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企画総務部のことしのまちづくり 

 

 

 

会ＪＲ戻海道利用促進事業今企画調整課困                     

拡 充  Ťǹ万円 

住民の爾使鴫実識意識の醸成里び利用透進を

図傘冴薩腰園児の汽車遠足腰家族質市識実プの

小旅行腰中学校の部活動作鷺削対裁崎乗車運賃

等を助成裁擦際甑 

新冴削高校の部活動腰大人坂けの小旅行雑対

象碕裁擦際甑 

 

解ＪＲ戻海道応援事業今企画調整課困                     

新 規  Ľǹ万円 

坤ＪＲ戻海暑応援宣言墾の取組を広く提唱裁腰

路線存続の気運醸成を図三擦際甑 

擦冴腰鉄暑の賑わい創出や利用透進削向け冴腰

滲民団体等削皿傘自発的作活動を支援裁擦際甑 

 

回地域連携釧網鑚線利活用推進事業 

今企画調整課困 ŞĄ万円 

釧網鑚線の沿線自治体等埼構成際傘坤JR 釧網

鑚線維持活性尤沿線協議会墾削採い崎腰外部事

業者や域内事業者碕碕雑削腰釧網鑚線の観光利

用透進削取三組札擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会公衆フ式実ＷｉḾĆｉ環境整備事業 

 今情報政策課困   拡 充  ǚĽǹ万円 

滲庁舎や旨治実肢施設等削フ式実Wi-Fi を整

備裁腰施設利用者の利便性向上を図傘碕碕雑削腰

災害時削採け傘情報収集手段の確保を図三擦際甑 

解基幹系質情報系端鑽更新事業 

 今情報政策課困   拡 充  Şǚǜ万円 

基幹系 総事業費 ǘ⅕ŚĄĄ万円 

情報系 総事業費 ǜ⅕ĽǖŚ万円 

住民記録腰滲税等の基幹斯旨テ痔端鑽の更新

裁擦際甑擦冴腰庁内業務用パソコンの OS を

Windows10 削更新裁擦際甑 

 

 

 

会防災諸費 今総務防災課困 

質地域防災訓練の実施         ǘŞ万円 

関逃団体碕連携裁腰地域の特性削応載冴防

災訓練や防災研修を実施裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質土砂災害ハ孜実詩マップの作成 

拡 充  ǖĄĽ万円 

戻海暑歳指定際傘土砂災害警戒区域等の土

砂災害ハ孜実詩爾紫プを作成裁腰地域住民等

削配漱裁擦際甑 

生 活 安 全 

通 信 
公 共 交 通 
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質防災備蓄品の整備 

拡 充  ǖǜǚ万円 

災害発生削備え腰小中学校削備蓄際傘食料

や資機材の更新整備を行い擦際甑 

質避難所の非常用電源整備 

拡 充  Ąǹǹ万円 

災害時削避難所碕作傘コ璽セン等削腰災害

時非常用電源を整備裁擦際甑 

質Ｊ-ＡＬĹＲＴ

ア 鹿 実 詞

多重尤整備事業 

新 規  ŤǖŤ万円 

国栽晒のＪ仔鹿実詞里び滲役所栽晒の防災

情報等をコ璽ュニテ伺ＦＭ放送削緊急割込際

傘斯旨テ痔を構築裁腰災害時削採け傘新冴作

緊急伝署手段を整備裁擦際甑 

質緊急告知防災鹿ジオ整備事業 

新 規  Ś⅕ǜǹǹ万円 

高齢者世帯等削緊急告知鹿施オを配漱貸与

裁擦際甑 

解消防の機能強尤 今消防困  

拡 充  Ś⅕ŤǚŤ万円 

高規格救急自動車里び消防団の消防治ンプ

自動車を更新裁擦際甑 

 

 

 

 

 

会東京農大学生確保対策支援補助金 

今企画調整課困         ǘǹǹ万円 

東京農大の学生を確保際傘冴薩腰滲内腰東京

農大碕相互協力協定を締結裁崎い傘管内の高校

里び交流都滲栽晒入学際傘保護者の経済的負担

を軽減際傘冴薩腰入学費用の一部を支援裁擦際甑 

 

解日体大高等支援学校入学支援補助金 

今企画調整課困        Ľǹǹ万円 

保護者の入学時の経済的負担を軽減際傘冴薩腰

入学費用の一部を支援裁擦際甑 

回日体大高等支援学校施設整備事業 

補助金今企画調整課困  ǖ⅕ǹǹǹ万円 

  同校の施設整備里び教育活動削要際傘経費を

助成際傘こ碕削皿三腰特別支援教育の向上碕地

域密着型の魅力あ傘学校咲く三を支援裁擦際甑 

 

 

 

 

会Ľ次産業尤プロ視ュ実支実育成事業 

今企画調整課困         ǜǹǹ万円 

東京農大碕連携裁腰爾ネ施磁ン詞爾実師テ伺

ン市能力を有裁冴地域活性尤の中核碕作傘人

材を育成裁擦際甑 

 

 

 

 

会友好都市訪問団派遣事業今企画調整課困                    

ǖǚŞ万円 

厚木滲へ小学生訪問団を派遣裁腰首都圏の文

尤や環境削触参離好を深薩傘碕碕雑削腰集団行

動削皿傘協調性腰自主性の育成を図三擦際甑 

 

解生涯活躍のまち構築推進事業 

今企画調整課困        ǖĄǘ万円 

東京農大碕連携裁腰首都圏栽晒健康埼多様作

知識質経験を雑肴人材の還流を図傘坤網走版Ｃ

ＣＲＣ構想墾を推進裁擦際甑 

 

 

 

会庁舎建設基鑚構想策定事業 

今公共施設耐震尤等対策室困 

新 規  ŞǘĄ万円 

新庁舎の基鑚方針腰機能腰規模等を示際基鑚

構想を策定裁擦際甑 

産 業 振 興 

国際交流、地域間交流 

 

高等学校、高等教育 

行 政 運 営 



 

」

市民環境部の祭としの擦ちづくり 

 

 

保健今戸籍保険課困 

会あ柵しり健康爾使鴫実ジ事業 

            拡 充 Ťǹ万円 

健康咲く三昨意欲燦高薩傘た薩削腰ǚǹ歳以

上昨市民燦対象削腰健康関連事業昨参加削薇裁

崎ポ使ン詞燦付諾裁腰貯擦ったポ使ン詞削応載

崎賞品燦贈呈裁擦際甑 

 

地域諭療質救急諭療今戸籍保険課困 

会重度心身障歳い者諭療助成事業 

             ǜ，ŤŤǜ万円 

重度心身藴歳い者昨健康保持里び福祉昨増進

燦図傘た薩腰諭療費昨自己負担分昨全額又朔一

部燦妹成裁擦際甑 

 

社会保障今戸籍保険課困 

会検診助成事業今国民健康保険特別会計困             

  国保被保険者燦対象削検診妹成燦行い擦際甑 

質人間ド紫ク助成       ĄŞĽ万円 

ǘ烝削ǖ度腰ǜǹ歳栽晒ĽĄ歳未▕燦対象 

質脳ド紫ク助成         ŚŞǘ万円 

ǘ烝削ǖ度腰ǜǹ歳栽晒ŚĄ歳未▕燦対象 

質璽ニド紫ク検診       ǘŤǘ万円 

歳珊検診 烝ǚ回 

解脳ド紫ク助成事業 

今後期高齢者諭療特別会計困  ǘǹǖ万円 

後期高齢者昨方燦対象削脳詩紫ク昨妹成燦行

い擦際甑 

 

 

 

 

自然環境今生活環境課困 

会濤沸湖水鳥質湿地止ンタ実管理運営事業 

           ŞĄŤ万円 

鹿痔サ実識条約ɔ録▔地碕作っ崎い傘濤沸湖

削採け傘環境学習質保全調査昨拠点施設昨管理

運営燦担い腰利用透進燦図三擦際甑 

解濤沸湖エコ肢実式枝痔推進事業 

           ǜǖ万円 

濤沸湖昨ロ実始識識実識改塡碕姉使詩燦養成

裁腰濤沸湖昨環境保全碕利用昨両立燦図三擦際甑 

回濤沸湖エコ肢実式枝痔講演会開催事業 

        新 規 Ąǹ万円 

㈱モンベ識碕昨包括連携協定削基咲済腰エコ

肢実式枝痔削関際傘講演会燦開催裁擦際甑 

塊地球温暖化対策 

市民や事業者歳実践際傘祭碕歳埼済傘取組昨

普里啓æ燦図三擦際甑擦た腰庁不埼朔市役所地

球温暖化対策実行計き等昨取組燦進薩擦際甑 

質地球温暖化対策推進事業      ǖǜ万円 

質坤環境展墾開催事業       ǖŚ万円 

 

景観形成今市民活動推進課困 

会花いっ窄いの擦ちづくり推進事業 

              ǚǚǖ万円 

か不会等へ花苗燦提供裁腰花いっぱい昨擦ち

咲く三昨推進燦図三擦際甑 

 

生活環境今生活環境課困 

会空済家等対策事業        ǘŤ万円 

市民昨安全腰安心作擦ち咲く三燦推進際傘た

薩腰空済家等対策昨推進燦図三擦際甑 

解公害等の防止 

質悪臭防止対策事業        ǖǘŤ万円 

悪臭燦防溺際傘た薩腰募集裁たパネ鹿実削皿

傘悪臭昨測定や機器分析削皿三腰悪臭昨æ生源

昨特定碕改善燦進薩擦際甑 

 

質水質汚濁防止対策事業       Ľǜ万円 

河川昨水質燦監視際傘た薩水質検査燦実施裁腰

水質汚濁昨未然防溺燦図三擦際甑 

 

質滎音振動防止対策事業    ǖŞŚ万円 

法削基咲く滎音質振動防溺対策昨一環碕裁崎腰

自動車交通滎音削逃傘常時監視里び面的評価燦

実施裁腰測定質調査昨充実燦図三擦際甑 

保 健 諭 療 

環   境 
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資源循環今生活環境課困 

会斎札収集質処理事業   ǚ億Ąǹǜ万円 

家庭栽晒出た斎札昨収集碕斎札処理場削集薩

晒参た斎札昨破Ω質埋立処理燦行い擦際甑 

 

解資源式サ使ク識の推進 

質式サ使ク識事業   ǖ億Ą，ǹǚŞ万円 

家庭栽晒出た資源物や容器包装寺鹿旨チ紫ク

里び生斎札昨分別収集碕再資源化処理燦行い擦

際甑 

 

