
　第７期中頓別町総合計画 前期実施計画登載事業一覧（２０１２～２０１６）

施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要
活動指標

実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

産業振興・地域経済の活性化と社会資本の整備

農林業を基本に据えた活力ある産業の創造

町民活動支援対策 実施 1,633 
有害鳥獣対策 実施 2,814 
集落活動支援事業 実施 3,106
地産地消とコミュニティレストラン事業 実施 2,464 3,448

快適に暮らすことができる生活環境の整備

重要 0 21,826 540

保健医療福祉の充実と安全安心な暮らしの保障

誰もが健康で安心して暮らすことができる保健・医療・福祉の充実

第１項 保健福祉課 臨時福祉給付金の支給 実施 6,840

保健福祉課 委託 7,260 8,149 19,593 11,953 11,953

保健福祉課 重要 補助 10,000 300,000 250,000

保健福祉課 運営費助成 補助 4,489 4,489 4,489

保健予防事業 保健福祉課 489 6,691 2,591 908 908

健康教育事業 保健福祉課 826 903 1,272 903 903

安全な町民生活を支える体制、対策の確立

ハザードマップの見直しを行う。 現マップの検証 継続 500 0 573 0 0
ハザードマップ修正委託業務 更新

子育て支援、教育の充実

健やかでこころ豊かな子どもを育てる環境づくり

保健福祉課 3,616 116 116

保健福祉課 重要 設置

(単位：千円)

政策
の柱

政策
目標

概算事業費(見込）

第2章

第1節

第5項 起業家支援と
雇用創出

緊急雇用創出対策推進
事業

まちづくり推
進課

 現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、非正規労働者
、中高年齢者、見就職卒業者等に対する一層の雇用
促進に対処すべく、地域の状況に応じ北海道緊急雇
用創出事業臨時特例基金を財源に必要経費を補助
する。

第2節

第3項 地域情報化
の推進

地上デジタル放送施設
整備事業

まちづくり推
進課

地上デジタル放送開始に伴い新たに難視となったエ
リアの解消を図るため、地域住民と充分な協議を行
い、かつ放送事業者とも連携して整備推進を行う。

難視エリアの解消
・共聴アンテナ整備、改修
・テレビ組合設立の支援
テレビ北海道増局改修

検討 改修
設立 運営

改修

第3章

第1節

総合的地域
福祉の充実

簡素な給付措置（臨時
福祉給付金）事業

消費税引き上げに際し、低所得者に与える負担の影
響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保
障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適
切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として給
付を行う。

第2項 高齢者福祉
の充実

在宅老人デイサービス
センター等運営事業

 中頓別町内における在宅の要援護老人等に対し、
通所の方法により各種サービスを提供することによ
って、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解
消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族
の身体的・精神的な負担の軽減を図る。

在宅老人デイサービスセンター等運営
浴室改修（特殊入浴装置取替）工事 実施

特別養護老人ホーム施
設整備助成事業

利用者のための環境整備のため、老朽化した特別
養護老人ホームの増改修事業を支援する。

施設整備助成
設計業務委託費助成 補助

居宅介護支援事業所運
営費助成事業

町内に唯一の居宅介護支援事業所の存続と円滑な
運営のため、運営費の一部を助成する。

第4項 健康づくりの
推進

 保健事業全般に関する事が円滑に推進することで、
充実した保健活動が期待される。

会議・研修参加
車両の管理
北海道難病団体協会
北海道精神保健協会
健康管理システム
新型インフルエンザ行動計画
保健指導車購入

参加

加盟
加盟

整備
策定

購入

 健康教育は、生活習慣の予防その他健康に関する
事項について、正しい知識の普及を図ることにより、
「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め
、健康の保持増進に資することを目的とする。
 機能訓練は、病気、外傷、老化等により心身の機能
が低下している者に対し、心身機能の維持回復に必
要な訓練等を行うことにより、閉じこもりを防止すると
ともに、日常生活の自立を助け、介護を要する状態と
なることを予防することを目的とする。

リハビリ教室
健康づくり講座
健康教育
難病医療講演会
健康まちづくりフォーラム

重要
継続
継続
継続

開催
開催

開催

第2節

第1項 防災・消防・
救急

ハザードマップ見直し事
業

総務課　総務
グループ

第4章

第1節

第1項 子育て支援と
幼児教育の
充実

子ども・子育て支援対策
事業

子ども・子育て新制度（平成27年度スタート）のもと、
質の高い乳幼児期の学校教育・保育の総合的な提
供、地域における子育て支援の充実に取り組む。子
ども・子育て会議を核に「子ども・子育て支援事業計
画」を策定し、同計画に基づいて対策を推進する。

子ども・子育て会議運営
子ども・子育て支援事業計画策定
子ども・子育て支援電算処理システム

重要
重要 策定

運営

導入

※子ども・子育て支援対
策事業に統合
（子ども・子育て会議運
営事業）

地域ぐるみで子ども・子育て支援を推進するため、「
子ども・子育て会議（仮称）」を設置し、地域住民、関
係各機関が連携して計画的、継続的に対策に取り組
んでいく。　

子ども・子育て支援会議運営事業
啓発活動 広報等
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(単位：千円)

