
総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
一般管理費 ○ 1,712 1,712

○ 4,423 4,423 債務負担行為限度額

Ｈ23～Ｈ26
4,200千円

○ 3,990 3,990

○ 350 350

支所費 ○ 163 163ウトロ地区公共施
設維持管理事業
費

IT資産管理システム等導入事業

　ハードウェア、ソフトウェアの一元管理移行に伴
い、PC基本情報や業務アプリケーション情報など
の自動取得及び台帳作成による情報資産の適正
管理、OSやオフィスの緊急性の高いセキュリティ
パッチ等のプログラムの遠隔インストールなどを行
い、情報セキュリティ対策の強化を図る。

目　別

日の出地区建物解体事業

庁内LANパソコン等整備事業

　ハードウェアの故障等による業務の混乱、停止
を防ぎ、情報資産の一元管理によるセキュリティ
対策の強化を図るため、統一仕様により庁内ＬＡ
Ｎパソコン及びソフトウェアを計画的に整備し、効
率的かつ安定的に業務を遂行できる環境の整備
を図る。
　H22整備内容　　PC36台
　統合ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾌﾄ、PDF作成、その他ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｿﾌﾄ一式

一般管理事業費

事  業　費　名

行政事務
OA化システ
ム推進費

行政事務OA化シ
ステム推進事業
費

備　考
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

予算額

　寄贈を受けた日の出地区山林の焼失した家屋
の撤去費用。

事　業　名　及　び　事　業　概　要
新・継区分

不用パソコン等廃棄業務委託事業

　新PC導入等に伴い不用となるパソコン及び周
辺機器について、斜里町情報セキュリティポリ
シーに則り、外部業者に一括廃棄処分を委託す
る。
　・廃棄機器　ﾊﾟｿｺﾝ、HDD、ﾌﾟﾘﾝﾀ等の周辺機器

ペレケ公園維持管理事業

　平成22年度から使用開始されるペレケ公園の
適正な維持管理を図るための経費。

    6　　主要な施策の内容
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総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

財政管理費 ○ 531 531

○ 850 850

○ 1,407 1,407

○ 2,200 1,100 1,100

(辺地債）

○ 2,021 200 1,821

(助成金）

公共施設石綿含有率分析調査委託事業

まちづくり基本条例策定事業

　町民主体のまちづくりの実践を図るため、「まち
づくり基本条例」の策定に向けた取り組みを行う。
平成22年度は、引き続き策定の意義について理
解を深めるとともに、町民主体で構成する素案検
討組織を設置し、条例づくりを本格化させる。

企画費 行政調査研究事
業費

　平成19年度にアスベスト含有量調査を実施して
いるが、その後、トレモライト・アクノチノライト・アン
ソフィライトの3種類の分析調査が必要となったこ
とにより、対象となる9施設10箇所に関して、含有
量の有無を確認するための分析調査を実施す
る。

財産管理費

財政管理事業費

　平成15年10月の消防用設備点検基準改正に
伴い、設置した日から10年を経過した配管は、3
年に1回耐圧検査を必要とすることから、本年度
は「かえで東団地　9棟」の耐圧性能試験を実施
する。
　・かえで東団地9棟　計9箇所

ウトロ高原団地地上デジタル放送導入共聴アンテ
ナ整備事業

　2011年7月から地上デジタル放送が開始される
ため、ウトロ高原団地の共聴アンテナを地上デジ
タル放送に対応できるように整備する。

町有財産管理事
業費

町営住宅管理事
業費

　総務省より定められた新地方公会計財務書類
の公開に向け、公有財産の資産管理を行うため
システム導入を行う。

連結送水管耐圧性能試験点検委託事業

公会計財務書類整備事業
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総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 2,240 2,200 40

(助成金）

○ 1,654 1,654

○ 662 662

○ 200 200

○ 7,793 7,793まちづくり支
援事業費

まちづくり１％支
援事業費

まちづくり１％支援事業

　魅力ある協働のまちづくりをめざして、住民自ら
の企画提案により実施する公益性の高い事業に
対し、町民の審査により、個人町民税の１％相当
額を上限として補助金を交付する。

住民活動振興事
業費

住民活動推
進費

地域防災対策事
業費

中斜里百周年記念助成事業

　中斜里地区が百周年をむかえるにあたり実施す
る各種記念事業のうち、「記念誌」の制作事業に
対して助成金を交付し、地域住民の連帯感の高
揚と地域活動の円滑な運営を支援する。

［助成対象団体］ 中斜里百周年記念事業協賛会

防災対策費

北網地域活性化協議会事業

企画費 地域づくり推進事
業費

　平成21年3月に北網地域の2市8町（網走市、北
見市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水
町、訓子府町、置戸町、大空町）で観光振興を中
心とした北網地域の活性化を目的に設立された
「北網地域活性化協議会」が行う平成22年度事
業の負担金。

コミュニティ備品整備助成事業

　地域行事等で使用頻度の高い長机と折りたた
みイスについて、（財）自治総合センターのコミュ
ニティ助成を受け整備する。

広域行政運営事
業費

　町内6箇所（市街地、三井、以久科、中斜里、峰
浜、ウトロ）の防災倉庫内に備蓄している災害備
蓄品のうち、特に冬季災害を想定したときに必要
となる毛布、ストーブを計画的に整備する。

冬季災害対策備蓄品整備事業
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総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 2,120 2,000 120

○ 6,670 3,000 3,670

○ 2,500 2,000 500
（基金）

○ 1,900 1,000 900
（基金）

○ 7,000 5,000 2,000

（基金）

○ 800 800

消費者対策
費

　ヒグマの保護管理をすすめ、人間との事故を未
然に防ぐために、出没時の対応や事前の注意呼
びかけを行う。

　住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、
設置経費に対して補助金（1kwあたり7万円）を交
付する。

