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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

6,398 6,398 6,379 6,379

21,782 10,000 11,782 11,755 11,755 11,731 11,731

3,500 3,500 4,500 4,500

1,800 1,800 750 750 150 150

7,000 7,000 7,000 7,000

2,000 2,000 2,000 2,000

10,000 10,000 260,000 80,000 170,000 10,000 183,000 60,000 120,000 3,000

7,000 7,000

1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,000 500 1,500

14,000 14,000

120,000 54,000 66,000

2,000 2,000

2,500 2,000 500 2,500 2,000 500 2,500 2,000 500

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

1,000 1,000

12,500 10,000 2,500 12,500 10,000 2,500 12,500 10,000 2,500

500 500 500 500 500 500

事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

厨房機器更新(平小、貫
小、平中、振中)

厨房機器更新(各小中
学校)

厨房機器更新(各小中
学校)

1 学校給食用備品整備事業 平取町 生涯学習課

3
小中学校児童・生徒用パソコン更
新事業

平取町 生涯学習課

校務用パソコン購入償
還金（債務負担行為）
 (H28償還終了)

校務用パソコン購入償
還金（債務負担行為）
 (H28償還終了)

2 小中学校校務用パソコン整備事業 平取町 生涯学習課

5 ふるさと親子留学住宅建設事業 平取町 生涯学習課
ログハウス 3棟分
 (債務負担行為)

ログハウス 2棟分
 (債務負担行為)

中学校指導書 小学校指導書4 小中学校教科書指導書購入事業 平取町 生涯学習課

パソコン購入償還金
 小学校 5校　95台
 中学校 2校　55台
 (債務負担行為)
電子黒板7台、無線LAN

パソコン購入償還金
 小学校 5校　95台
 中学校 2校　55台
 (債務負担行為)

パソコン購入償還金
 小学校 5校　95台
 中学校 2校　55台
 (債務負担行為)

7
【新規】
学校施設整備事業

平取町 生涯学習課

ﾄｲﾚ改修(貫小)
 生徒用(男子) 2基
 生徒用(女子) 4基
 教員用(男子) 2基
 教員用(女子) 2基

ﾄｲﾚ改修(振小)
 生徒用(男子) 2基
 生徒用(女子) 4基
 教員用(男子) 2基
 教員用(女子) 2基

ログハウス 1棟分
 (債務負担行為)

6 学校トイレ改修事業 平取町 生涯学習課

振内中学校校舎・屋体
大規模改造工事
実施設計委託

振内中学校校舎・屋体
大規模改造工事
本工事費
工事監理業務委託料
職員室等備品

振内中学校校舎・屋体
大規模改造工事
本工事費
工事監理業務委託料

8
【新規】
振内中学校校舎・屋体整備事業

平取町 生涯学習課

貫気別小学校加圧給水
ポンプ取替工事

平取中学校パソコン教
室エアコン設置　2台
（サーバー保護用）

10
【新規】
教育委員会公用車車庫整備事業

平取町 生涯学習課

平取中学校グラウンド
トイレ改修工事

9
【新規】
学校グラウンド整備事業

平取町 生涯学習課

芸術鑑賞会等開催事業

児童・生徒芸術劇場開
催事業

児童・生徒芸術劇場開
催事業

12 芸術鑑賞会等開催事業 平取町 生涯学習課

11
児童・生徒芸術劇場開催事業
（旧子ども芸術劇場開催事業）

平取町 生涯学習課
児童・生徒芸術劇場開
催事業

公用車車庫設置

14 町民グラウンド改修事業 平取町 生涯学習課

屋上防水改修工事13 中央公民館整備事業 平取町 生涯学習課

16 図書館整備事業 平取町 図書館

振内ｶｰﾘﾝｸﾞ場屋根改
修
 A＝561㎡

15 振内地区体育施設改修事業 平取町 生涯学習課

本工事
ｸﾚｲ舗装･排水工・施設
工
防球ネット・ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰ
ﾝ・ﾀﾞｸﾞｱｳﾄ・ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ

システム更新リース外
（5年リース）

システム更新リース外
（5年リース）

システム更新リース外
（5年リース）

17 図書館システム等整備事業 平取町 図書館

図書資料
映像･録音資料

図書資料
映像･録音資料

図書資料
映像･録音資料

空間整備と管理運営
体験交流
普及啓発

空間整備と管理運営
体験交流
普及啓発

空間整備と管理運営
体験交流
普及啓発

20 大学間連携共同推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

19 イオル整備推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

上映用プロジェクター改
修

18
【新規】
視聴覚ホールプロジェクター改修
事業

平取町 図書館

各大学との連携事業
(ｱｲﾇ文化ｷｬﾝﾊﾟｽ受入)

各大学との連携事業
(ｱｲﾇ文化ｷｬﾝﾊﾟｽ受入)

各大学との連携事業
(ｱｲﾇ文化ｷｬﾝﾊﾟｽ受入)
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

1 学校給食用備品整備事業 平取町 生涯学習課

3
小中学校児童・生徒用パソコン更
新事業

平取町 生涯学習課

2 小中学校校務用パソコン整備事業 平取町 生涯学習課

5 ふるさと親子留学住宅建設事業 平取町 生涯学習課

4 小中学校教科書指導書購入事業 平取町 生涯学習課

7
【新規】
学校施設整備事業

平取町 生涯学習課

6 学校トイレ改修事業 平取町 生涯学習課

8
【新規】
振内中学校校舎・屋体整備事業

平取町 生涯学習課

10
【新規】
教育委員会公用車車庫整備事業

平取町 生涯学習課

9
【新規】
学校グラウンド整備事業

平取町 生涯学習課

12 芸術鑑賞会等開催事業 平取町 生涯学習課

11
児童・生徒芸術劇場開催事業
（旧子ども芸術劇場開催事業）

平取町 生涯学習課

14 町民グラウンド改修事業 平取町 生涯学習課

13 中央公民館整備事業 平取町 生涯学習課

16 図書館整備事業 平取町 図書館

15 振内地区体育施設改修事業 平取町 生涯学習課

17 図書館システム等整備事業 平取町 図書館

20 大学間連携共同推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

19 イオル整備推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

18
【新規】
視聴覚ホールプロジェクター改修
事業

平取町 図書館

学校給食施設は、平成７年度～平成９年度にかけて整備され、既に１５年以上が経過しているため、計画的な備品の更新が求められている。また、学校統廃合による児童生徒の変更もあったことから、学校規模による備品等の更新が必要である。

事　　　業　　　内　　　容

校務用パソコンが不足し業務に支障を来たす状況であるため、学校で使用するパソコンを購入し事務効率を図る。

学習指導要領に基づく指導を推進するため、教師用指導書を購入する。

Windows XPのサポートが終了することから、各小中学校児童・生徒用パソコンをWindows 7に更新し、ウイルス感染等の防止を強化する（※償還金）。また、電子黒板を導入することにより、授業の質強化を図る。

各学校の児童生徒用トイレ及び教員用トイレを和式から洋式へ改修する。

ふるさと親子留学用住宅として、平成１７年・１８年・１９年に建設されたログハウス３棟については、年間１棟６０万円を限度に１０年間助成する。（H２９完了）

校舎の老朽化が進み、生徒・教職員の安全を確保することが困難になってきたため、耐震診断を実施する中で、校舎の改修等を行い、安全性を担保する。

各学校の給排水設備及びボイラー等は、学校建設以来更新することなく使用をしているため、老朽化に伴う設備の更新を行う。また、平取中学校のパソコン教室に設置されている校務用及び教育用パソコンサーバーが高温となり、教室のみならず機器の故障
に繋がる恐れがあるためクーラーを設置して対策を図る。

平取中学校グラウンドトイレは、各種大会等で利用されているが、老朽化が著しいため改修を行う。

価値観の多様化により、舞台芸術の鑑賞機会を提供するため、隔年で音楽演奏会等を開催する。

町内での舞台芸術の鑑賞機会が殆どないため、幼児及び小中学生に本物の芸術を鑑賞させ、生で味わう演劇等に触れることにより、豊かな感受性などを育てるきっかけとする。

教育委員会の公用車増車に伴い、車庫が不足しているため整備する。

中央公民館の屋上について老朽化が目立つことから防水工事を実施する。

振内カーリング場屋根の老朽化に伴い、シートの張替えを実施する。

町民グラウンドは、各種大会が数多く開催されておりますが、グラウンド排水が悪く、また内野部分に石が多く出てきていることから、各種大会に支障を来しているため、年次計画的に面整備等を実施する。

図書館システムは、平成１８年度に更新しましたが、既に保守期間が切れ、現在パソコン、周辺機器等の故障が発生しているため、図書システムを更新する。

蔵書冊数７０，０００冊を目標に、毎年、図書１，５００冊、映像資料１５本、録音資料１５本を目途に計画的に整備する。

平成２０年度より平取地域イオル再生事業が先行的に開始され、平成２７年度までの事業実施が予定されている。なお、事業主体は、（公財）アイヌ文化振興・研究推進機構であるが、町は、事業推進の中核となることから関係団体と連携し事業を推進する。ま
た、整備された３つの空間（伝承基盤）の管理運営と併せて、伝承活動の実践及び啓発普及・情報の受発信等に取り組む。

図書舘開館より使用しているプロジェクターが故障したままで、ふれあいセンターの汎用プロジェクターを借りて上映を続けており、上映回数も多いことから、同等品に交換修理を行う。

大学間連携共同教育推進事業として東日本区域の大学１９校、連携機関１４団体とが協定を締結し、平取町をキャンパスとする現地連携ワークショップ（アイヌ文化の体験）を実施する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500

(11,000) (6,000) (5,000) (11,000) (6,000) (5,000) (11,000) (6,000) (5,000)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(62,535) (44,535) (18,000) (69,535) (44,535) (25,000) (69,535) (44,535) (25,000)

18,000 18,000 25,000 25,000 25,000 25,000

15,000 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500

500 50 450 500 50 450 500 50 450

500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500

2,000 1,000 1,000

1,400 1,400 850 850 5,700 5,700

15,000 15,000 140,000 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000

(4,000) (3,000) (1,000) (4,000) (3,000) (1,000) (4,000) (3,000) (1,000)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000