回斎札減量化の推進今生活環境課困 

質資源物集団回収支援事業     ǘǹŤ万円 

地域埼昨式サ使ク識燦進薩傘た薩腰か不会作

鷺埼実施際傘資源物昨集団回収削対裁崎腰ǖ㎏

当た三ǜ付昨妹成燦行い擦際甑 

 

 

 

 

市民活動今市民活動推進課困 

会コ璽ュニテ伺止ンタ実の管理運営 

            ǚ，ĄĄŚ万円 

地域住民昨活動拠点埼あ傘コ璽止ン腰住民止

ンタ実作鷺昨コ璽ュ誌テ伺施設燦地域昨指定管

理者削皿三管理運営裁擦際甑 

 

解集会施設設置改修事業 

  拡 充 ǖǘŚ万円 

か不会質自治会歳所有管理際傘集会施設昨改

修要望削対裁腰補妹燦行い擦際甑 

 

回食品加工体滽止ンタ実管理運営事業        

ǖ，ǖǘǖ万円 

地場産品等昨食品加工体滽燦通載崎腰安心質

安全作食品知識昨習得碕市民活動昨場燦提供裁

擦際甑 

塊市民活動活性化事業       Śǹ万円 

市民活動やか不会活動昨活性化燦図傘止璽試

実燦開催裁擦際甑 

 

壊青少烝烋和都市友好交流事業 ŞŚ万円 

烋和学習燦行うた薩腰離好都市昨糸▕市削中

学生燦派遣裁腰烋和昨尊細や戦争昨悲惨細燦広

く市民削伝え擦際甑 

 

廻嘉多山地癒総合研修止ンタ実改修事業 

   拡 充 ĄĄǹ万円 

嘉多山保育園昨統合削伴い腰嘉多山地癒総合

€修止ンタ実昨改修燦行い擦際甑 

 

 

 

 

生活安全今市民活動推進課困 

会交通安全教室事業      ǘĄ万円 

園児腰小中学生里び高齢者燦対象碕裁た交通安

全教室昨開催燦通載崎腰交通安全意識昨啓æ碕交

通事故昨防溺燦図三擦際甑 

 

解防犯灯管理事業     ǖ，ǚŞǘ万円 

か不会連合会里び地癒連合か不会昨協力昨雑

碕腰市不防犯灯昨維持管理燦図三擦際甑 

 

回消費生活相談事業     ǘŚǜ万円 

消費生活上昨疑問や濁安削対応際傘消費生活

相談室燦開設裁腰市民昨消費生活詞鹿字識昨解

消削昧薩傘碕碕雑削腰消費生活削関際傘情報燦

提供裁擦際甑 

 

 

 

火葬場質墓地今生活環境課困 

会墓地改修事業        ǚŤǹ万円 

桂か墓地昨参道燦整備裁擦際甑 

生 活 安 全 

地 域 協 働 

生 活 基 盤 
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健康福祉部のこ碕しのまち咲く三 

 

 

会精神保健事業今健康推進課困 

精4/11的作問巠燦抱え傘当宙者鯖家族歳腰社会

埼孤立際傘祭碕作采腰地域生活昨維持質向上歳

埼済傘皿う支援裁擦際甑 

質坤戻海道いのちの電話墾相談促進事業 

 ǚǚ万円 

質精神保健事業 拡 充  ŚŤ万円 

 

解健康診査の実施今健康推進課困 

各種検診燦行い擦際甑 

質璽ニ詩紫ク検診θ年ǚ回χ 

質歳ん検診 ǘ，ĄŤŤ万円 

医胃質肺質大腸質前立腺質子宮質乳歳ん) 

質骨粗しょう症検診      Ąǘ万円 

質ǚǹ代児仕旨詞健康診査 

新 規  Ąǜ万円 

質肝炎ウ使識旨検査 Ş万円 

質エキ賜コ紫ク旨症検査 Ąǚ万円 

 

回歳ん検診推進事業今健康推進課困 

 ŚŚ万円 

歳珊昨早期発見腰歳珊削皿傘死亡者昨減少削

肴作砦傘冴薩腰子宮頸歳珊質乳歳珊検診昨溜診

対象者削ク実治ン券燦配漱裁腰検診燦無料埼実

施裁擦際甑 

塊胃歳ん式旨ク検診今健康推進課困 

拡 充  ǖǖŞ万円 

中学生及索 」0 歳以上昨滲民燦対象削胃歳珊

発症昨原因碕細参傘侍竺式菌保鐚検査燦実施

裁擦際甑 

壊母子保健事業今健康推進課困 

質乳幼児健診等 ǚŚǹ万円 

母子手帳昨交付腰赤阪皐珊訪問腰乳幼児健診腰

児紫素塗漱作鷺腰母碕子昨健康昨保持質増進燦

図三擦際甑 

 

質妊婦健康診査 ǘ，ǹǜǘ万円 

妊婦昨健康昨保持質増進腰経済的支援燦行う

冴薩腰ǖǜ回昨健診碕Ľ回昨超音波検査費用燦

妹成裁擦際甑 

質Ą歳児健康相談 新 規  ǚǖ万円 

Ą歳児θ烝中児χ碕そ昨保護者燦対象削腰発

署等削関際傘仔ンケ実詞燦実施裁腰希望者削対

裁崎健康相談燦行い擦際甑 

質新生児聴覚検査 ǖǹǹ万円 

新生児昨聴覚藴歳い削皿傘音声言語発署等

へ昨影響燦最椌限削抑え傘冴薩腰検査費用燦妹

成裁擦際甑 

質育児教室腰母親質両親学級  ǖĽ万円 

妊娠腰出産腰育児削関際傘腰塡裁い知識昨普

及碕親同士昨交流鯖仲間咲采三燦進薩傘碕碕

雑削腰父親昨子育崎参加燦透進裁擦際甑 

質産婦健康診査事業  新 規 ǖĽǹ万円 

産婦昨身体的回復腰産後う肴昨予防鯖経済的

負担昨軽減燦行う冴薩腰健診費用燦妹成裁擦際甑 

質産後ケ仔事業    新 規 ǖǖǖ万円 

産後ǜ栽鏤擦埼昨母子燦対象削腰妹産師等削

皿傘母親昨心身昨ケ仔腰育児相談質授乳指棡作

鷺昨費用燦妹成裁腰支援昨充実燦図三擦際甑 

質母子手帳仔寺式事業  新 規  ǚŤ万円 

母子手帳昨旨爾実詞児四ン仔寺式燦活用裁腰

妊娠中栽晒出産腰子育崎期昨鹿使児旨至実施削

合わせ冴支治実詞燦実施裁擦際甑 

廻感染症の予防今健康推進課困 

質麻しん･風しん予防接種 

 拡 充 ǖ，ǚŤǜ万円 

麻裁珊質風裁珊昨感染予防昨冴薩腰抗体検査

及索予防接種削逃傘費用昨一部燦妹成裁擦際甑  

擦冴腰抗体保鐚率昨徹い世代昨男性雑新冴削

妹成対象碕裁擦際甑  

質小児用肺炎球菌予防接種 ǖ，ǹǖŞ万円 

細菌性髄膜炎昨感染燦防犀冴薩腰椌児用肺炎

球菌ワクチン削皿傘乳幼児昨予防接種燦行い

擦際甑 

保 健 
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質事字予防接種 ŚŤĄ万円 

細菌性髄膜炎昨感染燦防犀冴薩腰事字ワクチ

ン削皿傘乳幼児昨予防接種燦行い擦際甑 

質日本脳炎予防接種 拡 充 ǖ，Şǹǹ万円 

日本脳炎昨予防昨冴薩予防接種燦行い擦際甑 

質高齢者使ン児識エン孜予防接種 

 ǖ，ĄŤǹ万円 

買5 歳以上及索身体藴害θ不部藴害χǖ㊏程

度昨買0歳～買4歳昨使ン児識嗣ン孜予防接種料

昨一部燦妹成裁擦際甑 

質こ鷺も使ン児識エン孜予防接種 

 拡 充 ǘ，ǖǚĽ万円 

幼児栽晒高校ǚ烝生擦埼昨使ン児識嗣ン孜

予防接種料燦全巸妹成裁擦際甑 

質水痘予防接種 ǜǹǜ万円 

水痘感染燦防犀冴薩腰予防接種燦行い擦際甑 

質成人用肺炎球菌予防接種  ǜǹĄ万円 

肺炎球菌感染症予防昨冴薩腰買5 歳以上θĄ

歳刻札χ及索身体藴害θ不部藴害χǖ㊏程度昨

買0 歳～買4 歳昨予防接種料昨一部燦妹成裁擦際甑 

質ż型肝炎予防接種 Ąǹǚ万円 

ż型肝炎昨感染燦防犀冴薩腰予防接種燦行い

擦際甑 

快不妊治療費の助成今健康推進課困 

 拡 充  ǖŤĽ万円 

特定濁妊治療鯖保険歳適用細参作い濁妊治

療削逃傘治療費昨一部燦妹成裁擦際甑 

怪不育症治療費の助成今健康推進課困 

 新 規  ǚǹ万円 

濁育症昨検査及索治療燦溜砕冴場合腰経費昨

一部燦妹成裁擦際甑 

悔夏期巡回鹿施オ体操開催事業 

今健康推進課困 新 規 ǖǚǹ万円 

滲民昨健康維持質増進碕腰健康削対際傘意識

昨醸成燦図傘冴薩腰ぐ夏期巡回鹿施士体操･札珊

作昨体操会け燦開催裁擦際甑 

 

恢受動喫煙防溺対策事業今健康推進課困 

 ǘǹ万円 

溜動喫煙防溺昨推進燦図傘冴薩腰対策削向砕

冴検討腰流組燦行い擦際甑 

懐食育の推進今健康推進課困    Ť万円 

食育推進計き削基咲済腰食育啓発削関際傘宙

業燦推進裁擦際甑 

戒食育推進計画策定事業今健康推進課困 

 拡 充 ǜǹ万円 

新冴作食育推進計き燦策定裁擦際甑 

 

 

 

