
　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） (単位：千円)

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

第1章 環境の保全と創造

第1節 環境にやさしいくらしづくり

第2項 環境保全活
動の推進

地球温暖化防止対策関
連事業

総務課 住民
グループ
総務課 政策
経営室

　行政事務事業の実施にあたって、温暖化効果ガス
の排出量を抑制し、地球温暖化対策の推進を図る。
また、東日本大震災後のエネルギー政策の見直しな
どもあり、地方公共団体の役割の重要性が高まって
いるため、平成28年度中には既往の実行計画改定を
目指す。

省エネ対策、エコ活動の推進
・学習会
・ＥＣＯコンテスト実施、広報PR（隔年）
・事業所等における省エネの取組促進
・生活のＥＣＯを考えるイベント（パネル
展、ビデオ上映会）開催

重要
年1回
年1回
3事業所
年1回

3事業所
年1回
3事業所 3事業所

0 0 62 5 62

第3項 環境衛生の
推進

一般廃棄物処理事業 総務課 住民
グループ

分別収集の徹底と再資源化、再利用を図るため家庭
から排出される廃棄物の減量化を進める。また、埋
立処理場の使用期限延命と不法投棄の防止に努め
るための、ごみ収集の委託、容器包装ﾘｻｲｸﾙの処理
委託、南宗谷衛生施設組合への負担金

再生資源の活用推進事業
・マイボトル、マイコップ運動
・仮称）リユースセンターの確保
分別廃棄の効果促進
・住民学習会、広報活動
H27:一般廃棄物処理基本計画見直し

重要

重要

広報

広報

年１回

年１回

100,849 96,638 95,637 95,637 95,637

第2章 産業振興・地域経済の活性化と社会資本の整備

第2節 快適に暮らすことができる生活環境の整備

第5項 上下水道整
備の促進

合併処理浄化槽設置補
助事業

総務課　住民
グループ

下水道区域外で生活排水による公共水域の水質汚
濁の防止、住民の生活環境の向上と自然環境を保
全するため、合併処理浄化槽の普及に努めるため、
合併浄処理化槽を設置した者に対し、設置費用の一
部（７割)を補助する。　H24（７人槽）、Ｈ25（7人槽）

H24（７人槽）
毎年希望見込みにより補助の実施

７人槽 ７人槽 980 980 980 980 980

第3章 保健医療福祉の充実と安全安心な暮らしの保障

第1節 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2項 高齢者福祉
の充実

社会福祉事業を行うた
めの職員養成に要する
事業

保健福祉課 中頓別町において社会福祉事業を経営する社会福
祉法人に対し、福祉施設に勤務するべき職員の養成
にかかる経費について一部を助成することにより、福
祉職員の恒常的不足を解消することを目的とする。

社会福祉事業を行うための職員養成
に要する費用の一部助成

助成 1,200

年金生活者等支援臨時
福祉給付金事業

保健福祉課 「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩
恵が及びにくい低年金受給者への支援による、高齢
者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観
点に立ち、低所得の高齢者等を対象に年金生活者
等支援臨時福祉給付金を実施する。

年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付 15,253

第4項 健康づくりの
推進

不妊治療費助成事業 保健福祉課 一般不妊治療（医療保険適用治療も含む。）及び特
定不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊
治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対
策の推進を図ることを目的とする。

一般不妊治療（医療保険適用治療も
含む。）及び特定不妊治療に要する費
用の一部助成及び交通費助成

助成 900 1,005

第4章 子育て支援、教育の充実

第1節 健やかでこころ豊かな子どもを育てる環境づくり

第1項 子育て支援と
幼児教育の
充実

母子健診事業 保健福祉課  乳幼児の健診では小児科の医師や歯科医師による
健診、保健師・歯科衛生士・栄養士による健康相談
等を実施することにより安心して子育てが出来るよう
に支援する。また、妊婦健康診査の費用の助成を行
うことで、妊婦の健康管理の充実と安心して妊娠・出
産が出来る体制を確保する。

乳児健診、１歳６ヵ月児健診、３歳児健
診
妊婦健康診査の助成
妊婦健診交通費助成

開催

助成

1,979 1,899 1,899 1,899 2,256

学校・家庭・地域の連携
による教育支援活動促
進事業

教育委員会
教育グループ

　近年青少年をめぐる様々な問題が生じ、「地域の教
育力」が指摘される。学校教育においては、教育活動
以外の業務など、教員の業務量が増え、教員の勤務
負担を軽減し、教員が子ども一人一人に対するきめ
細やかな指導をする時間の確保が課題となってい
る。地域住民等の参画による「学校支援地域本部」
「放課後子ども教室」「家庭教育支援」の取り組みをを
有機的に組み合わせ、より充実した教育支援活動を
支援する。北海道教育大学校等と連携し、小学生を
対象とした学習サポートを進める。

