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　2019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。

　第６期中札内村まちづくり計画後期基本計画の２年目を迎える今年度は、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、中

札内村まち・ひと・しごと創生総合戦略にもとづき、人口減少を抑制し地方創生に取り組

みます。「日本で最も美しい村」連合と連携した事業の推進や七色献立プロジェクトを核

とした健康づくり事業、音楽活動などを通した文化振興事業をはじめ各分野のソフト事業

を拡充しています。

　そのほか、胆振東部地震でのブラックアウトの経験を踏まえ、防災用備品の購入や通信

機能の整備など、災害対策の強化に取り組んでいきます。

各会計別予算 （単位：万円・％）
会　　計　　名 2019年度 2018年度 増減額 増減率

一 般 会 計 45億7,410 45億3,830 3,580 0.8
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4億5,650 4億5,040 610 1.4
介 護 保 険 特 別 会 計 2億6,160 2億6,730 ▲ 570 ▲ 2.1
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 6,640 6,720 ▲ 80 ▲ 1.2
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 3億2,540 1億2,280 2億260 165.0
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 3億6,370 1億9,680 1億6,690 84.8

合　　　　　　　計 60億4,770 56億4,280 4億490 7.2

2019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！

　一般会計では、前年度比0.8％増とおおむね前
年度並みとなっていますが、前年度は地方債の繰
上償還（約４億円）を行ったことを考慮すると、
実質的には10％程度の増加となっています。増加
要因としては新庁舎建設事業のほか、各公共施設
の老朽化対策などがあげられます。また、施設整
備費が増加した簡易水道事業特別会計（前年度比

165％増）、公共下水道事業特別会計（前年度比
84.8％増）の影響で、全会計の予算総額は60億4,770
万円（前年度比7.2％増）となっています。

予算総額

60億4,770万円
（前年度比7.2％増）
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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、１万円以上のふるさと納税寄附者のうち希

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

ともに、ふるさと納税管理システムを導入し、

増加する寄附の適切な処理とより細やかな寄附

者への対応を行い、ふるさと納税の更なる推進

に取り組みます。

●寄附見込額　4,500万円

（担当　総務課企画財政グループ）

　入居者の環境改善と施設の長寿命化を目的と

して、ポロシリ福祉会が行う恵津美ハイツの改

修事業に対し、費用の一部を助成します。

●改修内容

・給湯、暖房ボイラー更新

・浴室、脱衣室改修

・特殊浴槽設置

・換気ひさしパネル修繕

（担当　福祉課福祉グループ）

　行政手続の根幹である総合行政情報システム

の機器更新に合わせてクラウド化を行い、安全

性を確保したうえで管理負担の軽減を図りま

す。

　また、機器更新に合わせて福祉医療システム

及び家屋評価システムを導入し、業務の効率化

を図ります。

　北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡

事業を活用して更新するため、2019～2023年

度の５ヶ年での支出となります。

●総額（予定）　6,940万円

（担当　総務課企画財政グループ）

　風しん抗体保有率の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。

●対 象 者：1962年４月２日～ 1979年

　　　　　　４月１日までに生まれた男性

　　　　　　※ ３年間で段階的に周知、実施

●実施内容：抗体検査の結果に応じて予防接種

を実施

●自己負担：なし

（担当　福祉課保健グループ）

 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 3,144万円

恵津美ハイツ改修事業助成 721万円 風しん抗体検査・風しん予防接種 187万円

総合行政情報システム機器等更新
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　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を図るととも