ヒグマ管理対策事業

　農地へのヒグマ出没が増加傾向にある現状を踏
まえ、農作物被害や農業従事者の精神的不安を
軽減するため、ヒグマ駆除出動体制の強化を図
る。

国立公園内自動車利用適正化対策事業

自然環境保護管理対策事業

有害鳥獣捕獲事業

　国立公園内の利用集中に伴う自然への影響を
緩和するため、一定期間の自動車乗り入れを規
制し、シャトルバスを運行する。

　傷病鳥獣の保護や国立公園・国定公園・道立
自然公園などの自然保護地域における保護管理
活動を行う。

資源エネル
ギー対策費

住宅用太陽光発
電システム設置補
助事業費

自然保護対
策費

自然保護対策事
業費

自然環境保護管
理対策事業費

住宅用太陽光発電システム設置補助事業

消費者生活支援
事業費

消費者生活支援事業

　「北海道消費者行政活性化事業」を活用し、相
談員等のレベルアップを図るための研修会への
参加や専門講師による講演会を開催し、町内消
費者の安全で安心な消費生活の実現を推進す
る。
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総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 7,000 7,000 債務負担行為限度額

Ｈ23～Ｈ24
14,000千円

○ 2,950 1,475 1,475
（使用料）

○ 4,422 2,614 1,200 214 394
（公有林整備
事業債）

（財産売払収
入）

○ 6,984 6,984

○ 1,359 1,359

○ 3,914 3,914

○ 3,324 3,324
緊急雇用創出事業④
　　（河川草刈業務等委託事業）

　河川を含む排水路全体の適切な維持管理を行
うことで流下能力の確保や病害虫発生の抑制、
周辺環境の保持とともに、雇用の創出を図る。

緊急雇用創出事業③
　　（道路現況調査業務委託事業）

知床五湖仮設レストハウス設置事業

　知床五湖園地での休憩機能、売店機能確保の
ため、新施設工事着工までの間、仮設の五湖レス
トハウスを設置する。

　知床自然センターダイナビジョン映像のデジタ
ル化に伴い、映写機器の借上を行う。

緊急雇用創
出事業費

緊急雇用創出事
業費

緊急雇用創出事業②
　　（公共空地等環境整備業務委託事業）

　公共空地の日常作業では、保持できない沿道
等の維持管理を行うことで雇用の創出を図る。

　公園等に設置されている遊具を快適に利用で
きるように遊具の再塗装・防腐処理作業を行うこと
で雇用の創出を図る。

緊急雇用創出事業①
　　（公園環境整備業務委託事業）

　道路の維持補修を計画的にを行うために、現況
調査を実施し、管理台帳を作成するとともに雇用
の創出を図る

国立公園内園地
管理事業費

知床自然センター映写機器借上事業

　多種多様な公益的機能を発揮するため補助事
業を活用し適正施業を実施する。

町有林整備事業町有林管理
費

町有林整備事業
費

国立公園内
園地管理費
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総務費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 4,362 4,362

○ 549 549戸籍住民登
録費

戸籍住民登録一
般事業費

賦課徴収費 賦課事業費

　公的個人認証鍵ペア生成装置周辺機器の更新
を行う。

標準宅地鑑定評価委託事業

　3年に一度の評価替え（平成24年度）に則った
固定資産（土地）の適正な評価のため、標準宅地
62地点の不動産鑑定士による鑑定評価を実施す
る。

公的個人認証サービス業務用装置購入事業
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民生費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 680 680
(基金）

○ 5,783 5,783

○ 129,520 129,520

○ 735 735

○ 1,771 830 941

子ども手当支給事業

　国で新たな子育て支援策を強力に推進す
るため、「子ども手当」が新設され、15歳以下
(中学校修了)の子ども一人当たり年額２６万
円のうち、平成２２年度は1/2の13万円を支給
する。

児童育成費 仲よしクラブ通年化事業

　中斜里・ウトロ仲よしクラブについて、平成２
２年度から11ヶ月間の開所を実施することに
より子育て支援の充実を図る。

へき地保育所管
理運営事業費

へき地保育所園庭遊具整備事業（以久科）

　経年劣化により撤去した園庭遊具について
補充整備をする。

仲よしクラブ運営
事業費

へき地保育
所費

デイサービス運営
助成事業費

ふれあいネット
ワーク活動推進事
業費

老人福祉費

児童福祉管
理費

子ども手当て支給
事業費

目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要事  業　費　名 備　考
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

予算額
新・継区分

　事業開始から15年経過し、事業主体の社
会福祉協議会で事業内容を見直し、さらに地
域住民の参加協力による要援護高齢者や障
がい者が安心して暮らせる地域づくりを促進
していくための事業として支援を行う。

　ウトロデイサービス事業の民間移行に伴い、
収支不均衡分について、事業者責任におい
て補えない分を補助する。

ふれあいネットワーク推進助成拡充事業

ウトロデイサービス事業運営費助成事業
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衛生費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 400,350 400,350

