


 
はじめに 

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、平成２８年度に実施する町の事業や予算状況などを皆さんにわか

りやすくお知らせし、町政に対して更に理解をいただくため、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」のスタートの年で

す。これまでの基本構想を踏襲しつつ、社会情勢や時代の変化に対応するため

必要な見直しを行っており、この計画で掲げた目標達成と、根室地域の中核都

市として発展を続けていくため、施策の効果・優先順位を見極めた予算内容と

なっています。 

 また、日本全体が少子高齢化や人口減少が急速に進むなか、本町も昨年の国

勢調査では初めて人口減少という結果となり、今後、本町が活力を維持し発展

するため総合戦略を策定しました。①力みなぎる産業と雇用の場をつくる  

②結婚し子どもを生み育てたいという希望をかなえる ③中標津町の魅力で人

を呼び込み・呼び戻す ④住み続けたいと思える生活環境を整える という４本

の基本目標を掲げて人口減少対策に取り組み、「住んでよかった」「これからも

住み続けたい」と実感できる『住みやすさＮＯ．１』のまちづくりを進めます。 

 今後のまちづくりにおいては、町民と行政がより一層連携し、協力し合い、

共に知恵を出し合い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に対する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。 

 

 平成２８年４月 

  

中標津町長 小 林 実 



 

 

             
               

               

               

               

               
 

             
                

                              

                

               

               

               

               

                
 

             
               

               

               

               

               
 

             
               

               

               

               

 

             
               

               

               

               

               

               

               
 

             
               

               

               

               

               

 

           

第６期 

 中標津町総合発展計画
 
空とみどりの交流拠点・中標津
 
 ～ あつまるまち

つながるまち

    
              

 

 

 

 

 

 

 

 
 第６期中標津町総合発展計

画とは、町の最上位計画として

位置付けられるもので、まちづ

くりの方向性やその実現に向

けた施策を示しており、「基本

構想」、「基本計画（前期・後

期）」、「実施計画」の３つで構

成されています。

 本計画では、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」の実現に向けて、基本の

目標となる６つの分野を定め、

目標達成のため各種施策に取

り組んでいます。

 本書「よくわかることしの中

標津（まち）づくり」では、基

本目標の達成に向け、町が取り

組む事業について、

主要な施策を掲載しています。
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◇ 「後期基本計画」がスタートしました！
◇ ことしの主要
◇ ことしの予算の全体像

             １ 参画と協働で未来を築くまちづくり
                【協働のまちづくりの推進】

                【コミュニティの育成

                【国際化、地域間交流の促進

                【北方領土対策の推進

                【計画的な行政経営の推進

             ２ 健やかでやさしいまちづくり
               【子育て支援の充実

                               【高齢者施策の充実

               【障がい者施策の充実

                【地域福祉の充実

                 【健康づくりの推進

                【地域医療の充実

                【医療体制の充実

               【社会保障の充実

             ３ 力みなぎる産業のまちづくり
                【農業の振興

                【林業の振興

                【商工業の振興

                【観光の振興

                【雇用対策の推進

             ４ 利便性のある調和のとれたまちづくり
                【計画的な土地利用と市街地整備の推進

                【道路・交通網の充実

                【情報化の推進

                【住宅施策の推進

             ５ 安全
                【消防・防災の充実】

                【防犯・交通安全の充実】

                【消費者対策の推進】

                【環境保全の推進】

                【循環型社会の形成】

                【上・下水道の再整備】

                【衛生施設の充実】

             ６ 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
                【学校教育の充実】

                【青少年の健全育成】

                【生涯学習の推進】

                【スポーツの振興】

                【文化・芸術の振興】

   [資料]

・補助金・交付金の一覧

・土木事業等実施位置図
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後期基本計画

平成21年度
【実績値】

平成27年度
【目標値】

平成27年度
【実績値】

結果
平成32年度
【目標値】

１　参画と協働で未来を築くまちづくり（まちづくり・行財政分野）

１－１　協働のまちづくりの推進

自治基本条例(仮称)の制定 － 未制定 制定済 制定済 ○ 制定済

新規 全審議会等に対する公募委員がいる審議会等の割合 ％ ― ― （H25）4.65 － 10.0

１－２　コミュニティの育成

新規
まちづくり活動に参加したことがある町民の割合
（町民アンケート結果）

％ ― ― 19.3 － 30.0

お試し暮らし実績（累計） 人 57 70 75 ○ 79

１－３　国際化・地域間交流の促進

東京中標津会の会員数 人 257 300 260 未 300

札幌中標津会の会員数 人 480 500 406 未 450

１－４　北方領土対策の推進

返還に向けての喚起運動参加者 人/年 147 150 158 ○ 160

返還署名人数 人/年 1,864 1,800 2,865 ○ 2,900

１－５　人権の尊重と男女共同参画社会の形成

町職員における女性管理職登用の割合 ％ 15.7 20.0 14.3 未 20.0

審議会等に占める女性の割合 ％ 14.7 30.0 16.2 未 30.0

１－６　計画的な行政経営の推進

行政改革の効果額 千円 313,977 100,000 95,797 未 100,000

新規
役場の窓口はわかりやすく、利用しやすいと感じる
町民の割合（町民アンケート結果）

％ ― ― 58.8 － 70.0

　　第６期中標津町総合発展計画
　　　『後期基本計画」がスタートしました！

　これらの課題を町民の皆さまと共有しながら、安心して子ど

もを産み育てられるよう少子化対策をはじめ、医療体制の維

持、新たな産業の創出、産業振興による若年層の雇用の場の確

保、観光振興による交流人口の拡大など、町の将来像『空とみ

どりの交流拠点・中標津～あつまるまち・つながるまち・ひろ

がるまち～』の実現のため、町民・議会・行政がそれぞれの役

割と責任を持ち協働によるまちづくりに取り組んでいきましょ

う。

　なお、前期５年間（平成２３～２７年度）の数値目標に対す

る達成状況と、後期５年間（平成２８～３２年度）の数値目標

について、その一部をお知らせします。

　平成２３年度にスタートした第６期中標津町総合発展計画

は、平成２７年度に前半５ヶ年が終了することから、平成２８

年度～平成３２年度を計画期間とする『後期基本計画』の策定

に向けて、審議会や町議会と約１年をかけ議論を重ねてきまし

た。

　策定にあたっては、前期基本計画の基本的事項や方向性は維

持しつつ、社会状況等の変化や新たな課題に対応した見直しを

行なったほか、成果指標（数値目標）を一から見直し『後期基

本計画』を策定しました。

　昨年の国勢調査では、これまで一度も減少を記録したことが

なかった人口が初めて減少する結果になり、中標津町において

も人口急減・超高齢社会の到来による経済・産業等への影響が

懸念されます。

≪　前期基本計画の達成状況と後期基本計画の成果指標（数値目標）～抜粋～　≫

前期基本計画

単位

達成状況主要施策

成果指標（数値目標）の内容

【達成状況】

○～達 成

未～未達成
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後期基本計画

平成21年度
【実績値】

平成27年度
【目標値】

平成27年度
【実績値】

結果
平成32年度
【目標値】

２　健やかでやさしいまちづくり（健康・福祉・医療分野）

２－１　子育て支援の充実

新規 ファミリー・サポート・センター会員登録数 箇所 ― ― ― － 500

新規 ファミリー・サポート・センター利用者数 人 ― ― ― － 700

変更 児童センター・児童館利用者数 人 70,000 100,000 70,000 未 100,000

「こんにちは赤ちゃん｣家庭訪問対象者に対する実施
割合

％ ― 100.0 93.1 未 100.0

２－２　高齢者施策の充実

要介護認定率 ％ 13.5 15.0 13.6 ○ 13.6

災害時要援護者支援体制整備町内会数 会 1 30 30 ○ 全町内会

シルバー人材センター登録者数 人/年 159 200 151 未 200

２－３　障がい者施策の充実

居宅介護サービス利用時間 ｈ/年 3,600 4,680 2,300 未 3,600

就労支援事業利用者 人/年 2 24 70 ○ 82

中標津高等養護学校卒業生の町内での就労 人/年 4 7 7 ○ 7

２－４　地域福祉の充実

新規 福祉ボランティア団体数（会員数）
団体

（人）
― ―

　　  　 23
     （581）

－
　　　 　 25
    　（600）

ボランティア講座受講者 人 126 170 200 ○ 200

２－５　健康づくりの推進

新規
週に1回以上運動をする町民の割合（健康づくり推進
計画）

％ ― ― 41.8 － 45.0

喫煙率 ％
男）42.4
女）23.1

男）20.0
女）15.0

男）30.0
女）16.8

未
男）26.5
女）10.5

乳がん検診受診率 ％ 15.9 50.2 26.4 未 33.0

予防接種実施率 ％ 91.0 97.0 97.0 ○ 97.0

２－６　地域医療の充実

病床利用率 ％ 47.9 70.0 41.7 未 70.0

時間外受診患者数 人/年 8,412 7,100 5,171 ○ 4,400

２－７　医療体制の充実

医師数 人 19 22 21 未 22

変更 医療技術職員養成修学資金の活用による採用者数 人 2 15 8 未 24

２－８　社会保障の充実

国保加入者一人当たり療養諸費（全道平均） 円
　　250,410
 （344,047）

全道平均以下
　　279,311
 （364,012）

○ 全道平均以下

３　力みなぎる産業のまちづくり（経済・産業分野）

３－１　農業の振興

生産農業所得（１戸当たり） 千円 14,238 14,238 17,707 ○ 18,592

新規就農者数 人 0 6 8 ○ 13

農用地利用集積 ％ 87 92 88 未 94

３－２　林業の振興

無立木地面積（町有林+私有林） ha 329 319 378 未 368

新規 Ｊ－クレジット販売量 CO2/t ― ― 10 － 60

３－３　商工業の振興

年間販売額 百万円 109,135 110,700 109,135 未 110,700

製品製造出荷額 百万円 10,272 10,800 13,043 ○ 13,700

起業家支援事業実績 件 2 6 7 ○ 7

３－４　観光の振興

観光入込客数 万人/年 37 41 32 未 35

宿泊客数 万人/年 4.4 4.8 4.7 未 5.1

３－５　６次産業化の推進

６次産業化に取り組んでいる農業者数（累計） 件 4 4 6 ○ 6

３－６　雇用対策の推進

通年雇用化人数（管内4町季節労働者数） 人/年 11（503） 15 12 未 15

４　利便性のある調和のとれたまちづくり（生活基盤分野）

４－１　計画的な土地利用と市街地整備の推進

新規
中心市街地は便利で利用しやすいと感じる町民の割
合（町民アンケート結果）

％ ― ― 70.2 － 71.0

４－２　景観形成の推進

景観計画の策定 ― 未策定 策定 未策定 未 28年度策定

主要施策

単位

前期基本計画 達成状況

成果指標（数値目標）の内容
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後期基本計画

平成21年度
【実績値】

平成27年度
【目標値】

平成27年度
【実績値】

結果
平成32年度
【目標値】

４－３　道路・交通網の充実

町道の舗装率 ％ 55.4 60.8 57.8 未 60.8

防雪柵の整備（計画4.30km） km 0.33 1.98 2.8 ○ 4.3

町有バス利用者数 人/年 4,855 5,200 4,100 未 5,000

市内循環線利用者数 人/年 49,559 51,000 42,159 未 45,000

中標津空港搭乗者数 人/年 167,325 190,000 194,530 ○ 210,000

４－５　住宅施策の推進

公営住宅の建設 戸 0 92 74 未 124

４－６　公園・緑地の充実

公園の修繕箇所数（計画26箇所） 箇所 0 8 9 ○ 17

５　安全・安心で快適なまちづくり（生活環境分野）

５－１　消防・防災の充実

新規 救急現場までの平均所要時間 分秒 ― ― 8分00秒 － 短縮

変更 消火栓の設置数 基 210 ― 218 － 223

新規 火災発生件数（過去5年平均） 件 ― ― 11.4 － 減少

住宅用火災警報器普及率 ％ 23.0 100.0 66.1 未 100.0

防災拠点における資材備蓄率 ％ 25.0 100.0 40.0 未 100.0

公共建築物の耐震化率 ％ 76.5 90.0 85.0 未 90.0

５－２　防犯・交通安全の充実

シートベルト着用率 ％ 98.4 100.0 97.8 未 100.0

新規 交通事故発生件数 件/年 ― ― 30 － 0

５－３　消費者対策の推進

消費生活相談数 件/年 145 150 82 未 100

５－４　環境保全の推進

植樹祭による緑化面積 ha 3.52 6.82 6.16 未 8.16

エゾシカ有害駆除頭数 頭 726 700 919 ○ 700

５－５　循環型社会の形成

一般廃棄物処理量 t/年 9,130 8,839 8,775 ○ 8,275

資源物処理量 t/年 1,484 1,473 1,505 ○ 2,705

５－６　上・下水道の再整備

有収率（実際に使用された水量/浄水場から送り出し
た水量）

％ 87.9 90.0 90.0 ○ 90.0

水洗化率（下水道・農集） ％ 89.7 93.0 89.5 未 93.0

５－７　衛生施設の充実

白樺斎場改築 ― ― 整備済 整備済 ○ 整備済

中標津第２墓地造成 区画数 360 360 360 ○ 510

６　人が輝き歴史と文化を育むまちづくり（教育・文化分野）

６－１　学校教育の充実

学校の授業時間以外に普段（月～金）1日当たり30分
以上勉強している児童の率

％ 67.7 90.0 77.4 未 90.0

学校の授業時間以外に普段（月～金）1日当たり1時
間以上勉強している生徒の率

％ 47.3 80.0 35.3 未 80.0

給食費の収納率 ％ 91.4 92.6 93.7 ○ 94.8

卒業後の進路内定率（進学率・就職率） ％ 91.0 97.0 96.4 未 97.0

資格取得達成度（資格取得数／卒業生） 件/人 131/22 180/30 155/28 未 180/30

中標津農業高校の生徒数 人 74 90 88 未 100

６－２　青少年の健全育成

新規
青少年を見守る活動に参加している町民の割合（町
民アンケート結果）

％ ― ― 11.4 － 20.0

全児童生徒数に占める長期欠席（不登校）の児童生
徒の率

％ 0.9 0.5 1.1 未 0.5

６－３　生涯学習の推進

新規 らいふまっぷの町民満足度（町民アンケート結果） ％ ― ― 31.1 － 50.0

図書貸出数 冊/年 144,707 152,000 159,966 ○ 165,000

６－４　スポーツの振興

体育施設等利用者数 人 162,935 163,050 205,682 ○ 230,000

新規
定期的にスポーツをする町民の割合（町民アンケー
ト結果）

％ ― ― 34.7 － 50.0

６－５　文化・芸術の振興

文化・芸術団体の登録者数 人 2,678 2,750 2,197 未 2,700

文化・芸術公演の鑑賞者数 人/年 13,195 14,000 8,575 未 14,000

主要施策

単位

前期基本計画 達成状況

成果指標（数値目標）の内容
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ことしの

 

 

 

 

 

 

 

第６期総合発展計画では、

さ」、「連携と協働」を掲げ、まちの将来像である

実現に向け

 その中でも

等のうち主要な事業

 

 

 

 

 

 

 

 

《新規
 
 

  

小中学校の児童生徒の学力向上に向けた事業

に取組みます。
 

◆退職教員等外部人材活用事業

 退職教員や社会人の方などを非常

て学校に配置し、理数教育の充実や学力向上に

向けた指導、

す。 
 

◆学力向上部会による先進校視察

本町の教育スタンダードを小中学校に普及、

定着、改善させる仕組みづくりについて調査研

究を行うため、中標津町教育力向上推進委員会

（学力向上部会）による先進校への視察を行い

ます。 

 

 

事業内容

担当する係

ことしの
 

 

 

 

第６期総合発展計画では、

さ」、「連携と協働」を掲げ、まちの将来像である

実現に向け、６つの分野からなる基本

でも基本目標

のうち主要な事業

新規》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た事業

に取組みます。 

◆退職教員等外部人材活用事業

退職教員や社会人の方などを非常

て学校に配置し、理数教育の充実や学力向上に

向けた指導、放課後学習指導の強化に取組みま

学力向上部会による先進校視察

本町の教育スタンダードを小中学校に普及、

定着、改善させる仕組みづくりについて調査研

究を行うため、中標津町教育力向上推進委員会

（学力向上部会）による先進校への視察を行い

 教育委員会

事業内容 

する係 

ことしの主要な事業

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

、６つの分野からなる基本

基本目標の達成に向け

のうち主要な事業をお知らせします。

》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た事業

◆退職教員等外部人材活用事業

退職教員や社会人の方などを非常

て学校に配置し、理数教育の充実や学力向上に

放課後学習指導の強化に取組みま

学力向上部会による先進校視察

本町の教育スタンダードを小中学校に普及、

定着、改善させる仕組みづくりについて調査研

究を行うため、中標津町教育力向上推進委員会

（学力向上部会）による先進校への視察を行い

教育委員会

主要な事業

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

、６つの分野からなる基本目標

達成に向けて、

をお知らせします。

》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た事業

◆退職教員等外部人材活用事業 

退職教員や社会人の方などを非常勤講師とし

て学校に配置し、理数教育の充実や学力向上に

放課後学習指導の強化に取組みま

学力向上部会による先進校視察 

本町の教育スタンダードを小中学校に普及、

定着、改善させる仕組みづくりについて調査研

究を行うため、中標津町教育力向上推進委員会

（学力向上部会）による先進校への視察を行い

教育委員会 学校教育課
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主要な事業について

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「

目標の達成のため各種施策に取り組んで

、平成２８年度

をお知らせします。 

》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た事業

勤講師とし

て学校に配置し、理数教育の充実や学力向上に

放課後学習指導の強化に取組みま

本町の教育スタンダードを小中学校に普及、

定着、改善させる仕組みづくりについて調査研

究を行うため、中標津町教育力向上推進委員会

（学力向上部会）による先進校への視察を行い

 

◆英語指導助手派遣

 小学校における英語教育の充実・改善を図る

ほか、児童生徒に国際感覚を身につけさせる

会を広く与えるため、英語指導助手（ＡＥＴ）

を配置します。

学校教育課 学校教育係

について

まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らし

「 空とみどりの交流拠点・中標津

達成のため各種施策に取り組んで

平成２８年度から新規及び

英語指導助手派遣

小学校における英語教育の充実・改善を図る

ほか、児童生徒に国際感覚を身につけさせる

を広く与えるため、英語指導助手（ＡＥＴ）

を配置します。

学校教育係 

 

国   

北 海 道

中標津町が負担する額

財

について 

まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らし

空とみどりの交流拠点・中標津

達成のため各種施策に取り組んで

新規及び拡充して取り組む事業

【

英語指導助手派遣 

小学校における英語教育の充実・改善を図る

ほか、児童生徒に国際感覚を身につけさせる

を広く与えるため、英語指導助手（ＡＥＴ）

を配置します。 

   が負担する額

道が負担する額

中標津町が負担する額

財 源 

まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らし

空とみどりの交流拠点・中標津

達成のため各種施策に取り組んでいきます

拡充して取り組む事業

２４８万円
【学校教育の充実

小学校における英語教育の充実・改善を図る

ほか、児童生徒に国際感覚を身につけさせる

を広く与えるため、英語指導助手（ＡＥＴ）

が負担する額      

が負担する額      

中標津町が負担する額    248

まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らし

空とみどりの交流拠点・中標津 」の

いきます。 

拡充して取り組む事業

２４８万円 
学校教育の充実】 

小学校における英語教育の充実・改善を図る

ほか、児童生徒に国際感覚を身につけさせる機

を広く与えるため、英語指導助手（ＡＥＴ）

    0 円 

  0 円 

248 万円 

 

まちづくりの基本理念として「自然と暮らし」、「中標津らし

の

 

拡充して取り組む事業

 
 

 



 

幼稚園就園奨励費補助
 

 

 町では、国の補助金を受けながら、私立幼稚

園に園児を就園している保護者に対して、保育

料などの負担を軽減しています。

 平成２８年度から制度内容を一部改正しまし

た。 

 

 

 

 

