
　第７期中頓別町総合計画 後期実施計画登載事業一覧（２０１７～２０２１）
(単位：千円)

実施内容 最重要等 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

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
分別廃棄の効果促進
・不法投棄防止、廃家電適正処分
・住民学習会、広報活動
H29:最終処分場埋立計画軽微変更
・次期埋立地の選定（設計委託等）
塵芥車更新購入事業

重要

重要

年１回
広報

年１回
広報

実施

93,287 98,500 118,987 104,000 93,500

第2章 産業振興・地域経済の活性化と社会資本の整備

第1節 農林業を基本に据えた活力ある産業の創造

第4項 観光の振興 観光振興計画フォロー
アップ事業

産業建設課
産業グループ

観光振興計画推進のため、観光組織の設立と運営、
事業のサポートを受け、観光地域づくりに関する事業
の推進を図る。

観光組織設立サポート
ホームページ作成
ガイド育成
体験メニュー造成実施
宿泊施設再整備基本計画策定

実施 31,830 3,000 3,000

インバウンド推進事業 産業課 産業
グループ

アジア圏を中心とする海外からの観光客受入れに向
け、観光振興連携に関する協定を結んだ台湾中華
大学の学生をインターンシップで受入れ、コンテンツ
の整備や情報発信に取り組む。

インターンシップ受入れ事業
・資源調査、情報発信資材作成、メ
ニュー開発

実施 継続 4,000 0 4,167 4,167 4,167

第2節 快適に暮らすことができる生活環境の整備

第1項 道路網の整
備

町道新設改良事業 建設課 建設
グループ

中頓別駅向線交付金工事 L=680m 要 継続 190,000 190,000 242,949 190,000 190,000

秋田原野線交付金工事 L=3.030m 新規

上頓別原野線交付金工事 L=500m 新規

3条通り線整備事業他4路線 新規

中頓別弥生線整備事業 新規 49,849
あかね5条通り線整備事業 新規 3,100

橋梁長寿命化計画策定（72橋）

橋梁長寿命化修繕計画（修繕工事）

継続

実施

計画・策
定

長寿命化修繕計画（点検72橋） 点検

第4項 住宅環境の
整備

公営住宅管理事業(町
営住宅の入居)

建設課 建設
グループ

　町営住宅等の入退居に係る事務、町営住宅の修
繕及び維持管理を行う。

西団地ユニットバス(S61)
西団地外壁改修(H5)
あかね団地公営住宅解体(19棟)

すみれ団地修繕

要 実施
実施
実施
継続

実施

21,161 13,000 16,320 13,000 13,000

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1項 総合的地域
福祉の充実

プレミアム商品券事業 保健福祉課 消費税・地方消費税率引き上げが低所得者・子育て
世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域
における消費を喚起・下支えを図る観点から、臨時
的な給付措置を行う。

低所得者・子育て世帯に対するプレミ
アム商品券の支給

実施 2,654

第2節 安全な町民生活を支える体制、対策の確立

第1項 防災・消防・
救急

防災行政無線整備事業 総務課　総務
グループ

災害時における町と住民及び防災関係機関相互の
災害情報を手段として整備する

防災行政無線実施設計業務
防災行政無線施設整備

実施 継続 352,800 1,000 1,000

道路整備を行うことにより、歩行者・自動車の安心で
安全な交通を確保することにより、住民生活の向上
と快適な生活環境をつくり地域の活性化をはかる、ま
た観光地へのアクセス向上が図られ地域の振興を図
るものである。

政策
の柱

政策
目標

施策目標 事務事業名 担当部署

後期実施計画（Ｈ２９～Ｈ３３）

活動指標 概算事業費(見込）
目的・概要
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政策
の柱

政策
目標

施策目標 事務事業名 担当部署

後期実施計画（Ｈ２９～Ｈ３３）

活動指標 概算事業費(見込）
目的・概要

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2項 学校教育の
充実

英語力育成事業 教育委員会
教育グループ

　次世代を担う子どもたちの英語力向上を推進する。
　また、中学２年生（基本）を対象に海外研修参加希
望を募集し、認定こども園から中学校までに学んだ
自己の英語能力を活かした海外研修を実施する事
業である。

英語力育成事業に係る外部検定試験
経費補助
・実用英語技能検定試験経費補助
・未来への挑戦 ハワイ英語研修

実施 8,846 10,320

学習習慣育成事業補助
事業

教育委員会
教育グループ

　学習習慣の向上と子育て世代の教育費負担軽減
のため、漢字検定等に係る経費を補助する事業であ
る。

漢字検定を活用した学習習慣育成事
業に係る外部検定試験費補助
・日本漢字能力検定試験経費補助
RSTの実施（読解力）

実施 101 415

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 27,200 112,200 121,704 12,200 17,200

