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〔基本構想〕 

〔基本計画〕 

〔実施計画〕 

第６期浜中町まちづくり総合計画実施計画（令和２年度～令和４年度）について 

 
１ 総合計画上の位置付け 
   実施計画は、第６期浜中町まちづくり総合計画において、次のとおり位置付け

られています。 

 
 《計画の構成》 

 
基本構想は、本町の将来目標とその目標の達成に

向けた基本姿勢を示し、基本計画や実施計画の基

本理念となるものです。 

 
                基本計画は、基本構想で設定された本町の将来像

を実現するための方向性、さらには実施計画の基

本となる施策を示すものです。 

 

                実施計画は、基本構想や基本計画で定められた施

策や大綱をいかに展開するかを具体的な事業等

をもって示したもので、地域の実態や緊急性、財

政状況を勘案しながら策定するものです。 

 

 

２ 実施計画の目的 

   第６期浜中町まちづくり総合計画基本構想の基本理念及び将来像の実現を目

指し、基本計画に位置付けられた各施策の大綱の具体的な事業等を定めるため実

施計画を策定します。 

   この計画は、向こう３年間における主要事業の方向性を定めるとともに、予算

編成の指針として、効率的、計画的かつ重点的な施策の着実な推進を図ることを

目的とします。 

   なお、事業の実施については、毎年度の予算編成及び議会の議決を経て行われ

ることになります。 
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３ 実施計画の期間 

   この計画の期間は、令和２年度から令和４年度の３年間とします。 

   なお、実施計画は、各年度の実績及び情勢変化等に柔軟に対応できるよう見直

しを行い、ローリング方式により毎年度策定を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施計画の対象事業 

   この計画の対象とする事業は、下記の事業とします。 

 （１）各施策を具体化するための重要なソフト事業（概ね１００万円以上） 

 （２）主に投資的経費を含む事業（概ね１，０００万円以上） 

 （３）上記以外の重要性の高い事業 

   ※原則として義務的経費（人件費、扶助費、公債費）及びそれ以外の経常的経

費（維持修繕費、管理運営費等）は対象外とします。 

 

５ 実施計画書 

事業費として令和２年度予算額を掲載しています。また、令和３年度及び令和

４年度については計画額を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

実施計画 
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６ 留意事項 

 （１）計画額は、実施計画策定段階における主要事業を推進するための予算事業費

です。そのため、予算査定の過程において、財政状況や計画策定後の事業の進

捗状況を踏まえ、変更となる場合があります。 

 （２）事業費は、すべて千円単位とします。 

 

７ 今後の財政の見通しについて 

歳入のうち、町税については、景気の回復基調はあるものの、第一次産業、特

に漁業においては毎年の生産量が安定しないこと、また法人税率の引下げ等の要

因から、微減傾向で推移するものと見込まれます。 

   地方交付税については、地方財政計画に基づき算定されますが、基準財政需要

額の増加は望めず、減少傾向で推移するものと見込まれます。 

   国・道支出金については、扶助費などの福祉関係経費の増加が見込まれること

から、増加傾向で推移するものと見込まれます。 

   町債については、庁舎などの大規模建設事業の終了を受け、令和３年度以降減

少傾向で推移するものと見込まれます。 

   歳出のうち、人件費については、新規採用者と退職者の割合により増減します

が、会計年度任用職員制度に伴い令和２年度に増加し、その後は横ばい傾向で推

移するものと見込まれます。 

   扶助費については、子育て支援制度や高齢者支援に係る対応等により、増加傾

向で推移するものと見込まれます。 

   投資的経費は、庁舎建設等の大規模建設事業費の終了から令和３年度以降減少

が見込まれますが、公債費については、これまでの大規模建設事業にかかる起債

の償還に伴い、増加傾向で推移するものと見込まれます。 

   このようなことから、本町財政の歳入歳出の見通しについては、今後も大変厳

しい状況が続くものと見込まれます。 
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８ 実施計画書 

 

 ○事業計画総括表・・・・・・・８～９ 

 

 ○事業別総括表・・・・・・・・10～37 

 

 ○個別事業名 

  基本目標１ 産業の垣根を越えて、 

みんなで築きあげる活力あるまちづくり 

  （１）農業の振興  

   ・道営草地整備事業 

   ・浜中姉別地区道営農道整備事業 

   ・多面的機能支払交付金 

   ・中山間地域等直接支払交付金 

   ・農業経営技術研修受入事業 

   ・農業次世代人材投資事業 

   ・農業後継者就業交付金 

   ・浜中町農業後継者対策推進補助 

   ・新規就農者誘致事業補助 

   ・浜中町酪農技術センター運営事業補助 

   ・浜中町乳牛検定組合補助 

   ・産業振興資金貸付事業 

   ・６次産業化交付金 

  （２）林業の振興  

   ・町有林整備事業 

   ・生物多様性保全事業 

   ・未来につなぐ森づくり推進事業 

   ・林業専用道開設事業、林道補修事業 

   ・植樹祭事業 

   ・有害鳥獣被害対策事業 

  （３）漁業の振興  

   ・漁業後継者育成対策事業 

   ・漁業後継者就業交付金 

   ・産業振興資金貸付事業（漁業機器） 

   ・漁業集落環境整備事業 

   ・漁港機能増進事業 

・水産物供給基盤整備機能保全事業 

・水産多面的機能発揮対策事業（昆布藻場 

岩盤清掃） 

   ・水産振興基金造成事業 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・航路掘削事業 

   ・浜中町ウニ種苗生産センター整備事業 

   ・水産多面的機能発揮対策事業（干潟保全） 

   ・新川船揚場整備工事 

   ・霧多布港国直轄港湾整事業 

  （４）商工業の振興  

   ・中小企業特別融資保証事業 

   ・中小企業特別融資資金貸付事業 

   ・産業振興資金貸付事業 

   ・プレミアム商品券事業補助 

  ・商工業後継者就業交付金事業 

   ・商工会事業運営補助事業 

  （５）観光業の振興  

・ＪＲ花咲線車両ルパン三世ラッピング 

更新事業 

・浜中町観光協会補助 

・モンキー・パンチ＆ルパン三世de地域 

活性化プロジェクト運営補助 
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基本目標２ 自然を守り 

未来につながる住みよいまちづくり 

 （１）土地利用  

   ・地籍調査事業 

  （２）自然保全・景観形成  

   ・再生可能エネルギー等導入支援対策事業

補助 

   ・浜中町景観計画策定事業 

  （３）環境保全・環境衛生  

   ・じん芥収集委託事業 

   ・可燃ごみ焼却委託事業 

   ・清掃集車両等整備事業 

   ・資源物リサイクル活動奨励補助事業 

   ・一般廃棄物処理基本計画策定事業 

   ・災害廃棄物処理基本計画策定事業 

  （４）公園・緑地・墓地整備  

   ・斎場改修事業 

  （６）住宅・住環境の整備  

   ・町営住宅整備事業 

   ・町営住宅長寿命化事業 

   ・浜中町既存住宅耐震改修費補助事業 

  ・浜中町安心住まいる促進事業助成金 

   ・不良空家等除却補助事業 

  （７）情報通信の整備  

   ・光回線整備事業 

  （８）道路・交通網の整備  

   ・町道改良舗装整備事業 

   ・単独道路整備事業 

   ・道路維持管理事業 

   ・除雪対策事業 

  ・建設機械整備事業 

   ・道路・橋梁台帳整備事業 

   ・橋梁点検事業 

   ・橋梁補修事業 

   ・浜中町地域公共交通網形成計画推進事    

    業 

  （９）上・下水道の整備  

   ・重要拠点配水池耐震化事業 

   ・重要拠点配水管整備事業 

   ・防災貯留槽水道管布設事業 

   ・水道庁舎中央監視装置移設工事 

・上水道区域管路台帳整備委託業務 

   ・農業用水道区域管路台帳整備委託業務 

   ・下水道ストックマネジメント改築・修繕

計画 

   ・し尿処理委託事業 

   ・合併処理浄化槽設置補助事業 

   ・衛生センター改修事業 

 

