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� 元気なはぼろ����
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諸支出金  14.5％
���������

教育費  12.9％
��������� 

民生費  18.6％
����������

土木費  13.5％
���������

地方交付税  49.1％
����������

町税  11.1％
��������

  歳入予算額に占める割合

22.2%自主財源

77.8%依存財源

繰入金  5.6％
���������
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総務費  5.5％
���������

消防費  5.7％
���������

その他  1.5％
�������

使用料及び手数料  2.1％
���������

財産収入、分担金及び
負担金など  3.4％
���������

���������
道支出金  5.9％

国庫支出金  7.1％
���������

衛生費  8.6％
���������

公債費  11.4％
�������

農林水産業費  4.8％
���������

商工費  3.0％
���������

���������
町債  13.1％

その他  2.6％
���������
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増 減 率増 減 額平成26年度
当 初 予 算

平成27年度
当 初 予 算会 計 別 区 分

0.5％△30,000　  △6,170,0006,140,000一 般 会 計
10.3％　  121,000　  1,173,0001,294,000国民健康保険事業特

別
会
計
・
企
業
会
計

5.4％　  △　6,800△125,000118,200後 期 高 齢 者 医 療
9.0％87,100970,0001,057,100介 護 保 険 事 業
80.7％434,000538,000972,000下 水 道 事 業
13.3％5,30040,00045,300簡 易 水 道 事 業
21.4％4,50021,00025,500港 湾 上 屋 事 業
3.0％　  △8,806△294,948286,142水 道 事 業 会 計
6.5％606,2949,331,9489,938,242総 合 計

（単位：千円）

�元気なはぼろ����

増 減 額平成26年度平成27年度区 分
△19,750703,895684,145町 税
△3,593309,275305,682町 民 税
△11,274250,340239,066固 定 資 産 税
△10114,34414,243軽 自 動 車 税
△3,39289,76286,370町 た ば こ 税
△1,43932,84931,410都 市 計 画 税

497,3257,374入 湯 税
△2,17154,05851,887地 方 譲 与 税
△1,88537,50135,616自動車重量譲与税

000地方道路譲与税
△28616,55716,271地方揮発油譲与税
△2421,5721,330利 子 割 交 付 金
9518181,769配 当 割 交 付 金
1,9912312,222株式等譲渡所得割交付金

△32,460125,20392,743地 方 消 費 税 交 付 金
502373ゴルフ場利用税交付金

△8936,2945,401自動車取得税交付金
3761,2411,617地 方 特 例 交 付 金

△39,1503,052,7263,013,576地 方 交 付 税
△127733606交通安全対策特別交付金
661,4071,473分 担 金 及 び 負 担 金

△2,314129,284126,970使 用 料 及 び 手 数 料
△1,904101,66299,758使 用 料
△41027,62227,212手 数 料

126,076312,647438,723国 庫 支 出 金
19,585212,890232,475国 庫 負 担 金
107,02496,224203,248国 庫 補 助 金
△5333,5333,000委 託 金

△67,820431,453363,633道 支 出 金
20,411169,911190,322道 負 担 金
△93,880243,321149,441道 補 助 金
5,64918,22123,870委 託 金
18,50620,53739,043財 産 収 入
18,50620,52439,030財 産 運 用 収 入

01313財 産 売 払 収 入
0102102寄 附 金

△102,998446,003343,005繰 入 金
011繰 越 金

△71,891241,372169,481諸 収 入
01010延滞金加算金及び過料
011町 預 金 利 子

△3,44843,44840,000貸付金元利収入
1,84951,77453,623受 託 事 業 収 入

△70,292146,13975,847雑 入
161,800640,400802,200町 債
△30,0006,170,0006,140,000合 計

������ （単位：千円）
増 減 額平成26年度平成27年度区 分

8,19556,62364,818議 会 費

△98,308438,905340,597総 務 費
△95,620411,689316,069総 務 管 理 費
△5,31914,1688,849徴 税 費
△3811,4071,026戸籍住民基本台帳費
△4347,5287,094選 挙 費
3,3591,7785,137統 計 調 査 費
872,3352,422監 査 委 員 費

50,9511,093,2671,144,218民 生 費
21,896920,462942,358社 会 福 祉 費
29,055172,805201,860児 童 福 祉 費

7,529517,901525,430衛 生 費
20,542140,797161,339保 健 衛 生 費

△13,013377,104364,091清 掃 費

3875,6346,021労 働 費

14,163281,735295,898農 林 水 産 業 費
64,093192,890256,983農 業 費

△42,90160,45717,556林 業 費
△7,02928,38821,359水 産 業 費

△177,688360,175182,487商 工 費

7,780823,840831,620土 木 費
215443658土 木 管 理 費

△11,376305,467294,091道 路 橋 梁 費
△22,32624,2931,967河 川 費
14,05775,34089,397港 湾 費
△2,800309,069306,269都 市 計 画 費
30,010109,228139,238住 宅 費

△123,707473,784350,077消 防 費

378,192416,502794,694教 育 費
△3,27975,35672,077教 育 総 務 費
342,02184,145426,166小 学 校 費
7,97539,97447,949中 学 校 費
9,2959,75219,047高 等 学 校 費
32,71248,54981,261社 会 教 育 費

△10,532158,726148,194保 健 体 育 費

2,3593432,702災 害 復 旧 費
000公共土木施設災害復旧費

2,3593432,702農林水産施設災害復旧費

△80,936782,691701,755公 債 費

△18,917908,600889,683諸 支 出 金
△18,917908,600889,683職 員 給 与 費

010,00010,000予 備 費

30,0006,170,0006,140,000合 計

������ （単位：千円）
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　本書は、第6次羽幌町総合振興計画（ほっとプラン）の基本理念「心と心をつなぐハートコミュニケーショ
ンはぼろ」の３つの基本目標に沿って構成し、「ことしの仕事」、「お金の使い道」について掲載しています。

�������������������

※本書で示している事業費及び財源内訳は予算額であり、事業の実施に際しては金額や内容が変更になる
場合があります。また、全ての事業の財源が記載されているわけではありません。
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※今年度新たに取り組むものは����と記載�������

　羽幌町役場を運営するための経費

���������������	
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（国費：2,500万円・道費：1,250万円）

例  ������
※万円未満は四捨五入
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※万円未満は切り捨て
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　各町内会を対象として、花の苗やボランティア
清掃用のごみ袋を無料配布します。
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　遊園地の維持管理と遊具の修繕・整備を行います。
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・天売海鳥観察会や自然環境の講座を開催
・ジュニアレンジャーの育成、中高校生エコクラ
　ブ活動の支援 ほか

��������	
� �����
（国費：150万円・海鳥保護基金101万円）

（まちづくり応援基金：30万円）

・朝日公園　　　　　251万円
・オロちゃんランド　477万円
・レストパーク　　　116万円

��������	
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　施設の維持管理、来館者への展示解説、団体の受
入れや体験プログラムの実施、傷病鳥の保護飼育
などを行います。

��������	
 ����

（使用料：43万円・道費：1万円）

・野生化した猫の飼いならしと新たな飼い主探し
・「天売島の自然と親しむ会」への活動補助
　（機関紙の発行費用を助成）　　　　　　　など

��������� �����
（まちづくり応援基金：33万円・海鳥保護基金：316万円）

・小型風力、太陽光発電設備整備への補助
・電気自動車、電動バイクの購入補助及びその
　充電のための住宅改修への補助
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　島内電力の地産地消を目指し、離島地区に再生可能エネ
ルギーを導入することを推進します。
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（道費：3,595万円）

<全体事業費>　8億6,200万円
<事業年度>　平成10年度～平成35年度　　

　27年度は朝日、高台、築別の各一部、29.66平方キロメー
トルの調査と、調査を終えた地区のデーターを整備します。
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<対象>　道立羽幌病院及び天売、焼尻診療所に赴任後1年以上勤務する医師
<主な内容>
・研究資金（医師免許取得経過年数と研究期間に応じ、申請により100～800万円を貸与）
・就業支度金（新たに着任した医師について、申請により一人100万円を限度として貸与）
・医師の住環境の整備（家具・家電等の貸与）
・地域医療を守る会「折り鶴」への支援（広報誌全戸配布ほか）