6,900 5,600 1,300 6,900 5,600 1,300 6,900 5,600 1,300

(12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

500 500 500 500 500 500

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進会議運営
事業

22 シシリムカ文化大学運営事業 平取町
アイヌ施策

推進課

21
「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」推
進事業

平取町
アイヌ施策

推進課
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進会議運営
事業

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進会議運営
事業

24 実践型地域雇用創造事業
平取町地域
活性化協議

会

アイヌ施策
推進課

実践型地域雇用創造
 六次産業の推進
 交流産業の推進
 人材育成
　(地域おこし協力隊)

実践型地域雇用創造
 六次産業の推進
 交流産業の推進
 人材育成
　(地域おこし協力隊)

新商品開発
需要開拓
従事者育成
消費者交流
産地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ事業

新商品開発
需要開拓
従事者育成
消費者交流
産地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ事業

新商品開発
需要開拓
従事者育成
消費者交流
産地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ事業

講座・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 講座・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 講座・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催

23
アイヌ伝統工芸品産業振興支援
事業

二風谷
民芸組合

アイヌ施策
推進課

追加選定調査
保存活用整備
普及啓発（都市交流）

追加選定調査
保存活用整備
普及啓発（都市交流）

追加選定調査
保存活用整備
普及啓発（都市交流）

26 アイヌ文化体験学習事業 平取町 文化財課

実践型地域雇用創造
 六次産業の推進
 交流産業の推進
 人材育成
　(地域おこし協力隊)

25 重要文化的景観保護推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

28 二風谷アイヌ文化博物館特別展 平取町 文化財課

講座
現地説明会
セミナー
シンポジウム等

講座
現地説明会
セミナー
シンポジウム等

講座
現地説明会
セミナー
シンポジウム等

27
二風谷アイヌ文化博物館普及啓
発事業

平取町 文化財課

木彫ｺｰｽﾀｰ制作体験 木彫ｺｰｽﾀｰ制作体験 木彫ｺｰｽﾀｰ制作体験

30 屋外展示施設補修事業 平取町 文化財課

看板設置･普及啓発
 ｵｷｸﾙﾐの伝承地
 幌尻岳

特別展
 資料展示公開
 資料解説
 研究報告外

29 名勝ピリカノカ保護推進事業 平取町 文化財課

特別展
 資料展示公開
 資料解説
 研究報告外

特別展
 資料展示公開
 資料解説
 研究報告外

32 アイヌ文化データベース整備事業 平取町
アイヌ施策

推進課

再整備実施設計
トイレ移設
敷地造成工
園路広場工

便益施設工
休養施設工
管理施設工
修景施設工
建築施設工

31 二風谷地区再整備計画策定事業 平取町 まちづくり課

屋外展示施設補修
ペペレセッ＝熊檻
プ＝高床式倉庫

屋外展示施設補修
クチャチセ＝仮小屋、
東屋、外

屋外展示施設補修
４号チセ屋根、壁葺き
替え、外

34

沙流川・鵡川ペアライン活性化事
業
（旧沙流ユーカラ街道シャトルバス
運営事業）

沙流ﾕｰｶﾗ街
道活性化協

議会

アイヌ施策
推進課

シンポジウム開催等
（派遣４名、受入２名）

シンポジウム開催等
（派遣４名、受入２名）

シンポジウム開催等
（派遣４名、受入２名）

情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
 イオル再生
 博物館情報
 学術調査

33 アイヌ文化国際交流事業
平取町アイ
ヌ文化振興
推進協議会

アイヌ施策
推進課

情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
 イオル再生
 博物館情報
 学術調査

情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
 イオル再生
 博物館情報
 学術調査

36 沙流川歴史館活動事業 平取町 文化財課

地域の文化遺産次世代
継承
伝統文化親子体験教室

地域の文化遺産次世代
継承
伝統文化親子体験教室

地域の文化遺産次世代
継承
伝統文化親子体験教室

35
文化遺産を活かした地域活性化
事業

平取町アイ
ヌ文化振興
推進協議会

アイヌ施策
推進課

シャトルバス運行事業
広域連携シンポジウム
開催

シャトルバス運行事業
広域連携シンポジウム
開催

シャトルバス運行事業
広域連携シンポジウム
開催

特別展
ﾎﾟｽﾀｰ･ﾁﾗｼ制作
資料借用展示

特別展
ﾎﾟｽﾀｰ･ﾁﾗｼ制作
資料借用展示

特別展
ﾎﾟｽﾀｰ･ﾁﾗｼ制作
資料借用展示

企画展
講座
年報作成

37 沙流川歴史館特別展示 平取町 文化財課

企画展
講座
年報作成

企画展
講座
年報作成
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

22 シシリムカ文化大学運営事業 平取町
アイヌ施策

推進課

21
「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」推
進事業

平取町
アイヌ施策

推進課

24 実践型地域雇用創造事業
平取町地域
活性化協議

会

アイヌ施策
推進課

23
アイヌ伝統工芸品産業振興支援
事業

二風谷
民芸組合

アイヌ施策
推進課

26 アイヌ文化体験学習事業 平取町 文化財課

25 重要文化的景観保護推進事業 平取町
アイヌ施策

推進課

28 二風谷アイヌ文化博物館特別展 平取町 文化財課

27
二風谷アイヌ文化博物館普及啓
発事業

平取町 文化財課

30 屋外展示施設補修事業 平取町 文化財課

29 名勝ピリカノカ保護推進事業 平取町 文化財課

32 アイヌ文化データベース整備事業 平取町
アイヌ施策

推進課

31 二風谷地区再整備計画策定事業 平取町 まちづくり課

34

沙流川・鵡川ペアライン活性化事
業
（旧沙流ユーカラ街道シャトルバス
運営事業）

沙流ﾕｰｶﾗ街
道活性化協

議会

アイヌ施策
推進課

33 アイヌ文化国際交流事業
平取町アイ
ヌ文化振興
推進協議会

アイヌ施策
推進課

36 沙流川歴史館活動事業 平取町 文化財課

35
文化遺産を活かした地域活性化
事業

平取町アイ
ヌ文化振興
推進協議会

アイヌ施策
推進課

37 沙流川歴史館特別展示 平取町 文化財課

事　　　業　　　内　　　容

平成２４年９月１９日に「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」プロジェクト推進協議会が発足し、平成２５年４月１７日、北海道森林管理局、アイヌ協会平取支部、町の３者において包括協定が締結された。将来構想に向けた、国有林の育成、回復、保全と活用が目的
のプロジェクト推進のために実施する。アイヌ文化伝承に必要な草木等の植生の育成、回復、保全と活用、雇用機会の創出、地域と国有林との協働・連携による森づくりを実施する。

平取町におけるアイヌの伝統工芸家の高齢化が進み、伝統工芸技術が途絶える危機的な状況にあることから、生業に結びつく支援と後継者の育成を視野に入れた対策が必要なため、国の伝統的工芸品の指定を受け、需要開拓、原材料の確保、従事者の
育成、都市消費者との交流を推進するとともに、地域における工芸品プロデューサー制度の確立を目指す。

アイヌ文化に関する学習・普及講座等を開催する。また北大研究センターの分校方式で、サテライト講座等を実施し、情報の受発信基地として整備する。（情報センター事業の一環）

平成１９年７月に文化庁から重要文化的景観の選定を受けたため、関係機関と連携を取りながら、２次選定にむけての調査と、選定地区の更なる保存整備活用策及び都市住民との交流による普及啓発を通して地域振興策との連動を図る。

平成２４年７月に国の実践型地域雇用創造事業を受託し、重点分野を定め産業の六次化と交流産業の推進を図ることとしており、沙流川流域の豊かな自然・文化資源と地場産業を生かした持続的産業の創造を図ると共に、地域おこし協力隊制度との連携に
より重点分野における担い手の育成と起業家を支援する。また、農林業の経営基盤をより強化していくと共に、産業の六次化と様々な地域資源を活かした交流人口の拡大を図り、ソーシャルビジネス（緊急雇用創出等）の起業家の育成と雇用創出の推進を図
る。

平成４年の博物館開館以来、シンポジウム等の普及啓発事業を継続的に行っている。今後も館の運営理念である「アイヌ伝統文化の今日的継承」に基づいた事業を推進する。

平取町におけるアイヌ伝統文化の啓発普及と地域の伝統工芸家育成を目的として、継続的に実施している。アイヌ文様入り木彫コースターの制作を毎年夏休み期間中に行なうことで、二風谷地域の観光振興の一端も担っている。

平成１８年度から全道２１箇所を目途に、国の名勝「ピリカノカ」の指定作業が進められている。平取町では、幌尻岳が道内９番目の指定（H25.10）となり、オキクルミの伝承地も年度内に指定される予定（文部科学大臣に答申済）である。平成２７年度に看板設
置・パンフレットの作成等の取り組みを行う予定である。

平取町におけるアイヌ伝統文化の啓発普及の一環として継続実施している。毎年10月～12月の2ヶ月間、博物館伝承サロンにて行ない、翌年の博物館年報にて成果報告している。

平取町のアイヌ文化振興のために、主に二風谷地区の諸施設を核とした、ハード、ソフト事業を統括する今後の整備の在り方を示すための計画を策定する。

博物館の屋外展示施設について維持にかかる改修等を行う。

北大研究センターと連携し、国際的な文化交流を促進する。（北大研究センター研究員への登録・シンポジウムの開催等）

アイヌ文化振興・研究推進機構との共同事業として実施し、平取町アイヌ文化振興基本計画に掲げる事業連携、情報の共有化を更に強化する。近年、イオル整備等の新たな情報や成果、更には博物館資料等が多数蓄積されていることから、それらのデータ
ベース化により、情報の受発信基地としての情報センターの機能強化を図る。

地域文化遺産等と共に地域に埋もれている歴史資料、伝説・伝承地、周辺の景観など、地域文化遺産等を活かした地域活性化が必要となるため、「歴史・文化資産活用基本構想」を見据えた地域の文化遺産次世代継承と伝統文化親子体験教室事業を実施
する。

一般国道２３７号は、平成２２年１２月８日に「沙流ユーカラ街道」の愛称が決定され、沿線には豊かな自然、美しい景観、代々受け継がれてきた伝統工芸など様々な資源がありますが、道東自動車道の開通（平成２３年１０月２９日）に伴い、交通量が年々減少
し、沿線商店は危機的な状況にあるため、日高町と協働して沙流ユーカラ街道ツーリズムを形成し、無料シャトルバスを試験運行することにより、道央圏との交流を促進させ、地場産業・文化産業の振興を図る。また併せてシンポジウムも開催する。

