
（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

国立公園自動車適正化利
用対策事業

継続 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
るため協議会へ費用を負担す
る。

2,500 500 環境保全課

自然環境保護管理事業 継続 傷病鳥獣の保護や、自然保護
地域における保護管理活動を
財団に委託する。

2,900 1,900 環境保全課

ヒグマ保護管理対策事業 継続 知床国立公園を中心とする斜
里町一円のヒグマ対策事業を
財団に委託する。

8,078 3,078 環境保全課

有害鳥獣捕獲事業 継続 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。

800 800 環境保全課

自然センター映写機借上
事業
（H23～H24債務負担行為
設定）

継続 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。

6,600 6,600 環境保全課

100平方メートル運動地
森林再生事業

継続 しれとこ100平方メートル運動
地に原生的な森林生態系を復
元する。

11,000 - 環境保全課
【森林会計】

（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

斜里町土づくり対策事業 継続 緑肥作物による土作り支援事
業として、作物の種子代を助
成する。国・道の肥料高騰対
応緊急対策事業の実施を支援
する施策の一つとして、減肥
につながる緑肥導入事業量の
増、種子単価の上昇への対応
を図る。

5,000 5,000 農務課

ヘプタクロル残留対策事
業

継続 かぼちゃの出荷前の必須条件
である残留分析費用の一部を
助成する。

67 - 農務課

自然保護

農 業

1 ．世界に誇る自然との共生をめざして

7 ◎総合計画に基づく施策の概要

２．活力に満ちた産業の振興をめざして
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

畑作等緊急構造対策支援
事業
（H22～H31債務負担行為
設定）

継続 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。

14,000 14,000 農務課

強い農業づくり事業(新
たな地域畑作農業確立支
援事業)

継続 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。

826 - 農務課

美咲排水機場管理事業費 継続 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。

8,308 2,540 農務課

右岸排水機場管理事業費 継続 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。

7,049 2,332 農務課

斜網地区維持管理事業費 継続 緑ダム・頭首工等畑かん施設
を1市4町による広域協議会に
より共同管理する。

10,363 8,421 農務課

道営農業農村整備事業 継続 地区内の圃場整備、用水整備
を行い生産性の向上及び農業
経営基盤の強化を図る。

119,347 8,831 農務課

無水地区飲料水対策事業 継続 生活用水の確保及び不足等の
解消と老朽管等の更新を図
る。

609 609 農務課

町有林整備事業 継続 多種多様な公益的機能を発揮
するための適正な施業を実施
する。

10,870 761 水産林務課

斜里町森林整備推進事業 継続 民有林整備促進の負担軽減の
ため、森林所有者が行う、植
林、間伐、下刈事業に対して
助成を行う。

10,554 7,285 水産林務課

森林地域活動支援交付金
事業

継続 森林整備促進のため、施業に
必要な森林の現況調査など、
対象事業に助成する。

5,000 1,250 水産林務課

浅海資源増養殖試験事業 継続 「ナマコ・ウニ・エビ」の生
態分布調査を行い、浅海資源
の増大を促進する事業に対し
て助成を行う。

300 300 水産林務課

さけ・ます増殖協力会助
成事業

継続 「さけ・ます」増殖事業支援
として、施設維持経費等の一
部を助成する。

6,800 6,800 水産林務課

漁業近代化資金利子補給
事業

継続 漁船、漁具等を購入する場合
に借入れる資金に対し、その
利息の1％を上限として助成す
る。

7,544 7,621 水産林務課

北海道漁業振興資金利子
補給事業

継続 毎年の着業時に資金が必要と
なった場合に借入れる資金に
対して、その利息を助成す
る。

2,245 23,001 水産林務課

農 業

水産業

林 業
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

水産業 低気圧災害対策特別資金
利子補給事業

継続 平成18年10月低気圧による漁
業被害に対する、災害特別資
金に対して、その利息を助成
する。

416 232 水産林務課

商工業 地場産業活性化チャレン
ジ補助事業

継続 起業化等、新たな事業展開を
目的とした調査研究事業に助
成し、知床しゃりブランド開
発事業、地場産品等を活用し
たイベント連携事業を支援す
ることにより、町内産業の活
性化を促進する。