政策
の柱

政策
目標

概算事業費(見込）

保健福祉課 重要 策定 推進

保健福祉課 実施 2,053

認定こども園事業 こども館 重要 継続 13,877 14,068 14,068 14,068 14,068

【臨時事業】　厨房冷房用エアコン 更新 487

実施 670

継続 11,751 11,659 11,751 11,638 11,772

【臨時事業】

・職員玄関横タイル補修 実施 450
・家庭科室給湯設備設置 実施 1,200
・すべり台修繕 実施 200
・体育館屋根改修 実施 実施 610 1,550
・小型電気温水器 実施 284

生きがいとまちづくりを支える社会教育の推進

継続 7,911 7,911 7,911 7,911 7,911

実施 756
継続 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465

【臨時事業】

・上屋ビニール交換 実施 4,200
・ボイラー・配管交換 実施 1,300
・管理棟屋根塗装 実施 500
・排水管工事 実施 700
・ろ過器交換 実施 7,266
・屋根シート展張用部材交換 実施 287
・管理棟屋根破風板金修繕工事 実施 383

町民主役の町政運営

情報の共有化と町民参加によるまちづくりの推進

集落支援事業 検討 運用 0 0 3,759 3,003 3,003

創造的な自治体改革の推進

定住自立圏関係業務 752 752 1,060 50 50

※子ども・子育て支援対
策事業に統合
（子ども・子育て支援事
業計画策定事業）

教育・保育及びｂ地域子ども・子育て支援事業の提
供体制を確保し、関連する事業を円滑に実施するた
め、子ども・子育て支援事業計画策定事業を策定す
る。

子ども・子育て支援事業計画
次世代育成支援行動計画
実態調査・アンケート

子育て世帯に対する臨
時特例給付措置事業

消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を
緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図
る観点から、臨時的な給付措置を行う。

子育て世帯に対する臨時特例給付金
の支給

中頓別町認定こども園は子どもが生涯にわたる人間
形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の
大半を過ごす場であります。家庭との密接な連携の
もとに、子どもの状況や発達過程を踏まえ、こども園
における環境を通して、養護及び教育を一体的に行
い、様々な分野からこどもの最善の利益を考えて計
画的に事業を展開している。

･保育教育事業（年間平均265日開所）
・給食事業（年間平均240日提供）
・検診事業（年間2回内科検診、年1回
歯科検診）
・文化伝統行事事業（年間平均16回）

　　　　　　　　コピー機

第2項 学校教育の
充実

小学校施設維持管理事
業

教育委員会 
教育グループ

 児童が快適で安全に学校生活を送り、学習できる教
育環境を維持するための事業である。
　学校施設等の安全管理に努めるため専門業者に
よる業務委託管理を実施する。

運営に必要な消耗品・備品等の経費
電気設備、消防設備等の点検管理等
業務の委託

第2節

第1項 社会教育の
充実

町民センター維持管理
運営事業

教育委員会 
教育グループ

　地域住民のコミュニティ活動の拠点として施設の貸
し出しや維持管理運営を行い、地域活動や生涯学習
・まちづくり活動、各種団体サークル等の活動支援を
図る。

・町民センターの利活用の促進
・町民センター維持管理

【臨時事業】
　町民センター外壁塗装

　除雪機購入

第2項 社会体育の
充実

山村水泳プール維持管
理運営事業

教育委員会 
教育グループ

　学校授業や町内外の子どもから大人までの水泳技
能や水中運動による健康体力づくり、子どもたちの活
動の場となることを目指す。

・山村プール内外の環境整備
・施設の維持管理
・水質管理と利用者への安全確保

実施

実施

実施

実施

第5章

第1節

第3項 町民活動の
活性化

まちづくり推
進課

少子高齢化社会により、自治会（単会）の集落機能
の低下と、日常生活に不便が多岐に見られる。
その改善を図るため、日常生活を支える人材を地域
に定住させ、市街地への買い物、除雪、地域行事な
ど、集落の見守リ活動、集落の賑わいを創出するこ
とを進める。

支援員、補助員の配置
・身の回りの生活支援
・自治会行事の運営支援
・除雪機の購入

運用

購入

第2節

第3項 広域連携の
推進

まちづくり推
進課

中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱第４に規定）
を行った「稚内市」「名寄市及び士別市」との相互に
役割を分担し連携しながら、定住に必要な都市機能
及び生活機能を確保し、安心して暮らせる定住自立
圏を形成することを目的とする。

宗谷圏会議　年2回
北・北海道中央圏会議 年2回
名寄市立病院 第２次救急医療事業負
担金
知駒中継局整備事業負担金（テレビ北
海道エリア拡大）

継続

実施

実施
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