◆多子世帯の保護者負担の軽減

 年収約３６０万円までの世帯について、現行

では小学校３年生までとされている多子計算に

係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料の無償化を完全実施しま

す。 

 

総合体育館建設
 
 

 町民の皆さんのスポーツ活動と健康づくり

の拠点となる

月の供用開始に向け作業を進めており、記念イ

ベントや各種事業・教室の開催も計画していま

す。 

また、供用開始に必要な各種備品について、

平成２８・２９年度の２ヵ年で整備します。

今後、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、

様々な取組みを進めていきます。

 

 

担当する係

改正内容

担当する係

幼稚園就園奨励費補助

町では、国の補助金を受けながら、私立幼稚

園に園児を就園している保護者に対して、保育

料などの負担を軽減しています。

２８年度から制度内容を一部改正しまし

◆多子世帯の保護者負担の軽減

年収約３６０万円までの世帯について、現行

では小学校３年生までとされている多子計算に

係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料の無償化を完全実施しま

 教育委員会

総合体育館建設

町民の皆さんのスポーツ活動と健康づくり

の拠点となる総合体育館は、８月の完成、１０

月の供用開始に向け作業を進めており、記念イ

ベントや各種事業・教室の開催も計画していま

また、供用開始に必要な各種備品について、

平成２８・２９年度の２ヵ年で整備します。

今後、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、

様々な取組みを進めていきます。

 教育委員会

建設水道部

する係 

改正内容 

する係 

幼稚園就園奨励費補助

町では、国の補助金を受けながら、私立幼稚

園に園児を就園している保護者に対して、保育

料などの負担を軽減しています。

２８年度から制度内容を一部改正しまし

◆多子世帯の保護者負担の軽減

年収約３６０万円までの世帯について、現行

では小学校３年生までとされている多子計算に

係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料の無償化を完全実施しま

教育委員会

総合体育館建設(丸山公園整備事業

町民の皆さんのスポーツ活動と健康づくり

総合体育館は、８月の完成、１０

月の供用開始に向け作業を進めており、記念イ

ベントや各種事業・教室の開催も計画していま

また、供用開始に必要な各種備品について、

平成２８・２９年度の２ヵ年で整備します。

今後、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、

様々な取組みを進めていきます。

教育委員会

建設水道部

幼稚園就園奨励費補助 

町では、国の補助金を受けながら、私立幼稚

園に園児を就園している保護者に対して、保育

料などの負担を軽減しています。 

２８年度から制度内容を一部改正しまし

◆多子世帯の保護者負担の軽減 

年収約３６０万円までの世帯について、現行

では小学校３年生までとされている多子計算に

係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料の無償化を完全実施しま

教育委員会 学校教育課

丸山公園整備事業

町民の皆さんのスポーツ活動と健康づくり

総合体育館は、８月の完成、１０

月の供用開始に向け作業を進めており、記念イ

ベントや各種事業・教室の開催も計画していま

また、供用開始に必要な各種備品について、

平成２８・２９年度の２ヵ年で整備します。

今後、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、

様々な取組みを進めていきます。 

教育委員会 生涯学習課

建設水道部 建設管理課
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町では、国の補助金を受けながら、私立幼稚

園に園児を就園している保護者に対して、保育

２８年度から制度内容を一部改正しまし

年収約３６０万円までの世帯について、現行

では小学校３年生までとされている多子計算に

係る年齢制限を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料の無償化を完全実施しま

 

◆ひとり親世帯等の保護者負担の軽減

 市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

料を無償化します。

学校教育課 学務係

丸山公園整備事業
【

町民の皆さんのスポーツ活動と健康づくり

総合体育館は、８月の完成、１０

月の供用開始に向け作業を進めており、記念イ

ベントや各種事業・教室の開催も計画していま

また、供用開始に必要な各種備品について、

平成２８・２９年度の２ヵ年で整備します。 

今後、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、

 

 

・増改築工事、外構工事

・競技用・トレーニング機器等の備品購入
 

 

 

 

生涯学習課 社会体育係

建設管理課 事業推進係

 

建設基金からの繰入金

中標津町が負担する額

※募集していました

『330

◆ひとり親世帯等の保護者負担の軽減

市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

料を無償化します。

学務係 

丸山公園整備事業) １７億７，９８７
【公園・緑地の充実、スポーツの振興

・増改築工事、外構工事

・競技用・トレーニング機器等の備品購入

社会体育係 

事業推進係 

 

国   が負担する額

北 海 道が負担する額

中標津町が負担する額

財 源

 

国   が負担する額

建設基金からの繰入金

中標津町が負担する額

財 源
【工事現場の状況】

事業内容

募集していました

330°(さんさんまる

５，５１２万円
【

◆ひとり親世帯等の保護者負担の軽減

市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

料を無償化します。 

１７億７，９８７
公園・緑地の充実、スポーツの振興

・増改築工事、外構工事 

・競技用・トレーニング機器等の備品購入

が負担する額

が負担する額

中標津町が負担する額

源 

が負担する額 

建設基金からの繰入金   

中標津町が負担する額 

源 
【工事現場の状況】

事業内容 

募集していました体育館の愛称は

さんさんまる)アリーナ』に決定しました

５，５１２万円
【学校教育の充実

◆ひとり親世帯等の保護者負担の軽減

市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

１７億７，９８７
公園・緑地の充実、スポーツの振興

 

・競技用・トレーニング機器等の備品購入

が負担する額    1,286

が負担する額       

中標津町が負担する額    4,226

  8 億 2,919

    6,839

  8 億 8,229

【工事現場の状況】 

体育館の愛称は 

アリーナ』に決定しました

５，５１２万円
学校教育の充実】

◆ひとり親世帯等の保護者負担の軽減 

市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

１７億７，９８７万円
公園・緑地の充実、スポーツの振興】

・競技用・トレーニング機器等の備品購入 

1,286 万円 

      0 円    

4,226 万円 

2,919 万円 

6,839 万円 

8,229 万円 

アリーナ』に決定しました 

５，５１２万円 
】 

市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、

年収約２７０万円から約３６０万円までの世帯

は、第１子の保育料を半額、第２子以降の保育

万円 
】 

 



 

《新規》ふるさと応援制度推進事業
 
 

 

ふるさと納税制度は、ふるさとに「貢献した

い」「応援したい」という寄附者の思いを実現す

るため、平成２０年度の税制改正により制度が

創設されました。

 これまで町では制度の趣旨や国からの通知か

ら判断し、特産品送付の取組みは行ってきませ

んでしたが、全国へ中標津をＰＲし地域経済の

活性化を図ることを目的に、中標津で生産され

た特産品などを活用した返礼品事業に取り組み

ます。 

 合わせて、寄附者の利便性を考慮して、クレ

ジット決済による寄附受付を開始します。

 

公営住宅整備事業（旭第２団地）
 
 

 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、

老朽化しつつある町営住宅の建替え工事を進め

ています。

 現在は、平成３０年度までを事業期間とする

旭第２団地の整備を実施しています。

 

 

【旭第２団地】

 ・８号棟新築工事

  鉄筋コンクリート造２階建て

  計画戸数１４戸

（1LDK

 

担当する係

整備概要

担当する係

事業の背景

《新規》ふるさと応援制度推進事業

ふるさと納税制度は、ふるさとに「貢献した

い」「応援したい」という寄附者の思いを実現す

るため、平成２０年度の税制改正により制度が

創設されました。 

これまで町では制度の趣旨や国からの通知か

ら判断し、特産品送付の取組みは行ってきませ

んでしたが、全国へ中標津をＰＲし地域経済の

活性化を図ることを目的に、中標津で生産され

た特産品などを活用した返礼品事業に取り組み

合わせて、寄附者の利便性を考慮して、クレ

ジット決済による寄附受付を開始します。

 総務部

公営住宅整備事業（旭第２団地）

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、

老朽化しつつある町営住宅の建替え工事を進め

ています。 

現在は、平成３０年度までを事業期間とする

旭第２団地の整備を実施しています。

【旭第２団地】 

・８号棟新築工事 

鉄筋コンクリート造２階建て

計画戸数１４戸 

LDK～3 戸、2LDK

 建設水道部する係 

整備概要 

する係 

事業の背景 

《新規》ふるさと応援制度推進事業

ふるさと納税制度は、ふるさとに「貢献した

い」「応援したい」という寄附者の思いを実現す

るため、平成２０年度の税制改正により制度が

これまで町では制度の趣旨や国からの通知か

ら判断し、特産品送付の取組みは行ってきませ

んでしたが、全国へ中標津をＰＲし地域経済の

活性化を図ることを目的に、中標津で生産され

た特産品などを活用した返礼品事業に取り組み

合わせて、寄附者の利便性を考慮して、クレ

ジット決済による寄附受付を開始します。

総務部 企画課

公営住宅整備事業（旭第２団地）

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、

老朽化しつつある町営住宅の建替え工事を進め

現在は、平成３０年度までを事業期間とする

旭第２団地の整備を実施しています。

 

鉄筋コンクリート造２階建て

 

2LDK～9 戸、

建設水道部

《新規》ふるさと応援制度推進事業

ふるさと納税制度は、ふるさとに「貢献した

い」「応援したい」という寄附者の思いを実現す

るため、平成２０年度の税制改正により制度が

これまで町では制度の趣旨や国からの通知か

ら判断し、特産品送付の取組みは行ってきませ

んでしたが、全国へ中標津をＰＲし地域経済の

活性化を図ることを目的に、中標津で生産され

た特産品などを活用した返礼品事業に取り組み

合わせて、寄附者の利便性を考慮して、クレ

ジット決済による寄附受付を開始します。 

企画課 企画調整係

公営住宅整備事業（旭第２団地）

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、

老朽化しつつある町営住宅の建替え工事を進め

現在は、平成３０年度までを事業期間とする

旭第２団地の整備を実施しています。 

鉄筋コンクリート造２階建て 

戸、3LDK～2 戸）

建設水道部 都市住宅課
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《新規》ふるさと応援制度推進事業

ふるさと納税制度は、ふるさとに「貢献した

い」「応援したい」という寄附者の思いを実現す

るため、平成２０年度の税制改正により制度が

これまで町では制度の趣旨や国からの通知か

ら判断し、特産品送付の取組みは行ってきませ

んでしたが、全国へ中標津をＰＲし地域経済の

活性化を図ることを目的に、中標津で生産され

た特産品などを活用した返礼品事業に取り組み

合わせて、寄附者の利便性を考慮して、クレ

 

 

 

企画調整係 

公営住宅整備事業（旭第２団地）

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、

老朽化しつつある町営住宅の建替え工事を進め

現在は、平成３０年度までを事業期間とする

戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市住宅課 住宅係

《新規》ふるさと応援制度推進事業 

公営住宅整備事業（旭第２団地） 

住宅係 

 

国   が負担する額

北 海 道が負担する額

中標津町が負担する額

財 

 旭第２団地

 

国   

北 海 道

基金から繰り入れる額

中標津町が負担する額

財 

３億７，０１６万円
【

が負担する額

が負担する額

中標津町が負担する額

 源 

旭第２団地 完成図

   が負担する額

道が負担する額

基金から繰り入れる額

中標津町が負担する額

 源 

５８２万円
【商工業の振興

３億７，０１６万円
【住宅施策の推進

が負担する額 1億6,650

が負担する額        

中標津町が負担する額 2 億 366

 完成図  

南 3 丁目通 

 8 号棟

が負担する額     

が負担する額     

基金から繰り入れる額   582

中標津町が負担する額     

５８２万円 
商工業の振興】 

３億７，０１６万円 
住宅施策の推進】 

6,650万円 

   0 円 

366 万円 

 

号棟  

東 9 条通 

   0 円 

  0 円 

582 万円 

    0 円 

 
 

 
 

 



 

観光振興対策・観光協会組織強化事業
 

  

 

 一般社団法人化した「なかしべつ観光協会」

が実施する観光案内事業や観光ＰＲ事業に対し

て引き続き支援し、観光振興推進体制の構築を

図ります。

 また、国際化・広域化に対応した観光客受入

環境の整備や広域観光ルートの形成など観光ブ

ランド力を強化し、

化が不可欠なことから、国の交付金を活用して

支援します。
 

◇協会独自の事務所開設

◇協会事務局職員の増員

◇北海道新幹線開業イベント

「北海道うまいもんサミット」でのＰＲ活動

 

 

消防・救急
 
  

 

◆消防ポンプ自動車の更新

 中標津消防署に配備している水槽付消防ポン

プ自動車は、車両の老朽化から消防ポンプ性能

やエンジン出力等の低下など、火災防ぎょ活動

に支障が生じて

更新します。

＜特徴＞ 

少ない水量で消火できる「圧縮空気泡消火装

置（CAFS）」

揮する「電動式大型油圧救助

照明装置を搭載

 

担当する係

 

北 海

中標津町が負担する額

事業内容

担当する係

事業概要

観光振興対策・観光協会組織強化事業

一般社団法人化した「なかしべつ観光協会」

が実施する観光案内事業や観光ＰＲ事業に対し

て引き続き支援し、観光振興推進体制の構築を

図ります。 

国際化・広域化に対応した観光客受入

環境の整備や広域観光ルートの形成など観光ブ

ランド力を強化し、事業拡大

化が不可欠なことから、国の交付金を活用して

支援します。 

◇協会独自の事務所開設

◇協会事務局職員の増員

北海道新幹線開業イベント

「北海道うまいもんサミット」でのＰＲ活動

 経済部

・救急体制

消防ポンプ自動車の更新

中標津消防署に配備している水槽付消防ポン

プ自動車は、車両の老朽化から消防ポンプ性能

やエンジン出力等の低下など、火災防ぎょ活動

に支障が生じていることから

更新します。（事業費

 

少ない水量で消火できる「圧縮空気泡消火装

）」、自然災害や車両火災等で威力を発

電動式大型油圧救助

照明装置を搭載しています。

 中標津消防署する係 

 

国   が負担する額

北 海 道が負担する額

中標津町が負担する額

財 源 

事業内容 

する係 

事業概要 

観光振興対策・観光協会組織強化事業

一般社団法人化した「なかしべつ観光協会」

が実施する観光案内事業や観光ＰＲ事業に対し

て引き続き支援し、観光振興推進体制の構築を

国際化・広域化に対応した観光客受入

環境の整備や広域観光ルートの形成など観光ブ

事業拡大するうえで組織強

化が不可欠なことから、国の交付金を活用して

◇協会独自の事務所開設 

◇協会事務局職員の増員 

北海道新幹線開業イベント 

「北海道うまいもんサミット」でのＰＲ活動

経済部 経済振興課

体制の強化

消防ポンプ自動車の更新 

中標津消防署に配備している水槽付消防ポン

プ自動車は、車両の老朽化から消防ポンプ性能

やエンジン出力等の低下など、火災防ぎょ活動

ことから、最新鋭の車両へ

 7,010 万円）

少ない水量で消火できる「圧縮空気泡消火装

自然災害や車両火災等で威力を発

電動式大型油圧救助器具

しています。 

中標津消防署

が負担する額     

が負担する額    

中標津町が負担する額  

 

観光振興対策・観光協会組織強化事業

一般社団法人化した「なかしべつ観光協会」

が実施する観光案内事業や観光ＰＲ事業に対し

て引き続き支援し、観光振興推進体制の構築を

国際化・広域化に対応した観光客受入

環境の整備や広域観光ルートの形成など観光ブ

するうえで組織強

化が不可欠なことから、国の交付金を活用して

 

「北海道うまいもんサミット」でのＰＲ活動

経済振興課 

強化 

中標津消防署に配備している水槽付消防ポン

プ自動車は、車両の老朽化から消防ポンプ性能

やエンジン出力等の低下など、火災防ぎょ活動

最新鋭の車両へ

万円） 

少ない水量で消火できる「圧縮空気泡消火装

自然災害や車両火災等で威力を発

器具」、電動昇降式

中標津消防署  

     0 円

     0 円

  8,329 万円
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観光振興対策・観光協会組織強化事業

一般社団法人化した「なかしべつ観光協会」

が実施する観光案内事業や観光ＰＲ事業に対し

て引き続き支援し、観光振興推進体制の構築を

国際化・広域化に対応した観光客受入

環境の整備や広域観光ルートの形成など観光ブ

するうえで組織強

化が不可欠なことから、国の交付金を活用して

「北海道うまいもんサミット」でのＰＲ活動 

  
 

 

 

 

 

 

 

 観光振興係

中標津消防署に配備している水槽付消防ポン

プ自動車は、車両の老朽化から消防ポンプ性能

やエンジン出力等の低下など、火災防ぎょ活動

最新鋭の車両へ

少ない水量で消火できる「圧縮空気泡消火装

自然災害や車両火災等で威力を発

、電動昇降式

 

◆防火体制の整備

・消火栓新設工事（

 消防水利の空白地域を解消するため、計画的

に消火栓を設置します。

 設置場所：丸山２丁目（総合体育館前）

・防火水槽解体工事（

 計根別農協敷地内に設置している防火水槽は

経年劣化等から強度・耐久性に問題があるため

解体します。なお、周辺に

域により

円 

円 

万円 

観光振興対策・観光協会組織強化事業 

 

観光振興係 

防火体制の整備

消火栓新設工事（

消防水利の空白地域を解消するため、計画的

に消火栓を設置します。

設置場所：丸山２丁目（総合体育館前）

・防火水槽解体工事（

計根別農協敷地内に設置している防火水槽は

経年劣化等から強度・耐久性に問題があるため

解体します。なお、周辺に

域により、消火体制に支障はありません。

 

国   が負担する額

北 海 道が負担する額

中標津町が負担する額

財 源

１，４８７万円

８，３２９
【消防・防災の充実

防火体制の整備 

消火栓新設工事（338 万円）

消防水利の空白地域を解消するため、計画的

に消火栓を設置します。 

設置場所：丸山２丁目（総合体育館前）

・防火水槽解体工事（981

計根別農協敷地内に設置している防火水槽は

経年劣化等から強度・耐久性に問題があるため

解体します。なお、周辺に

、消火体制に支障はありません。

が負担する額 

が負担する額 

中標津町が負担する額 

源 

１，４８７万円
【観光の振興

８，３２９
消防・防災の充実

万円） 

消防水利の空白地域を解消するため、計画的

 

設置場所：丸山２丁目（総合体育館前）

981 万円） 

計根別農協敷地内に設置している防火水槽は

経年劣化等から強度・耐久性に問題があるため

解体します。なお、周辺に設置している消防水

、消火体制に支障はありません。

     565

       

     922

１，４８７万円 
観光の振興】 

８，３２９万円 
消防・防災の充実】 

消防水利の空白地域を解消するため、計画的

設置場所：丸山２丁目（総合体育館前） 

計根別農協敷地内に設置している防火水槽は 

経年劣化等から強度・耐久性に問題があるため 

設置している消防水

、消火体制に支障はありません。 

565 万円 

  0 円 

922 万円 

 
 

 
 

 

 



 

《新規》
デジタル移動系防災行政無線整備事業
 
 

 地域防災の機能強化として、災害時に他の通信

手段が途絶した場合の情報伝達手段を確保するこ

とは重要です。

現在、町が運用している防災行政無線は、設置

から３４年経過したアナログ方式のため、経年劣

化による不具合や、部品の調達が困難な状況にあ

るため、機器の更新に合わせてデジタル方式へ移

行します。

これにより、災害時の円滑な

情報の収集・伝達と現場

する職員への指揮命令・伝達が

明確になり、迅速で確実な防災

活動が可能となります。

 

  

 

 

計根別小中学校増改築事業
 
 

 

施設一体型小中一貫校としてスタートした

計根別学園は、

と位置づけられました。

さらに、

事業は、今年度実施する校舎前庭の外構工事な

どをもって

 

◆主な整備内容

・旧屋体解体工事

・放送小屋・物置設置工事

・外構工事（

・外構舗装工事（

 

 

