
事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

監査委員全国研修事業 監査委員及び事務局職員（随行）の研修旅費 監査室 継続 444 296 計画的な研修であるが、監査委員のみの研修として予算措置する。

嘱託職員配置事業 監査業務実施のための嘱託職員1名を配置 監査室 政策 1,390 0 再任用職員を配置するため見送りとする。

1,834 296

行政視察事業
総務産業常任委員会による道外行政視察経費
（九州4泊5日　委員6名、事務局1名）

議会事務局 継続 2,062 2,062 計画的な視察事業であり要求通りとする。

町村議会議長・副議長
研修事業

全国町村議会議長・副議長研修会出席旅費
東京3泊4日　147,830円×1名

議会事務局 継続 148 148 計画的な研修事業であり要求通りとする。

離島振興市町村議会視
察・全国大会事業

北海道離島振興市町村議会議長会視察・全国大会
及び町村議会議長全国大会出席経費

議会事務局 継続 530 530 離島振興の定期的視察事業であり要求通りとする。

本会議等は要求どおりとするが 常任委員会等は開催を工夫し 部見送り

監査室合計

会議録調製事業
常任委員会及び特別委員会の会議録作製業務委
託料

議会事務局 継続 1,662 1,442
本会議等は要求どおりとするが、常任委員会等は開催を工夫し一部見送り
とする。

離島行政視察事業 議員による離島の行政視察経費 議会事務局 継続 239 0 離島の行政視察事業は、任期中に１回とし見送る。

議会広報印刷製本事業
議会だより「ピッシリ」印刷製本費
（第100号発行による増額要求）

議会事務局 継続 2,590 2,494
100号という節目の記念的意味はわかるが、従前通りの予算措置とする。

7,231 6,676

人づくり補助事業
将来の羽幌のまちづくりのための人材育成を目
的とした補助（250,000円*6件）

地域振興課 継続 1,500 1,500 人材育成事業として有効であり要求通りとする。

まちづくり応援基金積立 応援寄付金収入予定額の基金積立 地域振興課 継続 48,000 60,000
地域活性化に有効な寄付金であるが、寄付額が増加傾向であり、増額して
予算措置する。

国際交流支援事業
羽幌高等学校生徒と韓国素明女子高等学校生徒
の短期留学交流事業実施に対する補助

地域振興課 継続 250 250
国際交流事業として相互に親善交流を実施し有効な事業であることから要
求通りとする。

羽幌町エコアイランド構
想事業

天売小中学校再生可能エネルギー設備点検等旅
費（天売島）及び環境配慮型設備等導入促進事業
費補助

地域振興課 継続 1,955 1,955
エコアイランド構想事業として必要性のある補助事業であり要求通りとする
が、補助対象や補助額について魅力ある内容を検討し、利用促進を図るこ
と。

議会事務局合計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

離島振興事業
アイランダー（国土交通省及び日本離島センター主
催・1万人超の集客）に出展するための参加経費等

地域振興課 継続 1,307 1,307
離島観光振興事業として観光・移住定住等のＰＲ事業として有効な事業とな
るよう要求通りとする。

離島活性化事業 羽幌町離島交流活性化推進協議会への補助 地域振興課 継続 400 400
島民と島外住民との交流活動により交流人口拡大を図り、人口減少を目的
としていることから要求通りとする。

離島人材研修事業 離島住民の研修参加経費 地域振興課 政策 183 183 離島における人材育成事業として要求通りとする。

企業誘致推進事業 各種企業誘致業務の実施 地域振興課 継続 565 565
町の活性化対策として企業誘致対策、ＰＲ活動により実績もあることから要
求通りとする。

地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊員の活動や起業の支援など 地域振興課 継続 11,241 8,910
地域おこし協力隊が地元で雇用されたり、起業することにより定住が図られ
るが、一部見直して予算措置する。

まちづくり応援寄付金推
進事業

返礼品の進呈業務及び業務効率化のためシステ
ム導入経費

地域振興課 継続 30,443 34,659
寄付が増加していることから報酬費を増額し、サービス手数料も予算措置す
る。

まち・ひと・しごと創生事
業

総合戦略推進会議による施策・事業の検証と評価
などの実施

地域振興課 政策 237 237 まち・ひと・しごと創生事業に必要な事業であり要求通りとする。

定住促進事業 民間賃貸集合住宅を建設する者に対する補助 地域振興課 政策 28,000 28,000
定住促進事業として住宅不足解消、民間活用対策に有効であり要求通りと
する。

日本ハムファイターズ応
援大使活用事業

札幌ドーム試合開催時におけるＰＲ事業などの実
施

地域振興課 政策 1,140 2,210
全国的に知名度のあるプロ球団の事業であり、積極的な事業取り組みによ
り羽幌町のＰＲ、魅力発信に貢献できることから事業拡大して予算措置す
る。

地域魅力ＰＲ事業
他市町村からの移住・定住促進や地域力の強化を
図るためのＰＲ事業の実施

地域振興課 政策 1,182 1,182
地域の魅力ＰＲとして移住・定住促進や観光振興も含め、関係課と協力し、
町として一体となった取組を図ることとし要求通りとする。