　医師が赴任する際の負担軽減、勤務後の研究等の支援体制を整備し、医師の資質向上及
び確保と医療の充実を図ります。

���������������

（過疎債：4,900万円）
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　将来、羽幌町内の医療機関で助産師又は看護師として勤務しようとする
学生に、修学資金を貸し付け、将来の医療体制の充実を図ります。
  
<内容>
・貸付額　月額5万円以内　無利子 (毎月交付)
・貸付期間　6年以内(学校または養成所の正規の修学年数の範囲内)
・免除　羽幌町内の医療機関に勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた
期間に達した時(全額免除)など

（助産師看護師修学基金：420万円）
���������	
�� �����

　歯科医院のない天売・焼尻地区で実施する歯科診
療にかかる費用（賃金、材料費等）を負担します。

※北大歯学部の協力のもと年3回（1回7日間）行いま
す。（実施日など詳しくは回覧で周知）

��������	 �����
（受診者負担金：20万円）

�������������	
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　天売、焼尻地区で診療所への通院が困難な方の
移動手段として車両を巡回。民間事業者に委託し
て運行します。

　救急患者が発生し漁船を必要とする場合、漁船
の搬送費用相当分を定額補助します。

・1回の搬送につき、天売　10万円　焼尻　7万5千円

������������	
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　道立羽幌病院横に整備したドクターヘリ離発着
場所の除排雪を委託し、冬期間の活用環境を整え
ます。

��������	
��������������
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　姉妹都市である石川県内灘町の協力を得ながら、
金沢医科大学の医療関係者又は医学生との交流を
深め、地域や医療の現状を知っていただき医師の
確保につなげます。

��������� �����

　医療体制が地理的に不便なことで、市街地区の救
急対応（救急車による搬送）よりも経済負担が大きく
なる離島住民に対し、費用の一部を助成します。

・交通費、宿泊費
・医師の文書作成費用
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　妊娠全期を通して一般的に必要とされる妊婦健
診14回分と超音波検査11回分の費用を助成します。

　また、天売・焼尻地区在住の妊婦さんに対しては、
上記費用のほか、妊婦健診及び出産のために島外
の医療機関に受診する際の乗船料や宿泊費も助成
します。
　平成27年度からは、乳幼児が健康センター等で
健診を受ける場合の乗船料や宿泊費も助成します。
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　子どもの健やかな発育を支援するため、乳児健
診・１歳６カ月児健診・３歳児健診・股関節脱臼健
診・フッ素塗布を実施します。実施日など詳しくは
対象児の保護者に直接通知します。
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　赤ちゃんの誕生を祝うとともに健やかな成長を
願い、焼尻めん羊の毛を使ったベビー布団を作成
し、プレゼント。子育て環境を整えるとともに、地
域への愛着を深めます。
　今年度からは、ミトン、羊のぬいぐるみを加えて
新生児へプレゼントします。
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（国費：85万円）

　臨床心理士の今後の活動に必要な技術の研鑽や
資格更新等を行います。また、相談業務に対応す
るための用具などを購入します。

<主な内容>
・研修会参加、検査器具購入　など
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　法で定められた定期予防接種を実施します。

・乳幼児：ＢＣＧ、不活化ポリオ、二種混合、三種
　　　　  混合、麻しん風しん、四種混合、ヒブ、　
　　　　  小児用肺炎球菌、みずぼうそう

・中学1年～高校1年の女子：子宮頸がんワクチン
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　地域の食生活改善、食育推進のための料理教室
の開催などを行う羽幌町食生活改善協議会の活動
を支援します。
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�元気なはぼろ����

　親子の交流、育児相談などを目的に、未就園児と
保護者を対象とした子育て支援教室を開催します。

������ ����

・あいあいサ～クル（対象：0歳児とその保護者） 
・小苺くらぶ（対象：1歳6カ月～2歳児とその保護者）
・苺くらぶ（対象：2歳1カ月～3歳児とその保護者） 

　発症・重症化を防ぐため、65歳以上の方を対象に
接種費用の一部を助成します。本人の希望で行う
任意の予防接種です。

・肺炎球菌ワクチン
　 (個別に医療機関で接種）     223万円
・インフルエンザ予防接種
　（町からご案内します）　     246万円
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（高齢者インフルエンザ予防接種等負担金：140万円）
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　内臓脂肪に着目した生活習慣病の改善、病気の
早期発見・早期治療を目的として特定健診と特定保
健指導を行います。また、40才になる方には肝炎
ウィルス検診も実施します。
　
�����
・20～74歳の国民健康保険加入者
・後期高齢者医療保険加入者
・生活保護受給者（20歳以上）
・医療保険未加入者（20歳以上）

������　
身体計測、腹囲測定、問診、尿検査、血圧測定、　
血液検査、心電図検査、眼底検査、医師診察 など
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（国・道費：196万円、集団検診負担金：32万円）

　病気の早期発見・早期治療を目的に、巡回検診車
によるがん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮）、骨粗
しょう症健診・結核検診・エキノコックス症検診を
実施します。
　乳がん、子宮がん、大腸がん検診は、特定の年齢
に達した方に無料受診クーポン券を送付して、受
診促進とがんの早期発見につなげます。
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（受診者負担金：238万円）

　各種行事参加など老人クラブや福祉団体の交通
手段に、福祉バスを民間事業者に委託して運行し
ます。
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　各老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動経費
に対して補助を行います。
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（道費：45万円）
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　各種福祉事業の実施及び事務局の運営費、人件
費に対して補助します。
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（道費：50万円）
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・敬老会（市街地区）、独居老人の集いの開催
・心配ごと相談の実施、歳末助け合い運動
・ボランティアセンター活動　ほか
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　長寿を祝う敬老会開催事業に対し補助します。
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　長寿をお祝いし、88歳・100歳を迎えられた方に
記念品を贈呈します。
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　高齢者の健康増進を目的に、はぼろ温泉サンセッ
トプラザの無料入浴を春と秋の2回実施します。
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　老朽化した設備や部品の整備をします。

・AED一式更新、網戸の修繕　ほか

　焼尻島のデイサービス事業の送迎や島内イベン
ト時の高齢者送迎などのために利用しているリハ
ビリ車を更新します。

�������� �����
（コミュニティ助成金：470万円） （北海道後期高齢者医療広域連合補助金：14万円）
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　高齢者が要介護状態等になることを予防し、地
域で自立した日常生活を続けていけるように支援
します。
　羽幌町すこやか健康センター内に「地域包括支援
センター室」を開設し、介護保険サービスについて
の相談をはじめ、高齢者のみなさん(家族も含む)か
らの生活全般の相談に応じています。
　※離島地区は「高齢者支援センター」内に設置

<主な内容>

・閉じこもりを予防し、運動、口腔プログラムに取
り組む「通所型介護予防（デイサービス等）」を民間
事業者に委託して実施します。

・コオーディネーショントレーニング等を取り入
れた運動教室「いきいきライフ」を実施します。

・平成26年度に養成した「介護予防サポーター」
と共に介護教室等を開催し、高齢者の健康づくり
を推進します。

・要支援1,2と認定された方に対する介護予防計画
の作成、介護サービスの紹介など、各関係機関と連
絡・調整を図ります。

・介護予防教室及び認知症予防研修会、ケアマネ
ジャー資質向上のための学習会を実施します。

・地域の関係機関と連携し、高齢者の権利擁護、虐
待防止などのネットワークづくりを進めます。

※12頁でも介護サービスについて掲載しています。
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（国・道費：352万円、介護サービス計画費　　　
収入：502万円、利用者負担金：15万円ほか）