担当する係

担当する係

事業内容

《新規》 
デジタル移動系防災行政無線整備事業

地域防災の機能強化として、災害時に他の通信

手段が途絶した場合の情報伝達手段を確保するこ

とは重要です。 

現在、町が運用している防災行政無線は、設置

から３４年経過したアナログ方式のため、経年劣

化による不具合や、部品の調達が困難な状況にあ

るため、機器の更新に合わせてデジタル方式へ移

行します。 

これにより、災害時の円滑な

情報の収集・伝達と現場

する職員への指揮命令・伝達が

明確になり、迅速で確実な防災

活動が可能となります。

 総務

計根別小中学校増改築事業

施設一体型小中一貫校としてスタートした

計根別学園は、今年４月から

位置づけられました。

、平成２１年度に事業着手した増改築

今年度実施する校舎前庭の外構工事な

もって終了します。

主な整備内容 

旧屋体解体工事 

放送小屋・物置設置工事

外構工事（3工区）

外構舗装工事（2・

 教育委員会

する係 

する係 

事業内容 

デジタル移動系防災行政無線整備事業

地域防災の機能強化として、災害時に他の通信

手段が途絶した場合の情報伝達手段を確保するこ

現在、町が運用している防災行政無線は、設置

から３４年経過したアナログ方式のため、経年劣

化による不具合や、部品の調達が困難な状況にあ

るため、機器の更新に合わせてデジタル方式へ移

これにより、災害時の円滑な 

情報の収集・伝達と現場で対応 

する職員への指揮命令・伝達が 

明確になり、迅速で確実な防災 

活動が可能となります。 

総務部 総務

計根別小中学校増改築事業

施設一体型小中一貫校としてスタートした

４月から「義務教育学校

位置づけられました。 

平成２１年度に事業着手した増改築

今年度実施する校舎前庭の外構工事な

終了します。 

放送小屋・物置設置工事 

工区） 

3 工区） 

教育委員会

デジタル移動系防災行政無線整備事業

地域防災の機能強化として、災害時に他の通信

手段が途絶した場合の情報伝達手段を確保するこ

現在、町が運用している防災行政無線は、設置

から３４年経過したアナログ方式のため、経年劣

化による不具合や、部品の調達が困難な状況にあ

るため、機器の更新に合わせてデジタル方式へ移

総務課 防災

計根別小中学校増改築事業

施設一体型小中一貫校としてスタートした

義務教育学校

平成２１年度に事業着手した増改築

今年度実施する校舎前庭の外構工事な

教育委員会 管理課 
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デジタル移動系防災行政無線整備事業

地域防災の機能強化として、災害時に他の通信

手段が途絶した場合の情報伝達手段を確保するこ

現在、町が運用している防災行政無線は、設置

から３４年経過したアナログ方式のため、経年劣

化による不具合や、部品の調達が困難な状況にあ

るため、機器の更新に合わせてデジタル方式へ移

 

 

◆

 

◆

 

 

 

 

 

防災係 

計根別小中学校増改築事業 

施設一体型小中一貫校としてスタートした

義務教育学校」

平成２１年度に事業着手した増改築

今年度実施する校舎前庭の外構工事な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校施設係

デジタル移動系防災行政無線整備事業 

 

 

◆施設整備実施設計委託

 現地調査、電波伝搬調査、計画書等作成

◆整備工事 

 ・基地局１局（役場庁舎）

・中継局１局（計根別交流センター）

 ・陸上移動局３６台（車携帯型、携帯型等）

 ・遠隔制御装置２機（浄水場、消防署）

 

 

１億３，５５０万円

係 

 

国   

北 海 道

中標津町が負担する額

財

事業内容

 

国   が負担する額

北 海 道が負担する額

基金から繰り入れる額

中標津町が負担する額

財 源

【現在

２億９０６
【消防・防災の充実

施設整備実施設計委託

現地調査、電波伝搬調査、計画書等作成

 

・基地局１局（役場庁舎）

・中継局１局（計根別交流センター）

・陸上移動局３６台（車携帯型、携帯型等）

・遠隔制御装置２機（浄水場、消防署）

１億３，５５０万円
【

   が負担する額

道が負担する額

中標津町が負担する額

財 源 

事業内容 

が負担する額

が負担する額

基金から繰り入れる額

中標津町が負担する額

源 

現在の校舎・屋体の外観

２億９０６
消防・防災の充実

施設整備実施設計委託 

現地調査、電波伝搬調査、計画書等作成

・基地局１局（役場庁舎） 

・中継局１局（計根別交流センター）

・陸上移動局３６台（車携帯型、携帯型等）

・遠隔制御装置２機（浄水場、消防署）

１億３，５５０万円
【学校教育の充実

が負担する額     

が負担する額     

中標津町が負担する額 2 億 906

が負担する額     544

が負担する額       

基金から繰り入れる額     196

中標津町が負担する額  1 億 2,810

校舎・屋体の外観】 

２億９０６万円 
消防・防災の充実】 

現地調査、電波伝搬調査、計画書等作成 他 

・中継局１局（計根別交流センター） 

・陸上移動局３６台（車携帯型、携帯型等） 

・遠隔制御装置２機（浄水場、消防署） 

１億３，５５０万円 
学校教育の充実】 

   0 円 

  0 円 

906 万円 

544万円 

  0円 

196万円 

2,810 万円 
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◇ 平成２８年度予算について 

今年度の予算編成は、「第６期中標津町総合発展計画」の後期基本計画がスタートする年であり、

町民の意識や社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革の視点に立ち、施策の優先度・緊急度・

成果などを充分検討のうえ、国の成長戦略や地方創生などの的確な情報把握に努め、施策の展開時

期を逸しないよう取り組みました。 

総合発展計画のテーマ「空とみどりの交流拠点・中標津」と、サブタイトルである『人と産業が

「あつまるまち」』、『人と自然が「つながるまち」』、『人との絆が「ひろがるまち」』を目指すため、 

平成２８年度の予算額は、一般会計で１３６億９，１００万円、６つの特別会計で６４億９，７９

９万円、企業会計（病院事業会計・水道事業会計）で５７億６，４５５万円となり、全会計では、

２５９億５，３５４万円で、前年度に比べ４億１，８６２万円（１．６％）の減額となりました。 

 

中標津町予算額 

会   計   区   分 ２ ８ 年 度 予 算 額 伸   率 

一  般  会  計 （Ａ） １３６億９，１００万円  △２．９％ 

特

 

別 

会

 

計 

国民健康保険事業特別会計 ３１億８，６６８万円 １．７％ 

後期高齢者医療特別会計 ２億４，４９４万円 △４．８％ 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 １３億７，５１６万円  ３．１％ 

町 営 牧 場 特 別 会 計 ６，２３２万円 △３．９％ 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 １０億７，４０２万円   △２１．５％ 

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 ５億５，４８７万円 ２０．１％ 

小     計 （Ｂ） ６４億９，７９９万円   △１．９％ 

企業

会計 

病 院 事 業 会 計 （Ｃ） ４９億３，６９２万円   ０．１％ 

水 道 事 業 会 計 （Ｄ） ８億２，７６３万円 １６．４％ 

予 算 総 額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ２５９億５，３５４万円    △１．６％ 

 

 

ここととししのの予予算算のの全全体体像像  
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◇ 一般会計歳出予算について   

 地方自治体の歳出予算は、その支出の目的によって区分されます。ここでは、平成２８年度一般

会計歳出予算における目的別の主な増減内容を説明します。 

 

『総 務 費』は、役場庁舎の管理経費、税の課税・徴収、交通安全対策、選挙などにかかる経費

で、町公式ホームページ更新経費や町有バス車両購入経費などの減はありますが、防災行政無線整

備、町長町議会議員選挙経費の増などにより、１億７，１６９万円の増額となっています。 

『民 生 費』は、障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉などにかかる経費で、国民健康保険事業

特別会計への繰出金や、障がい者の介護・訓練等給付経費などの増はありますが、児童手当給付経

費や児童センター整備事業の減などにより、４６０万円の減額となっています。 

『衛 生 費』は、健康づくり、医療対策、環境対策などにかかる経費で、病院事業会計への繰出

金が増となることや、根室北部衛生組合におけるし尿処理施設経費にかかる負担金の増などにより、

２，３３９万円の増額となっています。 

『労 働 費』は、失業対策事業の実施等に係る経費で、実践型地域雇用創造事業の増などにより、

１，７２６万円の増額となっています。 

『農 林 業 費 』は、農林業の振興のための経費で、新規就農者確保対策事業や道営農地整備事業に

おける増はありますが、農道や森林の路網整備事業などの減により、９，７５４万円の減額となっ

ています。 

『土 木 費』は、道路・河川・公園の整備や維持管理などまちづくりのための経費で、道路新設

改良整備や市街地簡易舗装の整備にかかる経費の増はありますが、丸山公園（総合体育館）整備事

業の減などにより、３億９９９万円の減額となっています。 

『教 育 費』は、学校教育や生涯学習、文化・スポーツの振興のための経費で、スクールバスの

運行や総合体育館の備品整備にかかる経費の増はありますが、計根別学園増改築や、給食センター

の運営管理経費の減などにより、１億３，５６７万円の減額となっています。 

 

また、その他に次の目的別の歳出によって予算は構成されます。 

議会費・商工費・消防費・災害復旧費・公債費・職員費・予備費 

 

一般会計歳出予算額前年度対比  

款 ２８年度予算額 ２７年度予算額 増  減  額 伸  率 

議 会 費 ８，４４２万円 ９，０５４万円 △６１２万円 △６．８％ 

総 務 費 ７億３，１３７万円 ５億５，９６８万円 １億７，１６９万円 ３０．７％ 

民 生 費 ２１億６，２９６万円 ２１億６，７５６万円 △４６０万円 △０．２％ 

衛 生 費 ２３億６，６０８万円 ２３億４，２６９万円 ２，３３９万円 １．０％ 

労 働 費 ２，２９６万円 ５７０万円 １，７２６万円 ３０２．８％ 

農 林 業 費 ６億７，５４６万円 ７億７，３００万円 △９，７５４万円 △１２．６％ 

商 工 費 ８，３０１万円 １億１，１３７万円 △２，８３６万円 △２５．５％ 

土 木 費 ２５億６，６７０万円 ２８億７，６６９万円 △３億９９９万円 △１０．８％ 

消 防 費 ４億５，２２４万円 ４億４，３７７万円 ８４７万円 １．９％ 

教 育 費 １２億１，５４４万円 １３億５，１１１万円 △１億３，５６７万円 △１０．０％ 

災害復旧費 ３００万円 ３００万円 ０万円 ０．０％ 

公 債 費 １４億９，８９２万円 １４億８，５９８万円 １，２９４万円 ０．９％ 

職 員 費 １８億１，８４４万円 １８億８，４９１万円 △６，６４７万円 △３．５％ 

予 備 費 １，０００万円 １，０００万円 ０万円 ０．０％ 

合  計 １３６億９，１００万円 １４１億  ６００万円 △４億１，５００万円 △２．９％ 
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◇ 一般会計歳入予算について 

 平成２８年度の一般会計の歳入において、最も金額が大きいのは国から交付される『地方交付税』

の４７億１４１万円で、前年度より１億２，４２９万円（２．６％）の減となっています。続いて

『町税』の２９億３，５２３万円、『町債（借金）』の１７億９，４５０万円の順になっています。

地方交付税については、近年、減少傾向となっています。 

 

一般会計歳入予算額対比 

款 ２８年度予算額 ２７年度予算額 増  減  額 

町 税 ２９億３，５２３万円 ２８億７，９３９万円 ５，５８４万円 

地 方 譲 与 税 ２億１，１００万円 １億９，７００万円 １，４００万円 

利 子 割 交 付 金 ６００万円 ６００万円 ０万円 

配 当 割 交 付 金 ８００万円 ８００万円 ０万円 

株式等譲渡所得割交付金 ５００万円 ３００万円 ２００万円 

地 方 消 費 税 交 付 金 ４億６，３００万円 ４億６，２００万円 １００万円 

ゴルフ場利用税交付金 ２００万円 ２００万円 ０万円 

自 動車取得 税交付金 ３，１００万円 ２，５００万円 ６００万円 

地 方 特 例 交 付 金 １，１００万円 １，０００万円 １００万円 

地 方 交 付 税 ４７億  １４１万円 ４８億２，５７０万円 △１億２，４２９万円 

交通安全対策特別交付金 ３００万円 ３００万円 ０万円 

分 担 金 及 び 負 担 金 ２億  １１０万円 ２億４，９２８万円 △４，８１８万円 

使 用 料 及 び 手 数 料 ２億７，６６６万円 ２億７，９１７万円 △２５１万円 

国 庫 支 出 金 １６億１，５７０万円 １８億１，０３２万円 △１億９，４６２万円 

道 支 出 金 ７億４，６１５万円 ７億８，７８１万円 △４，１６６万円 

財 産 収 入 ５，８６４万円 ５，６１７万円 ２４７万円 

寄 附 金 １，０００万円 ０万円 １，０００万円 

繰 入 金 ４億４，３６７万円 ５億２，８５８万円 △８，４９１万円 

繰 越 金 １万円 １万円 ０万円 

諸 収 入 １億６，７９３万円 １億３，５４７万円 ３，２４６万円 

町 債 １７億９，４５０万円 １８億３，８１０万円 △４，３６０万円 

合     計 １３６億９，１００万円 １４１億   ６００万円 △４億１，５００万円 

 

 

 



- 12 - 

◇ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 

 平成２６年４月１日から消費税率が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、国から交付され

る地方消費税交付金も１％分から１．７％分へ引き上げられました。 

 この地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、全て「社会保障施策に要する

経費」に充てるものとされており、この経費の充当状況については、以下のとおりとなります。 
 
  【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）   １億９，０６５万円 

  【歳出】社会保障施策に要する経費         ３６億７，６４１万円 

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の平成 28 年度予算額の 17 分の 7 に相当する額としています。 

 

◇ 町の借入金と基金残高について 

当町が借入を行った起債の借入金（借金）と基金（貯金）の年度末残高をグラフで表すと以下の

とおりとなります。（平成２７、２８年度は見込額です） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

社会保障施策経費 
平成 28 年度 

予算額 

財源内訳 

特定財源 一般財源 

国･道支出金 その他 
社会保障財源化分の 

地方消費税交付金 その他 

社会福祉 14 億 2,399 万円 9 億 1,551 万円 7,168 万円 3,314 万円 4 億 366 万円 

主な内容：障がい者に対する給付費、子ども・子育て支援に要する経費など 

社会保険 7 億 3,897 万円 1 億 7,261 万円 138 万円 4,287 万円 5 億 2,211 万円 

主な内容：国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金など 

保健衛生 15 億 1,345 万円 135 万円 124 万円 1 億 1,464 万円 13億 9,622万円 

主な内容：救急医療確保、医師確保対策など町立病院事業会計への繰出金、各種予防接種に要する経費など 

合計 36 億 7,641 万円 10 億 8,947 万円 7,430 万円 1 億 9,065 万円 23億 2,199万円 

＜借入金残高＞ 

町では、これまで、厳しい財政状況の中

で景気対策や基盤整備のために借入金を計

画的に活用してきました。 

平成２７年度末見込みでの全会計を合わ

せた借入金の残高は、２９７億６，０４６

万円、町民１人当たりに換算すると約１２

５万円の残高となります。平成２８年度末

では３１１億６，３５１万円となる見込み

です。 

＜基金残高＞ 

町の公共施設の整備や地域福祉の増進などのた

めに積み立てた基金の残高は、平成２７年度末見

込みで３６億７，１３５万円、町民１人当たりに

換算すると約１５万円となります。平成２８年度

末では、３１億８，００８万円となる見込みです。

 

※財政調整基金・減債基金 

災害等の緊急的な財政需要や借入金の償還などに用いるた

めの基金 

※特定目的基金 

ＪＲ代替輸送確保基金、地域振興基金、総合体育館建設基

金など 

 



 

基本目標１

【 協働のまちづくりの推進

自治基本条例推進事業

自治基本条例は、まちづくりを推進するための基本

念や役割分担などを定めた自治体の最高規範です。自治

推進会議を開催し

を検証し、条例の運用状況などを議論します。

 

◇自治推進会議の開催、

 

議会広報のための経費

 

「議会だより」を年

ホームページに内容を掲載します。

また、議会報告会を

日程等は事前にチラシ等で

ます。 

（担当）議会事務局
 

農業委員会だよりのための経費

「農業委員会だより」を年

 

協働のまちづくり推進事業

「まちづくりの主役は町民」であるという原点に返り、

町民と行政がともに考え行動し、お互いの理解を深めな

がら「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。

  

◇企業・町内会・町民活動団体等が行なう

どの社会貢献活動への支援

 

【 コミュニティの育成

全町内会連合会への補助

 

住民自治意識の啓発と組織の拡充を図り、住民同士の

連帯感に基づく活力あるコミュニティ活動の促進に取り

組みます。  

 

◇町内会活動推進・安全

補助 

基本目標１ ～

協働のまちづくりの推進

自治基本条例推進事業

 ３８万円

自治基本条例は、まちづくりを推進するための基本

念や役割分担などを定めた自治体の最高規範です。自治

推進会議を開催し、町民・議会・行政の条例遵守の状況

を検証し、条例の運用状況などを議論します。

◇自治推進会議の開催、

議会広報のための経費

 ２３９万円

「議会だより」を年 4回発行し、

ホームページに内容を掲載します。

また、議会報告会を開催

事前にチラシ等で

担当）議会事務局 

農業委員会だよりのための経費

 ３０万円

「農業委員会だより」を年

協働のまちづくり推進事業

 ５５万円

「まちづくりの主役は町民」であるという原点に返り、

町民と行政がともに考え行動し、お互いの理解を深めな

がら「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。

◇企業・町内会・町民活動団体等が行なう

社会貢献活動への支援

コミュニティの育成 

全町内会連合会への補助

 ６４９万円

住民自治意識の啓発と組織の拡充を図り、住民同士の

連帯感に基づく活力あるコミュニティ活動の促進に取り

   

◇町内会活動推進・安全

～ 参画と協働

協働のまちづくりの推進 】 

自治基本条例推進事業 

万円 （町負担額

自治基本条例は、まちづくりを推進するための基本

念や役割分担などを定めた自治体の最高規範です。自治

、町民・議会・行政の条例遵守の状況

を検証し、条例の運用状況などを議論します。

◇自治推進会議の開催、自治基本条例の周知事業

議会広報のための経費 

万円 （町負担額

回発行し、 

ホームページに内容を掲載します。 

開催しますが、 

事前にチラシ等で周知し 

農業委員会だよりのための経費

万円 （町負担額

「農業委員会だより」を年 2回発行します（

（担当）農業委員会

協働のまちづくり推進事業 

万円 （町負担額

「まちづくりの主役は町民」であるという原点に返り、

町民と行政がともに考え行動し、お互いの理解を深めな

がら「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。

◇企業・町内会・町民活動団体等が行なう

社会貢献活動への支援 他 

 】 

全町内会連合会への補助 

万円 （町負担額

住民自治意識の啓発と組織の拡充を図り、住民同士の

連帯感に基づく活力あるコミュニティ活動の促進に取り

◇町内会活動推進・安全ネットワーク

参画と協働で未来を築くまちづくり

（町負担額 38 万円）

自治基本条例は、まちづくりを推進するための基本

念や役割分担などを定めた自治体の最高規範です。自治

、町民・議会・行政の条例遵守の状況

を検証し、条例の運用状況などを議論します。   

自治基本条例の周知事業 

（担当）企画課

（町負担額 239 万円）

 

農業委員会だよりのための経費 

（町負担額 23 万円）

回発行します（480 部）。

担当）農業委員会

（町負担額 55 万円）

「まちづくりの主役は町民」であるという原点に返り、

町民と行政がともに考え行動し、お互いの理解を深めな

がら「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。

◇企業・町内会・町民活動団体等が行なう環境整備な

（担当）企画課

（町負担額 649 万円）

住民自治意識の啓発と組織の拡充を図り、住民同士の

連帯感に基づく活力あるコミュニティ活動の促進に取り

ネットワークの整備、運営費

（担当）生活課
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で未来を築くまちづくり

※ 

 
① 事業費

からの繰入れ
す。

 
② 国の補正予算等に伴い、平成

化し、平成
一体的に

万円）  

自治基本条例は、まちづくりを推進するための基本理

念や役割分担などを定めた自治体の最高規範です。自治

、町民・議会・行政の条例遵守の状況

 

