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�生きがいホームヘルパー派遣事業

　在宅老人に対し、軽度な生活援助や生活指導を
行います。（週２時間まで）

1,662万円
（道費：1,099万円・受益者負担金：12万円）
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�生きがいデイサービス運営事業

　在宅老人が通所するものに対し、各種サービス
を提供します。（週１回）

1,100万円
（道費：148万円・受益者負担金：75万円）

�自立援助事業

　給食サービス、離島デイサービス、除雪など。

1,032万円
（道費：583万円）

�緊急通報装置設置事業

　ペンダント型発信機などの貸与を行います。

480万円
（道費：320万円）

�社会福祉協議会補助事業

　運営費、ふれあい広場、ふれあいスポーツ大会、
心配ごと相談、歳末助け合い、ボランティアセン
ター活動、敬老会（市街地区）、独居老人の集い他。

3,732万円

�ホームヘルパー養成研修受講者補助事業

　受講者に対する費用の一部を補助します。

12万円

�地域援助活動支援補助事業

　各町内会のお年寄りへの支援活動に対し、一部
助成します。

36万円
（道費：24万円）

�老人医療扶助費

　69歳の老人（所得要件なし）及び独居又は老人夫
婦世帯などで65歳から70歳未満の老人（所得要件あ
り）に対する医療費扶助。

929万円
（道費：44万円）

�老人保健医療扶助費

　75歳以上の老人（昭和7年9月30日以前に生まれた
者及び一定以上の障害の状態にある65歳以上の者
を含む）に対する医療費の扶助。

12億8,558万円
（国・道費：4億0,858万円・老人保健医療費交付金：7億9,528万円）

�老人福祉施設措置事業 4,010万円
（国・道費：2,675万円・利用者・扶養者負担金：443万円）

�羽幌町移送サービス事業

　離島地区の高齢者など、通院が困難な者に対し
て、診療所までの巡回車両を運行し、移送します。

281万円
（道費：187万円）

�離島地区ショートステイ実施事業

　天売、焼尻高齢者支援センターで実施します。

20万円
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�敬老会開催補助事業

　お年寄りの長寿を祝います。（離島分）

29万円

�老人クラブ連合会補助金交付事業 １0０万円

�老人クラブ運営費補助金交付事業 80万円

�高齢者事業団活動補助事業 140万円

�在宅介護支援センター運営事業

　老人介護などに関する相談窓口、相談協力員の
配置、地域ケア会議や運営協議会の開催など。

2,210万円
（道費：1,498万円）

�介護予防講習会開催事業

　高齢者がいきいきとした生活を送るため、高齢
者とその家族を対象に介護予防と介護方法などの
知識、技術についての講習会を行います。

28万円
（道費：23万円）

（道費：70万円）

�敬老記念品贈呈事業

　対象：88歳、100歳

25万円

（道費：55万円）
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�健康教育事業

　糖尿病、がん予防、住民検診事業の事後教室など
を開催します。（年12日間）

14万円
（国・道費：９万円）
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�離島地区歯科診療事業

　天売、焼尻地区において毎年各３回実施し、延べ
各18日間診療します。

300万円
（受診者負担：39万円）

�栄養指導事業

　乳幼児から老人までの健康のための栄養指導を
行います。

70万円

�健康相談事業

　地区健康相談、骨粗鬆症、糖尿病などの健康相談
を実施します。（年14日間）

16万円
（国・道費：1万円）

�基本健康診査事業

　心臓病、循環器疾患及び肝疾患予防のための住
民健診を実施します。（年７日間実施）

913万円
（国・道費：251万円・受診者負担金：32万円）

�がん等検診事業

　胃・肺・大腸・乳・子宮がん、脳・骨粗鬆症・結
核検診を実施します。（年28日間実施）

1,200万円
（受診者負担金：332万円）

�訪問指導事業

　寝たきり、痴呆性老人などに対する訪問指導を
行います。

50万円
（国・道費：10万円）

�機能訓練事業

　脳卒中などによる心身機能障害の維持回復のた
めのリハビリ事業を実施します。（年16日実施）

150万円
（国・道費：29万円）

�予防接種事業

　ポリオ・三種混合・麻疹・風疹・ＢＣＧ・インフ
ルエンザ予防接種を実施します。（年22日間実施）

526万円
（高齢者インフルエンザ予防接種負担金：90万円）

�乳幼児等健診事業

　乳児・１歳６カ月児・３歳児・股関節脱臼健診、
妊婦健診を実施します。（年34日間）

220万円
（国・道費：27万円）

�母子通園センター運営事業

　発達障害を抱える幼児などに対する支援事業を
開催します。（毎週５日間開催）

850万円
（国・道費：525万円・苫前町、初山別村からの負担金：75万円）

�育児教室事業

　親子の交流、育児相談などの子育て支援事業を
開催します。（年18日間）

20万円

�温泉活用健康増進事業

　65歳以上の住民を対象に温泉を活用し、健康教
室を開催します。（年12日間）

3万円

�疾病予防広報活動事業

　疾病予防啓発のため、広報はぼろに毎月掲載し
ます。

7万円
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�離島地区救急患者搬送協議会運営補助事業

　
　時化による定期船欠航時などに漁船での患者輸
送の一部を負担します。

30万円
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�重度身体障害者日常生活給付扶助費 41万円
（道費：31万円）