基本目標３ 災害に強く 

町民によりそったまちづくり 

 （１）町土の保全  

   ・河川維持管理事業 

   ・津波防災ステーション事業 

   ・津波防災ステーション移転事業 

   ・霧多布港海岸保全事業 

  （２）防災体制の整備  

   ・霧多布山避難階段補修事業 

   ・霧多布地区津波避難路交通流動解析業務

委託事業 

   ・丸山散布津波防災避難道路実施設計業務

委託事業 

   ・防災備蓄品購入事業 

   ・防災備蓄用コンテナ整備事業 

   ・地震解錠ボックス購入事業 

   ・北海道防災情報システム移設事業 

   ・防災行政無線新スプリアス対応改修事業 

  ・防災行政無線屋外拡声子局移設事業 

   ・移動系無線機購入事業 

   ・避難所案内看板設置事業 

   ・津波防災マップ作成委託事業 

   ・霧多布高等学校避難階段設置事業 

  （３）消防・救急体制の整備  

  ・消火栓設置工事事業 

   ・第４分団庁舎改修工事事業 

   ・指揮車購入事業 

   ・浜中消防庁舎改修工事事業 

   ・資機材搬送車購入事業 

   ・指令台設置事業 

   ・高規格救急自動車購入事業 
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  基本目標４ 子どもから大人まで 

安心して暮らせる未来のまちづくり 

 （１）地域福祉  

   ・浜中町地域活動支援センター等運営事業 

   ・共生型サービス（サロン運営）事業 

   ・民生児童委員協議会補助 

   ・浜中町社会福祉協議会補助 

   ・介護初任者研修 

   ・結婚祝金支給事業 

  （２）高齢者福祉  

   ・デイサービス事業補助 

  ・社会福祉法人浜中福祉会補助 

  ・高齢者在宅生活支援事業 

  ・高齢者在宅生活支援事業（紙おむつ等） 

  ・居宅介護支援事業補助 

  ・敬老バス等利用料助成事業 

  ・高齢者事業団補助 

  ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

策定事業 

 （３）障がい者（児）福祉  

  ・子ども発達支援事業（厚岸町子ども発達

支援センター負担金 外） 

  ・障がい福祉サービス費・補装具交付 

  ・自立支援医療給付費 

  ・特定疾患及び保護者の交通費助成事業 

   ・障がい児給付費 

   ・障がい福祉計画策定業務委託 

   ・移動支援事業委託料 

   ・日常生活用具給付費 

（４）子育て支援・児童福祉  

  ・子ども医療費助成事業 

  ・保育料助成事業 

  ・給食費助成事業 

   ・霧多布保育所改築工事 

   ・母子保健事業 

   ・放課後児童クラブ事業 

   ・出産祝金支給事業 

 

 

 

  （５）母子・父子・低所得者福祉  

   ・浜中町福祉灯油購入補助 

   ・低所得者等世帯生活支援事業 

 （６）医療体制の整備  

   ・広域救急医療対策事業・町立歯科診療所

事業 

・母子・成人保健事業・感染症対策事業 

・浜中診療所医療器具整備事業 

・浜中診療所施設整備事業 

・医師派遣事業 

  （７）保健・健康づくりの推進  

   ・疾病予防事業・特定健康診査等事業 

   ・母子・成人保健事業・感染症対策事業 
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基本目標５ 豊かな学びを育み、 

未来に向かって挑戦し続ける人づくり 

  （１）学校教育の充実  

   ・浜中小学校トイレ改修事業 

   ・霧多布小学校電気暖房設備改修事業 

   ・散布小中学校トイレ改修事業 

   ・茶内小学校体育館改修事業 

  ・散布小中学校暖房設備改修事業 

  ・教員住宅改修事業 

  ・外国語活動指導助手及び外国語指導助手

の学校派遣事業 

  ・学校用バス購入事業 

  ・学校用バス運行委託事業 

  ・教職員研修・研究事業 

   ・ＩＣＴ教育環境整備事業 

   ・学習支援員配置事業 

   ・学校給食配送トラック保冷バン購入 

   ・霧多布高等学校屋内体育館外壁改修事業 

   ・職員室用コンピーター機器整備 

   ・海外交流派遣事業 

   ・国内環境・産業視察研修生徒派遣事業 

   ・登下校及び部活動下校バス運行事業 

  ・教育用コンピーター機器整備 

   ・霧多布高等学校遠距離通学費補助 

   ・生徒スキルアップ補助 

  （２）社会教育の充実  

   ・少年少女国内派遣事業 

   ・総合文化センター補修事業 

  （３）芸術・文化活動の推進  

   ・芸術鑑賞事業 

  （４）スポーツの振興  

   ・スポーツ指導員育成事業 

   ・スポーツ団体育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

  基本目標６ 地域とともに歩む 

創意に満ちたまちづくり 

  （１）町民との共創によるまちづくり  

   ・人づくり推進事業 

   ・広報はまなかの発行事業 

   ・町ホームページの維持管理事業 

  （２）コミュニティ活動の推進  

   ・地域振興補助事業 

  （３）開かれた行政運営の展開  

   ・申請書作成支援システム導入事業 

   ・職員住宅改修事業 

   ・職員の人材育成と能力開発 

   ・新庁舎等建設工事 

   ・避難施設等建設工事 

   ・新庁舎備品購入事業 

   ・旧庁舎等解体事業 

  （５）地域間交流・国際交流の推進  

   ・北海道くしろ地域・東京特別区交流推進

事業 

   ・地域おこし協力隊事業 

   ・北海道日本ハムファイターズ浜中町応援

大使事業 



（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

1,769,206 378,876 507,333 135,800 376,604 370,593

（１）農業の振興 496,250 219,876 108,438 77,100 19,000 71,836

（２）林業の振興 83,995 53,272 10,200 2,038 18,485

（３）漁業の振興 1,100,961 159,000 345,623 36,600 304,573 255,165

（４）商工業の振興 70,350 50,993 19,357

（５）観光業の振興 17,650 11,900 5,750

691,440 178,944 116,200 151,711 244,585

（１）土地利用 3,000 200 2,800

（２）自然保全・景観形成 100 100

（３）環境保全・環境衛生 124,142 22,000 3,900 24,109 74,133

（４）公園・緑地・墓地整備

（５）交通安全・防犯対策

（６）住宅・住環境の整備 109,600 45,250 38,700 25,650

（７）情報通信の整備

（８）道路・交通網の整備 244,086 68,211 37,700 4,300 133,875

（９）上・下水道の整備 210,512 43,483 35,900 123,102 8,027

253,370 57,850 12,594 121,100 29,100 32,726

（１）町土の保全 150,948 57,850 11,014 42,000 29,100 10,984

（２）防災体制の整備 23,403 1,580 11,500 10,323

（３）消防・救急体制の整備 79,019 67,600 11,419

432,305 88,790 48,912 61,400 53,597 179,606

（１）地域福祉 53,634 1,528 1,500 36,493 14,113

（２）高齢者福祉 70,690 13,600 57,090

（３）障がい者福祉 164,215 78,538 39,320 2,700 43,657

（４）子育て支援・児童福祉 63,527 10,042 5,111 21,000 143 27,231

（５）母子・父子・低所得者福祉 5,100 500 2,700 1,900

（６）医療体制の整備 38,227 33,500 4,727

（７）保健・健康づくりの推進 36,912 210 2,453 3,361 30,888

（８）保険・年金

259,572 67,635 52,000 21,766 118,171

（１）学校教育の充実 248,584 67,635 52,000 21,766 107,183

（２）社会教育の推進 2,286 2,286

（３）芸術・文化活動の推進 1,100 1,100

（４）スポーツの推進 7,602 7,602

3,603,044 229,660 2,608,560 725,548 39,276

（１）町民と行政の共創によるまちづくり 4,880 500 4,380

（２）コミュニティ活動の推進 2,100 2,100

（３）開かれた行政運営の展開 3,589,535 229,660 2,608,560 723,698 27,617

（４）健全な財政運営の推進

（５）地域間交流・国際交流の推進 6,529 1,350 5,179

（６）広域行政の推進

7,008,937 1,001,755 568,839 3,095,060 1,358,326 984,957

財　　源　　内　　訳

令和２年度（２０２０年度）

予算額

基本目標６　地域とともに歩む創意に満ちたまちづくり

事業計画総括表

合　　計

項　　　　　　　　目

基本目標１　産業の垣根を越えて、みんなで築きあげる活力あるまちづくり

基本目標２　自然を守り未来につながる住みよいまちづくり

基本目標３　災害に強く町民によりそったまちづくり

基本目標４　子どもから大人まで安心して暮らせる未来のまちづくり

基本目標５　豊かな学びを育み、未来に向かって挑戦し続ける人づくり
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