 他 

担当）企画課 

 

  

広報広聴のための経費

万円）  

 

 開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

町民と行政の良好な相互関

報中標津はこれまでより

すく親しみのある情報をお届けします。

◇「広報中標津」発行（月

  

新年度予算主要施策概要のための経費

万円）  

部）。 

 

担当）農業委員会 

  今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

により配布します。

  

フロンティア事業推進補助

万円）  

「まちづくりの主役は町民」であるという原点に返り、

町民と行政がともに考え行動し、お互いの理解を深めな

がら「協働で進めるまちづくり」の実現に取り組みます。 

環境整備な 

担当）企画課 

 フロンティア基金を活用し、地域活動のリーダー

住民参加のまちづくりの推進を目的に

など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。

  

◇人材育成事業、交流推進事業、コミュニティー推

  
  

農村集落コミュニティ振興事業

万円）  

住民自治意識の啓発と組織の拡充を図り、住民同士の

連帯感に基づく活力あるコミュニティ活動の促進に取り

の整備、運営費 

担当）生活課 

 農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

に、入植

た農村集落の記念事業に対し

 

◇武佐小学校閉校記念事業

-

で未来を築くまちづくり

 事業費・財源の掲載方法について（一般会計のみ）

事業費の財源について、町が負担する金額（町債
からの繰入れを含む）をカッコ内（
す。 

国の補正予算等に伴い、平成
化し、平成 28
一体的に掲載しています。

広報広聴のための経費

 １，６０２

開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

町民と行政の良好な相互関

報中標津はこれまでより

すく親しみのある情報をお届けします。

◇「広報中標津」発行（月

（ＦＭ放送）

新年度予算主要施策概要のための経費

 ５２

今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

により配布します。

フロンティア事業推進補助

 ５０万円

フロンティア基金を活用し、地域活動のリーダー

住民参加のまちづくりの推進を目的に

など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。

 

◇人材育成事業、交流推進事業、コミュニティー推

業、地域・産業おこし事業

農村集落コミュニティ振興事業

 ７０

農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

に、入植以来、互助の精神で農業・農村の振興を支えてき

た農村集落の記念事業に対し

 

◇武佐小学校閉校記念事業

で未来を築くまちづくり

財源の掲載方法について（一般会計のみ）

について、町が負担する金額（町債
を含む）をカッコ内（

国の補正予算等に伴い、平成
8 年度に繰越して実施する事業も含めて、

掲載しています。 

広報広聴のための経費

１，６０２万円 

開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

町民と行政の良好な相互関係の構築を図ります。また、広

報中標津はこれまでより 4 頁増の

すく親しみのある情報をお届けします。

◇「広報中標津」発行（月 10,650

（ＦＭ放送） 他 

新年度予算主要施策概要のための経費

５２万円 

今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

により配布します。 

フロンティア事業推進補助

５０万円 

フロンティア基金を活用し、地域活動のリーダー

住民参加のまちづくりの推進を目的に

など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。

◇人材育成事業、交流推進事業、コミュニティー推

業、地域・産業おこし事業

農村集落コミュニティ振興事業

７０万円 

農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

以来、互助の精神で農業・農村の振興を支えてき

た農村集落の記念事業に対して、一部補助を行います。

◇武佐小学校閉校記念事業 

で未来を築くまちづくり ～ 

財源の掲載方法について（一般会計のみ）

について、町が負担する金額（町債
を含む）をカッコ内（ ）に

国の補正予算等に伴い、平成 27 年度に補正予算
年度に繰越して実施する事業も含めて、

 

広報広聴のための経費 

（町負担額

開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

係の構築を図ります。また、広

頁増の 16 頁にし、よりわ

すく親しみのある情報をお届けします。 

10,650 部）、行政情報の発信

（

新年度予算主要施策概要のための経費

（町負担額

今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

（

フロンティア事業推進補助 

（町負担額

フロンティア基金を活用し、地域活動のリーダー

住民参加のまちづくりの推進を目的に町民が取り組む事業

など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。

◇人材育成事業、交流推進事業、コミュニティー推

業、地域・産業おこし事業 他 

（担当）経済振興課

農村集落コミュニティ振興事業 

（町負担額

農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

以来、互助の精神で農業・農村の振興を支えてき

て、一部補助を行います。

 

（

財源の掲載方法について（一般会計のみ）

について、町が負担する金額（町債、基金
）に掲載していま

年度に補正予算で予算
年度に繰越して実施する事業も含めて、

（町負担額 1,547 万円）

開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

係の構築を図ります。また、広

頁にし、よりわかりや

行政情報の発信

（担当）総務課

新年度予算主要施策概要のための経費 

（町負担額 52 万円）

今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

（担当）企画課

（町負担額 50 万円）

フロンティア基金を活用し、地域活動のリーダー育成や

町民が取り組む事業

など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。 

◇人材育成事業、交流推進事業、コミュニティー推進事

担当）経済振興課

 

（町負担額 70 万円）

農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

以来、互助の精神で農業・農村の振興を支えてき

て、一部補助を行います。  

（担当）企画課

財源の掲載方法について（一般会計のみ） 

、基金 
ていま 

予算 
年度に繰越して実施する事業も含めて、 

万円） 

開かれた町政の推進のため広報・広聴機能の充実に努め、

係の構築を図ります。また、広

かりや

行政情報の発信 

担当）総務課 

万円） 

今年の予算の使い道を掲載した、本書「よくわかること

しの中標津（まち）づくり」を作成して、町内会との協働

担当）企画課 

万円） 

育成や

町民が取り組む事業

 

進事 

担当）経済振興課 

万円） 

農村集落におけるコミュニティの振興を図ることを目的

以来、互助の精神で農業・農村の振興を支えてき

  

担当）企画課 
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計根別地域振興補助 移住促進事業 

 ６２万円 （町負担額 62 万円）   ３１１万円 （町負担額 21 万円） 

計根別における地域コミュニティの活性化を図る活動

経費に対する補助を行い、人々の交流を通して、ぬくも

りのある住みよい生活環境と、地域の豊かさを感じられ

る地域社会の構築を目指します。 

（担当）経済振興課 

 町内の受入体制整備や道外などへの情報発信を行い、移

住を検討されている方を対象に「お試し暮らし」などの移

住促進事業に取り組み、交流人口の拡大と地域経済の活性

化を図ります。  

◇首都圏での移住ＰＲ活動、移住体験事業の推進 他 

（担当）経済振興課 

【 国際化、地域間交流の促進 】   

地域間交流促進事業 魅力発信交流事業 

 １９７万円 （町負担額 161 万円）   １００万円 （町負担額 0 万円） 

友好都市の川崎市などとの交流事業や川崎市民まつり

への参加経費の一部負担などを行います。 

また、首都圏との交流人口の拡大に向け、東京・札幌

中標津会と連携し、その活動費補助を行います。 

（担当）経済振興課 

  町外に住む大学生などをゼミ・サークル単位で積極的に

町に招き、町民との交流活動を通じて地域課題を学び、次

世代を担う地域の人材育成を図ります。 

 ◇大学生等の活動経費（交通費・宿泊費）の一部補助 

（担当）企画課 

   

インカレねむろ推進事業 

 ３万円 （町負担額 0 万円）  

 根室管内 1 市 4 町が連携して実施する、根室地域への

大学ゼミ合宿誘致事業への負担金です。 

 

（担当）経済振興課 

 

【 北方領土対策の推進 】   

北方領土返還対策事業 北方四島医療支援事業 

 １２１万円 （町負担額 102 万円）   １，４１２万円 （町負担額 0 万円） 

北方領土問題の啓発を図り返還運動を推進するととも

に、ビザなし交流による北方四島在住ロシア人との交流

活動を推進し、相互理解に取り組みます。 

◇返還啓発・返還運動団体への補助・ビザなし交流 他 

（担当）企画課 

 外務省が実施する北方四島住民人道支援事業に協力し、

北方領土在住ロシア人患者を町立中標津病院で受入れま

す。 

（担当）企画課 

【 計画的な行政経営の推進 】 

行政改革推進のための経費 公共施設等総合管理計画策定のための経費 

 ２１万円 （町負担額 21 万円）   ５２１万円 （町負担額 521 万円） 

行政改革推進の一環として、行政評価のため内部評価

を行なうほか、町民アンケートの実施や外部評価委員会

を開催し、行政経営の効率化や透明性の確保に努めます。 

 

◇施策評価、事務事業評価、外部評価委員会の開催、 

町民アンケート実施・結果公表 他 

（担当）企画課 

 財政負担の軽減・平準化や公共施設等を最適に配置する

ため、公共施設等の現状、将来の見通しや課題等の分析を

行い、長期的な視点での更新・統廃合・長寿命化の基本方

針を策定します。 

◇対象施設～公共施設、インフラ資産（道路、水道等） 

◇計画期間～10 年間 

（担当）企画課 

 

 新規 土地課税台帳電子化のための経費 収納向上対策推進のための経費 

 １００万円 （町負担額 100 万円）   ２２５万円 （町負担額 224 万円） 

 紙台帳で管理していた土地課税台帳をデジタル化し、

システム管理化することによって、更新事務の効率化と

問い合わせへの迅速な対応など、窓口対応環境の向上を

図ります。 

 ◇データの移行委託、作業員雇用賃金 

（担当）税務課 

 住民への納税意識の啓発、滞納整理強化や国民健康保険

税と連携した納期内納付の奨励対策などにより収納率向上

に努めます。 

◇納期内納付奨励対策、 

釧路・根室広域地方税滞納整理機構負担金 他 

（担当）納税課 



 

職員研修のための経費

 

職務の遂行に必要な知識・技能と教養の向上や、職務

を民主的かつ能率的に遂行できる人材育成

業に取り組みます。

◇一般研修、政策・専門実務・能力開発研修、

階層別研修（係員／主査・係長／管理職）

人事評価制度研修、メンタルヘルス研修

 

 

基本目標２

【 子育て支援の充実

町立保育園・へき地保育所運営のための経費

 ３，８６０
 町立保育園とへき地保育所（俣落・俵橋・協和）の運

営経費です。また、今年度は

備改修を実施します。

◇町立保育

◇へき地保育所

 

（担当）保育所

 

施設型給付費に対する負担金

 

町外の認定こども園へ入所する児童に係る負担金で

す。 

 

ひとり親家庭等の医療扶助のための経費

 ２，０２６

ひとり親家庭（母子・父子）に対し

助成を行います。（※所得基準等の要件あり）

 

◇北海道の助成基

【児童】入院・入院外・歯科・調剤

◇町の単独基準

 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営管理のための経費

 

就学前の児童の発達を援助し、日常生活における基本

動作の自立促進に取り組みます。

（週 5日・利用定数

職員研修のための経費

 ３６５万円

職務の遂行に必要な知識・技能と教養の向上や、職務

を民主的かつ能率的に遂行できる人材育成

取り組みます。 

◇一般研修、政策・専門実務・能力開発研修、

階層別研修（係員／主査・係長／管理職）

人事評価制度研修、メンタルヘルス研修

基本目標２ ～

子育て支援の充実 】

町立保育園・へき地保育所運営のための経費

３，８６０万円
町立保育園とへき地保育所（俣落・俵橋・協和）の運

営経費です。また、今年度は

備改修を実施します。 

町立保育園 ～定員 90

へき地保育所～定員各

担当）保育所 

施設型給付費に対する負担金

 ２９８万円

町外の認定こども園へ入所する児童に係る負担金で

ひとり親家庭等の医療扶助のための経費

２，０２６万円

ひとり親家庭（母子・父子）に対し

助成を行います。（※所得基準等の要件あり）

北海道の助成基準 

【児童】入院・入院外・歯科・調剤

町の単独基準～【親】入院外

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営管理のための経費

 ３３３万円

就学前の児童の発達を援助し、日常生活における基本

動作の自立促進に取り組みます。

日・利用定数 20 名）

（担当）児童デイサービスセンター

職員研修のための経費 

万円 （町負担額

職務の遂行に必要な知識・技能と教養の向上や、職務

を民主的かつ能率的に遂行できる人材育成

◇一般研修、政策・専門実務・能力開発研修、

階層別研修（係員／主査・係長／管理職）

人事評価制度研修、メンタルヘルス研修

～ 健やかでやさしいまちづくり

】 

町立保育園・へき地保育所運営のための経費

万円 （町負担額

町立保育園とへき地保育所（俣落・俵橋・協和）の運

営経費です。また、今年度は俣落へき地保育所の水道設

90 名 

定員各 30 名 

施設型給付費に対する負担金

万円 （町負担額

町外の認定こども園へ入所する児童に係る負担金で

（担当）子育て支援室

ひとり親家庭等の医療扶助のための経費

万円 （町負担額

ひとり親家庭（母子・父子）に対して

助成を行います。（※所得基準等の要件あり）

 

【児童】入院・入院外・歯科・調剤

【親】入院外[医科]

（担当）子育て支援室

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営管理のための経費

万円 （町負担額

就学前の児童の発達を援助し、日常生活における基本

動作の自立促進に取り組みます。 

名） 

担当）児童デイサービスセンター

（町負担額 316 万円）

職務の遂行に必要な知識・技能と教養の向上や、職務

を民主的かつ能率的に遂行できる人材育成のため研修事

◇一般研修、政策・専門実務・能力開発研修、 

階層別研修（係員／主査・係長／管理職）、 

人事評価制度研修、メンタルヘルス研修 

（担当）総務課

健やかでやさしいまちづくり

町立保育園・へき地保育所運営のための経費

（町負担額 1,433 万円）

町立保育園とへき地保育所（俣落・俵橋・協和）の運

俣落へき地保育所の水道設

施設型給付費に対する負担金 

（町負担額 75 万円）

町外の認定こども園へ入所する児童に係る負担金で

担当）子育て支援室

ひとり親家庭等の医療扶助のための経費

（町負担額 1,332 万円）

て、医療費の一部

助成を行います。（※所得基準等の要件あり） 

【児童】入院・入院外・歯科・調剤 【親】入院 

]・調剤 

担当）子育て支援室

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営管理のための経費

（町負担額 0 万円）

就学前の児童の発達を援助し、日常生活における基本

担当）児童デイサービスセンター
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 新

万円）  

職務の遂行に必要な知識・技能と教養の向上や、職務

のため研修事

担当）総務課 

  財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

類等の作成が国から要請されているため、平成

に整備します。

 ◇平成

  

  

健やかでやさしいまちづくり

  

町立保育園・へき地保育所運営のための経費 子ども・子育て支援事業

万円）  

町立保育園とへき地保育所（俣落・俵橋・協和）の運

俣落へき地保育所の水道設
  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。

 ◇一時預かり事業委託（幼稚園型・一般型）

 ◇ファミリー・サポート・センター事業

 ◇病児保育事業委託

 ◇施設紹介パンフレット作成

 

  

泉保育園支給認定保育のための経費

万円）  

町外の認定こども園へ入所する児童に係る負担金で

担当）子育て支援室 

  中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

などに対する経費です。

◇入所人員

  

ひとり親家庭等の医療扶助のための経費 乳幼児の医療扶助のための経費

万円）  

、医療費の一部

 

 

担当）子育て支援室 

 就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

います。（※所得基準等の要件あり

 

◇

【

【小学生】入院

 

（担当）子育て支援室

  

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営管理のための経費 子ども発達支援事業

万円）  

就学前の児童の発達を援助し、日常生活における基本

 

担当）児童デイサービスセンター 

 理学療法士

遅れや障がいのある子どもとその家族への

育を支援します。

-

新規 地方公会計整備促進のための経費

 １５１

財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

類等の作成が国から要請されているため、平成

に整備します。 

◇平成 28 年度～固定資産台帳の整備作業等

  平成 29 年度～財務書類作成、固定資産台帳の更新

健やかでやさしいまちづくり 

子ども・子育て支援事業

 １，８４３
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。

◇一時預かり事業委託（幼稚園型・一般型）

◇ファミリー・サポート・センター事業

◇病児保育事業委託

◇施設紹介パンフレット作成

泉保育園支給認定保育のための経費

 ７，８９７

中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

などに対する経費です。

◇入所人員 90 名

乳幼児の医療扶助のための経費

 ２，４９２

就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

います。（※所得基準等の要件あり

 

◇助成基準 

【乳幼児】入院・入院外

【小学生】入院

担当）子育て支援室

子ども発達支援事業

 ５７

理学療法士、心理士、言

遅れや障がいのある子どもとその家族への

育を支援します。

地方公会計整備促進のための経費

１５１万円 

財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

類等の作成が国から要請されているため、平成

 

年度～固定資産台帳の整備作業等

年度～財務書類作成、固定資産台帳の更新

 ～ 

子ども・子育て支援事業

１，８４３万円 

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。 

◇一時預かり事業委託（幼稚園型・一般型）

◇ファミリー・サポート・センター事業

◇病児保育事業委託 

◇施設紹介パンフレット作成

泉保育園支給認定保育のための経費

７，８９７万円 

中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

などに対する経費です。  

名 

乳幼児の医療扶助のための経費

２，４９２万円 

就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

います。（※所得基準等の要件あり

乳幼児】入院・入院外・歯科

【小学生】入院 

担当）子育て支援室 

子ども発達支援事業 

５７万円 

、心理士、言語聴覚士の派遣を受け、発達の

遅れや障がいのある子どもとその家族への

育を支援します。 

（担当）児童デイサービスセンター

地方公会計整備促進のための経費

（町負担額

財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

類等の作成が国から要請されているため、平成

年度～固定資産台帳の整備作業等

年度～財務書類作成、固定資産台帳の更新

（担当）財政

子ども・子育て支援事業 

（町負担額

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

◇一時預かり事業委託（幼稚園型・一般型）

◇ファミリー・サポート・センター事業 

◇施設紹介パンフレット作成 他 

（担当）子育て支援室

泉保育園支給認定保育のための経費

（町負担額

中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

（担当）子育て支援室

乳幼児の医療扶助のための経費 

（町負担額

就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

います。（※所得基準等の要件あり） 

・歯科・調剤 

 

（町負担額

語聴覚士の派遣を受け、発達の

遅れや障がいのある子どもとその家族への適切な相談や療

担当）児童デイサービスセンター

地方公会計整備促進のための経費 

（町負担額 151 万円）

財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

類等の作成が国から要請されているため、平成 29 年度まで

年度～固定資産台帳の整備作業等 

年度～財務書類作成、固定資産台帳の更新 

（担当）財政課

（町負担額 642 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

◇一時預かり事業委託（幼稚園型・一般型） 

 

担当）子育て支援室

泉保育園支給認定保育のための経費 

（町負担額 1,397 万円）

中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

担当）子育て支援室

 

（町負担額 1,191 万円）

就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

（町負担額 0 万円）

語聴覚士の派遣を受け、発達の

適切な相談や療

担当）児童デイサービスセンター

万円） 

財務情報のわかりやすい開示と資産・債務管理や予算編

成等へ活用することを目的に、統一的な基準による財務書

年度まで

課 

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

担当）子育て支援室 

万円） 

中標津有隣福祉会が運営する泉保育園の運営費・人件費

担当）子育て支援室 

万円） 

就学前の乳幼児と小学生に対し、医療費の一部助成を行

万円） 

語聴覚士の派遣を受け、発達の

適切な相談や療

 

担当）児童デイサービスセンター 
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児童手当支給のための経費 児童館運営管理のための経費 

 ４億２，５２２万円 （町負担額 6,447 万円）   ６，０３０万円 （町負担額 2,717 万円） 

中学校修了までの子どもを対象に支給される手当で

す。 
 中標津町児童センター「みらいる」を、児童館・児童ク

ラブ・子育て支援センター機能を統括した子育て支援拠点

施設として利用を図ります。 

また、その他の 4 児童館と合わせて、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、保健セン

ターと連携した乳幼児相談体制の充実を図ります。 

◇放課後児童館クラブ 8クラブ（開設 292 日）、 

じどうかん祭り､ﾁｬｲﾙﾄﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事業、 

いどばたの学校、赤ちゃん交流事業 他 

（担当）子育て支援室 

◇ 0 歳 ～ 3 歳 未 満 ： 

◇3 歳以上小学校修了（第 1・2 子）： 

◇3 歳以上小学校修了（第 3 子以降）： 

◇小学校修了後中学校修了まで ： 

◇所得制限が適用された家庭 ： 

（担当）子育て支援室 

月額 15,000 円 

月額 10,000 円 

月額 15,000 円 

月額 10,000 円 

月額 5,000 円 

 

