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　令和２年度の中札内村の予算は、第６期まちづくり計画のテーマである「みんなでつく

る　笑顔あふれるまち」を推進するため、次の５つの基本目標に沿って作成しました。

　今年度は第６期中札内村まちづくり計画後期基本計画の３年目を迎え、これまで重点施

策として取り組んできた子育て支援施策や定住促進施策を継続・拡充するとともに、村民

ニーズに対応し公約を着実に実行するため、優先度・緊急度を考慮し、各施策・事業へ反

映しています。また、中札内村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少を抑

制し地方創生に取り組み、【日本で最も美しく、健康で、文化的な村】づくりを目指し、「日

本で最も美しい村」連合と連携した事業や七色献立プロジェクトを核とした健康づくり事

業、音楽を柱とする文化の村づくり事業など各分野のソフト事業を拡充しています。

各会計別予算 （単位：万円・％）
会　　計　　名 令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

一 般 会 計 56億6,390 45億7,410 10億8,980 23.8
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4億4,380 4億5,650 -1,270 ▲ 2.8
介 護 保 険 特 別 会 計 2億9,290 2億6,160 3,130 12.0
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 7,210 6,640 570 8.6
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 1億3,160 3億2,540 ︲1億9,380 ▲ 59.6
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 2億8,970 3億6,370 ︲7,400 ▲ 20.3

合　　　　　　　計 68億9,400 60億4,770 8億4,630 14.0

令和２年度  予算のポイント

まちづくりの基本目標
① みんなで歩む協働のまち
② 健康で人にやさしいまち
③ 人と文化を育むまち
④ 活力あふれる産業を育むまち
⑤ 自然豊かで快適に暮らせるまち

今年度の予算の
特徴や主な事業を
お知らせします！

予算総額

68億9,400万円
（前年度比14.0％増）

　一般会計では、前年度比23.8％増と過去最大の予算
額となります。増加要因としては、新庁舎建設事業、

消防庁舎増築・改修事業のほか、各公共施設の老朽化

対策、ふるさと納税に係る経費の増加などがあげられ

ます。

　簡易水道事業特別会計（前年度比59.6％減）、公共下
水道事業特別会計（前年度比20.3％減）は減少となり
ましたが、全会計の予算額は前年度比14.0％増の68億
9,400万円となっています。
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2 健康で人にやさしいまち（保健福祉関連）

　ふるさと納税の推進と村の特産品のＰＲのた

め、村外の方で5,000円以上寄附していただい

た方のうち希望者に村の特産品などを送付しま

す。

　引き続き特産品メ

ニューの充実に努める

とともに、寄附者への

より細やかな対応を行

い、中札内村のファン

づくりに努め、ふるさ

と納税の更なる推進に

取り組みます。

　また、いただいた寄附金は村民の暮らしがよ

り豊かになるよう村独自の施策に活用していき

ます。

（担当　総務課企画財政グループ）

　環境改善を目的として、ポロシリ福祉会が運

営するデイサービス施設のトイレ改修事業に対

して助成を行います。

　改修内容は、利用者が適切に支援を受けられ

るよう、介助スペースを確保するための間仕切

りや便器の移設などを行います。

※ふるさと納税を活用

（担当　福祉課福祉グループ）

　村ホームページをサーバー機器の更新に合わ

せてリニューアルします。

　必要な情報を探しやすくするようなページレ

イアウトの構成に努めるとともに、ＳＮＳ（ソー

シャル・ネットワーク・サービス）を活用した

情報発信の強化を図ります。

※ふるさと納税を活用

（担当　総務課企画財政グループ）

　居住環境の改善を目的として、「生活支援ハ

ウス いちげ荘」の居室窓周辺の改修事業に対

して助成を行います。

※ふるさと納税を活用

●改修内容

・障子の撤去

・内窓、カーテンの設置

・網戸の補修

（担当　福祉課福祉グループ）

 本年度の予算で行う主な事業を紹介します

1 みんなで歩む協働のまち（まちづくり関連）

ふるさと納税の推進 4億2,490万円

デイサービス施設トイレ改修事業助成 264万円 生活支援ハウス改修事業助成 132万円

ホームページのリニューアル 547万円
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　風しん抗体保有率が低い世代の男性に対する