988,266 402,876 166,697 95,800 108,366 214,527 1,021,666 410,376 195,447 108,700 95,616 211,527

534,703 232,876 119,438 56,200 56,500 69,689 571,103 240,376 148,188 69,100 43,750 69,689

75,700 47,259 9,600 1,866 16,975 75,700 47,259 9,600 1,866 16,975

286,163 170,000 30,000 86,163 286,163 170,000 30,000 86,163

75,900 50,000 25,900 75,900 50,000 25,900

15,800 15,800 12,800 12,800

1,027,554 200,470 211,745 373,754 241,585 2,181,159 962,250 854,380 75,947 288,582

1,000 200 800 1,000 200 800

5,100 5,100 100 100

127,681 27,000 6,700 18,500 75,481 118,750 22,500 3,250 18,500 74,500

15,000 15,000

217,100 95,750 115,500 5,850 232,100 103,250 123,000 5,850

42,000 42,000 1,400,000 700,000 650,000 50,000

207,466 44,658 24,700 4,300 133,808 275,727 89,976 47,500 4,300 133,951

427,207 33,062 22,845 350,754 20,546 138,482 46,524 30,630 52,947 8,381

95,010 11,714 83,296 122,124 11,714 5,800 104,610

16,667 11,014 5,653 16,667 11,014 5,653

35,343 700 34,643 69,854 700 69,154

43,000 43,000 35,603 5,800 29,803

432,761 92,422 51,680 24,600 3,504 260,555 456,906 88,622 51,680 44,600 6,997 265,007

50,140 1,528 48,612 53,634 1,528 3,493 48,613

66,324 66,324 66,324 66,324

161,400 78,500 39,300 43,600 161,400 78,500 39,300 43,600

60,358 6,562 7,899 9,800 143 35,954 80,609 6,562 7,899 29,800 143 36,205

5,100 500 4,600 5,100 500 4,600

52,527 7,150 14,800 30,577 52,927 3,350 14,800 34,777

36,912 210 2,453 3,361 30,888 36,912 210 2,453 3,361 30,888

292,633 7,485 70,000 215,148 264,269 3,885 260,384

282,071 7,485 70,000 204,586 233,707 3,885 229,822

1,860 1,860 21,860 21,860

1,100 1,100 1,100 1,100

7,602 7,602 7,602 7,602

19,239 950 18,289 15,236 950 14,286

4,880 500 4,380 4,880 500 4,380

2,000 2,000 2,000 2,000

7,644 7,644 3,641 3,641

4,715 450 4,265 4,715 450 4,265

2,855,463 703,253 230,091 402,145 486,574 1,033,400 4,061,360 1,465,133 258,841 1,013,480 179,510 1,144,396

令和４年度（２０２２年度）

計画額
財　　源　　内　　訳

令和３年度（２０２１年度）

計画額
財　　源　　内　　訳
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事業別総括表

基本目標１　産業の垣根を越えて、みんなで築きあげる活力あるまちづくり

（１）農業の振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

道営草地整備事業 農林課 草地の整備改良・造成改良 測量設計 60,000 30,000 15,000 15,000

浜中姉別地区道営農道整備事業 農林課
路肩の変形や路面のひび割れが
進行している路線の長寿命化改
修

農道修繕
点検診断

150,000 82,500 33,750 33,700 50

多面的機能支払交付金 農林課
農地・農業用水等の保全管理な
ど実施する地域の共同活動に支
援

交付金支払 11,102 5,551 2,775 2,776

中山間地域等直接支払交付金 農林課
集落協定を締結した、集落に対
し対象農地面積に応じた交付金
を交付

交付金支払 203,651 101,825 50,913 50,913

農業経営技術研修受入事業 農林課
新規就農を目指す研修生を受入
れている農場等への助成

受入助成 8,400 8,400

農業次世代人材投資事業 農林課
経営安定まで、所得要件に応じ
て交付金を交付

事業補助 6,000 6,000

農業後継者就業交付金 農林課
農業後継者として就業する新規
卒業者やＵターン者へ対して交
付金を交付

交付金 4,200 4,200

浜中町農業後継者対策推進補助 農林課
浜中町農業後継者対策推進協議
会の運営費の補助

運営補助 1,200 1,200

新規就農者誘致事業補助 農林課
リース料助成、固定資産税相当
額の奨励金の交付、借入利息利
子補給

事業補助 29,697 29,600 97

浜中町酪農技術センター運営事業補
助

農林課
浜中町酪農技術センターの運営
費の補助

運営補助 2,500 2,500

浜中町乳牛検定組合補助 農林課
浜中町乳牛検定組合の運営費の
補助

運営補助 1,500 1,500

産業振興資金貸付事業 農林課
乳用牛や肉専用種の購入資金の
貸付

貸付金 18,000 4,000 14,000

６次産業化交付金 農林課
６次産業化の事業展開に必要と
なる加工・販売施設等の整備費
の3/10以内の補助

交付金

496,250 219,876 108,438 77,100 19,000 71,836

（２）林業の振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

町有林整備事業 農林課
植栽、下刈り、除間伐等を行
い、町有林を適正に管理

植栽、下刈り、除間
伐等

29,270 18,803 10,200 267

生物多様性保全事業 農林課
流域周辺における河畔地や森林
機能の低下した森林の整備

植栽、下刈、その他保
全活動 1,771 1,771

未来につなぐ森づくり推進事業 農林課
苗木代、地拵費、植付費の所有
者負担分を軽減させ、「ふるさ
との山」を造成

苗木代、地拵費、植
付費の所有者負担分
の軽減

4,240 2,609 1,631

林業専用道開設事業、林道補修事業 農林課
林業専用道の新規路線の開設、
既設路線の補修を行い、道路網
を適正に管理

林業専用道開設工事、
林道補修工事 35,000 30,520 4,480

植樹祭事業 農林課 浜中町植樹祭の実施 浜中町植樹祭の実施 1,512 1,512

有害鳥獣被害対策事業 農林課
有害鳥獣の生態把握や猟友会に
よる有害駆除を実施

エゾシカ等有害駆除
委託

12,202 1,340 10,862

83,995 53,272 10,200 2,038 18,485

合　　　　計

予算額
財源内訳事　　業　　名 担当課名 事業概要

令和２年度（２０２０年度）

事業内容

合　　　　計

事業内容 予算額
財源内訳事　　業　　名 担当課名 事業概要

令和２年度（２０２０年度）
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

草地整備改良 207,000 103,500 51,750 51,750 草地整備改良 156,000 78,000 39,000 39,000

実施設計 40,000 22,000 9,000 9,000 農道修繕 100,000 55,000 22,500 22,500

交付金支払 11,102 5,551 2,775 2,776 交付金支払 11,102 5,551 2,775 2,776

交付金支払 203,651 101,825 50,913 50,913 交付金支払 203,651 101,825 50,913 50,913

受入助成 8,400 8,400 受入助成 8,400 8,400

事業補助 3,000 3,000 事業補助 3,000 3,000

交付金 3,600 3,600 交付金 3,000 3,000

運営補助 1,200 1,200 運営補助 1,200 1,200

事業補助 34,000 34,000 事業補助 34,000 34,000

運営補助 2,500 2,500 運営補助 2,500 2,500

運営補助 1,500 1,500 運営補助 1,500 1,500

貸付金 16,750 4,750 12,000 貸付金 16,750 4,750 12,000

交付金 2,000 2,000 交付金 30,000 30,000

534,703 232,876 119,438 56,200 56,500 69,689 571,103 240,376 148,188 69,100 43,750 69,689