54,955 千円

11,873

43,082

187,890 千円

52,771

135,119

62,005 千円

1/2 0

2/3 46,285

2/3 15,720

95,500 千円

79,589

3,232

12,329

350

合計 400,350 千円

○ 998 998

○ 7,662 1,018 550 6,094

(貸付金元利
収入）

事  業　費　名目　別

環境衛生費 環境衛生施設維
持管理事業費

オホーツク斎場1号炉火葬台車耐火物更新事業

合併処理浄化槽
設置整備事業費

　浄化槽整備地区へ変更した中斜里地区につい
て、住宅の浄化槽設置に係る経費に補助金を交
付する。また、特例措置として補助金額の上乗せを
講ずる。

*一般会計負担金等交付要綱による。

中斜里地域合併浄化槽設置整備事業

　・企業債元金償還金

　・企業債利子償還金

④特別補助

　・医師確保経費

　オホーツク斎場1号火葬炉の火葬台車耐火物の
劣化が激しいため、更新する。

　・高度特殊医療経費

　・不採算医療経費

③建設改良経費

　・建設改良費

　・共済費追加費用

　・研究研修費

　・交通費助成金

備　考
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

①不適当経費

予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要
新・継区分

病院事業会計繰出事業

　・保健予防行政経費

　・救急指定経費

②困難経費

保健衛生管
理費

病院事業会計繰
出事業費
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衛生費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名目　別 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 1,880 939 941

○ 414 414

○ 5,667 2,833 2,834

○ 510 510

○ 2,000 2,000

女性特有のがん検診推進事業保健対策推
進事業費

成人保健事業費

　健康増進法により実施する子宮がん・乳がん検
診について、特定年齢の女性に対して受診勧奨を
行うことにより、がんの早期発見・早期治療とともに
正しい健康意識の普及・啓発を行い、健康の保持
増進を図る。

子宮頸がんワクチン接種事業

妊婦健康診査推進事業

　妊娠中の母胎の異常を早期に発見し治療するた
め、平成21年から妊婦健康診査を14回に拡充して
いるが、安心安全な妊娠期と出産の確保を図るた
め継続実施する。

斜里町乳がん検診推進事業

　健康増進法による乳がん検診は40歳以上が対象
で、検診希望者が定員を上回るため、未受診者対
策を行うとともに、対象者を２０歳以上の若年層にも
拡大し、がんの早期発見・早期治療と健康の保持
増進を図るため、町独自の乳がん検診事業を実施
する。

予防費 感染症予防事業
費

肺炎球菌ワクチン接種事業

　高齢者がインフルエンザに感染すると肺炎を併
発して重症化することがあり、その原因が肺炎球菌
によるものが多いと言われているので、高齢者の肺
炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成して重症化
の予防を図る。

母子保健対策事
業費

母子保健対
策費

　国内においては、平成21年12月からワクチン接
種が始まっているが、斜里町においても旭川医科
大学産婦人科医師の協力・指導の下、中学生を対
象にした正しい知識の健康教育を行いながら、ワク
チン接種による子宮頸がんの予防を図るとともに、
将来の少子化対策にもつながる事業として取り組
む。
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衛生費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名目　別 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 800 800

○ 786 786

○ 3,200 3,200

○ 284 284 債務負担行為限度額

Ｈ23～Ｈ28
21,192千円

○ 914 914

○ 2,018 2,018

○ 33,695 11,200 20,200 2,295
（一般廃棄物
処理事業債）

新一般廃棄
物処理施設
整備事業費

新一般廃棄物処
理施設整備事業
費

　清掃センターの破砕処理施設において、不具合
箇所を速やかに発見するため、２ヶ月に１度メー
カーによる点検を実施する。

終処分場引抜管等清掃事業

　以久科 終処分場の排水引き抜き管が、残留物
により狭くなっており、処理に支障が出ているため、
一年毎に実施している汚泥引き抜き管の清掃にあ
わせて実施する。

水処理機器更新事業

　 終処分場における水処理機器のうち、凝集沈
殿槽汚泥掻寄機、凝集槽攪拌機、混合層攪拌機
器等を更新する。

終処分場実施設計事業

　 終処分場（埋立地・外構）に係る実施設計業務
委託。

廃棄物処理施設
維持管理事業費

粗大ゴミ破砕機修繕事業

　H17年度に導入した破砕ゴミ処理機の破砕刃が
摩耗し、処理に支障を来しているため、取り外し交
換する。

　 終処分場の形成作業に不可欠な整地ブル
ドーザの更新を図る。

破砕処理施設点検事業

じん芥処理
費

廃棄物処理事業
費

清掃センター周辺環境巡視事業

　清掃センターが稼働していることによる周辺農地
でのカラス被害が年々増加の傾向にあり、農地へ
のごみの拡散もある事から、電子防鳥機の設置や
巡視員を配置する。

清掃センターブルドーザ購入事業
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衛生費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名目　別 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 14,553 2,100 3,800 8,653 H22～Ｈ23継続事業

（一般廃棄物
処理事業債）

○ 281,800 65,700 181,800 34,300 H22～Ｈ23継続事業

（一般廃棄物
処理事業債）

○ 163,738 43,500 103,200 17,038 H22～Ｈ23継続事業

（一般廃棄物
処理事業債）

○ 800 800

○ 2,900 2,900

○ 1,871 1,871

　　（処分場　 86,338千円　水処理　  77,400千円）

　　・H23事業費　　　654,952千円

新一般廃棄
物処理施設
整備事業費

新一般廃棄物処
理施設整備事業
費

終処分場建設事業

　　・H22事業費　　14,553千円

　　・H23事業費　　22,544千円

　一般ごみ資源化施設（高温高圧処理施設）に係
る建設工事。

電気設備整備事業

　新一般廃棄物処理施設への電力受給のための
工事負担金。

施工監理事業

　一般ごみ資源化施設・ 終処分場・浸出水処理
施設に係る施工監理業務委託。

一般廃棄物処理施設整備事業

一般ごみ資源化施設建設事業

　　・H22事業費　163,738千円

　　（処分場　345,352千円　水処理　309,600千円）

用地取得事業

　国道２４４号線から新一般廃棄物処理施設建設
予定地までの取付道路用地取得費。

　　・H22事業費　　 　281,800千円

　　・Ｈ23事業費　　1,127,200千円

　 終処分場(埋立地・外構）及び浸出水処理施設
に係る建設工事。

　設置届出事務等一般事務費、建設予定地住民
による視察調査等に要する経費。
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農林水産業費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 5,000 5,000

