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企画総務部のことしのまちづくり 

 

 

①東京農大学生確保対策支援補助金 

《企画調整課》        ２００万円 

東京農大の学生を確保するため、市内、東京

農大と相互協力協定を締結している管内の高校

及び交流都市から入学する学生の費用の一部を

支援します。 

②日体大高等支援学校入学支援補助金 

《企画調整課》        ６００万円 

保護者の入学時の経済的負担を軽減するため、

入学費用の一部を支援します。 

 

 

①姉妹都市交流事業補助金《企画調整課》 

拡 充 ５０万円 

国際交流を通じて豊かな国際感覚を持った人

づくりを進めるため、カナダ・ポートアルバー

ニ市へ少年少女訪問団を派遣します。 

②関係人口創出推進事業《企画調整課》 

新 規 １２０万円 

網走市と継続的なつながりを持つ個人・団体

を創出・拡大する取り組みを進めます。 

 

 

①地域ＦＭ報発信事業《企画調整課》 

拡 充 ３１７万円 

  ＦＭあばしりを活用して、イベント、業務な

どの市政情報を発信します。 

 

 

①庁舎建設基本構想策定事業 

《庁舎整備推進室》      ４８５万円 

新庁舎の機能、規模等を示す基本構想を策定

します。 

②令和２年国勢調査事業《情報政策課》 

拡 充 ２，４８６万円 

  国の最も基本的で重要な統計調査である、国

勢調査を実施します。 

 

 

 

①地域課題戦略推進事業《企画調整課》 

新 規 ６００万円 

地域課題の解決のための研究活動、コーディ

ネートを行う、産･学･官などによる連携組織を

設立し、運営及び事業の実施を支援します。 

 

 

 

①電算システム管理業務費（office 更新）
《情報政策課》     拡 充 １５万円 

総事業費１，５８４万円 

サポート期限が終了する庁内パソコンのソフ

トウェアを更新します。 

 

 

 

①防災諸費《総務防災課》 

・防災備蓄品の整備  拡 充 ２４０万円 

災害発生に備え、小中学校に備蓄する生活

物資や燃料などの更新整備を行います。 

・土砂災害ハザードマップの作成 

  拡 充 １７０万円 

北海道が指定する土砂災害警戒区域等の土

砂災害ハザードマップを作成し、地域住民等

に配布します。 

②消防機能の強化《消防》 

拡 充 ２，２１４万円 

消防団の消防ポンプ自動車を更新します。 

広 域 連 携 

 

高等学校、高等教育 

情 報 

 

国際交流、地域間交流 

 通 信 

生 活 安 全 

行 政 運 営 
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市民環境部のことしのまちづくり 

 

 

保健《戸籍保険課》 

①あばしり健康マイレージ事業 ８８万円 

健康づくりの意欲を高めるために、３０歳以

上の市民を対象に、健康関連事業の参加に際し

てポイントを付与し、貯まったポイントに応じ

て賞品を贈呈します。 

②受診率向上支援等共同事業 

《国民健康保険特別会計》 

           新 規 ４３８万円 

国保連の事業として、多くの被保険者に特定

健診の重要性や定期受診の必要性を知ってもら

うために、ＡＩを活用し被保険者のデータの分

析を行い、効果的な健診の受診勧奨を行います。 

地域医療・救急医療《戸籍保険課》 

①重度心身障がい者医療助成事業 

             ４，８９９万円 

重度心身障がい者の健康保持及び福祉の増進

を図るため、医療費の自己負担分の全額又は一

部を助成します。 

社会保障《戸籍保険課》 

①検診助成事業《国民健康保険特別会計》             

  国保被保険者を対象に検診助成を行います。 

・人間ドック助成    拡 充 ６００万円 

２年に１度、４０歳から６５歳未満を対象 

・脳ドック助成      拡 充 ８４０万円 

２年に１度、４０歳から７５歳未満を対象 

・ミニドック検診     拡 充 ２９７万円 

がん検診 年３回 

②脳ドック助成事業 

《後期高齢者医療特別会計》 

拡 充 ２０５万円 

後期高齢者の方を対象に脳ドックの助成を

行います。 

 
 

 

自然環境《生活環境課》 

①濤沸湖水鳥・湿地センター管理運営事業 
拡 充 ９２９万円 

ラムサール条約登録湿地となっている濤沸湖

における環境学習・保全調査の拠点施設の管理

運営を担い、利用促進を図ります。 

②濤沸湖エコツーリズム推進事業 

拡 充 ５１万円 

濤沸湖のローカルルール改正とガイドを養成

し、濤沸湖の環境保全と利用の両立を図ります。 

③地球温暖化対策 

市民や事業者が実践できる温暖化防止のため

の取組を普及啓発します。また、庁内では市役

所地球温暖化対策実行計画等に取り組みます。 

・地球温暖化対策推進事業     １５万円 

・「環境展」開催事業       １７万円 

景観形成《市民活動推進課》 

①花いっぱいのまちづくり推進事業 

              ３２５万円 

町内会等へ花苗を提供し、花いっぱいのまち

づくりを推進します。 

生活環境《生活環境課》 

①空き家等対策事業        ２８万円 

市民の安全、安心なまちづくりを推進するた

め、空き家等対策の推進を図ります。 

②公害等の防止 

・騒音振動防止対策事業 

 拡 充 ２３７万円 

法に基づく騒音・振動防止対策の一環として、

自動車交通騒音に係る常時監視及び面的評価を

実施し、測定・調査の充実を図ります。 

・公害防止対策事業            ８８万円 

事業所由来の悪臭を調査するほか、河川の水

質検査を実施し、公害発生の未然防止を図りま

す。 

保 健 医 療 環   境 
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資源循環《生活環境課》 

①ごみ収集・処理 

・ごみ収集・処理事業 

拡 充 ３億１，５８１万円 

家庭から出たごみの収集とごみ処理場に集め

られたごみの破砕・埋立処理を行います。 

②資源リサイクルの推進 

・リサイクル事業 

            拡 充 １億５，５８７万円 

家庭から出た資源物、容器包装プラ及び生ご

みの分別収集と再資源化処理を行います。 

③ごみ減量化の推進 

・資源物集団回収支援事業     ２０９万円 

地域でのリサイクルを進めるため、町内会な

どで実施する資源物の集団回収に対して、１㎏

当たり４円の助成を行います。 

④ざつ紙選別施設整備事業 

新 規 ９００万円 

収集量が増えているざつ紙の選別施設を整備

します。 

 

 
 

市民活動《市民活動推進課》 

①市民活動活性化事業      ６６万円 

市民活動や町内会活動を活性化するため、セ

ミナーの開催や地域コミュニティ活動を支援し

ます。 

②食品加工体験センター管理運営事業 

１，０７９万円 

地場産品等の食品加工体験を通じ、安全安心

な食品知識の習得と市民活動の場を提供します。 

③道東都市町内会長大会開催補助金 

拡 充 ２５万円 

市内で開催される第 52回道東都市町内会長大

会の開催に対し補助します。 

 