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

植栽、下刈り、除間
伐等

27,000 17,334 9,600 66
植栽、下刈り、除間
伐等

27,000 17,334 9,600 66

植栽、下刈、その他保
全活動 1,800 1,800

植栽、下刈、その他保
全活動 1,800 1,800

苗木代、地拵費、植
付費の所有者負担分
の軽減

4,200 2,585 1,615
苗木代、地拵費、植
付費の所有者負担分
の軽減

4,200 2,585 1,615

林業専用道開設工事、
林道補修工事 29,000 26,000 3,000

林業専用道開設工事、
林道補修工事 29,000 26,000 3,000

浜中町植樹祭の実施 1,500 1,500 浜中町植樹祭の実施 1,500 1,500

エゾシカ等有害駆除
委託

12,200 1,340 10,860
エゾシカ等有害駆除
委託

12,200 1,340 10,860

75,700 47,259 9,600 1,866 16,975 75,700 47,259 9,600 1,866 16,975

計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度）

事業内容

令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度）
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（３）漁業の振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

漁業後継者育成対策事業 水産課
漁業後継者への漁業技術習得、
先進地視察費用補助

漁業担い手育成支援
ほか

700 700

漁業後継者就業交付金事業 水産課
漁業後継者として就業する新規
卒業者やＵターン者へ対して交
付金を交付

就業者交付金 10,800 10,800

産業振興資金貸付事業（漁業機器） 水産課
漁業機器の更新や購入を資金面
で支援

漁業機器購入ほか 1,300 1,300

漁業集落環境整備事業 水産課
漁業集落排水機能保全計画の策
定

漁業集落排水機能保
全計画策定

6,248 3,124 3,124

漁港機能増進事業 水産課 火散布漁港整備に係る負担金 漁港工事地元負担金 6,000 6,000

水産物供給基盤整備機能保全事業 水産課 琵琶瀬漁港整備にかかる負担金 漁港工事地元負担金 600 600

水産多面的機能発揮対策事業（昆布
藻場岩盤清掃）

水産課
昆布藻場の岩盤清掃による資源
維持・回復

藻場岩盤清掃 11,220 11,220

水産振興基金造成事業 水産課
漁業生産の安定を目的とした施
策を長期的・総合的に実施する
ための基金積立運用

基金積み立て 8,000 8,000

航路掘削事業 水産課
新川航路の浚渫及び琵琶瀬瀬戸
航路の掘削

航路掘削 3,845 3,845

浜中町ウニ種苗生産センター整備事
業

水産課
浜中町ウニ種苗生産センターの
建設

建設工事 812,108 342,499 234,804 234,805

水産多面的機能発揮対策事業（干潟
保全）

水産課
干潟の耕うん、客土、密度管理
などによる資源維持・回復

干潟の保全 1,140 1,140

新川船揚場整備工事 水産課 新川河口導流提の改修 改修工事 50,000 50,000

霧多布港国直轄港湾整備事業 水産課
港湾施設の安心・安全な利用及
び、地域に密着した整備

北防波堤用地護岸 189,000 159,000 30,000

1,100,961 159,000 345,623 36,600 304,573 255,165

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

漁業担い手育成支援
ほか

700 700
漁業担い手育成支援
ほか

700 700

就業者交付金 10,800 10,800 就業者交付金 10,800 10,800

漁業機器購入ほか 1,300 1,300 漁業機器購入ほか 1,300 1,300

藻場岩盤清掃 11,220 11,220 藻場岩盤清掃 11,220 11,220

基金積み立て 8,000 8,000 基金積み立て 8,000 8,000

航路掘削 3,003 3,003 航路掘削 3,003 3,003

干潟の保全 1,140 1,140 干潟の保全 1,140 1,140

改修工事 50,000 50,000 改修工事 50,000 50,000

北防波堤第2船揚場 200,000 170,000 30,000 北防波堤第2船揚場 200,000 170,000 30,000

286,163 170,000 30,000 86,163 286,163 170,000 30,000 86,163

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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（４）商工業の振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

中小企業特別融資保証事業 商工観光課 保証協会保証料の補助 保証料補助 1,400 1,400

中小企業特別融資資金貸付事業 商工観光課
運転資金の貸付、設備資金の貸
付

資金貸付 40,000 40,000

産業振興資金貸付事業 商工観光課
商工業者へ機器等の購入に必要
な資金の貸付

資金貸付 5,000 5,000

プレミアム商品券事業補助 商工観光課
プレミアム商品券発行に対する
補助

発行補助 7,000 7,000

商工業後継者就業交付金事業 商工観光課
商工業後継者として就業する新
規卒業者やＵターン者へ対して
交付金を交付

補助 650 650

商工会事業運営補助事業 商工観光課 商工会事業に対する運営費補助 運営補助 16,300 5,993 10,307

70,350 50,993 19,357

（５）観光業の振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

ＪＲ花咲線車両ルパン三世ラッピン
グ更新事業

商工観光課
ルパン三世ラッピングトレイン
のラッピング更新

浜中町観光協会補助 商工観光課
道内外の観光客誘致活動や本町
の観光情報発信、魅力あるイベ
ントの創出

運営補助 2,800 2,800

モンキー・パンチ＆ルパン三世de地
域活性化プロジェクト運営補助

商工観光課
モンキー・パンチ＆ルパン三世
de地域活性化プロジェクト運営
補助

運営補助ほか 14,850 11,900 2,950

17,650 11,900 5,750

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

合　　　　計

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

保証料補助 1,400 1,400 保証料補助 1,400 1,400

資金貸付 40,000 40,000 資金貸付 40,000 40,000

資金貸付 10,000 10,000 資金貸付 10,000 10,000

発行補助 8,000 8,000 発行補助 8,000 8,000

補助 1,200 1,200 補助 1,200 1,200

運営補助 15,300 15,300 運営補助 15,300 15,300

75,900 50,000 25,900 75,900 50,000 25,900

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

ラッピングの更新 3,000 3,000

運営補助 2,800 2,800 運営補助 2,800 2,800

運営補助ほか 10,000 10,000 運営補助ほか 10,000 10,000

15,800 15,800 12,800 12,800

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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事業別総括表

基本目標２　自然を守り未来につながる住みよいまちづくり

（１）土地利用 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

地籍調査事業 建設課
地籍等成果システム化
地積図補正

地籍等成果システム
化
地積図補正

3,000 200 2,800

3,000 200 2,800

（２）自然保全・景観形成 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

再生可能エネルギー等導入支援対策
事業補助

企画財政課
再生可能エネルギー等の設備を
設置する者に対し、補助金を交
付

補助 100 100

浜中町景観計画策定事業 企画財政課
望ましい景観の検討及び景観計
画策定委託による景観計画・景
観条例の策定

100 100

（３）環境保全・環境衛生 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

じん芥収集委託事業 町民課 じん芥収集委託 じん芥収集委託 44,557 24,109 20,448

可燃ごみ焼却委託事業 町民課 根室市への可燃ごみ焼却委託 可燃ごみ焼却委託 45,341 45,341

清掃集車両等整備事業 町民課 じん芥収集車両等の更新 パックマン購入 25,135 22,000 3,135

資源物リサイクル活動奨励補助事業 町民課
自治会・町内会への資源物リサ
イクル活動に対する交付金

実施自治会補助 3,939 3,900 39

一般廃棄物処理基本計画策定事業 町民課 一般廃棄物処理基本計画策定 計画の策定 5,170 5,170

災害廃棄物処理基本計画策定事業 町民課 災害廃棄物処理基本計画策定

124,142 22,000 3,900 24,109 74,133

（４）公園・緑地・墓地整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

斎場改修事業 町民課
火葬炉改修（拡張・拡幅）工事
及び、トイレ改修工事

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

地籍等成果システム
化
地積図補正

1,000 200 800
地籍等成果システム
化
地積図補正

1,000 200 800

1,000 200 800 1,000 200 800

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

補助 100 100 補助 100 100

景観策定業務委託 5,000 5,000

5,100 5,100 100 100

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

じん芥収集委託 44,750 18,500 26,250 じん芥収集委託 45,000 18,500 26,500

可燃ごみ焼却委託 45,341 45,341 可燃ごみ焼却委託 45,500 45,500

バキュームカー購入 25,000 22,500 2,500 プレスマスター購入 25,000 22,500 2,500

実施自治会補助 3,500 3,500 実施自治会補助 3,250 3,250

計画の策定 9,090 4,500 3,200 1,390

127,681 27,000 6,700 18,500 75,481 118,750 22,500 3,250 18,500 74,500

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

火葬炉、トイレ等改
修工事

15,000 15,000

15,000 15,000

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容
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（６）住宅・住環境の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