に、活動量計などを活用した健康ポイント事業

の更なる拡充により、「村民の健康寿命の延伸」

を目指します。

※2019年度は、参加しやすく自分のペースで楽

しみながら健康づくりを続けていける内容とし

ます。

●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。

・自分のパソコンやスマートフォン、計測ス

ポットに新たに設置す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。

・ウォーキングイベント、タニタ栄養セミナー、

運動セミナーを開催します。

（担当　福祉課保健グループ）

■乳がん検診の拡充	 38万円

　乳がん検診の受診率向上・普及啓発の一環と

して、乳房超音波検査及びＰＥＴ乳がんドック

の費用助成を新たに開始します。

【乳房超音波検査】

●対 象 者：40歳以上の乳がん検診受診者 

●自己負担：1,000円　※一部無料

●実施機関：保健センター（北海道対がん協会）

　　　　　　管内専門医療機関

【ＰＥＴ乳がんドック】

●対 象 者：40歳以上の方

●自己負担：10,000円　

　　　　　　※村からの費用助成は３年に１回

●実施機関：北斗病院

　各種検診の受診を促し、早期発見・早期治療

により病気の進行・重症化を防ぎます。

　自己負担額や申込方法については、随時、広

報でお知らせします。

●対象検診

　胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳

がん、子宮がん、肝炎ウイルス、エキノコック

ス症、骨粗しょう症、ピロリ菌、脳ドック

◎	次の事業については、国の制度を活用するこ

とで、対象の方は無料で検査・検診を受ける

ことができます。

　特定の節目年齢の方を対象に、無料で検診を

受けられる「クーポン券」と「検診啓発リーフ

レット」を送付し、定期的に検診を受けること

の必要性を啓発します。

　

子宮がんと乳がん検診

○対象

　子宮がん検診：20歳の方　

　乳がん検診：40歳の方

○検診場所

　保健センター（対がん協会巡回検診）

　厚生病院施設ドック、管内専門医療機関

肝炎ウイルス検診

○対象

　40歳以上の５歳刻みの方

○検診場所

　保健センター（対がん協会巡回検診、

　厚生病院巡回ドック）、厚生病院施設ドック

（担当　福祉課保健グループ）

七色献立プロジェクト 967万円 各種検診等推進事業 784万円
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介護保険特別会計 2億6,160万円

●介護保険特別会計の基金（貯金）残高（2018年度末見込）　　　　　　  1,257万円

＜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（2018

～2020）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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地域まるごと元気アッププログラム　　275万円　（介護保険特別会計）

　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。

　今年度より、体力測定会及び認知機能テス

トを実施し、その結果を個別の支援にも活用

します。

●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

●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

（担当　福祉課福祉グループ）

後期高齢者医療特別会計 6,640万円

＜加入対象者＞

　75歳以上の方と一定の障がいのある65～74歳の方です。

＜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）については、身近な市町村が行います。

　保険料の他、国・道・村（一般会計）が負担する公費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（2018年度末見込）　　　　　 8,888万円

＜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、2018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 4億5,650万円

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）

　交流の杜のサッカー場において、大雨時に雨

水が流入し試合等の運営に支障があることか

ら、排水対策を行います。

（担当　教育委員会教育グループ）

　2017年度から学校運営協議会（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）

　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。

●概要

・級等のレベルが設定されている検定

　→児童生徒１人あたり同一級に対し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

・助成額は、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）

　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）

　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、美術大学や音楽大学と連携し、アート

教育事業を展開します。道の駅や文化創造セン

ターにおいて音楽祭を開催し、「花と緑とアー

トの村」を発信します。

（担当　教育委員会教育グループ）

　ふるさと納税の使いみちとして「ピアノ購入」

を目的の１つにしたところ、多くの寄附をいた

だき目標金額に達しましたので、文化創造セン

ターに購入し、文化や芸術・教育の更なる振興

のために活用します。

（担当　教育委員会教育グループ）

　図書館の蔵書検索と予約をインターネットか

らできるようにし、図書館の利便性を高めます。

（担当　教育委員会教育グループ）

通学費等助成 90万円

文化振興奨励事業 900万円

グランドピアノ購入 2,600万円

コミュニティ・スクール事業 209万円

英語検定料助成 28万円

サッカー場排水工事 921万円

図書館　蔵書検索システム導入 49万円
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　４千人近い観客を動員する観光・文化事業の