126,403 141,358

事務改善・システム維
持管理事業

各種行政業務に必要なシステム等の維持管理費 総務課 継続 6,270 6,270 業務に必要なシステム維持管理事業であり要求通りとする。

電話交換機整備事業
役場庁舎電話交換機賃借料
契約期間　H23.8.1～H30.7.31

総務課 継続 970 970 事務事業に必要な長期継続事業であり要求通りとする。

顧問弁護士委託事業
顧問弁護士委任業務及び法令解釈等の事前整理
等のためWEBシステム使用料

総務課 政策 398 398 多様・複雑な行政需要に対応するため要求通りとする。

地域振興課合計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

公用車更新事業 集中管理車両賃借料 総務課 継続 2,283 2,283 業務に必要な公用車更新事業であり要求通りとする。

庁舎等補修事業
防水補修、防災資機材備蓄倉庫屋根葺替、庁舎地
下貯水槽出入口ドア取替、庁舎ボイラーヘッダー当
板工事

総務課 継続 1,546 1,546 庁舎等の維持管理に必要な補修事業であり要求通りとする。

庁舎管理用機器整備事
業

破損、人事異動及び経年劣化等による庁舎用備品
の更新

総務課 継続 938 938
事務に必要な備品更新であり要求通りとするが、消火器について
は、事務効率化を図るため全課取りまとめての契約を検討する。

職員研修強化事業 職員の各種研修旅費 総務課 継続 186 186 職員研修は人材育成に必要な事業であり要求通りとする。

職員住宅補修事業
①【南町23番地、山側】住宅改修（外壁塗装等）
②離島支所職員住宅設置の冷蔵庫更新（両島分）
③職員住宅（南3条5丁目・二階建て）用消火器

総務課 継続 1,548 146
・住宅改修は公共施設マネジメント計画により廃止予定であり見
送りとする。
・備品更新は老朽化等から必要であり要求通りとする。

人事評価制度導入事業 制度設計・導入支援及び人事評価システムの導入 総務課 政策 3,011 3,011 制度に基づく事業であり要求通りとする。

ストレスチェック事業
職員のストレスチェック委託
医師面接指導

総務課 政策 326 326 制度に基づく事業であり要求通りとする。

姉妹都市等イベント派
遣事業

内灘町で開催される「内灘町民夏まつり」への職員
派遣経費

総務課 継続 782 782 姉妹都市との有効な交流事業であり要求通りとする。

姉妹都市等交流事業 姉妹都市（内灘町）からの職員歓迎事業等の実施 総務課 継続 200 200 姉妹都市との有効な交流事業であり要求通りとする。

電算共同化事業 留萌地域電算共同化推進協議会負担金ほか 総務課 継続 6,030 6,030 電算共同化に伴う負担金であり要求通りとする。

経済センサス事業 平成28年経済センサス活動調査事前調査の実施 総務課 継続 881 881 制度に基づく調査事業であり要求通りとする。

高規格救急車更新
（北留萌消防組合事業）

高規格救急自動車の更新に伴う艤装及び高度救
命用資器材の更新
※救急自動車本体についてはJA共済連からの寄贈

総務課 継続 19,108 19,108 救急事業に必須の車両更新であり要求通りとする。

庁舎上サイレン更新
（北留萌消防組合事業）

ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ・電子ｻｲﾚﾝ及びｻｲﾚﾝ制御盤更新 総務課 継続 5,519 5,519 防災対策、老朽化等から更新の必要性はあり要求通りとする。

アナログ無線設備撤去
工事
（北留萌消防組合事業）

アナログ無線設備撤去業務委託 総務課 継続 259 259 法的根拠のある撤去事業であり要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

インフルエンザワクチン
予防接種
（北留萌消防組合事業）

インフルエンザワクチン予防接種業務委託料 総務課 継続 102 0
職種からインフルエンザを予防することの必要性はわかるが、個人対応とし
見送りとする。

防災手引作成事業
防災のしおり作成委託（編集、企画・原稿作成、印
刷製本）

総務課 政策 3,240 2,000
防災計画見直しに伴う住民周知用しおりであり必要性はあるが、ハザード
マップ作成事業で要求している「防災のしおり」と統合し内容を精査して作成
するものとし一部見送る。

防災資機材購入事業 防災資機材購入及び防災備蓄倉庫借上 総務課 継続 3,569 3,097
防災資機材購入については現状の不足解消から要求通りとするが、防災備
蓄倉庫借上は現状の施設活用により対応するものとし見送りとする。

防災行政無線整備事業
住民の皆様への防災情報の伝達などに使用する
「防災行政無線」を整備するため、各種防災行政
システム設備の比較を実施

総務課 政策 1,394 1,394 制度に伴う整備事業であり要求通りとする。

ハザードマップ作成事
業

平成23年に作成した「ハザードマップ」の更新 総務課 継続 3,143 2,001
ハザードマップ更新は必要性があることから要求通りとするが、防災のしおり
は防災手引作成事業で予算化し見送る。

海抜表示設置事業 街路灯などへの海抜表示板設置 総務課 政策 562 562 津波対策として海抜表示事業は必要性があり要求通りとする。

職員人件費
選挙、統計、臨時福祉給付金事務に係る職員人件
費

総務課 継続 5,381 5,881
法定事業の人件費であり要求通りとするが、臨時福祉給付金として500千円
追加して予算措置する。

67,646 63,788

参議院議員通常選挙費 第24回参議院議員通常選挙執行経費 選管 継続 4,793 4,793 定例の選挙であり要求通りとする。

海区漁業調整委員会委
員選挙費

留萌海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 選管 継続 1,634 1,634 定例の選挙であり要求通りとする。

6,427 6,427

財務会計システム更新
事業

財務会計システム更新委託料 財務課 政策 6,480 6,480 事務に不可欠な財務会計のシステム更新事業であり要求通りとする。

財務書類公表事業
公会計制度の変更に伴う固定資産台帳更新業務
委託料及び財務書類作成支援業務委託料

財務課 継続 1,288 1,288 制度改正に伴う必須事業であり要求通りとする。

町有施設解体事業
町有施設解体業務委託料
解体予定 ：　旧築別中学校

財務課 継続 24,236 24,236 不要施設の計画的な解体であり要求通りとする。

総務課計

選管計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

公共施設マネジメント計
画策定事業

公共施設マネジメント計画策定業務委託料 財務課 継続 1,108 1,108
町の公共施設等の維持関連で将来計画に欠かせない公共施設マネジメント
計画策定事業であり要求通りとする。

町有地分筆測量事業 町有地分筆測量調査委託料 財務課 政策 562 562 土地の有効な利用計画に基づく事業費であり要求通りとする。

町有施設下水道接続事
業

公共下水道供用開始地域の町有地に係る受益者
負担金

財務課 継続 346 346 町有施設の下水道接続事業に基づく経費であり要求通りとする。

固定資産税標準地鑑定
評価業務

固定資産税評価替の準備作業としての評価替作業
を実施（不動産鑑定士に業務委託）

財務課 継続 3,143 3,143 固定資産税評価替事業に必要な標準地鑑定評価であり要求通りとする。

固定資産情報家屋管理
事業

固定資産情報管理における家屋調査等に係る職
員人件費等

財務課 継続 1,459 2,849 固定資産税の公平な課税業務に必要な継続事業であり要求通りとする。

38,622 40,012財務課計

備品購入事業（天売） 天売支所公宅用冷凍庫の更新 天売支所 政策 39 39 備品の老朽化から要求通りとする。

研修センター管理事業
（天売）

天売総合研修センター内トイレの給水工事 天売支所 要望 140 140
公共施設マネジメント計画で建替予定となっているが、それまでの応急措置
として要求通りとする。