④コミュニティセンター管理運営事業 

 ３，６２８万円 

地域住民の活動拠点であるコミセン、住民セ

ンターなどのコミュニティ施設を地域の指定管

理者により管理運営します。 

⑤コミュニティセンター環境整備事業 

新 規 ４４３万円 

高齢者が利用しやすいようコミュニティセ

ンターの和室を改修するとともに、軽量タイプ

の机やいすを導入します。 

⑥集会施設設置改修事業 

拡 充 ２１９万円 

町内会・自治会が所有管理する集会施設の改

修要望に対し、補助を行います。 

⑦青少年平和都市友好交流事業 

拡 充 １１２万円 

平和学習を行うため、友好都市の糸満市に中

学生（６名）を派遣し、平和の尊さや戦争の悲

惨さを広く市民に伝えます。 

 

 

 

生活安全《市民活動推進課》 

①交通安全教室備品整備事業 

新 規 ５８万円 

交通安全教室等で活用する機器を購入し、交通

安全教室を通じ高齢者の交通安全を推進します。 

②防犯灯管理事業     １，３９６万円 

町内会連合会及び地区連合町内会の協力のも

と、防犯灯の維持管理を図ります。 

③消費生活相談事業     ２７１万円 

消費生活上の疑問や不安に対応する消費生活

相談室を開設し、消費生活トラブルの解消に努

め、消費生活に関する情報を提供します。 

 
 
 
 

火葬場・墓地《生活環境課》 

①火葬炉改修事業 拡 充 １，８００万円 

老朽化した火葬炉の改修を行います。 

地 域 協 働 

生 活 基 盤 

生 活 安 全 



4 

健康福祉部のことしのまちづくり 

 
 

①不妊治療費の助成《健康推進課》 

 １７０万円 

特定不妊治療や保険が適用されない不妊治

療に係る治療費の一部を助成します。 

②不育症治療費の助成《健康推進課》 

 ２０万円 

不育症の検査及び治療に対し、経費の一部を

助成します。 

③郊外地区飲料水確保事業《健康推進課》 

１０３万円 

飲用井戸水の衛生確保と生活環境の向上の

ため井戸水浄水器の設置に係る費用の一部を

助成します。（水道が未普及地域のみ） 

④精神保健事業《健康推進課》 

精神的な問題を抱える当事者や家族が、社会

で孤立することなく、地域生活の維持・向上が

できるよう支援します。 

・精神保健事業   ７２万円 

・「北海道いのちの電話」相談促進事業 

 ３３万円 

⑤健康診査の実施《健康推進課》 

・がん検診 ２，４４９万円 

(胃・肺・大腸・子宮・乳がん・前立腺) 

・肝炎ウイルス検査 ６万円 

・３０代ファスト健康診査     ４８万円 

・骨粗しょう症検診   拡 充 ７４万円 

⑥がん検診推進事業《健康推進課》 

 ６７万円 

がんの早期発見、死亡者の減少につなげるた

め、子宮頸がん・乳がん検診の受診対象者に無

料クーポン券を配布します。 

⑦胃がんリスク検診《健康推進課》 

１１６万円 

中学生及び 30 歳以上の市民を対象に胃がん

発症の原因とされるピロリ菌保有検査を実施

します。 

⑧健康づくりプラン推進事業《健康推進課》 

 １４８万円 

市民が健康で安心した生活が送れるよう、ベ

ジラブル運動の推進や健康づくり指導者講習

会を開催し、健康づくりを推進します。 

⑨健康づくりプラン策定事業《健康推進課》 

拡 充 ３９８万円 

新たな健康づくりプランを策定します。 

⑩受動喫煙防止対策事業《健康推進課》 

 １１万円 

受動喫煙防止を推進する取組を行います。 

⑪母子保健事業《健康推進課》 

・乳幼児健診等 ３４２万円 

母子手帳の交付、赤ちゃん訪問、乳幼児健診、

フッ素塗布など、母と子の健康の保持・増進を

図ります。 

・妊婦健康診査 １，８１７万円 

妊婦の健康の保持・増進、経済的支援を行う

ため、１４回の健診と６回の超音波検査費用を

助成します。 

・育児教室、母親・両親学級  １６万円 

妊娠、出産、育児に関する正しい知識の普及、

親同士の交流や仲間づくりを進めるとともに、

父親の子育て参加を促進します。 

・新生児聴覚検査 ８５万円 

新生児の聴覚障がいによる音声言語発達等

への影響を最小限に抑えるため、検査費用を助

成します。 

・５歳児健康相談          ３３万円 

５歳児（年中児）とその保護者を対象に、発

達等に関するアンケートを実施し、希望者に対

して健康相談を行います。 

・産婦健康診査事業     １３０万円 

産婦の身体的回復、産後うつの予防や経済的

負担の軽減を行うため、健診費用を助成します。 

 

保 健 
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・産後ケア事業        ４５万円 

産後４か月までの母子を対象に、助産師等に

よる母親の心身のケア、育児相談・授乳指導な

どの費用を助成し、支援の充実を図ります。 

・母子手帳アプリ事業      ４０万円 

母子手帳のスマートフォンアプリを活用し、

妊娠中から出産、子育て期のライフステージに

合わせたサポートを実施します。 

⑫感染症の予防《健康推進課》 

・麻しん･風しん予防接種 １，２０３万円 

麻しん・風しんの感染予防のため、抗体検査

及び予防接種に係る費用の一部を助成します。 

また、抗体保有率の低い世代の男性も助成対

象とします。 

・四種混合ワクチン接種 １，１８３万円 

・結核予防接種 １４８万円 

・エキノコックス症検査 ４９万円 

・高齢者インフルエンザ予防接種 

 １，５７７万円 

65 歳以上及び身体障害（内部障害）１級程

度の60歳～64歳のインフルエンザ予防接種料

の一部を助成します。 

・こどもインフルエンザ予防接種 

 １，９６０万円 

幼児から高校３年生までのインフルエンザ

予防接種料を全額助成します。 

・子宮頸がん予防接種 １４万円 

・小児用肺炎球菌予防接種 ９７３万円 

・ヒブ予防接種 ７５３万円 

・水痘予防接種 ３９２万円 

・成人用肺炎球菌予防接種  ３６２万円 

肺炎球菌感染症予防のため、65 歳以上（５

歳刻み）及び身体障害（内部障害）１級程度の

60 歳～64 歳の予防接種料の一部を助成します。 

・日本脳炎予防接種       １，７５０万円 

・Ｂ型肝炎予防接種 ４５１万円 

・ロタウイルス予防接種  

新 規 ３９１万円 

ロタウイルスの感染を防ぐため、予防接種を

行います。（令和２年１０月より） 

⑬食育の推進《健康推進課》    ９万円 

食育推進計画に基づき、食育啓発に関する取

組を推進します。 

 

 

 

①救急医療の体制づくり《健康推進課》 
 ６，７５１万円 

医師会と連携し、休日・夜間の救急医療体制

及び二次救急医療体制の確保を図り、休日内科

急病センターの医療体制を維持します。 

②特定疾患等患者通院交通費の助成 

《健康推進課》        １４３万円 

小児慢性特定疾患を含む特定疾患等患者の

通院に要する交通費の一部を助成します。 

③２４時間電話健康相談サービス 

《健康推進課》               ５５１万円 

健康や医療、育児などの悩み相談を、２４時

間電話で対応します。 

④コンビニのＡＥＤ設置《健康推進課》 

 ４０万円 

迅速な救急救命活動が行えるよう、身近なコ

ンビニエンスストアにＡＥＤを設置します。 

⑤看護師・薬剤師確保対策支援事業 

《健康推進課》 １，４６４万円 

病院等が実施する奨学金制度の増額を図り、

看護師及び薬剤師の確保について支援します。 

⑥開業医誘致推進事業《健康推進課》 

 拡 充 １億３５万円 

持続可能な医療体制の確保を図るため、新た

な診療所等の開設費用の一部を助成し、開業医

の誘致を図ります。 

⑦地域医療を考えるオホーツクフォーラム 

開催事業《健康推進課》新 規 ３０万円 

自治体、医療関係者による、地域医療に関す

る意見交換及び情報共有等を行います。 

 