沙流川流域の自然と歴史に関する学習機会の場を提供する。

沙流川流域の自然と歴史に関する学習機会の場を提供する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

8,000 8,000

1,400 550 850 4,400 3,550 850 4,400 2,050 2,350

36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500

19,080 9,600 9,480 10,500 10,500 10,500 10,500

教育・文化の推進

(291,095) (127,685) (43,000) (38,050) (82,360) (743,369) (264,085) (298,000) (78,550) (102,734) (535,716) (241,585) (194,000) (12,050) (88,081)

計 234,460 62,150 43,000 62,650 66,660 686,734 198,550 298,000 85,150 105,034 479,081 176,050 194,000 18,650 90,381

38
平取ダム建設に伴う埋蔵文化財
調査事業

平取町 文化財課

文化的景観整備
 現地説明会、保全委員
会、看板設置　５基

40
平取ダム地域文化調査事業
（アイヌ文化環境保全対策事業）

平取町
アイヌ施策

推進課

39
地域文化を守り育む景観形成事
業
（文化的景観保護事業）

平取町 文化財課
文化的景観整備
現地説明会
保全委員会

文化的景観整備
 現地説明会、保全委員
会、看板設置　５基

豊糠8遺跡発掘調査
 （水没地区）
報告書作成業務

シャトルバス運行企画
地域ｶﾞｲﾄﾞ等人材育成
 （地域おこし協力隊）
工芸品等PRｼｽﾃﾑ開発

シャトルバス運行企画
地域ｶﾞｲﾄﾞ等人材育成
 （地域おこし協力隊）
工芸品等PRｼｽﾃﾑ開発

シャトルバス運行企画
地域ｶﾞｲﾄﾞ等人材育成
 （地域おこし協力隊）
工芸品等PRｼｽﾃﾑ開発

41

地域文化資源等ネットワーク形成
事業
(旧地場資源活用交流産業人材
ネットワーク形成事業)

平取町
アイヌ施策

推進課

文化所産の多角的調査
対策案の立案と施行

文化所産の多角的調査
対策案の立案と施行

文化所産の多角的調査
対策案の立案と施行
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

教育・文化の推進

計

38
平取ダム建設に伴う埋蔵文化財
調査事業

平取町 文化財課

40
平取ダム地域文化調査事業
（アイヌ文化環境保全対策事業）

平取町
アイヌ施策

推進課

39
地域文化を守り育む景観形成事
業
（文化的景観保護事業）

平取町 文化財課

41

地域文化資源等ネットワーク形成
事業
(旧地場資源活用交流産業人材
ネットワーク形成事業)

平取町
アイヌ施策

推進課

事　　　業　　　内　　　容

平取町では平成17年度から文化的景観の保全に向けた調査を開始し、平成19年7月には重要文化的景観に選定された。平成20年度には文化的景観整備計画を策定し、次年度以降は、当該計画に基づき普及啓発活動や現地調査等を実施している。

平取ダム建設に関わる発掘調査の継続事業。平成20年度にパンケヌツチミフ遺跡を発掘調査し、平成21年度に整理・報告書作成業務と「町有牧野第11牧区遺跡」を発掘した。平成22年度は前年度分の整理・報告書作成業務を実施した。平成24年度は豊糠
10遺跡の発掘調査を実施し、平成25年度に前年度分の整理・報告書作成業務を実施した。併せて、水没予定地域の豊糠8遺跡の発掘調査（一部）を実施した。平成26年度に残りの発掘調査及び整理作業を実施し、平成27年度に報告書を作成する予定であ
る。

沙流川流域が生み出した文化資源を活かし、都市との交流人口の促進と横断的な地域ガイド等人材のネットワーク形成による受入体制と推進基盤を構築して新たな雇用機会の創出を図る。

平取ダム建設予定地周辺のアイヌの文化的所産に与える影響の軽減及び代替案等の保全対策を具体化するための基本的な方針策定に必要な調査・保全対策等を実施する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

7,900 7,900

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,700 2,125 2,100 475

(35,700) (30,345) (5,355)

5,355 5,355

7,600 1,900 5,700 7,600 1,900 5,700 7,600 1,900 5,700

1,000 300 700 1,000 300 700 1,000 300 700

保健・医療・介護・福祉の向上

(62,900) (4,325) (2,100) (30,345) (26,130) (14,600) (2,200) (12,400) (14,600) (2,200) (12,400)

計 32,555 4,325 2,100 26,130 14,600 2,200 12,400 14,600 2,200 12,400

42
【新規】
健康管理システムサーバー等更
新

平取町 保健福祉課

44
【新規】
振内診療所医療施設等設備整備

平取町 町民課

子育て支援医療費還元
（給付）

子育て支援医療費還元
（給付）

子育て支援医療費還元
（給付）

43 子育て支援医療費還元事業 平取町
まちづくり課

町民課

健康管理システムサー
バー等更新

屋上防水改修
 A＝2,700㎡

45 平取かつら園維持補修事業 平取福祉会 保健福祉課

診療所物置設置
医療機器整備
（超音波画像診断装置
一式）

新築 1件

47 食育推進事業 平取町 保健福祉課

新築 1件 新築 1件46 アイヌ住宅資金貸付事業 平取町
アイヌ施策

推進課

食育の実践
 料理教室
 学校給食ﾆｼﾊﾟﾗﾝﾁ

食育の実践
 料理教室
 学校給食ﾆｼﾊﾟﾗﾝﾁ

食育の実践
 料理教室
 学校給食ﾆｼﾊﾟﾗﾝﾁ
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

保健・医療・介護・福祉の向上

計

42
【新規】
健康管理システムサーバー等更
新

平取町 保健福祉課

44
【新規】
振内診療所医療施設等設備整備

平取町 町民課

43 子育て支援医療費還元事業 平取町
まちづくり課

町民課

45 平取かつら園維持補修事業 平取福祉会 保健福祉課

47 食育推進事業 平取町 保健福祉課

46 アイヌ住宅資金貸付事業 平取町
アイヌ施策

推進課

事　　　業　　　内　　　容

子育て支援と町内経済の活性化を図るため、義務教育までの子どもの医療費の自己負担分を町内取扱店での買い物等に利用できる「平取町金券」で還元する。

健康管理システムのサーバの更新時期は過ぎており、端末ＰＣ（5台分）についてもＯＳがwindowsXPのためサポートが終了しているが現状のまま使用している状況のため、情報の処理能力や蓄積データの保護のためサーバの更新を行う。

老朽化した施設の改修事業に対して補助する。

振内診療所の物置について、老朽化と落雪により破損したので新たに設置する。また、平成１１年に導入した超音波診断装置も故障しており修理費も多額となることから新規導入し整備を図る。

アイヌ住民の住環境の改善を図ることを目的として、「住宅改修」「住宅新築」「住宅敷地購入」の資金を低利で貸付する。

栄養・食生活改善支援・教室、料理教室・栄養講話、外部講師を依頼しての料理教室、学校給食への食材提供、保育所（常設・へき地）への献立・食材提供、食育啓発に関するフォーラム・セミナーの開催を行うことにより、食育の推進を図る。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

(1,500) (1,000) (500) (1,500) (1,000) (500) (1,500) (1,000) (500)

500 500 500 500 500 500

52,345 39,033 13,000 312 52,345 39,033 13,312 52,345 39,033 13,312

29,214 29,000 214

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

(350,000) (302,690) (13,000) (34,300) (10) (390,000) (341,250) (21,700) (26,987) (63) (475,730) (416,264) (21,100) (38,353) (13)

13,010 13,000 10 21,763 21,700 63 21,113 21,100 13

(4,294) (2,148) (2,146)

2,146 2,146

5,630 5,619 11 5,630 5,619 11 5,630 5,619 11

1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000

(32,000) (13,600) (13,400) (5,000) (64,000) (27,200) (26,800) (10,000) (64,000) (27,200) (26,800) (10,000)

18,600 13,600 5,000 37,200 27,200 10,000 37,200 27,200 10,000

1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

1,950 1,950 3,900 3,900 3,900 3,900

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

19,125 19,125 19,500 19,500 23,250 23,250

300 300 300 300 300 300

(3,600) (1,500) (2,100) (3,600) (1,500) (2,100) (3,600) (1,500) (2,100)

3,100 1,000 2,100 3,100 1,000 2,100 3,100 1,000 2,100

250 166 84

132 88 44 127 84 43 122 81 41

650 650 650 650 650 650

15,710 14,000 1,710 11,800 11,800 14,000 14,000

49
中山間地域等直接支払交付金事
業

平取町 産業課

電気柵整備 5ｶ所
 町　　　 1/3
 農協　  1/6
 受益者 1/2

電気柵整備 5ｶ所
 町　　　 1/3
 農協　  1/6
 受益者 1/2

電気柵整備 5ｶ所
 町　　　 1/3
 農協　  1/6
 受益者 1/2

48 害獣防止電気柵整備事業 平取町農協 産業課

51 農業施設等整備事業 平取町 産業課

航空レーザー計測
データファイル等作成

50
【新規】
直接支払対象農地測定事業

平取町 産業課

耕作放棄地発生防止活
動

耕作放棄地発生防止活
動

耕作放棄地発生防止活
動

53 水稲共同利用施設整備事業
振内地区機
械利用組合

産業課

用水改良(沙流幹線外
2)
排水路ｹﾅｼ)用確・補償
区画整理
 営農用水管理計装施
設

用水改良(沙流幹線)
排水路整備(ｹﾅｼ)
 L=800ｍ
区画整理・暗渠排水調
査一式

用水改良(沙流幹線外
2)
 L=1,675ｍ
排水路整備(ｹﾅｼ)
 L=400ｍ
排水路整備(3支線)
 L=247ｍ

去場･紫雲古津等
 土砂浚渫・除草

52
中山間地域総合整備事業
（平取南地区）

北海道 産業課

去場･紫雲古津等
 土砂浚渫・除草

去場･紫雲古津等
 土砂浚渫・除草

事務経費 事務経費 事務経費54 経営所得安定対策事業 平取町 産業課

償還金補助（振内）
 育苗ハウス 10棟
 附帯設備一式
(償還期間H27まで)