柱として更に魅力を高め、交流人口増加や村の

魅力ＰＲだけでなく、村民に親しまれるイベン

トを目指します。

●内容

・中札内花咲くコンサート実行委員会への補助

・村内企業等による会場内での飲食物販売の実

施

・音まちプロジェクトと連携した村民参加型イ

ベントの開催

・村民限定割引チケットの販売

※音まちプロジェクトとは、中札内村らしい

音楽祭などを開催し、音楽を通して、たくさ

んの方に中札内村を発信していく取り組みで

す。

（担当　総務課企画財政グループ）

　外国人観光客を含む来場者の利便性向上、ま

た災害時に来場者が情報取得や発信ができるよ

うWi-Fi環境を整備します。

（担当　産業課産業グループ）

　宿泊施設としてトレーラーハウス３基を設置

し、新たなキャンプエリアを整備します。

　また、快適に利用していただくため、水質改

善や炊事場の整備、Wi-Fi環境の整備を行うほ

か、手ぶらキャンプが可能となるようレンタル

用テントセットを購入します。

（担当　産業課産業グループ）

　育成牛の飼養環境改善のため、牛舎に換気扇

及び防風カーテンを設置します。また、ふん尿

処理施設に雨水が流入することを防ぐため浸透

枡を設置するほか、飼料不足を補うため放牧地

の一部を採草地として造成します。

（担当　産業課産業グループ）

　牧場内で使用している老朽化した作業機械を

更新します。

・ホイルローダー

・ミキシングフィーダー（給餌用機械）

（担当　産業課産業グループ）

花咲くコンサート事業 1,200万円

道の駅Wi-Fi整備工事 435万円

札内川園地整備事業 2,727万円

大規模草地育成牧場機械更新 2,563万円

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）

大規模草地育成牧場設備工事 1,274万円
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　土づくりのため農家が行う小規模な土地改良

や、耕地防風林造成に助成します。また、今年

度から圃場の排水対策のため浸透層設置に助成

します。

●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1万2,500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５万円以内／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）

　発酵施設（２棟）の鉄骨防さび処理及び通気

性向上のための改修を行います。

●内容

・鉄骨継手の防さび処理

・通気用カーテンの設置

・通気用防風ネットの設置

（担当　産業課産業グループ）

　駆虫薬の散布により人へのエキノコックス感

染リスクの軽減を図るとともに、薬剤散布の前

後におけるキツネの感染状況を調査し、効果検

証を行います。

（担当　住民課住民グループ）

　村の重点作物である枝豆の安定供給と適期収

穫による品質確保のため、枝豆収穫機の導入に

対し補助します。

●内容

　枝豆収穫機　１台

　（補助率1／2、上限3,000万円）

●事業主体

　中札内村農業協同組合

（担当　産業課産業グループ）

　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：2019～2025年度

●内容：調査設計（2019年度から着手）

　　　　施工工事（2020年度以降着手予定）

●事業工種：農業用道路、畑地かんがい施設、

　　　　　　区画整理（起伏修正等）、石礫

　　　　　　除去、暗渠排水

（担当　施設課施設グループ）

　農作業及び一般車両走行の安全性確保のため

の農道整備を行います。

●工期：2018～2022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）

農産物高能率収穫機導入補助金 3,000万円

道営担い手畑総事業（札内川右岸北部地区） 1,400万円

道営農道整備特別対策事業（中島地区） 2,100万円

新・元気な畑づくり事業 600万円

堆肥化処理施設修繕工事 4,527万円

エキノコックス対策事業 152万円
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担当　総 務 課 総 務 グ ル ー プ

