等整備事業…１４,２６６千円

■学校給食センター運営事業…１９８,６４７千円

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

教育指導事業・・・・・・・・・・・・・・１２,７７４千円

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

英語指導助手設置事業・・・・・・・・・・９,０９８千円

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。

１９

町民一人ひとりがふるさとの誇りと夢を持ちながら、自主的な生涯

学習や社会活動をできるよう、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、生涯活動による豊かな

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・・・・・・・・・・・・・・１９,０５４千円

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）

四社会教育カレンダー発行事業（A３版　年４回）

四少年教育事業（子ども文化教室・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

四芸術文化事業（幼児・児童・生徒・一般への芸術鑑賞）

四芸術鑑賞バスツアー（年２回）　など

家庭教育学級

子ども文化教室

公民館事業・・・・・・・・・・・・・・・・６２１千円

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。

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…４７,９９３千円

 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・・・・・・・・・・・・・１２,４６８千円

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。

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

問合せ

教育委員会 社会教育課
（町公民館）
４２‐００７５

新たに復元された「チセ」



２０

図書事業・・・・・・・・・・・・・・・１０９,8４４千円

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、読書振興の拠点として、ブックスタート事業や読み聞かせな

どを通して、乳幼児から読書の重要性を訴え、子どもが健やかに成

長する環境づくりを積極的に推進しています。

問合せ

静内図書館
４２‐４２１２

三石図書館
３３‐２０５１

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

四読書活動推進事業（講演・読み聞かせ）

四図書整備事業（知の地域づくり基金事業）

四図書館・郷土館建設事業　など

イオル推進事業・・・・・・・・・・・・・・３０７千円

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。

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１
［内線 ２２２・２２５・２２６］

イチャルパ アイヌ文化普及啓発

ブックスタートはまなす文庫読み聞かせ 季節のおはなし会（ひなまつり）

赤ちゃん絵本読み聞かせ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・・・・・・・・・・・・・・７３,２９６千円

四スポーツ大会開催事業（町民水泳大会９/２９、混合バレーボール大

　会１１/１８、町民スケート大会１/２６、ソフトバレーフェスタ２/１７)

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、スキー教室、健康づくり教室、町民ハ

　イキング　ほか）

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９/９、シベチャリ駅伝大会１０/７、高松宮賜杯第５６

　回全日本軟式野球大会（１･２部）南北海道大会７/６～９　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・・・・・・・・・・・２４１,９２３千円

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（ソフトボール場修繕、第２１回

　全日本実年ソフトボール大会北海道予選会の開催８/４～５）

四体育施設管理経費（緑ヶ丘・古川公園野球場スコアボードカウン

　ト表示変更修繕）

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、

　覆馬場砂入替修繕）

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　ほか）

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 ライディングヒルズ静内



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

医療技術者等修学資金貸付事業・・・・・・３,０００千円

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

学生に対し、修学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・・・・・・・・・・・・・・３０,４６７千円

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　乳幼児のポリオ、BＣＧ
　　　　　　閣静内保健福祉センター、三石保健センターで実施し
　　　　　　　ます。

　個別接種　乳幼児の２・３種混合、麻しん、風しんと６５歳以上の
　　　　　　インフルエンザ、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク
　　　　　　チン、子宮頸がん予防ワクチン
　　　　　　閣町内の各医療機関で実施します。

保健推進事業・・・・・・・・・・・・・・３８,８８４千円

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

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…５８,６４５千円　　■国民健康保険特別会計操出金…２１７,４７１千円

■後期高齢者医療事業…３６７,４０３千円

予防接種の様子

乳幼児健診の様子

《住民検診助成》

年齢に応じて、集団検

診と料金で、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・・・・・・・・・・４７３,８４９千円

■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

毎週木曜日皮 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…２５,１６４千円　　■浦河赤十字病院運営等助成事業…４６,２０４千円

相互診療（町立三石国保病院） 相互診療（町立静内病院）

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13：30
　　（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…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・・・・３６１,８７２千円

■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場合に入所し、必要
　　な介護サービスが受けられます。利用者のケアプランに基づいた介護サービ
　　スの提供に努めるとともに、併設した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）を行ってい
　　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、介護や機能訓練など必要な医療を
　　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・・・・・・・・２６２,５６７千円