○ 19,500 13,000 6,500

○ 14,000 14,000 債務負担行為限度額

～Ｈ31
140,000千円

（H21年度3月補正）

○ 1,988 1,988

○ 573 573農村集落セ
ンター維持
管理費

備　考
新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

斜里町土づくり対策推進事業

  クリーン農業を推進するため、平成３年度から緑
肥種子代の一部を助成している。道事業による緑
肥対策はＨ18年度をもって廃止となり、町・農協
の単独助成で実施している。肥料高騰対策とし
て、事業量・種子単価の増への対応、負担率の
1/6を継続し、施肥体系の転換と農家の負担軽減
を図る。

事  業　費　名

農村集落セン
ター維持管理事
業費

鳥獣害防止総合対策事業

　水田・畑作経営所得安定対策に対応した「新た
な地域畑作農業」を確立するため、地域における
低投入型経営システムの確立などの実証圃の設
置により、持続的・安定的な畑作農業の展開を図
る。

畑作等緊急構造対策支援事業

　JA斜里町が取り組む中斜里澱粉工場の排水処
理施設増設事業に対し、産業の振興と環境対策
の観点から支援を行う。

集落センター備品整備事業（以久科）

　経年劣化により老朽化している施設備品の整備
を実施する。
　　H22整備内容　防炎カーテン・絨毯他

目　別

  鳥獣被害防止特措法により策定した被害防止
計画に基づいて、農作物の被害を軽減するた
め、既存のシカ柵の再整備（木製支柱の鋼製化・
一部電牧化）事業を実施する協議会に助成を行
なう。
　単年度事業費　26,000千円×50%補助残×
1/2=6500千円（3年計画2年次目）
　道補助金　26,000千円×50％＝13,000千円

事　業　名　及　び　事　業　概　要

新たな地域畑作農業確立支援事業

農業振興費 農業振興事業費

強い農業づ
くり事業費

新たな地域畑作
農業確立支援事
業費

鳥獣害防止総合
対策事業費

畑作等緊急構造
対策支援事業費

30



農林水産業費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
備　考

新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

事  業　費　名目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要

○ 5,109 2,702 1,203 1,204

(分担金）

○ 3,691 1,807 565 1,319

(分担金）

○ 9,244 1,943 7,301

1,806
(分担金）

　137
(雑入）

○ 74,423 15,000 48,400 11,023
5,100

（一般公共）
9,900

（財源対策債）

32,580
(分担金）
15,820
(雑入)

○ 11,836 3,221 8,615

○ 5,000 3,750 1,250

右岸排水機場管
理事業費

斜網地区維持管
理事業費

林業振興費 民有林振興事業
費

美咲排水機場管
理事業費

基幹水利施
設管理事業
費

道営農業農村整
備事業費

道営農業農
村整備事業
費

　斜里右岸排水機場の維持管理を、団体営土地
改良事業（基幹水利施設維持管理事業）により行
い、施設運営経費の負担軽減を図る。

道営農業農村整備事業

右岸排水機場管理事業

　緑ダム・頭首工等畑かん施設を1市4町により共
同管理する。維持管理にかかる負担は、基幹水
利施設維持管理事業を用いて軽減を図る。

　美咲排水機場の維持管理を、団体営土地改良
事業（基幹水利施設維持管理事業）により行い、
施設運営経費の負担軽減を図る。

斜里町森林整備推進事業

　斜里地区、斜里美咲地区、斜里三井地区の圃
場整備（暗渠排水・区画整理・土層改良）、用水
路整備を行い、農業経営基盤の安定・強化を図
る。　また、持続的農業・農村づくり特別対策事業
を活用し、地元負担の軽減を図る。

斜網地区維持管理事業

美咲排水機場管理事業

森林整備地域活動支援交付金事業

　森林整備を促進するため作業道の整備、境界
の明確化等に対する交付金事業を実施する。
　（国1/2道1/4町1/4)

　森林施業を行う民有林所有者に対し町要綱に
基づき助成し、負担軽減を図る。
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農林水産業費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
備　考

新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

事  業　費　名目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要

○ 5,000 5,000

○ 300 300

○ 120 120

○ 525 525

○ 6,800 6,800さけ・ますふ
化事業費

さけ・ますふ化事
業費

水産振興対策事
業費

水産振興費

漁港管理費 漁港環境事業費

林業振興費 民有林振興事業
費

　さけます地場資源増大への増殖振興対策とし
て、協力会事業に対し1,000万円を限度に助成す
る。

　森林整備を促進するための森林被害の確認に
対する交付金事業を実施する。（国10/10)

森林整備地域活動支援交付金事業（拡充分）

浅海資源増養殖試験事業

　浅海資源増大対策としてナマコ生態分布・ウニ
分布、エビの分布調査を両漁協で実施。

船揚場環境整備事業

　船揚場内の大型ゴミ（タイヤ、廃材、鉄筋等）、
各種プラスチック類を処理し環境美化に努める。

斜里町さけます増殖協力会助成事業

　長期低利への借換資金に対する利子補給
　（道0.23%　信漁連0.69%　町1.0%以内）

漁業経営健全化促進資金利子補給事業
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商工費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 2,250 2,250