総務課企画財政グループ

住 民 課 住 民 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）

　2019～2020年度にかけて、新庁舎の建設工

事を行います。新庁舎では地中熱を利用した冷

暖房システムを導入し、二酸化炭素排出と維持

管理費の抑制を図ります。

　２ヵ年で建設工事を行うため、建設工事、地

中熱設備整備工事、工事監理委託については継

続費を設定します。

●継続費総額　９億２，２５０万円　

２０１９年度　４億８，９５０万円

２０２０年度　４億３，３００万円

（担当　総務課総務グループ）

　北海道胆振東部地震によるブラックアウトの

経験を踏まえ、停電・断水への対応、通信機能

の強化を行います。

●内容

・防災消耗品の購入（防災ベスト等）

・災害備蓄食糧の購入

・防災備品の購入

　（発電機、石油ストーブ、給水タンク）

・防災備品等の修繕（移動無線機等）

・非常用発電機切換盤設置

　（上札内交流館、診療所）

・防災無線機中継設備改修

　景観づくりに取り組んでいる市町村が加盟す

る「日本で最も美しい村」連合の取り組みを通

じ、村の魅力を発信するとともに、先進自治体

との情報交換や広域での取り組みを進めます。

●内容

・各種メディアによるＰＲ活動

・奈良県吉野町で開催される総会（先進地域視

察・学習会）や研修会への参加

・広域スタンプラリーなどのＰＲ事業

・物産展への参加

（担当　総務課企画財政グループ）

　これまで行ってきた清掃活動を拡充し、全村

をあげて取り組むことにより、「日本で最も美

しい村」の維持・発展を実現していきます。

●内容

・「春のクリーン月間」

　 ４月第３土曜日からの１ヶ

月間を「春のクリーン月間」

とし、行政区・学校・事業

所・各団体等で独自に清掃活動を行っていた

だけるよう呼びかけます。

・「おもてなしイベント」

　�５月第２土曜日に村内の観光拠点を中心に清

掃活動を行います。

・「秋のクリーン作戦」

　�美しい村連合設立日（10月４日）の直近の土

曜日に健康事業とのタイアップにより身体を

動かしながら清掃活動を行います。

　�美しい村連合加盟市町村に対して同時に取り

組んでいただけるよう働きかけていきます。

（担当　住民課住民グループ）

新庁舎建設事業 4億8,950万円

防災対策事業 567万円

日本で最も美しい村連合事業 181万円

クリーンなかさつない2019 20万円

（　　　　　  ）
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　中札内村橋梁長寿命化計画にもとづき、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　・恵津美橋

　　　　　　　　・西札内区画外橋

●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

　　　　　　　　・上札内・元更別53号道路

　　　　　　　　・中戸蔦・新札内南東４線道路

（担当　施設課施設グループ）

　公園利用に関する調査をもとに、快適に公園

を利用していただけるよう老朽化した公園トイ

レの改修工事及び更新を行います。

●内容

・中央公園　（トイレ洋式化、内外装改修）

・コミュニティ広場（更新）

・東公園（更新）

（担当　施設課施設グループ）

　ご結婚されるお２人へ祝福の気持ちを伝える

とともに、中札内村に親しみや愛着を感じてい

ただけるようオリジナル婚姻届を作成します。

　オリジナル婚姻届で届出をされた方に、届出

書保存版及び写真付きメッセージカードを作成

し、プレゼントします。（10月受付開始予定）

（担当　住民課住民グループ）

　外国人住民の方も暮らしやすいまちづくりを

進めるため、ごみ出しルールの外国語版パンフ

レットを作成します。（英語

版、中国語版、ベトナム語版

の３種類）

（担当　住民課住民グループ）

　2020年度の改修工事に向け、消防庁舎の設

計委託を行います。

　消防広域化後の人員配置に対応するため仮眠

室を確保し、消防体制の整備強化を図ります。

　また、屋上防水や外壁塗装等の老朽化対策を

行い、消防庁舎の長寿命化を図ります。

（担当　総務課総務グループ）

　防火衣の更新により火災時の安全性向上と軽

量化による疲労軽減を図り、公務災害の防止や

現場活動の長期化に対応します。

　また、活動服を機能性の高いものに更新する

ほか、安全靴やライフジャケットを導入し、多

様な災害に備えます。

　北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡

事業を活用して更新するため、2019～2023年

度の５ヵ年での支出となります。

●総額（予定）　821万円

（担当　総務課総務グループ）

橋梁・道路の長寿命化事業 1億2,201万円

公園トイレの改修・更新 665万円

オリジナル婚姻届作成 15万円 外国人向けごみパンフレット作成 10万円

消防庁舎設計委託 941万円

消防団防火衣等更新

今年度より新たに取り組みます！
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●簡易水道事業特別会計の地方債（借金）残高（2018年度末見込）　　 1億2,692万円

