
ごあいさつ

町民の皆さんには、日頃から町政運営に対して深いご理解とご協力をいただき、心からお礼を申し上げます。

このたび、今年度に実施する町の事業を皆さんにわかりやすくお知らせし、町政に対して更にご理解をいた

だくために、主要施策概要『よくわかることしの中標津づくり』をお届けします。

今年度は「第６期中標津町総合発展計画・後期基本計画」の４年目の年として、町民の皆さんの意識や社会

経済情勢の変化を的確に捉えるとともに、歳出改革及び歳入確保の取り組みを念頭に、施策本来の目的を再検

証し、優先度や効果を十分検討した予算内容としております。

私の政策の基本となる考え方は利便性が高く住みやすい「中標津らしさ」をさらに発展させ、「住みやすさ

No.1のまち」を目指すことです。そのために、一つひとつの施策・事業を見直し、安心で安定した住民サービ

スの提供をできるように努めてまいります。５月からの新元号「令和」による新しい時代のスタートをきっか

けに、様々な課題の解決に決断力を持って取り組み 第６期総合発展計画後期基本計画の総仕上げに取り掛かり、

時代の流れを的確に捉え、バランスの良いまちづくりを全力で進めてまいります。

今後のまちづくりにおいては、町民と行政がより一層協力し合い、共に知恵を出して行動する協働の取組み

が必要です。本書が皆さんのまちづくりの議論や活動の素材として、ご活用いただけることを願っております。

中標津町長 西 村 穣平成３1年４月



1 
 

 

 

 

 

◇ ことしの予算について 

今年度の予算編成は、「予算編成方針」や「行財政健全化緊急対策方針」に基づき、歳出改革及び歳入

確保の取り組みを念頭に、事業の優先度や効果を十分検討し、住みやすさ No.1 を目指した予算編成としま

した。 

<予算額>  

会   計   区   分 今年度予算額 前年度予算額 伸   率 

一  般  会  計 （Ａ） 144 億 9,600 万円 137 億 3,700 万円 5.5％ 

特

 

別 

会

 

計 

国民健康保険事業特別会計 27 億 2,770 万円 25 億 722 万円 8.8％ 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2 億 6,805 万円 2 億 6,701 万円 0.4％ 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 15 億 7,194 万円 14 億 9,933 万円 4.8％ 

町 営 牧 場 特 別 会 計 7,804 万円 8,511 万円 △8.3％ 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 10 億 1,124 万円 10 億 7,779 万円 △6.2％ 

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 4 億 4,716 万円 6 億 514 万円 △26.1％ 

小     計 （Ｂ） 61 億  413 万円 60 億 4,160 万円 1.0％ 

企業

会計 

病 院 事 業 会 計 （Ｃ） 47 億 6,930 万円 48 億 491 万円 △0.7％ 

水 道 事 業 会 計 （Ｄ） 10 億 402 万円 8 億 7,355 万円 14.9％ 

予 算 総 額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 263 億 7,345 万円 254 億 5,706 万円 3.6％ 

 
◇ 一般会計予算を家計簿に例えると 

 
 

中標津町では給料や実家等からの支援、また決まりに沿ったローンなどにより１年間で 137 億 2,973 万円の給与

収入等がありますが、これでは 1 年間に使うお金が足りないので、貯金から不足分の 7 億 6,627 万円を賄っていま

す。 

さらに、最近では道路整備や公営住宅建設、学校整備などにより借金が増え、施設の老朽化による必要な修繕な

どにも経費がかかり、貯金が減っている傾向にあります。 

今後も借金・ローン返済・貯金のバランスを考慮し、持続可能な財政運営を図る必要があります。 

1 年間の収入 144 億 9,600 万円 

町税（給料） 32 億 823 万円 

地方交付税・各種譲与税・補助金等 
79 億 8,355 万円 

（実家等からの支援） 

分担金・負担金・使用料・手数料・ 
6 億 2,386 万円 

寄附金（臨時収入） 

財産収入（不動産収入） 7,077 万円 

諸収入（株式配当等） 1 億 2,832 万円 

町債（ローン） 17 億 1,500 万円 

給料等収入の計      137 億 2,973 万円 

繰入金（貯金の取崩し） 7 億 6,627 万円 

1 年間の支出 144 億 9,600 万円 

人件費（生活費） 19 億 7,864 万円 

扶助費（年金掛金、医療費） 10 億 9,626 万円 

公債費（ローン返済金） 16 億 4,856 万円 

物件費･維持補修費 
24 億 1,619 万円 

（被服費、消耗品、修繕、除雪） 

補助費等（各種団体等への支援や 
22 億 1,829 万円 

消防等への負担金） 

積立金（貯金） 1 億 2,349 万円 

繰出金（仕送り） 24 億 5,621 万円 

普通建設事業等 
24 億 7,063 万円 

（家の建替え、車等の購入） 

その他（雑費） 8,773 万円 

 平成２９年度 平成３０年度（見込） 令和元年度（見込） 

基金（貯金）残高  32 億  385 万円  26 億 2,420 万円  19 億 8,142 万円 

借入金（借金）残高 181 億 6,260 万円 186 億  596 万円 187 億 9,927 万円 

 

ここととししのの予予算算のの全全体体像像  



対応する施策番号

　