研修センター修繕事業
（天売）

天売研修センター厨房ガス給湯器の取替修繕 天売支所 継続 184 92 ガス湯沸器は10号から製造数の多い16号に変更して予算措置する。

363 271

備品購入事業（焼尻）
各種備品購入
支所管理用　（①ｽﾁｰﾙ書庫②刈払機③ﾁｪｰﾝｿｰ）
支所長公宅用（①冷蔵庫　②ガスコンロ　）

焼尻支所 継続 338 280
①スチール書庫は現状の備品対応とし見送る。
②刈払機③チェーンソー現状備品の老朽化から要求通りとする。
支所長公宅備品①冷蔵庫②ガスコンロは老朽化から要求通りとする。

支所改修事業（焼尻）
①支所外部階段改修工事
②支所・公宅トイレ改修工事

焼尻支所 政策 9,612 0
①支所への入口は階段と回り込んで正面から入る道があり、この改修の必
要性はないことから使用しない方向で検討すること。
②公共施設マネジメント計画により検討すること。

研修センター整備事業
①焼尻研修センター外部階段改修工事
②焼尻研修センタートイレ改修工事

焼尻支所 政策 9,180 0 公共施設マネジメント計画により検討することとし見送る。

研修センター用備品購
入事業

①刈払機（本体・ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ・前掛け）
②消火器購入

焼尻支所 政策 104 48 必要備品を精査し、一部見送りとする。

天売支所合計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

19,234 328

集会所整備事業
備品等の整備
・消火器　（１施設：焼尻西浦コミュニティセンター）
・灯油タンク　（２施設：寿集会所、平集会所）

町民課 継続 114 97
消火器は要求通りとするが、灯油タンクは防錆対策として180リットルタンクの
屋内設置として予算措置する。

地方バス路線維持費補
助事業

バス事業者に対する路線維持費の補助 町民課 継続 5,581 5,581
地域の交通確保対策として路線バスは重要な交通機関であり要求通りとす
る。

地方バス通学定期運賃
補助事業

通学者（高校生に限る）に対する定期運賃の一部
補助

町民課 継続 402 402 通学者への軽減対策として有効であり要求通りとする。

循環バス（コミュニティ
バス）運行事業

①町内循環バス「ほっと号」運行負担金
②羽幌港連絡バス運行負担金

町民課 継続 7,481 7,481 高齢者等、交通弱者への有効な交通手段であり要求通りとする。

地方バス路線車輌購入
補助事業

関係市町村がバス事業者に対し、老朽車両の更新
に要する経費を補助

町民課 継続 4,216 4,216 路線バス運行に必要不可欠な車両の計画的更新であり要求通りとする。

焼尻支所合計

離島航路運航補助
平成13年5月就航のフェリー建造費の一部に対す
る補助

町民課 継続 5,207 5,207 生活航路である航路維持に必要な補助金であり要求通りとする。

離島航路運賃補助
①離島住民航路運賃補助（急行10割）
②離島住民航路運賃割引補助（北海道との協調補助）
③離島住民航路運賃補助（急行3割）

町民課 継続 3,152 3,152 離島住民の軽減対策事業として必要であり要求通りとする。

離島航路欠損補助
国庫補助対象航路を運営する事業者（羽幌沿海
フェリー株式会社）の欠損に対し、北海道と協調補
助を実施

町民課 継続 19,683 19,683 離島航路維持事業として必要であり要求通りとする。

空き家対策事業
空き家の改修による有効活用や解体を促進するた
め、改修等に必要となる経費の一部を補助

町民課 政策 3,390 3,390
羽幌町空家等対策計画に基づく事業であり要求通りとする。要求通りとす
る。

住宅改修促進助成事業
住環境の整備や街並景観の向上等を目的に、住宅
の改修や設備工事など、町内の建設業者が行う工
事費用の一部を助成

町民課 継続 8,000 8,000 住環境整備及び町内建設業者の振興対策として要求通りとする。

戸籍電算システム化導
入事業

紙で運用している戸籍の電算化業務委託
町民課 政策 1,836 1,836 戸籍電算化は必須事業であり要求通りとする。

印鑑登録証製作委託事
業

印鑑登録証の製作委託 町民課 継続 238 238 印鑑登録事務は必要な事業であり要求通りとする。

通知カード・個人番号
カード事務委任事業

通知カード・個人番号カード関連事務を地方公共団
体情報システム機構へ委任することに伴う負担金

町民課 政策 584 584 マイナンバー制度による委任事業であり要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

合併処理浄化槽整備事
業

循環型社会推進交付金を活用した合併浄化槽設
置整備事業補助に係る費用

町民課 継続 1,653 1,653 環境整備事業としての継続事業であり要求通りとする。

霊園整備事業
羽幌霊園内給水管布設替工事(φ25,L=770m)
水汲み場の更新
階段取付工、手摺取付工

町民課 継続 13,121 1,111
老朽化した給水管の敷設替えで必要性はあるが、敷設替内容を精査し、費
用対効果を考慮して要検討とし見送る。
階段取付工、手摺取付工は必要性から要求通りとする。

天売墓地整備事業 天売墓地敷地内の雨水等対策工事の実施 町民課 要望 2,960 2,960 墓石周辺の環境整備対策として必要な事業であり要求通りとする。

羽幌町環境基本計画策
定事業

環境基本計画策定業務委託料 ほか 町民課 政策 5,054 5,054 環境基本計画の更新であり必要性はあることから要求通りとする。

衛生施設組合負担金
羽幌町外2町村衛生施設組合負担金(臨時的経費
分)

町民課 継続 51,340 51,340 広域的処理施設の維持管理に必要な事業であり要求通りとする。

産業廃棄物埋立処理場
適正化事業

産業廃棄物埋立処理場適正化業務に伴う旅費 町民課 継続 59 59 産業廃棄物埋立処理場の対策は喫緊の課題であり要求通りとする。

旧一般廃棄物 終処分
場適正化事業

旧一般廃棄物 終処分場適正化に必要な工事の
調査・設計費用

町民課 政策 7,496 7,496 北海道からの改善措置であり要求通りとする。

し尿処理事業 MICS事業にかかる施設の維持管理費負担金 ほか 町民課 政策 66,747 66,747 し尿処理事業の計画的事業であり要求通りとする。

希少野生動植物種保護
増殖事業

嘱託報酬、　講師謝礼ほか 町民課 継続 2,356 2,356
稀少動植物保護事業及び環境教育としての国費受託事業であり要求通りと
する。

天売海鳥保護対策事業
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟの埋め込み、不妊去勢施術、野良猫の馴
化 ほか