抗体検査・予防接種を実施することにより、風

しんの感染拡大防止を図ります。

※国の補助金を活用

●対 象 者：昭和37年４月２日～昭和54年

　　　　　　４月１日までに生まれた男性

　　　　　　�※�令和３年度まで、対象者に周知

し実施します。

●実施内容：抗体検査の結果に応じて予防接種

を実施します。

●自己負担：なし�（担当　福祉課保健グループ）

　地場産野菜の健康効果や野菜料理等の普及啓

発を行い、地域全体の食生活改善による「村民

の健康寿命の延伸」を目指します。

※ 令和２年度においても、より健康ポイント事

業に参加しやすく、自分のペースで取り組め

るような内容を目指します。

※ふるさと納税、国の補助金を活用

●内容

・健康への取り組みでポイントを貯め、貯めた

ポイントは景品と交換することができます。

今年度より、交換内容に村内の小・中学校へ

寄附できる選択肢を追加しています。

・自分のパソコンやスマートフォン、計測スポッ

トにあるタブレットで体の変化やポイント数

を確認し健康管理をすることができます。

・デジタルサイネージ（電子表示板）を設置し、

ゲーム感覚で参加できるポイント事業を開催

します。

・栄養セミナー、運動セミナーを開催します。

・民間企業や飲食店と連携した健康メニューを

考案します。

（担当　福祉課保健グループ）

　子育ての総合相談窓口として、老人保健福祉

センター内に新たに設置します。妊産婦、乳幼

児から18歳までのお子さんと保護者の方々を

対象とし、必要に応じて関係機関と連携しなが

ら、保健師、管理栄養士、助産師などの専門職

が相談に対応します。

※ふるさと納税、国・道の補助金を活用

（担当　福祉課保健グループ）

　中札内村の子どもたちのために活用してほし

いとした寄附者の意向を受けて、現行の「出産

祝金制度」の対象範囲を拡大します。

●内容

第１子…５万円（今年度から拡充）

第２子…５万円（今年度から拡充）

第３子…10万円

（担当　福祉課福祉グループ）

　聴覚障がいは早期に発見され適切な支援が行

われれば、言語発達等への影響が最小限に抑え

られます。そこで、全額自己負担となっている

新生児聴覚検査（自動聴性脳幹反応検査・耳音

響放射検査）の初回検査費用を全額助成するこ

とにより、経済的負担を軽減し、受診しやすい

環境を整えます。

●対象者：令和２年４月２日以降に生まれた子

ども

●内　容：村が交付する受診票により、出生し

た医療機関において実施します。

（担当　福祉課保健グループ）

風しん抗体検査・風しん予防接種 91万円

七色献立プロジェクト 972万円

子育て世代包括支援センター事業 1,050万円

出産祝金事業 190万円

新生児聴覚検査費用助成 14万円
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介護保険特別会計 2億9,290万円

●介護保険特別会計の基金（貯金）残高（令和元年度末見込）	 663万円

＜介護保険のしくみ＞

　40歳以上の方が被保険者となって納めた保険料と国・道・村（一般会計）が負担する公費に

よって運営され、介護が必要となったときに介護保険のサービスを利用することができます。ま

た、介護が必要な状態になることを予防し、日常生活を元気に送っていただけるよう介護予防教

室等も実施しています。

　65歳以上の方は第１号被保険者、40～64歳の方は第２号被保険者といいます。

　（40～64歳の方の保険料は医療保険に含めて納めています。）

＜介護保険料について＞

　３年ごとに見直す、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画」において、高齢化の

状況や要介護認定者数、介護保険事業に必要な費用等を推計した結果、第７期計画の期間（平成

30年度～令和２年度）の３年間は、第１号被保険者の基準保険料月額を第６期より900円増の

4,000円（管内最少額）としています。

　なお、介護保険事業基金（貯金）を取り崩して充てることで、保険料の伸びを抑えています。

　今後も介護を必要としない健康な高齢者が増え、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生

活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に提供される「地域

包括ケアシステム」の構築に努めます。

（担当　福祉課福祉グループ）

みなさん
（被保険者）

サービス
提供事業者

市区町村
（保険者）

みなさん
（被保険者）

サービス
提供事業者

市区町村
（保険者）

地域包括支援
センター

利
用
者
負
担
分

（
介
護
報
酬
の
１
割
※
）

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

認
定
の
申
請

認
定
の
通
知

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
交
付

保
険
料
の
納
付

介護報酬
（利用者負担分以外）

保険証
の交付

者者

市市
（（

地

保険者））保険者）

介護保険制度のしくみ

※一定以上所得者は２割または３割になります。
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　高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送