町営住宅長寿命化事業 総務課
町営住宅の改善
長寿命化計画策定

霧多布G個別改善 240,000 76,100 163,900

町営住宅整備事業 総務課
町営住宅建設工事
町営住宅施設補修
町営住宅解体工事

茶内6棟24戸・浜中A4
棟16戸解体
茶内1棟8戸×4棟建設
実施設計
暮帰別潮見屋根塗
装・葺替工事

100,000 42,750 34,700 22,550

浜中町既存住宅耐震改修費補助事業 建設課
浜中町内にある既存住宅の耐震
改修工事を行う者に対し、費用
の一部を補助する

補助 600 600

浜中町安心住まいる促進事業助成金 建設課
住宅の新築及び住宅リフォーム
を行う者に対し、助成金を交付
する

補助 4,000 4,000

不良空家等除却補助事業 防災対策室 空家等の除却に対する補助 補助 5,000 2,500 2,500

109,600 45,250 38,700 25,650

（７）情報通信の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

光回線整備事業 企画財政課
町内全域に光回線による情報通
信インフラを整備する

（８）道路・交通網の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

単独道路整備事業 建設課
生産・生活道路として町道の整
備促進

局部改良・舗装補
修・改良舗装

40,000 40,000

道路維持管理事業 建設課
生産・生活道路として町道の整
備促進

道路維持管理業務 50,000 1,300 48,700

除雪対策事業 建設課
生産・生活道路として町道の整
備促進

町道除排雪業務 40,000 3,000 37,000

建設機械整備事業 建設課
生産・生活道路として町道の整
備促進

道路・橋梁台帳整備事業 建設課
生産・生活道路として町道の整
備促進

道路・橋梁台帳図補
正

2,700 2,700

橋梁点検事業 建設課
橋梁の損傷程度に応じた橋梁個
別計画を策定し補修工事を図
る。

橋梁補修事業 建設課
橋梁の損傷程度に応じた橋梁個
別計画を策定し補修工事を図
る。

橋梁工事３橋・PCB処
理委託２橋

106,000 68,211 37,700 89

浜中町地域公共交通網形成計画推進
事業

総務課

町内公共交通マップの作成
新たな公共交通網の利活用検討ワー
クショップの開催
新たな公共交通の体験乗車会の実施
検討
小・中学生と連携した車両ラッピン
グの検討

補助 5,386 5,386

244,086 68,211 37,700 4,300 133,875

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

霧多布G個別改善・霧
多布H改善実施設計

207,000 93,150 113,850
茶内(S63)個別改善
計画策定委託

160,000 72,000 85,800 2,200

茶内1棟8戸建設 210,000 94,500 115,500
茶内3棟12戸解体
茶内1棟8戸建設

225,000 102,000 123,000

補助 600 600 補助 600 600

補助 4,000 4,000 補助 4,000 4,000

補助 2,500 1,250 1,250 補助 2,500 1,250 1,250

217,100 95,750 115,500 5,850 232,100 103,250 123,000 5,850

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

実施設計 42,000 42,000 整備工事 1,400,000 700,000 650,000 50,000

42,000 42,000 1,400,000 700,000 650,000 50,000

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

局部改良・舗装補
修・改良舗装

40,000 40,000
局部改良・舗装補
修・改良舗装

40,000 40,000

道路維持管理業務 50,000 1,300 48,700 道路維持管理業務 50,000 1,300 48,700

町道除排雪業務 40,000 3,000 37,000 町道除排雪業務 40,000 3,000 37,000

除雪専用車　10tＡＧ
（国土交通省）

59,000 39,333 19,600 67

道路・橋梁台帳図補
正

2,700 2,700
道路・橋梁台帳図補
正

2,700 2,700

橋梁点検23橋 13,780 8,880 4,900 橋梁点検33橋 19,741 12,741 7,000

橋梁工事１橋・実施
設計１橋

55,600 35,778 19,800 22
橋梁工事１橋・実施
設計２橋

58,900 37,902 20,900 98

補助 5,386 5,386 補助 5,386 5,386

207,466 44,658 24,700 4,300 133,808 275,727 89,976 47,500 4,300 133,951

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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（９）上・下水道の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

重要拠点配水池耐震化事業 水道課
施設更新計画に基づきH30～R19
までの20年間で配水施設を耐震
化

茶内配水池耐震化更
新設計

11,308 63 11,245

重要拠点配水管整備事業 水道課
管路更新計画に基づきH30～R19
までの20年間で配水施設を耐震
化

防災貯留槽水道管布設事業 水道課
防災貯留槽建設に伴い、送配水
管を布設　R01～02継続事業

防災貯留槽等への送
配水管等の布設

23,010 23,010

水道庁舎中央監視装置移設工事 水道課
新庁舎建設に伴い、現装置を移
設

全水道システム「中
央監視装置」の移設

60,808 60,808

上水道区域管路台帳整備委託業務 水道課
施設台帳整備の義務化によるGISの
整備　下水道管路システムとリンク
R02～04で整備

上水道区域管路・弁
類55㎞分の整備

10,219 10,219

農業用水道区域管路台帳整備委託業
務

水道課
水道事業に合わせ、GISを整備　下
水道管路システムとリンク　R02～
04で整備

農業用水道区域管
路・弁類170㎞分の整
備

1,034 1,034

下水道ストックマネジメント改築・
修繕計画

建設課
ストックマネジメント改築・修繕計
画に基づき施設の延命化を行い適切
な維持管理を図る。

霧多布クリーンセン
タートップライト・曝
気装置外更新

78,400 42,500 35,900

合併処理浄化槽設置補助事業 町民課 合併処理浄化槽設置者への補助 補助 5,600 920 4,680

し尿処理委託事業 町民課
し尿及び汚泥の収集運搬処理及
び処理手数料の徴収

し尿処理委託 20,133 17,820 2,313

衛生センター改修事業 町民課
屋上防水工事のほか劣化の著しい箇
所の改修工事

210,512 43,483 35,900 123,102 8,027合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

茶内配水池耐震化更
新工事

315,388 1,737 313,651
3号配水池耐震補強設
計

11,000 2,750 8,250

茶内配水池送水管更
新設計

11,000 2,750 8,250
茶内配水池送水管更
新工事

22,738 5,684 17,054

上水道区域管路・弁
類65㎞分の整備

11,033 11,033
上水道区域給水情報
2500戸分の整備

9,823 9,823

浄水場等設備台帳1式
整備

286 286
農業用水道区域給水
情報450戸分の整備

1,221 1,221

余剰汚泥し渣分離機
外更新

50,500 27,655 22,845 遠心脱水機外更新 67,800 37,170 30,630

補助 5,600 920 4,680 補助 5,600 920 4,680

し尿処理委託 20,200 17,820 2,380 し尿処理委託 20,300 17,820 2,480

屋上防水工事 13,200 13,200

427,207 33,062 22,845 350,754 20,546 138,482 46,524 30,630 52,947 8,381

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容
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事業別総括表