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要介護状態にならないための対策として、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、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・・・・・・・３２,６０６千円

地域包括支援センター運営事業・・・・・・１３,２３０千円

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、ソーシャルワーカー・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

健康相談

地域支援事業・・・・・・・・・・・・・・２０,８５３千円

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］

成年後見制度利用支援事業・・・・・・・・・８１２千円

障がい者や認知症高齢者など判断能力が不十分で日常生活に支障の

ある方を支援するため、その方が民法に規定する裁判の請求を行う

費用負担が困難な場合に助成します。

障がい福祉サービス費給付事業・・・・・６５８,２７１千円

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

の運営費を支援します。

障がい者地域生活支援事業・・・・・・・・２９,６２３千円

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 １１６・１１７］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線１１５・１１６・１１９］

医療給付事業・・・・・・・・・・・・・１５５,７７５千円

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・・・・・・・４５,７６３千円

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・・・・・・・・・・・・・１２,１０５千円

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・・・・・・・・・・・・・・２２,４２６千円

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 １１４・１１５］

三石庁舎 町民福祉課
３３‐２１１１
［内線１１５・１１６］

児童手当（子ども手当）支給事業・・・・３７１,４０５千円

次代を担う子どもの健全な育成を目的に、中学校卒業までの子ども

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）

公立・私立保育所の運営・・・・・・・・４５３,１２１千円

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　　　　１１９,３１８千円

四子育て支援センターの運営　　  １６,２８４千円

四私立認定保育所への運営委託　  ６７,０９１千円

四私立保育所への運営委託　　　２５０,４２８千円

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…８９,０４７千円　■休養施設等特別会計繰出金…８,４３８千円

■児童養育相談センター運営事業…４０,６４７千円

児童館の運営・・・・・・・・・・・・・・２４,０２１千円

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

総合町民センター建設事業・・・・・・・・５,７２４千円

三石地区での「（仮称）新ひだか町総合町民センター」の建設に向

け、町民の皆さんを委員とする建設検討委員会を設置し、基本設計

等の検討を行います。

問合せ

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

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

交通安交通安全全
交通安全推進事業・・・・・・・・・・・・１０,４２２千円

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・・・・・・・・・・・・・８８３千円

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・・・・・・・・・・・・２４,０３７千円

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、昨年に引き続き三石地区コミュニティバスを試験運行し、よ

り良い運行形態等の構築に向けた協議・検証を進めます。

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、じん芥処理施設

「うまっくりん」では、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るほか、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・・・・・・・・１０,６０１千円

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・坂命名のことは

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・・・・・・７,０１６千円

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千島桜の並木、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）
煙坂命名事業（７か所）
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 桜の植栽