�������	
��

　天売・焼尻地区の高齢者の生活動作訓練や趣味活
動などの場として、デイサービスやショートステ
イを民間事業者に委託して実施します。
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（国費：315万円、道費：157万円）

　各施設を安心・安全に利用していただくため、
備品や施設の整備を行います。

・特別養護老人ホームの手動式ベット6台を電導式
　ベットへ更新。不足している車いすを5台購入し
　ます。
・いきいきデイサービスセンター内のボイラー室
　改修と浴室の配管改修を行います。
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　ボタン一つで簡単に消防等に通報できる装置を
貸与します。おおむね65歳以上の独居の方で体の
状態により緊急通報手段が必要な方を対象にして
います。
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　心身の状況や経済的理由により、在宅生活が困
難となった高齢者の養護老人ホームへの入所を決
定し、老人福祉法の規定に基づき経費の一部を羽
幌町が負担します。
※養護老人ホームとは65歳以上で障がい等の理由から自宅で生
活するのが困難な方が入所する老人福祉施設です。
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（利用者・扶養義務者負担金：147万円）

　緊急時の避難路確保として、高齢または身体上
の理由などで自力で除雪することが困難な世帯の
玄関前の除雪を民間事業者に委託して行います。
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　「成年後見制度」を利用する申立人（高齢者の親
族等）や被後見人に対して申立に関する費用などを
支援します。
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（国費・道費：27万円）

※「成年後見制度」とは精神上の障がいにより判断
能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭
裁判所に申立をして、その方を援助してくれる人を
つけてもらう制度です。

（地域福祉基金：1,000万円、まちづくり応援基金45万円）
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　障害者手帳を持っている方に対し、その等級に
応じて町内で使用できるタクシーチケット（年間12
枚または24枚）を配布します。　
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（道費：642万円ほか）

　北海道医療給付基準に基づき、重度心身障害者
を対象に医療費の一部を助成します。

　苫前町・羽幌町・初山別村の3町村で設置してい
る子ども発達支援センター「にじいろ」の運営経費
の一部を負担します。
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　運動やことば、友だちとの関わりなどで心配の
ある乳幼児及び小学校6年生までの児童への療育支
援を行います。
������
・人件費、施設維持管理等運営   2,010万円
・施設改修　　　　　　　　　　  142万円
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（通所給付費1,740万円、国費・道費：1,982万円
苫前・初山別からの負担金：291万円

利用者負担金：118万円ほか）
　自宅への訪問や施設に通所、入所して利用する
サービスなど、障がいのある方ができるだけ自立
した生活を送れるように支援します。

<主な内容>
・施設入所にかかる費用支援
・更生医療費、育成医療費など
・地域生活支援事業（相談支援、移動外出支援）
・巡回相談の実施、福祉サービスの利用計画の作成
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（国費：1億2,192万円･道費：6,107万円ほか）
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　次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資す
ることと、家庭等の生活の安定のため、国の支給基
準に基づき0歳～中学校終了前までの子どもを養育
している保護者に対し、手当を支給します。
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（国費：6,263万円・道費：1,359万円）

　平成26年度から新規に開園した認定こども園（保
育園部門）の運営費の一部を負担します。
　また、一時保育・障害児保育にかかる経費の一部
を助成します。

・施設型給付負担金　　　　   　　 6,393万円
・幼稚園型一時預かり実施への委託   360万円
・一時預かり実施への助成　　　　   158万円
・障害児保育実施への助成　　 　　  172万円
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（国費：2,970万円・道費：1,545万円）

　保育に欠ける児童を保護者に代わって保育し、
児童の健全育成と保護者の仕事の継続を支援しま
す。また、乳児や支援が必要なお子さんに対して
も専任の保育士を配置し、適切な保育を行います。

<名称>　羽幌町立羽幌保育園（認可保育所）
<場所>　羽幌町南2条1丁目16番地
<電話番号>　0164-62-1656
<主な経費>
・人件費、運営管理費など
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（受益者負担：287万円ほか）
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　子育て中の保護者のみなさんが安心して子育て
ができるよう、子育て支援センターを開設（羽幌保
育園内）しています。
　親子で気軽に参加できる遊びの場や育児相談な
どを実施します。
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<日時>　毎週 火・金曜日　午前9:30～午前11:30
<場所>　すこやか健康センター
<対象>　幼稚園・保育園入園前のお子さん（0～6歳）
　　　とその保護者
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　天売、焼尻の小学校入学前のお子さんとその保
護者が対象
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　羽幌保育園保育士が子育てについての疑問や不
安に感じていることなど電話相談に応じます。気
軽にご利用ください。
<電話番号>　0164-62-1656
<開設時間> 　午前9:00～午後5:30
※土曜・日曜・祝日は除きます。
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（国費：129万円）

　病院等に入院することを必要とする1歳未満の未
熟児に対し、その療育医療に必要な医療の給付を
北海道医療給付基準に基づき行います。
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（国費：90万円・道費45万円）

　町民のみなさんの身近な相談員である民生委員
児童委員の活動のために、羽幌町民生委員協議会
の運営に対し補助します。
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（道費：219万円）
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　乳幼児から中学生のお子さんの医療費を助成し
ます。北海道の医療給付基準に加え、平成24年度
から制度を拡充し、小学生以下の一部負担金を町
が全額助成。また、平成26年度からは中学生まで
対象範囲を拡充しました。

・中学生以下は入院、通院とも医療費無料です。
　（保険適用外は対象になりません。窓口で支払い
の後、払い戻しの手続きが必要です。)

（道費：330万円）

　天売ちびっこランドの運営に対し、保育員賃金
や光熱水費などを補助します。また、施設を継続
して維持するために必要な整備を行います。
<主な内容>　
・運営補助  天売保育運営委員会        570万円     
・施設の整備　遊具の更新　　　　　  76万円
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　保護者の就労などにより、日中保護者のいない
児童の健全育成を図るため、事業運営にかかる経
費を補助します。

（国・道費：167万円）
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　ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお父さん、
お母さんと18歳未満のお子さんの医療費の一部を
助成します。
　
・中学生以下のお子さんは子ども医療費と同じく全
額助成。
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（道費：105万円ほか）
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　国民健康保険は、職場の健康保険などの医療保
険に加入していない方を対象とした医療保険制度
です。加入者が納める保険料（税）と国などの補助
金をもとに町が運営しています。　
　病気やけがで治療を受けたときに医療費の一部
負担や高額療養費、出産一時金、葬祭費などの保険
給付を行っています。

・一般被保険者給付 　7億4,936万円
・退職被保険者給付      　3,650万円　
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（国費：2億4,024万円・道費：7,598万円

・療養給付費交付金　3,390万円
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　介護保険制度は、介護が必要な状態となっても、
住み慣れた地域でいつまでも安心して生活を送る
ことができるよう、高齢者の方々を社会全体で支
える仕組みのひとつです。
　介護保険でサービス（ヘルパー派遣、デイサービ
ス、施設入所など）を利用した費用（介護サービス
費など）のうち、利用者本人負担分を除いた差額分
を介護サービス提供事業者に給付します。

��������
（国・道費：3億4,244万円・介護給付費交付金：2億

3,853万円・保険料1億6,905万円ほか）
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・要介護認定の調査等　　　　　　　  221万円
・要介護認定の審査判定費  　　　　　576万円
・介護保険サービス等の給付費　 8億5,194万円

　介護サービスを利用した方（低所得者層）の負担
額を軽減している社会福祉法人に対し、軽減した
額の一部を助成します。

（国費：235万円）
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����������������　75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険。

運営は広域連合が行っていますが、保険料徴収など
の業務は、町が特別会計を設置して行っています。

・事務経費等　　　　  　　  58万円
・広域連合納付金    　1億1,732万円
・療養給付費負担金    1億6,316万円　　
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（道費：3,015万円ほか）
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　保護者の負担軽減を目的に、所得状況に応じて
入園料、保育料の一部を助成します。
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（国費：137万円）