町民課 継続 3,965 3,965 計画的な保護対策事業であり要求通りとする。

天売島猫飼育ボラン
ティア等確保対策事業

預かりボランティアや里親さんに定期船無料往復利
用券を配布

町民課 政策 889 445 野良猫対策の計画的事業の一環であるが、実績を考慮して予算措置する。

公営住宅改修事業 公営住宅の老朽化に伴う各種改修工事 町民課 継続 36,464 36,464 公営住宅維持管理事業として必要性はあり要求通りとする。

公営住宅解体事業 幸町団地（5号棟）解体業務委託料［1棟6戸］ 町民課 政策 6,214 6,214 計画に基づく解体事業であり要求通りとする。

公営住宅建設事業
平成28年度建築
　幸町団地　1LDK（2棟4戸）・2LDK（1棟2戸）

町民課 継続 120,692 120,692 計画に基づく建設事業であり要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

公営住宅建替移転補償
事業

平成28年度建設予定の幸町団地及び既設公営住
宅への入居者移転費

町民課 継続 560 560 計画に基づく住宅建設の移転事業であり要求通りとする。

379,454 366,983

地域福祉基金積立 福祉寄附金の地域福祉基金積立 福祉課 継続 100 100 寄附金の積立であり要求通りとする。

北海道障害者スポーツ
大会事業

第54回北海道障害者スポーツ大会開催
※羽幌町は車いすバスケットボール

福祉課 政策 754 754 管内開催が決定してい全道大会であり要求通りとする。

老人福祉施設整備事業
老人福祉センターの配電盤交換
築別老人の家のカーペット更新

福祉課 継続 548 548 施設の現状維持対策として要求通りとする。

福祉バス整備事業 福祉バス外装板金修理及び塗装一式 福祉課 政策 522 522 車両の安全対策として必要であり要求通りとする。

町民課計

老人入浴サービス事業 老人入浴サービスの実施 福祉課 継続 280 280
高齢者の健康増進事業として要求通りとするが、利用しやすい期間設定を
検討する。

天売保育施設整備事業 天売ちびっこランド屋根塗装及びストーブ取替え 福祉課 継続 589 589
公共施設マネジメント計画で緊急度の高い建替施設であるが、必要 低限
の維持管理とし要求通りとする。

子育て支援対策事業
特定教育・保育施設（認定こども園）等に対する施
設型給付費等

福祉課 継続 111,867 111,867 子育て支援制度に伴う補助事業であり要求通りとする。

年金生活者等支援臨時
福祉給付金事業

低所得の高齢者などを支援するための年金生活者
等支援臨時福祉給付金の支給
　※対象者１人につき、３万円

福祉課 43,020
国が実施する「一億総活躍社会」の実現に向けた施策の一環で実施する事
業であり、要求通りとする。

115,740 158,220

子ども発達支援セン
ター整備事業

子ども発達支援センターの設備の補修及び機器の
更新等

健康支援課 継続 1,306 1,018 事業内容及び事業費の積算内容を精査して予算措置する。

地域おこし協力隊事業
高齢者の生活等や子育てを支援するため、天売焼
尻地区に各１名の地域おこし協力隊員を配置

健康支援課 政策 7,978 7,978 離島地区の福祉対策として要求通りとする。

いきいきデイサービスセ
ンター整備事業

いきいきデイサービスンターの外壁改修工事 健康支援課 継続 3,006 3,006 施設の老朽化から緊急性があり要求通りとする。

福祉課計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

天売高齢者支援セン
ター整備事業

　天売高齢者支援センターの外壁改修工事 健康支援課 継続 7,330 7,330 施設の老朽化から緊急性があり要求通りとする。

在宅高齢者宅除雪サー
ビス実施事業

離島地区在宅高齢者等除雪業務に使用する除雪
機の購入

健康支援課 継続 1,003 502 天売は現状対応とし使用状況を考慮して焼尻を要求通りとする。

介護サービス基盤整備
事業

①民間事業者が実施する認知症高齢者グループ
ホームの整備に対する補助
②介護サービス資格の取得経費の一部補助

健康支援課 政策 46,208 46,208
①介護保険事業計画に基づく整備事業であり要求通りとする。
②不足している介護職員養成事業として要求通りとする。

医師確保対策事業 医師研究資金・就業支度金貸付金 等 健康支援課 継続 46,065 46,065 町制度に基づく医療対策の継続事業であり要求通りとする。

医師確保ＰＲ事業
内灘町や金沢医科大学の医療関係者及び医学生
との交互交流事業の実施

健康支援課 継続 1,640 1,640
友好町との医師確保対策事業であり道立羽幌病院での短期研修事業も予
定され、実績も出てきていることから要求通りとする。

助産師看護師確保対策
事業

助産師看護師修学資金の貸付 健康支援課 継続 6,000 6,000 制度に基づく継続事業であり要求通りとする。

離島住民負担軽減助成
事業

離島住民の救急患者等の交通費等の一部を負担 健康支援課 継続 202 202 離島地区の救急患者対策として必要な事業であり要求通りとする。

二次救急医療体制確保
事業

留萌地域活性化協議会負担金 健康支援課 継続 1,358 1,358 救急医療対策としての広域対応負担金であり要求通りとする。

がん検診推進事業 がん検診の実施 健康支援課 継続 2,462 2,462 検診による疾病対策として要求通りとする。

離島乳幼児健康診査支
援事業

離島の乳幼児がすこやか健康センター等で健康診
査を受ける際のフェリー代及び宿泊代の扶助

健康支援課 継続 59 59 離島住民の負担軽減対策の乳幼児健康診査支援として要求通りとする。

定期予防接種費用助成
事業

羽幌町外で受ける乳幼児の定期予防接種に係る
経費負担に対する助成

健康支援課 政策 466 466 定期予防接種の必要性、公平性から要求通りとする。

日本脳炎定期予防接種
事業

日本脳炎を定期予防接種として実施 健康支援課 政策 10,561 8,553
北海道の指定解除に伴う定期予防接種の実施であり必要性があることから
要求通りとするが接種委託単価を精査して予算措置する。

任意予防接種費用助成
事業

Ｂ型肝炎やインフルエンザなど、子どもの任意予防
接種に係る経費への助成

健康支援課 政策 8,321 5,874
任意予防接種へ助成することにより、疾病対策につながることから要求通り
とするが、接種対象者を精査して予算措置する。

すこやか健康センター
改修整備事業

すこやか健康センター内設置のボイラーと自動制
御盤の交換工事等を実施

健康支援課 政策 7,848 7,848 施設の維持管理としての必要性はあり要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