ることができるよう、個々のレベルに応じた筋

力トレーニングを続けることで、要介護状態等

への進行を抑制します。（転倒予防、けがの予防、

動きの向上、認知症予防）

　健康運動指導士の資格を持つ講師が、安全・

安心・科学的な運動指導を行います。

●対象者：65歳以上の方で、要介護認定を受け

ていない方（ただし、要介護１の方

は状態により可）

●実施日：毎週火曜日（祝日除く）

●場所・時間

・初級クラス　上札内交流館

　　　　　　　10時30分～11時30分　

・中級クラス　保健センター

　　　　　　　13時30分～14時30分　

・初級クラス　保健センター

　　　　　　　15時00分～16時00分

●定　員：各クラス25名

●利用料：月1,000円

●送　迎：初級クラスで移送サービス登録者の

うち希望される方

●その他実施予定

・体力測定会

　地域に住む高齢者を対象に、日常生活に必要

な動作を測定します。データを分析し、参加者

及び自治体に結果を提供してもらうことで、地

域での介護予防の取り組みを推進します。

・結果説明会兼講演会

　体力測定の結果説明会と北翔大学の教授によ

る講演会を行います。測定値の維持、改善に向

けての運動方法について解説します。

（担当　福祉課福祉グループ）

　令和元年度に「認知症になっても安心して暮

らせるまちづくり宣言」を行ったことに伴い、

より重点的な認知症予防・早期発見・早期治療

に力を入れます。

●内容

【認知症初期集中支援チームの配置】

　外部の医療機関とも連携し、「認知症初期集

中支援チーム」を配置します。認知症と疑われ

る人、その人の家族を訪問し、早期診断・早期

対応に向けた支援体制を構築します。

【認知症地域支援推進員の配置（地域包括支援

センター職員が兼務）】

　認知症の人やその家族への相談支援や、関係

機関との連携・調整を行います。

【認知症予防キャラバン】

　講演会、認知機能テスト、体操、介護・健康

相談コーナーをコープさっぽろと村が連携して

行います。

【認知機能テスト】

　地域まるごと元気アッププログラムの体力測

定会と合わせて実施します。テストの結果は自

治体へ提供され、認知症の疑いがある方を個別

支援します。

【なかさつない介護カフェ】

　お茶などを飲みながら介護のことや認知症の

ことについて、気兼ねなく話をする場として「な

かさつない介護カフェ」を開催します。

・対 象 者：介護をしている人、介護を受けて

いる人、介護経験者、今後の介護について心

配な方、認知症について知りたい方など

・回　　数：年５回

・場　　所：澤田整骨院　小さな美術館内など

・スタッフ：村地域包括支援センター職員

（担当　福祉課福祉グループ）

地域まるごと元気アッププログラム（まる元） 354万円 認知症施策推進事業 64万円
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後期高齢者医療特別会計 7,210万円

＜加入対象者＞

　75歳以上の方（一定の障がいのある場合は65～74歳も対象です）。

＜後期高齢者医療制度のしくみ＞

　道内の市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が制度を運営しています。

　保険料の徴収や窓口業務（申請・届出の受付など）は、市町村が行います。

　保険料の他、国・道・市町村（一般会計）の負担によって事業を運営しています。

＜後期高齢者医療の課題＞

　高齢化の進展による被保険者数や医療費の増加とともに療養給付費に係る負担金は増加が見込

まれており、若年層のときから病気の予防、早期発見・治療に努め、医療費を増やさないための

取り組みを推進していきます。

（担当　住民課住民グループ）

被保険者証の提示
自己負担1割（または3割）

　　診　療

保険料の一括納付

　　被保険者証の交付

高額療養費等の給付

医療機関被保険者
75歳以上の高齢者

（65歳～74歳で一定の
障がいのある方）

広域連合

国・都道府県各医療保険

市町村

若い世代の保険料 税金若い世代の保険料 税金

医療費の支払い
9割（または7割）

医療費の
請求

医療費の支払い
9割（または7割）

医療費の
請求

被保険証の
引渡し

保険料の
納付

被保険証の
引渡し

保険料の
納付
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●国民健康保険特別会計の基金（貯金）残高（令和元年度末見込）	 9,109万円

＜加入対象者＞

　職場の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その

市町村に住んでいる75歳未満の方はすべて国保の加入者（被保険者）となります。

＜国民健康保険制度＞

　国保は、病気やけがをした時に安心して病院にかかることができるよう、加入者の皆さんでお

金を出し合ってお互いに支えあっていく制度です。

＜国民健康保険制度のしくみ＞

　安定的な事業運営を図るため、平成30年４月から、財政運営の主体がこれまでの市町村から

北海道になりました。

　国保に加入する方は、市町村に届け出をして保険証を受領し、保険税を納めます。

　病院などにかかるときは、保険証を提示し、医療費の一部（２～３割）を支払います。

　市町村は、保険証の発行や医療給付などの窓口業務及び保健事業等を実施するとともに、保険

税を徴収し、それを財源として納付金を北海道へ納めます。

　北海道は、医療給付の費用を市町村へ交付します。

＜国民健康保険の課題＞

　医療費負担の増加が課題となっており、村では生活習慣病の発症及び重症化予防のための特定

健康診査の受診率向上や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用促進などの取り組みにより負

担軽減を図っています。

（担当　各種給付：住民課住民グループ　国保税：住民課税務出納グループ）

国民健康保険特別会計 4億4,380万円

加入者（被保険者）

市町村 国保連合会

病院等（保険医療機関）

一部負担金
を支払う

保険証を
交付する

届出をし、
保険料（税）
を納める

診療を行う

審査結果を
報告する

納付金を
納める

保険給付に
必要な費用を
交付する

残りの医療費
を請求する

国保連合会を通じ、
残りの医療費を
支払う

北海道

〈保険者〉
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3 人と文化を育むまち（教育・文化・スポーツ関連）