○ 9,500 9,500

○ 807 807

○ 13,250 13,250

○ 3,000 3,000

○ 3,000 3,000

○ 3,874 2,600 1,274

商工振興費 商工業振興対策
事業費

地場産品振興対
策事業費

知床しゃりブラン
ド推進事業費

商工会助成金（プレミアム付商品券等発行事業）

　低迷する町内経済の活性化のために商工会
が行う、プレミアム付商品券等発行事業に対し
助成する。

商工会助成金（地域振興事業分）

　消費者サービス、町内消費拡大を図るためオ
ホーツクカードのポイントアップ事業を支援する
商工会地域振興事業に対し助成する。

しれとこ産業まつり助成事業

地場産品振
興対策費

知床しゃりブランド推進事業

　斜里町の優れた商品を知床しゃりブランド認証
品として、広く全国に発信し、地域産業の振興と
地域の活性化を図るため、知床しゃりブランド運
営委員会に助成を行う。

　産業まつりの開催に助成することにより、地場
産業のＰＲと産業振興に寄与する。

ウトロ温泉街組合街路灯設置助成事業

　ウトロ温泉街の環境美化、夜間集客及び安全
対策のため、街路灯設置事業に対し助成する。

地場産業活性化チャレンジ事業

　地場産品の研究開発、販売促進や消費拡大
につながる事業を行う個人及び企業等に対し助
成し、地場産業及び地域経済の活性化を図る。

住宅リフォーム促進補助事業

　住宅のリフォームに要する費用の一部を補助
することにより、住宅の安全性、耐久性及び居住
性の向上を図り、居住環境の整備並びに町内
建設業の振興及び促進、地域経済活性化を図
る。

目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要事  業　費　名 備　考
新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
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商工費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要事  業　費　名 備　考

新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

○ 1,925 1,925

○ 13,000 13,000

○ 4,872 4,800 72
（辺地債）

○ 4,148 3,100 1,048
（地域活性化
事業債）

○ 4,646 4,646 債務負担行為限度額

Ｈ23 2,544千円

○ 2,000 2,000

イベント助成事業
費

観光イベント等支援事業

オロンコ岩駐車場整備事業

　オロンコ岩散策路の登口駐車場を改修し、観
光施設としての利便性を向上させる。

観光費 観光振興開発事
業費

世界自然遺産登録５周年・知床旅情誕生50周年
記念事業

　世界自然遺産登録５周年・知床旅情誕生50周
年の各種関連記念事業及び首都圏での関連事
業に併せた羅臼町との合同観光物産展等を行
う。

　観光協会単独事業として行われているイベント
並びに知床観光圏整備事業等、各種事業を総
合的に支援し、観光振興を図る。

観光施設維持管
理整備事業費

オシンコシンの滝観覧施設階段整備事業

　オシンコシンの滝観覧施設の階段にインター
ロッキングブロックを敷設し、快適かつ安全な観
光施設を目指す。

ウナベツスキー場索道施設整備事業

　ウナベツスキー場索道施設の減速機のオー
バーホールをし、施設の長寿命化に資する。

　ウナベツ温泉の湯量・湯温低下の原因を調査
し、温泉の長寿命化及び休養村管理センターに
おける、今後の利用のあり方の基礎資料とする。

ウナベツ温泉資源調査事業
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土木費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 2,000 2,000

○ 28,000 17,000 10,400 600
（辺地債）

○ 2,500 2,500

○ 2,700 2,700

○ 3,000 3,000

○ 19,000 14,200 4,800

（一般単独事
業債）

○ 1,502 1,502

○ 1,785 1,785

道路橋梁維
持費

市街地幹線道路管渠清掃委託事業

目　別

　交付金を活用する道路整備事業に伴う概
略調査
設計　　L=2,100ｍ

道路新設改
良費

道路改築事業費

事  業　費　名

土木管理費 土木管理事業費

道路維持管理事
業費

　道道美咲斜里停車場線に連絡する町道の
道道への昇格に伴う調査事業
　町道名：美咲大栄１号道路、大栄１号道路

備　考

三井６線道路概略調査設計事業

　交付金を活用する道路整備事業に伴う概
略調査
設計　　L=1,620ｍ

羅萠道路概略調査設計事業

河川（排水路）浚渫床下げ事業

　農業の事業で整備されてた河川の機能保
持のための浚渫床下げを行う。
　・３河川　1排水路

　町道の雨水を適正に処理し民地浸水を防
ぐためのポンプ・浸透桝の設置

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

港西町地区環境整備事業

予算額
新・継区分

事　業　名　及　び　事　業　概　要

　旧ウエンベツ河川敷の環境整備
　　　全体事業費　Ｃ＝33,000千円
　　　事 業 期 間　Ｈ20～Ｈ22

道道昇格業務委託事業

土木車両維持管
理事業費

建設機械更新事業

　除排雪業務に使用する機械の更新
　　・除雪専用トラック７ｔ

本町西２丁目通他雨水対策事業

　幹線管渠の埋塞土砂等の除去・清掃
　　　Ｌ＝１．５㎞

35



土木費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額

新・継区分

事　業　名　及　び　事　業　概　要

○ 48,892 28,000 19,000 1,892

（地方道路整
備事業債）

○ 28,900 17,000 10,700 1,200

（地方道路整
備事業債）

○ 20,300 18,000 2,300
（地方道路整
備事業債）

○ 4,870 1,870 3,000

○ 4,250 4,250

○ 1,050 1,050

河川管理費 河川管理事業費

公園広場管
理費

都市公園整備事
業費

道路新設改
良費

高圧電気設備更新事業

地域活力基盤創
造交付金事業費

中斜里８号道路整備事業

　交付金事業による道路改良
　　全体事業費　Ｃ＝120,000千円
　　全 体 延 長　Ｌ＝600ｍ
　　事 業 期 間　Ｈ21～Ｈ23

ホクレン基線道路整備事業

　道路利用者の快適性、安全性、環境の向
上を図るため町道未改良道路を改修補修
し、周辺の環境整備を促進する。
　　全体事業費　Ｃ＝80,000千円
　　全 体 延 長　 Ｌ＝550ｍ
　　事 業 期 間　 Ｈ22～Ｈ24