151,813 146,569

道路維持車両等購入
（債務負担分）

平成23年の路面清掃車購入に伴う元利償還 建設水道課 継続 541 541 路面清掃車の計画的償還であり要求通りとする。

道路維持車両等購入
除雪作業車購入
　小型ロータリ除雪車
　除雪ドーザ

建設水道課 政策 47,932 47,932
除雪作業車は計画的に更新しており要求通りとする。

橋梁長寿命化事業
橋梁長寿命化計画に基づく橋梁補修設計及び補修
工事

建設水道課 継続 164,000 164,000 長寿命化計画に基づく設計・補修であり要求通りとする。

道路新設改良事業 経年劣化した道路等の改良、補修等を実施 建設水道課 継続 29,989 29,989 計画的な道路改良であり要求通りとする。

港湾施設管理事業 新フェリーターミナルへの案内標識の設置 建設水道課 政策 1,448 1,448
案内標識は、よりわかりやすいことが条件であり利用者対策として要求通り
とする。

健康支援課計

羽幌港浚渫事業
・羽幌港西防波堤付近及び第２船揚場付近の浚渫
・川北地区の浜町-3.5ｍ物揚場付近

建設水道課 継続 32,184 10,000 浚渫の必要性、緊急性考慮して予算の範囲内で実施する。

羽幌港補修事業
①砂止フェンス修繕
②福寿川係留施設補修

建設水道課 継続 1,350 1,350
①損耗状態から要求通りとする。
②損傷状態から要求通りとするが、係留施設の在り方を関係者・関係機関と
協議する。

天売港補修事業
天売港湾施設内の不灯となっている街路灯の修繕
業務

建設水道課 継続 1,394 1,394 不灯対策、省エネ対策として要求通りとする。

焼尻港補修事業
①焼尻港係船環取付工事
②焼尻港街路灯補修

建設水道課 継続 3,685 3,685
①老朽化状態から要求通りとする。
②不灯対策、省エネ対策として要求通りとする。

国直轄港湾整備事業
漁港区の狭あい解消のための港町地区船溜まりの
老朽化対策及び静隠度向上のための整備

建設水道課 継続 60,000 60,000 港湾整備事業として計画的な事業であり要求通りとする。

391,746 369,562

勤労青少年ホーム改修
事業

施設内に設置しているFF式ストーブ（6台分）の分解
清掃及び修繕

商工観光課 継続 284 0
施設維持管理に必要な備品修繕等だが、清掃サイクルを見直し見送りとす
る。

勤労者研修センター改
修事業

施設内に設置しているFF式ストーブ（3台分）の分解
清掃及び修繕

商工観光課 政策 152 0
施設維持管理に必要な備品修繕等だが、清掃サイクルを見直し見送りとす
る。

建設水道課計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

季節労働者援護事業
冬期間の季節労働者の雇用対策として、各種公共
施設の除排雪業務を委託

商工観光課 継続 1,583 1,583 季節労働者の雇用対策として有効な事業であり要求通りとする。

通年雇用促進支援事業
オロロン留萌中部・北部通年雇用促進協議会負担
金

商工観光課 継続 81 81 季節労働者の通年雇用対策として要求通りとする。

地域活性化事業（商工
会青年部）

①第21回ふるさと大盆踊大会事業補助
②青年部杯綱引き大会事業補助
③若手後継者等育成事業

商工観光課 継続 605 605
地域活性化事業として実績もあり有効な事業である。また、新たな企画も期
待できることから要求通りとする。

地域活性化事業（商工
会女性部）

①夏祭り補助
②地域特産品ＰＲ発信事業補助

商工観光課 継続 290 290
①中心市街地活性化事業として実績もあり要求通りとする。
②特産品開発事業として商品化に期待し要求通りとする。

中小企業融資貸付 中小企業特別融資制度に係る預託金 商工観光課 継続 40,000 40,000 中小企業特別融資制度の預託金であり要求通りとする。

中小企業振興資金利子
補給事業

中小企業特別融資制度資金利用者に対する利子
及び保証料補給金

商工観光課 継続 6,546 6,546 中小企業特別融資制度の利子補給であり要求通りとする。

商店街環境整備事業補
助

商店街振興会が管理している街路灯の電灯料補助 商工観光課 継続 191 191 商店街に必要な街路灯電灯料の補助であり要求通りとする。

企業振興促進事業 企業促進助成条例に関する各種補助 商工観光課 継続 5,000 5,000 地域活性化対策として積極的な活用を期待し要求通りとする。

地域消費活性化事業
商工会が実施希望している「地域消費活性化事業」
(プレミアム商品券発行事業、ワンコイン商店街)に
対し補助

商工観光課 継続 8,057 6,157
地域経済活性化対策としての事業だが、経緯及び実績等を精査して予算措
置する。

商工振興事業補助
商工会が行う小規模事業者指導事業等に助成
①経営改善事業（人件費・事務費）
②地域振興事業

商工観光課 継続 16,414 16,414 商工振興に必要な商工会への経営・地域振興補助であり要求通りとする。

工業振興補助事業
製造業者が製造するために負担する水道料金の一
部を補助

商工観光課 継続 2,994 2,994 製造業への振興対策であり一定の効果はあることから要求通りとする。

雇用促進助成事業
羽幌町における雇用の促進のため、新たに求職者
を雇用する者に対し助成

商工観光課 継続 12,000 12,000 雇用拡大対策として実績があり有効な事業であり要求通りとする。

ハートタウンはぼろ改修
事業

施設を適正に管理するために必要となる各種経費
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ等防錆塗装補修 ほか

商工観光課 継続 1,954 1,954 施設の維持管理に必要な改修事業であり要求通りとする。

６次産業化推進事業
①投資額に対する助成（建物・設備）
②新商品開発・研究補助

商工観光課 政策 6,000 6,000
地元食材を活かした６次産業化は地域経済への波及効果が期待できること
から要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

販路拡大支援事業
事業者が商談を目的とした展示会や見本市等に出
展するために要する経費の一部を補助

商工観光課 政策 500 500 販路拡大は重要な課題であり積極的な活用を期待し要求通りとする。

創業支援事業
創業支援事業者（商工会等）が実施する創業者向
けのワンストップ相談窓口の設置や創業塾等に対
し補助

商工観光課 政策 1,600 1,600 創業支援対策、雇用確保、地域経済活性化対策として要求通りとする。

サンセットビーチ整備事
業

町民及び観光客利用の海水浴場を 良な状況に
保つため、維持管理に必要な 低限の補修を実施

商工観光課 継続 7,016 7,016 施設の老朽化状況から事業の必要性はあり要求通りとする。

天売自然公園整備事業
①オロロン鳥レプリカ解体業務委託
②黒崎海岸駐車帯周辺草刈業務委託

商工観光課 継続 620 620
①老朽化による撤去であり要求通りとするが、代替施設を検討する。
②環境整備、観光地対策として要求通りとする。

その他観光施設整備事
業

①焼台10台購入
②天売ウニ祭り電気設備工事費
③天売ロンババの浜道路補修工事費

商工観光課 継続 691 691
必要備品の更新及びイベントに必要な施設整備、観光地の環境整備事業と
して要求通りとする。

観光協会事業補助 羽幌町観光協会が行う事業・運営費に対する補助 商工観光課 継続 25,798 24,325
観光振興事業として予算措置するが、デジタルスタンプラリーは費用対効果
等を検討課題として見送る。

