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�基幹水利施設管理事業

　羽幌二股ダムの管理事業。

857万円
（道費：492万円）

�農業経営基盤強化資金利子補給事業

　農協が農業者に貸付した農業経営基盤強化資金
の未償還貸付残高の利子相当分を利子補給します。

161万円
（道費：80万円）

�中山間地域等直接支払交付事業 5,481万円
（道費：4,111万円）

�生産性向上対策事業

　農作物の高品質化及び収量増の為の土壌改良が
不可欠であり、適正な施肥などの作業を行う土壌
分析に対し助成します。

31万円
（その他：19万円）

�農地保有合理化促進事業

　農地の適正な流動化の促進を図ります。

14万円
（その他：12万円）

�農業経営基盤強化促進対策事業

　農業経営の支援活動を行います。

34万円
（道費：15万円）

�農業担い手確保対策事業 25万円
（その他：17万円）

�次世代農業者支援融資資金利子助成事業

　資金借入に対する利子の助成をします。

2万円
（道費：2万円）

�水稲病害虫共同防除協議会補助事業 20万円

�「売れる」米づくり推進対策事業

　高品質米の生産に対し、助成します。

900万円
（その他：630万円）

�アスパラ振興対策事業

　アスパラを振興作物と位置付け、新品種の作付
増反分の種子購入費に対し、助成します。

982万円
（その他：834万円）

�生産調整円滑化推進事業対策事業

　米の計画的生産及び農用地利用活性化を推進し
ます。

114万円
（道費：54万円）

������

�町有林下刈事業

　下刈面積：63ha（年２回）

290万円
（道費：170万円・森林総合整備事業債：110万円）

�町有林植林事業

　分収林：4ha

687万円
（道費：337万円・森林総合整備事業債：310万円）

�民有林整備補助事業

　除間伐奨励（間伐、枝打）、民有林の普及。

250万円
（道費：35万円）

�北の森づくり推進事業

　公費造林にかわる造林（10ha）

237万円
（道費：149万円）

�森林整備地域活動支援交付金事業

　森林整備を推進するため、条件を満たす森林に対
して支援します。対象森林面積：（1,050ha×1万円）

1,050万円
（国・道費：787万円）

�������

�乳用牛総合改良推進事業
　乳牛検定事業。

30万円

�平成16年台風18号被害に伴う利子補給に対する
　補助事業
　農作物及び農業施設の被害を受けた農業者に対
し融資される災害資金について補助を行います。

47万円

�畜産担い手育成総合整備事業 2,957万円
（道費：135万円・その他：2,686万円）
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�漁業近代化資金利子補給事業 278万円

�管内さけ・ます増殖協議会補助事業 10万円

�管内ひらめ資源増大対策協議会補助事業 16万円

�中核的漁業者協業体育成事業
　担い手グループ支援事業で、国が全漁連を通じ
補助します。５カ年の漁業共同改善計画に基づき行
います。

116万円
�とど被害対策事業
　刺網被害に対し、助成します。

223万円

�高鮮度産直システム導入事業
　海水ろ過機、紫外線殺菌装置、洗浄機一式を導入
します。

32万円

�うに種苗センター取水設備改修事業
　海水塩分濃度の低下により、ウニの中間育成種
苗の斃死が起こるため取水箇所の移動改修を行い
ます。

307万円

������

��������	
����

�商店街環境整備補助事業
　各商店街街路灯設置及び電気料の補助をします。

70万円

�中小企業振興資金利子補給事業
　融資を受けたものに対し、利子の一部を補給し
ます。（運転資金・設備資金）

417万円

�経営改善普及事業
　商工会への補助事業。

1,437万円

�中小企業融資貸付

　原資 3億9,000万円。（町預託金 4,500万円、金融
機関 3億4,500万円）

4,500万円
（貸付金：4,500万円）

�中心市街地再開発事業

　駐車場、緑地等整備。

1,302万円
（国費：390万円・その他：522万円）

�中小企業特別小口融資貸付

　原資 3,000万円。（町預託金 1,500万円、金融機関 
1,500万円）

1,500万円
（貸付金：1,500万円）

�商工会青年部地域活性化事業
　盆踊り大会の補助をします。

35万円

�離島プロパンガス海上運賃補助事業

　離島地区のプロパンガス価格是正のため、事業
者に対し、輸送料を補助します。

116万円
（道費：51万円）
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�強化刺網実証化試験事業
　トドの刺網被害対策として開発された強化刺網
の実証化試験を行います。

35万円

�離島再生支援交付金事業

　漁業者の減少や高齢化により、漁業の衰退が進
んでいるため、漁場環境保全や漁場の合理化利用
など、その取り組みを支援します。

1,890万円
（道費：1,417万円）

�天売漁船用給油設備改良事業 64万円
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�公営住宅整備事業

　朝日団地：５棟10戸（17年度）
　全体事業：H10～H25（210戸建設）

2億697万円
（国費：9,042万円・公営住宅整備事業債：9,030万円）
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�公営住宅改修事業 146万円