　町内幼稚園の園具・教具などの購入や職員の資
質向上のための研修に対して補助します。
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　就学前児童に演劇などの鑑賞機会を提供します。

<平成27年度の予定>
パフ・ファミリーによる「イキイキわくわく音楽会」
を開催します。
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　中体連の各大会へ参加する生徒の参加費や交通
費などの一部を補助します。

��������	
 �����

　総合的な学習の時間において各学校が特色ある
教育課程を編成するなど、自主的・自立的学校運営
ができるよう支援します。

��������	
����� ����

　小・中学校に在学する児童・生徒の保護者のうち、
経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者
を対象に就学援助として学用品費、給食費等の援
助を行い支援します。
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　町内の小中学生へ安全で良質な給食を提供する
ための環境を整えます。
　離島地区については、小中学校栄養士の配置が
平成21年度で道費による配置が終了したため、町
単独で両島に栄養士を配置しています。

<主な内容＞
・栄養士、調理員の人件費、運営経費等
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　給食調理用設備の更新・補修などを行います。

・施設設備の整備　　　　　　　　2,672万円
   給食配送車用車庫屋根修繕、屋上防水改修
   給湯管改修、高圧受電設備改修　ほか
・調理機器整備　　　　　　　　      178万円
　厨芥処理脱水機給水管取替   ほか 
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��元気なはぼろ����

　学校の授業で児童・生徒が使用する器械・器具を
購入します。
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　新刊図書や課題図書等を購入し、児童・生徒が自
主的に読書活動を行うことができるよう整備を図
ります。　
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　中学校における教育環境の充実と施設の適正な
維持管理に必要な補修や整備を行います。
【内容】
・トイレ補修

�����

��������	


　老朽化した羽幌小学校校舎の改築を行います。
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<予定>
・平成27年度　改築工事
・平成28年度　　〃　　
・平成29年度　改築工事【完成】
　　　　　　　外構整備等

（国費：8,000万円、地方債：2億7,730万円、教
育施設整備基金2,006万円）

　外国語指導助手（ALT）を1名採用し、各学校や保
育園、幼稚園に派遣して授業などを通じた英語力
の向上や外国文化との交流を図るほか、生涯学習
の場にも積極的に活用します。

�������������	��



��元気なはぼろ����

����������������������������������������������������������������������						





�������������������������	
������������������������������������������������������������������

　町内各学校の教育向上のための、教育研究実践
活動を行う羽幌町教育研究協議会に対し補助、支
援します。

��������	
�� �����

　学校経営のあり方について、研究協議を行った
り、学事視察や講習会を通じて教職員の資質の向
上を図るために羽幌町教育振興会に補助します。
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　町内教職員住宅の維持管理と老朽化した住宅の
改修を行います。

・住宅維持管理費　　　　　　　322万円
・住宅の外壁補修（寿町・栄町）291万円
・天売地区住宅建築に関する調査、業務設計
　　　　　　　　　　　　　　　487万円���� 
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（辺地対策事業債：480万円ほか）　町内児童生徒の健全育成と非行事故などの防止。
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　特別支援学級に就学する児童・生徒の就学に要す
る経費の一部を負担し、保護者の経済的負担を軽
減し、特別支援教育の振興を図ります。
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　特別な教育的支援を必要とする児童が在籍する
学級運営を円滑に行うため、羽幌小学校に支援員3
名を配置します。
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　特別支援教育における教育活動の充実と振興を
図るため、特別支援教育委員会に対し補助します。
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　天売高等学校の生徒募集のため、道内外主要都
市の中学校や個人等へ宣伝活動を行います。
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　クラブ活動（遠征費・運営費）等経費の一部と各種
資格の取得に関する検定費用補助、進学対策・進路
指導経費の一部を補助します。
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　定体連の各種大会に参加する天売高校生徒の交通
費及び宿泊費、参加費などの費用を補助します。

・ボイラー、製缶機補修
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　水産加工実習に係る経費の一部を負担するほか、
総合学習の時間に対し支援します。

（国費：170万円）
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　乳幼児が絵本に親しむきっかけを作るために行
うブックスタート（絵本のプレゼント）のほか、絵
本の読み聞かせなどを行
う「あざらしおはなし会」
の活動を支援します。
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・人件費等運営費　　　　　484万円
・システム管理費　　　　　131万円
・図書購入費　　　　　　　207万円
・学校図書館との連携　　  　39万円
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※平成24年度から学校図書館とパソコンで蔵書を
一括管理し、学校図書館との連携を図っています。
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<主な内容>
・施設内監視システム導入
・屋外時計設置
・電気設備取替修繕　など
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　1億年前の化石類や開拓の歴史、当時の生活の様
子、炭鉱の歴史資料も展示してあります。
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　「子どもフェスティバル」「子ども百人一首大会」
「ぼくの主張わたしの主張コンクール」など子ども
たちの健全育成を推進する事業・活動に対し補助し
ます。
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　子ども自然教室、子ども英会話教室、カルタ教室
などを行い、児童生徒の健全育成を図ります。
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（道費：350万円、過疎対策事業債：2,110万円）

　北海道の指定有形文化財となっている焼尻郷土
館の建物の大規模改修と老朽化した消防設備の改
修を行います。

・一般管理経費　　　　　　 212万円
・施設の改修工事�����2,820万円
・消防設備の改修��������109万円

　季節ごとに作品の入れ替えを行い、数多くの貴
重な作品を展示することにより、文化芸術に対す
る関心を高め、町内外へ文化芸術の魅力を発信し
ます。　
・新規寄贈の作品の表具
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　姉妹都市「石川県内灘町」から議会議員・職員等
が来町の際に歓迎事業等行います。姉妹都市との
絆を確かめ合い、あらゆる分野で「友好の絆」を広
げます。
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　姉妹都市「石川県内灘町」と文化・スポーツ団体
との交流を通して両町の絆を深めます。今年度は
内灘町の団体が羽幌町を訪れます。
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　成人を対象に陶芸、ガーデニングなど技術、技芸
教室を開催し学習や体験を通じて知識や技術を習
得する場を提供し、自ら学ぶ生涯学習のきっかけ
となる事業です。
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（受講料：9万円）
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　新成人を祝い、式典を開催します。
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　町内の60歳以上の方を対象にいちい大学を開設
し、生け花や刺繍など学習活動や、書道、カラオケ
などのクラブ活動を通した交流ふれあいの場を提
供します。
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　地域住民の学習の場として学校教諭が持っている
知識を活かした教養講座の開催に対し補助します。
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　家庭や学校での実践的な活動の糧とするため、
社会教育・ＰＴＡ研究大会の開催に対し補助します。
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　姉妹都市「石川県内灘町」で開催の夏祭りイベント
に町職員を派遣し、特産品の宣伝と人的交流を行い
ます。
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　日頃の文化活動の成果を発表する機会として、また、多くの文化団体及び町民の交流の場として、毎
年10月下旬～11月3日（文化の日）に行われる町民芸術祭の開催に対し補助します。
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������　菊花展・写真展・絵画展・書道展・切り絵展・化石展・陶芸展・ミニ盆栽展・華道展・
　　　　　　めん羊工房展・刺しゅう展・短歌、俳句、川柳展・いちい大学作品展など
������　音楽や踊りなどを各種団体のみなさんが　日ごろの練習の成果を披露します。
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　羽幌町文化協会の活動を支援し、事業費等を補
助します。
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・歌と踊りの交流まつり
・日本の凧展の開催
・参加加盟団体の活動支援など
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　「書」を通じて日本文化・芸術のふれあいの場を
提供することを目的に書道展を開催します。

・現代書家　萌春留加　氏
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　児童生徒に演劇などの鑑賞機会を提供し、芸術文
化への関心を高めます。
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小・中学生向け講演（内容未定）
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　天売、焼尻地区に優れた舞台芸術の鑑賞機会を
提供します。