地域医療、救急医療 
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⑧公的病院等支援事業《健康推進課》 

・網走厚生病院小児医療等運営補助 

 ４，８００万円 

小児医療等の安定的な診療体制確保するた

め、公的な医療機関に助成を行います。 

・斜網地域周産期医療支援事業 

 ２，２２０万円 

斜網地域の１市４町が連携して、斜網地域の

周産期医療体制を維持するため、北海道厚生連

を支援します。 

 

 

 

地域福祉《社会福祉課》 

①福祉バス整備事業    新 規 ３１万円 

総事業費３，２０１万円 

老朽化している福祉バス「しあわせ号」を更

新します。 

障がい者福祉《社会福祉課》 

①居宅介護等給付事業 

 拡 充 ７，２９５万円 

 入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生

活全般にわたる介護サービスを行います。 

 

②就労継続支援給付事業 

拡 充 １億９，４１９万円 

 一般企業で雇用されることが困難な人に、働

く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上

のための訓練を行います。 

 

③障がい福祉計画策定事業 

 拡 充 ５０万円 

 障がい者が地域でいきいきと安心して暮らせ

るまちづくりを進めるための計画を策定します。 

④北海道障がい者スポーツ大会開催事業 

拡 充  １５０万円 

  障がい者の体力の増進や社会参加の促進を図

るため、第４０回北海道障がい者冬季スポーツ大

会を開催します。 

⑤北海道難病連全道集会開催補助金 

新 規 ５０万円 

 「第４７回難病患者・障害者と家族の全道集会」

の開催に係る費用を補助し、難病問題に対する市

民や関係者の理解を広げます。 

高齢者福祉《介護福祉課》 

①ひとり暮らし等高齢者緊急通報システム
事業            ５５１万円 

  ひとり暮らしの高齢者等世帯の緊急時に対応

するため、ボタンを押すだけで消防署へ通報でき

る機器を貸与します。 

②寝たきり高齢者等移送サービス事業 

                ６０万円 

在宅で生活する要介護４又は５の方の外出時

におけるタクシー料金の一部助成を行います。 

③高齢者等除雪・融雪サービス事業 

 ４９２万円 

（うち介護保険特別会計 １２９万円） 

  除雪が困難な高齢者等世帯の避難通路を確保

するため、除雪・融雪サービスを行います。 

④高齢者生活総合支援事業 １，９２７万円 

   ７０歳以上の市民税非課税者のうち、要件を

満たす方を対象に、バス・ハイヤー乗車、施設

利用、買い物代行などの生活支援、除雪、入浴

に使用できる助成券（６千円/人）を交付します。 

⑤介護人材確保事業        ４６万円 

  介護事業者や関係機関との連携により介護人

材の確保や離職防止に努めます。 

⑥介護福祉士確保対策支援事業 ４８万円 

  奨学金制度に取り組む介護事業所へ補助を行

い、介護福祉士の確保について支援します。 

地 域 福 祉 
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⑦特別養護老人ホームの建設補助 

新 規 １億８，０４２万円 

  特別養護老人ホームの建設に対し、建設費の一
部を補助します。 

⑧成年後見相談支援事業  

拡 充 ７００万円 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう、成年後見制度の相談や利用支援を行いま

す。また、市民後見人養成研修を開催します。 

高齢者福祉《介護保険特別会計》 

①介護保険給付費  ３１億５，５２４万円 

介護認定を受けた方のサービス利用料の一部

をサービス提供事業者に支払います。 

②介護保険料の負担軽減強化  

拡 充 ４，０９７万円 

  国の制度に基づき、６５歳以上の低所得者の介

護保険料を軽減します。 

③利用者負担軽減対策   １，８４０万円 

  低所得者の介護サービス利用者負担を軽減し

ます。 

④地域支援事業     ２億６，３１６万円 

高齢者が要支援・要介護状態になることを予防

し、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援します。 

(1)買物リハビリ事業  新 規 ２０４万円 

 要支援者等を対象に、スーパーマーケットな

どへの送迎と専門職による買物時の付き添い支

援を行います。  

(2)介護支援ボランティアポイント事業 

                 ２４２万円 

 介護支援に資するボランティア活動に取り組

む高齢者等を対象に、活動実績に応じて評価ポ

イントを付与し、ボランティアの継続と後継者

の育成を支援します。 

 

(3)在宅医療・介護連携推進事業  

拡 充 １３０万円 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者

に、在宅医療と介護を一体的に提供するため、関

係機関と連携し、支援体制の構築を進めます。 

また、多職種連携情報共有システムを試験導入

します。 

(4)生活支援体制整備事業       ９７１万円 

  高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整

備を推進するため、生活支援コーディネーターと

生活支援を担う多様な主体が参画する協議体が

連携し、高齢者の支援体制の充実や社会参加の促

進を一体的に図ります。 

子ども・子育て支援《子育て支援課》 

①子育てサポート事業        ３２０万円 

地域で助け合いながら子育てを行う会員制の

相互支援活動に取り組みます。 

②児童手当の支給   ４億２，８１８万円 

 中学校修了前までの子どもを養育している方

へ児童手当を支給します。 

③乳幼児世帯生活応援事業   ２０５万円 

お子さまの誕生を祝して、紙おむつ用ごみ袋

を無償で支給します。（０歳児：４，８００ℓ分） 

④子どもの居場所づくり支援事業 ４３万円 

子どもたちが地域で安心して過ごすことがで

きる居場所づくりを進める活動に対し助成しま

す。 

⑤児童扶養手当の支給  １億８，４４８万円 

ひとり親家庭等で子どもを養育している方へ

児童扶養手当を支給します。（年６回支給） 

⑥母子家庭等自立支援給付金支給事業 

拡 充 ５９３万円 

ひとり親家庭の親が専門的な資格を取得する

ために必要な費用の一部を助成します。 
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⑦未熟児養育医療給付事業    ２７２万円 