会特定疾患等患者通院交通費の助成 

今健康推進課困 ǖǜŞ万円 

椌児綫性特定疾患燦含殺特定疾患等患者昨

通院削要際傘交通費昨一部燦妹成裁擦際甑 

解ǘǜ時間電話健康相談支実似旨 

今健康推進課困 ĄĄŤ万円 

健康鯖諭療腰育児作鷺昨笵札相談燦腰ǘǜ時

間電話埼対応裁擦際甑 

回開業諭誘致推進事業今健康推進課困 

 新 規 Ťǹ万円 

持62療能作諭療体制昨確保燦図傘冴薩腰新冴

作診療所等昨開設費用昨一部燦妹成際傘制度

燦設砕腰開業諭昨誘致燦進薩擦際甑 

塊看護師質薬剤師確保対策支援事業 

今健康推進課困 ǖ，ĄĽǹ万円 

病院等歳実施際傘奨学金制度昨増巸燦図三腰

o護師及索薬剤師昨確保削肴い崎支援裁擦際甑 

壊コン似ニのźĹĂ設置今健康推進課困 

 ǚŤ万円 

迅）作救急救命活動歳行え傘皿う腰身近作コ

ン似ニ嗣ン旨旨詞仔削źĹĂ燦設置裁擦際甑 

廻公的病院等支援事業今健康推進課困 

質網走厚生病院小児諭療等運営補助 

 ǜ，Şǹǹ万円 

椌児諭療等昨晧定的作診療体制確保際傘冴

薩腰公的作諭療機関削妹成燦行い擦際甑 

地域諭療腰救急諭療 
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質斜網地域周産期諭療支援事業 

 ǘ，ǘǘǹ万円 

斜網地域昨ǖ滲ǜか歳連携裁崎腰斜網地域昨

周産期諭療体制燦維持際傘冴薩腰戻海暑厚生連

燦支援裁擦際甑 

質網走脳神経外科質式雌似式至実斯ョン 

 病院運営補助 ŤĄǹ万円 

式雌似式至実斯ョン削関際傘診療体制燦確

保際傘冴薩腰公的作諭療機関削妹成燦行い擦際甑 

快救急諭療の体制咲く三今健康推進課困 

 拡 充  Ś，ǹǖŤ万円 

諭師会碕連携裁腰休日質夜間昨救急諭療体制

及索忠次救急諭療体制昨確保燦図傘碕碕雑削腰

休日不科急病センタ実昨諭療体制燦維持裁擦

際甑 

怪健康都市咲く三推進事業今健康推進課困 

 Śǚ万円 

滲民歳健康埼晧心裁冴生活歳送参傘皿う腰ベ

施鹿字識運動昨推進鯖健康咲采三指棡者講習

会燦開催裁腰健康咲采三燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

地域福祉 窺社会福祉課丑 

 

会寺鴫璽仔痔付商品券発行事業 

新 規 ǖ億Ś，ĄŤǘ万円 

Ｈǚǹ補塡分 ǘŚŚ万円 

消費税質地方消費税率昨ǖǹ％へ昨引上砦歳

徹所癧者質子育崎世帯昨消費削諾え傘影響燦緩

和際傘碕碕雑削腰地域削採砕傘消費燦喚起際傘

祭碕燦目的碕裁崎腰徹所癧者及索子育崎世帯削

寺鴫璽仔痔付済商品券燦販売裁擦際甑 

 

障歳い者福祉 窺社会福祉課丑 

 

会自立生活援助給付   新 規 Şǚ万円 

 藴歳い者歳ǖ人暮晒裁燦始薩冴薇削腰生活鯖

健康等昨課巠削肴い崎腰支援燦行い擦際甑 

解就労定着支援給付   新 規 Śǜ万円 

 一般就労へ移行裁冴藴歳い者歳就労環境昨変

尤削対応埼済傘皿う腰必要作支援燦行い擦際甑 

回障歳い児福祉支実似旨利用者負担金 

軽減事業           新 規 ǜǜĽ万円 

 藴歳い者θ児χ福祉支実似旨燦利用際傘児童

昨保護者昨利用者負担燦妹成裁擦際甑 

塊手話言語普及啓発事業 新 規 Śǹ万円 

 手話言語条例θ仮称χ燦制定裁腰手話昨普及啓

発燦行い擦際甑 

壊戻海道障歳い者旨治実肢大会開催事業 

新 規 ǚŞǖ万円 

 藴歳い者体力昨増進腰社会参加昨透進燦図傘冴

薩削腰第ĄŚ回戻海暑藴歳い者旨治実肢大会燦開

催裁擦際甑 

 

高齢者福祉 窺介護保険特別会計丑 

 

会介護保険給付費  ǘŤ億ǜ，ǜŤǖ万円 

介護保険朔ǜǹ歳以上昨方歳加入者碕裁崎保

険料燦出裁合い腰介護燦地域鯖社会全体埼支え

合う冴薩昨制度埼際甑 

介護燦必要碕際傘方歳介護認定削皿三支実似

旨燦利用裁腰支実似旨提供宙業所鯖介護保険施

設削対裁崎利用料燦負担裁擦際甑 

解介護保険料の負担軽減強尤  Śǘǖ万円 

  国昨制度削基咲済腰ĽĄ歳以上昨徹所癧者昨介

護保険料燦軽減裁擦際甑 

回利用者負担軽減対策  ǖ，ĄĄǹ万円 

  徹所癧者昨介護支実似旨利用者負担燦軽減裁

擦際甑 

塊地域支援事業     ǘ億Ľ，ĄǘŤ万円 

高齢者歳要支援質要介護状態削作傘祭碕燦予防

裁腰地域削採い崎自立裁冴日常生活燦営殺祭碕歳

埼済傘皿う支援裁擦際甑 

 

 医》)買物支援支実似旨事業      Ťǖ万円 

 要支援者等燦対象碕裁冴プ物代行支実似旨燦

提供裁擦際甑 

地 域 福 祉 
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 医「)短期集中予防支実似旨事業θ訪問型χ 

             ǖŞĄ万円 

 閉載祭雑三等昨心身昨状況削あ三腰通所宙業

へ昨参加歳困飫作要支援者等燦対象削腰式雌似

式至実斯ョン専門職歳居宅燦訪問裁腰社会参加

昨冴薩削必要作相談質指棡等昨支実似旨燦提供

裁擦際甑 

医」)高齢者等さわや栽収集事業   Śǜǖ万円 

斎札燦旨至実斯ョン削出際祭碕歳困飫作高齢

者世帯等燦対象碕裁崎腰晧否確認碕併せ腰斎札

昨戸別収集燦行い擦際甑 

擦冴腰身体状況削応載崎便別支援燦行い擦際甑      

医4)地域式雌似式至実斯ョン活動支援事業 

                  ŤĄ万円 

 高齢者ふ参あい昨家鯖老人ク鹿字作鷺削式雌

似式至実斯ョン専門職燦派遣裁腰介護予防昨流

組燦総合的削支援裁擦際甑 

医5)介護支援滋鹿ン至伺仔治使ン詞事業 

             新 規 ǘŞǖ万円 

 介護支援削資際傘滋鹿ン至伺仔活動削流三組

殺高齢者等燦対象削腰活動実績削応載崎評価治

使ン詞燦付諾裁腰滋鹿ン至伺仔昨6162碕後61者

昨育成燦支援裁擦際甑                                                      

医6)認知症高齢者見守三事業 新 規 ǖŞ万円 

関逃機関碕連携裁腰認知症作鷺削皿三癬徊昨

採そ参昨あ傘高齢者昨見晤三体制昨構築燦進薩

擦際甑 

医7)高齢者ふれあいの家支援   Ąǚǜ万円 

 地域滋鹿ン至伺仔昨育成碕支援削皿三腰高齢

者昨生済歳い咲采三碕閉載祭雑三防溺燦目的碕

裁冴ふ参あい昨家燦開設裁擦際甑 

医8)地域包括支援センタ実運営事業 

 ǜ，ĄŚǹ万円 

高齢者昨生活燦支え傘冴薩昨拠点碕裁崎腰配

置細参冴保健師質社会福祉士質主任介護支援専

門員碕い榊冴専門職歳介護予防鯖各種相談作鷺

昨総合的作支援燦行い擦際甑 

医9)在宅諭療質介護連携推進事業  Şǹ万円 

 諭療碕介護昨両方燦必要碕際傘状態昨高齢者

削腰在宅諭療碕介護燦一体的削提供際傘冴薩腰関

逃機関碕連携裁腰支援体制昨構築燦進薩擦際甑 

医》《)認知症初期集中支援推進事業 ǖĄŚ万円 

 専門職埼構成細参冴認知症初期集中支援チ実

痔歳腰認知症昨早期削採砕傘症状昨笨尤防溺鯖

総合的作支援燦行う作鷺腰適勉作諭療質介護等

歳溜砕晒参傘初期体制燦推進裁擦際甑 

医》》)認知症地域支援質ケ仔向上事業 

ǜĄǖ万円 

 諭療機関鯖介護支実似旨及索地域昨支援機関

燦肴作犀役割燦担う認知症地域支援推進員等燦

配置裁腰支援体制昨連携強尤燦図三擦際甑 

擦冴腰多采昨方歳集擦傘場所削坤認知症始児

史墾燦開設裁腰認知症昨人鯖そ昨家族削対際傘

支援腰認知症昨啓発及索情報発信並索削交流昨

機会燦提供裁擦際甑 

医》「)生活支援体制整備事業      ŤŚǖ万円 

  高齢者昨生活支援質介護予防支実似旨昨体制整

備燦推進際傘冴薩腰生活支援コ実視伺ネ実タ実碕

生活支援燦担う多様作主体歳参き際傘協議体歳

連携裁腰高齢者昨支援体制昨充実鯖社会参加昨透

進燦一体的削図三擦際甑 

 

高齢者福祉 窺介護福祉課丑 

 

会高齢者等除雪質融雪支実似旨 ĄǖŞ万円 

θうち介護保険特別会計 ǖǘǹ万円χ 

  除雪歳困飫作高齢者等世帯昨避飫通路燦確保

際傘冴薩腰除雪質融雪支実似旨燦行い擦際甑 

解成年後見相談支援事業     ĽǚĄ万円 

高齢者等歳撤札總参冴地域埼晧心裁崎暮晒せ

傘皿う腰成烝後見制度昨相談鯖利用支援燦行い擦

際甑 

回寝た済三高齢者等移送支実似旨 

ĽŞ万円 

在宅埼生活際傘要介護ǜ又朔Ą昨方昨外出時

削採砕傘タク斯実料金昨一部妹成燦行い擦際甑 

塊ひ碕三暮晒し等高齢者 

緊急通報斯旨至痔事業  ĄŤĄ万円 

 策碕三暮晒裁昨高齢者等世帯昨緊急時削対応

際傘冴薩腰滋タン燦押際坂砕埼消防署へ通報埼

済傘機器燦ヘ諾裁擦際甑 
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壊高齢者生活総合支援事業 ǖ，ŤŚǜ万円 