【臨時事業】

・小学校校舎大規模改修

・教職員用パソコン更新

・児童生徒用パソコン更新

・体育館暖房機取替え 実施

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 13,720 10,220 18,220 9,770 14,770

                                              中
                                          中学校
校舎改築基本設計、実施設計

       重
要

中学校改築等推進事業 教育委員会
教育グループ

　筑後約50年が経過した中学校校舎は、教育面・機
能面・安全面での老朽化が著しく、長寿命化による対
策ではなく改築に向けた検討する必要がある。
　また、学校校舎等施設は、生徒の学習・生活の場
であるとともに、地域住民の活動や交流の場としても
利用されており、さらには災害発生時の応急的な避
難場所としての役割を担う重要な施設であることか
ら、計画的に改築事業を実施する。
　学校改築事業は、教育関係施設の統合を見据えた
検討が必要であることから、改修内容と概算工事費
を整理するため委託業務を実施する。

中学校校舎改築基本設計、実施設計
　基本計画：H31
　基本設計：H32
　実施設計：H33
中学校校舎改築工事：H34～H35

重要 実施 6,600 9,000 15,000

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

社会教育推進事業 教育委員会
教育グループ

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。
　文化・教養の推進のため学習機会の向上を図る。

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
⑤夢と希望！感動体験事業
⑥中頓別文化塾事業

継続 1,400 1,400 1,700 1,700 1,700
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政策
の柱

政策
目標

施策目標 事務事業名 担当部署

後期実施計画（Ｈ２９～Ｈ３３）

活動指標 概算事業費(見込）
目的・概要

第2項 社会体育の
充実

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

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 46,600 273,800 73,165 25,500 22,500

【臨時事業】　スキー場 ※関係分抜粋

　圧雪車更新

第4項 地域間交流と
国際交流

大崎上島町交流実行委
員会助成事業

総務課 政策
経営室

平成２年１０月に本町の開拓の始祖である楢原民之
助氏の出身地である広島県東野町（現大崎上島町）
と姉妹町の縁を結び、それぞれの町民をとおして親
善、交流を深めている。

実行委員会への助成
コラボ商品開発

交流
実施

交流 0 877 86 877 0

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 y

第2項 地域振興・活
性化の推進

総合開発委員会事業 総務課 政策
経営室

住民主体による第７期中頓別総合計画による事務事
業の推進管理と、行政評価の確立と策定に向けた基
本的な考えをまとめ、総合的かつ特色あるまちづくり
を推進する。平成27年度から後期実施計画策定作
業を実施する。

本会議
外部評価委員会
第８期総合計画策定プロジェクト

継続

実施

93 93 8,366 8,400 10,000

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

中頓別町電子自治体事
務事業

総務課　総務
グループ

電子自治体を運営するため、職員端末維持管理、
サーバー機器維持管理、通信費・ウィルスソフトライ
センス更新業務、機器保守委託業務、北海道電子自
治体共同運営協議会業務に係る事務
ファイアーウォールの設置から9年が経過し、部品の
調達ができないため故障による業務の支障を解消す
るため、機器更新を行わなければならない。

職員端末維持管理、サーバー機器維
持管理、通信費・ウィルスソフトライセ
ンス更新業務、機器保守委託業務、北
海道電子自治体共同運営協議会業務

ファイアーウォール機器更新

継続 7,142 7,142 22,094 22,094 22,094

開拓110年町制施行70
周年記念事業

総務課　総務
グループ

平成31年度に「開拓110年町政制行70周年」を迎える
にあたり、記念事業等を計画し実施する。

記念式典
キッズボールパーク、保育講演会
映画「そらのレストラン」上映・講演会
交通事故死ゼロ啓発看板整備
全日本水風船キャッチ選手権大会補
助金
各種スポーツ大会助成金
各種文化事業助成金
町民スポーツフェスティバル補助金
町民プロスポーツ応援事業助成金

実施 17,531

ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操・みんなのラ
ジオ体操会

北電ファミリーコンサート

北海道１７９市町村応援大使事業 2,085
夢と希望を感動体験事業プロスポーツ
観戦

1,000

町民文化芸術祭札幌国際情報高校吹
奏楽部演奏会

1,500

防災ラジオ全戸配布事業 5,016
（住民窓口業

務）
総合行政システム及び
機器更改事業

総務課 住民
グループ

　町民の重要な資産である住民記録台帳データの確
実な保護と管理及びその他連携する基幹システムの
安定的な運用を図り、法改正等にも柔軟に対応でき
るシステム及び機器の構築を図る。

　総合システム（住民記録・印鑑証明・
選挙管理・国民健康保険（資格）・軽自
動車税・収納消込）利用料及びサー
バー使用料

継続 1,600 1,600 26,147 1,600 1,600

　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、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。
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