①学校支援地域本部事業
・総合的な学習への支援
②放課後こどもプラン推進事業
・放課後こども教室実施
・放課後こどもプラン実施（H28～）
③家庭教育支援活動事業
・家庭教育講演会実施

重要 継続 1,950 2,000 2,000 2,000 4,986

政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

活動指標 概算事業費(見込）

検証・検討検証・検討検証・検討



　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） (単位：千円)

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

政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

活動指標 概算事業費(見込）

青少年健全育成事業 教育委員会
教育グループ

教育活動の一環として、小中学生に広く親子、地域
住民とのふれあいの機会を提供し、地域全体で子ど
もの健全育成を図る。 日本の伝統であるカルタを通
して、伝統芸能の伝承及びカルタ愛好者を発掘、育
成する。
学校・地域が連携して町内の児童生徒が健全に育成
できるよう推進する。

①中頓別町あいさつ子育て推進協議
会運営補助事業
・街頭放送による広報
・祭典パレード啓発活動
・あいさつ運動
②生徒指導連絡協議会運営補助事業
・長期休業期間中の啓発チラシ作成配
布
・祭典巡視活動
・教育講演会への支援協力
③各種交流事業
・カルタ大会
・カルタ教室
・こどもオセロ大会
・北緯45度ふれあい広場運営補助
④少年団活動推進事業
・スポーツ少年団
⑤子ども育成会活動

継続 655 655 655 655 655

第2項 学校教育の
充実

教育委員会事業 教育委員会
教育グループ

教育委員会及び事務局経費
事務局車両経費関係
道内教育委員会協議会補助事業

【臨時事業】

継続 72,536 70,344 70,344 70,344 70,344

・小中学生用スキーヘルメット 実施 746

教職員住宅管理事業 教育委員会
教育グループ

 へき地学校等に勤務する教員及び職員の住宅整備
を実施することにより教育の水準の向上を図る。

修理修繕・維持管理等の経費 継続 684 684 684 684 684

また、教職員住宅の計画的な整備を行う。 【臨時事業】　ユニットバス改修 3件 3件 4件 3件 3,000 3,000 4,000
　　　　　　　　 屋根塗装 3件 3件 3件 3件 450 450 450 300
　　　　　　　　ボイラー更新 1台 250
　　教職員住宅へき地教員住宅建設事
業

2戸 2戸 2戸 24,850 25,000 25,000

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

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
・体育館屋根塗装 実施 0 0 1,780
・小型電気温水器 実施 284
・高圧引込ケーブル及び開閉器交換
工事

実施 2,861

・教職員用パソコン更新 実施 1,500
・タブレット端末 実施 120
・体育館ワックス清掃 実施 390

中学校施設維持管理事
業

教育委員会
教育グループ

 生徒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

継続 9,174 9,174 9,174 9,174 9,174

校舎耐震化事業
  耐震化の方策決定

重要 決定
○

中学校校舎耐力度調査委託 実施 3,600
除雪機 実施 800
タブレット端末 実施 120

教育委員会議開催などの事務に関すること。
教育委員会規則の定めにより、教育、文化、スポーツ
等に関する事務を処理している。
教育行政に必要な公用車の管理維持に、スクールバ
スは遠路の通学児童生徒を輸送し教育効果を向上さ
せる目的のための事業である。
北海道教育委員会連絡協議会及び宗谷管内教育委
員会連絡協議会があり、負担金は管内教連に執行し
ている。
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実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

活動指標 概算事業費(見込）

中学校教育振興事業 教育委員会
教育グループ

○教育に係る教材及び使用料等の経
費
○児童生徒健康診断委託事業
（中学校）
内科、結核、心臓、尿ぎょう虫検診
へき地児童生徒巡回検診事業
（中学校）
眼科、耳鼻咽喉科、脊柱側わん症検
診

継続 3,080 1,958 2,005 2,005 3,032

ビブラフォン購入 実施 433
学校給食事業 教育委員会

教育グループ
継続 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769

【臨時事業】重油タンク被膜塗装 実施 1,400
　　　　　　　食器洗浄器 実施 7,000
　　　　　　　ガス自動炊飯器 実施 920
　　　　　　　冷蔵庫 実施 500
　　　　　　　ＦＦストーブ 実施 123
　　　　　　　立型炊飯器（２台） 実施 1,300