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

■静内葬苑管理経費…３０,２１５千円　■浄化槽設置整備事業…７,９４３千円

■日高中部衛生施設組合負担金…７１４,９４２千円

情報伝達システム調査研究事業・・・・・・・３１５千円

行政情報や防災情報などを迅速かつ効果的に町民に伝達するための

手段について、専門的な調査研究を行い、町民にとって有効な情報

伝達システムの構築に向けて協議・検討を進めます。

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・・・・・・・・１０８,５５４千円

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］

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。

パンフレットは、生活

環境課で配布してい

ます。

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２３年度

リサイクル活動状況
登録団体　団体 94

653,403茜紙 類

27,799茜アルミ類

12,343本ビ ン 類

22,042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！！
リサイクルプラザ



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］

末広大通線

■地方道路整備交付金事業

　　◇末広大通線改良舗装事業　延長＝46m　幅員＝5.5ｍ

　　◇咲梅山岸線改良舗装事業　延長＝170m　幅員＝5.5ｍ

　　◇本町本桐線実施設計業務委託事業　延長＝1,400m

　　◇概略設計業務委託事業（３路線）

■町道境整備事業

　　◇谷地牧野線改良舗装事業　　　 延長＝450m　幅員＝4.0ｍ

　　◇高砂２丁目４号線改良舗装事業 延長＝80m　  幅員＝4.0ｍ

　　◇高砂２丁目７号線改良舗装事業 延長＝70m　  幅員＝4.0ｍ

　　◇清瀬川沿線改良舗装事業　　　 延長＝200m　幅員＝4.0ｍ

　　◇美野和大沢線改良舗装事業　　 延長＝200m　幅員＝3.0ｍ

　　◇青柳中央線改良舗装事業　　　 延長＝80m　  幅員＝5.5ｍ

　　◇知取牧野中央線側溝改修事業　 延長＝40m

　　◇御殿山線調査設計事業　　　　 延長＝200m

　　◇本町海岸線調査設計事業　　　 延長＝750m

■舗装新設事業

　　◇東別２号線外舗装新設事業　　 延長＝220m　幅員＝4.0ｍ

　　◇歌笛山際線舗装新設事業　　　 延長＝285m　幅員＝3.5ｍ

■舗装改修事業

　　◇桜並木通線舗装改修事業　　　延長＝800m　幅員＝5.5ｍ

　　◇緑７丁目５号線舗装改修事業　延長＝50m　  幅員＝4.0ｍ

　　◇春立奥の沢線舗装改修事業　　延長＝470m　幅員＝3.0ｍ

　　◇旭・神森線外舗装改修事業　　延長＝1,100m 幅員＝5.5ｍ

■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＝285m　幅員＝5.5ｍ

　　◇神森２７号線外調査設計事業　　延長＝160m

■橋梁整備事業

　　◇橋梁長寿命化計画策定事業　　全241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・・・・・・・・・・・・・３０４,５００千円

本町海岸線

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

３１

生活環境施策の推進４

■町道区画線事業（延長＝20,968m）　■街路樹剪定業務委託事業

■除雪対策事業　■街路灯防犯灯管理経費

道路橋りょう維持事業・・・・・・・・・１４７,２５８千円

入船跨線橋

御幸通まちかど広場

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・・・・・・・・・・・・・・２,０００千円

　　◇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・・・・・・・・・・・・・・１８,０３７千円

■河川改修事業

　　◇延出川改修事業　　　延長＝40m

　　◇鳥山の沢川改修事業　延長＝90m

■河川管理経費

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

延出川

■都市公園～1６公園、一般公園～３９公園

公園管理事業・・・・・・・・・・・・・・２４,５４２千円

　　◇御幸通まちかど広場イルミネーション設置事業

　　◇真歌公園給水設備故障通報装置改修事業

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

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・・・・・・・・・・・・・・２８,０００千円

　　◇山手公園整備事業（実施

　　　設計業務委託）

　　◇都市公園施設長寿命化計

　　　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



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・・・・・・・・・・・２２,６９８千円

　　◇配水施設維持管理経費（放射能検査業務委託料を含む）

　　◇配水施設改良事業（老朽管の更新）　延長＝1,５２９m

　　◇消火栓の更新（７基）　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・・・８０,５４６千円

　　◇簡易水道施設管理経費（放射能検査業務委託料を含む）

　　◇第２簡易水道老朽管更新・管網新設事業

　　　　老朽管更新：本桐、歌笛地区　　延長＝1,700m

　　　　管 網 新 設：本桐、美野和地区　延長＝1,560m

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
公共下水道事業は、清潔で快適な生活環境づくりを目指して、整備