  地域間交流のための経費
（企画課・経済振興課）

269万円
町249万円

東京･札幌中標津会の活動支援や川崎市との交流、広域連携による東京都世田谷区と
の交流を図るほか、大学ゼミ･サークルの誘致や地域間交流活動の推進を図ります。

 北方領土対策のための経費
（企画課）

1,394万円
町108万円

外務省の北方四島住民人道支援事業により、北方領土在住ロシア人患者を町立中標
津病院で受け入れるほか、領土問題の啓発・返還運動を推進し共同経済活動に積極
的に取り組みます。

 移住促進事業
（経済振興課）

336万円
町186万円

移住を検討されている方への「お試し暮らし」や就業体験付き移住モニター事業等
の移住促進事業に取り組み、交流人口拡大と地域経済活性化を図ります。

　　第６期総合発展計画では、まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らしさ」、「連携と協働」を掲げ、ま

ちの将来像である「 空とみどりの交流拠点・中標津 」の実現に向け、６つの分野からなる基本目標の達成のため各

種施策に取り組んでいきます。今年度に取り組む全278事業のうち、主な事業を抜粋してお知らせします。

基本目標１　～参画と協働で未来を築くまちづくり～

新規事業・拡充する事業

北海道日本ハムファイターズ
パートナー協定推進事業（企画課）

190万円
町100万円

　町と北海道日本ハムファイターズは、互いの特徴ある資源や取組みを継続して連
携し、抱える課題の解決や地域活性化に繋げるためパートナー協定を平成30年11月
に締結しました。（協定期間：平成31年1月1日～令和3年12月31日）
　スポーツ、観光、食・健康の3分野で各種町イベントなどの連携協力を行います。

  自治基本条例推進事業
（企画課）

19万円
町19万円

自治推進会議を開催し、自治基本条例の運用状況等を検証します。

第７期総合計画策定経費（企画課）
400万円
町400万円

　現総合計画である第６期総合発展計画の目標年次である令和2年度まで残り2年と
なることから、改めて本町を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、令和3年度を始期
とする第７期総合計画の策定に着手します。
　計画の策定に向け、今年度はまちづくり町民会議や町民アンケート等を実施して
幅広く町民の皆さんの意見を取り入れるよう努めるとともに、町内の公共的団体等
の代表者や公募の町民等で構成する「中標津町総合発展計画審議会」を設置し、計
画策定に向けた検討を行います。

主な継続事業

協働のまちづくり推進事業
（企画課）

75万円
町75万円

「まちづくりの主役は町民である」という事を基本として、町民と行政が共に考え
行動し互いの理解を深め、「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。

　◆「参画と協働で未来を築くまちづくり」に係る補助・助成制度（抜粋） （単位：万円）

名称 担当課 予算額 内容

町内の老朽化した施設を計画的に解体します。（教職員住宅・旧養老牛小学校解体
工事、旧清掃センター解体設計）

 根室管内市町連携協定事業
（企画課・農林課・経済振興課）

540万円
町40万円

一昨年根室管内1市4町で締結した「根室管内市町連携協定」に基
づき以下の５事業を連携して実施し、効率的な行政サービスの提供
に努めます。（新規就業・就農PR、インカレねむろ推進、教育旅行
誘致推進、移住促進、広域連携観光PR）

  町有建物解体整備のための
経費（生活課・教委管理課）

1億504万円
町1億504万円

フロンティア事業推進補助金 経済振興課 50  地域活動のリーダー育成や住民参加のまちづくり推進等の取り組みを一部補助

社会貢献活動原材料支給制度 企画課 40  企業・町内会・町民活動団体による社会貢献活動への支援

ことしの事業概要について

上段:事業費

下段：町負担額
□新  

□新  

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 2 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



子どものための教育・保育経費
（子育て支援室）

3億1,615万円
町9,034万円

基本目標２　～健やかでやさしいまちづくり～

新規事業・拡充する事業

児童館運営管理経費
（子育て支援室）

5,973万円
町1,965万円

  中標津町児童センター「みらいる」やその他の4児童館において、放課後児童クラ
ブ開設や、子育て相談や子育てサークルへの支援、チャイルドアドバイザーや菜園
等地域と連携した事業の充実を図ります。
  また、計根別児童館の老朽化対策と合わせて民間施設を活用し、児童館と一時預
かり保育機能を集約した子育て支援拠点施設「えみふる」を今年4月から運営してい
ます。

  地域自殺対策強化事業
（保健センター）

36万円
町3万円

「誰も自殺に追い込まれることのない中標津町」を目指し、今年3月に「中標津町生き
るを支える自殺対策行動計画」（2019～2023年度）を策定しました。悩んでいる人に
気付き声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげることのできるゲートキーパーの養
成講座をはじめとした人材育成や、各種相談、周知活動を行います。

各種健康診査・相談等事業
（保健センター）

3,645万円
町3,328万円

　平成27年4月から本格実施された「子ども・子育て支援新制度」に対応し、今年4
月より私立幼稚園4園全て（愛光幼稚園・カトリック幼稚園・ひかり幼稚園・第２ひ
かり幼稚園）が、３歳以上の教育認定子ども（1号）及び保育認定子ども（2号）を
受け入れる幼稚園型認定こども園に移行しました。この認定こども園及び泉保育園
の運営費・人件費などに対する経費です。

介護人材確保育成支援事業
（介護保険課）

542万円
町382万円

  町内の介護人材不足解消のため、介護事業所従事者を対象に介護福祉士実務者研修
を開催するとともに、新たに在宅介護のヘルパー増員のために必要となる介護職員初
任者研修講座を開催します。
　また、町内介護事業所が連携して設置を予定している中標津町介護保険事業者協議
会に対し、介護保険課を運営事務局とするなど積極的な関わりを持つよう努めます。