基本目標３　災害に強く町民によりそったまちづくり

（１）町土の保全 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

河川維持管理事業 建設課 河川の維持管理を図る。 貰人川堆積物除去 3,000 3,000

津波防災ステーション事業 水産課
海岸保全施設の管理、津波・高
潮等による災害の発生防止

津波防災ステーション
の管理 16,667 11,014 5,653

津波防災ステーション移転事業 水産課
海岸保全施設の管理、津波・高
潮等による災害の発生防止

津波防災ステーション
の移転 26,100 26,100

霧多布港海岸保全事業 水産課
霧多布港海岸における防潮堤や
防波堤など、施設の維持管理を
図る。

防潮堤嵩上工事 105,181 57,850 42,000 5,331

150,948 57,850 11,014 42,000 29,100 10,984

（２）防災体制の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

霧多布山避難階段補修事業 防災対策室
霧多布山避難階段の老朽化した
部分の補修

補修工事 1,012 1,012

霧多布地区津波避難路交通流動解析
業務委託事業

防災対策室
霧多布市街における交通シミュ
レーション業務委託

業務委託 3,509 3,509

丸山散布津波防災避難道路実施設計
業務委託事業

防災対策室
丸山散布湖沼公園から高台へ上
る道路の整備

防災備蓄品購入事業 防災対策室
防災備蓄品（アルファ米、保存
水、保存用菓子類等）の購入

防災備蓄品の購入 1,169 580 589

防災備蓄用コンテナ整備事業 防災対策室
防災備蓄品の保管用としてコン
テナを３台購入

防災備蓄品の保管用
としてコンテナを３
台購入

2,013 1,000 1,013

地震解錠ボックス購入事業 防災対策室
霧多布高等学校、総合体育館に
地震の震度によって解錠する
キーボックスの設置

地震開錠ボックス購
入

707 707

北海道防災情報システム移設事業 防災対策室
北海道総合行政情報ネットワー
ク関連機器類の移設と道防災パ
ラボラアンテナ移設基礎設置

北海道防災情報シス
テム移設

11,550 11,500 50

防災行政無線新スプリアス対応改修
事業

防災対策室
新スプリアス対応の防災行政無
線の親局、散布簡易中継局、子
局（８か所）の機器

防災行政無線屋外拡声子局移設事業 防災対策室
散布漁協市場裏にある防災行政
無線屋外拡声子局の移設

防災行政無線屋外拡
声子局移設（散布）

1,870 1,870

移動系無線機購入事業 防災対策室
指定避難所等で使用する移動系
無線機の８台購入

移動系無線機８台購
入

1,573 1,573

避難所案内看板設置事業 防災対策室
役場新庁舎周辺の避難所案内看
板の設置

津波防災ハザードマップ等作成委託
事業

防災対策室
津波防災ハザードマップ等作成
委託事業

霧多布高等学校避難階段設置事業 防災対策室 霧多布高等学校避難階段設置

23,403 1,580 11,500 10,323

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

‐22‐



（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

津波防災ステーション
の管理 16,667 11,014 5,653

津波防災ステーション
の管理 16,667 11,014 5,653

16,667 11,014 5,653 16,667 11,014 5,653

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

実施設計 21,384 21,384

防災備蓄品の購入 1,500 700 800 防災備蓄品の購入 1,500 700 800

親局、散布簡易中継
局、子局８か所の更
新

46,970 46,970

避難所案内看板設置 1,000 1,000

津波防災ハザード
マップ等作成

2,843 2,843

屋上への避難階段設
置

30,000 30,000

35,343 700 34,643 69,854 700 69,154

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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（３）消防・救急体制の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

消火栓設置工事事業 浜中消防署 消火栓の設置
姉別地区、貰人地区
に１基ずつ設置

4,444 4,400 44

分団庁舎改修工事事業 浜中消防署
分団庁舎の外壁、屋根、内部、
シャッター軽量化等の改修

第４分団（散布）庁
舎の改修工事

19,000 14,200 4,800

指揮車購入事業 浜中消防署 指揮車の購入 車両購入 15,764 11,200 4,564

浜中消防庁舎改修工事事業 浜中消防署

庁舎の外壁（タイル浮き補修、
吹付タイル塗り替え）、防水
（ウレタン防水施工、シーリン
グ打ち替え）改修

資機材搬送車購入事業 浜中消防署 資機材搬送車の購入

指令台設置事業 浜中消防署
指令台設置（１１９番受付装
置、消防職団員への順次指令
等）

高規格救急車購入 浜中消防署 高規格救急車の更新 車両購入 44,255 42,200 2,055

79,019 67,600 11,419

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

改修工事 43,000 43,000

車両購入 8,103 5,800 2,303

指令台設置 27,500 27,500

43,000 43,000 35,603 5,800 29,803

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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事業別総括表

基本目標４　子どもから大人まで安心して暮らせる未来のまちづくり

（１）地域福祉 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

浜中町地域活動支援センター等運営
事業

福祉保健課
浜中町地域活動支援センターの
運営事業を社会福祉法人に委託

運営委託 11,371 11,371

共生型サービス（サロン運営）事業 福祉保健課
共生型サロンの運営や、各種共
生型事業の企画運営について社
会福祉法人に委託

運営委託 1,000 1,000

民生児童委員協議会補助 福祉保健課
民生児童委員協議会運営費・活
動費に対する補助

運営委託 2,294 1,528 766

浜中町社会福祉協議会補助 福祉保健課
浜中町社会福祉協議会運営費に
対して補助

運営委託 33,975 33,000 975

介護初任者研修 福祉保健課
浜中町介護職員初任者研修開
催・運営について、講習機関等
に委託

研修開催・運営委託 3,494 3,493 1

結婚祝金支給事業 企画財政課
本町に住所を有する者の婚姻に
対し、町内で使用できる金券を
支給

祝金支給 1,500 1,500

53,634 1,528 1,500 36,493 14,113

（２）高齢者福祉 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

デイサービス事業補助 福祉保健課
社会福祉法人浜中福祉会が運営
するデイサービス事業に対する
補助

事業補助 18,659 13,600 5,059

社会福祉法人浜中福祉会補助 福祉保健課
社会福祉法人浜中福祉会と同法
人が運営する特別養護老人ホー
ムハイツ野いちごに対する補助

運営補助 25,052 25,052

高齢者在宅生活支援事業 福祉保健課
在宅の高齢者が自立した生活の
継続が可能となる各種事業委託

高齢者の在宅生活支
援

12,506 12,506

高齢者在宅生活支援事業（紙おむつ
等）

福祉保健課 紙おむつ等の購入費用の助成 購入助成 1,710 1,710

居宅介護支援事業補助 福祉保健課
社会福祉法人浜中福祉会が運営
する居宅介護支援事業所に対す
る補助

事業補助 3,904 3,904

敬老バス等利用料助成事業 福祉保健課
4月1日現在で、年齢70歳以上の
者に対して回数券を支給

回数券の支給 2,450 2,450

高齢者事業団補助 福祉保健課
高齢者事業団の活動費に対する
補助

運営補助 2,174 2,174

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画策定事業

福祉保健課
高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画の策定

３か年計画の策定 4,235 4,235

70,690 13,600 57,090

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

‐26‐



（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

運営委託 11,371 11,371 運営委託 11,371 11,371

運営委託 1,000 1,000 運営委託 1,000 1,000

運営委託 2,294 1,528 766 運営委託 2,294 1,528 766

運営委託 33,975 33,975 運営委託 33,975 33,975

研修開催・運営委託 3,494 3,493 1

祝金支給 1,500 1,500 祝金支給 1,500 1,500

50,140 1,528 48,612 53,634 1,528 3,493 48,613

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

事業補助 18,500 18,500 事業補助 18,500 18,500

運営補助 25,000 25,000 運営補助 25,000 25,000

高齢者の在宅生活支
援

12,500 12,500
高齢者の在宅生活支
援

12,500 12,500

購入助成 1,700 1,700 購入助成 1,700 1,700

事業補助 4,000 4,000 事業補助 4,000 4,000

回数券の支給 2,450 2,450 回数券の支給 2,450 2,450

運営補助 2,174 2,174 運営補助 2,174 2,174

66,324 66,324 66,324 66,324

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容
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（３）障がい者（児）福祉 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