ﾘｰｽ農場整備補助
 施設ハウス
（1,200坪×1箇所）

ﾘｰｽ農場整備補助
 施設ハウス
（1,200坪×2箇所）

ﾘｰｽ農場整備補助
 施設ハウス
（1,200坪×2箇所）

56
新規就農者用リース農場整備事
業

平取町農協 産業課

管理委託2箇所
(紫雲古津･振内)

管理委託2箇所
(紫雲古津･振内)

管理委託2箇所
(紫雲古津･振内)

55 実践農場管理委託事業 平取町 産業課

農業研修生指導謝金
 4名（夫婦2組）

57-1
【新規】
経営体育成支援事業補助金

平取町 産業課

農業研修生指導謝金
 4名（夫婦2組）

農業研修生指導謝金
 4名（夫婦2組）

57 農業研修生受入対策事業 平取町 産業課

59 青年就農給付金事業 平取町 産業課

設備投資助成 2戸 設備投資助成 2戸 設備投資助成 2戸58 農業者就農促進対策事業 平取町 産業課

融資主体補助型
融資残額（事業費の
3/10上限）、定額補助

融資主体補助型
融資残額（事業費の
3/10上限）、定額補助

融資主体補助型
融資残額（事業費の
3/10上限）、定額補助

試験展示ほ設置
クリーン農業推進対策

試験展示ほ設置
クリーン農業推進対策

試験展示ほ設置
クリーン農業推進対策

60 農業振興事業 平取町 産業課

経営開始型
 新規就農者 11件
 経営継承者   1件

経営開始型
 新規就農者 11件
 経営継承者   2件

経営開始型
 新規就農者 13件
 経営継承者   3件

販売促進ｲﾍﾞﾝﾄ支援
 ﾄﾏﾄ・和牛ﾌｪｱ等

62
畜産経営維持緊急支援資金融通
事業利子補給事業

平取町 産業課

販売促進ｲﾍﾞﾝﾄ支援
 ﾄﾏﾄ・和牛ﾌｪｱ等

販売促進ｲﾍﾞﾝﾄ支援
 ﾄﾏﾄ・和牛ﾌｪｱ等

61 特産物消流対策事業 平取町 産業課

64 畜産公社補助事業 平取町 産業課

利子補給 5件 利子補給 5件 利子補給 5件63
大家畜特別支援資金融通事業（特
認）利子補給事業

平取町 産業課

利子補給 4件

継続機械･車両ﾘｰｽ
ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ購入(1台)
草地整備(2.45ha)
川向牧野飲水場整備

継続機械･車両ﾘｰｽ
ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰﾘｰｽ(1台)
草地整備(6.2ha･2ｶ所)

継続機械･車両ﾘｰｽ
テッター ﾘｰｽ(1台)
草地整備(12.6ha･2ｶ所)

65 町営牧野整備事業 平取町 産業課

牛肉消流対策　　1件
消費者交流　 　　2件
食育活動　　  　　1件
ﾀﾞﾆ熱予防対策  60頭

牛肉消流対策　　1件
消費者交流　 　　2件
食育活動　　  　　1件
ﾀﾞﾆ熱予防対策  60頭

牛肉消流対策　　1件
消費者交流　 　　2件
食育活動　　  　　1件
ﾀﾞﾆ熱予防対策  60頭
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

49
中山間地域等直接支払交付金事
業

平取町 産業課

48 害獣防止電気柵整備事業 平取町農協 産業課

51 農業施設等整備事業 平取町 産業課

50
【新規】
直接支払対象農地測定事業

平取町 産業課

53 水稲共同利用施設整備事業
振内地区機
械利用組合

産業課

52
中山間地域総合整備事業
（平取南地区）

北海道 産業課

54 経営所得安定対策事業 平取町 産業課

56
新規就農者用リース農場整備事
業

平取町農協 産業課

55 実践農場管理委託事業 平取町 産業課

57-1
【新規】
経営体育成支援事業補助金

平取町 産業課

57 農業研修生受入対策事業 平取町 産業課

59 青年就農給付金事業 平取町 産業課

58 農業者就農促進対策事業 平取町 産業課

60 農業振興事業 平取町 産業課

62
畜産経営維持緊急支援資金融通
事業利子補給事業

平取町 産業課

61 特産物消流対策事業 平取町 産業課

64 畜産公社補助事業 平取町 産業課

63
大家畜特別支援資金融通事業（特
認）利子補給事業

平取町 産業課

65 町営牧野整備事業 平取町 産業課

事　　　業　　　内　　　容

ヒグマやエゾシカなどの有害獣により農作物被害は拡大していることから、有害獣防止のための電気柵設置経費に対し助成する。なお、鹿柵の設置に伴い、今後、有害獣による農作物等の被害状況を勘案して、本事業を進める。

中山間地域直接支払制度におけるこ対象農地の判断等について使用する測定データが、平成13年測定であることから次期に向けて最新のデータを導入する。

中山間地域においては、耕作放棄地の増加が懸念される。本事業において、農地の維持と耕作放棄の発生防止を図る。（農家負担の軽減（土地改良区賦課金）、農道・水路等の保全及び維持管理、多面的機能増進のための環境美化活動、農作業委託の促
進など）

平取南地区は、本町及び一部日高町までをエリアとした総延長約１７ｋｍの大規模な幹線用水路を中心とした地区で形成されており、古くから水田農業が営まれており、水稲・トマト・肉牛を主軸とした生産がなされている。農業用用排水や農道等の整備により
生産基盤を重点的に整備し、更なる生産性の向上を図る。

国営明渠排水及び関連する排水溝などの土砂浚渫、除草などを継続的に実施し、施設等の維持管理を強化する。

経営所得安定対策直接支払推進事業交付金を申請するための現地確認及び事務経費。

振内地区機械利用組合は、Ｓ49年度第2次構造改善事業において水稲共同利用施設としての育苗施設を整備し、当町稲作の発展に貢献してきたが、近年、米価低迷は著しく、利用組合の財政状況も逼迫している。このような中で、前事業により整備した施設
の老朽化が著しいため更新し、その建設事業費に係る元利償還金を助成する。

新規就農者に対する施設整備等の支援を充実させるため、ＪＡが事業主体となって整備を行い、それに対して町が助成する。

施設野菜等における栽培技術の総合的な実践の場として農場を設置し、農業新規参入者の研修の場となっている。それに係る管理経費。

農業研修生の受け入れに対する指導謝金。

農業者の高齢化及び担い手不足により、農業者数は年々減少していることから、農業後継者の確保を図るため設備投資等に対する支援を実施する。

中心経営体等が融資等を受け、農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援する国の施策。実施主体は市町村。

産地間競争が激化する中、食の安全・安心・環境にやさしい農業に対する消費者ニーズは極めて高くなっている。（実証試験ほ場の設置経費補助、クリーン農業推進のため推進協議会への活動費補助、その他の試験的取組費用に対する補助）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金を交付する。

平取町の特産品のＰＲのため札幌で実施した「平取トマト・和牛フェア」は大きな反響があり、大きな効果が認められた。このことから、このイベントを恒常的に開催し更に平取町の特産品のブランド確立と販売促進を図る。

大家畜特別支援資金（特認）を融通する農協に対して利子補給を行う。

畜産経営維持緊急支援資金を融通する農協に対して利子補給を行う。

川向牧野水飲場の整備や耐用年数の過ぎた機械・車両を更新し、経年化した草地の整備を実施する。

畜産公社の行う牛肉消流対策、食育事業に対しての支援及び入牧牛のダニ熱予防対策事業に対して支援する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

5,800 5,800 7,040 7,040 6,090 6,090

61,300 35,000 26,300 70,500 40,500 30,000 72,000 42,000 30,000

12,000 3,500 8,000 500 12,000 3,500 8,500 12,000 3,500 8,500

35,000 17,850 17,100 50 20,000 10,200 9,800 50,000 25,500 24,500

13,000 6,630 6,300 70 18,000 9,180 8,800 20 23,000 11,730 11,200 70

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

30,300 1,170 28,640 490 27,850 1,090 26,760 26,200 1,020 25,180

1,500 200 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500

1,570 1,570 2,533 2,533 2,533 2,533

3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

(3,500) (500) (3,000) (3,305) (500) (2,805)

3,000 3,000 2,805 2,805

32,422 30,184 2,238 44,408 42,000 2,408 44,408 42,000 2,408

10 10

8,000 8,000

2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

10,000 10,000

産業の振興

(755,082) (446,421) (53,400) (212,183) (43,078) (783,968) (501,056) (39,500) (128,798) (114,614) (906,238) (599,097) (41,300) (139,664) (126,177)

計 400,544 143,731 58,400 160,335 38,078 386,931 159,806 49,500 73,011 104,614 423,321 182,833 51,300 73,011 116,177