泉保育園建設のための補助
（子育て支援室）

1億9,095万円
町2,122万円

　当町の待機児童の状況は昨年度町立保育園の３歳未満児の定員を増やしましたが、
未だ解消されてはいません。町内唯一の法人認可保育所である泉保育園の現在の園
舎では狭く、また老朽化も進んでいることから、園舎の建て替え（移転改築）を支
援し、現在の90人定員から30人増やし120人定員とし、待機児童の解消を図ります。
（建設予定地：西12条北9丁目1番地3）

　産後の母子に対する支援体制を充実させるため、今年度より新たに産婦の健康診査と、退院直後の母子の心身ケアや
育児サポートを行う産後ケア事業を行います。
◇健康診査・検診～妊婦健康診査・産婦健康診査、乳幼児健康診査や歯科健康診査、がん検診
　　　　　　　　　（胃･肺･大腸･子宮頸･乳)、医療保険未加入者の健康診査、肝炎ウイルス検査
◇相談、家庭訪問～各種相談（妊婦・乳幼児・歯科・栄養・成人等）、家庭訪問
◇教室、学習会の開催～パパママ教室、離乳食教室、出前健康教室、結果説明会　他

＜保育料無償化について＞

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、子ども達に質の高い幼児教

育の機会を保障し、子育て世帯の負担を軽減することを目的に、消費税率引き上げに合わ

せ今年10月から保育料の無償化を実施する予定です。

対象となるのは、認可保育所、幼稚園、認定こども園及び児童デイサービスセンターに通

う３～５歳児及び住民税非課税世帯の０～２歳児です。また、認可外保育施設等（へき地保

育所を含む）を利用し、保育の必要性のある子どもについては、年齢に応じた限度額を設定

し給付します。

□新  

□新  

□拡  

□拡  

□拡  

□拡  

4月から運営開始した「えみふる」

介護福祉士実務者研修の様子

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 3 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



　

子育て世帯のための扶助
（子育て支援室）

4億678万円
町7,980万円

児童手当扶助や各種医療扶助などを実施し、子育て世帯にかかる経済的負担を軽減しま
す。（児童手当扶助、ひとり親家庭等医療扶助、乳幼児医療扶助、未熟児養育医療扶助）

高齢者の自立への支援
（福祉課）

2,066万円
町1,609万円

「高齢者が生きがいを感じ、ともに支えあい、安心して暮らせるまちづくり」の実現のために
高齢者に対する各種支援を行うとともに、65歳以上で自立生活が困難な方の養護老人ﾎｰ
ﾑ入所生活費を支援します。

  健康増進のための経費
（保健センター・生涯学習課）

82万円
町62万円

　町民が健康な生活を送ることができるよう生活習慣病予防、食中毒や熱中症、感染
症予防等の啓発を図ります。
　また、昨年度に引き続き「なかなか健康なかしべつ」の各種健康教室と運動教室等
を総合体育館と連携して実施するほか、今年度より新たに町民が実施する健康づくり
の取り組みに対しポイントを附与し、一定ポイントを達成した方の中から各種健康グ
ッズが抽選で当たる「なかなか健康なかしべつポイント」事業を実施し、町民の健康
増進を図ります。

主な継続事業

子ども・子育て支援事業
（子育て支援室）

1,707万円
町624万円

子どもの年齢や親の就労状況などに応じた子育て世帯への支援を実施します。（幼
稚園型一時預かり事業、一般型一時預かり・ファミリー・サポート・センター事
業、病児保育事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 他）

障がい者地域生活
支援事業（福祉課）

1,865万円
町791万円

だれもが生き生きと暮らせる地域社会の実現を目指すため、介護保険の対象となら
ない障がい者や障がい児が適切な支援を受けられる環境の条件整備を行います。

障がい者世帯のための
扶助・補助（福祉課）

6億398万円
町1億5,664万円

障がい者総合支援法に基づく自立支援、身体障がい者・精神障がい者・重度知的障がい者
の方の医療費一部支援、グループホームに入所した障がい者の生活費支援を行います。

介護保険事業特別会計
（介護保険課）

15億7,194万円 ◇保険事業 :
     ・第１号被保険者数：6,047名 要介護認定者数：849名（要支援227名、要介護622名）
     ・介護予防・日常生活支援総合事業（いきいき百歳体操、通所型サービス）
     ・包括的支援事業（認知症初期集中支援チーム活動）　他
◇サービス事業 :介護予防支援事業所事業運営費

成年後見事業
（介護保険課・福祉課）

945万円
町239万円

認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が十分でない方が、成年後見制
度を的確に利用できるよう支援を行います。

看護職員等確保対策経費
（町立病院）

1,262万円
町1,262万円

町立中標津病院における看護職員等の充実を図るため、資金貸付や就職説明会での
ＰＲ活動等を行います。

国民健康保険事業
特別会計(住民保険課)

27億2,770万円 被保険者見込：5,432名（平均）
◇国保特定健診・保健指導事業
　　特定健診･特定保健指導の実施、健診自己負担額の無料化、
    なかなか健康なかしべつポイント実施 他
◇健康づくり推進事業
　　国保人間ドック健診、骨粗しょう症検診、歯科疾患予防　他