�身体障害者保護措置費

　更正医療給付・補装具給付

325万円
（国・道費：243万円）

�福祉タクシー借上事業 92万円

�身体障害者福祉協会補助事業 19万円

�重度心身障害者医療扶助費 3,850万円
（道費：1,369万円）

�障害者支援費制度事業

　身体及び知的障害者（児）が福祉サービスを利用
する場合のサービスの決定方法が、行政による措
置から本人がサービス業者と直接契約する支援費
制度に移行しました。

1億3,994万円
（国・道費：9,802万円）

�障害者医療扶助費

　施設入所知的障害者の医療費に係る自己負担分
について補助します。

326万円
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�のびのび子育て教室開催事業

　マリオネットショーと歌の集いを開催します。

20万円
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�親子ビデオシアター開催事業 5万円

�私立幼稚園就園奨励事業

　所得に応じた保育料の減免をします。

885万円
（国費：295万円）

�私立幼稚園振興補助事業

　幼稚園活動に対し、補助します。

20万円

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





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

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

��������

�������

�保健福祉データバンク整備事業

　健康管理システムの構築：全体事業費 2,500万円
　事業年度：平成12年度～平成16年度

499万円
（国費：399万円・国保支払準備金：100万円）
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�家族介護用品扶助費 45万円
（道費：30万円）

�訪問介護扶助費 124万円
（国・道費：31万円）

�家族介護慰労事業扶助費 20万円
（道費：13万円）

�社会福祉法人利用者負担額減額措置事業 86万円
（国・道費：65万円）

�普及啓発用広報作成事業 7万円

�特別養護老人ホーム運営事業 4億9,246万円
（施設介護給付等サービス収入：4億9,246万円）

�介護保険事業 6億5,140万円
（国・道費：2億4,792万円・介護給付費交付金：1億9,885万円）

�羽幌町居宅介護支援事業所運営事業

　要介護者が居宅で生活できるよう、居宅介護サー
ビス計画の作成などや居宅介護支援を実施します。

2,653万円
（居宅介護サービス計画費収入、介護認定調査委託料：1,483万円）

�訪問看護利用者助成事業 23万円
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�母子家庭等医療扶助費 804万円
（道費：257万円）

�留守家庭児童会運営協議会補助事業 154万円

�児童手当・就学前特例給付事業 3,350万円
（国・道費：2,870万円）

�乳幼児医療扶助費 887万円
（道費：421万円）

�保育施設運営補助金

　地域の組織による自主運営に対し、補助します。
　天売ちびっこランド（294万円）
　焼尻ニコニコハウス（169万円）

463万円

�児童福祉施設整備事業

　次世代育成支援対策事業及び少子化社会対策を
推進するために子育て支援の総合施設としての保
育等改修整備調査を行います。

11万円

�民生委員協議会補助事業 298万円
（道費：233万円）

�地域行動計画策定事業

　次世代育成支援対策事業及び少子化社会対策を
推進するために必要な保育サービスを行うための
体制を整備します。

14万円
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�学校図書整備事業

　小学校：300冊・中学校：200冊

50万円

�羽幌小学校改修事業

　暖房設備及び職員室屋根の改修、プール鉄骨ボ
ルト塗装工事を行います。

890万円

�天売小中学校改築事業

　【平成１５年度～１６年度】校舎（給食施設含む）、屋
内体育館改築、備品購入。【平成１７年度】グランド
整備、外構工事、解体費、備品購入。

5億1,159万円
（国費：1億8,882万円・起債：2億1,870万円）

�羽幌中学校改修工事

　外壁の一部補修を行います。

113万円

�小学校設備整備事業

　水平うんてい、レーザープリンタを整備します。

50万円

�教職員住宅改修事業

　外壁の改修や屋根の塗装などを行います。

350万円

�焼尻小学校改修事業

　排水設備の改修を行います。

158万円

�小学校義務教材理科設備整備事業 270万円

�中学校義務教材理科設備整備事業 270万円

�外国青年招致事業

　英語指導助手１名。

500万円

�総合的学習事業

　各学校独自の授業を実施します。

50万円

�学校給食施設衛生強化対策事業

　マイコンスライサー用受け槽。（市街地区）

37万円

�学校給食施設設備整備事業

　食器洗浄機の修理などを行います。（市街地区）

36万円

�心の相談員配置事業 57万円

�小中高生徒指導連絡協議会補助事業

　町内児童生徒の健全育成と非行事故等の防止。

17万円

�教育振興会補助事業

　学校経営のあり方について、研究協議を実施す
るとともに、学事視察や講習会を通じて教職員の
資質の向上を図ります。

100万円

�両島教育研究協議会補助事業

　地域の特質を生かした教育を図ります。

18万円

�複式教育研究会補助事業

　複式教育について、理解や実践教育を深め、複式
教育の充実を図ります。

20万円

�教育研究協議会補助事業

　教育研究実践活動の交流を通じて、町内活動の
推進を図ります。

95万円

�要保護・準要保護児童生徒就学援助事業
502万円

（国費：118万円）
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�水産実習事業 12万円
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�天売高校校舎改修事業