67 町有林造成事業 平取町 産業課

鹿柵整備(5～11牧区川
側)
 L＝1,631ｍ

鹿柵整備(12～14牧区
山側)
 L＝2,000ｍ

鹿柵整備(5～10牧区)
 L＝1,600ｍ
既存牧柵取外･再設置
 L＝1,600ｍ

66 町営牧野鹿柵整備事業 平取町 産業課

69
【新規】
その他林道オユンベ線改良事業

平取町 産業課

造林 40ha
間伐 180ha
下刈 150ha

造林 40ha
間伐 180ha
下刈 150ha

造林 40ha
間伐 180ha
下刈 150ha

植付 　   35ha
地拵 　   36ha
下刈 　   116ha
除間伐 102ha
作業路開設補修
 L＝4,000ｍ

68 民有林活性化推進事業 平取町 産業課

植付 　   35ha
地拵 　   33ha
下刈 　   71ha
除間伐 110ha
作業路開設補修
 L＝4,000ｍ

植付 　   31ha
地拵 　   35ha
下刈 　   93ha
除間伐 101ha
作業路開設補修
 L＝4,000ｍ

林道専用道開設工事
（芽生線）
設計委託　L=1800m

林道専用道開設工事
（芽生線）
開設延長　L=780m

林道専用道開設工事
（芽生線）
開設延長　L=1020m

70
【新規】
林道専用道開設事業

平取町 産業課

実施設計
法面改良
 A＝2,000㎡

橋梁工事
L=3ｍ

道路決壊工事
L=100ｍ

ｼｶ捕獲業務(2300頭）
運搬費
処理手数料

ｼｶ捕獲業務（2100頭）
運搬費
処理手数料

ｼｶ捕獲業務（2000頭）
運搬費
処理手数料

73 特定外来生物防除事業 平取町 町民課

ｶﾗﾏﾂ材普及補助 1件

72 シカ捕獲事業委託業務 平取町 町民課

ｶﾗﾏﾂ材普及補助 1件 ｶﾗﾏﾂ材普及補助 1件71 カラマツ材利用促進事業 平取町 産業課

試験研究費補助

75 商工業振興対策事業 平取町 産業課

74 地場産業振興融資事業 平取町 産業課 試験研究費補助 試験研究費補助

ｱﾗｲｸﾞﾏ捕獲委託外 ｱﾗｲｸﾞﾏ捕獲委託外 ｱﾗｲｸﾞﾏ捕獲委託外

事務所棟外壁補修
複層塗料仕上げ他
A=408㎡

76 中小企業振興対策事業 平取町 産業課

事務所棟屋上防水補修
A=262㎡

商工業活性化
商工業振興

商工業活性化
商工業振興

商工業活性化
商工業振興

75-1
【新規】
商工会館整備助成事業

平取町商工
会

産業課

近代化補助金
 利子補給

78 住宅リフォーム促進助成事業 平取町 まちづくり課

中小企業特別融資
 経営改善融資
 預託金

77
振内市街地再開発整備事業
（国道沿線商業者等近代化事業）

平取町 産業課

中小企業特別融資
 経営改善融資
 預託金

中小企業特別融資
 経営改善融資
 預託金

公園整備委託
観賞道清掃･雑草駆除
監視業務委託

80 ファミリーランド施設整備事業 平取町 産業課

79 すずらん公園整備事業 平取町 産業課
公園整備委託
観賞道清掃･雑草駆除
監視業務委託

公園整備委託
観賞道清掃･雑草駆除
監視業務委託

住宅ﾘﾌｫｰﾑ助成 20件

枝打・蔓切・枝条巻
 A＝30ha

81
町有林造成事業
（地域雇用創出基金事業）

平取町 産業課

ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ施設修理 ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ施設修理 ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ施設修理
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

産業の振興

計

67 町有林造成事業 平取町 産業課

66 町営牧野鹿柵整備事業 平取町 産業課

69
【新規】
その他林道オユンベ線改良事業

平取町 産業課

68 民有林活性化推進事業 平取町 産業課

70
【新規】
林道専用道開設事業

平取町 産業課

73 特定外来生物防除事業 平取町 町民課

72 シカ捕獲事業委託業務 平取町 町民課

71 カラマツ材利用促進事業 平取町 産業課

75 商工業振興対策事業 平取町 産業課

74 地場産業振興融資事業 平取町 産業課

76 中小企業振興対策事業 平取町 産業課

75-1
【新規】
商工会館整備助成事業

平取町商工
会

産業課

78 住宅リフォーム促進助成事業 平取町 まちづくり課

77
振内市街地再開発整備事業
（国道沿線商業者等近代化事業）

平取町 産業課

80 ファミリーランド施設整備事業 平取町 産業課

79 すずらん公園整備事業 平取町 産業課

81
町有林造成事業
（地域雇用創出基金事業）

平取町 産業課

事　　　業　　　内　　　容

有害獣侵入防護柵整備事業が着手されたことにより、周辺地域が鹿柵で囲われる中で、町営牧野への鹿の侵入を防ぐため鹿柵を設置し、草地等の食害を防止する。

民有林の公益的機能と人工林の適切な計画的、効果的に造林事業等を推進し、所有者の経営安定を図る。

森林は、水源のかん養、洪水・土砂崩壊など災害防止、気象緩和・風害防止など生活環境の保全、保健休養の場の提供、木材や林産物の供給などいろいろな面で人々の生活に関わり、特に大気中の二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止する重要な役割
を担っている。しかし、森林が生長するためには長い年月を必要とする。このことから、計画的・長期的な視点に立ち、森林を適切に管理・育成する。

町有林施業の安定的継続を図るため、路網整備は不可欠なことから林業専用道芽生線開設工事を実施する。

平成15年災害でボックスカルバートが流されて以来放置状態であり、一部路肩が決壊し現在100mにわたり全面決壊。法面崩壊も延長で100mで、現在は林道としての機能は十分はたされていないことから、改良工事を行い機能回復を図る。

当町におけるシカによる農林業被害や交通事故等の被害を防止するため、シカの捕獲奨励を図る。（猟友会沙流川支部の各分区等にシカ捕獲業務を委託し、捕獲奨励を図る。）

豊富な資源である地元産カラマツ材を住宅等の構造材に利用することで、環境に配慮しながら地域経済及び地域林業の活性化を推進する。普通材とからまつ材の単価差を補助する。最高１００万円

平取町の産業振興を図るため、地域の特性に根ざした地場産業の育成及び地域の活性化を推進する団体・個人に対して、融資制度の創設と特産品開発の試験研究等に要する経費への資金援助制度。

北海道においては、外来種であるアライグマが野生化し、道央部を中心に繁殖し、急速に分布を全道に拡大しており、生物多様性の保全及び生活環境、農作物等などへの影響があり防除するための費用。

商工会館は、昭和54年に建設され、平成11年に外壁塗装、屋上の改修等を行っているが、既に15年が経過し雨漏りなども発生していることから、屋上防水、外壁塗装の工事について助成を行う。

商工会が行う経営改善普及事業（小規模事業者指導事業）及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付する。

国道237号振内市街地国道の整備事業に併せ、一体的に実施される振内市街地のまちづくりと国道沿線商業者等の経営の近代化や体質改善等に資するため、必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、町民の生活環境の向上と商業者等
の育成振興を図る。

平取町内における中小企業の育成振興及び経営の合理化を推進するための設備投資、経営資金を融資するための制度。融資のための苫信への預託金、それに係る利子補給金。

全国一の規模を誇るすずらん群生地の環境保全及び資源保護を図るための維持管理等経費。

本事業については、平成25年度から第2次の制度として改めて3か年の実施を予定しており、地元関連企業の活性化や町民のより良い住環境を確保するため、住宅リフォーム経費に対する助成を行う。

冬期間における町内の雇用対策の充実を図るため、町有林の枝打作業等を実施する。

二風谷ファミリーランドは、昭和53年に建設以来、既に30年以上が経過しており、施設等の老朽化が著しいため、維持管理に要する修理費を計上する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

38,500 25,200 13,300 50,000 35,000 15,000 50,000 35,000 15,000

29,000 16,100 2,000 10,900

12,000 12,000

10,000 10,000 14,000 14,000

4,000 4,000 12,000 12,000

5,000 5,000

3,400 3,400 2,700 2,700 2,800 2,800

5,900 5,900 35,500 35,500 45,000 45,000

3,600 3,600 23,900 23,900

8,000 8,000

3,500 3,500

7,000 7,000

2,200 2,200 6,100 6,100 3,200 3,200

56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800

33,000 16,100 10,000 6,900 41,000 28,700 12,300 40,000 28,700 11,300

10,000 7,000 3,000 15,000 10,500 4,500 10,000 7,000 3,000

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

12,671 1,419 11,200 52

82 町道整備事業 平取町 建設水道課

84
川向学校シラウ川線改良舗装事
業

平取町 建設水道課

舗装　L=100ｍ　W=4.0
ｍ

舗装　L=100ｍ　W=4.0
ｍ

舗装　L=100ｍ　W=4.0
ｍ

局部改良･舗装補修
側溝整備･縁石補修

83 川向町界線舗装事業 平取町 建設水道課

局部改良･舗装補修
側溝整備･縁石補修

局部改良･舗装補修
側溝整備･縁石補修

改良　L＝40ｍ、舗装
L=560ｍ　W=5.5ｍ

86 本町高橋線改良舗装事業 平取町 建設水道課

85 荷負本村線改良舗装事業 平取町 建設水道課

改良　L＝70ｍ、舗装
L=70ｍ、排水工　L=330
ｍ
擁壁設計　100m
修正設計　100m

改良　L＝200ｍ
舗装 L=200ｍ

改良　L＝200ｍ

拡幅改良
L＝240ｍ
W＝4.0+1.5ｍ

88 貫気別市街排水路整備事業 平取町 建設水道課

87 荷負市街線拡幅事業 平取町 建設水道課
用地補償 A＝900㎡
倉庫・住宅　補償費

改良舗装
 L＝110ｍ W＝4.0ｍ

90
道路新設改良事業
（積算システム整備事業）

平取町 建設水道課

縁石取替 L＝183ｍ
排水整備 L＝183ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ L＝183ｍ