長寿命化修繕計
画策定事業費

橋梁長寿命化修繕計画策定事業

　今後、老朽化する道路橋の急速な増大に
対応するため、従来の事後的対応な修繕・架
換えから予防的な修繕及び計画的な架換え
と政策転換を図るための計画策定である。
　・橋長が15ｍ以上ある、33橋の点検

中斜里西１・２条道路整備事業

道路利用者の快適性、安全性、環境の向上
を図るため町道未改良道路を改修補修し、
周辺の環境整備を促進する。
　　全体事業費　Ｃ＝20,300千円
　　全 体 延 長　 Ｌ＝90×２路線
　　事 業 期 間　 Ｈ22

地方特定道路整
備事業費

秋の川東４線排水ポンプ設置事業

　北海道の河川改修に合わせて事業を実施
する樋門のポンプ設置　　φ200　１基

　老朽化による町民公園の高圧開閉器（電気
引込）の取替
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土木費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
目　別 事  業　費　名 備　考

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
予算額

新・継区分

事　業　名　及　び　事　業　概　要

○ 4,120 1,870 2,250

○ 900 900

(基金）

○ 1,500 1,500
（負担金）

○ 71,951 14,200 37,300 3,816 16,635

(まちづくり交
付金事業債）

2,000
(基金）
1,816

（財産貸付収入）

○ 50,000 47,500 2,500

（地方道路整
備事業債）

○ 1,050 405 645

土地区画整理事
業費

公園広場管
理費

公園施設長寿命
化計画策定事業
費

まちなみ整備推
進費

住宅管理費 住宅施策推進事
業費

市街地整備
推進費

地方道路等
整備事業費

地方道路整備事
業費

ウトロ市街地再開
発事業費

まちなみ整備推進事業

　住宅の耐震改修工事に要する費用の一部
を補助することにより、耐震改修の促進を図り
地震発生時の住宅の倒壊等による被害を防
止する。

　ウトロ地区の案内看板の再整備

公園施設長寿命化計画策定事業

　今後、施設の老朽化が進展することが予想
されるため、公園利用者の安全・安心及び将
来の改築に係るコストの低減を図らすために
都市公園の点検及び修繕計画の策定業務を
おこなう。
　・都市公園　10カ所

案内看板再整備事業

住宅耐震改修補助事業

地方道路整備事業

　道路利用者の快適性、安全性、環境の向
上を図るため町道未改良道路を改修補修
し、周辺の環境整備を促進する。
[斜里小学校北５丁目通、望岳４丁目通、文
光４条通、豊倉国道西１丁目通、光陽中央７・
８条通、鉄南東１条通]

清算金交付事業

　斜里中央土地区画整理事業における換地
処分にあたり面積精査による清算金交付に
要する経費

　まちづくり交付金を活用した「都市再生整備
計画」の推進に要する経費
　①まちなみ景観整備
　②交差点改良整備
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消防費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 1,127 1,127

○ 404 180 224

（助成金）

○ 72 72

○ 461 461

○ 41 41 斜里地区消防組合

債務負担行為限度額
Ｈ23～Ｈ26
2,991千円

○ 11,210 11,210 斜里地区消防組合

債務負担行為限度額
Ｈ23～Ｈ26
17,712千円

○ 1,227 1,227

○ 1,155 1,155

まとい振り研修事業

　市街地整備事業と連動する町交差点改良工事
に伴う消防施設の移設と保持。

防火水槽配管移設事業

消火栓取替事業

　水道管交換工事に併せ、老朽化の著しい消火
栓3基の取替交換を行い、消防水利の充実を図
る。

　気管挿管認定講習救命士の3年毎の再講習を
受け、技術の維持・向上と救命率の向上を図る。

　消防車両安全基準により、配備後、10年を経過
する車両のオーバーホールを行い、初期の機能
及び安全性の確保を図る。

はしご付き消防自動車重整備事業

目　別

消防費

　弘前まとい振り技法の伝授を受け、斜里町と弘
前市との友好を深め、更に消防団相互の連携の
充実を図る。

消防団員活動服購入事業

　消防団員服制基準の改正により新基準の活動
服に更新することにより、組合内被服が統一さ
れ、団員の士気高揚を図る。

非常備消防費負
担金

予算額

　新規採用職員1名に対する基礎教育の受講と被
服等の貸与を行い、消防吏員の養成を行う。

新・継区分

事  業　費　名

常備消防費負担
金

消防施設費負担
金

備　考

気管挿管再認定講習事業

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
事　業　名　及　び　事　業　概　要

新規採用職員研修等事業

薬剤投与課程入校及び薬剤投与追加講習事業

　救急救命士が行うことができる処置の拡大によ
り、専門教育を受講し、資格取得を図る。
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教育費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 1,300 1,300

○ 820 820

○ 320 320

○ 3,140 3,140

○ 9,174 9,174

○ 3,670 3,670

事務局費 事務局運営事業
費

学校管理費 学校管理事業費

財産管理費 教育財産管理事
業費

義務教育振
興費

　斜里町唯一の高校である斜里高等学校を支援
する事を目的とし、「生徒募集」および「特色ある
学校づくり」に関する諸事業に取り組む「斜里高
等学校振興会」の活動に対し助成する。

斜里高等学校振興会助成事業

　学校公開研修会を通して、教員の指導技術の
向上と意識涵養を図り、学校の教育力を高める。

事  業　費　名

学校行事・団体支
援事業費

基礎学力向上対策事業
（学校公開研修会開催助成事業）

予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要

斜里高等学校間口維持対策通学費助成事業

　斜里高等学校間口対策支援のため町外から通
う生徒を対象に通学費の一部を助成する。
［助成率：距離数に応じた燃料費の1/3］

目　別

　中学校で普通学級に在籍する特別支援（生活
支援）の必要な対象生徒の増加に伴い、特別支
援員１名を増員する。
　・H21　ウトロ中１名
　・H22　斜里中１名、ウトロ中１名