支部事業として既存イベント 新規イベントも含め内容精査して予算措置す
観光協会支部事業補助

天売ウニまつり事業補助金
焼尻めん羊まつり事業補助金　ほか

商工観光課 継続 3,384 3,384
支部事業として既存イベント、新規イベントも含め内容精査して予算措置す
る。クーポンは１枚で300円×２回分に変更し、ウニまつりはウニ単価を浜値
に近くなるよう設定し赤字補てんないよう工夫する。

ビーチバレーボール大
会事業補助

ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁＣＵＰﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰボｰﾙ大会事業補助金 商工観光課 継続 353 353 定着したイベントで集客効果もあり要求通りとする。

合宿誘致事業
本町で合宿を行う団体に対して係る費用の一部を
補助

商工観光課 継続 1,069 1,069
毎年実績があり一定の効果もあることから有効な事業であり要求通りとす
る。

離島観光振興事業
離島観光振興促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業に補助
ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ入賞作品展示事業 ほか

商工観光課 継続 10,257 3,480 事業内容を精査し、離島観光事業に有効的な事業を予算措置する。

サンセットプラザ改修事
業

施設管理上必要な修繕・改修等の実施
　地下ﾋﾟｯﾄ内配管改修工事　ほか

商工観光課 継続 79,699 70,588
施設維持管理事業として必要性はあるが、補修内容の精査が必要な業務も
あり一部見送る。

サンセットプラザ管理事
業

いきいき交流センターの管理運営を指定管理者へ
委託するための指定管理料

商工観光課 継続 24,000 24,000 指定管理事業として計画的な委託料であり要求通りとする。

バラ園整備事業 施設や附帯設備の補修等を実施 商工観光課 継続 5,971 3,889
施設維持管理、魅力増強対策として必要性はあるが、アーチ塗装は剥離が
予想され見送る。神殿取壊は再整備事業の中で検討する。

農村公園整備事業 既存遊具等補修・撤去等 商工観光課 継続 5,191 5,191
施設維持管理に必要な安全対策としての補修事業であり要求通りとするが、
公園施設全体の在り方を検討する。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

バラ園地域活性化事業
バラ園活性化のために必要となる各種経費
　ボランティア活動経費等

商工観光課 政策 398 346 ボランティアは育っており要求通りとするが、内容精査して予算措置する。

268,698 246,867

アスパラ振興対策事業
アスパラガスの新品種への変更や現行品種の更新
等を行った場合に係る費用に対する一部補助

農林水産課 政策 1,594 1,594
農業振興対策として奨励作物の生産維持、収量向上は必要性であり要求通
りとする。

農政システム管理事業
農業振興地域整備計画変更業務、中山間地域直
接支払事業、森林管理業務で使用するシステム整
備

農林水産課 政策 2,495 2,495
農業振興事務効率化にシステム導入は必要であり、各システムとも連携でき
ることから要求通りとする。

農業後継者対策事業
農業後継者の収量及び収益を確保し、定着の促進
を図るため、農地取得経費等の一部を助成

農林水産課 継続 2,531 2,531
農業後継者対策として実績があり今後も必要な事業であることから要求通り
とする。

農業担い手対策事業
「町外からの農業担い手募集活動経費」や「独身農
業者の町外で行われる婚活パーティー等への参加
費」の一部を補助

農林水産課 継続 150 150
農業担い手対策は農業の安定化、後継者確保に必要な事業であり要求通り
とする。

商工観光課計

畜産担い手育成総合整
備事業

畜産担い手育成総合整備事業委託料
　高台地区草地改良

農林水産課 継続 9,413 1,185
畜産の基盤である草地改良の計画的な事業であり要求通りとするが、一部
国の補正対応していることから、これを考慮して予算措置する。

焼尻めん羊牧場管理運
営事業

焼尻めん羊牧場指定管理料 農林水産課 継続 14,000 14,000 指定管理制度に基づく５年間の３年目事業であり要求通りとする。

焼尻めん羊牧場機械整
備事業

各種機械整備の実施 農林水産課 継続 19,015 0
現状備品の老朽化や修繕度合等を考慮した中で更新の必要性を検討するこ
ととし見送りとする。

焼尻めん羊地元提供奨
励事業

町内飲食店の焼尻めん羊肉購入価格の一部を補
助

農林水産課 継続 445 445 地産地消、観光振興対策として実績があり要求通りとする。

基幹水利施設管理事業
（臨時費分）

①観測設備修繕料
②開閉器取替工事

農林水産課 継続 1,405 1,405 基幹水利施設の維持管理事業として必要な事業であり要求通りとする。

農業農村整備事業 農業用の用排水施設の整備 農林水産課 継続 13,500 1,500
農業の基盤整備事業として計画的な事業であり要求通りとするが、一部国の
補正対応していることから、これを考慮して予算措置する。

農業試験所施設整備事
業

農業試験所倉庫屋根の修繕 農林水産課 継続 260 260
公共施設マネジメントでは廃止予定となっているが、必要 低限の補修とし
要求通りとする。

地籍調査事業 地籍調査業務に係る経費 農林水産課 継続 41,763 43,923 業務の必要性から、嘱託職員の人件費を増額して予算措置する。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