   Śǹ歳以上昨滲民税非課税者昨う阪腰要件燦

満冴際方燦対象削腰飼旨質雌使ヤ実乗車腰施設

利用腰プい物代行作鷺昨生活支援腰除雪腰入浴

削使用埼済傘妹成券燦交付裁擦際甑 

θǖ人削肴済Ľ千付χ 

廻高齢者等瞭帳整備事業 

 拡 充  ǜǹ万円 

  高齢者等歳地域埼晧心裁崎生活際傘冴薩腰災

害鯖緊急時削伴う対応鯖晧否確認腰擦冴腰関逃

機関碕連携裁冴支援体制燦構築際傘冴薩腰災害

時要援護者瞭帳燦整備裁擦際甑 

快介護人材確保事業        ǜŞ万円 

  介護宙業者鯖関逃機関碕昨連携削皿三介護人

材昨確保鯖頹職防溺削昧薩擦際甑 

怪介護福祉士確保対策支援事業 ǜŞ万円 

  奨学金制度削流三組殺介護宙業所へ補妹燦行

い腰介護福祉士昨確保削肴い崎支援裁擦際甑 

悔老人視使支実似旨センタ実の改修 

拡 充  ǖǜĄ万円 

 経烝劣尤裁冴施設昨設備機器改修工宙燦行い

擦際甑 

子鷺も質子育崎支援 窺子育崎支援課丑 

 

会子育崎支治実詞事業        ǚǘǹ万円 

地域埼妹砕合い作歳晒子育崎燦際傘会員制昨

相互支援活動燦行い支援裁擦際甑 

解地域子育崎支援センタ実運営事業 

ǖ，Ľǖǖ万円 

地域子育崎支援センタ実坤鷺珊犀三墾腰坤策

擦わ三墾昨運営燦通載崎地域昨子育崎燦支援裁

擦際甑 

回児童手当の支給   ǜ億ǜ，ǖŤĄ万円 

 中学校修了前擦埼昨子鷺雑燦養育裁崎い傘方

へ児童手当燦支給裁擦際甑 

塊子鷺もの居場所咲く三支援事業  

                     ǜǜ万円 

子鷺雑冴阪歳地域埼晧心裁崎過斎際祭碕歳埼

済傘居場所咲采三燦進薩傘活動削対裁経費昨一

部燦妹成裁擦際甑 

壊幼稚園質認定こ鷺も園等の給付費  

  Ľ億ǘǚ万円 

保育所鯖幼稚園腰認定祭鷺雑園作鷺運営削逃

傘費用燦負担裁擦際甑θ施設型給付費χ 

廻認療保育所の運営 

拡 充  ǘ億Ľǘǹ万円 

就労等削皿三家庭埼保育際傘祭碕歳埼済作い

保護者削栽わ榊崎認療保育所埼保育燦行い擦際甑

θ公立ǖ園腰私立ǖ園χ 

私立認療保育所θいせ昨裘保育園χ削採い崎腰

休日保育燦実施裁擦際甑 

※対象者朔保育認定昨園児θǹ歳～就学前擦埼χ 

快へ済地保育所管理運営事業 

Ľ，ǚĽǹ万円 

郊外地癒昨子鷺雑冴阪昨集団保育燦各地域埼

組織際傘運営委員会へ委託裁崎実施裁擦際甑 

  烋成ǚǖ烝度朔腰細珊斎そう保育園碕嘉多山保

育園燦統合裁腰新設裁冴坤細珊斎そう保育園墾歳

開園裁擦際甑へ済地保育所へ飼旨燦利用裁崎通園

裁崎い傘場合削交通費昨妹成燦行い擦際甑 

※⑤～⑦ θ保育園質認定祭鷺雑園質幼稚園χ 

梱保育料等昨無償尤：ǖǹ鏤栽晒実施混 

質ǚ歳～Ą歳擦埼朔全世帯歳無償尤 

質ǹ歳～ǘ歳擦埼朔非課税世帯昨札無償尤 

怪幼稚園型一時預栽三事業 

  ǖ，ǚǹǖ万円 

私立幼稚園質認定祭鷺雑園埼一時預栽三燦実施

際傘祭碕削皿三腰子育崎環境昨充実燦図三擦際甑 

 

悔子鷺も質子育崎支援事業計画の策定 

ǘǘǖ万円 

第ǘ期子鷺雑質子育崎支援宙業計き燦策定裁擦

際甑 

恢一時保育事業         ĄǖŤ万円 

緊急質一時的削保育歳必要碕作傘児童削対裁崎腰

保育所質認定祭鷺雑園削崎保育燦実施裁擦際甑 

θ私立ǚ園削崎実施χ 

懐病後児保育事業      新 規  ǜǹǖ万円 

私立認療保育所θいせ昨裘保育園χ削採い崎腰

病後児保育燦実施裁擦際甑 

※対象者朔保育認定昨園児θǖ歳半～就学前擦埼χ 

 



》《 

戒乳幼児世帯生活応援事業   ǘǜĄ万円 

採子細擦昨誕生燦3/11裁崎腰㊎採殺肴用斎札袋

燦無償埼支給裁擦際甑θǹ歳児：ǘǜǹ枚χ 

拐児童館管理運営事業  

 拡 充  Ľ，ǖǖǜ万円 

児童館昨管理運営燦行う碕碕雑削腰児童ク鹿

字燦設置裁腰児童昨健全育成燦図三擦際甑   

※戻児童館朔腰民間委託際傘児童館θいせ昨裘

児童センタ実χ削変わ三擦際甑 

改未熟児養育諭療給付事業   ǚǹǹ万円 

都暑府p昨指定裁冴養育諭療指定機関削採い

崎入院燦必要碕際傘裴症未熟児削対裁崎腰養育

削必要作諭療昨給付燦行い擦際甑 

魁児童扶養手当の支給  

拡 充  ǘ億ǚ，Ąǹǘ万円 

策碕三親家庭等埼子鷺雑燦養育裁崎い傘方へ児

童扶養手当燦支給裁擦際甑烋成ǚǖ烝ǖǖ鏤栽晒烝

ǚ回栽晒Ľ回昨支給へ変更碕作三擦際甑 

晦母子家庭等自立支援給付金支給事業 

ǜŤŚ万円 

策碕三親家庭昨親歳専門的作資格燦流癧際傘

冴薩削必要作費用昨一部燦妹成裁擦際甑 

械ひ碕三親家庭臨時特別給付金給付事業 

新 規  ǜĽ万円 

児童扶養手当昨溜給者昨う阪腰未婚昨策碕三親

削対裁崎臨時特別給付金燦支給裁擦際甑   

θ給付巸：1貸,500 付χ 

海こ鷺も諭療助成事業   Ť，ǘǹŚ万円 

中学生擦埼昨子鷺雑昨諭療費昨全巸擦冴朔一

部燦妹成裁擦際甑 

 

 年齢区分 自己負担 

通院 

歯科 

調剤 

３歳まで 無料 

小学校 

入学前 

非課税：無料 

課税：１割負担 

小中学生 １割負担 

入院 中学生まで 無料 

  ※高校生等栽晒数え崎第ǚ子目以降朔無料 

灰ひ碕三親家庭等諭療助成事業 

 ǚ，ǜǜŞ万円 

策碕三親家庭等昨諭療費削肴い崎自己負担便

昨全巸又朔一部燦妹成裁擦際甑 

界潮見地癒認定こ鷺も園整備事業補助金 

拡 充  ǘ億ǜ，ǹĄǹ万円 

潮見地癒削民間削皿傘新冴作認定祭鷺雑園燦

整備際傘冴薩昨補妹燦行い擦際甑烋成ǚǖ烝度

朔腰本園舎昨建設等燦行い擦際甑 

㉑子育崎世代包括支援センタ実運営事業 

窺子育崎支援課丑 

新 規  ŞĽĽ万円 

保健センタ実削採い崎腰妊娠期栽晒子育崎期

削わ冴傘擦埼昨勉参目昨作い総合的作相談支援

燦行い擦際甑θ対象者：妊産婦腰就学前昨乳幼

児碕そ昨保護者χ 

 

※子育崎世代包括支援センタ実連携事業 

窺健康推進課丑 ※重複掲載 

質産婦健康診査事業  新 規 ǖĽǹ万円 

質産後ケ仔事業    新 規 ǖǖǖ万円 

質母子手帳仔寺式事業  新 規  ǚŤ万円 

 

 

 

社会保障 窺社会福祉課丑 

 

会進学準備給付金給付事業  

拡 充 ǚǹ万円 

大学等進学削皿傘生活保護廃溺時削腰進学準

備給付金燦給付裁支援裁擦際甑 

 

解健康管理支援事業 

          新 規 ǚĄĽ万円 

生活保護溜給者昨諭療鴫セ寺詞燦便析裁腰生

活習總病罹患者へ保健指棡燦実施裁擦際甑 

 

生 活 福 祉 
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農林水産部のことしのまち咲采り 

 

 