第2節 生きがいとまちづくりを支える社会教育の推進

第1項 社会教育の
充実

成人式運営事業 教育委員会
教育グループ

成人を迎える若人が郷土愛や仲間意識を高め、成人
となることの意義を考え、社会人としての責務や役割
を十分認識し、更なる飛躍を期待する

・中頓別町成人式の開催 継続 30 30 30 30 90

生涯学習推進事業 教育委員会
教育グループ

　学習と思考を重ね、能力や健康増進に自信を深め
るとともに、世代間交流や共同学習による交流を深
め、趣味や娯楽などのサークル活動を通じて、自ら活
動する。

○高齢者生きがい対策事業
①高齢者いきいき教室運営事業
・入学式及び卒業式
・他団体との交流
・道内見学（1日研修、修学旅行）
・学校祭の開催
・パソコンサークル
・大正琴サークル
②異世代交流事業

継続 105 150 150 150 150

社会教育推進事業 教育委員会
教育グループ

①社会教育委員会運営事業
・社会教育委員会議
・社会教育推進計画の策定
・管内社会教育委員連絡協議会運営
事業負担金
・管内会議及び研修会の参加
②各種研修派遣事業
・各種委員研修会
・社会教育主事研修会議
③管内生涯教育推進協議会運営負担
事業
・会議研修会参加
④文化スポーツ表彰

継続 349 349 349 349 349

⑤夢と希望！感動体験事業運営補助
金
※補助対象とする体験活動の事例
・舞台芸術感動体験（ミュージカル、美
術鑑賞など）
・命の感動体験（動物園、植物園、博
物館見学など）
・ものづくり感動体験（木工、陶芸、家
具工房、ガラス工房など）
・スポーツ感動体験（プロの野球、サッ
カー、バスケットボール、アルペンス
キー観戦など）

実施 1,000

教育委員会
教育グループ

・郷土資料館及び柔剣道場の運営維
持
・図書館管理運営事業

継続 3,562 3,562 3,562 3,562 3,562

【臨時事業】 PRビデオ検討 検討 ○
・正面玄関前タイル改修 実施 400
・PRビデオ映像機器更新 実施 500

社会教育の振興刷新に資するため本町に社会教育
委員を置く。
生涯学習やまちづくり団体・サークルが自主的に活
躍するため、各種研修会や会議に派遣し団体やサー
クルの指導者を養成し、継続的な活動を推進する。ま
た、自主的な生涯学習活動やまちづくり活動を図れ
るよう個人指導者や団体やサークルの育成を推進す
る。
管内の生涯学習推進関係者や社会教育関係者等が
その実践や研究協議を開催し、管内の生涯学習情報
の収集と生涯学習関係者の資質の向上を図る。
中頓別町の文化及びスポーツの向上発展に寄与し、
特に実績の顕著なものの表彰に関する必要な事項を
定め、普及振興に資することを目的とする。
　次代を担うこども達の健やかな成長と教育の向上
に資することを目的に、未来を担うこどもの健全育成
と教育の基金を財源に、２０歳までの町民が学校単
位や、子ども育成会、分団活動、スポーツ少年団活
動等において取り組む各種体験活動に補助金を支
出します。

郷土資料館及び青少年
柔剣道場維持管理運営
事業

本町開拓の歴史的経過と先人の事業を知り、郷土に
関する資料の保存と展示をし、郷土に対する認識を
たかめる。
健康で文化的生活を築くために柔剣道場及び図書
室、研修室を活用し、青少年の健全育成を図る。

 生徒の教育活動において必要となる教育資材等を
整備し、教育指導の充実を図るため実施する事業で
ある。
　児童生徒の健康の保持増進及び病気の早期発見
につなげていくことを目的として、児童生徒の健康診
断を実施する事業である。
　 児童生徒の健康の保持増進及び病気の早期発見
につなげていくことを目的として、児童生徒の健康診
断を実施する事業である。

 給食は、児童・生徒に望ましい食事に関する経験を
かさねさせ、心身の健全な発達に寄与することを目
的に、児童・生徒に給食を一日一回提供を行う。
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実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

活動指標 概算事業費(見込）

創作活動施設維持管理
運営事業

教育委員会
教育グループ

中頓別町らしい個性豊かな芸術文化の発展のため、
地域や職場、団体サークルの創作活動の拠点として
積極的な活用を図る。

・創作活動施設運営管理 継続 461 461 461 461 461

【臨時事業】
　ＦＦストーブ 実施

326

　陶芸用窯耐火加工工事 実施 200
第2項 社会体育の

充実
スポーツ推進事業 教育委員会

教育グループ
各スポーツ団体等の活動を支援し、スポーツ振興と
活性化、健康づくりを図ることを目指す

スポーツ推進
・スポーツ推進消耗品
・スポーツ傷害保険
・レクレーション保険加入車両維持
・スポーツ巡回車維持管理
【臨時事業】

継続 560 588 588 588 588

・アルペンスキー練習用ポール（初心
者用）

実施 110

町民各種スポーツ大会
等運営事業

教育委員会
教育グループ

各種スポーツを通して、本町の生涯スポーツの推進
及び町民の健康増進と体力向上を図る

（主催）
・町長杯パークゴルフ大　会
・町民ソフトボール大会
・町民駅伝大会、小学校　マラソン大会
・教育長杯室内ゲートボ　ール大会
（後援）
・夏休みラジオ体操会
・町民ミニバレー大会
・体育の日記念スポーツ大会