　経済的理由によって高等学校に修学すること

が困難と認められる生徒の保護者に対し、負担

軽減のため通学費や下宿代の一部を助成しま

す。

●対象世帯

　準要保護児童生徒就学援助の認定基準に該当

する世帯

（担当　教育委員会教育グループ）

　児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を目的

に、高校生以下の児童生徒が受検する各種英語

検定の受検料を助成します。

※ふるさと納税を活用

●概要

・級等のレベルが設定されている検定

　→児童生徒１人当たり同一級に対し１回まで

・級等のレベルが設定されていない検定

　（TOEIC、TOEFLなど）

　→年１回まで

・交付額は、主催する団体等が定める検定料の

全額（他からの補助金がある場合は、その補

助金を控除した額）

（担当　教育委員会教育グループ）

　令和２年度から本格実施される新学習指導要

領に伴い、地域おこし協力隊制度を活用し外国

語指導助手１名を増員します。平成30年度から

配置している常勤の外国語指導助手についても

継続雇用し、更なる指導体制の充実を図ります。

（担当　教育委員会教育グループ）

　平成29年度から村内小中学校３校に１つの

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を

設置し、学校・地域・保護者が一体となって地

域に根ざした学校運営を進めています。

●内容

・地域協働型学校づくり協議会の開催

・教育講演会の開催

・各学校のコミュニティ・スクール部会の開催

・関係研修会への参加

・ポータルサイトの活用よる情報発信

（担当　教育委員会教育グループ）

　村民が自主的に芸術文化に取り組むための環

境整備を推進し、すべての世代で優れた芸術や

文化に触れる機会が増えるよう補助を行いま

す。

　また、令和元年度に購入したファツィオリ製

ピアノを活用したコンサートやイベントも積極

的に行います。

※ふるさと納税を活用

（担当　教育委員会教育グループ）

　道道中札内インター線から交流の杜サッカー

場までの道幅が狭く不便であることから、安全

確保のため拡幅工事を行います。

（担当　教育委員会教育グループ）

コミュニティ・スクール事業 198万円

文化振興奨励事業 1,000万円

交流の杜道道取付道路拡幅工事 655万円

英語検定料助成 28万円

外国語指導助手配置事業 1,039万円

通学費等助成 126万円
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　村の重要な観光資源である「六花の森」を活

用したイベントに対し補助します。「アートの

村・中札内」をＰＲするとともに、交流人口の

増加を図ります。幅広い世代の方にアートや音

楽に触れる機会を提供し、村民に親しまれるイ

ベントを目指します。

※ふるさと納税を活用

●イベント内容（予定）

日時：７月18日（土）17時30分～21時

場所：六花の森　園内

内容：飲食店、音楽ステージ、体験型アート

　　　等を実施予定

（担当　総務課企画財政グループ）

 

　一本山展望タワー（西札内）からの眺望を阻

害している支障木の伐採などを行います。

※ふるさと納税を活用

●伐採箇所：一本山展望タワーと西札内桜公園

の支障木伐採

（担当　産業課産業グループ）

　昨年に設置した宿泊用トレーラーハウス（３

基）の利用開始に向けて、ハウス内の設備を整

えるほか、レンタル用アウトドア備品を充実し、

観光客・キャンパーが利用しやすい環境を整え

ます。

●概要

園地の利用期間　４月下旬から10月下旬まで

・バンガロー（10人まで）　　�１泊　 5,000円

・トレーラーハウス（４人）　�１泊　10,000円

・テントセット（手ぶらキャンプ）

　　　　　　　　　　１セット１泊　20,000円

・フリーサイト（無料）

※今年度から受付が必要です。

（担当　産業課産業グループ）

　現在、豆資料館内にある観光協会事務所をカ

ントリープラザ内に移転し、観光インフォメー

ション機能を強化させるほか、屋内遊具や授乳

室の整備を行い、親子がより安心して利用でき

る環境を整えるため、令和３年度の改修に向け

た設計委託を行います。

※ふるさと納税を活用

（担当　産業課産業グループ）

六花の森イベント事業補助金 800万円

景観支障木伐採委託 82万円

札内川園地備品購入 100万円

道の駅整備事業設計委託 655万円

4 活力あふれる産業を育むまち（農業・土地改良・商工観光関連）
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　農家が土づくりのために行う小規模土地改良

事業や、耕地防風林造成に助成します。また、

令和元年度から圃場の排水対策のため浸透層設

置に助成しています。

●助成額

・客土…3,500円以内／台（上限１経営体60台）

・石礫除去…運搬12,500円以内／１往復

　　　　　　機械3,000円以内／時間

　　　　　　（上限１経営体50時間）

・防風林…苗木代�上限50,000円以内／１箇所

・浸透層設置…事業費１／２以内

　　　　　上限１基30万円（上限１経営体５基）

（担当　産業課産業グループ）

　近年、国内外から訪れる観光客が無許可で圃

場に侵入し、写真撮影などを行っていることか

ら、立入に対する注意喚起を行い、病害虫の侵

入を防ぎます。

●内容

・種子馬鈴しょ圃場への外国語の立入注意看板

の設置に対する助成

・観光パンフレット、村ホームページでの注意

の呼びかけ

（担当　産業課産業グループ）

　村内の私有林所有者が継続して森林整備が行

えるよう、下刈りや徐間伐を行った所有者に対

し助成を行います。

　なお、令和２年度から森林環境譲与税を活用

し、補助率の引上げを行い、未整備森林の整備

を促進します。

（担当　産業課産業グループ）

●造林推進事業の補助率見直しの概要

　農地の基盤整備により、生産収量の増加、効

率的な営農作業の確立、地域農業の発展・安定

化を図ります。

●工期：令和元年度～７年度

●内容：施工工事、調査設計

●工種：農業用道路、石礫除去

（担当　施設課施設グループ）

　農地の基盤整備により、生産収量の増加、効

率的な営農作業の確立、地域農業の発展・安定

化を図ります。

●工期：令和２年度～６年度

●内容：調査設計

●工種：区画整理、石礫除去、暗渠排水

（担当　施設課施設グループ）

　村道の整備により、農作業及び一般車両走行

の安全性を確保します。

●工期：令和元年度～４年度

●内容：道路路肩拡幅工事

●対象路線：東戸蔦・新札内南東５線道路

（担当　施設課施設グループ）

道営担い手畑総事業（札内川右岸北部地区） 960万円

道営担い手畑総事業（札内川右岸南部地区） 600万円

道営農道整備特別対策事業（中島地区） 2,200万円

新・元気な畑づくり事業 600万円

圃場侵入防止対策事業 24万円

造林推進事業 222万円
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　令和元年度から２年度にかけて、新庁舎の建