�������	
�※変更になる場合があります。
・ピアノ岩崎和子withヴァイオリン高崎希美公演
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　文化賞体育賞顕彰式、優良青少年顕彰式を開催し、
文化・体育・ボランティアなどで活躍した功績を顕
彰します。
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　総合体育館「パワデール」は、指定管理者による民間の経営ノウハ
ウとアイデアで円滑な管理運営を図ります。
　また、町民の健康増進を目的として、総合体育館を利用しての各種
スポーツイベントの開催を指定管理業務と合わせて実施します。

<指定管理者> NPO法人羽幌町体育協会
<指定期間>　 平成23年4月1日～平成28年3月31日
<主な業務>　 
・総合体育館の使用承認及び利用料金の徴収、施設の維持管理など
<主なイベント>
・少年少女卓球教室、卓球大会　　　　・パワデールフェスティバル
・おろろんウィンターフェスティバル ・おろちゃんマラソン大会

��������	
������� �������

����������������������������������������������������������������������������������										









�����������������������������������������������������������������������������	
������� ������������

　各種スポーツ教室・イベントを実施します。各教室は民間団体に委託して実施します。

<主な内容>
・コオーディネーション運動教室・水泳教室・スキー場まつりの開催・羽幌小学校プールの開放

���������������	
��
��������	
�����

�������	
��

��元気なはぼろ����

　芸術文化に対する関心を高め、芸術文化活動を
促進し、生涯学習の推進を図るため、羽幌町文化事
業実行委員会に対し、その活動経費の一部を補助
します。
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・つのだ　ひろwithオヤジズム公演
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　韓国素明女子高校と羽幌高校の交流（ホームステイ）に補助金を交付。
   今年度は、韓国から韓国素明女子高校生徒が来町し、交流を深めます。
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　将来の羽幌のまちづくりのための人材育成を目
的として、地域活動を積極的に行う団体、個人に対
し補助します。

<補助額>　原則、100万円を限度額とし、小・中学生、
　　高校生は補助対象経費の3/4以内、そのほかの
　　場合は2/3以内
<補助対象経費>　会場使用料、講師謝礼金、交通費、
　　 研修会への参加経費、テキスト代等必要経費
<補助のながれ>　町に申請し、「人づくり委員会」
の　　内容審査・選考を経て町が決定します。
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（人づくり事業基金：150万円）
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　全国の島々が集まるイベント「アイランダー」へ
参加し、天売・焼尻の魅力配信と離島への移住定住
を都市部にＰＲします。

������� �����
（国費：45万円、その他補助金：10万円）
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　地区大会を勝ち抜き全道大会に参加する場合、正
選手1名あたり1万円を補助します。

����

　スポーツ少年団の運営経費の一部を補助します。
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　NPO法人羽幌町体育協会の活動を支援し補助します。

������
・スポーツ団体、加盟団体の活動支援
・ドッジボール大会、ゲートボール大会など

・道北剣道羽幌大会 

������������	
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　天売・焼尻の島民大運動会の経費の一部を補助。
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・人件費、管理運営費等　　　　 　　  
・ペアリフトの整備 
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・運営管理費　　　　　
　

��������� �����

・人件費、管理運営費等　
・消防用設備等取替修繕 

・人件費、運営管理費用等  　
・施設整備、補修　　　　　　
 　　乗用式芝刈機の更新
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　町行政全般の事業や施策を広報誌やホームペー
ジなどでわかりやすくお伝えします。
　また、町政懇談会の開催によりみなさんのご意
見をお伺いします。
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・庁舎一般管理業務　　　　　　2,909万円
・公用車の更新　　　　　　　　   160万円
・防水補修工事、蛍光灯LED化      194万円 ほか

��������	
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（役場庁舎整備基金：194万円）

　適正な職員の定員管理と人件費の適正化を図り、
健全で効率的な行政運営を行います。

・職員人件費　10億4,093万円
・職員研修費　　　　110万円
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　持続可能な行財政運営を行うため、基金の積立
や町債の償還（借金返済）など、町の財政運営を
計画的に行います。

・財政調整基金の積立　　　　　  31万円
・町債の償還（借金返済）　10億9,692万円
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　職員が仕事をするに当たり発揮した能力や挙げ
た実績を把握したうえで行われる人事評価制度を
導入し、人事管理の基礎とします。これは、平成
26年の法改正により地方公務員に義務付けられま
した。
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　寄付者をはじめ全国に向けて本町をＰＲすると
ともに、本町を訪問するきっかけとなるように、
寄付者に対して特産品等の返礼品を贈呈します。
　また、寄付者の利便性向上のため、寄付金のク
レジットカード決済を導入します。

【主な返礼品】
甘エビ、焼尻サフォーク肉、水産加工品、オロロン米、
特急はぼろ号・フェリー往復券　など　34品
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・各種税務管理業務　　　    605万円
（賦課、収納管理、滞納整理、申告等）

・固定資産情報家屋調査��　280万円

����� �����

　町が所有する土地や建物などの財産を適正に管
理します。

・施設の解体　旧職員住宅(幌北小学校)
　　　　　　　福祉課倉庫(築別)
・町有地の分筆測量
・公共施設マネジメント計画の策定

��������	 �������
（過疎対策事業債：2,000万円）

※内容は32頁に記載
��������	
�� ���������

　行政の効率化を図るため電算システムの共同化
を目的に管内7町村（羽幌、増毛、小平、苫前、初山別、
遠別、天塩）で設置した「留萌地域電算共同化推進協
議会」の運営等の経費を負担します。
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　離島地区と市街地区等との情報通信格差の解消
を図るために平成22年に整備した離島地区の情報
通信基盤施設の管理運営にかかる費用。
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（光ファイバ芯線貸付料：165万円）
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　生産力の向上や農業経営の安定化のために土地
改良区が実施する農業基盤(用排水・区画等)の整備
費用の一部を補助します。

��������	�
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　地域の人々が協力して農道や用排水路などの施
設修繕、農村風景の美化、また減農薬など環境に気
を配った作物生産に対して交付金を交付します。
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　中山間地域等は耕作に不利な地域であることか
ら、農業者で形成する集落に交付金を交付し、担い
手の減少・耕作放棄地の増加等を解消します。
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（道費：6,362万円）

　独身農業者の結婚のきっかけづくりを支援しま
す。担い手の確保により、耕作放棄地の防止や規
模拡大の推進など農業の振興を図ります。

��������	 ����
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　農家の後継者対策として農地購入または賃借に
かかる費用の一部を補助します。

��������	
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　農作物及び農業施設への被害を受けた農業者に
対し融資される災害資金について、補助します。

<平成22年の高温多湿によるもの>　29万円
・利子助成　0.5％相当以内
・補助　5年
<平成21年の冷湿害によるもの>　　9万円
・利子助成　0.45％相当以内
・期間　5年
<平成16年の台風18号によるもの>　 1万円
・利子助成　0.4％
・期間（農業施設） 10年
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　農協が農業者に貸付した農業経営基盤強化資金
の未償還貸付残高の利子相当分を助成します。

��������	
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（道費：45万円）

（地方債：1,450万円）

　町有地での病害虫発生を予防し、周辺農地への
被害防止を図るため、除草剤などの散布に係る経
費を補助します。
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（道費：2,166万円）

　販売価格が生産費よりも恒常的に下回っている
作物を対象に、差額分を補てんすることで農業経
営の安定化と生産力の確保を図るための活動に対
し補助します。
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（道費：350万円）



��元気なはぼろ����

����������������������������������������������������������������������						





�������������������������������������������	
��������������������

　農作物などの被害防止のため、エゾシカなどの
有害鳥獣の駆除を実施します。
　また、ハンター育成のため狩猟免許取得にかか
る経費の一部を補助します。
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　羽幌二股ダムや、国が建設した羽幌ダム、頭首工、
揚水機場、用水路の施設点検整備を委託により行
います。