子ども発達支援事業（厚岸町子ども
発達支援センター負担金ほか）

福祉保健課

保育士等対象の学習会開催、相談機
能強化が目的の保健師の研修派遣、
厚岸町子ども発達支援センターの出
張療育負担金等

負担金外 1,279 53 1,226

障がい福祉サービス費・補装具交付 福祉保健課 障がい福祉サービス費を給付 扶助事業 136,439 68,219 34,109 34,111

自立支援医療給付費 福祉保健課 自立支援医療費の給付 扶助事業 6,416 3,207 1,603 1,606

特定疾患及び保護者の交通費助成事
業

福祉保健課 通院費の助成 交通費助成 2,715 2,700 15

障がい児給付費 福祉保健課 障がい児給付費を給付 扶助事業 10,092 5,046 2,523 2,523

障がい福祉計画策定業務委託 福祉保健課
計画策定のための前回計画値の
ローリングやアンケート集約に
ついての業務委託

業務委託 2,750 2,750

移動支援事業委託料 福祉保健課
浜中町社会福祉協議会に事業運
営の委託

事業委託 1,978 989 494 495

日常生活用具給付費 福祉保健課 日常生活用具の支給券交付 扶助事業 2,546 1,077 538 931

164,215 78,538 39,320 2,700 43,657

（４）子育て支援・児童福祉 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

子ども医療費助成事業 町民課
子どもの医療費を保護者に助成
し、18歳の年度末までの子ども
に係る医療費を完全無料化

助成 23,037 3,134 18,500 143 1,260

保育料助成事業 保育所
対象者が負担した保育料の20％
を助成

助成 1,374 1,374

保育所等給食費助成事業 保育所 対象者が負担した給食費の助成 助成 3,716 3,716

霧多布保育所改築事業 保育所
高台移転を含めた霧多布保育所
改築事業

母子保健事業 福祉保健課
子育て世代の経済的負担の軽減
を図るため、各種助成事業の実
施

各種助成等 12,952 2,087 702 10,163

放課後児童クラブ事業 福祉保健課
霧多布放課後児童クラブ、茶内
児童クラブの２箇所開設

運営費 19,948 4,821 4,409 10,718

出産祝金支給事業 企画財政課
本町に住所を有する者の新生児
に対し、町内で使用できる金券
を支給

祝金支給 2,500 2,500

63,527 10,042 5,111 21,000 143 27,231

（５）母子・父子・低所得者福祉 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

浜中町福祉灯油購入補助 福祉保健課
浜中町福祉灯油購入助成券の交
付

補助 2,350 500 1,850

低所得者等世帯生活支援事業 福祉保健課
１万円相当額の金券を対象世帯
に交付

支給 2,750 2,700 50

5,100 500 2,700 1,900

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

負担金外 1,200 50 1,150 負担金外 1,200 50 1,150

扶助事業 136,500 68,250 34,125 34,125 扶助事業 136,500 68,250 34,125 34,125

扶助事業 6,500 3,250 1,625 1,625 扶助事業 6,500 3,250 1,625 1,625

交通費助成 2,700 2,700 交通費助成 2,700 2,700

扶助事業 10,000 5,000 2,500 2,500 扶助事業 10,000 5,000 2,500 2,500

事業委託 2,000 1,000 500 500 事業委託 2,000 1,000 500 500

扶助事業 2,500 1,000 500 1,000 扶助事業 2,500 1,000 500 1,000

161,400 78,500 39,300 43,600 161,400 78,500 39,300 43,600

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

助成 23,037 3,134 9,800 143 9,960 助成 23,037 3,134 9,800 143 9,960

助成 1,375 1,375 助成 1,375 1,375

助成 助成

実施設計 20,000 20,000

各種助成等 12,952 1,741 356 10,855 各種助成等 12,952 1,741 356 10,855

運営費 20,494 4,821 4,409 11,264 運営費 20,745 4,821 4,409 11,515

祝金支給 2,500 2,500 祝金支給 2,500 2,500

60,358 6,562 7,899 9,800 143 35,954 80,609 6,562 7,899 29,800 143 36,205

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

補助 2,350 500 1,850 補助 2,350 500 1,850

支給 2,750 2,750 支給 2,750 2,750

5,100 500 4,600 5,100 500 4,600

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容
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（６）医療体制の整備 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

広域救急医療対策事業
町立歯科診療所事業
母子・成人保健事業
感染症対策事業

福祉保健課

地域医療講演会の開催、命のバ
トンの配布、電話健康医療相談
の実施、広域での救急医療体制
の整備、町立歯科診療所の設備
の充実、感染症対策事業及び母
子・成人保健対策事業を推進

広域救急医療対策、
歯科診療所の運営

23,427 18,700 4,727

浜中診療所医療器具整備事業 浜中診療所 医療機器等の更新

浜中診療所施設整備事業 浜中診療所 施設補修及び改修工事

医師派遣事業 浜中診療所 医師派遣 医師派遣 14,800 14,800

38,227 33,500 4,727

（７）保健・健康づくりの推進 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

疾病予防事業
特定健康診査等事業

福祉保健課

特定健康診査、特定保健指導、
後期高齢者健康診査、若年健康
診査、特定健康診査受診勧奨事
業の実施

各種診査、指導等の
実施

9,218 1,545 1,258 6,415

母子・成人保健事業
感染症対策事業

福祉保健課
健康教室の開催、健康相談、各
種予防接種、各種健(検)診の実
施

健康教室の開催、健
康相談、各種予防接
種、各種健(検)診の
実施

27,694 210 908 2,103 24,473

36,912 210 2,453 3,361 30,888

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

広域救急医療対策、
歯科診療所の運営

23,427 23,427
広域救急医療対策、
歯科診療所の運営

23,427 23,427

電子内視鏡システム 6,700 3,350 3,350

屋上防水工事 14,300 7,150 7,150
エレベーター制御盤改
修工事 8,000 8,000

医師派遣 14,800 14,800 医師派遣 14,800 14,800

52,527 7,150 14,800 30,577 52,927 3,350 14,800 34,777

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

各種診査、指導等の
実施

9,218 1,545 1,258 6,415
各種診査、指導等の
実施

9,218 1,545 1,258 6,415

健康教室の開催、健
康相談、各種予防接
種、各種健(検)診の
実施

27,694 210 908 2,103 24,473

健康教室の開催、健
康相談、各種予防接
種、各種健(検)診の
実施

27,694 210 908 2,103 24,473

36,912 210 2,453 3,361 30,888 36,912 210 2,453 3,361 30,888

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容

計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容
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事業別総括表