予防接種等のための経費
（保健センター）

5,621万円
町5,345万円

各種予防接種を行い、感染の恐れがある疾病発生やまん延を予防します。

病院事業会計
（町立病院）

47億6,930万円 ◇診療科 14科
◇病床数 一般180床,療養19床,
　　　　 人工透析23床
◇医師数 20名(常勤15名,常勤嘱託1名,
         非常勤4名)

【主な設備・機器整備】
◇医療機械器具等購入（3,549万円）
　　手術台・超音波画像診断装置整備
◇施設老朽化改修工事（5,200万円）
　　非常用発電設備改修

　◆「健やかでやさしいまちづくり」に係る補助金・助成制度（抜粋） （単位：万円）

名称 担当課 予算額 内容

後期高齢者医療特別会計
（住民保険課）

2億6,804万円
75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいのある方を対象とした医療制度です。
（被保険者見込：2,820名）

後期高齢者医療に関連
する経費（住民保険課）

1億7,031万円
町1億6,824万円

療養給付費負担金・健康診査実施、健診・骨粗しょう症健診の自己負担額を無料
化、人間ドック受診費用への補助

特定不妊治療費助成金 保健センター 70  特定不妊治療を受けた方への負担軽減として北海道補助に上乗せ補助

特定疾患等患者通院交通費補助金 福祉課 118  特定疾患等により町外の医療機関に通院している方の交通費を補助

地域福祉事業推進補助金 福祉課 10  在宅福祉の向上、ボランティア活動の活性化等に取り組む民間団体を補助

□拡  

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 4 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



基本目標３　～力みなぎる産業のまちづくり～

新規事業・拡充する事業

地域おこし協力隊設置事業
（経済振興課）

2,060万円
町2,057万円

　都市地域に住む人材を地域の新たな担い手として招き、主に観光分野の活動を通
じて外部目線による新たな観光資源の発掘やPR活動につなげます。
　今年度はこれまでの3名体制から2名増員し、なかしべつ観光協会の体制強化と北
根室ランチウェイのあり方の検討を行い、本町の観光振興を図ります。

主な継続事業

町産食材の消費拡大
のための経費（農林課）

121万円
町121万円

牛乳消費拡大推進委員会への負担金を支出し、イベント会場等での牛乳･乳製品の
PR販売や牛乳消費拡大応援条例PRを行うほか、地産地消推進協議会への負担金を支
出し、中標津丸ごと給食や地産地消イベントを実施します。

農業高収益化のための経費
（農林課）

3億6,554万円
町0円

◇畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（2億4,554万円）
　～地域の関係者が連携して地域全体の収益力を高める取組について、中心的な役
　　割を担う畜産経営体等の施設等を整備する取組を支援し、地域の畜産の収益性
　　の向上を図ります。（けねべつ地域畜産クラスター協議会／畜舎・搾乳ロボッ
　　ト等整備、バンガーサイロ増設、施設補改修　他）
◇産地パワーアップ事業（1億2,000万円）
　～畑作・野菜等について、平場・中山間地域など、地域の営農戦略として定めた
　　「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽
　　培体系への転換を図るための取組を、すべての農作物を対象として総合的に支
　　援します。（中標津町地域担い手育成総合支援協議会／集出荷貯蔵施設整備）

農業基盤整備のため
の負担金（農林課）

1億9,045万円
町9,386万円 ◇草地整備

　・計根別北部地区～道事業費：1億1,000万円　草地整備168.1ha、草地造成0.2ha、
　　　　　　　　　　　　　　測量試験
　・中標津中部地区～道事業費：1億3,575万円　草地整備133.28ha、ふん尿散布機整備5台

◇農地整備
　・俵橋第2地区～道事業費：2億円　舗装876m、防雪柵620m
　・南1号第2地区～今年度は別海側の工事となります。

◇農道整備
　・協和30線地区～道事業費：9,060万円　舗装980m、大型視線誘導標20基

町営牧場特別会計
（農林課）

7,804万円
◇放牧対象：生後6ヶ月以上の乳用牛（延入牧頭数13万7,700頭）
◇放牧期間：5月24日～10月23日予定（153日間）
◇開陽台牧場の草地の生産機能の低下に伴い、草地の基盤整備と付帯施設の整備を
　実施しています。
 ・草地整備63ha、隔障物 L=943m、パドック整備、雑用水施設整備、構内舗装 他
　 事業費:8,800万円（町負担額2,200万円）

新規就農者対策事業
（農林課）

3,617万円
町2,816万円 ◇新規就農者育成支援事業（3,553万円）

  ～新規就農者に対する担い手育成として、費用の一部負担等の支援を行います。
　 ・新規就農者対策事業補助金：新規就農者への補助金（1件あたり400万円以内）
　 ・農地保有合理化事業利子補給金：新規就農者の農場リース資金利子補給
　 ・農業農村活性化資金貸付金：新規就農者の生活･経営安定資金貸付（無利子）
　 ・農業次世代人材投資事業補助金：就農後(5年)の所得を確保するための給付金

◇新規就業・就農PR事業（64万円）
  ～ 全国規模の総合就農相談イベント「新･農業人フェア」に参加し、就業・就農
     に向けたＰＲ活動や移住相談を実施します。

バイオガス導入促進の
ための経費（農林課）

14万円
町14万円

家畜ふん尿臭気対策はもとより、循環型農業の推進となる良質な液肥や再生可能エ
ネルギーの生産を視野に入れ、酪農関係者への理解促進を図ります。

□新  

□拡  

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 5 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