設工事を行っています。あわせて地中熱を利用

した冷暖房システムを導入し、維持管理費の抑

制を図ります。

　庁舎建設事業のうち、建設工事、地中熱設備

整備工事、工事監理委託については令和元年度

からの継続工事であるため、継続費を設定して

います。

●継続費総額　１２億６，７２１万円　

　令和元年度　　６億 ７４６万円

　令和２年度　　６億５，９７５万円

（担当　総務課総務グループ）

 

　老朽化が進んでいる公園の公衆トイレにおい

て、利用者に配慮した快適なトイレ環境整備の

ための洋式化を行います。

●場所：上札内公園、鉄道記念公園

（担当　施設課施設グループ）

5 自然豊かで快適に暮らせるまち（生活基盤整備・消防関連）

　中札内村橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁補

修工事を行います。また、老朽化や劣化により

車両走行に支障がある路線について、順次、改

良舗装工事を行います。

●橋梁補修工事

・西１線橋

・東戸蔦３号橋

●道路改良舗装工事

・元大正・興和31号道路

・元大正・共栄35号道路

・中戸蔦・新札内南東４線道路

・新庁舎周辺歩道

（担当　施設課施設グループ）

 

　激甚化する災害に備えて地域の防災・消防機

能を強化するため、消防庁舎の増築・改修工事

を行います。

●内容：消防団詰所の拡充、職員の仮眠スペー

スの確保、出動車両の車庫拡充

（担当　総務課総務グループ）

新庁舎建設事業 6億7,764万円

公園施設改修事業 336万円

橋梁・道路の長寿命化事業 1億4,420万円

消防庁舎増築・改修事業 3億2,353万円
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●簡易水道事業特別会計の地方債（借金）残高（令和元年度末見込）	 1億5,314万円
●簡易水道事業特別会計の基金（貯金）残高（令和元年度末見込）	 2億3,988万円

＜簡易水道事業の内容＞
　中札内村の給水人口は5,000人を下回っているため、水道法により「簡易水道事業」と呼ばれ
ます。中札内村の飲料水・生活用水の確保のために、昭和47年に事業認可を受け事業を実施して
います。現在は、南札内浄水場からの送水と十勝中部広域水道企業団からの受水により運営して
います。
　南札内浄水場は、中札内村簡易水道・中札内村営農用水道・更別村簡易水道・更別村営農用水
道の４者で運営されていて、村の簡易水道事業特別会計で、ほかの３者から負担金を受け、南札
内浄水場の管理・運営にかかる費用を支出しています。

＜簡易水道事業の課題と対応＞
　浄水場の建設や水道管の布設から40年以上が経過し、老朽化対策が必要となっています。
　水道施設の機器については更新を終え、水道管の将来の更新に備え基金の積み立てを行ってい
ます。

＜令和２年度の主な事業＞
・中札内村簡易水道事業法適用化業務委託　402万円

資産や負債、経営状況を的確に把握し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組み
ます。

（担当　施設課施設グループ）

簡易水道事業特別会計 1億3,160万円

公共下水道事業特別会計 2億8,970万円

●公共下水道事業特別会計の地方債（借金）残高（令和元年度末見込）	6億3,190万円

＜下水道事業の内容＞
　平成４年度に下水道認可を受け、平成９年度に供用を開始しました。現在、住居地区は整備が
完了し下水道への接続率は97.4％となっています。
　下水道会計は独立して運営することが原則ですが、下水道を使用する方から頂いた使用料では
賄いきれておらず、一般会計からお金を繰り入れています。

＜下水道事業の課題と対応＞
　下水の処理を行う浄化センターが供用開始から23年を経過し、機器類が更新時期を迎えてき
ています。安定した浄化機能を維持するために、令和元年度にストックマネジメント計画を策定
し、令和２年度以降、計画的に機器更新を行います。

＜令和２年度の主な事業＞
・ストックマネジメント計画に基づく終末処理場処理施設工事　1億200万円

マンホールポンプ、終沈汚泥かき寄機駆動装置、汚泥設備等の更新工事を行います。
・ストックマネジメント計画に基づく委託　1,580万円

処理場機器更新関係機器の見積もり、浄化センター更新工事実施設計等の委託を行います。
・中札内村下水道事業法適用化業務委託　402万円

資産や負債、経営状況を的確に把握し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組み
ます。

（担当　施設課施設グループ）
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　65歳以上の高齢者が所有する自動車につい