3,000 1,500 商工観光課

知床しゃりブランド推進
事業

継続 世界自然遺産「知床」の知名
度を生かし、優れた地場産品
をブランド化することで地域
産業の振興、活性化に寄与す
る。

5,044 3,944 商工観光課

しれとこ産業まつり助成
事業

継続 しれとこ産業まつり実行委員
会への事業運営費を助成する
ことにより、地場産業のＰＲ
と産業振興に寄与する。

4,000 3,000 商工観光課

斜里町商工会助成事業 継続 商工会事業における経営改善
普及事業、地域振興事業に対
し助成する。

15,431 15,431 商工観光課

商工会地域振興事業助成
事業

継続 オホーツクカードのポイント
アップ・プレミアムプリペイ
ド・プレミアム付き商品券発
行事業を支援する商工会地域
振興事業に助成する。

11,750 11,750 商工観光課

ウトロ温泉街組合街路灯
設置助成事業

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

1,009 1,009 商工観光課

住宅リフォーム促進補助
事業

継続 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。

13,250 13,250 商工観光課

小規模企業運転資金運営
委員会貸付事業

継続 町内の小規模商工業者につな
ぎ資金を融資する。

25,000 - 商工観光課

季節労働者生活資金貸付
事業

継続 季節労働者の生活の安定のた
め、労働金庫から融資を受け
る場合の1/2に相当する原資の
貸付を行う。

2,500 - 商工観光課

労 働
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

労 働 緊急雇用創出事業 継続 企業の雇用調整等により、解
雇や雇い止めにより離職と
なった非正規労働者、中高年
齢者等の生活安定を図るた
め、次の雇用へのつなぎの就
業機会の創出を行う。

○緊急雇用創出事業
・公会計用資産評価事業
・道路付属施設管理台帳作成

事業
・公園等安全施設点検補修事

業

○重点分野雇用創出事業
・世界自然遺産地域における

利用の適正化と野生生物と
の共生推進事業

・観光利用動態調査事業
（その2）

・着地型観光調査事業
・世界自然遺産知床に関する

資料整理保存活用事業
・小学校特別支援教育支援員

配置事業
・学校図書の利用拡大を図る

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化及び補修事業

16,672 - 商工観光課

観光イベント等支援事業 新規 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。

13,000 13,000 商工観光課

ウナベツスキー場索道施
設整備事業
(H23債務負担行為設定)

新規 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。

1,339 1,339 商工観光課

知床斜里町観光協会助成
事業

継続 観光協会の一般運営費に対し
て助成する。

15,500 15,500 商工観光課

ウトロ温泉事業協同組合
運営費助成事業

継続 組合の円滑な運営と安定的な
給湯設備の向上のため、運営
費を助成する。

12,000 12,000 商工観光課

観 光
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

市街地バリアフリー事業 新規 高齢者･障害者等の快適な利用
のため、歩道拡幅や勾配緩
和、点字ブロックの設置を行
う。

2,000 2,000 建設課

越川東１線道路整備事業 新規 路肩と路盤の改良により安全
な交通を確保する。

30,000 1,500 建設課

・Ｌ=1,500m
継続 交付金事業による道路改良事

業を行う。
10,600 500

・全体事業費 120,000千円
・Ｌ=550m
・事業期間 H21～23

新規 交付金事業による道路改良事
業を行う。

31,500 1,400

・全体事業費 80,000千円
・Ｌ=550m
・事業期間 H22～24

新規 交付金事業による実施設計及
び道路改良事業を行う。

41,500 1,800

・全体事業費 330,000千円
・Ｌ=1590m
・事業期間 H23～27

橋梁長寿命化修繕計画策
定事業費

継続 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
的な架換えへと政策転換を図
るための計画策定を行う。