　
森林所有者に対し森林整備や植林への負担軽減として支援を行う
とともに、農業者との河川環境保全に向けた広葉樹植樹活動の実
施や植樹祭を開催します。

木材利用推進事業
（農林課）

27万円
町27万円

地域の優良カラマツ材の公共建築物等への積極的な利用検討を行い、伐期を迎えた
大口径カラマツを“地域材”として有効活用の促進を図ります。

森林管理･保護の
ための経費（農林課）

7,167万円
町3,239万円

商工業に対する支援
（経済振興課）

1,000万円
町1,000万円 ◇中小企業融資保証料補助（550万円）

　～中小企業運営資金貸付金の借入れに伴う北海道信用保証協会への保証料補助。

◇中小企業応援事業補助（120万円）
  ～既存企業の店舗や設備等を改修する費用を一部補助。
    （都市計画区域内:30万円 都市計画区域外:20万円）

◇空き地空き店舗等活用事業（150万円）
  ～都市計画区域内の用途地域内で、空き地空き店舗等を活用し創業する起業家へ
　　開業関連経費の一部を補助。

◇商工会青年部･女性部対策事業補助（24万円）
  ～商工業の若手後継者育成･資質向上活動に対する補助。

◇商工業振興推進補助（156万円）
　～商工会が実施する商工業振興推進事業に対する補助。
   （地域商店街活性化対策、雇用向上育成対策　など）

特産品PR強化事業
（経済振興課）

20万円
町20万円

「なかしべつブランド」の更なる研究を行い、地元特産品の付加価値向上を目指し
ます。

町有林間伐促進型CO2
排出削減対策事業（農林課）

27万円
町27万円

J-クレジット制度（カーボンオフセット）に係る販売促進のため、PR活動や企業と
の個別交渉に取り組みます。

中小企業振興基本条例
推進事業（経済振興課）

17万円
町17万円

地域中小企業への施策の推進や地域経済の活性化等を目的とする中小企業振興基本
条例に基づき、具体的な施策などを検討します。

空港利用促進対策事業
（空港対策室）

1,987万円
町1,437万円

路線の維持・拡大に向けた取り組みのほか、中標津空港の更なる
利用促進に取り組みます。（要請活動・普及啓発活動・新規路線
就航誘致活動　他）

雇用確保対策のための経費
（経済振興課）

124万円
町124万円

季節労働者の雇用確保･就職促進への取り組みのため、通年雇用促進協議会への負担
金のほか、冬期に失業する季節労働者を対象に道路清掃･除雪作業を依頼します。

ふるさと応援制度
推進事業（企画課）

6,263万円
町6,263万円

ふるさと納税制度を通じた地域資源の活用と寄附者とのつながりを持続する取り組
みの推進を行います。

観光振興のための経費
（経済振興課）

1,375万円
町1,174万円 ◇観光諸行事のための経費（984万円）

　～夏祭り･冬まつり、標津岳･武佐岳山開きなど観光行事開催のための経費です。

◇広域連携観光PR事業（281万円）
　～自治体・観光協会・商工会などの団体で構成し、広域観光に取り組む団体への
　　負担金です。（根室観光連盟負担金、阿寒摩周国立公園広域観光協議会負担金
　　、ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ負担金）

◇根室管内教育旅行誘致推進協議会負担金（100万円）
　～根室地域への教育旅行誘致推進のため、1市4町で組織された根室管内教育旅行
　　誘致推進協議会への負担金です。

◇ビジット・ジャパン（VJ）地方連携事業（10万円 ※町対応経費分のみ）
　～国と根室観光連盟の広域連携により台湾のパワーブロガーを招き、根室管内の
　　魅力を台湾へ発信します。

森林整備事業補助金 農林課 849  公共補助事業による民有林整備の自己負担分への補助

未来につなぐ森づくり推進事業補助 農林課 932  公共造林事業により実施した植林について、所有者の負担軽減のための補助

　◆「力みなぎる産業のまちづくり」に係る補助金・助成制度（抜粋） （単位：万円）

名称 担当課 予算額 内容

森林環境保全直接支援事業 農林課 5,208  面的なまとまりをもって持続的な森林経営をする森林所有者への支援

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 6 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



　

公営住宅整備事業
（都市住宅課）

1億9,690万円
町1億444万円

基本目標４　～利便性のある調和のとれたまちづくり～

新規事業・拡充する事業

　まちなか居住の推進と良好な住環境の形成を図るため、「公営住宅等長寿命化計画」
に基づき、老朽化している町営住宅の建替え工事を進めています。
　今年度は泉団地・東中団地の整備を行うとともに、旭第2団地と宮下高台団地の長寿
命化を図るため個別改善事業に着手します。
 ◇泉団地建設(4,900万円) 外構工事（通路・緑地）、外周道路測量設計
 ◇東中団地建設（1億3,008万円）解体工事、実施設計（建築・外構）、測量、地質調査　他
 ◇個別改善事業（1,782万円）個別改善基本・実施設計（旭第2団地2号棟・宮下高台団地）

大規模盛土造成地変動
予測調査事業（都市住宅課）

400万円
町200万円

　全国各地で発生した大規模地震において、宅地等の陥没や液状化の被害が発生しています。本町の防災・減災に向け
た対策の一環として、まずは被害発生の可能性がある箇所を抽出するため、国のガイドラインに基づき地形図等を使っ
た机上調査を行います。