●簡易水道事業特別会計の基金（貯金）残高（2018年度末見込）　　　 2億1,267万円

＜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、1972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。

　近年では、台風等の影響により札内川の濁りが長期化し、浄水場の運転管理に支障をきたす状

況にあるため、今年度対策工事を行います。

＜2019年度の主な事業＞

・南札内浄水場�ろ過池前処理施設設置工事　1億7,700万円

　　大雨等による高濁度対策として、前処理施設を新設します。

・バイパス管新設工事　1,500万円

　　水圧・水量不足を解消するため、40号減圧弁施設前よりバイパス管を新設します。

・東１条北１丁目水道新設実施設計委託及び工事　1,280万円

　　水道未整備区域の整備を実施します。

・簡易水道事業法適用化業務委託　220万円

　　�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 3億2,540万円
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公共下水道事業特別会計 3億6,370万円

●公共下水道事業特別会計の地方債（借金）残高（2018年度末見込）　 6億7,160万円

＜下水道事業の内容＞

　1992年度に下水道認可を受け、1997年度に供用開始しました。現在、住居地区は整備が完了

し下水道への接続率は97.1％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20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、2014年度に長寿命化計画を策定し、2015年度

以降計画的に機器更新を行っています。

　また、近年の浄化センターは、処理水量増加や水質の悪化による汚泥の沈降が悪く運転管理に

支障をきたしているため、必要な対策を行います。

＜2019年度の主な事業＞

・終末処理場処理施設工事　1億7,200万円

　　�長寿命化計画にもとづきマンホールポンプ、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。

・浄化センター調査委託　1,465万円

　　�長寿命化計画にもとづきストックマネジメント計画策定、設備更新工事施工管理等の委託を

行います。

・東１条北１丁目下水道新設実施設計委託及び工事　1,580万円

　　下水道未整備区域の整備を実施します。

・下水道事業法適用化業務委託　220万円

　　�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。

・浄化センター水質改善対策費　672万円

（担当　施設課施設グループ）
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地方交付税
16億3,488万円（前年度比＋1.0％）
35.8％
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

繰入金
6億7,207万円（前年度比▲17.8％）
14.7％
基金からの繰入金など

村税
6億2,915万円（前年度比＋2.7％）

13.8％
村民の皆さんや法人に納付していただく税金

国・道支出金
3億9,470万円（前年度比▲8.3％）

8.6％
特定の事業に対する国や道からの補助金

村債
3億7,300万円（前年度比＋0.6％）

8.2％
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

使用料等
3億5,430万円（前年度比＋2.4％）

7.7％
受益者や使用者の負担など

（分担金・負担金・手数料・使用料）

その他
3億1,840万円（前年度比＋115.4％） 　

6.9％  　　
財産収入や寄附金、繰越金、その他の雑入など   　　　　　

譲与税・交付金
1億9,760万円（前年度比＋1.2％）
4.3％
国税や道税から配分される収入など　　

歳入合計
45億7,410
万円

歳入合計
45億7,410
万円

歳入合計
45億7,410
万円

歳入予算の内訳

●地方交付税
　普通交付税については、交付単価の見直し等により前年度比1.1％増の15億2,488万円を

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、前年度同様1億

1,000万円を見込んでいます。

※2015～2017年度は決算額、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額です。
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一般会計の予算額　45億7,410万円
（前年度比0.8％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、6億7,207万円（前年度比17.8％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� 1億7,800万円� 　
　�（堆肥化処理施設修繕工事、道営農道整備特別対策事業、札内川園地宿泊施設設置