排水路整備
 L＝150ｍ

89 振内市街川沿線道路整備事業 平取町 建設水道課

調査設計
L＝300ｍ

92 荷菜三浦分譲線改良舗装事業 平取町 建設水道課

調査設計 L＝380ｍ
用地買収　A=1000㎡
改良工事　L=200ｍ

改良工事　L=180ｍ
舗装工事　L=380ｍ

91 荷菜牧場線改良舗装事業 平取町 建設水道課

積算システム使用料 積算システム使用料 積算システム使用料

94
【新規】
二風谷学校前線交差点改良事業

平取町 建設水道課

拡幅1.5m　L=150ｍ
排水工　L=115ｍ

93
【新規】
二風谷ファミリーランド線局部改良
事業

平取町 建設水道課

調査設計 L＝275ｍ 改良舗装
 L＝275ｍ W＝4.0ｍ

調査設計　L=10m
函渠工　L=6ｍ

95
【新規】
長知内トーナイ線横断管改修事業

平取町 建設水道課

調査設計　L=20m
国道巻き込み部拡幅
L=20

二風谷26基

97 道路施設整備事業 平取町 建設水道課

紫雲古津分譲内11基 本町地区36基96
【新規】
道路照明灯LED化事業

平取町 建設水道課

99 道路ストック点検事業 平取町 建設水道課

岩内橋補修（桁塗装・地
覆･高欄補修）
荷菜大橋詳細設計・岩
内橋下部設計
橋梁定期点検（20橋）

調査設計
橋梁補修工事
橋梁定期点検（20橋）

調査設計
橋梁補修工事
橋梁定期点検（20橋）

98 橋梁長寿命化修繕事業 平取町 建設水道課

維持管理委託業務
 区画線工事
 建設機械修繕
建設機械ﾘｰｽ

維持管理委託業務
 区画線工事
 建設機械修繕
建設機械ﾘｰｽ

維持管理委託業務
 区画線工事
 建設機械修繕
建設機械ﾘｰｽ

101 地域公共交通活性化事業
平取町地域
公共交通活
性化協議会

まちづくり課
協議会運営費
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ運行経費
リース料 外

路線バス維持費補助金 路線バス維持費補助金 路線バス維持費補助金

法面・構造物・路面性状
点検

100 バス運営費補助事業 平取町 まちづくり課

道路ストック点検
（道路照明灯、標識）

法面・構造物・路面性状
点検
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

82 町道整備事業 平取町 建設水道課

84
川向学校シラウ川線改良舗装事
業

平取町 建設水道課

83 川向町界線舗装事業 平取町 建設水道課

86 本町高橋線改良舗装事業 平取町 建設水道課

85 荷負本村線改良舗装事業 平取町 建設水道課

88 貫気別市街排水路整備事業 平取町 建設水道課

87 荷負市街線拡幅事業 平取町 建設水道課

90
道路新設改良事業
（積算システム整備事業）

平取町 建設水道課

89 振内市街川沿線道路整備事業 平取町 建設水道課

92 荷菜三浦分譲線改良舗装事業 平取町 建設水道課

91 荷菜牧場線改良舗装事業 平取町 建設水道課

94
【新規】
二風谷学校前線交差点改良事業

平取町 建設水道課

93
【新規】
二風谷ファミリーランド線局部改良
事業

平取町 建設水道課

95
【新規】
長知内トーナイ線横断管改修事業

平取町 建設水道課

97 道路施設整備事業 平取町 建設水道課

96
【新規】
道路照明灯LED化事業

平取町 建設水道課

99 道路ストック点検事業 平取町 建設水道課

98 橋梁長寿命化修繕事業 平取町 建設水道課

101 地域公共交通活性化事業
平取町地域
公共交通活
性化協議会

まちづくり課

100 バス運営費補助事業 平取町 まちづくり課

事　　　業　　　内　　　容

当路線は、下河辺牧場までの区間舗装を行ったが、池田牧場までの区間についても継続して舗装を行う。

町道の危険箇所の改善と舗装路面の補修及び側溝等の修繕等により町道の安全を確保するための必要な経費。

当該路線は、バス路線であるが道路幅員が狭く特に冬期間における路面の変状、幅員狭隘により交通の支障になっていることから、平成21年度より改良舗装事業により整備を行ってきている。国の交付金の配当の関係で当初完成予定平成25年度が平成27
年度となった。

川向紫雲古津線が開通したことに伴い、川向学校シラウ川線の交通量が増加し危険であるため、当該路線の拡幅改良を行う。

当該路線の現状は、国道及び道道に接続しているが、幅員が狭く大型車両の交差が出来ないため拡幅工事を実施する。

民間による宅地分譲へのアクセス道路であり、地域住民の生活環境の向上を図るため改良舗装を実施する。

振内市街川沿線は、路面の劣化、縁石の損傷及び排水機能の低下に伴い、年次計画的に整備して地域住民の安全確保を図る。

道道平取静内線（貫気別市街地）の整備計画に伴い、排水断面を拡幅し、速やかな排水の確保を図る。

当該路線は、平成８年に改良舗装（L＝３００ｍ）を実施しましたが、近年、上段に住宅が建設されているため、未改良区間（L＝３８０ｍ）を改良し、地域住民が安全安心した交通路を整備する。

積算システムを導入し、事務の効率化を図る。

平取温泉が新しく完成し、交通量も増えたことから、交通事故等の危険防止のため、幅員を拡幅し安全な通行を確保する。

当該路線を整備することにより、生活環境に配慮し、地域住民が安心して暮らせる交通路を整備する。

長知内向井宅手前の沢の横断部が大雨のたびに閉塞し、水害が発生することから、断面拡幅を行い安全な生活を確保する。

当該路線の国道交差部は、非常に狭く、すれ違い交差が出来ない状況にあることから、円滑な交通を確保するため実施する。

全町に設置されている町道道路照明灯及び町が修繕を行っている照明灯について、電気料金値上げに伴い負担が大きくなることから、LED化を行い長寿命及びランニングコストの縮減を行うものとする。

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、対象となる橋梁の補修を優先度の高いものから順次実施する。

安全な道路を維持するための管理業務、道路維持建設機械修繕、舗装路面補修等に係る必要な経費。また、除雪用機械をリースして振内地区・貫気別地区の除雪体制の強化を図る。

生活交通路線を確保するため、路線バスを運行している道南バスに対して、運営経費の赤字分について補助金を支出し、地域の公共交通を維持・確保する。

国の指導により、道路施設の現状把握をすることを推奨されており、今後のインフラ整備の基本を修繕で対応していく現状の中、早急に施設の点検を実施し現状確認をする。

平取町地域公共交通活性化協議会において具体的な公共交通施策を協議して平取町地域公共交通総合連携計画等を策定する。また、路線バスの見直しも併せて検討し、交通空白地域住民の足の確保を図る。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

12,939 7,684 5,255 13,159 7,684 5,475 13,159 7,684 5,475

6,149 6,000 149 13,519 12,300 1,200 19

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

9,000 9,000 14,000 14,000

5,000 5,000 10,000 10,000

2,000 2,000 12,000 12,000

1,500 1,500 9,500 9,500

2,500 2,500 10,000 10,000 10,000 10,000

800 800 800 800 800 800

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

500 500 500 500

(10,500) (3,500) (7,000) (10,500) (3,500) (7,000) (6,000) (2,000) (4,000)

7,000 7,000 7,000 7,000 4,000 4,000

5,000 5,000

(750) (250) (500) (750) (250) (500) (750) (250) (500)

500 500 500 500 500 500

シャトルバス借上
林道維持管理委託
予約･受付事務等委託
林道修繕
バス待合所借上

103 地域情報通信基盤整備事業 平取町 まちづくり課

シャトルバス借上
林道維持管理委託
予約･受付事務等委託
林道修繕
バス待合所借上

シャトルバス借上
林道維持管理委託
予約･受付事務等委託
林道修繕
バス待合所借上

102
糠平・幌尻林道シャトルバス運行
事業

平取町 まちづくり課

105 小規模治山事業 平取町 産業課

公共治山工事附帯施設
等の維持管理

公共治山工事附帯施設
等の維持管理

公共治山工事附帯施設
等の維持管理

104 公共治山事業 平取町 産業課

情報通信設備増設工事
地デジ配信用所内設備
増強工事（貫気別支所）
平取町テレビ中継局ア
ナログ設備撤去工事

振内公住ケーブルテレ
ビ設備工事

107 長知内ヤマダの沢改修事業 平取町 建設水道課

埋塞土砂除去、河岸整
備等

埋塞土砂除去、河岸整
備等

埋塞土砂除去、河岸整
備等

小規模治山工事　１ヶ
所

106 河川整備事業 平取町 建設水道課

小規模治山工事　１ヶ
所
貫気別丸山地先（流路）

小規模治山工事　１ヶ
所
芽生高瀬地先（流路）

河岸整備工事
積ブロック工
Ｌ＝45ｍ　A=320㎡

河岸整備工事
積ブロック工
Ｌ＝75ｍ　A=320㎡

108 タンノの沢河川改修事業 平取町 建設水道課

設計　L=470ｍ
整備工事　L=110ｍ

整備工事　L=140ｍ 整備工事　L=100ｍ

110
【新規】
オバウシナイ川護岸改修事業

平取町 建設水道課

排水路整備
 L＝110ｍ (Ｕ600)

排水路整備
 L＝240ｍ (Ｕ600)

109 体育館前排水路整備事業 平取町 建設水道課

112
【新規】
赤石の沢河川改修事業

平取町 建設水道課

調査設計　L=200ｍ 側溝整備　L=200ｍ111
【新規】
振内排水路整備事業

平取町 建設水道課

調査設計 護岸整備

植樹祭の開催
緑化木の配布
保存樹の保全

植樹祭の開催
緑化木の配布
保存樹の保全

植樹祭の開催
緑化木の配布
保存樹の保全

113 みどり豊かな環境整備事業 平取町 産業課

調査設計　L=250ｍ 河川整備　L=125ｍ 河川整備　L=125ｍ

バイパス沿線花壇整備

115 ニセウエコランド改修事業 平取町 振内支所

バイパス沿線花壇整備 バイパス沿線花壇整備114
フラワータウンフェスタ事業
（花によるイメージアップ事業）

平取町 産業課

117 斎場施設整備事業 平取町 町民課

防犯灯ＬED 160基 防犯灯ＬED 160基 防犯灯ＬED 60基116 防犯灯LED整備事業 平取町 町民課

炊事棟（川側）トイレ洋
式化工事　２台

炊事棟（山側）トイレ洋
式化工事　２台

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ助成金
 新設 10基

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ助成金
 新設 10基

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ助成金
 新設 10基

118 ゴミステーション助成事業 平取町 町民課

斎場外壁補修
２号炉補修
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

103 地域情報通信基盤整備事業 平取町 まちづくり課

102
糠平・幌尻林道シャトルバス運行
事業

平取町 まちづくり課

105 小規模治山事業 平取町 産業課

104 公共治山事業 平取町 産業課

107 長知内ヤマダの沢改修事業 平取町 建設水道課

106 河川整備事業 平取町 建設水道課

108 タンノの沢河川改修事業 平取町 建設水道課

110
【新規】
オバウシナイ川護岸改修事業

平取町 建設水道課

109 体育館前排水路整備事業 平取町 建設水道課

112
【新規】
赤石の沢河川改修事業

平取町 建設水道課

111
【新規】
振内排水路整備事業

平取町 建設水道課

113 みどり豊かな環境整備事業 平取町 産業課

115 ニセウエコランド改修事業 平取町 振内支所

114
フラワータウンフェスタ事業
（花によるイメージアップ事業）

平取町 産業課

117 斎場施設整備事業 平取町 町民課

116 防犯灯LED整備事業 平取町 町民課

118 ゴミステーション助成事業 平取町 町民課

事　　　業　　　内　　　容

国有林道糠平幌尻線の一般車両の乗り入れが制限されたことにより、幌尻岳登山者の安全と便宜を図るため町がシャトルバスを運行する経費。

既存治山施設等の維持機能及び治山施設設置に伴う附帯施設の整備を図る。

新たに発生したサービスを享受できない世帯の情報格差を解消するため、設備（光ファイバー等）の増設を図る。また、貫気別地区で地デジ配信の加入を増やせない状況を解消するため、設備を増強するとともに、振内にてNHK共聴を利用している世帯につ
いて、設備更新により多額の費用負担が発生することから、平取町ケーブルテレビへの移行を行う。平取テレビ中継局についてデジタル化の際に不要なアナログ放送用のアンテナや機器の撤去がされていないので撤去を行う。