備　考
新・継区分 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

ウトロ教員住宅補修事業

　ウトロ小中学校の教員住宅アパート（H3築・木
造）は、屋根の構造的問題から雨漏りが多発して
いることから、屋根の全面張替えと腐食が見られ
る壁面の改修を実施する。

小学校特別支援員配置事業

中学校特別支援員配置事業

　小学校で普通学級に在籍する特別支援（生活
支援）の必要な対象児童の増加に伴い、特別支
援員１名を増員する。
　・H21　斜里小２名、朝日小１名、川上小１名
　・H22　斜里小２名、朝日小１名、峰浜小１名、
　　　　　 ウトロ小１名
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教育費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名 予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要目　別 備　考

新・継区分 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

○ 3,865 3,865

○ 1,933 1,933

○ 170 170

○ 257 257

○ 38,600 7,900 27,500 3,200

(学校教育施
設等整備事
業債）

○ 1,185 1,183 2

学校管理費 学校管理事業費

学校支援地域本部事業社会教育管
理費

社会教育一般事
業費

　中学校の各教科において基礎学力の定着を目
指し、少人数指導や習熟度別指導などを行う支
援講師を配置する。（斜里中１名）

基礎学力向上対策事業
（小学校図書購入事業）

斜里中学校大規
模改修事業費

　耐震診断に基づく斜里中学校（校舎、屋体）耐
震補強等の工事のために、実施設計を行う。

斜里中学校耐震補強改修事業中学校大規
模改修事業
費

　学力の基本である読解力の向上を目指し、図書
を活用した学習や読書週間を身につけることを目
的に、学校図書整備により基礎学力の向上を図
る。

　文科省3年間の委託事業で、H20･21は学校へ
のボランティア（読み聞かせ）養成講座を実施して
きたが、H22は一歩進めて、「コーディネーター」
を1名配置し、読み聞かせ活動を足掛かりに、学
校側の需要と地域人材の調査など、今後の学校
と地域の連携に向けた準備活動に取り組む。

基礎学力向上対策事業
（小学校教育活動支援講師配置事業）

　小学校で各教科において基礎学力の定着を目
指し、少人数指導や習熟度別指導などを行う支
援講師を配置する。（斜里小１名、朝日小１名）

基礎学力向上対策事業
（中学校教育活動支援講師配置事業）

　学力の基本である読解力の向上を目指し、図書
を活用した学習や読書週間を身につけることを目
的に、学校図書整備により基礎学力の向上を図
る。

基礎学力向上対策事業
（中学校図書購入事業）
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教育費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名 予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要目　別 備　考

新・継区分 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

○ 3,192 3,192

○ 1,735 1,735

○ 1,993 1,993

○ 300 300

○ 5,948 5,948

○ 10,710 10,710

○ 12,956 12,956

出版物刊行事業
費

道営畑総緊
急発掘調査
費

道営畑総緊急発
掘調査事業費

公民館費 公民館維持管理
事業費

舞台機構更新事業（文化ホール反響板ワイヤー）

博物館費

　2005年の世界自然遺産登録に合わせて刊行し
た知床の自然に関するデータブックを、内容追加
更新し、2010年版として刊行する。

ポンシュマトカリペツ1遺跡緊急発掘調査事業

　道営畑総事業に伴うポンシュマトカリペツ1遺跡
の発掘調査（690㎡）を道の委託により実施する。

　経年劣化により老朽化している施設備品の整備
を実施する。
　　H22整備内容　防炎カーテン・絨毯他

峰浜海岸1遺跡緊急発掘調査事業

　道営畑総事業に伴う峰浜海岸1遺跡の発掘調
査（480㎡）を道の委託により実施する。

　電気制御装置が劣化などにより耐久性、効率性
等が低下してきているため、反響板を吊っている
ワイヤー、巻き取りマシンのVベルト等の交換を行
う。

分館備品整備事業（川上・中斜里・朱円）

世界自然遺産登録５周年・データブック知床2010
刊行事業

　経年劣化などによりマニラロープの一部に扁平
が生じているため、予防安全のため交換を行う。

舞台機構更新事業（文化ホールマニラロープ）

朱円25遺跡緊急発掘調査事業

　道営畑総事業に伴う朱円25遺跡の発掘調査
（330㎡）を道の委託により実施する。
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教育費 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
事  業　費　名 予算額事　業　名　及　び　事　業　概　要目　別 備　考

新・継区分 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

○ 12,634 12,634

○ 368 368

○ 220 220

○ 647 647

○ 196 196 債務負担行為限度額

Ｈ23～Ｈ28
8,661千円

体育施設運
営費

体育施設管理運
営事業費

学校給食供給事
業費

学校給食セ
ンター費

学校給食一般事
業費

道営畑総緊急発
掘調査事業費

道営畑総緊
急発掘調査
費

　学校給食用食器の損傷、表面塗料の剥離が多
いことから、給食用食器等の更新を行い、安全で
衛生的な給食供給を行う。

ウトロプールヘアーキャッチャー更新事業

　給食栄養計算は現在手計算で行っているが、
パソコンソフトを活用した業務に移行し、迅速で正
確な栄養計算により、安全安心な給食供給を行
う。

　道営畑総事業に伴う峰浜8線遺跡の発掘調査
（945㎡）を道の委託により実施する。

学校給食配送事
業費

学校給食用配送車更新事業

　老朽化により特に外部損傷が著しい給食用配
送車の更新を行い、給食の安定供給を図る。

　ウトロプール槽内のゴミを取り除くため機械を更
新する。

小中学校給食用食器等更新事業

給食栄養管理システム導入事業

峰浜8線遺跡緊急発掘調査事業
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国立公園森林保全事業会計 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 そ の 他 一般財源