継続 241 241 241 241 341

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

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 6,000
・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

寿野外レクリエーション
施設維持管理運営事業

教育委員会
教育グループ

　町の社会教育施設の管理を平成１８年度から指定
管理として中頓別振興公社に管理委託している。利
用者の意見や意向、ニーズを把握しながら、有益で
地域住民の憩いの場として、円滑・効率的な運営管
理を図るため、

指定管理施設
・中頓別町寿スキー場
・ふれあいスポーツ広場
・寿公園施設

継続 17,495 17,495 17,495 17,495 17,495

中頓別振興公社に指定管理を委託する。町の施設
の効率のいい運営と住民サービスの向上を図る。

【臨時事業】　寿公園
　東屋用テント、日除けテント取替

実施 564

　自走式芝刈機オーバーホール 実施 519
　公園遊具修繕 実施 262
　パークゴルフ場浄化槽ブロアー交換 実施 145

　駐車場段差解消工事 実施 300
【臨時事業】　圧雪車
　圧雪車キャタピラ交換①番②番⑤番 実施

1,283

　圧雪車タイヤ交換 実施 実施 275 275
　圧雪車サイドブレーキオーバーホー
ル

実施 500

　圧雪車ギヤボックスオーバーホール 実施 500
　圧雪車走行高圧ホース前部交換 実施 220
　圧雪車キャタピラ交換③番④番

　圧雪車エンジン用コントロールカード
交換

実施 1,030

【臨時事業】　リフト
リフト設備総合点検
※リフト総合点検の結果によりH２５
 年度以降の整備計画を策定する

実施
473



　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） (単位：千円)

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

政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

活動指標 概算事業費(見込）

第5章 町民主役の町政運営

第1節 情報の共有化と町民参加によるまちづくりの推進

第1項 情報共有の
推進

町勢要覧に関する業務 総務課 住民
グループ

町の沿革・人口の推移など行政・観光・統計情報をま
とめ町民の町政に対する理解・関心等向上を図る。
また、町のPRに活用する。

４年毎に更新 継続 0 0 0 0 832

第2項 地域振興・活
性化の推進

ふるさと応援寄附事業 総務課 政策
経営室

中頓別町を応援していただける方からの寄附金につ
いて、活力あるまちづくりの財源として活かすととも
に、地域資源を活用したお礼を行うことで、地域の魅
力向上やさらなる応援団の拡大を図る。

ふるさと応援寄附に関する宣伝広告
ふるさと応援寄附返礼品

実施 2,000

第2節 創造的な自治体改革の推進

第1項 行政改革の
推進と行政経
営の確立

公的個人認証サービス
事務に関する事務

総務課 住民
グループ

 インターネット等によるオンライン手続において、なり
すましや改ざん等の危険性を防ぐための確かな本人
確認手段と言える電子証明を住民基本台帳に記録さ
れている全国の住民に対して提供するサービスであ
る。

電子証明書発行 継続 91 91 91 91 0

第2項 効率的・計画
的な財政運
営

財政管理事務事業 総務課　政策
経営室

予算編成、執行管理、決算統計等財政管理事務 ヒヤリング旅費、財務会計システム保
守料
H26 システム更新

継続

更新

417 417 417 10,000 417

財務管理事務事業 総務課　政策
経営室

歳入（債権）に係る自動振込手数料の管理等財務管
理事務

自動振込手数料 継続 114 114 114 114 114

地方債事務事業 総務課　政策
経営室

 公債費負担の適正管理。普通建設事業に係る財源
調達として起債（借金）を充当するための借入、償還
事務

起債管理システム保守料
H27 システム更新

継続
更新

36 36 36 1,610 36

物品管理事業 総務課　政策
経営室

業務上必要な事務用品等の受払、在庫管理事務 消耗品費、修繕費 継続 3,031 3,067 3,067 3,067 3,067

団体補助事務事業 総務課　政策
経営室

各種団体運営補助金の補助指令、実績報告書の管
理事務

継続 0 0 0 0 0

地方交付税事務事業 総務課　政策
経営室

地方交付税の算定基礎資料の作成及び算定事務 算定事務に係る旅費、燃料費 継続 10 10 10 10 10

固定資産統合管理事業 総務課　政策
経営室

町が固定資産を統合的に管理し、公会計とのリンク
を図るとともに、「固定資産統合管理計画」を策定し、
統括的な管理を行っている。

固定資産統合管理計画策定
統合資産管理システム導入
公共FMシステム導入

実施 4,228