農業嫻盤の整備等今農林課困

会卯原不私痔の管理 

質管理事業        ǘ，ǚŤǖ万付 

国埼設置裁た農業用私痔等燦管理裁ま際甑 

質土砂撤去事業    拡 充  Ąǹǹ万付 

卯原不私痔附帯施設の土砂燦撤去裁ま際甑 

質設備改修事業    拡 充  ǖŚĽ万付 

無停電電源装置の電池の更新燦行いま際甑 

解斜網地区私痔の管理 

質管理事業          ǖ,ǜǹŤ万付 

国埼設置裁た農業用私痔等燦管理裁ま際甑 

質管理省力尤事業   拡 充  ǜǘǚ万付 

用水管理斯旨テ痔の外部通信機器燦腰１滲

４か埼整備裁ま際甑 

質椌水力発電事業 拡 充  ǘ，Şǚǚ万付 

斜網地区私痔の放流水燦活用裁た椌水力発

電施設燦１滲４か埼整備裁ま際甑 

回道営土地改良事業  ǘ億Ş，ǘĽǖ万付 

θ中部: 4,「00 万付腰藻琴: 7,000 万付腰 

 西部: 8,000 万付腰平和: 4,000 万付 

 南部東第 「: 5,0」1 万付 

 南部西第 「:   」0 万付χ 

道営事業碕裁崎行う農地改良の費用燦腰一部

負担裁ま際甑 

は作の振興今農林課困 

会施而姉イ示斯ロ斯旨詞セン糸自ウ緊急 

防除事業  拡 充  ǖ億ǘ，ĄĄŞ万付 

国の緊急防除の指定燦溜砕た施而姉イ示斯ロ

斯旨詞セン糸ュウ燦駆除際傘た薩腰発生圃場の

生産者削防除協力金燦交付際傘察栽腰土壌消毒

作鷺の防除作業やま珊延防止対策燦行いま際甑 

解重要病害虫防疫対策事業   ǖǖǹ万付 

は作物の生育削重大作影響燦及拶際重要病害

虫のま珊延防止対策燦行いま際甑 

回旨爾実詞農業推進事業 拡 充  Ąǹ万付 

旨爾実詞農業の棡入削流三組殺雑の削対裁腰

その費用の一部燦助成裁ま際甑 

塊もち麦栽嫺促進事業 新 規  ǖǹǹ万付 

機能性雑ち麦の産地形成燦目指裁腰機能性雑

ち麦の栽培試験燦行榊た農業者削対裁崎腰栽培

経費の一部燦助成裁ま際甑 

農産物の販路拡大今農林課困 

会地域連携長いも高付加価値尤推進事業 

Şǹǹ万付 

大空か及び東京農業大学腰ＪＡ碕連携裁腰長

い雑の高付加価値化燦図傘調査研究燦行いま際甑 

解士ホ実肢屍産麦類消費拡大事業 

ǚĄ万付 

地元産麦類の消費拡大燦図傘た薩腰地元麦類

削関際傘食のイベン詞燦開催裁ま際甑 

畜産の振興今農林課困 

会あばしり和牛産地嫻盤咲采り推進事業 

 補助金          ǖǹǹ万付 

繁殖雌牛の計き的作更新燦推進裁腰坤士ホ実肢

屍あば裁三和牛墾の字鹿ン詩化燦支援裁ま際甑 

解畜舎防疫事業補助金          ǚǹ万付 

畜舎の石灰塗漱等燦行う家畜飼養者削対裁経

費の一部燦助成裁ま際甑 

農村の振興今農林課困 

会農業農村多面的機能発揮促進事業         

ǖ億Ą,ǚŚǖ万付 

農業質農闌の多面的機能θ農地維持腰資質向

上χ発揮のた薩の地域活動等燦支援裁ま際甑 

農業の担い手育成今農林課困 

会農業担い手実践研修支援事業 ǚĄǹ万付 

農業後61者及び新規就農者燦対象削腰優参た

農業経営や地域式実私実育成燦図傘こ碕燦目的

削開催際傘研修削対裁経費の一部燦助成裁ま際甑 

 

農 業 
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林業の振興今農林課困 

森林歳雑肴機能燦維持質再生際傘た薩長期的

作視点埼森林整備燦進薩ま際甑 

会森林整備補助金  拡 充 ǘ,ǹǖĽ万付 

θ未来削肴作犀森咲采り推進事業質除間伐 

奨励事業質人工造林推進事業 外χ 

解市有林整備事業 拡 充  ǖ，ǘŚĽ万付 

回森林管理意向調査事業 新 規  Ľǹ万付 

経営や管理歳行わ参崎い作い森林燦対象削森

林所有者の管理意向燦調査裁ま際甑 

塊稲富林道橋梁点検事業 新 規  ǖǘǜ万付 

壊稲富林道法面復旧事業 

拡 充  ǖ，ǹǹǹ万付 

廻林道維持管理事業   拡 充  ǖǹǹ万付 

快鳥獣害防止対策事業      ĄŚǚ万付 

エゾ斯始作鷺農作物削被害燦雑た晒際有害鳥

獣の被害防止対策燦行いま際甑 

怪狩猟免許取得支援事業     ǖĄ万付 

有害鳥獣の駆除燦担う人闍燦育成際傘た薩腰

狩猟免許新規流得者削流得費用燦助成裁ま際甑 

悔事市爾生息実態調査事業  

新 規  Ľǹ万付 

  事市爾の目撃情報歳増加傾向埼あ傘こ碕栽晒腰

被害燦未然削防犀対策燦講載傘た薩腰事市爾の

生息実態燦調査裁ま際甑 

 

 

 

 

資源管理型漁業の推進今水産漁港課困 

会沿岸浅海域の漁場造成と資源調査 

      ǘǹĄ万付 

ウ誌腰試爾コ作鷺の浅海域漁業資源の漁場造

成碕資源調査削対際傘支援燦行い腰漁業生産の

安定化燦目指裁ま際甑 

 

解さ砕質士ホ実肢屍サ実示ン資源の安定尤 

      ŤĄ万付 

さ砕質士ホ実肢屍サ実示ンθ始鹿児詞爾旨χ

の稚魚の分漱や成育調査削対際傘支援燦行い腰

資源の安定化燦図三ま際甑 

回ホ紫始イエ似資源増大試験  ĄŚ万付 

資源の減少歳見晒参傘ホ紫始イエ似の資源増

大削向砕た試験研究燦行いま際甑 

塊濤沸湖斯施璽漁業再生削向砕た支援 

         ĽĄ万付 

斯施璽資源歳枯渇裁た濤沸湖埼の斯施璽漁業

の再生燦目指裁ま際甑 

壊網走湖耳爾詞斯施璽資源の回復 

      新 規  Ąǹ万付 

資源枯渇の危機削あ傘網走湖斯施璽資源の回

復削向砕た調査研究削支援裁ま際甑 

廻能取湖水質質資源調査の実施 ǘĄǹ万付 

能流湖の漁業安定化のた薩削湖不環境及び漁

業資源削関際傘調査燦支援裁ま際甑 

快網走湖水質質資源調査の実施 ǘĄǹ万付 

網走湖の漁業安定化のた薩削湖不環境及び漁

業資源削関際傘調査燦支援裁ま際甑 

怪河川等漁場環境の保全    ǚǘ万付 

急激削浅化歳進珊埼い傘湖沼質河川等の漁場

環境保全燦進薩腰漁業の鯲62的作安定燦目指裁

ま際甑 

 

 

 

 

会戻海道ＨＡＣＣＰ等棡入への支援 

今水産漁港課困        ǖĄǹ万付 

衛生管理体制の向上燦行う水産加工事業者燦

支援裁ま際甑 

解ぐ流氷明砕ウニ質始ニけブラン詩の推進 

今水産漁港課困         ǜŞ万付 

ぐ流鮗明砕け時期のｗ特削美味裁いｘ碕さ参傘

ウ誌や始誌の字鹿ン詩化燦進薩ま際甑 

漁 業 

林 業 

水産加工質販売促進 



  》」 

観光商工部のことしのまち咲く三 

 

 

 

会大曲湖畔園地整備事業今観光課困 

   ǖ,ǖĽǖ万付 

  日本最大級昨策擦わ三はや思旨示旨は作鷺昨景

観整備及索腰仔旨歯鹿は作鷺収穫体験昨溜入環境

整備を行い擦際甑 

解天都山周辺の花園整備今観光課困  

Ąǜǖ万付 

   滋鹿ン至伺仔活動削皿三天都山周辺花園を整備

裁腰観光曠昨誘曠透進を図三擦際甑 

回支ン指草群生地再生保全事業今観光課困 

            ǚŞĄ万付 

  支ン指草群生地を保全際傘た薩削土壌乾燥尤防

止対策や地託水位観測調査等を行い擦際甑 

塊天都山展望瞭質士次実肢屍流氷館の  

展示物改修基本計画の策定 今観光課困 

  新 規 Ľǹǹ万付 

  天都山展望瞭質士次実肢屍流氷館式誌自実仔識

削向砕た展示改修昨た薩昨基本計きを策定裁擦際甑 

 

 

 

 

会海外昿伝ŕＲ事業今観光課困 ǖǖŚ万付 

  外国人観光曠を誘曠際傘た薩腰瞭湾質香港質祉

使質斯ン姉治実識昨観光雑ア削広告掲載裁擦際甑 

解国不昿伝ŕＲ事業今観光課困 ǜǹǜ万付 

国不観光曠を誘曠際傘た薩腰国不昨旅行雑アや

旅行ＷĹż支使詞腰航空会社昨機不ア削広告作鷺

を掲載裁擦際甑 

回国不観光姿而ン時実ン事業今観光課困 

ǖǹǹ万付 

  国不観光曠を誘曠際傘た薩腰観光業界碕連携裁

崎主要都市埼観光姿而ン時実ンを行い擦際甑 

 

塊流氷歯タラ衣装新調事業今観光課困 

新 規 ǘĄǹ万付 

網走観光昨ŕĺ活動を担う坤流氷歯祉鹿墾昨衣

装を新調裁擦際甑 

 

 

 

会地域ĂＭŢ設立推進事業今観光課困 

新 規 Ľǹǹ万付 

魅力的作観光地咲く三を戦略的削行うた薩腰網

走市をエ式仔碕際傘地域ĂŘŢ昨設立を目指裁擦

際甑 

解天空の里魅力発信質活性尤事業 

今観光課困       拡 充 ǘǜǘ万付 

  天都山周辺昨賑わい創出碕活性尤を図傘た薩腰

エ式仔不昨宙業者碕連携裁腰エ式仔爾紫寺昨作成

作鷺を行う碕碕雑削腰案不看板を整備裁擦際甑 

 

 

 

 

会外国人観光曠誘致対策プロ示実斯ョン 

事業今観光課困        ǜǹǹ万付 

  外国人観光曠昨誘曠を透進際傘た薩腰東仔施

仔質東南仔施仔埼観光寺ロ示実斯ョンを行い擦際甑 

解外国人観光曠使ンフ四磁実斯ョン事業 

今観光課困           ĄŞǖ万付 

   観光案不所削採砕傘外国人観光曠へ昨案不業務

及索腰外国語字ロ市や肢使紫祉実等を活用裁崎観

光情報を発信裁擦際甑 

回ひ歳し戻海道空港連携海外観光曠誘致 

事業今観光課困        ǖĄǹ万付 

  女満別質釧路質帯広空港エ式仔歳連携裁崎腰海

外埼策歳裁戻海道観光昨ŕĺや糸而実祉実便昨誘

致を行う碕碕雑削腰各空港昨国際線溜入体制昨充

実を図三擦際甑 

 

外国人観光曠誘致促進 

姿而ン時実ンŕＲ 

観光価値の向上 

魅力の戦略的発信 
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会士次実肢屍網走爾ラソン開催負担金 

今観光課困        ǖ，ǖŤǹ万付 

士次実肢屍網走爾鹿ソンǘǹǖ９を開催裁擦際甑 

解友好都市爾ラソン交流質ŕＲ事業 

今観光課困           Śǘ万付 

  天童市θ観光物産交流都市χ碕爾鹿ソンを通載

崎交流を深薩傘た薩腰坤天童鹿質児鹿ン旨爾鹿ソ

ン墾削市民交流鹿ン試実を派遣際傘碕碕雑削腰網

走昨食削擦肴わ傘エ使詩を出店裁擦際甑 

回支使屍ル仔詩持ンチ而実士次実肢屍事業 

今観光課困      新 規 ǚǹǹ万付 

  戻見市腰大空か腰小清水か碕連携裁腰支使屍識

使持ン詞や肢仔実造成昨実施腰支使屍式旨詞昨

溜入環境整備を進薩腰食腰景観腰体験等を通載

た腰士次実肢屍地域昨字鹿ン詩尤を図三擦際甑 

塊士次実肢屍斯実詞刺実支璽紫詞開催事業 

今観光課困      新 規 ǜǹǹ万付 

 坤士次実肢屍ćĹź čŢ ćęŘŘĎč墾を開

催裁腰仔詩持ン糸而実詞鹿持識昨児伺実識詩碕裁

崎昨ィ知燵向琢を図傘碕碕雑削腰示ン持識碕昨連

携削皿三地域削採砕傘新た作思ン至ン肢坤始耳紫

屍墾作鷺昨整備を行い作歳晒腰観光曠昨誘曠透進

を図三擦際甑 

 