て、安全運転サポートカーとなる安全装備車に

更新する場合に補助します。

●内容

（１）補助対象車両購入補助金

　①衝突被害軽減ブレーキ

　②ペダル踏み間違い急発進等の抑制装置

　【①及び②搭載する車】

　�（登録車10万円、軽自動車7万円、中古車4万円）

　【①を搭載する車】

　 （登録車6万円、軽自動車3万円、中古車2万円）

（２）後付け装置導入補助金

　・国の補助金を除いた自己負担分

（担当　総務課総務グループ）

　学校における働き方改革を推進するため、総

合型校務支援システムを導入して、教職員の業

務負担軽減及び教育現場の環境改善を図り、よ

り良い教育の実現を進めます。

（担当　教育委員会教育グループ）

　結婚を機に中札内村で新生活を迎える新婚世

帯への支援を行うことにより、地域における移

住・定住対策及び少子化対策の強化を図ります。

※道からの補助金を活用

●内容

・条件に該当する新婚世帯に対し、新婚に伴う

住宅費及び引越し費用を最大30万円助成

●対象条件（すべて満たす世帯）

・令和２年１月１日から令和３年３月31日ま

での間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

・夫婦の合計所得が340万円以下

・婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が34歳以下

・対象となる住居が中札内村内にあること

・夫婦双方とも村税等を滞納していないこと

・過去にこの制度に基づく補助を受けていない

こと

（担当　住民課住民グループ）

高齢者安全運転サポート事業補助金 57万円

校務支援システムの導入 263万円

結婚新生活支援事業 90万円

 今年度より新たに取り組みます！

平成元年度以降の一般会計予算額の推移
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地方交付税
16億4,227万円（前年度比＋0.5％）
29.0％
地方公共団体が行政サービスを行うため
国から交付される財源

　村債
7億7,220万円（前年度比＋107.0％）　13.6％
世代間の公平を保ち負担を複数年に分けるための借入金

村税
6億4,983万円（前年度比＋3.3％）

11.5％
村民の皆さんや法人に納付していただく税金

繰入金
6億3,310万円（前年度比▲5.8％）

11.2％
基金からの繰入金など

国・道支出金
3億8,790万円（前年度比▲1.7％）

6.9％
特定の事業に対する国や道からの補助金

使用料等
3億5,057万円（前年度比▲1.0％）

6.2％
受益者や使用者の負担など

（分担金・負担金・手数料・使用料）

譲与税・交付金
2億82万円（前年度比＋1.6％）
3.5％
　　国税や道税から配分される収入など　　

　その他
10億2,721万円（前年度比＋222.6％） 
18.1％  　　
財産収入や寄附金、繰越金、その他の
雑入など   　　　　　

歳入合計
56億6,390
万円

歳入合計
56億6,390
万円

歳入合計
56億6,390
万円

歳入予算の内訳

●地方交付税
　普通交付税については、交付対象事業費の増減や交付単価の見直し等により前年度比

0.5％増の15億1,727万円を見込んでいます。

　また、災害などの特殊要因に対して配分される特別交付税については、近年の交付額を

参考に前年度比13.6％増の1億2,500万円を見込んでいます。

※平成28年～30年度は決算額、令和元年度は最終予算額、令和２年度は当初予算額です。
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一般会計の予算額　56億6,390万円
（前年度比23.8％の増）

一般会計歳入の概要
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●繰入金
　基金には、財源不足に対応するための財政調整基金、借入金の返済に対応するための減

債基金、各目的に対応するための特定目的基金があります。

　今年度の基金からの繰り入れ（貯金の取り崩し）は、6億3,310万円（前年度比5.8％減）

を予定しています。近年は、各公共施設の老朽化が進んでおり、老朽化対策のための繰り

入れが増加しています。今年度、基金から繰り入れて実施する事業は下記のとおりです。

特定目的基金
・公共施設等整備基金 1億1,820万円

　（道営農道整備特別対策事業、交流の杜道道取付道路拡幅工事、道営担い手畑総事

業農道工事、道路改良舗装工事）

・庁舎整備基金 2億1,328万円 （新庁舎建設事業、総合行政システム等設置）

・ふるさと活性化基金 2,708万円

　（ふるさとづくり事業、まつり振興事業、小規模起業支援、六花の森イベント事業、

道の駅整備事業設計委託、英語検定料補助、ホームページリニューアル）

・豊かな環境等創成基金 866万円

　（景観アドバイザー事業、日本で最も美しい村連合関係、桜六花公園整備関係、景

観支障木伐採、花づくり推進関係）

・福祉基金 2,387万円

　（七色献立プロジェクト事業、公園施設改修工事、子育て世代包括支援センター事業、

デイサービス施設改修事業等）

・食と農業農村振興基金 5,381万円

　（大規模草地育成牧場設備工事・機械更新、食の推進パートナー PR事業、地域担

い手育成総合支援協議会、新・元気な畑づくり事業、堆肥化施設車両購入）

・商工業振興基金 500万円 （まちなかにぎわいづくり事業）

・森林環境整備基金 166万円 （造林推進事業補助金）

・永井明奨学金基金 418万円

・文化振興基金 1,210万円 （文化振興奨励事業、中札内中学校楽器購入）

・スポーツ振興基金 125万円 （スポーツ振興奨励事業）

●村債（地方債）
　年度間の財政負担の平準化や世代間負担の公平性のために行う借入金のことを地方債と

いいます。今年度は、7億7,220万円（前年度比107.0％増）を予定しています。

　今年度は下記のとおり村債の借入を予定しています。

　　・役場庁舎建設事業債 3億9,330万円

　　・地中熱設備整備事業債 2,940万円

　　・北海道総合行政情報ネットワーク改修事業債 340万円

　　・消防庁舎増築事業債 1億7,180万円

　　・公営住宅建設事業債 5,960万円

　　・道路長寿命化事業債 3,170万円

　　・臨時財政対策債 8,300万円

財政調整基金　1億6,400万円（一般会計の歳入不足の補てん）
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歳出予算の内訳