工事、道路改良舗装工事、南札内浄水場施設工事負担金、消防庁舎設計委託、交流

の杜サッカー場排水工事）

・庁舎整備基金� 2億70万円
　（新庁舎建設工事、地中熱設備整備工事、工事監理委託、庁舎機能移転支援委託）

・ふるさと活性化基金� 1,818万円
　（ふるさとづくり事業、まつり振興事業、小規模起業支援、花咲くコンサート事業）

・豊かな環境等創成基金� 388万円
　（景観アドバイザー関係、日本で最も美しい村連合関係、桜六花公園整備関係）

・福祉基金� 720万円�（恵津美ハイツ改修事業助成）
・食と農業農村振興基金� 7,167万円
　�（大規模草地育成牧場設備工事・機械更新、枝豆収穫機導入補助、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）
・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� 3万円�（森林の管理経営に関する意向調査）
・永井明奨学金基金� 476万円
・文化振興基金� 3,540万円�（グランドピアノ購入、文化振興奨励事業）
・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）
　村では、なるべく国の財政支援を受けられる地方債を借入しています。今年度は、3億
7,300万円（前年度比0.6％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� 1億6,020万円
　　・火葬場長寿命化事業債� 720万円
　　・公営住宅建設事業債� 5,440万円
　　・道路長寿命化事業債� 5,420万円
　　・臨時財政対策債� 9,700万円

財政調整基金　1億4,600万円（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▲0.1％）
0.2％
雇用対策などに関する経費議会費 4,759万円（前年度比＋20.9％）

1.0％
議会運営にかかる経費

諸支出金
1億6,793万円（前年度比＋2.0％）

3.7％
特別会計への繰出金

消防費
1億7,788万円（前年度比▲17.0％）

3.9％
消防や救急、防災にかかる経費

総務費
9億6,458万円（前年度比＋88.8％）
21.0％
庁舎管理や行政事務、住民自治などに
かかる経費

民生費
6億7,304万円（前年度比▲0.1％）
14.7％
高齢者や障がい者、子ども達などの
福祉にかかる経費

衛生費
2億5,488万円（前年度比＋11.7％）

5.6％
健康や母子保健、ごみ収集、環境保全

などにかかる経費

商工観光費
2億765万円（前年度比＋19.1％）

4.5％
商工業や観光にかかる経費

公債費 4億179万円（前年度比▲50.6％）
8.8％

村債（借金）の償還（返済）にかかる経費

土木費
5億7,944万円（前年度比＋33.4％）
12.7％
道路、除雪、村営住宅、公園などにかかる経費

農林業費
5億4,944万円（前年度比＋8.2％）
12.0％
農業や林業にかかる経費

教育費
5億3,776万円（前年度比▲25.1％）
11.8％
学校教育、社会教育、学校給食などに
かかる経費

歳出合計
45億7,410
万円

歳出合計
45億7,410
万円

歳出合計
45億7,410
万円

村民一人あたりの予算額は116万6,565円となります
※村民一人あたりの予算額は、「歳出額÷人口3,921人」で計算しています。（人口は2019年2月28日現在）

議会費
1万2,138円

労働費
1,816円

総務費
24万6,003円

農林業費
14万128円

民生費
17万1,649 円

商工観光費
5万2,958円

衛生費
6万5,002円

土木費
14万7,779円

消防費
4万5,367円

教育費
13万7,149円

公債費
10万2,472円

諸支出金
4万2,829円

予備費
1,275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、最低賃金の上昇等に伴

う委託単価の上昇や委託業務量の増

加により11億2,772万円（前年度比

8.3％増）となりました。

　普通建設事業費は、新庁舎建設事

業に係る建設工事・地中熱設備整備

工事等を実施するほか、道路の改良

補修や2020年度の消防庁舎改修に

係る設計委託など公共施設の老朽化

対策に取り組むため、9億9,662万円

（前年度比41.6％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。

　2019年度予算額の合計は14億

7,360万円であり、前年度と比べ�

33.4％増となりました。

　会計別にみると、簡易水道事業特

別会計では、浄水場の処理施設工

事により3億2,540万円（前年度比

165.0％増）、公共下水道事業会計は、

下水処理施設の老朽化に伴う機器更

新により、3億6,370万円（前年度比

84.8％増）と大きく増加しました。

性質別に見た予算

特別会計の予算

繰出金　  2億321万円  4.4％
前年度比＋2.0%
一般会計から特別会計に支出される経費

扶助費　  2億2,848万円  5.0％
前年度比＋3.9%
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