都道府県の指定した養育医療指定機関におい

て入院を必要とする重症未熟児に対して、養育

に必要な医療の給付を行います。 

⑧幼稚園・保育所・認定こども園への給付費  

拡 充 ６億８２８万円 

幼稚園などの運営に係る費用を負担します。 

（施設型給付費） 

⑨幼稚園型一時預かり事業 

拡 充 １，３５０万円 

私立幼稚園・認定こども園で一時預かりを実

施し、子育て環境の充実を図ります。 

⑩子育て支援施設等の利用給付費  

拡 充 １，４８４万円 

認可外保育所等の利用料無償化に係る費用を

負担します。 

⑪幼稚園・保育所・認定こども園の質向上
事業補助金    拡 充 ２,６００万円 

支援が必要な園児への対応に係る経費の一部

を助成します。 

⑫認可保育所の運営 

拡 充 ２億１,３３８万円 

就労等により家庭で保育することができない

保護者にかわって認可保育所で保育を行います。

（公立１園、私立１園） 

⑬へき地保育所管理運営事業 

拡 充 ６,６８０万円 

郊外地区の集団保育を各地域で組織する運営

委員会へ委託して実施します。 

⑭一時保育事業    拡 充 ５４４万円 

緊急・一時的に保育が必要となる児童に対し

て保育所・認定こども園にて保育を実施します。 
（私立３園にて実施） 

⑮病後児保育事業          ３９６万円 

私立認可保育所において、病後児保育を実施

します。 

※対象者は保育認定の園児（１歳半～就学前まで） 

⑯地域子育て支援センター運営事業 

１，５６４万円 

地域子育て支援センター「どんぐり」、「ひま

わり」の運営を通じて地域の子育てを支援します。 

⑰子育て世代包括支援センター運営事業 

７０３万円 

保健センターにおいて、妊娠期から子育て期に

わたるまでの切れ目のない総合的な相談支援を

行います。（対象者：妊産婦、就学前の乳幼児と

その保護者） 

※子育て世代包括支援センター連携事業 

《健康推進課》 ※重複掲載 

・産婦健康診査事業     １３０万円 

・産後ケア事業         ４５万円 

・母子手帳アプリ事業      ４０万円 

⑱児童館管理運営事業    ６，２４８万円 

児童館の管理運営を行うとともに、児童クラ

ブを設置し、児童の健全育成を図ります。   

（公立４館、私立１館） 

⑲ひとり親家庭等医療助成事業 
 ２，９８５万円 

ひとり親家庭等の医療費について自己負担分
の全額又は一部を助成します。 

⑳こども医療助成事業   ８，９８１万円 

中学生までの子どもの医療費の全額または一

部を助成します。 

 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 

 ※高校生等から数えて第３子目以降は無料 
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農林水産部のことしのまちづくり 
 

 

農業基盤の整備等《農林課》

①卯原内ダムの管理 

・管理事業        ２，３０２万円 

国で設置した農業用ダム等を管理します。 

・土砂撤去事業           ５００万円 

卯原内ダム附帯施設の土砂を撤去します。 

・設備改修事業    拡 充  １９３万円 

加圧ポンプ場のポンプを修繕します。 

②斜網地区ダムの管理 

・管理事業          １，３７８万円 

国で設置した農業用ダム等を管理します。 

・小水力発電事業         ２，７８２万円 

斜網地区ダムの放流水を活用した小水力発電

施設を１市４町で整備します。 

③道営土地改良事業   

拡 充 ２億９，８９１万円 

（中部北: 3,200 万円、藻琴: 8,600 万円、 

 西部川向: 8,638 万円、平和: 2,400 万円 

 南部東第２: 5,053 万円、 

 南部西第２: 2,000 万円） 

道営事業として行う農地改良の費用を負担し
ます。 

畑作の振興《農林課》 

①安全・安心な農作物生産事業補助金 
１８５万円 

農業経営の安定化と農作物の安全･安心を確

保するため、農協等が実施する土壌分析と残留

農薬分析に対し費用の一部を助成します。 

②ジャガイモシロシストセンチュウ 

緊急防除事業        １６９万円 

国の緊急防除の指定を受けたジャガイモシロ

シストセンチュウのまん延防止対策を行います。 

③スマート農業推進事業        ５０万円 

スマート農業の導入に取り組むものに対し、

その費用の一部を助成します。 

④もち麦栽培促進事業 拡 充 １２０万円 

機能性もち麦の産地形成を目指し、栽培試験

を行った農業者に対し経費の一部を助成します。 

⑤麦類乾燥調製貯蔵施設建設事業 

新規（補正） ５１億８，０００万円 

麦類乾燥調製貯蔵施設を整備します。 

農産物の販路拡大《農林課》 

①オホーツク産麦類消費拡大事業 

３５万円 

地元産麦類の消費拡大を図るため、食のイベ

ントを開催します。 

畜産の振興《農林課》 

①畜舎防疫事業補助金  拡 充 ３５万円 

畜舎の石灰塗布等を行う家畜飼養者に対し経

費の一部を助成します。 

②あばしり和牛産地基盤づくり推進事業 

 補助金          １００万円 

繁殖雌牛の計画的な更新を推進し、「オホーツ

クあばしり和牛」のブランド化を支援します。 

農村の振興《農林課》 

①農業農村多面的機能発揮促進事業 

１億５,３９７万円 

農業・農村の多面的機能（農地維持、資質向

上）発揮のための地域活動等を支援します。 

農業の担い手育成《農林課》 

①農業担い手実践研修支援事業 ３００万円 

農業後継者及び新規就農者を対象に、優れた

農業経営や地域リーダー育成を図る研修の開催

費用の一部を助成します。 

農 業 
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林業の振興《農林課》 

森林がもつ機能を維持・再生するため長期的

な視点で森林整備を進めます。 

①鳥獣害防止対策事業       ５６１万円 

エゾシカなど農作物に被害をもたらす有害鳥

獣の被害防止対策を行います。 

②ヒグマ生息実態調査事業  

  拡 充  ９０万円 

  ヒグマの目撃情報が増加傾向であり、被害を

未然に防ぐ対策を講じるため、ヒグマの生息実

態を調査します。 

③森林整備補助金  拡 充  ２,３６６万円 

（未来につなぐ森づくり推進事業・除間伐 

奨励事業・人工造林推進事業 外） 

④森林管理意向調査事業        ６０万円 

経営や管理が行われていない森林を対象に森

林所有者の管理意向を調査します。 

⑤市有林整備事業 拡 充  １，３９９万円 

⑥市有林落石防止対策事業 

  新 規  ３,１００万円 

市有林の落石に伴う調査設計及び落石防止工
事を行います。 

 

 

 

 

資源管理型漁業の推進《水産漁港課》 

①さけ・オホーツクサーモン資源の安定化 

      ９５万円 

さけ・オホーツクサーモン（カラフトマス）

の稚魚の分布や成育調査に対する支援を行い、

資源の安定化を図ります。 

②能取湖水質・資源調査の実施 ２５０万円 

能取湖の漁業安定化のために湖内環境及び漁

業資源に関する調査を支援します。 

③ホッカイエビ資源増大試験  ５７万円 

資源の減少が見られるホッカイエビの資源増

大に向けた試験研究を行います。 

④ウニ増養殖試験調査の実施 

新 規  ２０５万円 

ウニカゴ養殖試験及び種苗放流調査に対する

支援を行い、漁業生産の安定化を目指します。 

⑤河川等漁場環境の保全    ３２万円 

急激に浅化が進んでいる湖沼・河川等の漁場

環境保全を進め、漁業の永続的な安定を目指し

ます。 

⑥濤沸湖シジミ漁業再生に向けた支援 
６５万円 

シジミ資源が枯渇した濤沸湖でのシジミ漁業

の再生を目指します。 

⑦網走湖ヤマトシジミ資源の回復 

５０万円 

資源枯渇の危機にある網走湖シジミ資源の回

復に向けた調査研究を支援します。 

⑧網走湖水質・資源調査の実施 ２５０万円 

網走湖の漁業安定化のために湖内環境及び漁

業資源に関する調査を支援します。 

 

 

 