予備費 500万円（前年度比0.0％）
0.1％
臨時的な支出に備えた経費

労働費 712万円（前年度比0.0％）
0.1％
雇用対策などに関する経費議会費 4,482万円（前年度比▲5.8％）

0.8％
議会運営にかかる経費

諸支出金
1億7,522万円（前年度比＋4.3％）

3.1％
特別会計への繰出金

商工観光費
1億9,448万円（前年度比▲6.3％）

3.4％
商工業や観光にかかる経費

総務費
17億5,879万円（前年度比＋82.3％）
31.1％
庁舎管理や行政事務、住民自治などに
かかる経費

民生費
7億4,316万円（前年度比＋10.4％）
13.1％
高齢者や障がい者、子ども達などの
福祉にかかる経費

公債費
4億1,389万円（前年度比＋3.0％）

7.3％
村債（借金）の償還（返済）にかかる経費

衛生費
2億4,326万円（前年度比▲4.6％）

4.3％
健康や母子保健、ごみ収集、環境保全などにかかる経費

消防費 4億9,728万円（前年度比＋179.6％）
8.8％

消防や救急、防災にかかる経費

教育費 5億4,428万円（前年度比＋1.2％）
9.6％
学校教育、社会教育、学校給食などにかかる経費

土木費
5億3,739万円（前年度比▲7.3％）
9.5％
道路、除雪、村営住宅、公園などにかかる経費

農林業費
4億9,921万円（前年度比▲9.1％）
8.8％
農業や林業にかかる経費

歳出合計
56億6,390
万円

歳出合計
56億6,390
万円

歳出合計
56億6,390
万円

村民一人あたりの予算額は144万8,197円となります
※村民一人あたりの予算額は、「歳出額÷人口3,911人」で計算しています。（人口は令和2年2月28日現在）