○ 11,000 11,000

9,775
(基金）
1,225
(雑入）

公共下水道事業会計 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 そ の 他 一般財源

○ 167,304 66,600 87,500 4,689 8,515 （一般会計繰出金）

(下水道債） (負担金）

○ 16,864 15,000 1,864
(下水道債） (分担金）

目　別 事  業　費　名 事　業　名　及　び　事　業　概　要

特定環境保
全公共下水
道整備事業
費

特定環境保全公
共下水道整備事
業費

特定環境保全公共下水道整備事業

　生活環境の改善と公共用水域の保全

公共下水道
整備事業費

公共下水道整備
事業費

公共下水道整備事業

　生活環境の改善と公共用水域の保全
　未水洗化地区の解消（朝日町地区）

新・継区分

備　考
新・継区分

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

備　考

目　別 事　業　名　及　び　事　業　概　要

森林再生事業

　しれとこ100㎡運動地に原生的な森と生物
相を復元するための現地作業等を実施する。
・森林再生業務
・100平方メートル運動広報業務
・森林再生委員会議運営業務
・しれとこの森交流事業運営業務

事  業　費　名

森林再生事
業費

しれとこ100㎡運
動森林再生推進
事業費
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介護保険事業特別会計（介護保険事業） （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 そ の 他 一般財源

○ 268 268 （一般会計繰出金）

○ 400 100 50 120 130 （一般会計繰出金）

(支払基金交
付金）

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
備　考目　別 予算額事  業　費　名 事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

賦課徴収費 賦課徴収事業費

　介護保険料（国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料）の特別徴収データをオンライン化する
ことにより、エラー発生時の対応と適正な特別徴
収データの情報交換を行う。

保険料特別徴収データオンライン事業

介護予防推
進事業費

介護予防推進事
業費

斜里町介護予防ふれ愛ｻﾛﾝ事業

　介護予防教室の修了者や高齢者が、介護予
防と健康増進を図るため、軽い運動や交流を行
うふれ愛サロン事業を実施する。

対象者：65歳以上の介護認定者を除く高齢者
開催場所：老人福祉センター　毎週木曜日
事業内容：介護予防の筋力維持体操・茶話会他
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病院事業会計 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 そ の 他 一般財源

○ 20,790 11,700 6,930 2,160 （国庫補助金　6,930）

(国保会計繰
入金）

○ 2,262 2,262 病 院 会 計

（510千円）
（350千円）
 （328千円）
（298千円）
（305千円）
（450千円）

（2,707千円）
（920千円）

（4,950千円）
（414千円）

（11,232千円）

債務負担行為限度額
Ｈ23～Ｈ26
10,516千円

水道事業会計 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源

○ 45,300 41,200 4,100

○ 26,000 23,400 2,600

○ 39,700 33,000 6,700

石綿管更新事業(簡水)

　老朽管の更新による漏水事故防止と安定供給
　　・1ヶ所　520ｍ

配水本管複線化及び新設事業（上水）

　配水管(枝管)を新設し供給安定を図る
　　・7ヶ所　740ｍ　　・測量設計

予算額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

備　考

配水設備工
事費

石綿管更新事業(上水)

　老朽管の更新による漏水事故防止と安定供給
　　・4ヶ所　560ｍ　・　測量設計

目　別 事  業　費　名 事　業　名　及　び　事　業　概　要
新・継区分

画像記録装置更新
高圧蒸気減菌器更新
ナーシングストレッチャー導入
電動診察台導入
栄養ガードル移動用カート導入
輸液ポンプ更新
自動ヘモグロビン測定装置更新
細菌検査測定装置他更新
CT画像保管ユニット増設
給食業務用ガステーブル更新
　　合　　　　計

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

医療機器等リース事業

有 形 固 定
資産購入費

超音波診断装置導入事業

　超音波診断装置の更新を図り病巣の早期発見
や治療に当たる

経 費

備　考目　別 予算額
新・継区分

事　業　名　及　び　事　業　概　要事  業　費　名
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水道事業会計 （単位：千円）

新 継 国庫支出金 道支出金 起　　　債 その他 一般財源
予算額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
備　考目　別 事  業　費　名 事　業　名　及　び　事　業　概　要

新・継区分

○ 5,500 4,000 1,500

○ 34,500 30,000 1,000 3,500
(道補償金）

○ 56,000 56,000

○ 12,500 12,500

○ 809 809 水 道 会 計

債務負担行為限度額
Ｈ23～Ｈ26
4,851千円

○ 198,260 43,586 134,600 20,074 H21～Ｈ22継続事業

○ 4,000 4,000配水池施設改良事業（上水）

　既存配水池の避雷器等が全損しているため新
配水池の建設に併せ設置する。

配水設備工
事費

水道検針用ハンディーターミナル更新事業

　正確迅速な水道使用量の把握と適正な料金の
賦課を行う。

配水池改修
事業費

来運配水池増設事業（上水）

　配水池を増設し、より一層の安定供給を図る。
　　増設工事費（Ｈ22）　193,200千円

上水メータ器更新事業

　計量法による８年経過メータ器の更新
　　・715基

簡水メータ器更新事業

　計量法による８年経過メータ器の更新
　　・137基

配水管複線化及び新設事業（簡水）

　配水管(枝管)を新設し供給安定を図る
　　・1ヶ所　150ｍ

配水管耐震化及び鋳鉄管更新事業（上水）

　道道改良工事に合わせて配水管の布設替を行
う
　　・2ヶ所　510ｍ
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