7,000 4,000 建設課

都市公園整備事業 新規 公園施設長寿命化計画に基づ
き、公園利用者の安全・安心
及び将来に係るコストの低減
のため、国庫補助事業による
改修を行う。

4,600 300 建設課

除排雪業務委託事業 継続 冬期間の町道の除雪事業を委
託して実施する。

54,860 54,860 建設課

住宅耐震改修補助事業 新規 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。

400 183 建設課

清算金交付事業 継続 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を行
う。

1,500 － 市街地整
備推進室

継続 市街地道路の計画的な整備を
図り、市街地の有機的な道路
網の形成を図る。

40,000 4,000

斜里小学校北5丁目通 L=150m

望岳4丁目通 L= 80m

文光4条通 L=100m

鉄南東１条通 L= 80m

建設課

中斜里８号道路整備事業 建設課

ホクレン基線道路改良事
業

建設課羅萠道路整備事業

道路・公
園・住宅

建設課

市街地再
開発

地方道路等整備事業

3 ．安心して暮せる快適な生活環境をめざして
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

石綿管更新事業（上水） 継続 老朽管の更新により安定供給
を図る。

34,000 11,200 水道課
【水道会計】

（上水：2路線 360m）

継続 配水管未整備地区に配水管を
新設し、水道水の安定供給を
図る。

30,500 4,400 水道課
【水道会計】

（上水：3路線 410m 21,500）

（簡水：減圧弁室改修等 8,000）

継続 道道改良工事に合わせて配水
管の布設替を行う。

8,000 400 水道課
【水道会計】

（上水：1路線 80m）

継続 計量法に基づき、8年経過メー
タ器の更新を実施する。

58,700 58,700 水道課
【水道会計】

（上水848基・簡水99基）
浄水場雨水対策外構整備
事業（簡水）

継続 ウトロ浄水場敷地内の雨水処
理を行い、侵入水の防止や場
内路盤の流出を防止する。

4,000 4,000 水道課
【水道会計】

継続 生活環境の改善及び公共水域
の保全と未水洗化地区の解消
を図る。

114,080 2,940 水道課
【下水道会計】

・朝日町、文光町地区
・斜里終末処理場

特定環境保全公共下水道
整備事業

継続 生活環境の改善と公共用水域
の保全と未水洗化地区の解消
を図る。

6,551 - 水道課
【下水道会計】

小型動力ポンプ更新事業 新規 消防自動車積載の小型動力ポ
ンプ１台（昭和53年配備）を
更新し、消防施設の充実を図
る。

2,118 2,118 企画総務課

ウトロ分署庁舎車庫屋上
防水改修事業

新規 破損したウトロ分署庁舎車庫
の屋上を改修し、降雪及び降
雨に対する浸水防止と耐久性
の向上を図る。

3,780 1,890 企画総務課

省資源リサイクル推進事
業

継続 紙類、ビン、空き缶等資源物
の回収、受入れ処理事業費と
リサイクルセンターの維持管
理を行う。

18,580 9,580 清掃ｾﾝﾀｰ

じん芥処理事業 継続 一般廃棄物の収集運搬・処理
事業経費と処理施設の維持管
理を行う。

#REF! #REF! 清掃ｾﾝﾀｰ

ウトロ地区家庭系ごみ収
集業務委託事業

継続 ウトロ地区のごみ収集業務を
事業委託して実施する。

14,855 14,855 清掃ｾﾝﾀｰ

農村集落地域家庭系ごみ
収集業務委託事業

継続 農村集落のごみ収集業務を事
業委託して実施する。

9,751 9,751 清掃ｾﾝﾀｰ

ウトロ地区事業系廃棄物
自己搬入助成事業

継続 ウトロ地区から事業系の廃棄
物を自己搬入する場合に搬送
経費1/4を助成する。

3,956 3,956 清掃ｾﾝﾀｰ

防災・消
防

公共下水道整備事業

上水道・簡易水道メータ
器更新事業

配水管耐震化及び鋳鉄管
更新事業(上水)