議会費
1万1,461円

労働費
1,821円

総務費
44万9,703円

農林業費
12万7,644円

民生費
19万17円

商工観光費
4万9,726円

衛生費
6万2,199円

土木費
13万7,403円

消防費
12万7,149円

教育費
13万9,166円

公債費
10万5,827円

諸支出金
4万4,803円

予備費
1,278円

一般会計歳出の概要
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　一般会計の歳出予算を性質別にみ

ると、①物件費②普通建設事業費の

順に構成割合が高くなっています。

　物件費は、ふるさと納税の大幅

増による経費の増加等により14億

9,586万円（前年度比32.6%増）と

なりました。

　普通建設事業費は、昨年度からの

継続事業である新庁舎建設工事や、

消防庁舎の増築・改修工事、道路の

改良補修などの老朽化対策もあり、

前年度から大きく増加し、14億897

万円（前年度比41.4％増）となりま

した。

　中札内村には５つの特別会計があ

ります。特別会計は、特定の事業を

行うために一般会計と区別して経理

するものです。

　令和２年度予算額の合計は12億

3,010万円であり、前年度と比べ 

16.5％減となりました。

　会計別にみると、簡易水道事業特

別会計では、水道工事の減少により

1億3,160万円（前年度比59.6％減）

となりました。

　また、公共下水道事業特別会計も

下水道工事の減少により2億8,970

万円（前年度比20.3％減）となりま

した。

性質別に見た予算

特別会計の予算

繰出金　  2億1,169万円  3.7％
前年度比＋4.2%
一般会計から特別会計に支出される経費

扶助費　  2億2,737万円  4.0％
前年度比▲0.5%
医療給付費や障がい者への援助費など福祉の
ための経費

公債費　  4億1,389万円  7.3％
前年度比＋3.0%
村債（借金）の元金と利子の償還（返済）にかかる経費

その他　  4億5,027万円  7.9％
前年度比＋96.7%
施設の維持補修費、基金の積立金、予備費などの経費

補助費等  6億4,677万円  11.4％
前年度比▲6.8%
各団体への補助金や負担金など

人件費　  8億908万円  14.3％
前年度比＋16.7%
職員の給与、議員や委員の報酬など

普通建設事業費  14億897万円  24.9％
前年度比＋41.4%
道路・村営住宅の建設・改修など公共施設等の整備
にかかる経費

物件費　  14億9,586万円  26.5％
前年度比＋32.6%
公共施設の光熱水費、委託料やシステム借上げ
などの経費

一般会計
56億6,390万円
前年度比＋23.8％

一般会計
56億6,390万円
前年度比＋23.8％

国民健康保険特別会計
4億4,380万円　前年度比▲2.8%

介護保険特別会計
2億9,290万円　前年度比＋12.0%

公共下水道事業特別会計
2億8,970万円　前年度比▲20.3%

簡易水道事業特別会計
1億3,160万円　前年度比▲59.6%

後期高齢者医療特別会計
7,210万円　前年度比＋8.6%

特別会計の合計
12億3,010万円
前年度比▲16.5%

特別会計の合計
12億3,010万円
前年度比▲16.5%



18

　村の財政状況は健全なのか、健全ではないのかを判断する指標（指数、比率などのものさし）にはい

くつかの種類があります。分かりにくい指標が多いのですが、村の財政状況を把握し、健全性を判断す

るために重要な指標です。

　平成30年度決算の主な指標をもとに、村の財政状況を見てみましょう。

①財政の体力を示す「財政力指数」　　中札内村は0.28
　全国の市町村等の財政力を同じ尺度で測るための指数で、標準的にかかるお金に対して、自主的な収

入（村税や各種使用料等）がどの程度あるかを示す指標です。数値が「１」であれば、100％自主的な

収入で運営できることになります。

　中札内村は「0.28」（前年度0.27）ですので、72％を国からの財源（地方交付税や国庫支出金等）に頼っ

ていることになります。

②財政の自由度を示す「経常収支比率」　　中札内村は82.7％
　村税や地方交付税など使途が特定されずに毎年入ってくるお金（経常的な収入）に対して、人件費や

施設の維持管理、借入金の返済等に係る費用など毎年支払わなければならないお金（経常的な経費）が

どの程度の割合になるかを示す指標です。数値が「100％」の場合は、自由に使える収入が、すべて支

払わなければならない経費に使われるため、その年に自由に使えるお金はゼロということになります。

　中札内村は「82.7％」（前年度79.8％）ですので、自由に使えるお金は17.3％ということになります。

地方交付税の減と物件費・人件費の増により自由に使えるお金が少なくなったため、前年度から2.9ポ

イント上昇しました。

村の財政状況はどうなっているの？
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　主な指標に基づく村の財政状況は、現在は健全な状況にあると言えます。

　しかし地方交付税の動向や、国・地域経状況などにより大きく左右されます。つまり「財政指

標が健全であることと、村の会計が裕福であるかどうかは別問題」なのです。先行き不透明な情

勢でもまちづくりを行うため、今後も健全に財政運営をしていく必要があります。

③借金の負担を示す「実質公債費比率」　　中札内村は5.5％
　村税や地方交付税など使途が特定されずに毎年入ってくるお金（経常的な収入）に対して、借入金の

返済に係る費用（公債費）がどの程度の割合になるかを示す指標です。数値が高いほど借入金に依存し

ているといえます。

　中札内村は「5.5％」（前年度5.2％）となっています。
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　村は毎年借金の返済を行っており、令和元年度末の借金残高（見込）は、一般会計と特別会計合わせ

ておよそ51億円あります。

◎村の借金（地方債）残高（令和元年度末見込）
　　一　般　会　計 ４２億６，７８１万円

　　簡 易 水 道 会 計 １億５，３１４万円

　　下 水 道 会 計 ６億３，１９０万円

　　合 計 ５０億５，２８５万円

 （前年度４９億１，３７６万円 ）

村の借金はどれくらいあるの？

★十勝管内の借金（地方債）ランキング★ （一般会計分・平成30年度決算値）
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　村の貯金（基金）は、使用目的ごとに積み立てをしており、一般会計に13種類、特別会計等に５種

類あります。その種類は、災害などの緊急時や借金の返済、また福祉・教育・文化振興・産業などがあ

ります。

　今後、建物や道路の老朽化による維持改修などが予想され、また村の収入の大部分を占める地方交付

税の動向が不透明であることから、安定した財政運営のために貯金を確保しています。

　令和元年度からは、ふるさと納税が大幅に増加しており、ふるさと応援寄附金の積立額も大きく増加

しています。

◎村の貯金（基金）残高（令和元年度末見込）
　　一　般　会　計 ３３億 １８７万円

　　そ の 他 基 金 等 １２億３，２２０万円

　　合 計 ４５億３，４０７万円  

 （前年度４７億２８１万円 ）

村の貯金はどれくらいあるの？

★十勝管内の貯金（基金）ランキング★ （一般会計分・平成30年度決算値）



22

■一般会計
　一般会計とは、福祉・教育・土木・衛生などの村の基本的な施策を行うための会計であ
り、主な収入には、村税・地方交付税・国庫支出金等があります。

■特別会計
　特別会計は、特定の事業を行うために一般会計と区分して経理するものです。
中札内村には国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、簡易
水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計の５つの特別会計があります。

■地方交付税
　どの地域に住む人にも一定の行政サービスが提供できるよう、国が集める税金のうち、
一定の基準により計算した額を国から地方に交付するものです。

　ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の寄附額は、令和元年度から大幅に増加して
おり、令和２年度は6億4,200万円の寄附額を見込んでいます。そのうち経費を差
し引いた約2億1,000万円を各基金に積み立て、【日本で最も美しく、健康で、文化
的な村】づくりに活用させていただきます。
　寄附金の使途は村長におまかせいただく他、３つの使い道を設定しています。
①文化や芸術・教育の振興のために
音楽をとおして人づくり、仲間づくり、そして音楽とアートの村づくりを目指す取
り組みに活用します。（文化振興奨励事業、音まちプロジェクト事業、中学校楽器
購入など）

②豊かな自然環境や美しい景観の維持保全のために
村の美しい景観維持や啓発活動、「日本で最も美しい村」づくりの活動に活用し、
観光客をおもてなしする体制を整えます。（桜六花公園の整備、花づくり推進事業
など）

③誰もが安心して住み続けられるまちづくりのために
子育て支援や村民の健康維持の活動に活用します。（保育料無償化（村独自施策分）、
子育て世代包括支援センター事業、七色献立プロジェクト事業など）

………  村のふるさと納税の使い道  ………

財 政 用 語 解 説
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