町有林整備事業
①町有林間伐事業
②林道砂利敷き
③林道草刈

農林水産課 継続 6,279 6,279 町有林の計画的な整備事業であり要求通りとする。

民有林除間伐奨励事業 民有林の除間伐実施に伴う補助 農林水産課 継続 800 800
山林の維持管理事業として民有林除間伐も重要な事業であり要求通りとす
る。

民有林普及事業
留萌中部森林組合が行う森林所有者への指導事
業に対する補助

農林水産課 継続 1,500 1,500
山林の維持管理事業として民有林整備も重要であり、その唯一の組織への
補助であり要求通りとする。

未来につなぐ森づくり推
進事業

造林事業を推進するため､森林所有者へ補助 農林水産課 継続 3,003 3,003 山林の維持管理事業として造林事業も重要であり要求通りとする。

天売地区共生保安林管
理事業

天売地区共生保安林整備事業により設置した遊歩
道の草刈り及びトイレ清掃

農林水産課 継続 981 981 保安林の整備事業として必要な事業であり要求通りとする。

刺網被害対策共同利用
事業

刺網購入費に対する補助 農林水産課 継続 2,235 2,235 刺網被害対策の計画的な事業であり要求通りとする。

漁業近代化資金利子補
給事業

漁業近代化資金助成法に基づく利子補給の追加助
成

農林水産課 継続 2,799 2,799 法に基づく利子補給事業であり要求通りとする。

離島漁業再生支援交付
金事業

離島における漁場の生産力の向上に関する取組み
などへの補助

農林水産課 継続 12,104 12,104 離島漁業対策の５年間の計画的な国策事業であり要求通りとする。

離島漁業再生支援推進
交付金事業

事業実施にかかる事務的経費 農林水産課 継続 407 407 離島漁業対策の５年間の計画的な国策事業であり要求通りとする。

漁業経営健全化促進資
金利子補給事業

漁業経営健全化促進資金利子補給 農林水産課 継続 40 40 法に基づく利子補給事業であり要求通りとする。

漁業緊急保証対策資金
利子補給事業

漁業緊急保証対策資金利子補給 農林水産課 継続 63 63 法に基づく利子補給事業であり要求通りとする。

漁業新規就業者等育成
事業

漁業に必要な免許取得及び漁船の買船や建造 漁
業機器等の購入に対する補助

農林水産課 継続 750 750 漁業の新規就業者対策は重要な事業であり要求通りとする。

離島活性化事業
魚介類、めん羊の移出輸送費、資材等の移入輸送
費に対する補助

農林水産課 継続 5,694 5,694 離島地区の産業活性化対策として有効であり要求通りとする。

143,226 106,143農林水産課計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

外国青年招致事業 英語指導助手人件費等 学校管理課 継続 4,571 4,571
国際化時代における英語教育の充実であり、町内各層において積極的に事
業推進され効果的に活用されていることから要求通りとする。

学校環境整備事業
町内各学校の使用済薬品処分費及びﾊﾟｿｺﾝの整備
費用

学校管理課 継続 3,525 1,868
薬品処分費については、必要性があり要求通りとする。
備品のパソコン購入は、性能面や使用実態を精査し必要台数を確認して予
算措置する。

教員住宅補修事業 市街、天売、焼尻各地区の教職員住宅の補修等 学校管理課 継続 5,914 5,914 施設の老朽化から緊急度を考慮して要求通りとする。

教員住宅建設事業 天売地区教職員住宅（１棟２戸）の建設費 学校管理課 継続 47,104 47,104 計画的な教員住宅建設事業であり要求通りとする。

羽幌高等学校教育振興
会補助事業

羽幌高等学校教育振興会事業補助金
・魅力ある学校学校づくり事業
・生徒支援事業

学校管理課 継続 13,278 13,493
魅力ある学校づくり、生徒確保対策事業として政策的事業であり要求通りと
する。

教育支援事業 教育支援員の配置（5人分） 学校管理課 継続 10,345 10,345 特別支援が必要な児童が増加している実態から要求通りとする。

学校図書推進事業 学校図書業務専任の職員（有資格者）の雇用 学校管理課 政策 2,303 0
公民館に配置済の司書との連携により学校と一体的活動を促すものとし見
送る。

スクールバス補修事業 スクールバスの修繕 学校管理課 継続 1,310 1,310 老朽化した車両の維持対策として要求通りとする。

小学校設備整備事業 老朽化や故障または不足している備品の購入費 学校管理課 継続 2,546 613 備品の必要性について個別に精査して予算措置する。

焼尻小中学校補修事業 老朽化に伴う焼尻小中学校体育館非常口の修繕 学校管理課 継続 433 433 老朽化対策、防災対策から事業の必要性はあり要求通りとする。

羽幌小学校補修事業
①プール浄化槽自動制御盤の取替修繕
②水槽内FRPなど羽幌小学校プールの補修工事

学校管理課 継続 2,650 2,650 老朽化したプールの維持管理で必要性あることから要求通りとする。

羽幌小学校改築事業 新校舎の建設及び必要備品等の購入 学校管理課 継続 969,543 945,102
計画的な改築事業であり要求通りとするが、備品購入及び備品廃棄処理費
用については、備品の現状を把握し、使用するもの、廃棄するもの、更新す
るものを明確にし、廃棄備品の町民還元も検討することとし見送る。

小学校図書整備事業 小学校児童用図書の購入 学校管理課 継続 754 571 学校図書館図書総合整備計画を尊重するともに必要と書を予算措置する。

小学校教師用指導書購
入事業

教師用指導書等の購入 学校管理課 継続 435 435 教育について必須事業であり要求通りとする。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

羽幌中学校設備整備事
業

老朽化や故障または不足している備品の整備 学校管理課 継続 6,565 5,203 教育環境用備品として個別にその必要性を判断し予算措置する。

羽幌中学校プール解体
事業

羽幌中学校プール解体業務の実施 学校管理課 継続 4,374 0 解体費の必要総額や契約方法も精査することとし見送る。

羽幌中学校補修事業
老朽化で故障の恐れのある遠赤外線暖房機（２機）
の部品取替補修

学校管理課 継続 951 951 老朽化対策の維持管理費用で必要性あり要求通りとする。

中学校図書整備事業 中学校生徒用図書の購入 学校管理課 継続 217 200 学校図書館図書総合整備計画を尊重して予算措置する。

中学校教師用指導書購
入事業

教師用教科書等の購入 学校管理課 継続 3,640 3,640 教育について必須事業であり要求通りとする。

天売高等学校設備整備
事業

老朽化や故障または不足している備品の整備 学校管理課 継続 918 254 教育環境用備品として個別にその必要性を判断し予算措置する。

天売高等学校補修事業 施設の維持補修及び実習機械設備の更新・撤去 学校管理課 継続 2,896 2,896
公共施設マネジメント計画との整合性を考慮するが、緊急度、必要度から要
求通りとする。

天売高等学校教師用指
導書購入事業

教師用指導書の新版を購入 学校管理課 継続 52 52 教育について必須事業であり要求通りとする。

天売高等学校生徒募集
事業

天売高等学校の生徒募集に係る各種経費 学校管理課 継続 6,347 6,347 生徒確保は学校存続の重要課題であり要求通りとする。

地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊員2名（任期３年）の雇用 学校管理課 継続 9,715 9,715
生徒確保は学校存続の重要課題であり、これらを推進するための人員確保
も重要であり要求通りとする。