・ダム管理委託、設備点検等　　　744万円
・配電線に近接する樹木の伐採　　  46万円
・設備の修繕等　　　　　　　　　403万円

��������	
�� �������
（道費：663万円）

������

　災害の未然防止や、さらに良質な木材を生産す
るため計画的な除間伐等を行うほか、森林に被害
をもたらす野ねずみの駆除を行い、町有林を適切
に維持管理します。

<下刈面積>　0.5ヘクタール
<間伐面積>　19.01ヘクタール
<林道草刈>　L=2,700ｍ

��������	
 �����
（道費：336万円）

　地域森林の振興を図るため、民有林の除間伐経
費に対し1ヘクタールあたり10,000円を補助し、森
林所有者の自己負担を軽減します。
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　人工造林を行う森林所有者に対し、費用の一部
を補助し、負担軽減を図ります。

��������	
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（道費：44万円）
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　民有林の適切な整備、森林所有者への造林指導
など留萌中部森林組合の活動に対し、その経費の
一部を補助します。
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　酪農ヘルパー制度を活用し、酪農家が計画的に
休日が取れるための事業に対し、補助します。
　苫前、羽幌、初山別の3町村共同の事業です。
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　乳牛検定（牛群及び個体牛の乳質・乳量を調査）を
支援し、各生産農家の優良牛群の確保と経営安定
を目指します。
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　天売地区の保安林を良好な状態に保つための維
持管理を行います。

・ノゴマ館のトイレ清掃。
・島民やボランティアのみなさんと連携し、遊歩道
周辺の草刈りを実施。
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　指定管理者による民間の経営ノウハウとアイデ
アで町営焼尻めん羊牧場の円滑な運営を図ります。

<指定管理者> 萌州ファーム株式会社 

�������

・町内飲食店での販売を奨励  ������

　町内飲食店に肉の仕入経費の一部を助成し、町
民や町外客に対して、食す機会を増やすことで、地
産地消、地元ブランドの定着と観光振興の推進を
図ります。
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　離島漁業の再生を図るため、ウニ人工種苗放流
などを行う漁業集落に対し、必要な財源を交付し
ます。
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（国費：605万円・道費：303万円）

　とどなどによる刺し網被害が発生していること
から、漁協が被害を受けた漁業者に貸与する刺し
網購入費用に対して助成します。
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　漁業後継者等を育成するため免許取得などにか
かる費用の一部を補助します。

<対象経費>
・短期技術取得（小型船舶操縦士、無線士、潜水士）
・漁船買取、建造
・漁業機器等の購入
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　漁村の6次産業化等による産地の水産業強化に取
り組む本協議会が行うイベントや水産物のPR事業
の経費の一部を補助します。
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　漁業近代化資金助成法に基づき、漁業者に資金
を貸付けする融資機関に対し、利子補給金を交付
します。
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　離島の畜産業・水産業の振興を目的にめん羊や魚
介類を島外に、その原材料を島内に海上輸送する
費用の支援をします。羽幌町離島産業活性化協議
会に対し、その費用にかかる一部を補助します。
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（国費：294万円）
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　焼尻めん羊牧場の機械設備（軽トラックなど）、
施設（堆肥場）を整備します。

�������
（道費：420万円）
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　中小企業特別融資制度利用者に対し、利子の一
部を助成します。
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　離島地区のプロパンガス価格安定のため、事業
者に対し海上輸送料を補助します。

（道費：23万円）
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　工業振興を図るため、製造業者が負担する水道
料金の一部を補助します。

・1月～12月の給水量が1,000�を超えた部分に対し
1�当たり60円の補助

　町内の中小企業者の円滑な資金運営のため、事
業資金を低金利で融資します。融資制度資金等の
原資として金融機関へ預託します。金融機関の審
査により融資を行います。
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　町預託金　　   4,000万円
　金融機関 　6億6,000万円
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（町預託金：4,000万円）
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　小規模事業者に対する長期貸付が実行されるま
での間、「つなぎ融資」として貸付けを行います。
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中心市街地の活性化や地域のにぎわい創出のため、
ハートタウンはぼろを運営管理します。

・施設管理費　3,635万円
・施設補修費　    82万円
　(排煙窓ダンパー取替　など）
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　地域消費の活性化のため、商工会が行うプレミア
ム商品券の発行に対し、経費の一部を補助します。

・発行額　　8,000万円（プレミアム率20％）
・発行時期　第1弾　6月～8月
　　　　　　第2弾　10月～12月　

　地域活性化を目的に実施している商工会青年部
主催の「ふるさと大盆踊り大会」や「綱引き大会」
経費の一部を補助します。
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　地域活性化を目的に商工会女性部が実施する夏
祭りや特産品開発等の経費の一部を補助します。
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　小規模事業者の経営改善を支援する経営改善普
及事業に係る人件費や事務経費の一部を補助しま
す。また、商工会が取り組む地域振興のための事
業の一部を補助します。

������
・経営改善普及事業（人件費、事務経費）　　　　
・地域振興事業
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　羽幌町で新たに事業を始める企業や既に事業を
営んでいる企業を対象に各種助成を行います。

<主な補助内容>
・事業場等の立地(新設・増設)に対する助成
・事業を営んでいない個人の創業に対する補助
・空き店舗の活用に対する補助
・離島観光事業者が行う設備改修等に対する補助
・新商品の開発に対する補助など
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　天売島・焼尻島で実施されるイベント等の経費の
一部を補助します。

������
・天売ウニまつり（7/25、26)
・焼尻めん羊まつり2015（8/8)　ほか
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　離島観光における誘客促進を図ることを目的と
して実施される各種事業に対しての補助や観光産
業への支援を行います。

<事業内容>
�天売焼尻宝島事業
�離島誘客ＰＲイベント出店

��������	 �����
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・施設の運営管理　　833万円
　　光熱水費、施設管理人経費のほか、維持管理経費
    
・施設整備　　　　  57万円
　　植栽技術指導委託、広葉樹チップ購入　ほか

　観光を通して町のPRを図るため、運営及び事業経
費に対して補助します。

������
・事務局運営費　　　　　　　　　　
・観光案内所運営経費、観光パンフレット制作
・はぼろ花火大会（7/18)
・はぼろ甘エビまつり（6/27、28)　
　など各種イベントの開催
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　サンセットビーチＣＵＰビーチバレー大会の開
催経費の一部を補助します。
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　羽幌町のご当地グルメ「羽幌えびしおラーメン」
をPRするための経費や、羽幌えびタコ焼き餃子推
進協議会に対し、各物産展の参加経費を補助しま
す。

・施設の運営管理　　1,022万円
　　光熱水費のほか、維持管理経費。
      開設期間の維持管理、運営は民間に委託し実施。

・施設の整備　　　　  287万円
　   海岸漂着物の処理、温水シャワーコインタイマー
　　取替え　ほか　　
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・自然公園施設の維持管理　　532万円
　　光熱水費のほか、維持管理経費。草刈やトイレ清
　掃などは民間に委託して実施します。

・施設整備　　　　 　　　      152万円
　　焼尻オンコの荘道路改修、焼尻島オロロン鳥レプ
　リカ撤去、焼尻案内標識板撤去　ほか　　　
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　はぼろ温泉サンセットプラザ（いきいき交流セン
ター）の管理運営は、現在、民間事業者による指定
管理が行われていますが、建物や設備の大規模な
改修等は町が行うこととなっています。
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・揚水ポンプ取替

（まちづくり事業基金ほか：509万円）

　都市住民を地元に受け入れ、地域おこし活動や
農林漁業の応援などに従事し、交流人口の増加や
移住・定住者増加に向けた活動を展開します。市街
地区に1名、天売地区に3名、焼尻地区に2名配置し
ます。
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　雇用の増加、地域の活性化のために道内外の企
業誘致を積極的に進めます。