�公営住宅壁塗装事業
　栄町南団地の外部塗装。

103万円

�修学旅行誘致事業 39万円

�羽幌町観光協会補助事業
　事業費補助、パンフ・リーフ印刷、観光PR及び
道外向けスキー体験、自然体験観光パンフ作成。

1,185万円

�日本海オロロンライントライアスロン国際大会
　補助事業 263万円

��������	
�

������

�味まつり開催事業
　地域特産物のPR、都市との交流を目的とした町
内最大の産業まつり。

200万円

�サンセット王国実行委員会補助事業 450万円

�サンセットビーチ整備事業
　流木等の処理委託、ヤシの木照明の修繕など。

300万円

�焼尻海水浴場整備事業

　白浜野営場を整備します。

2,600万円
（国・道費：2,600万円）

�サンセットプラザはぼろ改修事業

　ホテル周辺の平板敷石補修及び駐車場補修工事。

210万円
（まちづくり基金：210万円）
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�季節労働者援護事業
　各フェンス周囲、独居老人避難口ほか。

77万円

�北海道季節労働者組合羽幌支部補助事業 18万円

�勤労者福祉補助事業 15万円
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�除排雪事業 8,107万円
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�町道舗装改良等整備維持事業（市街地区）
　道路改良１箇所、舗装４箇所、側溝整備１箇所。

1,519万円

�建設機械購入事業
　歩道用ロータリ、除雪用ドーザ。

667万円

�街路灯整備事業
　街路灯取替（年５本）、街路灯補修（年10本）。

280万円

�町道舗装改良等整備維持事業（天売地区）
　側溝整備１箇所。

80万円

�防雪柵設置事業

　町道築別高台線（全体L＝500ｍ、5,000万円）

1,000万円
（国費：600万円・一般公共事業債：160万円）

�町道皿型側溝補修事業
　町道の水溜り箇所の補修（100箇所）。

70万円
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�羽幌、焼尻、天売港及び福寿川浚渫事業 550万円

�国直轄港湾整備事業（羽幌港）

　岸壁（-5.0ｍ）（耐震）、防波堤（西）、防波堤（北）、
　泊地（-5.0ｍ）。

1億1,100万円
（過疎対策事業債：1億550万円）

�国直轄港湾整備事業（天売港）

　泊地（-5.0ｍ）、防波堤（北）（改良）、船揚場（改良）。

4,900万円
（過疎対策事業債：4,650万円）

�焼尻港改修事業
　旅客上屋ほか港湾施設改修。

1,246万円

�公有水面埋立測量事業
　羽幌港埠頭用地。

15万円

�船揚場発電機借上事業 9万円
�羽幌港補修事業
　港湾施設改修。

56万円

�羽幌港埠頭用地整備事業

　中央埠頭地区・起債用地整備（8,422�）

2,589万円
（港湾機能債：2,580万円）
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�交通安全協会補助事業 69万円

�交通安全指導員協議会補助事業 28万円

�交通安全運動推進協議会補助事業 16万円

���������	

�中央空港促進期成会運営事業
　苫前町、羽幌町、初山別村で構成。

10万円

�離島航路事業運営費補助事業 600万円
（交通対策事業基金：600万円）

�地方路線バス維持事業

　バス路線の円滑な運行を維持します。

200万円
（交通対策事業基金：200万円）

�生活路線バス定期運賃補助事業

　沿岸バスを利用して高校へ通学する生徒に対し、
補助します。

79万円
（交通対策事業基金：79万円）

�町内循環バス（ほっと号）運行事業 386万円
（交通対策事業基金：381万円）

�スクールバス運行委託事業
　行政のスリム化と民間活力の育成を図るため、
運行業務を委託します。

2,838万円

�離島航路運行補助事業

　高速料金差額補助。４月にフェリーがドックに入
る時の島民負担を軽減します。

50万円
（交通対策事業基金：50万円）
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�量水器取替事業 3,550万円
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�量水器取替事業（簡易水道） 350万円
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�公共下水道事業（管渠整備） 2億8,930万円
（国費：1億2,275万円・公共下水道事業債、過疎：1億5,290万円）

�合併処理浄化槽整備事業

　各年度10槽（５人槽５箇所・６～７人槽５箇所）

433万円
（国・道費：298万円）

�排水設備資金貸付事業 64万円

�排水設備補助事業 2,982万円

�町有施設下水道接続事業 3,333万円
（庁舎等整備基金：3,330万円）
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�羽幌町外２町村衛生施設組合負担金事業
　（リサイクルプラザ分） 1億8,710万円

�ゴミ収集・搬入等事業
　ステーション製作（50万円）、ゴミ収集運搬（5,160
万円）、資源ゴミ搬入（102万円）。

5,312万円
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�葬斎場整備事業（市街地区）
　再燃焼炉の改修を行います。

469万円 �霊園施設整備事業
　霊園管理棟、街路灯、７区排水路の補修を行います。

103万円
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�防犯協会連合会負担金事業 17万円
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�消費者協会補助事業 20万円

�防災手引作成事業
　各種防災方法や、避難場所などを掲載した手引
きを作成し、町全世帯へ配付します。

36万円

�消防庁舎整備事業
　焼尻消防団第２分団器具置場改修工事。

411万円

�配水管布設事業
　下水道工事施工に伴う配水管を布設します。

405万円

�天売簡易水道施設改修事業
　貯水タンク改修、内部清掃、浄水場電気設備整備。

740万円 �焼尻簡易水道施設改修事業
　配水池修繕、漏水調査。

74万円

�羽幌町外２町村衛生施設組合負担金事業
　（し尿処理場分） 658万円

�火葬場整備事業（離島地区） 270万円