へき地児童生徒巡回健
康相談事業

天売・焼尻小中学校の児童生徒を対象とした耳鼻
科検診の実施

学校管理課 継続 128 128 離島地区の健康管理事業として必要性はあり要求通りとする。

1,100,514 1,063,795

文化公演事業
文化公演事業開催事業補助金
　・映画「じんじん」の上映

社会教育課 継続 1,000 530
芸術・文化に接する機会の少ない地域であり有効な事業であることから要求
通りとする。

芸術鑑賞事業
のびのび子育て公演
　（人形劇「１４ひきのはる・なつ・あき・ふゆ」公演）

社会教育課 継続 400 400 情操教育に必要な事業であり要求通りとする。

学校管理課計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

芸術鑑賞事業（小学生）
小学生芸術鑑賞事業
　（劇団四季こころの劇場公演）

社会教育課 継続 630 30
児童・生徒への舞台芸術鑑賞の機会は少なく有効な事業であり要求通りと
するが、公演料が無料となったことから消耗品のみ予算措置する。

講演事業（中学・高校
生）

中学・高校講演会開催事業（講演） 社会教育課 継続 938 938 授業以外の人生講演として必要な事業であり要求通りとする。

読書活動推進事業
①羽幌町児童・生徒読書感想文コンクール
②セカンドブック事業

社会教育課 政策 127 127 読書活動推進の充実を図るため要求通りとする。

学校図書館連携事業 学校ブックフェスティバルの実施 ほか 社会教育課 継続 349 349 学校図書連携の継続事業であり要求通りとする。

図書室システム整備事
業

中央公民館図書システム賃借料 社会教育課 継続 1,195 1,195 図書管理に必要なシステムの長期継続契約であり要求通りとする。

図書室用備品購入事業 図書室での必要備品の購入 社会教育課 政策 144 144 図書室の環境整備、利用拡大を図るため要求通りとする。

天売焼尻芸術劇場実施事業
離島地区芸術劇場事業

天売焼尻芸術劇場実施事業
（ジョニー黒田とチナミのわくわくパーカッション公
演）

社会教育課 継続 859 859 芸術鑑賞機会の少ない離島地区の事業であり要求通りとする。

郷土芸能団体保存育成
事業

土芸能団体の活動経費の一部に対する補助 社会教育課 継続 5,900 2,200
郷土芸能の保存及び振興は重要であるが、備品等の整備は予算の範囲内
で実施する。

姉妹都市文化スポーツ
交流事業

スポーツ少年団交流事業に係る経費 社会教育課 継続 1,608 1,608 姉妹都市との交流事業として必要であり要求通りとする。

公民館改修事業 公民館外壁コンクリート亀裂補修 社会教育課 政策 179 179
公共施設マネジメント計画により建替対象となっている施設であるが、緊急
性、安全性から 低限の補修は必要であり要求通りとする。

中野北溟記念室管理事
業

中野北溟作品表具委託料 社会教育課 継続 1,112 1,112 計画的な事業であり要求通りとする。

公民館電気設備整備事
業

公民館電気設備の修繕 社会教育課 政策 4,493 4,493 老朽化した機器の維持管理費用であり要求通りとする。

公民館管理用備品整備
事業

①公民館管理用刈払機購入
②中央公民館防犯カメラ購入事業
③中央公民館大ホールステージ音響スピーカー更新

社会教育課 継続 2,217 208
備品についてはそれぞれの必要性を考慮して判断するが、音響スピーカー
はその使用実態、必要性から見送りとする。

スキー場まつり実施事
業

スキー場まつり実施に係る各種経費 社会教育課 継続 401 200 冬期間の数少ないイベントで必要性はあるが予算の範囲内で実施する。



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

スポーツ教室実施事業 各種スポーツ教室実施に係る経費 社会教育課 継続 1,350 1,350
地域住民の運動習慣定着化対策としてスポーツ教室は重要であり要求通り
とする。

学校プール開放事業 羽幌小学校プール開放に伴う人件費等の経費 社会教育課 継続 1,071 1,071 体力づくり、健康づくり事業として必要な事業であり要求通りとする。

オロロンマラソン大会開
催事業

オロロンマラソン大会の開催 社会教育課 継続 2,104 2,104
オロロンマラソンは歴史があり、宣言タイム制というユニークな大会で一定の
参加者もあることから要求通りとする。

おろちゃんマラソン大会
開催事業

おろちゃんマラソン大会の開催 社会教育課 継続 873 873 羽幌町のスポーツ振興に重要な大会であり要求通りとする。

スポーツ公園整備事業 スポーツ公園整備に係る各種補修等 社会教育課 政策 6,276 6,276
施設の維持管理、将来の長寿命化計画に沿った整備事業であり要求通りと
する。

町民スキー場整備事業 スキー場ペアリフトの維持管理に係る経費 社会教育課 継続 3,165 3,165 長期整備計画に伴う計画的な整備であり要求通りとする。

町民スキー場管理事業 圧雪車整備手数料 社会教育課 継続 756 756
圧雪車は冬期間の使用であり定期的なメンテナンスにより長期使用が期待
できることから要求通りとする。

武道館整備事業 武道舘柔道用畳購入 社会教育課 要望 3,218 3,218 備品劣化状況から必要性はあり要求通りとする。

南町運動広場整備事業
①テニスコート外周ネット張替修繕
②テニスコート電気設備改修

社会教育課 要望 1,102 1,102 老朽化による維持管理であり要求通りとする。

総合体育館指定管理事
業

総合体育館指定管理料 社会教育課 継続 22,424 22,424 民活導入事業である指定管理事業は必要性があり要求通りとする。

総合体育館備品補修事
業

総合体育館駐輪場の塗装修理 社会教育課 継続 457 457 老朽化から維持管理は必要であり要求通りとする。

スポーツ公園管理用備
品購入事業

管理用備品の購入
　パークゴルフクラブ・ボール一式
　スチールチェンソー一式

社会教育課 継続 557 557 施設の利用促進、環境維持から必要な備品であり要求通りとする。

64,905 57,925

給食センター施設整備
事業

劣化が進んでいる施設設備等の更新
・排水管修繕
・給湯蛇口増設工事

給食センター継続 199 199
施設の老朽化を考慮した中での優先順位をつけた計画的な整備事業であ
り、要求通りとする。

社会教育課計



事業名 事業内容 課名 区分 要求額 査定 査定の考え方

給食センター設備整備
事業

老朽化した設備及び備品を更新
・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ設置委託 ほか

給食センター継続 10,535 10,535
整備計画による設備整備事業であり要求通りとする。

10,734 10,734給食センター計