その他　  2億2,886万円  5.0％
前年度比＋3.8%
施設の維持補修費、基金の積立金、予備費などの経費

公債費　  4億179万円  8.8％
前年度比▲50.6%
村債（借金）の元金と利子の償還（返済）にかかる経費

人件費　  6億9,311万円  15.1％
前年度比＋3.3%
職員の給与、議員や委員の報酬など

補助費等  6億9,431万円  15.2％
前年度比＋11.6%
各団体への補助金や負担金など

普通建設事業費  9億9,662万円  21.8％
前年度比＋41.6%
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　  11億2,772万円  24.7％
前年度比＋8.3%
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
45億7,410万円
前年度比＋0.8％

一般会計
45億7,410万円
前年度比＋0.8％

国民健康保険特別会計
4億5,650万円　前年度比＋1.4%

公共下水道事業特別会計
3億6,370万円　前年度比＋84.8%

簡易水道事業特別会計
3億2,540万円　前年度比＋165.0%

介護保険特別会計
2億6,160万円　前年度比▲2.1%

後期高齢者医療特別会計
6,640万円　前年度比▲1.2%

特別会計の合計
14億7,360万円
前年度比＋33.4%

特別会計の合計
14億7,360万円
前年度比＋33.4%
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　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。

　2017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0.27
　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「0.27」（前年度0.26）ですので、73％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79.8％
　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「79.8％」（前年度74.1％）ですので、自由に使えるお金は20.2％ということになります。

地方交付税（経常的な収入）の減少、借入金の返済や除雪費用（経常的な経費）の増加などにより自由

に使えるお金が少なくなったため、前年度から5.7%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5.2％
　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「5.2％」（前年度4.9％）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、2018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49億円あります。

　2018年度は多目的運動施設建設事業や消防ポンプ自動車更新事業、戸蔦大橋災害復旧事業のほか公

営住宅ストック改善事業などで借入を行いましたが、借入額が返済額を下回ったことに加え、健全財政

維持のためプール建設事業債の一括返済（約４億円）を行ったことから、前年度から残高は減少してい

ます。

◎村の借金（地方債）残高（2018年度末見込）
　　一　般　会　計 ４１億１，５２４万円

　　簡 易 水 道 会 計 1億２，６９２万円

　　下 水 道 会 計 ６億７，１６０万円

　　合 計 ４９億１，３７６万円

 （前年度 ５３億９，８５２万円 ）

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・2017年度決算値）

0

50

100

150

200

250

910



21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

　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。

◎村の貯金（基金）残高（2018年度末見込）
　　一　般　会　計 ３４億２，３１８万円

　　そ の 他 基 金 等 １２億１，２６２万円

　　合 計 ４６億３，５８０万円  

 （前年度  ５０億５，９１３万円）

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・2017年度決算値）
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財 政 用 語 解 説

■継続費
　予算は基本的に単年度ごとに議会の議決を受けますが、完成に数年を要する事

業について、経費の総額及び年割額を初年度に一括して議決を受けるものをいい

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、普通交付

税と特別交付税に分けて交付されます。普通交付税は、自治体ごとに財源が足り

ない分を計算し、原則としてその不足分が交付されます。特別交付税は、災害対

策や特別な財政需要に対し交付されます。

■地方債
　地方公共団体が行う借入金のことをいいます。公共施設や道路などは長期間に

わたって利用されることから、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、地方債で財源を調達し、複数年かけて分割して返済をしていきます。

■臨時財政対策債
　地方交付税の減収分を補う借入金（赤字地方債）です。

　通常の地方債は建設事業などの投資的な事業を行うためにしか借入することが

できませんが、臨時財政対策債は地方交付税の振り替えであるため、使途が特定

されていません。

　なお、その費用は後年度に普通交付税で全額補てんされることとなっています。
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