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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）

442万円
（受益者負担金：14万円）
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�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。

372万円

�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。

2,849万円

�老人保健医療扶助費（75歳以上）

　75歳以上の老人（65歳以上で一定以上の障害の状
態にあるの者を含む）に対する医療費の扶助。20年
度から後期高齢者医療制度へ移行するため1ヶ月分
の医療費を扶助します。

1億2,400万円
（国・道費：4,968万円・老人保健医療費交付金：6,402万円）

�老人福祉施設措置事業 2,957万円
（利用者・扶養者負担金：338万円）

�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。

139万円
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�老人クラブ連合会補助金交付事業 87万円 �老人クラブ運営費補助金交付事業 54万円

�高齢者事業団活動補助事業 97万円

�老人福祉センター改修事業
　男子トイレの排水設備を改修します。

7万円
�敬老記念品贈呈事業
　対象：88歳、100歳

26万円

（道費：44万円）

�自立援助事業
　離島デイサービス、除雪サービスなど。

1,280万円

�敬老会開催補助事業
　お年寄りの長寿を祝います。（離島分）

25万円

（道費：45万円）

�元気なはぼろ����

�特別養護老人ホーム改修事業
　建て替え設計費。

24万円
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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21日間診療します。

350万円
（受診者負担金：36万円）

�栄養指導事業
　健康のための栄養教室を行います。

16万円

�感染症予防事業
　近年、流行している麻しん（はしか）の感染を防
ぐため、中学校1年生及び高校3年生に相当する者
に対し、麻しん風しん混合ワクチンを接種します。

78万円

�すこやかロード事業

　ウォーキングコース（はぼろ散歩道）を活用し
ウォーキングの普及と町民の健康づくりを支援し
ます。

20万円
（助成金：20万円）

�予防事業

　生活保護受給者、医療保険未加入者及び後期高
齢者医療広域連合被保険者に対する健康診査を行
います。

173万円
（道費：5万円、後期高齢者医療広域連合受託金：112万円）

�予防接種事業

　ポリオ・三種混合・麻しん風しん・ＢＣＧ・イン
フルエンザ予防接種を実施します。

500万円
（高齢者インフルエンザ予防接種負担金：136万円）

�乳幼児健診事業
　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・股関節脱臼健診を実施し
ます。

152万円

�子ども発達支援センター運営事業

　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）

2,449万円
（国・道費：650万円、苫前町・初山別村からの負担金：1,188万円）

�子育て支援事業
　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48日間）

50万円

�温泉活用健康増進事業
　65歳以上の住民を対象として、温泉を利用した
健康教室を開催します。（年12日間）

3万円
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�福祉タクシー借上事業 98万円

�重度心身障害者医療扶助費 2,275万円
（道費：753万円）

� 元気なはぼろ����

�がん等検診事業

　各種がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮）、骨粗
鬆症健診・結核検診を実施します。

987万円
（受診者負担金：233万円）

�妊産婦安心出産支援事業

　妊婦健診料金を5回を上限に助成します。また、
離島妊産婦に対し、健診受診時の航路運賃などの
助成を行います。

376万円
（道費：10万円）

�後期高齢者医療運営事業

　平成20年度から創設された後期高齢者医療制度
に伴い、加入者から保険料を徴収するなどの事業
を運営します。　

1億1,350万円
（後期高齢者医療保険料：8,211万円）

�特定健康診査等事業

　内蔵脂肪に着目し、生活習慣病の改善を図るた
め、国民健康保険加入者に対して特定健診及び特
定保健指導を行います。

1,010万円
（国・道費：239万円・集団検診負担金：150万円）

�離島地区救急患者搬送協議会運営補助事業
　
　離島地区において救急患者が発生した際、天候
不良等により救急搬送ヘリや定期船を使用できな
い場合の漁船での患者輸送経費の一部を負担しま
す。