【 高齢者施策の充実 】   

高齢者支援事業  ８７２万円 （町負担額 760 万円） 

高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の基本理念『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、支援を行います。 

◇長寿者等記念品贈呈：長寿の節目に記念品を贈呈（長寿・白寿・米寿） 

◇託 老 事 業 補 助：地域ボランティア「中標津つくしの会」へ補助 

◇老人クラブ育成事業：老人クラブ連合会への運営費・研修費補助 

◇災害時要援護者台帳整備 

自ら希望する高齢者を災害時要援護者名簿へ登録し、町内会との連携による見守り体制構築 

◇在宅ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業 

在宅独居老人などの急病・災害発生等緊急時における連絡・援助体制の確立（通報受信業務等運営費 70 台） 

◇老人居宅事業 

独居老人・老夫婦世帯などへの除雪サービスや、ハートコールサービスの提供          （担当）福祉課 

   

老人福祉施設入所措置費 共生型交流センター運営管理のための経費 

 １，０４３万円 （町負担額 779 万円）   １７８万円 （町負担額 158 万円） 

65 歳以上で自立した生活が困難な方の養護老人ホーム

入所生活費です。 

（担当）福祉課 

 高齢者、障がい児・障がい者とあらゆる町民が集い相互

交流を行い、高齢者等の社会参加の促進や障がい者の相談

支援を行う、共生のまちづくりを進めるための交流センタ

ー運営管理経費です。         （担当）福祉課 

   

シルバー人材センターへの運営費補助 老人福祉居宅介護事業への補助 

 ４８１万円 （町負担額 481 万円）   ６８８万円 （町負担額 688 万円） 

高齢者の社会参加と能力を活かした活力ある地域社会

づくりのため、シルバー人材センターへ運営費の補助を

行います。 

（担当）福祉課 

 社会福祉法人中標津町社会福祉協議会が行なう老人居宅

介護事業に対して補助を行います。 

◇訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 

（担当）福祉課 

   

介護人材確保育成支援事業 介護保険事業特別会計 

２７８万円 （町負担額 278 万円）  １３億７，５１６万円  

 介護人材の定着と地域の人材育成を促進し、安定的な

介護サービスの提供を図ります。 

 そのために、居宅サービス及び施設サービス事業所が

有期雇用契約で雇用し、介護業務等に従事させながら訓

練を行う際の賃金や、就業に必要な研修費用を助成しま

す。 

 （担当）介護保険課 

 ◇保険事業 

・第 1号被保険者数：5,611 名 

・要介護認定者：居宅 541 名・施設 138 名・未利用 58 名 

・地域支援事業(地域包括支援センター) 

・介護予防・日常生活支援総合事業実施に向けたデモ事 

 業 他 

◇サービス事業 

介護予防支援事業所事業運営費 

（担当）介護保険課 



 

【 障がい者施策の充実

根室圏域障がい者総合相談支援センター事業

 

根室管内 1

専門相談員を

事業を行います。

 

重度心身障がい者医療扶助のための経費

 ３，１９２

身体障がい者（

級)・重度知的障がい者

医療費の一部助成を行います。（所得基準等要件有り）

 

障がい者グループホーム運営管理のための経費

 

町内で生活を営む障がい者の日常生活の介護、支援を

行うためのグループホームの運営管理に要する経費で

す。 

 

手話奉仕員養成講座開催のための経費

国の地域生活支援事業を活用して、平成

北海道福祉事務所中標津出張所に配置された道ろうあ連

盟職員等と連携し、手話奉仕員の確保・充実を図ります。

 

障がい者地域生活支援事業

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

支援の提供を受けられる環境の条件整備を行います。

 

◇訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事

◇在 宅 福 祉 移 送 サ ー ビ

◇日 中 一 時 支 援 事

◇コミュニケーション支援事

◇障 が い 者 移 動 支

◇地域活動支援センター事

◇障がい者日常生活用具

障がい者施策の充実 

根室圏域障がい者総合相談支援センター事業

 ３３１万円

1 市 4 町と連携して、共生型交流センターに

専門相談員を配置し、管内における障がい者の相談支援

事業を行います。 

重度心身障がい者医療扶助のための経費

３，１９２万円

身体障がい者（1級･2 級･

・重度知的障がい者、療育手帳Ａ判定の

医療費の一部助成を行います。（所得基準等要件有り）

障がい者グループホーム運営管理のための経費

 １７７万円

町内で生活を営む障がい者の日常生活の介護、支援を

行うためのグループホームの運営管理に要する経費で

手話奉仕員養成講座開催のための経費

 ２１万円

国の地域生活支援事業を活用して、平成

北海道福祉事務所中標津出張所に配置された道ろうあ連

盟職員等と連携し、手話奉仕員の確保・充実を図ります。

障がい者地域生活支援事業

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

支援の提供を受けられる環境の条件整備を行います。

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事

在 宅 福 祉 移 送 サ ー ビ

日 中 一 時 支 援 事

コミュニケーション支援事

障 が い 者 移 動 支

地域活動支援センター事

障がい者日常生活用具

 】 

根室圏域障がい者総合相談支援センター事業

万円 （町負担額

町と連携して、共生型交流センターに

し、管内における障がい者の相談支援

重度心身障がい者医療扶助のための経費

万円 （町負担額

級･3 級[一部]）・精神障がい者

、療育手帳Ａ判定の

医療費の一部助成を行います。（所得基準等要件有り）

障がい者グループホーム運営管理のための経費

万円 （町負担額

町内で生活を営む障がい者の日常生活の介護、支援を

行うためのグループホームの運営管理に要する経費で

手話奉仕員養成講座開催のための経費

万円 （町負担額

国の地域生活支援事業を活用して、平成

北海道福祉事務所中標津出張所に配置された道ろうあ連

盟職員等と連携し、手話奉仕員の確保・充実を図ります。

障がい者地域生活支援事業 

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

支援の提供を受けられる環境の条件整備を行います。

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業：身体障がい者

在 宅 福 祉 移 送 サ ー ビ ス：車いす等を使用する障がい者の通院などを支援

日 中 一 時 支 援 事 業：共生型交流センターを活用して実施する障がい児

休息や、保護者の所用のための一時預かり支援

コミュニケーション支援事業：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

社会生活上の利便を図るため、手話通訳者を派遣

障 が い 者 移 動 支 援：屋外移動が困難な障がい者への外出支援

地域活動支援センター事業：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

障がい者日常生活用具給付費等扶助

根室圏域障がい者総合相談支援センター事業

（町負担額 192 万円）

町と連携して、共生型交流センターに

し、管内における障がい者の相談支援

（担当）福祉課

重度心身障がい者医療扶助のための経費

（町負担額 1,141 万円）

）・精神障がい者

、療育手帳Ａ判定の方に対して、

医療費の一部助成を行います。（所得基準等要件有り）

（担当）福祉課

障がい者グループホーム運営管理のための経費

（町負担額 177 万円）

町内で生活を営む障がい者の日常生活の介護、支援を

行うためのグループホームの運営管理に要する経費で

（担当）福祉課

手話奉仕員養成講座開催のための経費 

（町負担額 11 万円）

国の地域生活支援事業を活用して、平成 24 年 6月から

北海道福祉事務所中標津出張所に配置された道ろうあ連

盟職員等と連携し、手話奉仕員の確保・充実を図ります。

（担当）福祉課

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

支援の提供を受けられる環境の条件整備を行います。

：身体障がい者(児

：車いす等を使用する障がい者の通院などを支援

：共生型交流センターを活用して実施する障がい児

休息や、保護者の所用のための一時預かり支援

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

社会生活上の利便を図るため、手話通訳者を派遣

：屋外移動が困難な障がい者への外出支援

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

給付費等扶助：身体障がい者（児）への日常生活用具の給付

（ストマ装具、紙おむつ、特殊寝台、入浴補助用具
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根室圏域障がい者総合相談支援センター事業 特定疾患等患者通院交通費への補助

万円）  

町と連携して、共生型交流センターに

し、管内における障がい者の相談支援

担当）福祉課 

 特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

る方に、交通費の一部補助を行います。

  

重度心身障がい者医療扶助のための経費 障がい者介護・訓練給付費等扶助事業

万円）  ５億５，９１９

）・精神障がい者(1

方に対して、

医療費の一部助成を行います。（所得基準等要件有り） 

 

担当）福祉課 

 障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

を行います。

◇障がい者介護・訓練等給付、障がい児通所給付、

  

障がい者グループホーム運営管理のための経費 障がい者グループホーム入居者補足給付費

万円）  

町内で生活を営む障がい者の日常生活の介護、支援を

行うためのグループホームの運営管理に要する経費で

担当）福祉課 

 グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

び食費、光熱水費を支払った後、手元に最低限

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。

 

万円）  

月から

北海道福祉事務所中標津出張所に配置された道ろうあ連

盟職員等と連携し、手話奉仕員の確保・充実を図ります。 

担当）福祉課 

 

  

 

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

支援の提供を受けられる環境の条件整備を行います。 

児)を対象に、移動入浴車による訪問入浴サービス

：車いす等を使用する障がい者の通院などを支援

：共生型交流センターを活用して実施する障がい児

休息や、保護者の所用のための一時預かり支援

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

社会生活上の利便を図るため、手話通訳者を派遣

：屋外移動が困難な障がい者への外出支援

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

：身体障がい者（児）への日常生活用具の給付

（ストマ装具、紙おむつ、特殊寝台、入浴補助用具

-

特定疾患等患者通院交通費への補助

 １１４

特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

る方に、交通費の一部補助を行います。

障がい者介護・訓練給付費等扶助事業

５億５，９１９

障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

を行います。 

◇障がい者介護・訓練等給付、障がい児通所給付、

障がい者補装具、障がい者自立支援医療

障がい者グループホーム入居者補足給付費

 ３７６

グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

び食費、光熱水費を支払った後、手元に最低限

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。

 １，８６６

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

を対象に、移動入浴車による訪問入浴サービス

：車いす等を使用する障がい者の通院などを支援

：共生型交流センターを活用して実施する障がい児

休息や、保護者の所用のための一時預かり支援

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

社会生活上の利便を図るため、手話通訳者を派遣

：屋外移動が困難な障がい者への外出支援 

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

：身体障がい者（児）への日常生活用具の給付

（ストマ装具、紙おむつ、特殊寝台、入浴補助用具

特定疾患等患者通院交通費への補助

１１４万円 

特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

る方に、交通費の一部補助を行います。

障がい者介護・訓練給付費等扶助事業

５億５，９１９万円 

障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

◇障がい者介護・訓練等給付、障がい児通所給付、

障がい者補装具、障がい者自立支援医療

障がい者グループホーム入居者補足給付費

３７６万円 

グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

び食費、光熱水費を支払った後、手元に最低限

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。

１，８６６万円 

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

を対象に、移動入浴車による訪問入浴サービス

：車いす等を使用する障がい者の通院などを支援 

：共生型交流センターを活用して実施する障がい児(者)の介護者に対する一時的な

休息や、保護者の所用のための一時預かり支援 

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

社会生活上の利便を図るため、手話通訳者を派遣 

 

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

：身体障がい者（児）への日常生活用具の給付  

（ストマ装具、紙おむつ、特殊寝台、入浴補助用具

特定疾患等患者通院交通費への補助

（町負担額

特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

る方に、交通費の一部補助を行います。 

（

障がい者介護・訓練給付費等扶助事業

（町負担額 1

障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

◇障がい者介護・訓練等給付、障がい児通所給付、

障がい者補装具、障がい者自立支援医療

（

障がい者グループホーム入居者補足給付費

（町負担額

グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

び食費、光熱水費を支払った後、手元に最低限

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。

（

（町負担額

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

を対象に、移動入浴車による訪問入浴サービス 

の介護者に対する一時的な

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託）

（ストマ装具、紙おむつ、特殊寝台、入浴補助用具 他） 

（

特定疾患等患者通院交通費への補助 

（町負担額 114 万円）

特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

（担当）福祉課

障がい者介護・訓練給付費等扶助事業 

1 億 3,980 万円）

障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

◇障がい者介護・訓練等給付、障がい児通所給付、 

障がい者補装具、障がい者自立支援医療 

（担当）福祉課

障がい者グループホーム入居者補足給付費 

（町負担額 376 万円）

グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

び食費、光熱水費を支払った後、手元に最低限の金銭が残

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。

（担当）福祉課

（町負担額 1,139 万円）

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 

の介護者に対する一時的な 

：聴覚・言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通が困難な聴覚障がい者などの 

：障がい者の創作・生産活動の機会の提供（ＮＰＯ法人森の家へ委託） 

（担当）福祉課

万円） 

特定疾患などで町外の医療機関に通院し医療を受けてい

 

担当）福祉課 

万円） 

障がい者総合支援法に基づき、障がい者の自立支援など

担当）福祉課 

万円） 

グループホームに入居した障がい者が、本人の収入によ

って生活を維持できるように、施設入所者と同じく家賃及

が残

るよう給付を行い、障がい者の自立を支援する経費です。 

 

担当）福祉課 

 

万円） 

 

 

 

担当）福祉課 
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【 地域福祉の充実 】   

社会福祉協議会への補助 総合福祉センター運営管理のための経費 

 ３，６９１万円 （町負担額 3,691 万円）   ３，２５２万円 （町負担額 3,216 万円） 

地域福祉の向上、高齢者や障がい者などが安心して暮

らせる社会の維持発展のため、広範な福祉活動や福祉サ

ービスを提供する中標津町社会福祉協議会の活動を支援

します。 

（担当）福祉課 

 総合福祉センター「プラット」の運営管理について、指

定管理者制度により中標津町社会福祉協議会へ委託しま

す。 

（担当）福祉課 

【 健康づくりの推進 】   

地域保健指導推進のための経費 特定不妊治療費助成事業 

 ８７万円 （町負担額 65 万円）   ７６万円 （町負担額 76 万円） 

町民全体が健康的な生活習慣を身につけ、生活習慣病

を予防していくとともに、食中毒や熱中症、感染症予防

の啓発を図り、地域保健の推進を図ります。 

◇健康づくり推進計画チラシ・食育推進計画チラシ・ 

 保健予防カレンダーの作成・配布、食育教室開催、 

食育通信発行、食中毒・熱中症・感染症予防啓発 他 

（担当）保健センター 

 少子化対策として安心して子どもを産み育てる環境づく

りの推進を目的に、特定不妊治療を受けた方の経済的負担

の軽減を図ります。 

治療費が北海道の特定不妊治療費助成分を超えた場合、 

1 回あたり 5万円を上限に町独自の助成を行います。 

 

（担当）保健センター 

   

各種健康診査・相談等事業 各種予防接種等のための経費 

 ３，８１７万円 （町負担額 3,684 万円）   ５，０７２万円 （町負担額 5,032 万円） 

◇健康診査・検診 

妊婦健康診査・超音波検査、 

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、指導、家庭訪問 

 各種相談（妊婦･乳幼児･歯科･栄養･成人等）、 

新生児訪問 

◇教室、学習会の開催 

パパママ教室、離乳食教室、 

歯科教室 

（担当）保健センター 

 感染の恐れがある疾病発生やまん延を予防するため、各

種予防接種を行います。 

 

◇乳幼児（四種混合、麻しん・風しん混合、ＢＣＧ、 

不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘） 

◇小学 6年（二種混合）  

◇小学 3年・中学 2年・成人（エキノコックス症検査） 

◇高齢者（インフルエンザ、肺炎球菌） 

◇乳幼児・9～13 歳未満・特例 20 歳未満（日本脳炎） 

 

（担当）保健センター 

【 地域医療の充実 】   

病院事業会計 釧根広域救急医療確保負担金 

４９億３，６９２万円    ２９５万円 （町負担額 295 万円） 

町立中標津病院 

◇診療科 

内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・泌尿器科・ 

耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・放射線科・麻酔科・リハ 

ビリテーション科・精神科・循環器科 

◇病床数 

一般病床 180 床・療養病床 19 床・人工透析 22 床 

◇医師数 

常勤 16 名・常勤嘱託 1名・非常勤 2名 計 19 名 

【主な設備・機器整備】 

◇医療機械器具等購入（2 億 8,700 万円） 

電子カルテ関連システム整備、血管Ｘ線撮影装置 他 

（担当）町立病院 

 

 根室・釧路管内の自治体や釧路市医師会が連携し、休日

や夜間の入院治療等が必要な重症救急患者の円滑な医療を

行なう、広域的救急医療体制の確保のための負担金です。 

 

（担当）保健センター 
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【 医療体制の充実】   

看護職員確保対策経費  １，３１８万円 （町負担額 1,318 万円） 

町立中標津病院における看護職員の充実を図るため、資

金貸付や就職説明会でのＰＲ活動等を行います。 

◇医療技術職員養成修学資金貸付金 

貸付対象者 ：助産師、看護師、准看護師 

（新規 2名・継続 8名） 

貸 付 額：助産師 月額 20 万円、 

看護師 月額 10 万円、 

准看護師 月額 5 万円 

返還義務免除：資格取得後 4年以上の当院勤務 

 

  

 

◇看護職員確保対策貸付金 

貸付対象者 ：助産師、看護師、准看護師（2名） 

貸 付 額：就業支援資金 20 万円、 

住宅準備資金 10 万円、 

移転資金上限 25 万円 

返還義務免除：2年以上の当院勤務 

 

（担当）町立病院 

【 社会保障の充実 】   

国民健康保険事業特別会計  

３１億８，６６８万円     

被保険者見込：6,743 名 

◇国保特定健診・保健指導事業（1,637 万円） 

特定健診・特定保健指導の実施、特定健診未受診者へ 

の受診勧奨、健診自己負担額の無料化 

◇健康づくり推進事業（329 万円） 

国保人間ドック健診、骨粗しょう症検診、歯科疾患予 

防、地区健康推進事業 他 

（担当）住民保険課 

 

  

   

後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療に関連する経費 

２億４，４９４万円   １億６，６８０万円 （町負担額 1 億 6,543 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：2,783 名 

（担当）住民保険課 

 北海道後期高齢者医療広域連合への負担金です（療養給

付費分・健康診査経費分）。 

なお、今年度から骨粗しょう症健診の自己負担額は無料

になりました。 

（担当）住民保険課 

 

 

 

  

基本目標３ ～ 力みなぎる産業のまちづくり ～ 

【 農業の振興 】   

中山間地域等直接支払事業 多面的機能支払交付金事業 

２億８，６２７万円 （町負担額 9,536 万円）  ３，６９１万円 （町負担額 920 万円） 

農業農村の多面的機能の確保を目的に、農業生産性・

収益性の向上、生活環境整備等を促進するために、1ha 当

り 15,000 円の交付金を交付します。 

 

◇交付対象予定面積  

中標津地区：12,116ha、 

計根別地区：6,934ha、 

標津地区：21ha 

 

（担当）農林課 

 農業農村が有している国土保全、景観形成などの多面的

な機能が十分に発揮できるよう、水路・農道などの管理を

地域で支える共同活動に対して支援し、担い手への農地集

積を後押しします。 

・中標津集落：畑 1,036ha、草地 13,494ha 

・計根別集落：草地 6,841ha 

（担当）農林課 
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道営畑地帯総合整備事業への負担金 道営草地整備事業への負担金 

 ３４２万円 （町負担額 54 万円）   １，２５５万円 （町負担額 0 万円） 

◇なかしべつ地区  

道営事業費：1,710 万円、区画整理・暗渠排水 6.2ha 

（担当）農林課 

 ◇中標津地区  

道営事業費：4,900 万円、 

草地整備 88.0ha、草地造成 0.4ha 

（担当）農林課 

   