①外国人技能実習生受入支援事業 

《水産漁港課》    新 規 １０３万円 

外国人技能実習生が受検する技能検定等（専

門級）の受検料の一部を補助します。 

また、入国時研修にかかる経費の一部を補助

します。 

②水産加工品販売戦略構築事業 

《水産漁港課》     拡 充 ８０万円 

 市とゆかりのある団体や企業等との繋がりを

活用し、首都圏等大消費地などにおける地場水産

物のＰＲ方策を実施・検討します。 

③ＨＡＣＣＰ等対応施設整備補助金 

《水産漁港課》 

新規（補正） ２億４，１０４万円 

水産加工事業者が実施する、輸出先のニーズ

（ＨＡＣＣＰ等)に対応するための施設整備を

補助します。 

漁 業 

水産加工・販売促進 

林 業 
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観光商工部のことしのまちづくり 

 

 

 

①天都山周辺花園管理育成事業《観光課》  

４６８万円 

   ボランティア活動により天都山周辺花園を整備
し、観光客の誘客促進を図ります。 

②大曲湖畔園地整備事業《観光課》 

   １,１２８万円 

  日本最大級のひまわり畑やコスモス畑などの景
観整備及び、アスパラ畑など収穫体験の受入環境
整備を行います。 

③地域資源活用型観光推進補助金《観光課》 

            新 規 ３００万円 

  地域資源を活用したアドベンチャーツーリズム
の推進、人材育成を図るための補助を行います。 

 
 

 

 

①国内観光キャンペーン事業《観光課》 

７２万円 

  国内観光客を誘客するため、観光業界と連携し

て主要都市で観光キャンペーンを行います。 

②海外宣伝ＰＲ事業《観光課》 １０７万円 

  外国人観光客を誘客するため、ＳＮＳを活用し

て網走の魅力をＰＲします。 

③国内宣伝ＰＲ事業《観光課》 １６９万円 

国内観光客を誘客するため、国内の旅行雑誌や
ＷＥＢサイトに広告などを掲載します。 

④ニポネ着ぐるみ更新事業《観光課》 

 新 規 １２１万円 

  網走市公式キャラクター「ニポネ」の着ぐるみ

を更新します。 

 
 

 
 

 

①地域ＤＭＯ推進支援事業《観光課》 

新 規 １，４２３万円 

魅力的な観光地づくりを戦略的に行うため、網
走市をエリアとする地域ＤＭＯの事業推進を支援
します。 

②天空の里魅力発信・活性化事業 

《観光課》            ２０３万円 

  天都山周辺の賑わい創出と活性化を図るため、
エリア内の事業者と連携し、エリアマップの作成
などを行うとともに、案内看板を整備します。 

 
 

 

 

①外国人観光客誘致対策プロモーション 

事業《観光課》        １５９万円 

  外国人観光客の誘客を促進するため、東アジ
ア・東南アジアで観光プロモーションなどを行い
ます。 

②外国人観光客インフォメーション事業 

《観光課》           ５９１万円 

   観光案内所における外国人観光客への案内業務
及び、外国語ブログやツイッター等を活用して観
光情報を発信します。 

③ひがし北海道空港連携海外観光客誘致 

事業《観光課》        １５０万円 

  女満別・釧路・帯広空港エリアが連携して、海
外でひがし北海道観光のＰＲやチャーター便の誘
致を行うとともに、各空港の国際線受入体制の充
実を図ります。 

 

 

 

 

 

外国人観光客誘致促進 

キャンペーンＰＲ 

観光価値の向上 魅力の戦略的発信 
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①オホーツク網走マラソン開催負担金 

《観光課》         １，２３０万円 

オホーツク網走マラソン２０２０を開催します。 

 

②サイクルアドベンチャーオホーツク事業 

 《観光課》            ３００万円 

  北見市、大空町、小清水町、美幌町と連携し、
サイクルイベントやツアー造成の実施、サイク
リストの受入環境整備を進め、食、景観、体験
等を通じた、オホーツク地域のブランド化を図
ります。 

③オホーツクシートゥーサミット開催事業 

《観光課》          ３００万円 

 「オホーツクＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」を開
催し、アドベンチャートラベルのフィールドとし
ての認知度向上を図るとともに、（株）モンベルと
の連携により地域における新たなコンテンツ「カ
ヤック」などの整備を行いながら、観光客の誘客
促進を図ります。 

 

 
 
 

①施設巡り観光バス運行事業《観光課》 

３６０万円 

  観光施設を巡る路線バスの通年運行を維持する
ため、閑散期のバス運行を委託します。 

 
 
 
 
 

①閑散期対策商品造成事業《観光課》 

２１０万円 

閑散期の誘客やオリンピック開催に伴う旅行需
要の減少に対応するため、インバウンドや国内観
光客を対象とした宿泊商品の造成及び販売に対し
て助成します。 

 

②鉄道利用型観光客誘致促進事業《観光課》 

           １００万円 

  鉄道を利用する観光客を誘客するために、ＪＲ
北海道が販売する「ひがし北海道フリーパス」を
使用し、かつ市内に宿泊する観光客及び鉄道利用
型旅行商品の購入者に対して助成します。 

 
 
 
 
 

①あばしりオホーツク流氷まつり補助金 

 《観光課》          ７９０万円 

 

スポーツ観光 

観光イベント支援 

宿泊者増強対策 

観光客の利便性向上 
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①女性・高齢者就労支援事業 

《商工労働課》         ３５万円 

   女性の起業化を応援するセミナーを開催すると

ともに、高齢者向けに就職説明会を開催します。 

②建築技能者等地域定着促進事業 

《商工労働課》    拡 充 ５２５万円 

地域における建築技能の人材の確保、養成の取

り組みを支援します。 

③若者技能者人材育成・地元定着支援事業

《商工労働課》    新 規 ２００万円 

社会インフラを担う若者技能者の人材育成など、

地元定着に取り組む事業者を支援します。 

④就業型移住促進事業《商工労働課》 

     １１０万円 

東京23区から、市内で就業や起業を行うことを

前提に移住する方に対し、移住に係る経費の助成

を行います。 

 

 

 

 

中小企業の振興《商工労働課》 

①融資制度の充実

  中小企業等に対する円滑な金融支援を行います。 

・一般資金貸付      ７億８,５５７万円 

・店舗改善資金貸付        １６０万円 

・工場等進出資金貸付            ２５０万円 

・経営安定資金貸付       ４,５７０万円 

・起業化等資金貸付       １,８６０万円 

・東日本大震災関連特別資金貸付     ９０万円 

・中小企業融資保証料補給補助  １,３５８万円 

・東日本大震災関連融資保証料補給補助       ６万円 

 

②中小企業人材育成補助金   ５２万円 

  中小企業等の従業員や経営者の人材育成支援を

図るため、中小企業大学校で開催される講座、研

修会の受講料を助成します。 

 

中心市街地の活性化《商工労働課》 

①あばしりオホーツク夏まつり補助金 

２１２万円 

②花火大会魅力アップ事業補助金 

２００万円 

③あばしり七福神まつり補助金 ２０５万円 

④オホーツク屋台村補助金    １８万円 

⑤空き店舗・空き地活用事業補助金 

  ２４１万円 

中心市街地の空き店舗や空き地へ出店する者に
対し、店舗改修及び一定期間の賃貸料の一部を支
援します。 

⑥地域経済・中心市街地活性化 

総合推進事業        １５０万円 

中心市街地の活性化に向け、関係機関との連携
により、引き続きイベントを実施し、賑わいの創
出に取り組みます。 

⑦中心市街地インバウンド誘客推進事業 

  新 規 １００万円 

インバウンドの誘客を図り、中心市街地の活性
化と賑わいの創出に取り組みます。 

 