配水管複線化及び新設工
事（上水・簡水）

上下水道

廃棄物リ
サイクル
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

一般ごみ資源化施設等建
設事業
（H22～H23継続事業）

継続 一般ごみ資源化施設・最終処
分場・浸出水処理施設の整備
と、これに係る施工監理業務
を行う。

1,790,024 175,242 環境保全課

新一般廃棄物処理施設整
備事業

継続 新一般廃棄物処理施設整備に
係る一般事務を行う。

3,047 3,047 環境保全課

生ごみ堆肥化施設建設事
業

新規 生ごみ堆肥化施設の整備と、
これに係る施工監理業務を行
う。

377,517 23,667 環境保全課

小動物処理施設整備事業 新規 小動物焼却処施設の実施設計
及び建設工事を行う。

37,458 9,458 環境保全課

合併処理浄化槽設置整備
事業

継続 町内において、合併浄化槽を
設置する場合、その合併浄化
槽の人槽規模に応じた上限額
に基づき助成する。

19,847 15,314 環境保全課

斜里郡三町終末処理事業
組合負担事業

継続 清里町・小清水町とで構成し
ているし尿処理事業組合の経
費を収集量等で按分し負担す
る。

49,035 49,035 清掃ｾﾝﾀｰ

不採算バス路線維持運行
助成事業

継続 町内を走行する不採算路線を
維持するため、輸送実績から
年間赤字額を算出し、その赤
字分を助成する。

3,188 3,188 住民生活課

資源エネ
ルギー

住宅用太陽光発電システ
ム設置補助事業

継続 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。

6,650 3,650 環境保全課

（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

疾病予防と健康保持対策とし
て各種健康診断を実施する。

15,728 12,148

・基本健康診査
・各種がん検診

感染症予防事業 継続 予防接種法に基づく各種予防
接種を実施して感染症の防止
に努める。

14,047 14,047 保健課

小児任意接種ワクチン予
防接種事業

新規 1歳～就学前の乳幼児に対する
予防接種費用を助成し、重症
化の予防を図る。

2,153 2,153 保健課

国保病院等連携任意予防
接種事業

継続 医療機関と連携して任意予防
接種を実施し、さらにその費
用を助成し、重症化の予防を
図る。

15,785 9,530 保健課

子宮頸がん、Ｈｉｂ
小児肺炎球菌、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
高齢者肺炎球菌

継続

生活環境

新一般廃
棄物処理
施設整備

保健課健康・予
防

成人保健事業

4 ．健やかで思いやりのある福祉社会をめざして
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

母子保健対策事業 継続 母子保健法に基づき妊娠期及
び産褥期の健康管理と乳幼児
の健全育成と育児不安の解
消、栄養・歯科教育などを行
う。

17,610 14,162 保健課

出産育児一時金給付事業 継続 子どもが生まれたとき、１人
につき39万円支給する。

14,708 14,008 住民生活課
【国保会計】

葬祭給付事業 継続 死亡のとき、１人につき3万円
支給する。

900 900 住民生活課
【国保会計】

特定健康診査等事業 継続 生活習慣病予防のため健診、
保健指導を実施する。

13,572 11,543 住民生活課
【国保会計】

心身障害者等対策事業 継続 障害者及び特定疾患等患者の
通院にかかる費用等を支給し
負担軽減を図る。

7,337 7,171 福祉課

障害者地域生活支援事業 継続 障害者の社会参加と地域生活
をサポートし、障害者が安心
して暮らせる地域づくり、生
活の安定を図る。

12,414 6,018 福祉課

自立支援給付事業 継続 障害者の日常生活を介護する
ための法定福祉サービス給付
と補装具等に係る費用等を支
給し負担軽減を図る。

246,489 63,068 福祉課

重度心身障害者医療費扶
助事業

継続 心身障害者1～2級及び3級の内
部疾患者、精神障害者保健福
祉手帳１級（外来のみ）に対
し所得に応じて医療費を扶助
する。

25,829 9,592 住民生活課

子ども手当支給事業 継続 平成22年度より運用されてい
る子ども手当を支給する。
3歳未満 ：20,000円
中学生以下：13,000円

247,664 26,648 福祉課

ひとり親家庭医療費扶助
事業

継続 母子・父子家庭における医療
費に対し所得に応じその費用
を扶助する。

5,048 1,905 住民生活課

乳幼児医療費扶助事業 継続 就学前までの子どもの医療費
の全額、小学生の入院につい
ては住民税の課税状況に応じ
て医療費を扶助する。（所得
制限あり）

18,429 11,782 住民生活課

第３子無料化事業（常
設・へき地保育料分）

継続 児童の保育園等の入園に伴う
子育て家庭の経済的負担の軽
減を図り、子どもを安心して
生み、育てやすい環境を整備
するため、第３子以降の児童
の保育料等について無料とす
る。