主な継続事業

都市計画マスタープラン
策定のための経費（都市住宅課）

861万円
町861万円

第２次都市計画マスタープラン（2021～2040年度）策定業務、先進地視察、都市マ
ス策定委員会開催、都市マス通信発行　他

空き家実態調査経費
（都市住宅課）

654万円
町327万円

　所有者不明の空家の増加は、防災・防犯・環境衛生・景観阻害など町民の生活環境に影響を及ぼす事が懸念されま
す。この課題に対し、まずは空家の実態を把握するための調査を実施し、今後策定する中標津町総合計画及び中標津町
都市計画マスタープランなどの各種計画策定の基礎資料とします。

道路整備事業(改良・舗装)
（建設管理課）

6億770万円
町5億4,170万円

（市街地）
　 南 ９ 丁 目 通 整 備 事 業

市街地道路簡易舗装事業
改良･舗装293m 他(東7条通～南10丁目通間)
簡易舗装2路線534m 他

景観形成推進のための経費
（都市住宅課）

299万円
町299万円

協働の景観まちづくり推進（学習会・調査・ワークショップ開催）、小学校におけ
る景観学習開催、景観形成推進事業補助

（郊外地）
俵橋南３号道路整備事業
豊岡３５線道路整備事業
武佐南７線道路整備事業
俣落３０線道路整備事業
西竹38線連絡道路整備事業
開 陽 26 線 道 路 整 備 事 業
西 竹 48 線 道 路 整 備 事 業
りんどう町北8号道路整備事業

改良･舗装120m、土地購入 他（俵橋17線付近～16線付近間）
改良･舗装230m（0号付近～南中南1号道路間）
改良･舗装153m、土地購入 他（南8線付近）
改良･舗装340m、土地購入 他（29線付近）
改良･舗装300m、土地購入 他（北21号～北22号間）
改良230m、用地測量560m、土地購入　他（北8号～北9号間）
改良200m、用地測量660m、土地購入　他(道道上武佐計根別停車場線～北15号間)

路線測量･実施設計2,030m、用地測量1,120m　他(道道俣落西5条線～28線道路間)

生活等バス運行の
ための経費（生活課）

8,568万円
町3,340万円

地域住民の生活の足を確保するため、町有バス3路線（俣落線・武佐線・養老牛線）の運行
と共に、民間バス事業者への補助を行います。

橋梁の点検・修繕に
かかる経費（建設管理課）

5,730万円
町2,310万円

町が管理する老朽化した橋の予防的な修繕や計画的な架替えにより長寿命化を図る
ほか、中標津建設業協会との協働で講習会を開催し、通常点検や災害時の緊急点検
に備えた技術力向上を図ります。（橋梁補修～東橋）

除雪・防雪にかかる経費
（建設管理課）

4億2,308万円
町3億3,860万円

◇除雪経費、除雪体制強化経費（車両位置装置･防雪柵設置等）
◇除雪機械購入（除雪トラック1台、グレーダ1台、格納庫1棟建設工事）
◇上標津北14号道路防雪柵 柵設置119m（54線付近～55線付近間）
◇武佐北11号道路防雪柵 柵設置112m、用地測量90m、土地購入（18線～19線間）

地域まちづくり事業補助金 都市住宅課 85 　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの地域別構想実現に向け地域住民が取り組む活動へ補助

公園整備事業
（建設管理課）

4,675万円
町2,345万円

利用者の安全性確保・向上のため、公園の遊具等を計画的に整備します。
（明生児童公園遊具更新、緑ヶ丘森林公園木道更新撤去）

　◆「利便性のある調和のとれたまちづくり」に係る補助金・助成制度（抜粋） （単位：万円）

名称 担当課 予算額 内容

□新  

□新  

□拡  

泉団地住宅

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 7 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



　

基本目標５　～安全・安心で快適なまちづくり～

新規事業・拡充する事業

　町民の防災力向上と防災意識の啓発を図るため、町･関係機関･町民等が一体となった
防災体制の確立に努めます。今年度は災害時要配慮者の避難支援等関係者や利用施設等
へ緊急告知FMラジオを無償で貸与し、災害時に避難情報等の緊急情報が迅速かつ確実に
届くように努めます。（防災備蓄品･防災資機材整備、防災の日啓発　他）

主な継続事業

消防・救急体制の強化
（中標津消防署）

1億3,013万円
町1億3,013万円

中標津消防署配備の老朽化した救助工作車を更新し、災害対応力の強化を図りま
す。

河川整備にかかる経費
（建設管理課）

300万円
町300万円

増水時に民有地や橋脚部分の土地を洗掘し被害の出る恐れがある護岸の整備を実施
します。（ポンタワラ川改修～かごマット護岸30m）

防災対策・危機管理対策
にかかる経費（総務課）

1,496万円
町1,097万円

有害鳥獣対策のための経費
（農林課）

496万円
町453万円

エゾシカ駆除報償金（700頭分）、駆除処理･運搬費用負担、熊･ｶﾗｽ駆除経費、猟友
会中標津部会補助金

安全で住みよいまちづくり
のための経費（生活課）

2,778万円
町2,777万円

防犯対策～近年悪質･巧妙化する犯罪の未然防止に努めます。(防犯灯維持,啓発等)
交通安全対策～指導員配置など啓発に取り組みます。(交通安全灯維持,啓発等)
安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費(町内会･学校･警察等と連携,啓発等)