基本目標５　豊かな学びを育み、未来に向かって挑戦し続ける人づくり

（１）学校教育の充実 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

浜中小学校トイレ改修事業 管理課
簡易水洗から水洗化し、併せて
水飲み場も改修

トイレ等改修 35,000 35,000

霧多布小学校電気暖房設備改修事業 管理課 電気暖房設備改修 電気暖房設備改修 53,000 50,000 3,000

散布小中学校トイレ改修事業 管理課 浄化槽を廃止して下水道に接続

茶内小学校体育館改修事業 管理課 体育館フロアの全面張替改修

散布小学校暖房設備改修事業 管理課
温水暖房用ポンプ及び配管等改
修

教員住宅改修事業 管理課 教員住宅の改修工事
散布中学校と霧多布
中学校の教員住宅各1
戸の改修

17,000 17,000

外国語活動指導助手及び外国語指導
助手の学校派遣事業

管理課
小学校へ外国語活動指導助手
を、中・高等学校へ外国語指導
助手を学校へ派遣

外国語活動指導助
手、外国語指導助手
に要する経費

8,911 6,187 2,724

学校用バス購入事業 管理課
霧多布小中学校校区内を運行す
る４５人乗りバスの更新

学校用バス運行委託事業 管理課 学校用バス（12台）運行委託 委託料 65,433 65,433

教職員研修・研究事業 管理課
教職員の道外視察研修の実施・
研究指定校への補助金の交付・
町教育研究所の運営経費負担

補助等 3,404 3,404

ＩＣＴ教育環境整備事業 管理課
パソコンの更新と併せて老朽化
しているＬＡＮ配線の更新

パソコン購入
ＬＡＮ配線

44,779 17,635 27,144

学習支援員配置事業 管理課
特別な支援を必要とする児童生
徒の特に多い学校へ学習支援員
を配置

学習支援員配置に要
する経費

6,993 3,118 3,875

学校給食配送トラック保冷バン購入
学校給食
センター

学校給食配送トラック保冷バン
車両を購入

職員室用コンピューター機器整備 霧多布高校 教員用コンピューターの整備
パソコン17台等リー
ス

1,603 1,603

海外交流派遣事業 霧多布高校
海外交流を行い、現地の文化や
生活様式について学ぶ

オーストラリア派遣 3,000 3,000

国内環境・産業視察研修生徒派遣事
業

霧多布高校 国内の環境・産業視察研修
国内環境・産業視察
研修

1,593 1,593

登下校及び部活動下校バス運行事業 霧多布高校 高校スクールバスの運行 運行委託 5,132 5,132

教育用コンピューター機器整備 霧多布高校
情報処理室コンピューターの更
新

霧多布高等学校遠距離通学費補助 霧多布高校
路線バス通学者に対する定期券
購入補助

購入補助 1,574 1,574

生徒スキルアップ補助 霧多布高校 検定試験、模試等の受験料補助 受験料補助 1,162 1,162

248,584 67,635 52,000 21,766 107,183

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

‐32‐



（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

浄化槽を廃止して下
水道に接続

70,000 70,000

体育館フロアの全面
張替改修

50,000 50,000

温水暖房用ポンプ及
び配管等改修

80,000 80,000

散布中学校と茶内中
学校の教員住宅各1戸
の改修

17,000 17,000
茶内中学校と浜中小
学校の教員住宅各1戸
の改修

20,000 20,000

外国語活動指導助
手、外国語指導助手
に要する経費

8,280 8,280
外国語活動指導助
手、外国語指導助手
に要する経費

8,280 8,280

バス購入 24,000 3,600 20,400

委託料 65,626 65,626 委託料 65,626 65,626

補助等 3,404 3,404 補助等 3,404 3,404

パソコン購入
ＬＡＮ配線

17,278 3,885 13,393
パソコン購入
ＬＡＮ配線

17,278 3,885 13,393

学習支援員配置に要
する経費

6,993 6,993
学習支援員配置に要
する経費

6,993 6,993

学校給食配送トラッ
ク保冷バン車両を購
入

7,000 7,000
学校給食配送トラッ
ク保冷バン車両を購
入

7,000 7,000

パソコン17台等リー
ス

1,603 1,603
パソコン17台等リー
ス

1,603 1,603

オーストラリア派遣 3,000 3,000 オーストラリア派遣 3,000 3,000

国内環境・産業視察
研修

1,593 1,593
国内環境・産業視察
研修

1,593 1,593

運行委託 5,132 5,132 運行委託 5,132 5,132

情報処理室31台更新 12,636 12,636

受験料補助 1,162 1,162 受験料補助 1,162 1,162

282,071 7,485 70,000 204,586 233,707 3,885 229,822

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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（２）社会教育の充実 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

少年少女国内派遣事業
教育委員会
生涯学習課

青少年リーダーの育成のため、
国内に派遣し研修を行う。

研修派遣 2,286 2,286

総合文化センター補修事業
教育委員会
生涯学習課

総合文化センターの長寿命化改
修を行う。

2,286 2,286

（３）芸術・文化活動の推進 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

芸術鑑賞事業
教育委員会
生涯学習課

町民の芸術・文化意識向上のた
め、定期的な芸術鑑賞の機会の
提供

芸術鑑賞会等の開催 1,100 1,100

1,100 1,100

（４）スポーツの振興 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

スポーツ指導員育成事業
教育委員会
生涯学習課

スポーツ団体などのリーダー養
成と新たな指導者の発掘

講演会、講習会の実
施

1,174 1,174

スポーツ団体育成事業
教育委員会
生涯学習課

各種スポーツ団体への支援と育
成、スポーツ協会の組織拡充と
自立支援

各種大会等出場費用
負担の軽減等

6,428 6,428

7,602 7,602

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

研修派遣 1,860 1,860 研修派遣 1,860 1,860

長寿命化実施設計 20,000 20,000

1,860 1,860 21,860 21,860

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

芸術鑑賞会等の開催 1,100 1,100 芸術鑑賞会等の開催 1,100 1,100

1,100 1,100 1,100 1,100

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

講演会、講習会の実
施

1,174 1,174
講演会、講習会の実
施

1,174 1,174

各種大会等出場費用
負担の軽減等

6,428 6,428
各種大会等出場費用
負担の軽減等

6,428 6,428

7,602 7,602 7,602 7,602

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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事業別総括表

基本目標６　地域とともに歩む創意に満ちたまちづくり

（１）町民との共創によるまちづくり （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

人づくり推進事業 企画財政課
人づくり事業を行う個人や団体
に対する事業費補助

補助 500 500

広報はまなかの発行事業 企画財政課 広報はまなかの発行
広報はまなかの発行
（毎月）

3,381 3,381

町ホームページの維持管理事業 企画財政課 町ホームページの維持管理
町ホームページの維
持管理

999 999

4,880 500 4,380

（２）コミュニティ活動の推進 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

地域振興補助事業 企画財政課
地域活性化事業並びにコミュニ
ティ事業等に対し、経費の一部
を補助

補助 2,100 2,100

2,100 2,100

（３）開かれた行政運営の展開 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

申請書作成支援システム導入事業 総務課
申請書作成支援システムの導
入、窓口へ専用端末の設置

初年度償還金 66 66

職員住宅改修事業 総務課 老朽化した職員住宅の改修工事
暮帰別職員住宅外部
改修工事

25,500 25,500

職員の人材育成と能力開発 総務課
職員研修会及び職員の自己研鑽
研修の実施

職員研修会及び職員
の自己研鑽研修の実
施

2,000 2,000

新庁舎等建設工事 総務課 庁舎建築主体工事ほか 新庁舎等の建設工事 1,605,584 114,830 856,660 634,072 22

避難施設等建設工事 総務課 避難道路建設工事ほか 避難施設等建設工事 1,531,456 1,531,100 346 10

新庁舎地中熱利用設備導入事業 総務課
新庁舎機械室内にヒートポンプ
などの機器を整備する。

ヒートポンプ等整備
工事

159,049 114,830 44,200 19

新庁舎備品購入事業 総務課
事務机や椅子などのオフィス家
具、窓口カウンター、応接家
具、議場家具などの購入

備品購入 89,280 89,280

旧庁舎等解体事業 総務課
旧役場庁舎、津波防災ステー
ション局舎、車庫、倉庫などの
解体

旧庁舎等解体工事 176,600 176,600

3,589,535 229,660 2,608,560 723,698 27,617

（５）地域間交流・国際交流の推進 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

北海道くしろ地域・東京特別区交流
推進事業

企画財政課
釧路管内市町村と東京都荒川区
との交流事業の推進

交流イベント開催、
交流推進員の設置

900 450 450

地域おこし協力隊事業 企画財政課
地域おこし協力隊による移住・
定住事業の推進

移住・定住事業の推
進

3,815 3,815

北海道日本ハムファイターズ浜中町
応援大使事業

企画財政課
北海道日本ハムファイターズ応
援大使事業を活用し、地域おこ
しを図る

交流イベントの開
催、浜中町ＰＲ事業
の実施

1,814 900 914

6,529 1,350 5,179

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）

事業内容 予算額
財源内訳

合　　　　計

事　　業　　名 担当課名 事業概要
令和２年度（２０２０年度）
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（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

補助 500 500 補助 500 500

広報はまなかの発行
（毎月）

3,381 3,381
広報はまなかの発行
（毎月）

3,381 3,381

町ホームページの維
持管理

999 999
町ホームページの維
持管理

999 999

4,880 500 4,380 4,880 500 4,380

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

補助 2,000 2,000 補助 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

償還金 1,644 1,644 償還金 1,641 1,641

職員住宅個別改修工
事（霧多布Ｓ61年 1
住戸）

4,000 4,000

職員研修会及び職員
の自己研鑽研修の実
施

2,000 2,000
職員研修会及び職員
の自己研鑽研修の実
施

2,000 2,000

7,644 7,644 3,641 3,641

（単位：千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

交流イベント開催、
交流推進員の設置

900 450 450
交流イベント開催、
交流推進員の設置

900 450 450

移住・定住事業の推
進

3,815 3,815
移住・定住事業の推
進

3,815 3,815

4,715 450 4,265 4,715 450 4,265

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳

令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度）

事業内容 計画額
財源内訳

事業内容 計画額
財源内訳
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