 

企業誘致《商工労働課》 

①企業誘致プロモーション事業  ５０万円 

企業向けのプロモーション活動を通じて、情報

収集及び企業誘致の促進を図ります。 

②官民連携公有地等利活用推進事業 

新 規 １００万円 

網走刑務所の公有地等の有効活用を図り、共生

型地域社会の実現と産業振興を推進します。 

 
 

商 工 業 

就労対策 
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ものづくり支援《商工労働課》 

①ものづくり総合支援事業   ３３０万円 

  ・事業化等スタートアップ支援事業 

新たな事業の初期段階を支援します。 

・新製品創出支援事業補助金 

   中小企業者等が行う、新製品の創出や新たな

商品開発に関する取組を支援します。 

  ・製品パッケージ改良等サポート事業 

   製品の内容やパッケージ等に関する改良に対

し支援します。 

 ・地場特産品付加価値向上事業 

 地場特産品の付加価値向上の取り組みを支援

します。 

・北海道ＨＡＣＣＰ導入支援事業 

   食品製造時の衛生管理のため施設や設備の改

良の取組を支援します。 

 

 

市場開拓・販路拡大《商工労働課》 

①「おいしいまち網走」ＰＲ事業 

     ６億４,９８９万円 

市外在住者からのふるさと寄附に対し、特産品

などを贈呈することにより、網走の魅力や商品の

ＰＲを行います。 

②地場産品市場開拓推進事業  １１８万円 

  交流都市で物産ＰＲを行うほか、大都市圏で開

催される商談会等への出展補助などを行い、地場

産品の販路拡大を図ります。 

 

創業支援《商工労働課》 

①起業化支援事業補助金     ２００万円 

  新たに市内で事業を起こそうとする個人・小規

模事業者に対し、店舗の取得または改修に要する

経費の一部を助成します。 

 
 
 

 
 
 
 

①地域公共交通計画策定事業 

《商工労働課》     拡 充 ３１６万円 

持続可能な公共交通網の形成に向けて基本方針

となる計画を策定します。 

②公共交通運転手確保対策支援事業 

《商工労働課》         ６０万円 

  旅客運送事業者が旅客輸送に従事する運転手を

養成するために行う、第二種運転免許の取得支援

に係る費用の一部を助成します。 

③ＪＲ北海道利用促進事業 

《商工労働課》    拡 充 １５０万円 

  住民のマイレール意識の醸成及び利用促進を図

るため、園児の汽車遠足、家族・グループの小旅

行、中学・高校の部活動などに対して乗車運賃等

を助成します。 

④地域連携釧網本線利活用推進事業 

《商工労働課》         ８５万円 

  釧網本線の沿線自治体等で構成する「ＪＲ釧網

本線維持活性化沿線協議会」において、外部事業

者や域内事業者とともに、釧網本線の観光利用促

進に取り組みます。 

⑤北海道鉄道利用促進環境整備事業負担金 

《商工労働課》    拡 充 １５４万円 

  北海道が実施するＪＲ北海道への支援に対して、

沿線自治体として、その経費の一部を負担します。 

⑥デマンドバス運行実証実験事業 

《商工労働課》     新 規 ６００万円 

  持続可能な公共交通の構築を図るため、オンデ

マンドバス運行の実証実験に取り組みます。 

⑦鉄道記念館修繕事業 

《商工労働課》    拡 充 ３７７万円 

  老朽化した施設の外壁補修等を行います。 

 

 

公 共 交 通 産 業 振 興 
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建設港湾部のことしのまちづくり 

 

 

 

①立地適正化計画策定事業 

《都市整備課》    新 規 ４４０万円 

持続可能なまちづくり推進のため、コンパク

トシティの形成を目的とした立地適正化計画を

策定します。 

 

 

 

①公園緑地の管理《都市管理課》 

３，３４０万円 

都市公園等の保全・管理や施設の保守・点検

を行い、良好な都市景観の保全に努めます。 

②地域パークゴルフ場の管理 

《都市管理課》         ３６４万円 

地域パークゴルフ場の維持管理を行う町内会

に対し、グリーン用種子、肥料等の支援及び芝

生のエアレーションを行い、芝の延命を図りま

す。 

③網走川筋環境整備事業《都市整備課》 

３００万円 

網走川沿いの賑わい創出を目的に、情報案内

板等の設置や路面標示を行います。 

④公園施設の改修事業《都市整備課》 

  拡 充 ６，０００万円 

駒場公園及び南公園の老朽化した公園施設を

改修します。 

拡充（補正） １億５，６００万円 

スポーツ・トレーニングフィールド、網走運

動公園及び大曲公園の老朽化したスポーツ施設

を改修します。 

 

 

 

①河川の整備《都市管理課》 

 拡 充 ２億２，０００万円 

市が管理する河川の浚渫及び水防対策など河

川環境の整備を行います。 

②河川等の排水対策《都市管理課》 

拡 充 ３，３００万円 

大雨による冠水被害を防止するため、非常用

電源を整備し、迅速な対応を図ります。 

 

 

①市道等の維持管理《都市管理課》 

  １億４，８４７万円 

市道等の舗装補修や区画線工事、道路照明、

街路樹の維持管理などを行います。 

②道路照明ＬＥＤ化事業《都市管理課》 

新 規 １，４００万円 

総事業費２億５，０５０万円 

リースの手法を取り入れ、市道の道路照明の

ＬＥＤ化を行います。 

③ロードヒーティングの整備 

《都市整備課》      拡 充 １億円 

冬季間の交通の安全を確保するため、老朽

化したロードヒーティング施設の更新を計画

的に行います。 

④市道の整備《都市整備課》 

拡 充 ８，０００万円 

未舗装道路の舗装化や安全安心な道路整備を

計画的に行います。 

⑤市道の改修《都市整備課》 

拡 充 １億７，０００万円 

老朽化した道路、側溝などの改修を緊急度に

応じて計画的に行います。 

道   路 

土 地 利 用 

公園・緑地 

河  川 
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⑥郊外道路の整備《都市整備課》 

８，０００万円 

スクールバスや農業車両の安全な通行を確保

するため、郊外地域の未舗装道路の舗装化を行

います。 

⑦冠水対策《都市整備課》 ３，５００万円 

  大雨等による道路冠水の被害を防止するため、

道路集排水の機能向上等の工事を行います。 

⑧通学路の安全対策《都市整備課》 

・歩道の整備      ６，６５０万円 

 通学路の安全を確保するため、小中学校通学

路の歩道新設・改修工事を行います。 

⑨橋梁の長寿命化《都市整備課》 

拡充（補正） １億４５０万円 

橋梁の長寿命化を図るため、修繕計画に基づ

き橋梁の修繕を行います。 

 

 

 

①市道等の除雪《都市管理課》 

 ・市道等の除雪     ３億９，００３万円 

冬期間の市民の暮らしと交通を確保するた

め、市道５８９．４ｋｍのうち、４２１．３  

ｋｍと市道以外の道路４７．０ｋｍの除雪を行

います。 

・ロードヒーティングの維持・管理 

 ９，０４９万円 

市道２４路線５４ヵ所の車道・歩道のロード

ヒーティングを維持管理することにより、冬期

間の安全な交通を確保します。 

・除雪車の更新  拡 充 ５，５５９万円 

老朽化した凍結防止剤散布車を更新します。 

 