30万円

�障害者自立支援事業

　障害程度区分の判定を行う、認定審査会の運営
と、障害者に対するケアマネジメント並びにアセ
スメント調査を行います。

1億5,275万円
（国・道費：1億1,319万円）

�子ども発達支援センター整備事業

　屋根の塗装及び暖房器具の更新を行います。ま
た、事業に必要な玩具を購入します。

108万円
（道費：23万円）



�羽幌保育園整備事業
　老朽化している羽幌保育園の改修を行います。
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�ひとり親家庭等医療扶助費 313万円
（道費：147万円）

�留守家庭児童会（こぐま児童会）運営協議会補助事業
154万円

�児童手当・小学校修了前特例給付事業
4,800万円

（国・道費：3,490万円）

�乳幼児医療扶助費 922万円
（道費：439万円）

�保育施設運営補助事業
　地域の組織による自主運営に対し、補助します。
　天売保育運営委員会（293万円）　

293万円
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�特別保育実施事業
　次世代育成支援対策事業及び少子化社会対策の
推進に必要な保育サービスを行うための体制を整
備します。

187万円

�地域子育て支援センター運営事業 241万円
（道費：167万円）

�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
推進するために必要な施設の改修などを行います。

13万円

�元気なはぼろ����

�民生委員協議会補助事業 276万円
（道費：224万円）

316万円�福祉バス運行事業
　各種福祉行事実施のため、福祉バスを運行しま
す。
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�社会福祉法人利用者負担額減額措置事業 28万円
（道費：21万円）

�特別養護老人ホーム運営事業 1,816万円
（施設介護給付等サービス収入：1,800万円）

�介護サービス等給付事業（介護保険事業） 6億733万円
（国・道費：1億9,738万円・介護給付費交付金：1億9,110万円）

�普及啓発用広報作成事業 7万円

�羽幌町地域包括支援センター運営事業

　介護予防計画の作成などを実施します。

4,611万円

�のびのび子育て教室開催事業
　公演鑑賞をとおして、親子の会話と絆を深めます。

23万円
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�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。

1,108万円
（国費：277万円）

�私立幼稚園振興補助事業
　幼稚園活動に対し、補助します。

19万円 �あざらしお話会開催事業 5万円

（道費：102万円）

�訪問看護利用者助成事業 19万円

10万円

�介護予防地域支援事業

　介護状態に陥らないよう、予防事業を行います。

1,680万円
（国・道費：446万円、基金：282万円）

（介護予防居宅介護サービス計画費収入：265万円）
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�中央公民館改修事業
　屋上防水改修工事、舞台吊物ワイヤー交換など
を行います。

686万円

�図書室管理電算化事業
　コンピュータシステム導入事業。

17万円�図書室ブックスタート事業 4万円
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�学校図書整備事業
　小中学校で400冊購入します。

40万円

�羽幌小学校・羽幌中学校改修事業
　羽幌小学校の体育館カーテン・教室暖房機・プー
ルろ過器の改修及び羽幌中学校の暖房機・校内蛍光
灯の改修、体育館カーテン取替え、焼却炉の撤去を
行います。

769万円

�小学校・中学校設備整備事業
　消火器などを更新します。

101万円

�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。

315万円

�焼尻小学校改修事業
　グラウンド物置・体育館カーテンを改修します。

105万円

�小・中学校義務教材理科設備整備事業 355万円

�外国青年招致事業
　英語指導助手１名。

581万円

�総合的学習事業
　各学校独自の授業を実施します。

48万円

�学校給食設備整備事業
　廃水処理施設のポンプ取替及び空気調整機の整
備を行います。

70万円

�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などの防止。

14万円

�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。

75万円

�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。

28万円

�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。

89万円

�要保護・準要保護児童生徒援助費補助事業
744万円
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�水産実習事業
　天売高校で水産加工事業を行います。

67万円
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�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。

70万円

�定時制高等学校振興事業
　定時制教育の充実を図ります。

20万円
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�特別支援教育振興事業
　特別支援教育の振興を図ります。

21万円
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�子ども会育成連絡協議会等との連携・支援事業
127万円