町が管理する普通河川の土砂浚渫及び維持補修を実施し、地域住民の安全確保を図る。

治山施設設置により土砂流出を防止し、林地の保全及び地域住民の生活安全の確保を図る。

タンノの沢付近での分譲宅地が計画されていることから、大雨等の災害から地域住民の生活を守るため、河川の勾配を緩やかにする河岸整備を実施する。

既存の水路（長知内旧三軒橋と山田一明までの区間）の経年劣化により、崩壊している排水路整備を実施する。

旧社会福祉協議会事務所から旧平取モータース裏手までの排水路（Ｕ６００）が老朽化により、流路を阻害しているため整備する。

振内旧佐藤木工場跡地に流れている排水路の経年劣化により生活環境が悪くなっていることから、整備を行う。

昭和60年代に整備を行ったオバウシナイ川の護岸が、劣化し破損しており危険な状況にあることから、計画的に整備を行う。

豊かな自然環境を守り、育てるための植樹活動を実施する。

国道横断部の改修が平成26年度完了し、中山間事業により用水の改修計画があることから、事業に併せて流路を整備する。

田園や山林を望む素晴らしい景観は、郷土への愛着心を育む貴重な財産であり、その豊かな自然環境を保持しながら後世に引き継ぐため、「みどり」を身近に感じられる環境づくりと、町全体のイメージアップを図るため、花づくりを通して地域コミュニティの輪
を広げながら、広域的な環境美化を広げることを目的とする。

町内のＣＯ２削減や防犯灯の維持費軽減などの目的のため、自治会防犯灯のＬＥＤ化に対する支援制度。

ニセウエコランド内のトイレを洋式化することにより、利用者の利便性を図る。

各自治会で設置しているごみステーションの老朽化に伴い、ごみ収集ボックスの新設費用を助成する。

施設の老朽化に伴い、雨漏りなどが生じているため、年次計画的に屋根葺替と外壁補修を実施し、併せて火葬炉についても耐火煉瓦張替と霊車台の修理を実施する。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

120,965 52,330 59,600 9,035 89,515 41,055 48,300 160 121,850 54,835 54,800 12,215

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600

13,200 13,000 200 13,200 13,200 13,200 13,200

1,250 1,250 2,500 2,500 1,250 1,250

559 50 509

86 86

1,060 320 740

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

20,000 20,000 20,000 20,000

1,971 1,971

5,000 5,000 20,000 20,000

10,100 10,000 100 40,900 40,900 34,400 34,400

3,698 1,232 2,466 3,698 1,232 2,466 3,698 1,232 2,466

10,058 2,800 2,350 4,908 62,853 50,700 11,128 1,025 1,000 1,000

400 400 400 400 400 400

2,000 2,000

5,280 3,520 1,760

3,300 3,300

公住建設
浄化槽設置
去場団地確認申請手数
料
公住解体
移転費助成

120 公営住宅小規模改修事業 平取町 まちづくり課

去場団地造成
 (A＝5,130㎡)
去場団地実施設計
（２階建　2棟8戸)
去場団地公住建設
（1棟4戸）
浄化槽設置（14人槽）
去場団地建築確認手数
料

去場団地公住建設
（1棟4戸）
浄化槽設置（14人槽）
去場団地確認申請手数
料
去場団地公住解体
（2棟8戸）
去場団地移転費助成
（5戸）
公住実施設計

119 公営住宅建設事業 平取町 建設水道課

122 町有建物整備事業 平取町 まちづくり課
長知内一般建物住宅取
り壊し　1棟1戸

芽生一般建物住宅取り
壊し　2棟2戸

内部改修　　　1戸
浴場改修　　　2戸
屋根葺替　　　1棟
外壁張替　　　2棟
浄化槽設置　 1棟

内部改修　　　1戸
浴場改修　　　2戸
屋根葺替　　　1棟
外壁張替　　　2棟
浄化槽設置　 1棟

内部改修　　　1戸
浴場改修　　　2戸
屋根葺替　　　1棟
外壁張替　　　2棟
浄化槽設置　 1棟

121 公営住宅大規模改修事業 平取町 まちづくり課

外部塗装　　　4棟
物置改修　　　8戸
トイレ臭気筒 10戸

外部塗装　　　4棟
物置改修　　　8戸
トイレ臭気筒 10戸

外部塗装　　　4棟
物置改修　　　8戸
トイレ臭気筒 10戸

124
移住・定住推進事業
（若者地域体験移住促進事業）

平取町 まちづくり課

市民農園方式
 消耗品･光熱水費･修
繕・
 管理委託

旭一般建物住宅取り壊
し　1棟1戸

123
移住・定住推進事業
（交流農業体験施設整備事業）

平取町
まちづくり課
（産業課・農
業委員会）

126
移住・定住関連事業
（起業家支援対策事業）

平取町 まちづくり課

移住体験
 住宅運営･広報

125
移住・定住関連事業
（移住体験住宅）

平取町 まちづくり課

地域づくりｲﾝﾀｰﾝ受入

128 外部専門家招聘事業 平取町 まちづくり課

助成件数 10戸 助成件数 10戸

起業家支援対策 1件

127
民間賃貸共同住宅整備費助成事
業

平取町 まちづくり課

起業家支援対策 1件 起業家支援対策 1件

130
【新規】
生活雑排水処理施設新設事業

平取町 建設水道課

橋梁添架移設設計
 基本調査　L＝360ｍ

橋梁添架移設設計
 実施設計・工事
　L＝360ｍ

129
生活雑排水処理施設移設事業
（道道平取静内線拡幅工事）

平取町 建設水道課

外部専門家招聘経費

132
新エネルギー導入関連事業
（太陽光発電等施設整備事業）

平取町 まちづくり課

浄化槽整備 10基
 5人槽 8基
 7人槽 2基

浄化槽整備 10基
 5人槽 8基
 7人槽 2基

浄化槽整備 10基
 5人槽 8基
 7人槽 2基

本町地区雑排水施設新
設
工事
（マンホールポンプ1ヶ
所）

131 浄化槽設置整備事業 平取町 町民課

本町地区雑排水施設新
設
基本調査設計
（マンホールポンプ1ヶ
所）

本町地区雑排水施設新
設
実施設計・工事
（マンホールポンプ1ヶ
所）

住宅用ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ購入
費補助 2件

住宅用ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ購入
費補助 2件

住宅用ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ購入
費補助 2件

133
新エネルギー導入関連事業
（木質系バイオマス等普及事業）

平取町 まちづくり課

住宅用太陽光発電設置
補助 5件
ふれあいセンター太陽
光発電調査設計・実施
設計

住宅用太陽光発電設置
補助 5件
ふれあいセンター太陽
光発電設置工事

住宅用太陽光発電設置
補助 5件

135

【新規】
新エネルギー導入関連事業
（次世代自動車充電ｲﾝﾌﾗ整備促
進事業）

平取町 まちづくり課

構想策定委託業務134

【新規】
新エネルギー導入関連事業
（バイオマス産業都市構想策定事
業）

平取町 まちづくり課

屋根改修工事136
【新規】
とよぬか山荘屋根改修事業

平取町 まちづくり課

急速充電設備工事

一般会計　17 / 24 ページ



平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

120 公営住宅小規模改修事業 平取町 まちづくり課

119 公営住宅建設事業 平取町 建設水道課

122 町有建物整備事業 平取町 まちづくり課

121 公営住宅大規模改修事業 平取町 まちづくり課

124
移住・定住推進事業
（若者地域体験移住促進事業）

平取町 まちづくり課

123
移住・定住推進事業
（交流農業体験施設整備事業）

平取町
まちづくり課
（産業課・農
業委員会）

126
移住・定住関連事業
（起業家支援対策事業）

平取町 まちづくり課

125
移住・定住関連事業
（移住体験住宅）

平取町 まちづくり課

128 外部専門家招聘事業 平取町 まちづくり課

127
民間賃貸共同住宅整備費助成事
業

平取町 まちづくり課

130
【新規】
生活雑排水処理施設新設事業

平取町 建設水道課

129
生活雑排水処理施設移設事業
（道道平取静内線拡幅工事）

平取町 建設水道課

132
新エネルギー導入関連事業
（太陽光発電等施設整備事業）

平取町 まちづくり課

131 浄化槽設置整備事業 平取町 町民課

133
新エネルギー導入関連事業
（木質系バイオマス等普及事業）

平取町 まちづくり課

135

【新規】
新エネルギー導入関連事業
（次世代自動車充電ｲﾝﾌﾗ整備促
進事業）

平取町 まちづくり課

134

【新規】
新エネルギー導入関連事業
（バイオマス産業都市構想策定事
業）

平取町 まちづくり課

136
【新規】
とよぬか山荘屋根改修事業

平取町 まちづくり課

事　　　業　　　内　　　容

去場地区において老朽化した町営住宅を解体し、安全で快適な住環境の改善を図るため、去場団地に2棟8戸、その他の公営住宅についても年次計画的に建設する。

町営住宅の住環境維持のため必要な内外部の大規模な改修等の費用。

町営住宅の住環境整備のため必要な改修、修繕等の費用。

移住・定住促進策の一環として、当町での農業体験施設（市民農園方式）を開設し、都市住民との交流人口を増加させ、移住定住の促進を図る。

入居希望者のない、老朽化した一般建物住宅を年次計画的に解体し、周辺の環境整備を図る。

移住・定住の促進を図るため、ＨＰ（空き家・宅地情報等の提供）の充実と短期滞在（ちょっと暮らし）の住宅を提供する。

移住・定住促進策の一環として、地域づくりインターンとして、都市圏の大学生を受け入れ、地域協力活動に参加させたことを通じ、若者目線での様々なまちづくり等に関する提言等を期待する。