消費者対策のための経費
（生活課）

549万円
町278万円

消費生活相談員の資質向上と相談体制の充実･強化を図り消費者被害の未然防止に努
めます。(相談業務,啓発等)また、弁護士による無料法律相談を年4回開催します。

水道事業会計
（上下水道課）

10億402万円
◇上水道導水管改修工事（1億4,710万円）
   ～改修工事1,389m(字俣落32線北19号～北21号)
◇浄水場施設整備事業（1億6,600万円）
  ～急速ろ過池機械設備更新･施工監理、
　　配水池耐震老朽度診断調査外実施設計　他
◇応急給水整備事業（4,772万円）
　～加圧式給水車1台購入、車庫兼災害備蓄品倉庫整備 他

上水道区域（主に市街地）へ給水。給水戸数9,900戸
◇漏水調査業務（中標津市街地　戸別音聴3,000戸）
◇配水管整備（7,800万円）
　～南9丁目通配水管改修工事109m(南9丁目東5～7条)、
　  西町通配水管改修工事300m(西町7丁目)　他

環境保全推進事業
（生活課）

104万円
町104万円

排水や家畜ふん尿などによる河川水質への影響を調査するほか、
摩周湖の環境保全のためモニタリング調査を行います。

ごみ処理･対策に
かかる経費（生活課）

7億2,381万円
町6億1,995万円

◇根室北部廃棄物処理広域連合負担金（4億8,371万円）
　～根室管内4町で構成している広域連合への負担金です。

◇一般廃棄物処理経費（2億3,299万円）
  ～一般廃棄物の収集・処理委託費及び最終処分場の維持管理経費、指定ごみ袋作成
　　 経費、広域連合焼却施設への可燃ごみの運搬経費です。消費増税・ごみ処理経費の
     増加によりごみ袋料金改定（平均18%増）を10月に予定しています。

◇ごみ減量･リサイクル促進のための経費（711万円）
　～ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化促進に取り組みます。

簡易水道事業特別会計
（上下水道課）

4億4,716万円
◇配水施設整備事業（4,453万円）
  ～計根別第1支線配水管改修工事588m（53線）、
　  計根別第19支線配水管改修工事253m（56線）　他
◇道営畑地帯総合整備事業負担金(西竹地区)(1億3,952万円)
  ～道事業費:4億5,170万円
　　配水池設備更新、配水管路改修8,000m、給水管接続 他

簡易水道区域（主に郊外地域）へ給水。給水戸数1,056戸
◇GIS管路データ構築業務
  ～70,000m、給水戸数134戸（計根別地区他）
◇浄水施設更新事業（3,600万円）
  ～開陽浄水場第3号緩速ろ過池更生工事

　◆「安心・安全で快適なまちづくり」に係る補助金・助成制度（抜粋） （単位：万円）

下水道事業特別会計
（上下水道課）

10億1,124万円 ◇農業集落排水事業（450万円）
　～計根別第2マンホールポンプ更新工事(計根別南2条通)
◇公共下水道事業（2億5,470万円）
　～下水終末処理場設備更新、ストックマネジメント計画
　　策定、下水道管移設工事(西町通 西町6丁目～川西2丁
　　目)、公共汚水桝設置工事16箇所(中標津市街地)　他

下水道整備面積886.5ha、日最大処理能力11,425㎥
◇下水道管路施設補修工事（280万円）
　～不明水対策（睦・宮下地区、人孔･汚水桝)

名称 担当課 予算額 内容

既存住宅耐震改修費補助金 総務課 89  住宅の耐震改修･補強設計･耐震診断費用の補助(昭和56年5月31日以前着工住宅)

□拡  

リサイクルセンター「くるっと」

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 8 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



 基本目標６　～人が輝き歴史と文化を育むまちづくり～ 

新規事業・拡充する事業

学校コンピューター整備事業
(学校教育課)

5,960万円
町5,960万円

　IT技術の革新により変化する教育内容や教育方法に対応するため、小中学校にコンピ
ューターなどの教育機器を導入し、高機能かつ多機能な学習環境を確保します。
　また、今年度は計根別学園をモデル校として教育用タブレットを整備し、自立的かつ
協働的な学習を深めるとともに、他小中学校への教育用タブレット導入に向けた検討を
行います。

丸山公園テニスコート整備に
関する経費（建設管理課・生涯学習課）

1,040万円
町740万円

　スポーツを通じて町民の健康寿命を延ばし、生涯現役のまちづくりを目指すために
新テニスコート（道東初の全天候型人工クレーコート）を整備し、4月末に供用開始
しました。
　オープン記念大会開催に対する補助を行うほか、旧テニスコートを解体撤去します。
また、新テニスコートの利用料金を改定しました。
　※新利用料金：一般(30分)50円⇒150円　高校生（30分）30円⇒100円　など

広陵中学校長寿命化
改良事業(教委管理課)

1,731万円
町1,731万円

　広陵中学校現校舎は老朽化が著しく、インフラ設備など必要な機能の維持が困難とな
っているため、全面改修を行い安全安心な施設にするとともに、近年の多様な学習内容
・形態に対応した教育環境の質の向上を図ります。今年度は基本設計・地形測量を行い
ます。