 

 

①国が行う港湾事業の負担金《港湾課》 

 ８，０００万円 

拡充（補正） ５，１００万円 

国が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します。 

②防舷材の更新《港湾課》１，２００万円 

  老朽化した防舷材を更新し、安全対策を強化

します。 

③モヨロ緑地の整備《港湾課》 

拡充（補正） １，８００万円 

網走川周辺地区の賑わい創出のため、モヨロ

地区緑地の整備を行います。 

④第４ふ頭舗装の改良《港湾課》 

  拡充（補正） １億２，０００万円 

  第４ふ頭岸壁のエプロンの舗装改良を行いま

す。 

⑤新港地区船揚場の整備《港湾課》 

拡 充 ２，９３０万円 

  新港地区にある船舶の上架施設の改良整備を

実施します。 

⑥ふ頭用地の整備《港湾課》 

拡 充 １，５００万円 

新港地区のふ頭用地（荷捌き地）の改良整備

を実施します。 

 

 

 

①客船の誘致及び受入対応《港湾課》  

２０８万円 

客船誘致のため、ポートセールスを行います。 

また、寄港する客船（カレドニアンスカイ）の

乗船客に対し観光ＰＲやおもてなしを行い、市

内観光施設や飲食店などへの誘客を図ります。 

除  雪 

港  湾 

港湾の利用促進 
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②広域連携による海外クルーズ客船誘致 

 《港湾課》                ８０万円 

道内の港湾と連携し、海外クルーズ船社への

プロモーションや担当者の招請を通じ海外クル

ーズ船の誘致を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③みなと観光交流センター 
魅力向上の検討《港湾課》拡 充 ６０万円 

  みなと観光交流センターの更なる魅力向上に

向けた検討を行います。 

④みなと観光交流センターの改修 

《港湾課》    拡 充 １，９００万円 

みなと観光交流センターの屋根、壁面及び２

F 展望デッキの補修を行い、施設の長寿命化を

図ります。 

 

 

 

①大規模盛土造成地調査事業 

《都市整備課》    新 規 ５００万円 

市民生活の安心安全のため、大規模盛土造成

地の造成年代調査を行います。 

②住環境改善補助金《建築課》 

拡 充 １，８００万円 

長寿命化、省エネ、バリアフリーなどの居住

の向上を図る改修に対して工事費の一部を補助

します。 

③空き家バンク事業《建築課》  ２０万円 

空き家バンクを活用し、空き家の流通を促進

することで危険空き家の増加を防ぎます。 

④空き家等解体事業補助金《建築課》 

拡 充 ２９０万円 

昭和５６年建築以前の旧耐震建築住宅の解体

及び特定空き家の解体に係る経費の一部を助成

します。 

⑤公共施設長寿命化点検事業《建築課》 

１,２６０万円 

公共施設の点検を強化し、施設の安全確保と

長寿命化を図ります。 

⑥賃貸住宅改修補助金《建築課》３０万円 

子育て世帯向け登録賃貸住宅の住宅改修費を

補助します。 

⑦賃貸住宅家賃支援補助金《建築課》 

１４４万円 

空き家を活用した登録賃貸住宅に、低所得の

子育て世帯が入居する場合に家賃を補助します。 

⑧市営住宅建設事業《建築課》 

新 規 ８，５００万円 

潮見団地建替えに向けた敷地造成設計及び建

築物の設計を行います。 

⑨市営住宅解体事業《建築課》 

拡 充 １億４，８００万円 

潮見団地建替えに向けた既設市営住宅の解体

工事を行います。 

⑩市営住宅長寿命化修繕事業《建築課》 

拡 充 ３，１５０万円 

既設市営住宅の長寿命化を図るため、計画的

な改善を行います。 

住宅・宅地 

カレドニアンスカイ 
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学校教育部のことしのまちづくり 
 

 

 

 

①スクールバスの購入 

《学校教育課》  新 規 １，１４８万円 

  郊外地域の通学環境の向上を図るため、スクー

ルバスを購入します。 

②教育相談カウンセラーの配置 

《学校教育課》        １９７万円 

小中学校に対し専門的な知識を持つカウンセ

ラーを配置し、児童生徒の相談に対応できる体

制を作ります。 

③英語指導助手（ＡＬＴ）の配置 

《学校教育課》    拡 充 ９５１万円 

海外から外国語指導助手を招へいし、小中学

校における英語授業や特別活動及び課外授業の

関わりを通じ、英語教育の充実と国際理解教育

を進めます。 

④中学校体育文化振興事業補助金 

《学校教育課》      １，１００万円 

中学校の体育文化活動として大会、コンクー

ル等に参加する経費の一部を助成します。 

⑤コミュニティスクール推進事業 

《学校教育課》     拡 充 ６７万円 

保護者や地域の方々が学校の様々な課題解決

に参画し、それぞれの立場で主体的に子どもた

ちの成長を支えるための仕組みを取り入れ、「地

域とともにある学校づくり」を推進します。 

⑥いじめ対策事業 

《学校教育課》     拡 充 ２９万円 

小中学校のいじめ防止対策の啓発や、いじめ

問題に対しての専門委員会を設置します。 

 

⑦学力向上のための取組《学校教育課》 

児童生徒の学力向上に取り組みます。 

・学習支援員の配置     １，７５２万円 

・あばしり寺子屋の開催        ９万円 

・読書感想文コンクールの開催     ３１万円 

⑧小中学校監視カメラの整備 

《学校教育課》    新 規 ５２０万円 

小中学校の児童生徒玄関および職員玄関付近

に監視カメラを設置し、学校管理の安全性強化

を図ります。 

⑨小中学校施設の環境整備 

《学校教育課》  拡 充 ４，５７０万円 

老朽化している体育館屋根の改修工事やプー

ルサイド塗装の補修工事、消防設備の改修工事

など学校施設の環境整備を図ります。 

⑩特別支援教育支援員の配置 

《学校教育課》        ３，７６２万円 

通常学級や特別支援学級に在籍する、特別な

教育的支援を必要とする児童生徒の学校生活や

学習活動上のサポートを行う支援員を配置しま

す。 

⑪小中学校教材教具の整備 

《学校教育課》  拡 充 ５，０５３万円 

教材教具および新たな教科書に対応した教師

用指導書の購入、プログラミング教材等の整備

行います。 

⑫小中学校図書の整備《学校教育課》 

・学校図書館司書の配置   １，００９万円 

・学校図書館図書の整備      ５００万円 

⑬小中学校ＩＣＴ教育環境の整備 

《学校教育課》 

拡充（補正） １億４，８００万円 

小中学校ＩＣＴ教育充実に向けた国の「ＧＩ

ＧＡスクール構想」実現のため、各校のＬＡＮ

環境整備の強化を図ります。 

学 校 教 育
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社会教育部のことしのまちづくり 
 

 

 
 
 