 新規 道営草地畜産基盤整備事業への負担金 農地情報公表のための経費 

 ６２５万円 （町負担額 0 万円）   ９６万円 （町負担額 57 万円） 

◇計根別北部地区  

道営事業費：2,500 万円、測量試験一式 

（担当）農林課 

  農地利用の効率化等を図るため、電子データ化した農地

台帳と地図を公表するための経費です。 

◇インターネットによる公表、役場窓口での閲覧 他 

（担当）農業委員会 

   

道営農道整備特別対策事業への負担金 道営農地整備事業への負担金 

 ６，８５０万円 （町負担額 6,850 万円）   ２，０９７万円 （町負担額 2,097 万円） 

◇俣落北１１号（その１）地区 

道営事業費：5,200 万円（町負担額 2,600 万円） 

舗装 880ｍ（35 線～37 線） 

◇俵橋１号幹線地区 

 道営事業費：4,300 万円（町負担額 2,150 万円） 

舗装 930ｍ（町道俵橋 1号支線道路～12 線付近） 

◇西竹北１９号地区 

 道営事業費：4,200 万円（町負担額 2,100 万円） 

舗装 700ｍ（39 線～41 線） 

（担当）農林課 

 ◇俵橋第２地区  

道営事業費：6,940 万円（町負担額 1,562 万円） 

舗装 330ｍ、防雪柵 224ｍ（西 7線～西 9 線） 

◇南１号第２地区  

道営事業費：2,380 万円（町負担額 536 万円） 

大型視線誘導標 80 基、用地調査 

（担当）農林課 

   

新規就業・就農ＰＲ事業 農業後継者対策事業 

 ２０万円 （町負担額 20 万円）   １５０万円 （町負担額 150 万円） 

 新規就農者の確保のため、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。 

（担当）農林課 

 基幹産業である農業の発展と担い手の育成を推進するた

め、出会いの場の提供や結婚に関する相談活動を行い、後

継者のパートナー確保支援に取り組む農業後継者対策協議

会への負担金です。 

（担当）農業委員会 

   

新規就農者育成支援事業  ３，１２７万円 （町負担額 2,077 万円） 

新規就農者に対する担い手育成として、費用の一部を

負担するなど支援を行います。 

本年度は、新規就農 2戸に対して支援します。 

《新規就農者支援の取組み》 

◇新規就農者対策事業補助金： 

新規就農者への補助金（1件当たり 400 万円以内） 

別海町酪農研修牧場での育成経費の一部負担 

◇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： 

新規就農者の生活及び経営安定資金貸付（無利子） 

◇青年就農給付金 

就農後（5年）の所得を確保するための給付金 

（担当）農林課 
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馬鈴しょ原種農場運営費への補助 バイオガス導入推進のための経費 

 ７２０万円 （町負担額 720 万円）   ２１万円 （町負担額 21 万円） 

馬鈴しょの優良な原種を確保し、畑作の経営安定と振

興を図るため、ＪＡ中標津に対して原種農場運営経費の

補助を行います。 

（担当）農林課 

 バイオガス導入推進は、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。 

◇バイオマス利活用検討協議会負担金、 

北海道バイオマス関係協議会負担金 他        

（担当）農林課 

   

牛乳消費拡大推進事業 地産地消推進事業 

 １００万円 （町負担額 100 万円）   ５０万円 （町負担額 50 万円） 

牛乳の消費拡大と乳製品食文化の普及のため、牛乳消

費拡大推進委員会の事業を応援します。 

◇イベントや空港到着客への牛乳配布、美唄市との 

物産交流支援、牛乳消費拡大応援条例ＰＲ 他 

（担当）農林課 

 地元農畜産品の地域における積極的な活用に向け、生産

者や関係機関と連携した取り組みを行います。 

◇「中標津丸ごと給食」や地産地消イベントの実施 

（担当）農林課 

   

農業農村活性化資金貸付金 農業関係資金に対する利子補給 

 ４，０００万円 （町負担額 0 万円）   １，０９１万円 （町負担額 484 万円） 

農業経営の改善や合理化、生産性の向上、生活環境の

整備、農村生活の安定を促進するため、農家個人・農業

集団へ無利子資金の貸付を行います。 

（担当）農林課 

 ◇畜産特別資金 

（大家畜経営改善支援資金・大家畜特別支援資金・畜産経 

営維持緊急支援資金、畜産経営改善緊急資金） 

◇農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

◇畑作物冷湿害資金（畑作農家冷湿害被害に対する畑作物 

冷湿害資金） 

（担当）農林課 

   

町営牧場特別会計 畜産食品加工研修センター事業 

 ７，９８１万円   １，９０１万円 （町負担額 412 万円） 

町営牧場は、町の基幹産業である酪農の生産コスト低

減や労働力の軽減などを目的に昭和 37 年に設置し、昭和

43 年に開陽台牧場、昭和 56 年に俵橋牧場を開設し、人工

授精牛を主に夏期預託放牧事業を行っています。 

◇放牧対象 

生後 6ヶ月以上の乳用牛（延入牧頭数 15 万 1,592 頭） 

◇放牧期間 

5 月 25 日～10 月 21 日予定（150 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平成 27年度から 6年間の計 

画で実施しています。 

 ・草地整備 53.2ha、道路整備 392ｍ 他 

・事業費 8,700 万円（町負担額 2,175 万円） 

（担当）農林課 

 乳製品や食肉製品の研究開発、製造のほか、各種研修、

実習を行う畜産食品加工研修センターの事業運営費です。 

 今年度は敷地内舗装の改修工事を実施します。 

（担当）畜産加工研修センター 

【 林業の振興 】 

森林整備事業への補助 未来につなぐ森づくり推進事業への補助 

 ２５４万円 （町負担額 254 万円）   ３０７万円 （町負担額 118 万円） 

公共補助事業による民有林整備の自己負担分へ補助を

行います。 

（担当）農林課 

 森林所有者が伐採後の植林等に意欲的に取り組めるよ

う、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を行います。 

（担当）農林課 
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森林保護事業 森林環境保全直接支援事業 

 １１０万円 （町負担額 98 万円）  ５，１６６万円 （町負担額 2,525 万円） 

町有林の野そ（野ねずみ）駆除剤散布（空中 91.88ha、

地上 69.92ha）と、エゾシカ忌避剤散布（11.41ha）を実

施します。 

 

（担当）農林課 

 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

有者を対象に、施業種ごとに統一的な工程を設定し支援す

ることにより低コスト化を推進し、木材自給率の向上を図

ります。 

◇町有林 

造林 18.58ha、下草刈 115.59ha、除間伐 63.75ha、 

枝打ち 48.20ha、野そ駆除（空中散布）412.05ha 他 

（担当）農林課 

   

町有林間伐促進型 CO2 排出削減対策経費 緑化推進事業（植樹祭） 

 ４４万円 （町負担額 44 万円）   ５１万円 （町負担額 31 万円） 

町では間伐事業等で得られる二酸化炭素吸収量の利活

用として、「Ｊ-クレジット制度」を利用したクレジット

販売により得られる資金を次の間伐や植栽に充てる「カ

ーボンオフセット」に取り組んでいます。 

平成 26 年度に取得したクレジット販売のため、ＰＲ活

動や企業との個別交渉に取り組みます。 

（担当）農林課 

 町民と共に森林に対する理解と認識を深め、未来につな

がる豊かな森づくりを推進するため、ニトリ北海道応援基

金を活用して植樹祭を開催します。 

 

◇町植樹祭（旧開陽牧場跡地[開陽]、6月 5日開催） 

◇赤ちゃん誕生記念植樹（森林公園、5月 29 日開催） 

（担当）農林課 

【 商工業の振興 】   

中小企業振興基本条例推進事業 商工業振興推進補助 

 ４２万円 （町負担額 39 万円）   １７３万円 （町負担額 173 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。   

◇中小企業振興審議会の開催 他 

（担当）経済振興課 

 商工会が実施する商工業振興推進事業に対して補助を行

います。 

◇地域商店街活性化対策、雇用向上育成対策、情報シス 

テム化対策 

（担当）経済振興課 

   

中小企業に対する支援事業  １，２００万円 （町負担額 950 万円） 

地元企業の大半を占める中小企業の活性化は、地域経済の活性化に繋がり、中心市街地の空洞化の抑制を図ること 

から、経営基盤強化や起業支援としてかかる費用の一部補助を行ないます。 

◇中小企業融資保証補助（700 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への補助。 

融資初年度の全額補助は継続。 

◇中小企業応援事業補助（250 万円） 

既存企業の店舗や設備等を改修する費用の一部を補助。 

【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（250 万円） 

都市計画区域内の用途地域内において、空き地空き店舗等を活用し 

創業する起業家への支援として、開業関連経費の一部を補助 

（担当）経済振興課 

   

まちなか賑わい推進事業への補助 特産品・地域ブランドＰＲ強化事業 

 １３０万円 （町負担額 130 万円）   １０１万円 （町負担額 86 万円） 

経済センター（なかまっぷ）とタワラマップ川親水広

場を活用した中心市街地活性化イベントへの補助を行い

ます。 

◇「第 11 回まちなか賑わい秋の陣・清流物語」 

 

（担当）経済振興課 

 地元特産品の付加価値を高め、「なかしべつブランド」と

して町外へ発信・販売促進を図るため、各種イベントへの

参加や観光プロモーションとの一体的な取組みを支援しま

す。 

◇特産品ＰＲ事業支援 他 

（担当）経済振興課 
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新規 東京２３区連携事業 

  ３７万円 （町負担額 0 万円） 

 人口減少社会を迎えるなか、地域経済の活性化につなげ

る取組みとして、東京２３区との交流・連携事業を根室管

内市町と一体的に取り組みます。 

 

◇東京２３区内での物産販売ＰＲ事業 他 

 

（担当）企画課 

【 観光の振興 】   

根室管内教育旅行誘致推進協議会への負担金 広域連携観光ＰＲ事業 

 ５０万円 （町負担額 50 万円）   １９２万円 （町負担額 192 万円） 

道外から根室地域への教育旅行誘致を推進するため、 

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。 

（担当）経済振興課 

  自治体のほか、観光協会や商工会などの団体で構成し、

広域観光に取組む団体への負担金です。 

 ◇根室観光連盟、阿寒国立公園広域観光協議会 

（担当）経済振興課 

   

観光客誘致促進事業 観光イベント・観光諸行事のための経費 

 １６万円 （町負担額 0 万円）   ８３９万円 （町負担額 839 万円） 

北海道新幹線開業記念イベントへ参加し、道外観光客

の誘致・ＰＲ活動に取り組みます。 

◇「北海道うまいもんサミット」への出店 

（担当）経済振興課 

 民間団体が実施する観光イベント「じゃがいも伯爵まつ

り＆ふれあい広場」への補助や、なかしべつ夏祭り・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。 

（担当）経済振興課 

   

地域おこし協力隊設置事業  

 １，０００万円 （町負担額 998 万円）    

都市地域に住む人材を地域社会の新たな担い手として

招き、主に観光分野の活動を通して外部目線による新た

な観光資源の発掘やＰＲ活動などにつなげます。 

引き続き 2 名の隊員を町の嘱託職員として採用するほ

か、平成 29 年度新規採用に向けた募集活動に行います。 

（担当）経済振興課 

 

  

【 雇用対策の推進 】   

雇用確保対策のための経費 実践型地域雇用創造事業 

 ３２５万円 （町負担額 325 万円）   １，７６１万円 （町負担額 61 万円） 

季節労働者の雇用確保や就職促進への取組みのため、

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や除雪作業等を依頼し、雇

用の拡大と生活の安定を図ります。 

（担当）経済振興課 

 雇用失業情勢の厳しい地域において、地域関係者の創意

工夫や発想を活かし雇用創出を図ることを目的に厚生労働

省から委託された事業です。 

 

◇企業の雇用拡大を目的と 

したセミナー等の開催 

◇食・観光・林業分野での 

商品開発、販路拡大 

 

（担当）経済振興課 
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基本目標４ ～ 利便性のある調和のとれたまちづくり ～ 

【 計画的な土地利用と市街地整備の推進 】   

都市計画マスタープラン推進のための経費 地域まちづくり事業への補助 

 ５９万円 （町負担額 59 万円）   １００万円 （町負担額 100 万円） 

都市計画マスタープランの進行管理や地域別まちづく

り構想の啓発を行い、住みよいまちづくりを推進します。 

   

◇まちづくりフォーラム開催、都市マス通信発行 他 

（担当）都市住宅課 

 都市計画マスタープランの地域別構想等の実現に向け

て、地域住民が取り組む地域づくり活動に対して補助を行

います。 

（担当）都市住宅課 

【 景観形成の推進 】   

景観形成推進のための経費 景観計画策定のための経費 

 ３４万円 （町負担額 34 万円）   ９３２万円 （町負担額 932 万円） 

 自然環境と調和した潤い豊かな景観形成に向けた啓発

活動や、景観形成推進事業に対する支援を行います。 

  

◇景観啓発、景観形成推進事業補助 

 

（担当）都市住宅課 

  中標津の風土に調和した良好な景観を守り、つくり、育

て、後世に引き継いでいくため、昨年から取り組んでいる

景観法に基づく景観行政団体への移行と景観計画を策定

し、町民との協働による景観まちづくりを推進します。 

 ◇景観計画策定（策定委員会・景観フォーラム開催他） 

（担当）都市住宅課 

【 道路・交通網の充実 】   

道路等の維持管理のための経費 道路周辺等環境整備事業 

１億９，４５４万円 （町負担額1億8,974万円）   ４７８万円 （町負担額 477 万円） 

町道・市街地の排水路などの維持管理のための費用で

す。また、今後の維持管理・補修計画策定のため、道路

付属物の修繕を計画に実施します。 

◇道路維持補修（草刈、道路補修、郊外区画線設置他） 

◇道路付属物修繕工事（照明灯支柱立替、分電盤交換他） 

◇市街地排水設備整備（排水路補修、横断管補修他） 

◇街路維持補修（町道・雨水枡清掃、街路補修・舗装他） 

（担当）建設管理課 

 砂利道路の不陸整正作業や冬期の除雪体制の確保のた

め、嘱託職員の車両オペレーターを雇用します。 

また、沿道周辺の環境整備を実施し、地域住民が安全・

安心に利用できる道路環境を確保します。 

 

◇路肩草刈、枝打ち、側溝清掃、砂利道路の不陸整正 

作業 他 

（担当）建設管理課 

   

橋梁長寿命化修繕事業 「明日に架ける橋」プロジェクト経費 

 ３，７２０万円 （町負担額 1,488 万円）   ２９万円 （町負担額 29 万円） 

町が管理する橋の老朽化に対応するため、予防的な修

繕や計画的な架替えによる長寿命化を図ります。 

◇橋梁点検委託 30 橋、実施設計（東橋）、 

橋梁補修（西 6号小橋） 

（担当）建設管理課 

  中標津町建設業協会との協働事業として、橋梁点検の実

施特殊技能・知識の習得のため講習会を開催し、通常点検

や災害時の緊急点検に備えた技術力の向上を図ります。 

 

（担当）建設管理課 

   

除雪事業 防雪柵設置事業 

 １億８００万円 （町負担額1億 795万円）  ３，３７０万円 （町負担額 1,378 万円） 

新たな降雪量が概ね 10cm に達した際に、バス路線等の

主要幹線・通学路や集乳路線から順次除雪を行います。 

また、必要に応じて主要幹線及び通学路を中心に運搬

排雪を行います（概算計上）。 

◇除雪委託業者への最低補償制度を導入 

◇除雪体制強化経費 

（車両位置装置、防雪柵設置等） 

 

（担当）建設管理課 

 吹雪による視程障害や吹き溜まりなどを防ぎ、車両の安

全走行を確保するため、防雪柵を設置します。 

◇養老牛北 28 号道路  

吹払式 125m、境界杭埋設 他（54 線～55 線付近） 

◇上標津北 14 号道路  

用地測量 375ｍ、吹払式 150ｍ、土地購入 

（道道摩周湖中標津線～53 線付近） 

 

（担当）建設管理課 
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道路整備事業（改良・舗装） ４億７，３７０万円 （町負担額4億4,214万円） 

 

 （市街地） 

森 林 公 園 通 り 整 備 事 業 

市 街 地 道 路 簡 易 舗 装 事 業 

（郊外地） 

俣 落 ３ ３ 線 道 路 整 備 事 業 

俵 橋 南 ３ 号 道 路 整 備 事 業 

豊 岡 ３ ５ 線 道 路 整 備 事 業 

武 佐 南 ７ 線 道 路 整 備 事 業 

５ ５ 線 道 路 整 備 事 業 

西竹 38 線連絡道路整備事業 

 

 

改良･舗装 193ｍ（道道中標津空港線～丸山 2丁目通間） 

用地測量 1路線 260ｍ、測量設計 2路線 570ｍ、簡易舗装 2路線 465ｍ 

 

舗装 411ｍ（北 16 号～北 17 号間） 

舗装 30ｍ 他（俵橋 18 線付近～17 線付近） 

改良･舗装 60ｍ 他（道道中標津標茶線～南 1号間） 

改良･舗装 410ｍ、用地測量 550ｍ、物件補償（南 8線～南 9線間） 

改良･舗装 520ｍ、土地借上（北 22 号～北 23 号間） 

改良･舗装 422ｍ、用地測量 1,100ｍ、物件補償 1,100ｍ（39 線道路～北 20 号間） 

（担当）建設管理課 

   

生活等バス運行のための経費 空港利用促進対策のための経費 

 ７，４４７万円 （町負担額 2,912 万円）  ２，２２３万円 （町負担額 623 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

の運行と共に、民間バス事業者への補助を行います。 

◇町有バス運行経費（養老牛線・俣落線・武佐線）、 

◇生活交通路線維持費補助 

（市内循環線・釧路～標津線） 

◇標津線代替輸送連絡調整協議会負担金 他 

（バス運行経費、車両更新経費） 

（担当）生活課 

 道央圏・首都圏との航路のほか、チャーター便による中

標津空港の利用促進に取り組みます。 

 

◇空港利用促進期成会負担金 他 

(要請・普及啓発活動、利用促進キャンペーン、 

海外インバウンド対応 他) 

（担当）空港対策室 

【 情報化の推進 】   

地域イントラネット運営のための経費 電子申請システム運用のための経費 

 ５６６万円 （町負担額 566 万円）   １４７万円 （町負担額 147 万円） 

役場庁舎と町有施設を光ケーブルなどで結ぶネットワ

ークの維持・管理経費です。 

◇ネットワーク機器・光ケーブル保守点検、施設間通 

信料 他 

（担当）総務課 

 インターネットを使用した電子申請の実現に向け、基盤

となるシステムの保守・点検などを行います。 

 

（担当）総務課 

   

社会保障・税番号制度導入等のための経費 新規情報セキュリティ強化対策のための経費 

 ８３０万円 （町負担額 356 万円）   ６，３７８万円 （町負担額 8 万円） 

 マイナンバーの利用開始に伴うシステム改修や個人番

号カードの発行経費です。 

 ◇情報連携に伴うシステム改修経費（594 万円） 

 ◇マイナンバーカード等の発行経費（236 万円） 

 （担当）総務課・住民保険課 

 日本年金機構をはじめとする情報漏えいを教訓に、マイ

ナンバー制度の導入に伴う自治体の情報セキュリティ対策

の抜本的強化に取り組みます。 

◇庁内ネットワークの分離、個人認証の強化 他 

◇関連機器の購入費用 

（担当）総務課 

【 住宅施策の推進 】   

公営住宅維持管理のための経費  

 ３，７１９万円 （町負担額 3,689 万円）  

町営住宅 9団地 696 戸を維持管理するための経費です。 

 

（担当）都市住宅課 

 



 

基本目標５

【 消防・防災の充実

根室北部消防事務組合への負担金

４億５，２２５

根室管内 4

る負担金です。

 ※７ページ

載しています。

 

既存住宅耐震改修費への補助

昭和 56 年

る住宅で、一定の条件を満たす場合に

の一部を補助します。

【 防犯・交通安全の充実

防犯対策のための経費

 １，３３５

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（

 

安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費

 

町民が安心して暮らせる、安全で住みよい地域社会の

実現に取り組みます。

 