町立学校記念行事開催
事業（企画課・教委管理課）

120万円
町120万円

令和2年3月31日で閉校をむかえる俵橋小学校と、100周年をむかえる中標津小学校、
50周年をむかえる東小学校の記念事業を開催するための経費です。

主な継続事業

児童生徒の教育環境整備のための
   経費（教委管理課・学校教育課・生涯学習課）

◇教育力向上推進事業（277万円）
・学力向上推進事業
  ～小中学校の児童生徒の学力向上に向け、全小中学校標準学力調査(CRT)を行い、
    児童生徒の学力を把握し、学習指導･授業改善に役立てます。
・小中一貫校推進事業
  ～全小中学校へ小中一貫教育を導入するため、既に導入している計根別学園にお
　　ける課題を検証すると共に指導方法等の実践研究をします。
・コミュニティ・スクール運営
  ～全小中学校でコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を導入し、学校と
　　保護者、地域住民等が一体となって学校運営改善や児童生徒の健全育成に取り組む環境を整えます。

◇特別支援教育支援員配置経費(2,452万円)
　～要支援児童･生徒の学習や学校生活の介助･安全確保のため支援員を配置します。

◇語学指導等外国青年招致事業(1,198万円)
　～学習指導要領改訂により、小学校英語学習の教科化や授業時間が拡大するため、英語指導助手(AET)2名体制で
　　児童生徒の英語力向上を図ります。

◇児童生徒の安全安心サポート事業（107万円）
　～児童生徒が抱える諸問題に対応するためスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを配置します。
　　また、学校･通学路の安全確保のため、スクールガードリーダーの学校巡回指導を行います。

◇学校支援地域本部事業（3万円）
　～地域全体の学校活動支援として、ボランティアを派遣します。

◇計根別幼稚園遊具整備事業（111万円）
　～老朽化している遊具を撤去・新設します。

4,148万円
町3,857万円

□拡  

□新  

□拡  

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 9 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額



　

育英資金貸付事業
（教委管理課）

519万円
町227万円

義務教育の課程を修め、学術優秀で向学意欲ある町民が義務教育以上の教育を受け
る場合に学資の貸付を行います。また、入学一時金の貸付制度も行います。

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ等運行の
ための経費(学校教育課)

1億2,120万円
町1億2,120万円

小中学校の統廃合に伴う児童･生徒の通学のため、スクールバスなどを運行します。
(スクールバス･ハイヤー13路線、教育振興車輌運行)

義務教育保護者負担軽減
にかかる経費（学校教育課）

4,413万円
町4,182万円

義務教育保護者の負担軽減として、小学生1,480円／人、中学生1,980円／人の副教
材費等を負担するほか、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し扶助
を行います。

都市間児童生徒交流事業
（生涯学習課）

70万円
町70万円

友好都市「川崎市」との児童生徒交流を推進します。（小学生派遣(友好自治体交流
会)、小中学生受入(ふれあいサマーキャンプ)）

生涯学習推進のための経費
（生涯学習課）

609万円
町609万円

生涯学習だよりの発行や生涯学習研修講座、成人式開催等のための
経費です。

農業高校生徒の修学支援
のための経費（農業高校）

2億2,413万円
町1億4,307万円

◇就学環境支援対策事業（1,363万円）
 ～農業の担い手として生徒確保するため、生徒や保護者に各種支援を行います。
　　・通学費全額補助（片道6km以上の路線バス及び自家用車送迎通学生徒）
　　・実習服購入費全額助成
　　・給食提供
　
◇海外派遣研修事業（211万円）
 ～農業後継者育成や食品産業教育の一環として、生徒4名を農業先進国へ派遣
　 し、管内農業及び地域食品産業の担い手として資質向上に取り組みます。

◇農業高校体育館改築事業(2億839万円)
  ～老朽化した体育館を改築し、生徒の学習環境改善を図ります。今年度は建
　　築主体工事、電気・機械設備工事を行います。（令和2年度完成予定）

体育施設運営・
改修経費（生涯学習課）

1億8,294万円
町1億8,294万円

総合体育館・運動公園・武道館・プール・テニスコート・野球場の運営管理につい
て、指定管理者制度により（一財）中標津町文化スポーツ振興財団へ委託するほ
か、施設改修を行います。（温水プールろ過砂交換工事）

埋蔵文化財分布確認
調査事業（生涯学習課）

132万円
町70万円

平成29年度から発掘中の標津川9遺跡（西8条北5丁目）について、今年度も将来の土
地利用のための試掘調査を行い、埋蔵文化財の分布範囲などを調査します。（札幌
学院大学との連携協定事業）

 スポーツ合宿誘致推進
事業（生涯学習課）

238万円
町88万円

スポーツ推進･振興事業（9万円）～町外スポーツ団体への合宿支援品支給
日本体育大学連携協定推進事業（229万円）～「ラグビー部」合宿を受入　他

名称 担当課 予算額 内容

スポーツ文化遠征費補助金 生涯学習課 500  児童生徒のスポーツ及び文化活動で遠征する団体や個人の遠征費を一部補助

社会教育施設運営・
改修経費（生涯学習課）

4億176万円
町3億3,696万円

総合文化会館・図書館・交流センターの運営管理について、指定管理者制度により
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団へ委託するほか、施設改修を行います。
（総合文化会館改修工事（大ホール照明設備改修･舞台吊物装置改修））

　◆「人が輝き歴史と文化を育むまちづくり」に係る補助金・助成制度（抜粋） （単位：万円）

※各種事業は国の交付金等により変更することがあります。 10 新：新規事業　拡：拡充事業　町：町負担額
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