　校舎廊下天井、壁の補修をします。

252万円

�羽幌高等学校教育振興会補助事業

　体育文化振興、進路指導対策。

75万円

�天売高等学校水産クラブ研究発表大会事業
19万円

�定時制高等学校振興事業

　定時制教育の充実を図ります。

23万円
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�特殊教育振興事業

　特殊教育の振興を図ります。

24万円 �特殊教育就学奨励事業 15万円
（国費：7万円）
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�中央公民館改修事業

　バーナーモーターの取替補修を行います。

21万円

�図書室管理電算化事業

　コンピュータシステム導入に伴う環境整備事業。

27万円

�公民館備品購入事業

　小ホールのカーペットを購入します。

21万円

�図書室ブックスタート事業 10万円
（北海道生涯学習協会助成金：5万円）
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�姉妹都市「石川県内灘町」文化交流作品展開催事業
2万円
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�子供会育成連絡協議会との連携・支援事業
72万円

�ウィークエンド地域活動事業

　子供自然教室、夏休み体験教室、子供リーダー養
成講習会、百人一首大会などを行います。

60万円

�学校図書館協議会との連携・支援事業

　読書感想文コンクールなどを行います。

28万円
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�成人講座開催事業

　エアロビクス教室、技能・技芸教室、英会話教室
を開催します。

34万円

�社会教育・ＰＴＡ研究大会開催事業 10万円

�学校開放「教養講座」開催事業 23万円

�女性の集い開催事業 5万円

�女性団体連絡協議会との連携・支援事業

　女性教養講座などを開催します。

32万円
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�いちい大学開設事業 63万円 �いちい大学公開講座開設事業 1万円

�姉妹都市・友好町村交流事業

　姉妹都市・友好町村の親善訪問などにおける歓迎
諸行事を実施します。

80万円

�文化公演事業

　「清水ミチコ：イミテーションツアー」を開催します。

150万円

�芸術劇場開催事業

　「大型マジックショー」を天売、焼尻で各１回開
催します。

93万円
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�町民芸術祭開催事業 90万円

�少年少女芸術劇場開催事業

　「わらび座コンサート」を開催します。

126万円

�離島地区文化振興事業 40万円

�文化協会との連携・活動支援事業 48万円

�羽幌町郷土資料館補修事業

　水道施設の改修を行います。

13万円

�社会教育関係団体支援事業 10万円

�焼尻郷土資料館（旧小納家）補修事業

　消火器、誘導灯の取替を行います。

27万円

�社会教育関係施設改修事業

　旧高校体育館の屋根改修を行います。

315万円



�

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





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

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

���������	�
����

���������	
��

�各種スポーツ教室開催事業

　水泳教室、エアロビクス教室、卓球教室、スノー
ボード教室などを開催します。

39万円

�オロロンライン全道マラソン大会開催事業 60万円

�おろちゃんマラソン大会開催事業 100万円

�町民健康フェスティバル開催事業 29万円

�オロロンウィンターフェスティバル開催事業 150万円

�町民スキー場びゅーまつり開催事業 20万円

�ハボロジャイアントスラローム大会開催事業 30万円

�少年少女卓球大会開催事業 23万円

�全道規模の大会に対する施設開放と支援

　太陽グループ杯争奪全道少年軟式野球選抜大会
を羽幌町で開催します。

80万円

�学校体育施設開放事業 43万円

�体育協会との連携・支援事業 94万円

�スポーツ少年団との連携・支援事業 21万円

�留萌管内スポーツフェスタ参加支援事業 16万円

�スポーツ団体等主催の各種大会支援事業 61万円

�天売・焼尻島民大運動会支援事業 20万円

�体育指導者養成支援事業 29万円

�体育指導委員の各種研修派遣事業 35万円
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�国政・地方等選挙執行事業

　参議院議員、海区選挙。

611万円
（国費：252万円）
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�人づくり補助事業

　将来のはぼろを支える人材の育成を図るため、
地域活動を積極的に行う団体、個人に対し補助金
を交付します。

200万円
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�広報「はぼろ」作成事業 310万円

�町勢要覧資料編作成事業

　羽幌町の最新データにより毎年度作成します。

10万円

�固定資産（土地）標準地鑑定評価業務

　平成18年度評価替に向け実施します。

579万円
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�パソコンシステム導入事業

　事務改善環境の整備を行います。

105万円
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�住民基本台帳ネットワークシステム事業 395万円

�納税奨励金交付事業

　収納率のアップに努めます。

885万円

（北海道市町村振興協会設立25周年記念事業：100万円）
�例規集システム整備事業

　羽幌町例規集をシステム運用し、事務の省力化
を図るとともに、羽幌町ホームページで公開する
ことにより、地域情報化の推進を図ります。

252万円
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�市町村合併に関する研究会設置事業

　留萌中部３町村任意合併協議会負担金。

600万円

（人づくり事業基金：200万円）
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