生涯学習《図書館》 

①読書活動の推進        ３０万円 

図書館まつりや読書週間記念イベントの開催な

ど、読書活動促進のための各種事業を実施します。 

社会教育《社会教育課》 

①オホーツク・文化交流センター改修事業 

      拡 充 ８７７万円 

施設の健全維持のため、設備の更新工事を行い

ます。 

②子どもと動物ふれあい事業  ９０万円 

小動物とふれあい、生命を大切にする心や豊か

な情操を育むため、６月から９月まで呼人スポー

ツ・トレーニングフィールド等で「ふれあい動物

園」を開催します。 

③放課後子ども教室【遊村あばしり】 

の開設           ６６２万円 

安全・安心な子どもの居場所づくりのため、放課

後や週末に、地域の大人を指導者として、様々な体

験・交流活動を行う教室を市内各所に開設します。 

④学校支援地域本部事業    １１６万円 

学校での教育活動を市民のボランティアが支え

子どもの教育に関わることで、学校教育の充実と

地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えます。 

⑤子どもフェスティバル事業  ３９万円 

科学する心を育むため、子ども達のために市民

が連携して楽しい実験や体験などを提供します。 

⑥あばしり学講座        ４０万円 

 網走の魅力や価値を発見、再確認し、未来を創

造できるよう、自然・文化・歴史・経済・産業な

ど様々な学びを「あばしり学」として展開します。 

⑦子ども夢育事業        １１７万円 

中学生を対象に夢や人生などをテーマにした文化

講演を開催します。「夢を持って生きること」の大切

さを学び、感性豊かな心を育むことで、たくましく

生きる力を形成します。 

⑧中学生・高校生への自習室の開設 ０円 

 学習支援や居場所づくりのため、オホーツク・

文化交流センターの空き部屋を自習室として開放

します。 

 

 

 

①芸術文化合宿誘致事業補助金 

《社会教育課》         ６０万円 

芸術文化団体や大学などが行う、市内での合宿

活動や市内芸術文化関係者との交流活動を支援

します。 

②オホーツク・文化交流センター芸術文化

事業《社会教育課》     ５７４万円 

市民の企画提案を受けながら、さまざまな芸術

文化公演の鑑賞機会を提供します。 

③ふるさとアーティスト公演事業 

《社会教育課》    拡 充 ３８０万円 
 

網走市にゆかりのある多彩なアーティストの発

表の場を提供し、市民との交流を深めることで、

優れた芸術家たちの活動拠点となるような環境づ

くりを目指します。 

今年度はオホーツク・文化交流センター開館 20

周年事業として、内容の充実を図ります。 

④美術館改修事業《美術館》拡 充 ９４万円 

館内の階段やロビーの照明器具の改修を行い、館内

の明るさを保ちます。 

芸 術 文 化

社 会 教 育
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①モヨロ貝塚ＰＲ事業《博物館》 

１０８万円 

講演会や体験学習会など、モヨロ貝塚を詳し

く学べる「モヨロカレッジ」を開講します。 

②博物館重要文化財指定推進事業 

《博物館》            ３０万円 

博物館建物の重要文化財指定を目指し、設計

者・田上義也氏の建築物の特別展を開催します。 

 

 

 

 

 

スポーツ《スポーツ課》 

①網走市スポーツ振興褒奨金事業 

拡 充 ２００万円 

  全道・全国・国際大会に出場するスポーツ団体・

個人に対して支援を行います。 

②スポーツ合宿の受入     ９５０万円 

スポーツによる明るいまちづくりや地域の活

性化を図るため、スポーツ合宿の受入やスポー

ツ教室等の開催を行います。 

③スポーツイベントの支援 

・歩くスキーの集い補助      ２０万円 

・ホクレン・ディスタンスチャレンジ 

 網走大会補助         １８０万円 

・全道・全国大会補助（10 大会） ２１９万円 

・市民駅伝競走大会補助     １５０万円 

④「夢の教室」開催事業   ２２５万円 

スポーツ選手などが、「夢先生」として小学校

を訪問し、夢を持つことや夢に向かって努力する

ことの大切さを伝えます。 

⑤スポーツ少年団活動支援事業 

     拡 充 ３８０万円 

市内スポーツ少年団が全道大会等へ参加する

際の交通費を助成します。 

⑥東京オリパラホストタウン構想推進事業 

           拡 充 ２４０万円 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて

合宿誘致及び市民との交流を図ります。 

⑦日体大屋内直線走路利用促進事業 

        ３０万円 

 日体大附属高等支援学校の屋内走路（ＮＡＲ

Ｓ）の利用促進を図ります。 

⑧日体大連携スポーツ教室開催事業 

        １７万円 

  日体大等と連携し、スポーツ選手や指導者を講

師として招き、スポーツ教室を開催します。 

⑨障がい者スポーツの推進   ９７万円 

障がい者スポーツ教室の開催や障がい者スポ

ーツ指導者の資格取得を支援するほか、障がい者

スポーツの合宿誘致・受入を行います。 

⑩陸上競技場の改修 

   拡 充 ３，１００万円 

  第３種公認検定に向け、陸上競技規則改正に対応

するラインやマーキング等の改修を行います。 

⑪体育施設の環境改善 

         拡 充 １，９００万円 

 非常用発電機の蓄電池交換、第２・第３体育室

の設備等の整備を行います。 

※公園施設の改修事業《都市整備課》重複掲載 

拡充（補正） １億５，６００万円 

・スポーツ・トレーニングフィールド改修 

  テニスコート人工芝４面改修等 

・総合体育館改修 

体育館アリーナ照明ＬＥＤ化 

・大曲公園改修 

アイスホッケーリンク改修 

ス ポ ー ツ

文 化 財 保 護
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水道部のことしのまちづくり 

 

 

①水道施設の整備《水道事業会計》 

・導水管布設替（稲富地区） 

        拡 充 ３億７，８４２万円 

  水の安定供給のため、導水管の布設替工事

（1.2km）を行います。 

・配水管布設      ４，１４０万円 

配水管新設関連 ３地区 

      （字天都山、字潮見、字大曲） 

新たな宅地化等により配水管の整備を行い

ます。 

・配水管布設替   １億３，５９２万円 

道路工事関連      ６地区 

漏水防止対策     ５地区 

老朽化した配水管を道路改良工事とあわせ

て効率的に布設替工事をします。 

また、漏水発生の多い地区の配水管の布設

替工事を行います。 

・その他の施設整備 １億６，９１３万円 

既設導水管の防護や機器類の更新、及び水

道メーターの更新・設置工事を行います。 

②簡易水道施設の整備《簡易水道事業会計》 

 ・配水管布設替（稲富地区） 

拡 充  ３，５００万円 

道道網走川湯線の道路改良工事にあわせた

配水管の布設替工事を行います。 

 

 

 

 

 

 

①下水道施設の整備《下水道事業会計》   

・浄化センター等の施設整備 

 ２億７８０万円 

老朽化した浄化センター、スラッジセンター

を更新します。 

・汚水管渠の施設整備    １，２００万円 

  老朽化により腐食した汚水管渠を改築します。 

・圧送管の二条化  

拡 充 １億９，７００万円 

  新町・二見ヶ岡・呼人地区の圧送管を計画的

に二条化（管渠の複線化）します。 

・枝線の整備、公共桝の設置 ４，１００万円 

②下水道計画区域外の排水処理 

《下水道事業会計》 

     ２，０９０万円 

下水道計画区域外で、トイレの水洗化と生活

雑排水の処理を併せてできる「合併処理浄化槽」

を整備します。 

 

水 道   生活排水処理 