◇町内会・学校・警察等との連携（情報収集・発信）、

安全活動の推進（防犯・交通安全啓発）、

嘱託員の配置（相談・緊急通報等）

【 消費者対策の推進

無料法律相談開設のための経費

町民が弁護士に無料で相談できる法律相談を、隔月で

年 6回開催します。

 

（担当）生活課

基本目標５ ～

消防・防災の充実 】 

根室北部消防事務組合への負担金

４億５，２２５万円

4 町で構成する根室北部消防事務組合に対す

る負担金です。 

※７ページの「主な事業」コーナー

載しています。 

既存住宅耐震改修費への補助

 ３０万円

年 5 月 31 日以前に着工された

で、一定の条件を満たす場合に

の一部を補助します。 

防犯・交通安全の充実

防犯対策のための経費

１，３３５万円

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（1,961 灯）、防犯啓発、防犯協会補助

安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費

 ２２７万円

町民が安心して暮らせる、安全で住みよい地域社会の

実現に取り組みます。 

◇町内会・学校・警察等との連携（情報収集・発信）、

安全活動の推進（防犯・交通安全啓発）、

嘱託員の配置（相談・緊急通報等）

消費者対策の推進 】

無料法律相談開設のための経費

 ３２万円

町民が弁護士に無料で相談できる法律相談を、隔月で

回開催します。 

担当）生活課 

～ 安全・安心で快適な

 

根室北部消防事務組合への負担金

万円 （町負担額

町で構成する根室北部消防事務組合に対す

の「主な事業」コーナーで、一部事業を掲

既存住宅耐震改修費への補助

万円 （町負担額

日以前に着工された

で、一定の条件を満たす場合に耐震改修工事

防犯・交通安全の充実 】 

防犯対策のための経費 

万円 （町負担額

近年、悪質・巧妙化する犯罪の未然防止に努めます。

灯）、防犯啓発、防犯協会補助

安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費

万円 （町負担額

町民が安心して暮らせる、安全で住みよい地域社会の

◇町内会・学校・警察等との連携（情報収集・発信）、

安全活動の推進（防犯・交通安全啓発）、

嘱託員の配置（相談・緊急通報等）

】 

無料法律相談開設のための経費

万円 （町負担額

町民が弁護士に無料で相談できる法律相談を、隔月で

安全・安心で快適な

根室北部消防事務組合への負担金 

（町負担額4億5,225万円）

町で構成する根室北部消防事務組合に対す

で、一部事業を掲

（担当）総務課

既存住宅耐震改修費への補助 

（町負担額 8 万円）

日以前に着工された中標津町内にあ

耐震改修工事費用

（担当）総務課

（町負担額 1,335 万円）

近年、悪質・巧妙化する犯罪の未然防止に努めます。

灯）、防犯啓発、防犯協会補助

（担当）生活課

安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費

（町負担額 226 万円）

町民が安心して暮らせる、安全で住みよい地域社会の

◇町内会・学校・警察等との連携（情報収集・発信）、

安全活動の推進（防犯・交通安全啓発）、 

嘱託員の配置（相談・緊急通報等） 

（担当）生活課

無料法律相談開設のための経費 

（町負担額 32 万円）

町民が弁護士に無料で相談できる法律相談を、隔月で
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安全・安心で快適なまちづくり

  

防災対策・危機管理対策事業

万円）  

町で構成する根室北部消防事務組合に対す

で、一部事業を掲

担当）総務課 

 「地域防災計画」に基づき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。

◇防災備蓄品・防災資機材・防災倉庫

  

ポンタワラ川改修事業

万円）  

中標津町内にあ

費用

担当）総務課 

 増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

があることから、計画的な護岸整備を実施します。

◇かごマット護岸

  

交通安全対策のための経費

万円）  

近年、悪質・巧妙化する犯罪の未然防止に努めます。 

灯）、防犯啓発、防犯協会補助 

 

担当）生活課 

 交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

組みます。

◇交通安全啓発、指導員設置（専従

  

安全で住みよいまちづくり推進協議会運営経費  

万円）  

町民が安心して暮らせる、安全で住みよい地域社会の

◇町内会・学校・警察等との連携（情報収集・発信）、 

担当）生活課 

 

  

消費生活活動のための経費

万円）  

町民が弁護士に無料で相談できる法律相談を、隔月で  消費生活の安全性の確保に向け、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。

 

◇被害防止啓発、相談業務、消費者協会への補助

-

まちづくり

防災対策・危機管理対策事業

 １，１４９

「地域防災計画」に基づき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。

◇防災備蓄品・防災資機材・防災倉庫

日啓発 他 

ポンタワラ川改修事業

 ５０７万円

増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

があることから、計画的な護岸整備を実施します。

◇かごマット護岸

交通安全対策のための経費

 １，０５２

交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

組みます。 

◇交通安全啓発、指導員設置（専従

交通安全灯維持（

交通安全協会等

消費生活活動のための経費

 ４１５

消費生活の安全性の確保に向け、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。 

 

◇被害防止啓発、相談業務、消費者協会への補助

まちづくり ～ 

防災対策・危機管理対策事業

１，１４９万円 

「地域防災計画」に基づき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。 

◇防災備蓄品・防災資機材・防災倉庫

 

ポンタワラ川改修事業

５０７万円 

増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

があることから、計画的な護岸整備を実施します。

◇かごマット護岸 30ｍ 

交通安全対策のための経費

１，０５２万円 

交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

◇交通安全啓発、指導員設置（専従

交通安全灯維持（161 灯）、

交通安全協会等への補助 

消費生活活動のための経費

４１５万円 

消費生活の安全性の確保に向け、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

 

◇被害防止啓発、相談業務、消費者協会への補助

防災対策・危機管理対策事業 

（町負担額

「地域防災計画」に基づき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

 

◇防災備蓄品・防災資機材・防災倉庫の整備、

（

ポンタワラ川改修事業 

（町負担額

増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

があることから、計画的な護岸整備を実施します。

（担当）

交通安全対策のための経費 

（町負担額

交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

◇交通安全啓発、指導員設置（専従 4名・一般

灯）、交通安全啓発用品等整備

 

（

消費生活活動のための経費 

（町負担額

消費生活の安全性の確保に向け、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

◇被害防止啓発、相談業務、消費者協会への補助

（担当）生活課

（町負担額 789 万円）

「地域防災計画」に基づき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

整備、防災の 

（担当）総務課

（町負担額 507 万円）

増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

があることから、計画的な護岸整備を実施します。 

担当）建設管理課

（町負担額 1,052 万円）

交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

名・一般 16 名）、

交通安全啓発用品等整備、

（担当）生活課

（町負担額 260 万円）

消費生活の安全性の確保に向け、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

◇被害防止啓発、相談業務、消費者協会への補助 他 

 

担当）生活課 

万円） 

「地域防災計画」に基づき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

 

担当）総務課 

万円） 

増水時に河川敷地を洗掘し、民有地に被害を与える恐れ

課 

万円） 

交通安全対策として、指導員の配置など啓発活動に取り

名）、 

、 

担当）生活課 

万円） 

消費生活の安全性の確保に向け、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

 

 

 

 



 

【 環境保全の推進

し尿処理手数料への補助

 

し尿の汲み取り処理手数料（単価

補助を行います。

◇一般家庭

 

環境保全のための河川水質調査事業

河川環境の保全のため

ふん尿などの流出による水質への影響を定期的に調査し

ます（年 4回）

 

住宅用太陽光発電システム補助事業

 

地球温暖化防止等

電システムの設置者へ設置費用の一部を補助し、再生可

能エネルギーの普及を図り

◇対象：20

【 循環型社会の形成

根室北部廃棄物処理広域連合への負担金

４億５，２１４

根室管内 4

 

◇事務局費、

焼却施設維持管理費

 

一般廃棄物処理のための経費

２億１，６５１

一般廃棄物の収集・処理のための委託費のほか、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。

【 上・下水道の再整備

簡易水道事業特別会計

◇簡易水道事業

給水戸数 1,160

◇水道施設維持管理委託業務（

第三者法定委託（水道法上の責任も含めた委託）

◇配水施設整備事業（

西竹 38 線連絡道路配水管改修

道道養老牛計根別停車場線配水管実施設計・改修

 武佐西 9号道路配水管改修

環境保全の推進 】 

し尿処理手数料への補助

 ７６６万円

し尿の汲み取り処理手数料（単価

補助を行います。 

◇一般家庭 3.60 円/ℓ、生活保護世帯

環境保全のための河川水質調査事業

 ８７万円

河川環境の保全のため、雨水排水や家庭用排水、家畜

ふん尿などの流出による水質への影響を定期的に調査し

回）。 

住宅用太陽光発電システム補助事業

 ３００万円

地球温暖化防止等対策の一環として、住宅用太陽光発

電システムの設置者へ設置費用の一部を補助し、再生可

能エネルギーの普及を図り

20 世帯分（1kw あたり

循環型社会の形成 】

根室北部廃棄物処理広域連合への負担金

４億５，２１４万円

4 町で構成している広域連合への負担金です。

◇事務局費、リサイクルセンター

焼却施設維持管理費 

一般廃棄物処理のための経費

２億１，６５１万円

一般廃棄物の収集・処理のための委託費のほか、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。

上・下水道の再整備 

簡易水道事業特別会計

簡易水道事業 簡易水道区域（主に郊外地域）へ

1,160 戸 

水道施設維持管理委託業務（

第三者法定委託（水道法上の責任も含めた委託）

配水施設整備事業（3,416

線連絡道路配水管改修

道道養老牛計根別停車場線配水管実施設計・改修

号道路配水管改修

 

し尿処理手数料への補助 

万円 （町負担額

し尿の汲み取り処理手数料（単価 10.00

ℓ、生活保護世帯

環境保全のための河川水質調査事業

万円 （町負担額

、雨水排水や家庭用排水、家畜

ふん尿などの流出による水質への影響を定期的に調査し

住宅用太陽光発電システム補助事業

万円 （町負担額

対策の一環として、住宅用太陽光発

電システムの設置者へ設置費用の一部を補助し、再生可

能エネルギーの普及を図り、自然環境の保全に努めます。

あたり 3万円、

】 

根室北部廃棄物処理広域連合への負担金

万円 （町負担額

町で構成している広域連合への負担金です。

リサイクルセンター維持管理費、ごみ

 他 

一般廃棄物処理のための経費

万円 （町負担額

一般廃棄物の収集・処理のための委託費のほか、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。

 】 

簡易水道事業特別会計 

簡易水道区域（主に郊外地域）へ

水道施設維持管理委託業務（5,399 万円）

第三者法定委託（水道法上の責任も含めた委託）

3,416 万円） 

線連絡道路配水管改修 500ｍ 

道道養老牛計根別停車場線配水管実施設計・改修

号道路配水管改修 40ｍ 

（町負担額 766 万円）

10.00 円/ℓ）の一部

ℓ、生活保護世帯 6.75 円/ℓを補助

（担当）生活課

環境保全のための河川水質調査事業 

（町負担額 87 万円）

、雨水排水や家庭用排水、家畜

ふん尿などの流出による水質への影響を定期的に調査し

（担当）生活課

住宅用太陽光発電システム補助事業 

（町負担額 300 万円）

対策の一環として、住宅用太陽光発

電システムの設置者へ設置費用の一部を補助し、再生可

自然環境の保全に努めます。

、上限額 15 万円）

（担当）生活課

根室北部廃棄物処理広域連合への負担金

（町負担額4億5,214万円）

町で構成している広域連合への負担金です。

維持管理費、ごみ

（担当）生活課

一般廃棄物処理のための経費 

（町負担額1億2,705万円）

一般廃棄物の収集・処理のための委託費のほか、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。 

（担当）生活課

簡易水道区域（主に郊外地域）へ給水。

万円） 

第三者法定委託（水道法上の責任も含めた委託） 

 

道道養老牛計根別停車場線配水管実施設計・改修 40

- 27 -

  

根室北部衛生組合への負担金

万円）  

ℓ）の一部

ℓを補助 

担当）生活課 

 一部事務組

負担金です。

◇し尿処理管理費、し尿処理検討調査業務委託費

  

エゾシカ農業被害等対策のための経費

万円）  

、雨水排水や家庭用排水、家畜

ふん尿などの流出による水質への影響を定期的に調査し

 

担当）生活課 

 エゾシカ農業被害対策として、

か、

市街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

生体捕獲により

  

公共施設の省エネ推進のための経費

万円）  

対策の一環として、住宅用太陽光発

電システムの設置者へ設置費用の一部を補助し、再生可

自然環境の保全に努めます。 

万円） 

担当）生活課 

 専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

の削減に努めます。

  

根室北部廃棄物処理広域連合への負担金 ごみ減量・リサイクル促進のための経費

万円）  

町で構成している広域連合への負担金です。 

維持管理費、ごみ 

担当）生活課 

 ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

促進に取り組みます。

◇ごみ減量リサイクル促進事業補助、資源回収業務

  

 新

万円）  

一般廃棄物の収集・処理のための委託費のほか、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

担当）生活課 

  ごみ

あるため、警察など関係機関と協力

しパトロールの強化を進めるほか、

監視カメラを各所に設置し、状況改

善を図ります。

  

５億５，４８７

給水。 

 

40ｍ 

 ◇浄水施設更新事業（

 開陽浄水場

 監視用テレメーター更新実施設計

◇道営畑地帯総合整備事業負担金

（

  

-

根室北部衛生組合への負担金

 ６，１５２

一部事務組合で運営する、し尿の汲み取り処理事業への

負担金です。 

◇し尿処理管理費、し尿処理検討調査業務委託費

エゾシカ農業被害等対策のための経費

 ７３２

エゾシカ農業被害対策として、

、駆除に伴う処理・運搬費用などを負担します。また、

街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

生体捕獲により適正な個体数管理を引き続き実施します。

公共施設の省エネ推進のための経費

 ２４

専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

の削減に努めます。

ごみ減量・リサイクル促進のための経費

 ７０６

ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

促進に取り組みます。

◇ごみ減量リサイクル促進事業補助、資源回収業務

委託 他 

新規 不法投棄監視体制強化対策

 ３６

ごみの不法投棄が絶えない状況に

あるため、警察など関係機関と協力

しパトロールの強化を進めるほか、

監視カメラを各所に設置し、状況改

善を図ります。           

５億５，４８７

◇浄水施設更新事業（

開陽浄水場緩速ろ過池機械設備更新

監視用テレメーター更新実施設計

道営畑地帯総合整備事業負担金

（2 億 4,996 万円）

 道営事業費 7

配水系管路改修

根室北部衛生組合への負担金

６，１５２万円 

合で運営する、し尿の汲み取り処理事業への

◇し尿処理管理費、し尿処理検討調査業務委託費

エゾシカ農業被害等対策のための経費

７３２万円 

エゾシカ農業被害対策として、

駆除に伴う処理・運搬費用などを負担します。また、

街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

適正な個体数管理を引き続き実施します。

公共施設の省エネ推進のための経費

２４万円 

専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

の削減に努めます。  

ごみ減量・リサイクル促進のための経費

７０６万円 

ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

促進に取り組みます。 

◇ごみ減量リサイクル促進事業補助、資源回収業務

不法投棄監視体制強化対策

３６万円 

の不法投棄が絶えない状況に

あるため、警察など関係機関と協力

しパトロールの強化を進めるほか、

監視カメラを各所に設置し、状況改

           

５億５，４８７万円 

◇浄水施設更新事業（5,970 万円）

緩速ろ過池機械設備更新

監視用テレメーター更新実施設計

道営畑地帯総合整備事業負担金

万円） 

7 億 1,068 万円、

改修 15,000ｍ、給水管接続

根室北部衛生組合への負担金 

（町負担額

合で運営する、し尿の汲み取り処理事業への

◇し尿処理管理費、し尿処理検討調査業務委託費

（

エゾシカ農業被害等対策のための経費

（町負担額

エゾシカ農業被害対策として、900 頭分の駆除報償金のほ

駆除に伴う処理・運搬費用などを負担します。また、

街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

適正な個体数管理を引き続き実施します。

（

公共施設の省エネ推進のための経費

（町負担額

専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

（

ごみ減量・リサイクル促進のための経費

（町負担額

ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

◇ごみ減量リサイクル促進事業補助、資源回収業務

（

不法投棄監視体制強化対策

（町負担額

の不法投棄が絶えない状況に 

あるため、警察など関係機関と協力 

しパトロールの強化を進めるほか、 

監視カメラを各所に設置し、状況改 

           （担当）生活課

万円） 

緩速ろ過池機械設備更新 

監視用テレメーター更新実施設計 

道営畑地帯総合整備事業負担金（ケネカ地区

万円、 

ｍ、給水管接続 

（担当）上下水道課

（町負担額 6,152 万円）

合で運営する、し尿の汲み取り処理事業への

◇し尿処理管理費、し尿処理検討調査業務委託費 他 

（担当）生活課

エゾシカ農業被害等対策のための経費 

（町負担額 669 万円）

頭分の駆除報償金のほ

駆除に伴う処理・運搬費用などを負担します。また、

街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

適正な個体数管理を引き続き実施します。

（担当）農林課

公共施設の省エネ推進のための経費 

（町負担額 24 万円）

専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

（担当）総務課

ごみ減量・リサイクル促進のための経費 

（町負担額 706 万円）

ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

◇ごみ減量リサイクル促進事業補助、資源回収業務 

（担当）生活課

不法投棄監視体制強化対策 

（町負担額 36 万円）

担当）生活課 

ケネカ地区） 

 他 

担当）上下水道課

万円） 

合で運営する、し尿の汲み取り処理事業への

 

担当）生活課 

万円） 

頭分の駆除報償金のほ

駆除に伴う処理・運搬費用などを負担します。また、

街地の被害対策として、町有地に設置した囲い罠による

適正な個体数管理を引き続き実施します。 

担当）農林課 

万円） 

専門家のアドバイスを受け、公共施設の省エネ診断を実

施し、省エネ管理マニュアルの作成などエネルギー使用量

担当）総務課 

 

万円） 

ごみ分別収集の実施や分別排出の啓発、生ごみ減量化の

担当）生活課 

万円） 

 

 

担当）上下水道課 



 - 28 -

水道事業会計 下水道事業特別会計 

 ８億２，７６３万円   １０億８，６０２万円  

◇水道事業  

上水道区域（主に市街地）へ給水、給水戸数 9,591 戸 

◇水道施設維持管理委託業務（4,286 万円）  

第三者法定委託（水道法上の責任も含めた委託） 

◇配水管整備（6,122 万円） 

 南 10 丁目通配水管整備 152ｍ（道道～東 2条通）、 

 西町通配水管改修 451ｍ（西町 2～3丁目） 

◇上水道導水管改修工事（1 億 2,861 万円）  

実施設計 2,420ｍ、用地測量 758ｍ、改修工事 1,080ｍ 

（北 17 号 31 線・俣落川水源地） 

◇浄水場施設整備事業（1 億 5,840 万円）  

監視用テレメーター更新実施設計、 

急速ろ過池機械設備更新 他 

 

（担当）上下水道課 

 ◇下水道事業  

下水道整備面積 886.5ha、日最大処理能力 11,425 ㎥ 

◇下水処理施設等維持管理業務（2 億 1,520 万円） 

包括的民間委託（複数年契約と性能発注方式） 

公共下水道・特定環境保全公共下水道・集落排水施 

設の維持管理 他 

◇下水道管路施設不明水対策工事（864 万円） 

 不明水対策（西町・川西地区、人孔・汚水桝） 

◇公共下水道事業（3 億 4,151 万円） 

 下水終末処理場設備更新 他 

 長寿命化計画管路カメラ調査・診断業務 

雨水管渠工事 175ｍ（西町通雨水 8号準幹線） 

雨水管渠工事 141ｍ（西町通雨水 9号準幹線） 

 ＜単独分＞ 

 下水道管移設工事（西町通 西町 2～3 丁目） 

 雨水管渠工事 151ｍ（西町通 雨水 9号準幹線） 

 公共汚水桝設置工事 11 箇所（中標津・計根別） 

（担当）上下水道課 

【 衛生施設の充実 】   

墓地環境整備事業 中標津町外２町葬斎組合への負担金 

 ５６万円 （町負担額 56 万円）   ２，５０８万円 （町負担額 2,508 万円） 

計根別墓地内の樹木の伐採・剪定を実施します。 

 