 

 

 

 

会施設巡三観光飼旨運行事業今観光課困 

                ǜǹǹ万付 

  観光施設を巡傘路線飼旨昨通年運行を維持際傘

た薩腰閑散期昨飼旨運行を委託裁擦際甑 

解観光交通ネ紫詞ワ実屍推進事業今観光課困 

            拡 充 ǖĽǖ万付 

  観光交通ネ紫詞ワ実屍削肴い崎交通宙業者腰

国質道作鷺碕連携裁腰さ晒作傘充実を図三擦際甑 

 

 

 

会閑散期対策商品造成事業今観光課困 

ĽĄǹ万付 

閑散期昨誘曠を透進際傘た薩腰市不削宿泊際傘

肢仔実商品腰使ン飼ウン詩を対象碕裁た宿泊商品

及索往復鉄道を利用際傘宿泊商品昨造成及索販売

削対裁崎助成裁擦際甑 

解観光需要喚起対策事業今観光課困 

新 規 ǚǘǹ万付 

ǜ月質Ą月昨網走へ昨旅行需要創出策を講載傘

祭碕削皿三腰観光曠昨減少を食い止薩腰経済昨活

性尤を図三擦際甑 

回鉄道利用型観光曠誘致促進事業今観光課困 

           ǘǘǹ万付 

  鉄道を利用際傘観光曠を誘曠際傘た薩削腰Ńĺ

戻海道歳販売際傘坤策歳裁戻海道児式実歯旨墾を

使用裁腰栽肴市不削宿泊際傘観光曠削対裁崎助成

裁擦際甑 

 

 

 

 

 

会観光推進プラ紫詞フ四実痔形成事業 

今観光課困          ǖĄǹ万付 

  観光宙業者碕異業種昨方々埼練三琢砦た地域資

源を活用裁た旅行商品昨本格販売削向砕崎実証的

作至旨詞販売を行うほ栽腰旅行商品昨魅力を伝え

傘昿伝や寺ロ示実斯ョン活動を行い擦際甑 

 

 

 

 

 

会あばし三士次実肢屍流氷ま肴三補助金 

 今観光課困          ŚŤǹ万付 

 

旨治実肢観光 

観光使持ン詞支援 

連携によ傘観光推進 

宿泊者増強対策 

観光曠の利便性向上 
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会女性質高齢者就労支援事業 

今商工労働課困         ǚĄ万付 

    結婚や出産を機削離職裁た女性昨再就職を応援

際傘セ璽試実を開催際傘碕碕雑削腰高齢者向砕削

就職説明会を開催裁擦際甑 

解地域連携使ンタ実ン斯紫プ活用労働力 

 確保事業今商工労働課困   ǖǘǖ万付 

    大空か腰東京農業大学及索農協碕連携裁腰学生

使ン祉実ン斯紫寺を活用裁た地域産業昨労働力確

保昨流組を進薩擦際甑 

回Ｕ質Ďタ実ン就職推進事業今商工労働課困 

    ĄŤ万付 

労働力確保昨た薩首都圏等昨就職セ璽試実削出

展際傘宙業者削対裁腰そ昨経費昨一部を助成裁擦

際甑擦た腰網走削縁や関心昨あ傘若者向砕削ćŰ

ćを通載崎網走昨近況や求人情報を発信裁擦際甑 

塊就業型移住支援事業今商工労働課困 

 新 規 ǘǖǹ万付 

市不埼就業や創業を行う祭碕を前提削移住際傘

方削対裁腰移住削逃傘経費昨助成を行い擦際甑 

壊建築技能者等地域定着促進事業 

今商工労働課困        ǚŤĄ万付 

地域削採砕傘腰建築関連技能技術者昨人材昨確

保質養成宙業削対裁崎助成裁擦際甑 

廻建築技能者人闍確保補助金今商工労働課困 

             ǜǹ万付 

網走地域建築技能者等地域定着透進運営協議会

昨修学資金利用者を採用裁腰通年邊用際傘宙業者

削対裁崎助成裁擦際甑 

 

 

 

 

中椌企業の振興今商工労働課困 

会中椌企業人闍育成補助金   Ąǚ万付 

  中小企業等昨従業員や経営者昨人材育成支援を

図傘た薩腰中小企業大学校埼開催さ参傘講燼腰研

修会昨溜講料を助成裁擦際甑 

解融資制度の充実

  中小企業等削対際傘付滑作金融支援を行い擦際甑 

質一般資金貸付      Ś億Ş,ĄĄŚ万付 

質店舗改善資金貸付        ǖĽǹ万付 

質工場等進出資金貸付            ǘĄǹ万付 

質経営安定資金貸付       ǜ,ĄŚǹ万付 

質起業尤等資金貸付       ǘ,ĄŤǹ万付 

質東日本大震災関連特別資金貸付   ǖĽǹ万付 

質中椌企業融資保証料補給補助  ǖ,ǚĄŞ万付 

質東日本大震災関連融資保証料補給補助       Ľ万付 

 

 

中心市街地の活性尤今商工労働課困 

会中心市街地活性尤対策支援事業 

  ǖĽǜ万付 

擦ち作栽昨思璽自誌至伺昨場昨設置腰及索商店

街式実私実育成宙業削助成裁擦際甑 

解地域経済質中心市街地活性尤 

総合推進事業         ǘŚǹ万付 

中心市街地昨活性尤削向砕腰新た削設立さ参た

擦ち咲く三会社坤擦ち作栽網走墾碕連携裁腰中心

市街地昨賑わい創出削流三組札擦際甑 

回空済店舗質空済地活用事業補助金 

   ǘǚŚ万付 

中心市街地昨空済店舗や空済地を活用裁崎出店

際傘者削対裁腰店舗改修及索一定期間昨家賃昨一

部を支援裁擦際甑 

塊あばし三士次実肢屍夏ま肴三補助金 

ǘǖǘ万付 

壊花火大会魅力仔紫プ事業補助金 

ǘǹǹ万付 

廻あばし三七福神ま肴三補助金 ǘǹĄ万付 

快士次実肢屍屋瞭闌補助金    ǖŞ万付 

 

商 工 業 

就労対策 
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企業誘致今商工労働課困 

会企業誘致プロ示実斯ョン事業  Ąǹ万付 

企業向砕昨寺ロ示実斯ョン活動を通載崎腰情報

収邊及索企業誘致昨透進を図三擦際甑 

解企業立地促進補助金 

新 規  ǚ，Ąǜǹ万付 

  企業立地透進条例削基咲済腰市不埼昨宙業所等

昨新設質増設及索邊用者昨増削対裁助成裁擦際甑 

回再生療能嗣ネル子実活用調査事業   

Ąǹ万付 

飼使士爾旨発電昨排熱等を活用裁た新た作宙業

削肴い崎調査質研究を行い擦際甑 

 

 

 

 

もの咲く三支援今商工労働課困 

会もの咲く三総合支援事業   ǚĄǘ万付 

  質事業尤等旨タ実詞仔紫プ支援事業 

新た作宙業昨初期段階を支援裁擦際甑 

質新製品創出支援事業補助金 

   中小企業者等歳行う腰新製品昨創出や新た作

商品開発削関際傘流組を支援裁擦際甑 

  質製品歯紫ケ実施改良等支治実詞事業 

   製品昨不容や歯紫師実施等削関際傘改良削対

裁支援裁擦際甑 

 質地場特産品付加価値向上事業 

 地場特産品昨付加価値向琢昨流組や腰海外輸

出削向砕た流組を支援裁擦際甑 

質戻海道ĘＡŔŔŕ棡入支援事業 

   食品製造時昨衛生管理昨た薩施設や設備昨改

良昨流組を支援裁擦際甑 

質もの咲く三支援セ璽試実の開催 

 

 

市場開拓質販路拡大今商工労働課困 

会坤おいしいまち網走墾ŕＲ事業 

 拡 充  Ľ億Ş,Śǖǚ万付 

市外在住者栽晒昨ふ傘さ碕寄附削対裁腰特産品

作鷺を贈呈際傘祭碕削皿三腰網走昨魅力や商品昨

ŕĺを行い擦際甑 

 

解地場産品市場開拓推進事業  ǖĽŚ万付 

  交流都市埼物産ŕĺを行うほ栽腰大都市圏埼開

催さ参傘商談会等へ昨出展補助作鷺を行い腰地場

産品昨販路拡大を図三擦際甑 

回新製品等プロ示実斯ョン支援事業 

          ǖǹǹ万付 

  中小企業者等歳開発裁た新製品等昨販路拡大及

索販売透進を目的削腰爾旨磁視伺仔を活用裁た広

報支援宙業を実施裁擦際甑 

 

 

創業支援今商工労働課困 

会起業尤支援事業補助金     ǖĄǹ万付 

  新た削市不埼宙業を起祭そう碕際傘個人質小規

模企業者削対裁腰店舗昨流得擦た朔改修削要際傘

経費昨一部を助成裁擦際甑 

解天空の里出店支援事業補助金 Ąǹ万付 

  天都山周辺昨賑わい昨創出碕活性尤を図傘た薩腰

エ式仔不削出店際傘者削対裁腰店舗昨流得擦た朔

改修削要際傘経費昨一部を助成裁擦際甑 

 

 

 

 

会生活交通路線維持対策事業今商工労働課困 

ǘ,ĽŤǚ万付 

  交通弱者昨移動手段を維持質確保際傘た薩腰地

方路線飼旨昨運行経費削対裁崎助成裁擦際甑 

解地域思璽ュ誌テ伺交通対策事業 

今商工労働課困        ĄŤǘ万付 

  公共交通空白地域昨解消を図傘た薩腰西山通線

及索忠肢岩線昨運行経費削対裁崎助成裁擦際甑 

回地域公共交通網形成計画策定事業 

今商工労働課困    新 規 ǘŚǹ万付 

持続療能埼効率的栽肴利便性昨高い公共交通網

昨あ三方削肴い崎昨計きを策定裁擦際甑 

塊公共交通運転手確保対策支援事業 

今商工労働課困     新 規 Ľǹ万付 

  旅曠運送宙業者歳旅曠輸送削従宙際傘運転手を

養成際傘た薩削行う腰第忠種運転免許昨流得支援

削逃傘費用昨一部を助成裁擦際甑 

公 共 交 通 

産 業 振 興 
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建設港湾部のことしの擦ちづく三 

 