を図っています。トイレの水洗化や排水設備改修に対する汚水管渠、

降雨浸水対策として雨水管渠の整備を実施します。

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］

汚水処理のことは

問合せ

静内終末処理場
４２‐８４０７ 

三石浄化センター
３７‐３１６５

平成２４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　　　1,６８0円

下水道料　　1,６８0円

下水道事業特別会計繰出金・・・・・・・５４６,３１２千円

■水洗便所改造等助成事業

■静内終末処理場管理経費

■三石浄化センター管理経費

■公共下水道整備事業

　　◇中期ビジョン策定業務委託事業

　　◇下水道処理施設長寿命化計画策定業務委託事業（静内終末処理場、木場町ポンプ場）

　　◇汚水幹線整備事業：柏通線　　　　　　　延長＝100m

　　◇汚水枝線整備事業：柏台２３号線　　　　　延長＝70m

　　　　　　　　　　　　中野町２丁目１号線　延長＝53m

　　　　　　　　　　　　中野町２丁目９号線　延長＝45m

　　　　　　　　　　　　中野町２丁目１５号線　延長＝70m

　　◇雨水幹線整備事業：ときわ高砂線　　　　延長＝120m

■特定環境保全公共下水道整備事業

　　◇下水処理施設長寿命化計画策定業務委託事業（三石浄化センター）

　　◇管渠新設事業：三石３号幹線本桐地区　延長＝1,232m

　　　　　　　　　　三石３号幹線歌笛地区　延長＝   462m

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・・・・・・・・・・・３７２,６０５千円

■静内柏台団地公営住宅建設事業（平成２２～３９年度：６７棟３０５戸）

　　◇公営住宅新築　５棟２０戸

　　◇公営住宅解体　９棟３８戸

　　◇排水管改修　　延長＝220m

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・・・・・・・・・・・１３８,４５６千円

　　◇静内清水丘団地公営住宅屋根ふき替え・外壁等塗装事業　 ９棟３６戸

　　◇静内中野町団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　２棟４戸

　　◇三石旭町Ａ団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　２棟４戸

　　◇三石本桐団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　　６棟１２戸

　　◇三石新痴栄団地公営住宅外部塗装事業　　　　　　４棟８戸

　　◇静内青柳団地公営住宅外壁防水改修事業　　　　　２号棟

　　◇静内山手町団地公営住宅給水管改修事業　　　　　１棟２４戸

　　◇静内春立団地公営住宅解体事業　　　　　　　　　１棟４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・・・・・・・・・・・・９４,８７８千円

　　◇町営住宅1,532戸の維持管理経費

　　◇道営住宅７７戸の維持管理経費

　　◇東痴忠Ａ団地用地購入事業（現借地部分を購入　4,117㎡）

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・・・・・・・・・・・・１５,０００千円

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
東日本大震災後における国や北海道の災害対策方針に基づき、地域

防災計画の見直しや避難計画の策定、防災マップの更新などを行い、

防災に対する町民の意識向上を図るとともに、避難に必要な道路の

整備や標識の設置などの環境整備を進め、災害に強いまちづくりを

目指します。

問合せ

静内庁舎 総務課
４３‐２１１１ 
［内線２１５・２１６］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

災害対策事業・・・・・・・・・・・・・・３２,３３２千円

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

■防災マップ作成事業（Ａ４版冊子２０,０００部）

　町内全戸、自治会等関係機関、転入者などへ配布

■避難経路標識作成設置事業

■ＡＥＤ整備事業（平成２３～２７年度　２８台）

■自主防災組織資機材整備事業

ＡＥＤ 避難経路標識 防災マップ

日高中部消防組合負担金・・・・・・・・１,３７２,９２７千円

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

■消防庁舎改築事業（平成２２～２４年度）

　庁舎改築工事、副棟建設、外構整備、旧庁舎解体、消防緊急通信

　指令システム更新

■１１９番発信位置情報通知システムの導入

■静内消防団創立１００周年記念誌発行事業（２００冊）

■歌笛地区消防ポンプ車の更新（１台）

■消防救急デジタル無線の整備

完成予定の消防庁舎

3５

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。

問合せ

静内庁舎 企画課
４３‐２１１１ 
［内線２２３・２２４］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

行政情報システム管理経費・・・・・・・・２３,８４０千円

自治体が固有の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、行政情報のデータやプログラムソフトを効率的に運用し

ます。

問合せ

静内庁舎 総務課
４３‐２１１１ 
［内線２１３・２１４］

三石庁舎 総務企画課
３３‐２１１１
［内線１０８・１１０］

問合せ

静内庁舎 税務課
４３‐２１１１ 
［内線１６７・１６９・１７０］

三石庁舎 税務課
３３‐２１１１
［内線１２７］

地方税滞納整理機構負担金・・・・・・・・１０,８７３千円

日高管内の全町で、町税などの滞納整理部門を日高振興局内に設置

し、徴収体制の強化を図っています。

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。

町史作成事業・・・・・・・・・・・・・・１５,７２６千円

平成１８年３月に合併してから５周年を迎え、旧静内町と旧三石町の

 変 
へん

 遷 の実態を明確にするとともに、史実として記録し後世に伝える
せん

ため、合併前の静内町史及び三石町史の「完結版」を発刊します。

　静内町史：平成３～１７年度　

　三石町史：平成元～１７年度

新ひだか町予算別冊号発行事業・・・・・・・５４０千円

町の事業予算などを解説を交えた内容で、町広報誌とは別冊に発行

します。

　発行部数　１２,３００部（Ａ４版）
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