�ウィークエンド地域活動事業
　子ども自然教室、子ども英会話教室、百人一首大
会などを行います。

30万円

�教師用指導書購入事業 10万円

�高等学校総合的学習事業
　天売高校独自の授業を実施します。

5万円

�天売高等学校校舎改修事業
　体育館床改修及び窓のサッシ化を行います。

102万円

� 元気なはぼろ����

�教育支援事業
　羽幌小学校に教育支援員１名を配置します。

180万円

�学校環境整備事業
　町立学校用の苗を購入します。

10万円

�特別支援教育就学奨励事業 50万円
（国費：25万円）

�公民館備品購入事業
　作業用ドリル、畜圧式粉末消火器を購入。

12万円

�天売高等学校設備整備事業
　消火器を更新します。

5万円

�焼尻中学校改修事業 2万円
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�文化交流作品展開催事業
　文化作品の交流をとおして、相互の文化活動の交
流を図ります。（姉妹都市・友好町村）

1万円
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�成人講座開催事業
　技能・技芸教室、英会話教室などを開催します。

23万円�社会教育・ＰＴＡ研究大会開催事業
　学校及びＰＴＡが抱える諸課題を把握し、家庭
や学校における実践的な活動の糧とします。

10万円

�学校開放「教養講座」開催事業
　学校教諭が持っている知識を地域住民の学習の
場として提供します。

16万円
�いちい大学開設事業 35万円

�姉妹都市交流事業
　姉妹都市の親善訪問などにおける歓迎諸行事を
実施します。

155万円

�文化公演事業
　優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、日頃の活動意
欲を促進します。

150万円

�芸術劇場開催事業
　天売、焼尻で各１回開催します。

86万円
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�町民芸術祭開催事業 69万円

�少年少女芸術劇場開催事業
　児童生徒に演劇などを鑑賞してもらい、芸術文化
への関心を高めます。

115万円
�文化協会との連携・活動支援事業 37万円

�社会教育関係団体支援事業 6万円

�羽幌町郷土資料館補修事業
　屋根の塗装を行います。

128万円
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�各種スポーツ教室開催事業
　水泳教室、卓球教室、スノーボード教室などを開
催します。

65万円

�オロロンライン全道マラソン大会開催事業 77万円

�おろちゃんマラソン大会開催事業 83万円

�町民健康フェスティバル開催事業 26万円

�オロロンウィンターフェスティバル開催事業 138万円

�町民スキー場びゅーまつり開催事業 19万円

�ハボロジャイアントスラローム大会開催事業 26万円

�少年少女卓球大会開催事業 24万円

�体育協会との連携・支援事業 90万円

�スポーツ少年団との連携・支援事業 17万円

�スポーツ団体等主催の各種大会支援事業 35万円
�天売・焼尻島民大運動会支援事業 13万円

�社会教育関係施設改修事業
　太鼓道場の外壁を改修します。

598万円

�学校体育施設開放事業
　羽幌小・中学校のプールを開放します。

156万円

�スポーツ公園整備事業（野球場）
　散水設備を設置します。

81万円

�元気なはぼろ����

�成人式開催事業 24万円

�総合体育館整備事業
　非常照明設備電池取替えを行います。

41万円
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�国際交流支援事業　 25万円
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�国政・地方等選挙執行事業

　農業委員会委員、海区選挙。

227万円
（道費：153万円）
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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。

100万円

�������

��������	

�広報「はぼろ」作成事業 236万円

�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。

9万円
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�納税補助金事業
　各種税金の収納率向上を図ります。

198万円

�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

（人づくり事業基金：100万円）

�事務改善環境整備事業
　パソコン・ディスプレイの更新及び住民税法及び
給与法改正によるシステムプログラムの修正を行
います。

288万円

��元気なはぼろ����

�固定資産税評価替事業
　平成21年度の評価替えに向けたもの。

70万円

�固定資産（土地）路線価評価事業
　平成21年度の評価替えに伴う標準地鑑定評価に
よる路線価評価。

306万円

�住民基本台帳ネットワークシステム事業
91万円

�役場ＬＧＷＡＮ機器更新事業
　耐用年数経過による機器更新を行います。

177万円

�業務サーバ更新事業
　ネットワーク機器の更新を行います。
　（Ｌ３スイッチ、ファイアウォール）

316万円