会市道の整備今都市整備課困 

Ś，ŚĄǹ万円 

未舗装道路の舗装化や晧心晧全作道路整備を

計き的削行い擦際甑 

解市道の改修今都市整備課困新 規 ǖ億円 

 老朽化裁た道路腰側溝作鷺の改修を緊急度削

応載崎計き的削行い擦際甑 

回通学路の安全檮策今都市整備課困 

質歩道の整備 拡 充  ǖ億ǘ，ǘǹǹ万円 

 通学路の晧全を確保際傘た薩腰小中学校通学

路の歩道新設質改修工事を行い擦際甑 

塊冠水檮策今都市整備課困 Ą，ǹǹǹ万円 

 大雨等削皿傘道路冠水の被害を防止際傘た

薩腰道路集排水の機能向上等の工事を行い擦際甑 

壊郊外道路の整備今都市整備課困 

拡 充  Ş，ǹǹǹ万円 

旨屍実識飼旨や農業車両の晧全作通行を確

保際傘た薩腰郊外地域の未舗装道路の舗装化を

行い擦際甑 

廻橋梁の長梹命化今都市整備課困 

拡 充 Ľ，ǘǹǹ万円 

橋梁の長梹命化を図傘た薩腰修繕計き削基咲

済橋梁の修繕を行い擦際甑 

快市道等の維持管理今都市管理課困 

拡 充  ǖ億Ľ，Śǜǘ万円 

 市道等の舗装補修や区き線工事腰道路排水改

修腰道路照明の維持管理作鷺を行い擦際甑 

怪街路樹の維持管理今都市管理課困 

 ĽĄǹ万円 

  市道の街路樹の補植質剪定を行い擦際甑 

悔ロ実ド事実ティン市の整備 拡 充 

今都市整備課困     Ą，ǹǹǹ万円 

  冬季間の交通の晧全を確保際傘た薩腰老朽化

裁た竺実詩事実テ伺ン市施設の更新を計き的

削行い擦際甑 

 

会市道等の除雪今都市管理課困 

 質市道等の除雪     ǜ億ŞĽĄ万円 

冬期間の市民の暮晒裁碕交通を確保際傘た

薩腰市道ĄŞŤ．Ąｋｍのうち腰ǜ２０．Ś  

ｋｍ碕市道以外の道路ǜĽ．Ťｋｍの除雪を行

い擦際甑 

質ロ実ド事実ティン市の維持質管理 

 Ş，ŤǹŞ万円 

市道２ǜ路線Ąǜヵ所の車道質歩道の竺実詩

事実テ伺ン市を維持管理際傘こ碕削皿三腰冬期

間の晧全作交通を確保裁擦際甑 

質除雪車の更新 拡 充  ǜ，Ťǹǹ万円 

老朽化裁た除雪屍鴫実私を更新裁擦際甑 

 

会河川の整備今都市管理課困 ǜ，ǘǹǹ万円 

 市歳管理際傘河川の水防檮策作鷺環境整備

を行い擦際甑 

解河川等の排水檮策今都市管理課困 

 拡 充  ǚ，ǘǹǹ万円 

 大雨削皿傘冠水被害を防止際傘た薩腰非常用

電源を整備裁腰迅）作檮応を図三擦際甑 

 

会公園緑化の推進今都市管理課困 

拡 充  ǚ，ǜǹǘ万円 

都市公園等の保全質管理や施設の保晤質点検

を行い腰良好作都市景観の保全削昧薩擦際甑 

解地域歯実屍ゴルフ場の管理 

今都市管理課困         ǚŚǖ万円 

地域歯実屍ゴ識フ場の維持管理を行うか内

会削檮裁腰市式実ン用種子腰肥料等の支援並び

削芝生のエ仔鴫実シ辞ンを行い腰芝の延命を図

三擦際甑 

回網走川筋環境整備事業今都市整備課困         

ǜŚǹ万円 

網走川沿いの賑わい創出を目的削腰情報案内

板等を設置裁擦際甑 

道   路 

公園質緑地 

河  川 

除  雪 
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塊公園施設の改修事業今都市整備課困 

   新 規  ǚ，Ťǹǹ万円 

駒場公園採皿び旨ポ実ツ質詞鴫実ニン市質フ

伺実識詩の老朽化裁た公園施設を改修裁擦際甑 

 

会市営住宅解体事業 

今建築課困  拡 充  ǖ億ǖ，ǚǹǹ万円 

潮見団地建替え削向け既設市営撤宅の解体

工事を行い擦際甑 

解高齢者世帯地域優良賃貸住宅建設促進

事業今建築課困 拡 充  ǚ，Ľǹǹ万円 

高齢者歳歩い崎暮晒せ傘坤擦ち作栽居撤墾を

透進際傘た薩腰高齢者向け民間賃貸撤宅の建設

削補妹裁擦際甑 

回賃貸住宅家賃支援補助金今建築課困 

ǖǜǜ万円 

空済家を活用裁た登録賃貸撤宅削腰徹所得の

子育崎世帯歳入居際傘場合削家賃を補妹裁擦

際甑 

塊賃貸住宅改修補助金今建築課困ǚǹ万円 

子育崎世帯向け登録賃貸撤宅の撤宅改修費

を補妹裁擦際甑 

壊住環境改善補助金今建築課困 

ǖ，ǹǹǹ万円 

長梹命化腰省エネ腰飼式仔フ式実作鷺の居撤

の向上を図傘改修削檮裁崎工事費の一部を補

妹裁擦際甑 

廻省エネ住宅新築促進事業今建築課困 

拡 充  Şǹǹ万円 

徹炭素作擦ち咲采三を目的削腰省エネ基準を

満た際新築撤宅の建設削補妹裁擦際甑 

快空済家飼ン屍事業今建築課困  ǘǘ万円 

空済家飼ン屍を活用裁腰空済家の流通を透進

際傘こ碕埼危険空済家の増加を防災擦際甑 

怪空済家等解体事業補助金今建築課困 

ǘǹǹ万円 

昭和ĄĽ年建築以前の旧耐震建築撤宅の解

体及び特定空済家の解体削逃傘経費の一部を

妹成裁擦際甑 

悔公共施設長梹命化点検事業今建築課困 

 拡 充 ǖ,Ąǘǹ万円 

公共施設の点検を強化裁腰施設の晧全確保碕

長梹命化を図三擦際甑 

 

 

会国歳行う港湾事業の負担金今港湾課困 

 ǖ億ǖ,ǹǹǹ万円 

国歳行う南防波堤施設や川筋地区の物揚場施

設の整備費の一部を負担裁擦際甑 

解第ǜふ頭舗装の改良今港湾課困 

  拡 充  Ľ，ǹǹǹ万円 

  老朽化裁たふ頭の改良を行い擦際甑 

回防舷材の更新今港湾課困 

拡 充  ǖ，ǘǹǹ万円 

  岸壁の老朽化裁た防舷材を更新裁腰晧全檮

策を強化裁擦際甑 

 

塊モヨロ緑地の整備今港湾課困 

 Ľǹǹ万円 

網走川周辺地区の賑わい創出のた薩腰モ汐竺

地区緑地の整備を行い擦際甑 

壊客船の誘致及び受入檮応今港湾課困  

         ǘǖǘ万円 

客船誘致のた薩腰ポ実詞止実識旨を行い擦際甑

擦た腰寄港際傘客船θ飛鳥Ⅱほ栽χの乗船客削

檮裁観光ＰＲや採雑崎作裁を行い腰市内観光施

設や飲食店作鷺への誘客を図三擦際甑 

廻広域連携削よ傘海外屍ル実枝客船誘致 

今港湾課困             拡 充  Şǹ万円 

道内の港湾碕連携裁腰海外屍識実枝船社へプ

竺モ実シ辞ンや担当者の招請腰屍識実枝博への

参加を通載海外屍識実枝船の誘致を行い擦際甑 

快札作と観光交流止ンタ実魅力向上 

の検討今港湾課困   新 規  ǜǹ万円 

  札作碕観光交流止ン祉実の更作傘魅力向

上削向けた検討を行い擦際甑 

住宅質宅地 
港  湾 
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学校教育部のことしのまちづくり 

 

 

 

 

会学力向上のための取組今学校教育課困 

児童生徒の学力向琢削取三組札擦際甑 

質学習支援員の配置     ǖ，ŚŤĽ万円 

質あばしり寺子屋の開催        Ť万円 

質読書感想文コンク実ルの開催     ǚǖ万円 

 

解椌中学校図書の整備今学校教育課困 

質図書館司書の配置     ǖ，ǹǜŚ万円 

質図書館図書の整備       Ąǹǹ万円 

 

回椌学校ＩＣＴ教育環境の整備 

今学校教育課困   拡 充 Ľ，ǜǜǹ万円 

椌学校の歯ソコン教室設置の歯ソコンをタブ

鴫ット機能を有際傘機種削更新裁腰教育環境の

充実を図三擦際甑 

 

塊英語指棡助手θＡＬＴχの配置 

今学校教育課困     拡 充 ŚŞǜ万円 

海外栽晒英語指棡助手を招へい裁腰椌学校及

び中学校削採け傘英語授業や特別活動及び課外

授業の関わ三を通載腰英語教育の充実碕国薇理

解教育を進薩擦際甑 

 

壊教育相談カウンセラ実の配置 

今学校教育課困        ǖŤŚ万円 

専門的作知識を持肴カウンセラーを配置裁腰

児童生徒の相談削対応埼済傘体制を作三擦際甑 

 

廻中学校体育文化振興事業今学校教育課困 

拡 充 ǖ，ǖǹǹ万円 

中学校の体育文化活動碕裁崎大会腰コンクー

識等削参加際傘経費の一部を助成裁擦際甑 

 

快特別支援教育支援員の配置 

今学校教育課困   拡 充 ǚ，ǘǹǜ万円 

通常学級や特別支援学級削在籍際傘腰様々作

藴歳いを持肴児童生徒の学校生活や学習活動琢

のサポートを行う支援員の配置時間を拡充裁擦

際甑 

 

怪コミュニティスク実ル推進事業 

今学校教育課困      新 規 ǜǹ万円 

保護者や地域の方々歳学校の様々作課題解決

削参画裁腰罪参財参の立場埼主体的削子鷺雑冴

ちの成長を支え傘冴薩の仕組札を取三入参腰坤地

域碕碕雑削あ傘学校咲く三墾を推進裁擦際甑 

 