6,931 6,931 福祉課

仲よしクラブ通年化事業 新規 中斜里・ウトロ仲よしクラブ
について平成22年度から11ヶ
月間の開所を実施することに
より子育て支援の拡充を図
る。

1,771 941 福祉課

健康・予
防

障害者福
祉

児童福祉
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

後期高齢者医療給付費負
担事業

継続 後期高齢者医療給付費の市町
村負担金を支出する。

113,666 113,666 住民生活課

ふれあいネットワーク推
進助成拡充事業

継続 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。

690 - 保健課

ウトロディサービス事業
運営費補助事業

継続 ウトロディサービス事業の民
間移行に伴う収支不均衡分に
ついて補助する。

5,783 5,783 保健課

継続 介護保険適用前の介護予防・
生活支援事業。

27,601 －

・食の自立支援事業委託事業
・介護用品支給事業他

老人居室等整備資金貸付
事業

継続 高齢者が同居するために、住
宅を新築、改修等を行う場合
に、区分限度額に応じて資金
を貸し付ける。

4,000 4,000 保健課

敬老祝金支給事業 継続 77歳以上の節目を迎えた高齢
者に対して敬老祝い金を支給
する。

8,540 8,540 保健課

地域交流敬老事業助成金 継続 自治会が行う敬老会に対し、
その経費を助成する。

8,138 8,138 保健課

介護予防事業 継続 介護が必要な状態となること
を防ぐため、町内の虚弱な高
齢者を把握し、介護予防に資
する教室を実施する。

14,480 4,665 地域支援
センター

【介護会計】

包括的支援事業 継続 地域の高齢者の状況等を把握
し、相談に応じて適切な保
健・医療・福祉サービス利用
につながる様、町内外のネッ
トワークを活用し、支援す
る。

10,487 4,469 地域支援
センター

【介護会計】

病院事業会計繰出事業 継続 病院事業経費のうち、法律で
定められたもののほか負担金
交付要綱により繰出しする。

400,000 400,000 保健課

医学生修学資金貸付事業 継続 将来医師として斜里町国民健
康保険病院において地域医療
に従事しようとする者に対
し、修学に必要な資金を貸し
付けることにより医師の確保
を図る。

7,200 7,200 保健課

国保病院

高齢者福
祉

保健課介護予防・生活支援事業
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

幼稚園運営費助成事業 継続 幼稚園運営費のうち人件費相
当分について一部助成する。

3,766 3,805 企画総務課

幼稚園就園奨励費助成事
業

継続 保護者負担の軽減を図るた
め、国の幼稚園就園奨励補助
要綱に基づき助成する。

5,145 4,057 企画総務課

斜里高校遠距離通学対策
助成事業

継続 定期路線バスを利用する斜里
高校通学生徒にバス料金の1/3
を助成する。

3,038 3,038 企画総務課

奨学金貸付事業 継続 町民の指定で専門の職業教育
を受け町の発展に寄与する者
や経済的な理由で就学困難者
に対し無利子で貸与する。

26,100 26,100 企画総務課

スクールバス運行委託事
業

継続 バス路線のない地域からの通
学のために、スクールバスの
運行を事業委託して行う。

21,799 21,799 生涯学習課

要・準要保護児童生徒援
助事業

継続 収入が一定額以下の小中学生
がいる世帯に学用品や修学旅
行費、学校給食費等を援助す
る。

8,333 7,892 生涯学習課

斜里高等学校間口維持対
策通学費助成事業

継続 斜里高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。

1,342 1,342 生涯学習課

斜里高等学校振興会助成
事業

新規 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」及び「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。

820 820 生涯学習課

基礎学力向上対策事業
（学校公開研修会開催助
成事業）

継続 学校公開研修会実施を通し
て、教員の指導技術向上と意
識涵養を図り、学校の教育力
を高める。

320 320 生涯学習課

小・中学校特別支援員配
置事業

継続 小・中学校で普通学級に在籍
する特別支援（生活支援）の
必要な対象児童の増加に伴
い、特別支援員１名を増員す
る。

7,405 7,405 生涯学習課

基礎学力向上対策事業
（小･中学校教育活動支
援講師配置事業）

継続 小・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。

5,811 5,811 生涯学習課

スクール・ソーシャル
ワーカー配置事業

新規 児童・生徒の暴力行為・不登
校等に対応するソーシャル
ワーカーを配置し、学校環境
問題の改善を行う。

2,877 - 生涯学習課

社会教育 社会活動振興バス運行委
託事業

継続 社会教育活動に必要な交通手
段をバス会社に委託し社会教
育の振興を図る。

12,580 12,580 生涯学習課

公民館 公民館活動車購入事業
(債務負担行為設定)