（担当）生活課 

 一部事務組合で運営している葬斎事業（白樺斎場管理運

営）に対する負担金です。 

（担当）生活課 

 

 

  

基本目標６ ～ 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり ～ 

【 学校教育の充実 】   

私立幼稚園への補助 スクールバス等運行のための経費 

 ４３１万円 （町負担額 431 万円）  １億２，５９４万円 （町負担額 1 億 2,594 万円） 

私立幼稚園の経営健全化・教育条件の維持向上を図る

ため、補助を行います。 

 

（担当）学校教育課 

 小中学校の統廃合に伴う児童・生徒の通学ため、 

スクールバスなどを運行します。 

◇スクールバス・ハイヤー14 路線、 

教育振興車両運行 

 

（担当）学校教育課 

   

特別支援教育支援員配置のための経費 語学指導等外国青年招致事業 

 ２，３８５万円 （町負担額 2,375 万円）   ６５２万円 （町負担額 616 万円） 

学校における要養護児童・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。 

 

【小学校】丸山小 4名・中標津小 3名・東小 4名  

【中学校】中標津中 2名・広陵中 2名 

（担当）学校教育課 

 小･中学校、高校における英語教育の充実、国際理解・交

流の促進のため、外国青年（AET）を招致し、語学指導等を

行います。 

現在は、アメリカ人のジョナサン・エドワード・ベッカ

ーさんが指導しています。 

（担当）学校教育課 



 

小中一貫校推進事業

 

平成 29 年度を目標に、町内全小中学校へ小中一貫教育

を導入するため、既に一貫教育を行っている計根別学園

における課題を検証すると共に、先進地視察、外部講師

による研修会を実施し、実践研究を行います。

 

児童生徒健康診断のための経費

１，６４９万円

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断を実

施します。 

◇内科、耳鼻咽頭科、眼科、聴力検査、結核検診、

 尿検査、脊柱側わん症、心臓、歯科

 

学校コンピューター整備事業

 ４，０４４

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、全教職員が校務用に使用するコンピューターの

ＯＳサポートが終了することから、機器の更新を実施し

ます。 

 

町立学校記念行事開催のための経費

閉校をむかえる武佐小学校の閉校記念事業などを開催

するための経費です。

 

義務教育保護者負担軽減（小・中学校）

 

小学生 1 人当たり

円の副教材費等を負担します。

小中一貫校推進事業

 １２７万円

年度を目標に、町内全小中学校へ小中一貫教育

を導入するため、既に一貫教育を行っている計根別学園

における課題を検証すると共に、先進地視察、外部講師

による研修会を実施し、実践研究を行います。

児童生徒健康診断のための経費

１，６４９万円

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断を実

 

◇内科、耳鼻咽頭科、眼科、聴力検査、結核検診、

尿検査、脊柱側わん症、心臓、歯科

学校コンピューター整備事業

４，０４４万円

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、全教職員が校務用に使用するコンピューターの

ＯＳサポートが終了することから、機器の更新を実施し

町立学校記念行事開催のための経費

 ４０万円

閉校をむかえる武佐小学校の閉校記念事業などを開催

経費です。 

義務教育保護者負担軽減（小・中学校）

 ３６９万円

人当たり 1,480

円の副教材費等を負担します。

小中一貫校推進事業 

万円 （町負担額

年度を目標に、町内全小中学校へ小中一貫教育

を導入するため、既に一貫教育を行っている計根別学園

における課題を検証すると共に、先進地視察、外部講師

による研修会を実施し、実践研究を行います。

（担当）学校教育課

児童生徒健康診断のための経費

１，６４９万円 （町負担額

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断を実

◇内科、耳鼻咽頭科、眼科、聴力検査、結核検診、

尿検査、脊柱側わん症、心臓、歯科

（担当）学校教育課

学校コンピューター整備事業

万円 （町負担額

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、全教職員が校務用に使用するコンピューターの

ＯＳサポートが終了することから、機器の更新を実施し

（担当）学校教育課

町立学校記念行事開催のための経費

万円 （町負担額

閉校をむかえる武佐小学校の閉校記念事業などを開催

義務教育保護者負担軽減（小・中学校）

万円 （町負担額

1,480 円、中学生

円の副教材費等を負担します。 

（担当）学校教育課

（町負担額 0 万円）

年度を目標に、町内全小中学校へ小中一貫教育

を導入するため、既に一貫教育を行っている計根別学園

における課題を検証すると共に、先進地視察、外部講師

による研修会を実施し、実践研究を行います。 

担当）学校教育課

児童生徒健康診断のための経費 

（町負担額 1,610 万円）

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断を実

◇内科、耳鼻咽頭科、眼科、聴力検査、結核検診、

尿検査、脊柱側わん症、心臓、歯科 

（担当）学校教育課

学校コンピューター整備事業 

（町負担額 4,044 万円）

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

また、全教職員が校務用に使用するコンピューターの

ＯＳサポートが終了することから、機器の更新を実施し

担当）学校教育課

町立学校記念行事開催のための経費 

（町負担額 40 万円）

閉校をむかえる武佐小学校の閉校記念事業などを開催

（担当）管理課

義務教育保護者負担軽減（小・中学校）

（町負担額 369 万円）

円、中学生 1 人当たり 1,980

担当）学校教育課
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児童生徒の安全安心サポート事業

万円）  

年度を目標に、町内全小中学校へ小中一貫教育

を導入するため、既に一貫教育を行っている計根別学園

における課題を検証すると共に、先進地視察、外部講師

担当）学校教育課 

 児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。

また、学校・通学路の安全確保のため地域

体制として、学校・家庭・各種団体が連携した

ード・リーダーの学校巡回指導等を行ないます。

  

小学校遊具整備事業

万円）  

学校保健安全法に基づき、児童・生徒の健康診断を実

◇内科、耳鼻咽頭科、眼科、聴力検査、結核検診、 

（担当）学校教育課 

 

 小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

遊具の撤去や代替遊具の設置を計画的に進めます。

◇丸山小～撤去・新設

 

（担当）管理課

  

学校給食のための経費

万円）  １億８，６１６

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

また、全教職員が校務用に使用するコンピューターの

ＯＳサポートが終了することから、機器の更新を実施し

担当）学校教育課 

  給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

食器を更新します。

 

◇

◇一食

  

育英資金貸付事業

万円）  

閉校をむかえる武佐小学校の閉校記念事業などを開催

 

担当）管理課 

 中標津町民であって義務教育の課程を修め、

向学意欲ある方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。

◇

◇

  

義務教育保護者負担軽減（小・中学校） 義務教育扶助費（小・中学校）

万円）  

1,980

 

担当）学校教育課 

 経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

護者に対し、扶助を行います。

◇学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児

-

児童生徒の安全安心サポート事業

 １１１

児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。

また、学校・通学路の安全確保のため地域

体制として、学校・家庭・各種団体が連携した

ード・リーダーの学校巡回指導等を行ないます。

小学校遊具整備事業

 ４０８

小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

遊具の撤去や代替遊具の設置を計画的に進めます。

◇丸山小～撤去・新設

担当）管理課 

学校給食のための経費

１億８，６１６

給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

食器を更新します。

◇対象者見込：

◇一食の単価：

    

育英資金貸付事業

 ５４７

中標津町民であって義務教育の課程を修め、

向学意欲ある方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。 

◇修 学 資 金 

◇入学一時金 

義務教育扶助費（小・中学校）

 ４，０３３

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

護者に対し、扶助を行います。

◇学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児

童生徒学用品費、医療費、給食費

児童生徒の安全安心サポート事業

１１１万円 

児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。

また、学校・通学路の安全確保のため地域

体制として、学校・家庭・各種団体が連携した

ード・リーダーの学校巡回指導等を行ないます。

小学校遊具整備事業 

４０８万円 

小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

遊具の撤去や代替遊具の設置を計画的に進めます。

◇丸山小～撤去・新設  

 

学校給食のための経費

１億８，６１６万円 

給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

食器を更新します。 

対象者見込：2,517 名 

の単価：小学生 260 円

    幼稚園児 278

育英資金貸付事業 

５４７万円 

中標津町民であって義務教育の課程を修め、

向学意欲ある方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

 新規貸付見込

 新規貸付見込

義務教育扶助費（小・中学校）

４，０３３万円 

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

護者に対し、扶助を行います。

◇学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児

童生徒学用品費、医療費、給食費

児童生徒の安全安心サポート事業

（町負担額

児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。

また、学校・通学路の安全確保のため地域

体制として、学校・家庭・各種団体が連携した

ード・リーダーの学校巡回指導等を行ないます。

（担当）学校教育課

 

（町負担額

小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

遊具の撤去や代替遊具の設置を計画的に進めます。

学校給食のための経費 

（町負担額

給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

円、中学生 295

278 円 

（担当）給食センター

（町負担額

中標津町民であって義務教育の課程を修め、

向学意欲ある方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

新規貸付見込 8 名、継続貸付

新規貸付見込 8 名 

（

義務教育扶助費（小・中学校） 

（町負担額

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

護者に対し、扶助を行います。 

◇学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児

童生徒学用品費、医療費、給食費 

（担当）学校教育課

児童生徒の安全安心サポート事業 

（町負担額 37 万円）

児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。

また、学校・通学路の安全確保のため地域全体で見守る

体制として、学校・家庭・各種団体が連携したスクールガ

ード・リーダーの学校巡回指導等を行ないます。 

担当）学校教育課

（町負担額 408 万円）

小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

遊具の撤去や代替遊具の設置を計画的に進めます。   

（町負担額 5,404 万円）

給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

295 円、 

担当）給食センター

（町負担額 234 万円）

中標津町民であって義務教育の課程を修め、学術優秀で

向学意欲ある方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

継続貸付 10 名  

（担当）管理課

 

（町負担額 3,907 万円）

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

◇学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児 

担当）学校教育課

万円） 

児童・生徒が抱える諸問題に対応するため、専門的な知

識や経験を有するスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。 

全体で見守る

スクールガ

 

担当）学校教育課 

万円） 

小学校に設置している屋外遊具の安全性を点検し、危険

 

万円） 

給食センターの施設改修（エアカーテン改修）と給食用

担当）給食センター 

万円） 

学術優秀で

向学意欲ある方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

 

担当）管理課 

 

万円） 

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保

 

 

担当）学校教育課 
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農業高校生徒への通学費等補助 海外派遣研修事業 

 ４６３万円 （町負担額 463 万円）   ２５１万円 （町負担額 251 万円） 

保護者負担の軽減と町の基幹産業である農業の担い手

として生徒を確保するため、遠距離通学者への交通費や

資格取得・技能講習受講費用の補助を行います。 

 ◇通学費補助 

片道 6km 以上の路線バス利用、又は自家用車送迎 

 ◇資格取得受講料補助 

  ガス・アーク溶接、ボイラー取扱、食品衛生資格 

 

（担当）農業高校 

 農業後継者育成や食品産業教育の一環として、農業高校

生（5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。 

 

（担当）農業高校 

   

農業高校クラブ活動への補助  

 ７０万円 （町負担額 70 万円）  

農業クラブのイベント参加・研究発表大会の遠征経費

のほか、部活動の遠征費の一部を補助します。 

◇食彩フェア（釧路・東京）、ガーデニングコンテスト、 

部活動遠征費補助 他 

 

（担当）農業高校 

 

【 青少年の健全育成 】   

教育相談センター運営管理のための経費 都市間児童生徒交流事業 

 ３４２万円 （町負担額 341 万円）   ７０万円 （町負担額 70 万円） 

学校や家庭、関係機関との連携により、子どもたちが

抱える心の悩みについて相談を行なうとともに、学校復

帰や社会的自立への取り組みを通じて、子どもの健全育

成を図ります。（専門相談員 2名配置） 

 

（担当）学校教育課 

 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） 

 

（担当）生涯学習課 

【 生涯学習の推進 】   

生涯学習推進のための経費 郷土館等運営管理のための経費 

 ５８２万円 （町負担額 582 万円）   ３３１万円 （町負担額 331 万円） 

生涯学習だよりの発行（月 10,700 部）や生涯学習研修

講座、成人式開催などのための経費です。 

 

（担当）生涯学習課 

 まちの歴史や自然についての研究や事業の実施、学校や

各種団体の支援活動を行い、貴重な郷土資料を次世代へ引

き継ぎます。 

◇郷土資料の収集・展示、教育普及事業や広報事業の 

実施、各種郷土調査、友の会活動支援、文化財保護、 

町花（エゾリンドウ）保護 他 

 

（担当）生涯学習課 

   

 スポーツ文化遠征費への補助 

  ６８０万円 （町負担額 680 万円） 

 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

に対して、遠征費用の一部補助を行います。 

 

（担当）生涯学習課 
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【 スポーツの振興 】   

体育施設運営管理のための経費 スポーツ推進・振興事業 

１億３，６９５万円 （町負担額1億3,695万円）   ５０万円 （町負担額 50 万円） 

町の体育施設（プール・武道館・テニスコート・野球

場・体育館・運動公園）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

委託します。 

（担当）生涯学習課 

  町内で合宿活動を行う町外スポーツ団体を通じて、町民

のスポーツ振興と競技力向上を図るため、合宿団体への支

援品支給のほか、スポーツ教室を開催します。 

 

（担当）生涯学習課 

   

 新規 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 合宿誘致事業  新規 日本体育大学との連携協定推進事業 

 ２８万円 （町負担額 28 万円）   ８５万円 （町負担額 10 万円） 

日本で開催されるラグビーワールドカップ 2019大会に

むけ、参加国の合宿誘致に取り組みます。 

◇合宿誘致連絡会議・説明会への参加、情報収集 

◇参加国大使館へのＰＲ活動 他 

（担当）生涯学習課 

  平成 27 年 10 月に協定を締結した日本体育大学との連携

事業に取り組み、町民の健康づくりやスポーツ活動への支

援を受ける。 

◇大学監修のオリジナル健康体操の普及 

◇大学学園祭における自治体ＰＲ活動 

（担当）生涯学習課 

   

スポーツ大会等の開催助成のための経費  

 ７０万円 （町負担額 70 万円）  

本町で開催される各種スポーツ大会へ支援を行います。 

◇第 8回なかしべつ 330°開陽台マラソン（7月 3日） 

◇第 36 回道新カップ小学生バレーボール大会道東大会 

（11 月 5～6日） 

◇第 12 回全道自治体職員フットサル大会北ブロック 

（11 月 26～27 日） 

（担当）生涯学習課 

 

【 文化・芸術の振興 】   

文化・芸術行事等の開催のための経費 社会教育施設運営管理のための経費 

 １２０万円 （町負担額 0 万円）  ２億１，６１９万円 （町負担額 2 億 1,619 万円） 

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団が実施する音

楽公演の開催経費の一部を助成します。 

◇「一曲からつながる・つなげるプロジェクト」 

 

（担当）生涯学習課 

 社会教育施設（総合文化会館・交流センター・図書館）

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します。 

 

（担当）生涯学習課 
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《資料》補助金・交付金の一覧 
  

平成 28 年度に予定している補助金・交付金の種類と支出予定額を紹介します。 

※金額欄の（ ）で囲んだ金額は、平成 27 年度補正予算で計上し繰越した金額を含んでいます。 

 

◆参画と協働で未来を築くまちづくり  （単位:千円） 

補助金・交付金名 金額 担当課  まちなか賑わい推進事業補助金 1,300 経済振興課 

フロンティア事業推進補助金 500 経済振興課  商工業振興推進補助金 1,734 経済振興課 

農村集落ｺﾐｭﾆﾃｨ振興事業補助金 700 企画課  空き地空き店舗等活用事業補助金 2,500 経済振興課 

返還運動団体補助金 270 企画課  観光協会補助金 (14,865) 経済振興課 

全町内会連合会補助金 6,489 生活課  観光イベント補助金 175 経済振興課 

会館運営費補助金 1,845 生活課  労働福祉対策事業補助金 400 経済振興課 

計根別地域振興補助金 623 経済振興課  技能士会研修事業補助金 92 経済振興課 

◆健やかでやさしいまちづくり  ◆利便性のある調和のとれたまちづくり 

補助金・交付金名 金額 担当課  補助金・交付金名 金額 担当課 

託老事業補助金 120 福祉課  生活交通路線維持費補助金 10,408 生活課 

老人クラブ運営事業補助金 1,592 福祉課  代替バス運行費補助金 409 生活課 

老人クラブ研修事業補助金 600 福祉課  景観形成推進事業補助金 260 都市住宅課 

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営事業補助金 4,808 福祉課  地域まちづくり事業補助金 1,000 都市住宅課 

社会福祉協議会居宅介護事業補助金 6,880 福祉課  ◆安全・安心で快適なまちづくり 

特定疾患等患者通院交通費補助金 1,144 福祉課  補助金・交付金名 金額 担当課 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ事業費補助金 291 福祉課  防犯協会補助金 235 生活課 

社会福祉協議会補助金 36,906 福祉課  交通安全協会等補助金 1,158 生活課 

地域福祉事業推進補助金 97 福祉課  暴力追放運動推進協議会補助金 57 生活課 

社会福祉関係団体等補助金 374 福祉課  既存住宅耐震改修費補助金 300 総務課 

民生委員・児童委員協議会交付金 1,407 福祉課  住宅用太陽光発電システム補助金 3,000 生活課 

介護人材確保育成支援事業補助金 2,783 介護保険課  ごみ減量リサイクル促進事業補助金 1,320 生活課 

認可外保育所児童健康管理費補助金 726 子育て支援室  し尿処理手数料補助金 7,661 生活課 

特定不妊治療費助成金 750 健康推進課  消費者協会活動補助金 503 生活課 

◆力みなぎる産業のまちづくり  ◆人が輝き歴史と文化を育むまちづくり 

補助金・交付金名 金額 担当課  補助金・交付金名 金額 担当課 

多面的機能支払交付金 36,789 農林課  校外指導連絡協議会等補助金 368 学校教育課 

中山間地域等直接支払事業交付金 286,057 農林課  教育関係団体補助金 464 教委管理課 

農業担い手対策補助金 65 農林課  中標津高等養護学校後援会補助金 180 教委管理課 

馬鈴しょ原種農場運営費補助金 7,200 農林課  中標津町特別支援教育推進委員会補助金 180 学校教育課 

新規就農者対策事業補助金 10,722 農林課  体育活動補助金（小体振） 140 学校教育課 

青年就農給付金事業補助金 10,500 農林課  体育活動補助金（中体連） 100 学校教育課 

畜産特別資金利子補給金 2,433 農林課  農業クラブ補助金 160 農業高校 

農業経営基盤強化資金利子補給金 8,247 農林課  スポーツ文化遠征費補助金(農高) 700 農業高校 

農地保有合理化事業利子補給金 51 農林課  農業高校通学費補助金 4,441 農業高校 

畑作物冷湿害資金利子補給金 228 農林課  私立幼稚園補助金 4,307 学校教育課 

森林整備事業補助金 2,544 農林課  幼稚園就園奨励費補助金 55,121 学校教育課 

猟友会補助金 200 農林課  家庭教育活動補助金 170 生涯学習課 

地域林業振興活動強化事業補助金 1,645 農林課  ｽﾎﾟｰﾂ文化遠征費補助金（社会体育） 6,800 生涯学習課 

未来につなぐ森づくり推進事業補助金 3,071 農林課  文化・芸術事業補助金 1,200 生涯学習課 

中小企業応援事業補助金 2,500 経済振興課  文化スポーツ振興事業等補助金 1,775 生涯学習課 

中小企業融資保証料補助金 7,000 経済振興課  文化ｽﾎﾟｰﾂ振興事業補助金(社会教育) 56 生涯学習課 

小規模事業指導補助金 17,241 経済振興課  文化ｽﾎﾟｰﾂ振興事業補助金(社会体育） 700 生涯学習課 

商工会青年部・女性部対策事業補助金 268 経済振興課     

 







※この冊子は資源保護のため再生紙を使用しています。

中標津の町民です。

みんなの力で明るい豊かなまちをつくるために、この憲章をさだめます。
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