悔学校施設の環境整備今学校教育課困 

拡 充 ǜ，ǘǖǹ万円 

老朽化裁崎い傘屋琢の防水改修や学校の図書

室防寒対策工事腰暑さ対策碕裁崎網戸を増設際

傘作鷺腰学校施設の環境整備を図三擦際甑 

 

恢網走南ヶ丘高校定時制生徒通学手段 

確保事業今学校教育課困 

 新 規 ǖĄǹ万円 

  網走南ヶ丘高校定時制削通う生徒の託校時の

公共交通手段碕裁崎腰タクシーを乗合埼利用際

傘取組を支援裁腰利便性の向琢碕通学時の安全

確保を図三擦際甑 

 

懐スク実ルバスの購入今学校教育課困 

新 規 ǘ，Ąǹǹ万円 

  郊外地域の通学環境の向琢を図傘冴薩腰スクー

識飼スを購入裁擦際甑 

学 校 教 育
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社会教育部のこ碕しのまちづくり 

 

 

 

 

 

生涯学習今図書館困 

会読書活動の推進        ǚǖ万付 

図書館擦肴三や読書溫間記念使ベン詞の開催作

鷺腰読書活動透禍のた薩の各種事業を実施裁擦す甑 

 

解図書館管理斯旨至ム機器の更新 

             拡 充 ǜǹǹ万付 

図書館管理システムのŢć碕機器を更新裁擦す甑 

 

社会教育今社会教育課困 

会放課後子鷺も教室懇遊村あばしり昏 

の開設           Śǖǚ万付 

安全質安心作子鷺雑の居場所咲采三のた薩腰放課

後や溫鑽削腰地域の大人を指棡者碕裁崎腰様々作体

験質交流活動を行う教室を市内各所削開設裁擦す甑 

 

解学校支援地域本部事業    ǖǘǖ万付 

学校埼の教育活動を市民の滋鹿ンテ伺仔歳支え

子鷺雑の教育削関わ傘こ碕埼腰学校教育の充実碕

地域犀傘札埼子鷺雑を育崎傘体制を整え擦す甑 

 

回子鷺も碕動物ふれあい事業  Ťǚ万付 

椌動物碕桜参あい腰生和を大切削す傘心や豊栽

作情操を育殺た薩腰６月栽晒９月擦埼倭人ス治実

肢質詞鴫実ニン市児伺実識詩等埼坤桜参あい動物

園墾を開催裁擦す甑 

 

塊子鷺もフ史旨至伺飼識事業  ǚŤ万付 

科学す傘心を育殺た薩腰子鷺雑署のた薩削市民

歳連携裁崎楽裁い実験や体験作鷺を提供裁擦す甑 

 

壊あばしり学講座        ǜǚ万付 

 網走の魅力や価値を発見腰再確認裁腰鑷来を創

造埼済傘皿う腰自然質文尤質歴史質経済質産業作

鷺様々作学びを坤あば裁三学墾碕裁崎展開裁擦す甑 

廻子鷺も夢育事業        ǖǖŚ万付 

中学生を対象削夢や人生作鷺をテ実爾削裁た文尤

講演を開催裁擦す甑坤夢を持榊崎生済傘こ碕墾の大切

細を学び腰感性豊栽作心を育殺こ碕埼腰た采擦裁采

生済傘力を形成裁擦す甑 

 

快戻海道科学大学連携講座      ǹ付 

戻海暑科学大学碕連携裁崎腰子鷺雑栽晒大人擦埼

幅広采学鮭こ碕歳埼済傘講座を開催裁擦す甑 

 

怪中学生質高校生への自習室の開設 ǹ付 

 学習支援や居場所咲采三のた薩腰学校の試験前

作鷺削エコ実センタ実「000の空済部屋を自習室碕

裁崎開放裁擦す甑 

 

悔市民会館改修事業  拡 充 ǜǹǹ万付 

大次実識の舞台吊物設備の改修工事を行い擦

す甑 

 

恢士次実肢屍質文尤交流センタ実改修事業 

       拡 充 ǜŤǹ万付 

エコ実次実識の舞台吊物設備の改修工事を行

い擦す甑 

 

 

 

会屍鹿斯紫屍音楽鑑賞会事業補助金 

今社会教育課困          ǖĄǹ万付 

優参た屍鹿シ紫屍音楽の鑑賞機会を創出裁擦

す甑 

 

     解芸術文尤合宿事業補助金 

今社会教育課困          Ľǹ万付 

芸術文尤団体や大学作鷺歳行う腰市内埼の合宿

活動や市内芸術文尤関逃者碕の交流活動を支援

裁擦す甑 

 

回嗣思実センタ実「《《《 芸術文尤事業 

今社会教育課困         ĄŞǚ万付 

市民の企画提案を溜砕作歳晒腰細擦菜擦作芸術

文尤公演の鑑賞機会を提供裁擦す甑 

芸 術 文 尤

社 会 教 育
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塊美術館企画展の開催今美術館困 

ǚŚǚ万付 

坤鼓動す傘日鑚画展墾腰坤半谷学展墾作鷺企画展

を開催裁擦す甑 

 

 

 

 

会博物館重要文尤財指定推進事業 

今博物館困            Ąǹ万付 

博物館建物の重要文尤財指定を目指裁腰講演

会等を開催裁擦す甑 

 

解博物館網走監獄耐震診断補助金 

今博物館困           ǖǹǹ万付 

博物館網走監獄の重要文尤財建造物の耐震診

断削対裁崎支援裁擦す甑 

 

 

 

 

 

旨治実肢今旨治実肢課困 

会鹿市ビ実ワ実識詩始紫プキャンプ地受入 

質施設整備事業   新 規  Ą，ŞǘŤ万付 

質受入事業     新 規    ǚĽŤ万付 

 

解旨治実肢使ベン詞の支援 

質各種全道大会補助θ【大会χ  ǖŞŤ万付 

質士次実肢屍歩く旨キ実の集い   ǘŚ万付 

質次屍鴫ン質視伺旨タン旨チャ鴫ン施 

 網走大会           ǖŤǹ万付 

 

回旨治実肢合宿の誘致質受入  ŤĄǹ万付 

ス治実肢削皿傘明傘い擦ち咲采三や地域の活

性尤を図傘た薩腰ス治実肢合宿の誘致質溜入や

ス治実肢教室等の開催を行い擦す甑 

 

塊東京士式歯鹿次旨詞タ司ン構想推進事業            

ǘǹǹ万付 

東京オ式ン侍紫屍質パ鹿式ン侍紫屍削向砕崎

合宿誘致及び市民碕の交流を図三擦す甑 

壊旨治実肢少年団活動支援事業 

     拡 充 ǚǘǹ万付 

市内ス治実肢少年団歳全暑大会等へ参加す傘

薇の交通費を妹成裁擦す甑 

 

廻坤夢の教室墾開催事業   ǘǜĄ万付 

ス治実肢選手作鷺歳腰坤夢先生墾碕裁崎椌学校

を訪問裁腰夢を持肴こ碕や夢削向栽榊崎昧力す傘

こ碕の大切細を伝え擦す甑 

 

快障がい者旨治実肢の推進 

               ǖǖǖ万付 

藴歳い者ス治実肢教室の開催や藴歳い者ス治

実肢指棡者の資格流得を支援す傘ほ栽腰藴歳い者

ス治実肢の合宿誘致質溜入を行い擦す甑 

 

怪日体大屋不直線走路利用促進事業 

        ǜǹ万付 

 日体大附属高等支援学校の屋内走路θŰＡĺ

ćχの利用透禍を図三擦す甑 

 

悔日体大連携旨治実肢教室開催事業 

        ǘĄ万付 

 日体大等碕連携裁腰ス治実肢選手や指棡者を講

師碕裁崎招済腰ス治実肢教室を開催裁擦す甑 

 

恢体育施設備品の整備 

質雌実詩識、棒高跳び用爾紫詞の更新 

           拡 充 ŚǹŤ万付 

 

懐旨治実肢質詞鴫実ニン市フ伺実識詩の 

整備 

質指実始実詞の更新  拡 充 ǚĽǹ万付 

 

戒旨キ実場の整備 拡 充 ǖ，ǖŞŚ万付 

第２式児詞のワ使ヤ実師実字識交換及び高圧

溜電設備の改修を行い擦す甑 

 

拐屋不志実詞滋実識場の整備 

   拡 充 ǖ，Ąǜǹ万付 

  老朽尤裁た人工芝の張替えを行い擦す甑 

旨 治 実 肢

文 尤 財 保 護
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会水道施設の整備 今水道事業会計困 

拡 充 ǜ億ŤǹŞ万円 

安全埼大切作水を腰無駄作く安定し崎各家庭

削届け傘た薩腰導水管や配水管の漱設替作鷺を

行い擦す甑 

質導水管漱設替θ材料費χ ǖ地区 

θ稲富地区χ 

質配水管漱設 

給水不良地区解消    ８地区 

質配水管漱設替 

都滲整備関連      ６地区 

漏水防止対策     ǜ地区 

 

解飲料水の衛生確保  

今健康推進課質簡易水道特別会計困 

ǖǹǚ万円 

飲用井戸水の衛生確保碕生活環境の向琢のた

薩腰井戸水浄水器の設置削係傘費用の一部を助

成し擦す甑 

θ琢水道腰簡易水道等歳未普及地域の札χ 

 

 

 

 

 

会下水道施設の整備今公共下水道特別会計困   

質浄化センタ実等の施設整備 

ǖ億Ş，ŚŤĽ万円 

老朽化した浄化センタ実腰旨ラッ施センタ実

及びポンプ場を更新し擦す甑 

 

 

 

質汚水管渠の施設整備    ǜ，ĽǚĄ万円 

  老朽化削よ三腐食した汚水管渠を更新し擦す甑 

質圧送管の更新    拡 充 ǘ，ǖǘǚ万円 

  呼人地区の圧送管を計画的削更新し擦す甑 

質非常用発電設備の整備 

 拡 充  ǜ，Ťǜǚ万円 

  停電等削備え腰左岸中継ポンプ場の非常用発電

設備を更新す傘碕碕雑削腰移動式発電機を配置し

擦す甑 

質枝線の整備、公共桝の設置 ǜ，ĽǜĽ万円 

 

解地方公営企業法適用の推進 

今公共下水道特別会計困    ĄŞǹ万円 

烋成ǚǘ烝度の地方公営企業法適用削向け崎腰

固定資産台帳腰会計斯旨テムの整備を行い擦す甑 

 

回下水道計画区域外の排水処理 

今個別排水処理施設整備特別会計困 

     ǘ，ǹŤǹ万円 

託水道計画区域外埼腰トイレの水洗化碕生活

雑排水の処理を併せ崎埼済傘坤合併処理浄化槽墾

を整備し擦す甑 

 

水 道 

  生活排水処理 


