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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）

97万円
（受益者負担金：11万円）
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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及び修繕等を行
います。既設65台の管理、新規取付予定5台ほか。

335万円

�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。

2,757万円

�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。後期
高齢者医療制度移行に伴う月遅れ請求分。

420万円
（国・道費：157万円・老人保健医療費交付金：232万円）

�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

�自立援助事業
　離島デイサービス、除雪サービスなど。

816万円

（道費：45万円）

�元気なはぼろ����
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85万円�老人クラブ連合会補助金交付事業
　
　老人クラブ連合会の活動に対して補助します。

（道費：50万円）
�特別養護老人ホーム改修事業

　現施設は老朽化が著しいことから、木造を主体
とし、個室ユニット型60床、多床室61床を整備し高
齢者福祉の充実を図る。今年度はユニット棟建設、
管理棟建設、既存施設一部解体撤去を行います。
　事業年度：平成21年度～平成23年度
　建築費：第1期（平成21年度）　6億4,450万円
　　　　　第2期（平成22年度）　4億180万円
　　　　　第3期（平成23年度）　4,570万円

7億2,265万円
（起債：6億3,800万円）

�高齢者事業団活動補助事業 90万円
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�老人クラブ運営費補助金交付事業
　老人クラブの活動に対して補助します。

53万円

�敬老記念品贈呈事業
　お年寄りの長寿を祝い記念品を贈呈します。
　対象：88歳、100歳

23万円

�敬老会開催補助事業
　お年寄りの長寿を祝う敬老会の開催を補助しま
す。（離島地区）

24万円

�老人福祉施設措置事業

　養護老人ホームの入所費用について、入所者等
の所得に応じ一部助成します。

3,269万円
（利用者・扶養者負担金：368万円）
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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。

342万円
（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

�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。

111万円
（道費：14万円、後期高齢者医療広域連合受託金：50万円）

�乳幼児健診事業
　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
診を実施します。対象者総数：260人（見込み）

142万円

�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・エキノコックス症検診を実施
します。

1,062万円
（受診者負担金：261万円）

�子ども発達支援センター運営事業

　発達障がいを抱える幼児などに対する支援とし
てにじいろセンターを運営。週５日間開催します。

2,685万円
（国・道費：744万円、苫前町・初山別村からの負担金：965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24日間）

19万円

�温泉活用健康増進事業
　65歳以上の町民を対象として、温泉を利用した
健康教室を開催します。（年12回開催、延べ230人の
参加を予定）

3万円

�妊産婦安心出産支援事業

　妊婦健診を14回分の費用の一部を助成します。
全妊婦を対象とし年間90人を予定。
　また、離島妊産婦に対しては、健診受診時の航路
運賃などの助成も行います。

733万円
（国費：26万円、道費：10万円）

�感染症予防事業
　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。（対象者数：117人）

65万円

�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。

504万円
（高齢者インフルエンザ予防接種負担金：135万円）

�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：19万円）
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�福祉タクシー借上事業
　障がいによりバスなどの交通機関の利用が困難
な方が、通院などでタクシーを必要とする場合に、
その費用の一部を助成します。

90万円

�重度心身障害者医療扶助費 2,117万円
（道費：724万円）

� 元気なはぼろ����

�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、障がい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。

1億4,922万円
（国・道費：9,168万円）
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�後期高齢者医療運営事業

　後期高齢者医療制度加入者から保険料を徴収す
るなどの事業を運営します。　

1億510万円
（広域連合交付金：14万円）

�国民健康保険医療給付事業

　国民健康保険に加入している方が、病気やけが
で治療を受けたときに医療費を一部負担します。

8億7,420万円
（国・道費：2億2,697万円・交付金：1億8,443万円）

�羽幌町救急患者漁船使用助成事業
　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。

27万円�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。

631万円
（国・道費：148万円、集団検診負担金：42万円）



�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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�乳幼児医療扶助費
 
　6歳未満児を対象に医療費を助成します。（入院
のみ12歳未満児）

931万円
（道費：457万円）

�元気なはぼろ����

26万円

�児童手当・小学校修了前特例給付事業
4,568万円

（国・道費：3,280万円）

�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。

374万円

�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。

331万円
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�社会福祉法人利用者負担額減額措置事業 29万円
（道費：21万円）

�特別養護老人ホーム運営事業
　しあわせ荘の火災保険料を支払います。

65万円

�介護サービス等給付事業（介護保険事業） 6億4,965万円
（国・道費：2億6,074万円・介護給付費交付金：1億9,573万円）

�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。

4,603万円

�訪問看護利用者助成事業 20万円

�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。

1,702万円
（国・道費：731万円、基金：426万円）

（介護予防居宅介護サービス計画費収入：283万円）
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�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。
　今年度は猿回し、音楽コンサートを開催します。

24万円
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�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 �優良青少年顕彰事業
　芸術やスポーツ、ボランティアで活躍した方を顕
彰します。

16万円

�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。

1,038万円
（国費：259万円）

�あざらしお話会補助事業 5万円

�親子ビデオシアター事業 7万円

�ひとり親家庭等医療扶助費
　
　18歳未満の子がいるひとり親家庭世帯の医療費
を一部助成します。

350万円
（道費：152万円）

�民生委員協議会補助事業 275万円
（道費：224万円）

�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

（道費：102万円）

�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。
　補助対象：天売保育運営委員会

332万円

�地域子育て支援センター運営事業 229万円
（道費：152万円）
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� 元気なはぼろ����

�学校施設耐震化整備事業

　羽幌中学校の耐震補強及び改修工事を行います。

2億6,398万円
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�子ども会育成連絡協議会等との連携・支援事業
　
　子どもフェスティバルの開催支援など。

83万円
�ウィークエンド地域活動事業
　子ども自然教室、夏休み体験教室を行います。

26万円
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�図書室管理電算化事業
　コンピュータシステムの維持管理を行います。

18万円 5万円
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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 �特別支援教育就学奨励事業 51万円
（国費：25万円）

�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

�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。

27万円

�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。

87万円

�栄養管理環境整備事業
　献立の作成等に必要な栄養計算ソフトを購入。

14万円

�学校給食設備整備事業
　食器洗浄機の部品取替のほか、供給装置の修理
などを行います。

63万円

�水産実習事業
　天売高校で水産加工事業を行います。

63万円
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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。

170万円

�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 �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
　配水管改修及びカーテンを設置します。

28万円

�要保護・準要保護児童生徒援助費補助事業
794万円

（国費：1億3,507万円、学校教育施設等整備事業債9,600万円）

�図書室ブックスタート事業
　乳児健診時に乳幼児とその保護者に絵本を配布。

�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

�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。

76万円

�心の相談員配置事業 57万円

�総合的学習事業
　各学校独自の授業を実施します。

48万円

�羽幌小学校・羽幌中学校改修事業
　教室及び体育館などの暖房設備を改修します。

570万円

�小学校・中学校設備整備事業 64万円

�焼尻小学校改修事業
　グラウンド排水整備、倉庫外壁及び屋根の塗装。

119万円

�学校環境整備事業
　町立学校用の苗を購入します。

13万円

�学校図書整備事業 40万円

�教師用指導書購入事業 19万円

�小・中学校義務教材理科設備整備事業 350万円

�外国青年招致事業 552万円



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





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

������	��������������

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









�������	


��������	��
��

�成人講座開催事業
　エアロビクス教室、英会話教室などの開催。

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 16万円

�元気なはぼろ����

�成人式開催事業 19万円�いちい大学開設事業
　シニア世代に学習・交流の場を提供します。

36万円

�文化公演事業
　桂歌丸・三遊亭楽太郎落語公演を開催し、芸術文
化への関心を高めます。

196万円

�芸術劇場開催事業
　天売、焼尻で各１回開催します。

83万円
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�町民芸術祭開催事業 68万円

�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 �焼尻小中学校120周年記念事業
　記念式典の挙行。記念誌の発行。

30万円

�郷土資料館補修事業
　羽幌町郷土資料館、焼尻郷土資料館の補修。

105万円

�文化賞・体育賞顕彰事業 32万円

�無形文化財保存継承事業
　こきりこ唄保存会の南砺市平地区訪問を支援。

155万円
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�姉妹都市「石川県内灘町」交流事業
　文化作品の交流・スポーツをとおして、相互の交
流と絆を深めます。

99万円�姉妹都市交流事業
　友好町村締結30周年を記念して南砺市平地区を
訪問し、交流を深めます。

181万円
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�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。

64万円�町民スキー場リフト整備・維持管理事業 279万円

�オロロンライン全道マラソン大会開催事業 64万円

�町民健康フェスティバル開催事業
　町民の体力づくりのため玉入れ大会を行います。

27万円

�オロロンウィンターフェスティバル開催事業 148万円

�町民スキー場びゅーまつり開催事業 18万円

�体育協会との連携・支援事業 138万円

�天売・焼尻島民大運動会支援事業 13万円

�おろちゃんマラソン大会開催事業 71万円
�体育施設用器具等購入事業
　卓球台、バッティングマシーンを購入します。

98万円

�学校体育施設開放事業
　羽幌小学校のプールを開放します。

83万円

�スポーツ公園整備事業（野球場）
　フェンスを整備します。

127万円

�卓球大会・卓球教室開催事業 29万円

�各種スポーツ教室開催事業 63万円

�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
　全道大会参加などの活動を支援します。

6万円
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189万円

�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 �事務改善環境整備事業
　パソコン・ディスプレイを更新します。

156万円

�住民基本台帳ネットワークシステム事業 92万円
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�国政・地方等選挙執行事業

　衆議院議員、土地改良区選挙。

1,138万円
（道費：1,023万円）

�庁舎整備事業
　屋上の防水改修などを行います。

1,565万円

�焼尻研修センター改修事業
　照明スイッチを増設します。

8万円

�天売研修センター体育集会室床下補修事業
19万円

�天売支所庁舎補修事業
　屋根の修繕と庁舎入口に手すりを設置。

25万円
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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。
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�国際交流支援事業　 25万円
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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。
（補助対象経費の2/3以内で、限度額は原則100万円）

100万円
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�広報「はぼろ」作成事業 237万円

�町勢要覧資料編作成事業
　羽幌町の最新データにより、500部作成します。

10万円
（人づくり事業基金：100万円）