＜主な事業＞
・企業誘致にむけ、羽幌町の魅力をＰＲするパンフ
レットを作成
・アンケート調査を実施
・企業訪問　など
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　雇用の拡大、定住の促進を図るため、新たに求職
者(羽幌町民)を雇用する事業者に対し、経費の一部
を助成します。

　島民と島外住民との交流活動を行う羽幌町離島
交流活性化推進協議会に対し、その活動費の一部
を補助します。

・交流イベントの開催など
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（国費：10万円）

（まちづくり応援基金：52万円）

　町外の文化・スポーツ団体が当町で合宿をした際
の宿泊料の一部を補助し、地域の活性化を図りま
す。
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・公共上屋(観光用倉庫)シャッター取替
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　町内各町営住宅を適正に管理するとともに、計
画的な改修を行い、良好な住環境の維持管理を図
ります。

<主な内容>
・維持管理　　　　　　　　 　　1,725万円
・老朽箇所の改修等　　　　　　 1,088万円
　　朝日団地雁木塗装、神楽岡団地外部塗装、栄町
　南団外部塗装　ほか
・町営住宅等整備基金積立金 　　1,216万円
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　勤労者の福祉事業の推進や労働条件の改善等の
事業を実施している連合北海道羽幌地区連合会の
事業運営に係る経費の一部を補助します。

【勤労者研修センター】　　　　　　
・運営管理費　　　　  　　89万円
【勤労青少年ホーム】　
・運営管理費　　　　　　242万円
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　冬期間の季節労働者の雇用対策として、公共施
設の除排雪業務を委託して行います。
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　現在住んでいる住宅の増築や改築、修繕、解体など、町内業者が行う工事に
対し工事費用の一部を補助します。
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<対象>　次のすべての要件を満たすこと
・羽幌町に住民登録がある方で、町税及び使用料を滞納していないこと
・本人または親族所有の住宅に居住し、現在本人が住んでいること
　ただし、解体工事の場合は現在居住していない場合も対象になります。
・改修及び解体工事費用が100万円を超えること（町内業者が施工するもの）

<助成金額>　一律　20万円　※ただし、同一世帯について1回限り
<申請手続き>　原則として、工事に着手する前に申請が必要です。
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（国費：3,644万円･地方債：4,560万円）

　住宅マスタープラン、公営住宅等長寿命化計画
に基づき、年次計画で老朽化した町営住宅の建替
整備、解体を進めます。

<建替整備>　幸町団地（2棟4戸）
<解体>　天売団地、幸町団地
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　建替えに伴い、既存住宅に入居している方の移
転費用を補助します。
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　苫前町・羽幌町・初山別村の3町村で運営している羽幌町外2町村
衛生施設組合に対し負担金を支払います。
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・一般管理費用　　　 　　　    1億4,997万円
�一般廃棄物処理費用　　　　　　8,850万円
・し尿処理費用（離島分含む）　     2,880万円
・広域火葬場施設運営費用　　    　  896万円
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　各家庭などから出されるごみの収集・運搬を適正
かつ円滑に行うため、町内の民間業者に委託し、良
好な環境を保ちます。
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・ごみ収集運搬業務
・布類の特別収集（年2回）
・離島資源ごみの搬入
・ごみ袋の制作、販売

（使用料及び手数料：2,325万円）
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　交通安全に関する啓発、各種活動を実施します。

・交通安全指導員の出動経費　　　　　 
・交通安全に関する啓発、情報提供等　  
・交通安全協会への補助　                      
・交通安全指導員協議会への補助          　
・交通安全運動推進協議会への補助  　     

　老朽化した羽幌地区用塵芥収集車を新たに更新
します。
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　羽幌産業廃棄物埋立処分場運営委員会が行う産
業廃棄物の安定型最終処分場新施設の造成に向け、
環境影響評価報告書、許可申請書の作成に対して
補助します。
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　築別や中央方面に住んでいる児童生徒の通学時
の送迎や、地域住民の方々の交通手段としてス
クールバスを民間バス会社へ委託して運行します。

　町内の交通空白地帯と市街地を結ぶ循環バスを運行します。沿岸バス
株式会社に対し、運行経費（運賃収入除く）として負担金を支払います。

<運行回数>　
　1日3便（所用時間約30分）
※ただし、土曜・日曜・祝日、年末年始（12/29-1/2）は運休。
<運賃>
・中学生以上　100円
・小学生　　　  50円
・小学生未満　  無料
※発行日から2カ月間有効の定期券（1,000円）もあります。

　フェリーターミナルと沿岸バス本社ターミナルを結ぶシャトルバスを
運行します。沿岸バスに対し運行経費（運賃収入除く）として負担金を
支払います。

<運行形態>
　フェリーの発着時間に合わせて運行します
　フェリーターミナルと沿岸バス本社ターミナル区間の2点間運行
  ※フェリー欠航時は運休
<運賃>
・大人　　　　200円
・小学生以下　100円

（交通対策事業基金：263万円）
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（交通対策事業基金：674万円）
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　沿岸バスを利用して高校へ通学する生徒に対し、
定期券を購入する際の費用の一部を補助します。
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（交通対策事業基金：72万円）

　町民に必要不可欠な路線バスの運行を維持する
ため、沿岸バス株式会社に対し、費用の一部を補助
します。

・路線維持管理補助　            522万円
・老朽車両更新補助　　　  　383万円

��������	
�� �����

（交通対策事業基金：905万円）
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　冬期間の生活・交通環境を確保するため、町道の
除排雪作業を実施します。
　羽幌町の除排雪作業は、市街地区をはじめ町内
の除雪計画路線すべてにおいて、それぞれ民間事
業者に委託して実施します。
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・除雪作業車の購入　　　5,688万円
・除排雪業務委託料、
　車両等の維持管理費  1億3,309万円

※除雪延長　125.0km
　　　　　 （車道 109.9km・歩道 15.1km）

　離島住民の生活航路確保のため、運営事業者に対
して財政支援するとともに、事業収支の欠損を補助
し、フェリーの円滑な運航を維持します。

・離島航路運行補助　  　526万円
・航路事業欠損補助　　2,244万円
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　町道を適正に維持管理するため、道路パトロー
ルや路面清掃、橋りょう・街路樹等の管理などのほ
か、補修などの業務を民間事業者に委託して実施
します。
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・道路維持管理・舗装補修委託 　 　 4,642万円
・道路法面補修　　　　　　　　　　311万円
・建設水道課詰所窓枠改修ほか　    　308万円　
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（国費：4,423円・その他：1,890万円）

　平成25年度に策定した修繕計画に基づき、危険
性や利用率などの緊急性の高いものを選定して計
画的に修繕します。

・第2二股橋補修設計業務
・第2二股橋補修工事
・第3二股橋補修設計業務（平成28年度補修予定）
・長久橋補修設計業務（平成28年度補修予定）
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（交通対策事業基金：554万円ほか）

　離島住民の生活交通費軽減のため、フェリー運
賃を割引します。
　これまでの、4月のフェリー検査期間の高速船料
金（急行料金）の全額割引に加えて、ほかの期間に
ついても高速船料金（急行料金）を3割引とします。
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（交通対策事業基金：64万円ほか）
　新高速船の利用促進を図るため、町民（島民を除
く）及び一般旅客を対象とした高速船料金（運賃+
急行料金）の割引を6月限定で実施します。
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（交通対策事業基金：30万円ほか）

　事故発生の未然防止、第3者への被害防止のため、
道路舗装や道路に付属する照明や標識等の総点検
を行います。

・土工構造物点検
・路面性状調査
・道路付属物（標識、照明）点検
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（国費：958万円）

（国費：2,079万円）
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　簡易水道施設の管理運営を行うほか、施設維持
に必要な改修工事等を行います。

＜主な経費＞
・施設運営管理費        1,459万円
・施設設備整備、改修 　264万円
　非常通報装置修繕　ほか

��������	
�� �������

������������������������������������������������������������������������������������������������������										