継続 公民館活動車として利用して
いるワゴン車の更新を行う。

826 826 ゆめホール

教 育

5 ．明日を拓く心豊かな人づくりをめざして
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

単位老人クラブ活動助成
事業

継続 高齢者の生きがい活動とし
て、地域老人クラブの活動に
対して助成する。

3,622 2,857 ゆめホール

芸術文化公演助成事業 継続 町民の実行委員会により芸術
文化公演事業に対し助成す
る。

6,950 5,881 ゆめホール

給食用コンベクション
オーブン更新事業(債務
負担行為設定)

継続 コンベクションオーブンの更
新を図る。

656 656 学校給食課

学校給食配送車更新事業
(H23～H28債務負担行為
設定)

新規 老朽化した給食用配送者の更
新を行い、給食の安定供給を
図る。

1,084 1,084 生涯学習課

博物館 道営畑総緊急発掘調査事
業

継続 道営畑総事業に伴う緊急発掘
調査及び整理作業を行う。

40,875 - 博物館

スポーツ団体活動支援事
業

継続 生涯スポーツの普及、青少年
の健全育成を目的に組織さ
れ、交流事業や指導者育成事
業を行なっているスポーツ少
年団本部会等に対し助成す
る。

3,582 3,582 ゆめホール

テニスコート照明灯更新
事業

新規 町営テニスコート内の照明を
改善する。

3,770 - ゆめホール

サッカーゴール更新事業 新規 町民公園サッカーフィールド
内のゴールを更新する。

468 - ゆめホール

海洋センタートイレ改修
事業

新規 海洋センター体育館にある老
朽化した和式トイレを洋式に
更新する。

7,529 - ゆめホール

（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

消費者対
策

消費者生活支援事業 新規 「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。

2,204 1,250 住民生活課

住民生活
対策

無料法律相談事業 新規 住民の安心で安全な生活を支
援するため、弁護士による無
料法律相談会を実施する。

195 195 住民生活課

自治会振興補助事業 継続 自治会が実施する事業につい
て、要綱を定めて助成し、自
治会活動の推進を図る。

970 970 住民生活課

自治会連合会助成事業 継続 自治会活動に対する支援、助
成をする。

7,192 7,192 住民生活課

自治会運営助成金 継続 町内39自治会の活動に対し
て、運営費を助成する。

4,500 4,500 住民生活課

広報・広
聴

広報誌発行事業 継続 広報しゃりの発行・配付及び
斜里町ホームページの運用を
行う。

3,955 3,859 住民生活課

住民自治

体育振興

公民館

学校給食

6 ．住民参加と協働による行政運営をめざして
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（単位：千円）

区 分 事 業 名
新規・
継続

事 業 内 容 Ｈ23予算額 うち町費負担 担当課

姉妹町友好都市推進事業 継続 友好都市・姉妹町との交流を
通じて、双方の地域の繁栄を
図る。

3,148 3,148 企画総務課

弘前城築城400年祭派遣
事業

新規 弘前城築城400年祭に出席し、
弘前市との更なる交流発展を
図る。

375 375 議会事務局
企画総務課

斜里町国際交流推進協議
会助成事業

継続 国際交流意識の普及啓蒙等推
進団体へ助成する。

793 793 企画総務課

まちづくり基本条例（仮
称）策定事業

継続 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。

1,910 1,910 企画総務課

まちづくり1％支援事業 継続 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、個人住民税の1％相当額
を上限として補助金を交付す
る。

8,052 8,052 住民生活課

広域行政
運営

北網地域活性化協議会負
担事業

継続 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)で観光振興を目的に設
立された「北網地域活性化協
議会」が行う平成23年度事業
について負担する。

1,367 1,367 企画総務課

まちづく
り

地域国際
交流
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