��������������������������������������������������										���������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����	��������� ������������

��������

�������

������� �������

　有効期限8年を経過している量水器550カ所を交
換します。

　築別地区、栄町地区(スポーツ公園)及び寿町地区
などの配水管布設を行います。
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　焼尻地区の老朽化した配水管の更新を行います。
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　天売・焼尻地区で有効期限8年を経過の量水器を
交換します。（天売25カ所、焼尻25カ所）

��������（簡易水道） �����

　町が管理する港湾敷地や港湾施設を適正に維持
管理するほか、必要箇所の補修等を行います。

【関連施設】
　羽幌港、天売港、焼尻港、旅客上屋、港湾敷地等

＜主な経費＞
・一般維持管理　　　　 　　　  618万円
・港湾施設改修　　　　　　　1,053万円　　　
　　羽幌港第2船揚場補修
　　天売港物揚場車止め取替
　　焼尻港東外防波堤標識灯修理　ほか
・羽幌港浚渫委託　　　　　　　500万円
　　港湾内などに堆積した土砂の除去
・焼尻港旅客上屋トイレ改修　 2,141万円
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　国の直轄事業により、羽幌港の港湾施設整備を
行います。
　
・岸壁の改良、防波堤の改修　ほか
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（国直轄港湾整備事業債：6,000万円）

　安全・安心な水道水を安定供給するため、上水道
施設の管理運営を行うほか、施設維持に必要な改
修工事等を行います。
　上水道施設（浄水場、ポンプ場、取水施設、配水
池）の管理運営を民間事業者に委託して行います。

＜主な経費＞
・事業運営管理費　　　　　 1億4,701万円
・上水道施設運営管理委託料　　2,160万円
・施設維持管理、改修　など　   　252万円　
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（国費：2,200万円、地方債：2,550万円）

　道路などの雨水や雪解け水が流れる雨水管の整
備を行います。
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　下水道計画区域を除く町内全域を対象に合併処
理浄化槽の普及促進を図ります。
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・5人槽　  35万2千円（離島地区 41万1千円）
・6,7人槽　44万1千円（離島地区 51万4千円）

（国費：61万円）

　下水道施設（浄化センター・ポンプ場）を安定稼働
させるために日常の巡視点検・定期点検を行います。
　各施設の業務、維持管理は民間事業者に委託し、
また、老朽化した施設の機器更新や部品交換等を
行います。

������
・各施設の運営管理費　　 　6,247万円
・下水道接続補助金等   　　 1,009万円
・施設設備、機器等改修          463万円
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　し尿処理や下水汚泥等を一括して共同で処理す
ることができる施設（ＭＩＣＳ処理施設）の整備
を羽幌、苫前、初山別の3町村で進めます。

<予定>   
・平成26年度　施設の建設工事
・平成27年度　　　　〃
・平成28年度　供用開始

※広域連携での取り組みで、20頁でも紹介しています。

（国費：2億9,540万円、地方債：2億3,840万円）
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　地域防災計画を全面に見直し、本町の地域特性
を踏まえた新計画を策定します。

　万が一の災害に備え、防災用資材を購入します。
<主な内容>
・毛布、発電機、備蓄用食品　ほか
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　近隣住宅等への砂利飛散防止と救急患者の負担
軽減を図るため、ヘリポートへの取り付け道路の
舗装を行います。

（国費：106万円）
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＜主な内容＞
・羽幌消費者協会への補助　　　　17万円
（資源ごみ（布類）収集、燃料価格調査等への補助 ）
・消費者被害防止研修会参加等　　  8万円
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　防犯灯（街灯）を適正に管理し、通行の安全確保と
犯罪防止に配慮した環境を整えます。

＜主な経費＞　電気代、補修費、離島分の補修費
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　地域に根ざした防犯活動へ負担金を支出します。
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　暴力追放運動推進のために負担金を支出します。
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　苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町・幌延町の6
町村で運営する北留萌消防組合に対し負担金を支払います。
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�消防本部、議会等経費　　　　   1,773万円
・消防署運営費、人件費           1億9,416万円
・消防団運営費、人件費　　　　   2,569万円　
・施設等経費　                              2,193万円

����������������   8,017万円
・消防緊急デジタル無線整備工事  
・小型動力ポンプ付積載車更新（3台）          
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　急速な少子高齢化の進展による地方の人口減少問題に対応して、地域の消費喚起など景気の脆弱な部分に的
を絞った事業や仕事づくりなど地方が直面している構造的な課題への実効性のある取り組みを国の交付金を活
用して、今年度羽幌町が取組む事業を紹介します。

����������	
�� �����

　地方版人口ビジョン、地方版まち・ひと・しごと
総合戦略を策定するあたり、広く町民の意見を反
映するために「策定推進会議」を組織します。
　また、地方版人口ビジョンの策定に向け町民ア
ンケートを実施します。
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　天売島のネコ対策において、飼い主のいないネ
コを馴化し新しい飼い主へ譲渡する取り組みを推
進するため、預かりボランティアや新しい飼い主
へ離島フェリーの無料往復券を贈呈します。



��������������������������������������������						





�������������������	
��

���������	
 �����

　町内の特産品をＰＲするイベントを開催し、水
揚量日本一を誇る甘エビなどの水産物を新鮮で生
と変わらないみずみずしい状態で、より多くの消
費者に提供するため急速冷凍施設を導入します。 ��������	
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　町内の各商店がワンコイン(100円、500円）で商品
やサービスを提供し、町民に商店を知ってもらう
ことにより新たな顧客化へつなげることを目指す
事業へ補助を行います。

〈事業主体〉羽幌町商工会
〈実施時期〉6～7月の金曜日一日
　　　　　  8～9月の土曜日一日
　　　　　  スタンプラリーも実施
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　※23頁に事業の内容を掲載しています。
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　町内の地域経済活性化、定住者増進及び若者た
ちの交流機会の拡大や充実を目的に町ぐるみで行
う交流イベント（羽幌町観光協会主催）へ補助を行
います。

〈実施時期〉7～9月の土曜、日曜日に1回
〈実施内容〉結婚前提とした婚活支援ではなく、町
　　　　     内外の若者が気軽に参加し交流できる 
                  ようなイベントを開催　　　　　  
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　羽幌町の特産品を全面にPRするイベントを開催
するとともに、都市部のイベントに出展し特産品
のＰＲによる地域ブランドの確立を目的とする事
業へ補助を行います。

〈特産物魅力発信事業〉
・はぼろ甘エビまつり開催
・北の恵みマルシェ出展
・くるるの杜出展
・ホテルオークラプロモーションフェア出展
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　離島観光体験メニューの柱の一つである観光船
の利用料金3千円のうち1千円を助成し、利用促進
と島内消費を喚起します。
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　離島のみで使用できる共通通貨を発行し、観光
客の消費を喚起することで地域経済の活性化を図
ることを目的とした事業へ補助を行います。
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　バラ園の栽培管理や活用促進を羽幌町と町民ボ
ランティアの参画による協働により推進していく
体制を構築して町民の交流促進、地域活性化を図
ります。
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　町内の郷土芸能団体の歴史的背景や伝統の継承
と観光による地域活性化との連携により、その魅
力を町内外に発信していく事業へ補助を行います。
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　町内で開催されるスポーツイベントの活性化を
継続して実施することで、スポーツ合宿等の誘致
や移住交流者数を増加させ、町内における消費活
動の活発による雇用状況の好転を目指すことで、
UIJターン者の増加や定住者の増加を図ります。

〈主な事業内容〉
・タイム計測機器購入
・マラソン大会におけるゲストランナー招待
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　羽幌町の魅力を発信すべく各種イベントを実施
するとともに観光誘客プロモーションを展開する
事業へ補助します。
　また、外国人観光客誘客のためにいきいき交流
センターにWi-Fi環境を整備します。
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　※7頁に事業の内容を掲載しています。
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