町内には、移住者又は単身者が入居出来る住宅が少なく、入居者の住宅ニーズを満たした住宅等がないため、新たに民間による共同住宅の建設に対し助成制度を創設する。

産業の振興と雇用の拡大を図るため、町内において新たに起業をめざす人を支援する制度を創設する。

道道平取静内線の拡幅工事に伴い、生活雑排水管が支障となったため移設補償工事を実施する。

地域おこし協力隊など地域外の人材の定住を促進させ、地域活性化を図るため、その知見やノウハウを有する外部専門家を招聘し、指導・助言を受けるための経費。

平成６年度から実施していますが、平成８年度からは平取町排水処理基本計画に基づき、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止することにより防臭を図り、衛生的で快適な生活を推進するため、既設家屋のトイレを浄化槽へ改修する費用に対して
助成する。

本町地区の雑排水処理施設に接続するためのポンプ所を新設することで、既存の生活雑排水処理施設の適正な維持を図る

エネルギーの地産地消をめざす取り組みや、地球温暖化防止の観点から、一般家庭へのペレットストーブの普及を図る。

地球温暖化対策として、太陽光発電の利用を促進するため、一般家庭へ導入を助成する。また、ふれあいセンターへ導入するための調査及び工事を実施する。

木質バイオマス等を中心とした町に賦存する再生可能エネルギーを活用した構想を策定し、平取町新エネルギービジョンに基づいた環境保全施策の推進を図る。

水源地域の振興として整備し、活用しているとよぬか山荘（旧豊糠小中学校）について、老朽化により雨漏りが発生していることから改修を行う。

町内に単相EV急速充電器を設置し、北海道「次世代自動車充電インフラ整備のビジョン」に基づいた整備の推進を図る。
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

7,693 7,693 4,270 4,270 7,489 7,489

9,477 9,477 11,157 11,157 3,157 3,157

生活環境の向上

(597,106) (132,901) (157,900) (198,714) (107,591) (696,021) (126,487) (144,300) (23,762) (401,472) (520,753) (136,767) (67,800) (9,934) (306,252)

計 593,356 132,901 157,900 194,964 107,591 692,271 126,487 144,300 20,012 401,472 518,503 136,767 67,800 7,684 306,252

137 衛生組合負担金 平取町 衛生組合 焼却処理施設整備 焼却処理施設整備

地図検索システム更新
防火服整備　30名分
半自動式除細動器更新

待機宿舎大規模改修
防火服整備　30名分

防火服整備　30名分

焼却処理施設整備

138 消防組合負担金 平取町 消防組合
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

生活環境の向上

計

137 衛生組合負担金 平取町 衛生組合

138 消防組合負担金 平取町 消防組合

事　　　業　　　内　　　容
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

5,500 5,000 500 37,400 37,400

8,500 8,000 500 11,000 11,000 7,000 7,000

12,600 12,600 12,400 12,400

5,700 5,700

2,200 2,200 2,000 2,000 2,000 2,000

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

3,500 3,500

7,200 7,200 6,000 6,000 6,000 6,000

1,700 1,700 4,200 4,200

1,450 1,450

3,400 3,400

3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487

6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493

151 151

11,987 11,987 7,092 7,092 2,178 2,178

5,856 773 5,083 5,594 777 4,817 4,153 489 3,664

1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882

屋上防水修繕事業
 各テラス・１F屋上防水
改修　 A＝5000㎡
自動ドア装置改修事業
３ヶ所

屋上防水改修
 R階屋上防水改修
 A＝830㎡

カーテンウォール・吹き
抜け屋根改修事業

141
【新規】
ふれあいセンター照明LED化事業

平取町
ふれあい

センター課

140 ふれあいセンター改修事業 平取町
ふれあい

センター課

実施設計
 エレベーター
 障害者トイレ

改修工事139 振内町民センター改修事業 平取町
アイヌ施策

推進課

143 町民税１％まちづくり事業 平取町 まちづくり課

ブロック造
 解体撤去 A＝198㎡

142 長知内生活館解体事業 平取町
アイヌ施策

推進課

ふれあいセンター照明
LED化
１F　568基

ふれあいセンター照明
LED化
２F　412基

145 庁舎等電気施設整備事業 平取町 まちづくり課

屋根葺替　　 1棟
浄化槽設置　1棟2戸

屋根葺替　　 1棟
浄化槽設置　1棟2戸

屋根葺替　　 1棟
浄化槽設置　1棟2戸

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援事業

144 職員住宅整備事業 平取町 まちづくり課

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援事業 ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援事業

教員住宅浄化槽設置事
業
本町７０

147 教員住宅解体事業 平取町 生涯学習課

146 教員住宅整備事業 平取町 生涯学習課
内部改修
 浴室等 2棟2戸

教員住宅浄化槽設置事
業
紫雲古津４号、５号

町民体育館高圧ｷｭｰﾋﾞ
ｸﾙ切替工事

149
【新規】
公有財産管理システム導入事業

平取町 まちづくり課
公有財産管理システム
導入

池売職員住宅取り壊し
（1棟1戸）

教員住宅解体事業
二風谷教員住宅3号

教員住宅解体事業
振内教員住宅6号
振内教員住宅11、12号

148 職員住宅解体事業 平取町 総務課

151
戸籍総合システム整備事業
（旧：戸籍事務電算化整備事業）

平取町 町民課

リース料 リース料 リース料150 庁舎内ネットワーク端末更新事業 平取町 総務課

153
総合行政ネットワーク（LGWAN）更
新事業

平取町 総務課

リース料
保守料
サポート料

リース料
保守料
サポート料

リース料
保守料
サポート料

152
住基ネットワークシステム機器整
備事業

平取町 町民課

リース料
保守料
使用料

リース料
保守料
使用料

リース料
保守料
使用料

155 財務会計システム導入事業 平取町 まちづくり課

リース料
(H28.9.30 ﾘｰｽ終了)
サーバ利用料

リース料
(H28.9.30 ﾘｰｽ終了)
サーバ利用料

サーバ利用料154 行政システム更新事業 平取町 総務課

LGWAN更新
 中継ｻｰﾊﾞｰ･専用端末
等ﾘｰｽ料
 (H27.6.30 ﾘｰｽ終了)

リース料(5年) リース料(5年) リース料(5年)156 庁舎内LAN等更新事業 平取町 総務課

システムリース
(H29.8 ﾘｰｽ終了)

システムリース
(H29.8 ﾘｰｽ終了)

システムリース
(H29.8 ﾘｰｽ終了)
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

141
【新規】
ふれあいセンター照明LED化事業

平取町
ふれあい

センター課

140 ふれあいセンター改修事業 平取町
ふれあい

センター課

139 振内町民センター改修事業 平取町
アイヌ施策

推進課

143 町民税１％まちづくり事業 平取町 まちづくり課

142 長知内生活館解体事業 平取町
アイヌ施策

推進課

145 庁舎等電気施設整備事業 平取町 まちづくり課

144 職員住宅整備事業 平取町 まちづくり課

147 教員住宅解体事業 平取町 生涯学習課

146 教員住宅整備事業 平取町 生涯学習課

149
【新規】
公有財産管理システム導入事業

平取町 まちづくり課

148 職員住宅解体事業 平取町 総務課

151
戸籍総合システム整備事業
（旧：戸籍事務電算化整備事業）

平取町 町民課

150 庁舎内ネットワーク端末更新事業 平取町 総務課

153
総合行政ネットワーク（LGWAN）更
新事業

平取町 総務課

152
住基ネットワークシステム機器整
備事業

平取町 町民課

155 財務会計システム導入事業 平取町 まちづくり課

154 行政システム更新事業 平取町 総務課

156 庁舎内LAN等更新事業 平取町 総務課

事　　　業　　　内　　　容

ふれあいセンター開設から１０年以上が経過していることから、施設の老朽化が目立ち始めたため、年次計画に補修する。

施設の老朽化に伴い、外壁表面の汚れ、色落ちが著しいため、塗装により施設の維持を図る。また、町民ニーズにより葬儀会場を２階に変更するため、エレベーター及び身障者トイレ設置の調査を実施する。

長知内生活館については、現在使用されていないことから、老朽化が激しく危険な状況にあるため、解体撤去する。

ふれあいセンターの各室をLED照明にすることで将来的なランニングコストの削減を図る。

町職員住宅の住環境を整備するため必要な改修、修繕等を実施する。

町民活動や地域コミュニティの活性化を図るため、住民と行政が協働して行うまちづくり活動に対して支援する。

教員住宅の住環境を整備するため、必要な改修を実施する。

公共施設等にて使用する電気等を制御するキューピクル施設が老朽化しており、また旧型の電柱型での設置となっていることから、地震時等には大きな損傷をきたし、公共施設の機能が麻痺する恐れがあるため、地上用キューピクル施設へ改修する。

池売職員住宅は、老朽化による腐食が激しいため、解体撤去して周辺の住環境の整備を図る。

使用されていない教職員住宅は老朽化による腐食等が著しく、また、教職員の通勤者の増により需要が少ないことから、解体撤去して周辺の住環境の整備を図る。

毎年２０台程度のパソコンを更新しておりましたが、資産管理の観点から同じスペック、ソフトウェアで業務することが望ましく、また情報漏洩やウイルス感染防止、ライセンス等の一元管理を図る必要があるため、今回Windows７に一斉更新する。（※リース経
費）

現在、公有財産の管理は紙で管理していることから、財産管理システムを導入することにより、適正な維持管理を体制を整え、町民サービスの向上を図る。

初期導入（平成13～14年度）した住基ネットシステムは、機器の安定運用とセキュリティ維持を図るため、平成21年度に機器を更新し、リース・保守料・サポート料を計上しておりましたが、今回、住民コードと４情報（氏名・性別・生年月日・住所）の管理、本人確
認情報、公的個人認証等の事務に対応した機器に更新するためのリース・保守料等の経費を計上する。

平成２０年１月１９日に導入した戸籍総合システムのリース期間が平成２４年１２月で満了となり、機器及びソフトウェアの安定運用とセキュリティ維持、システムＯＳ更新への対応のため、機器を更新するためのリース・保守料等の経費を計上する。

基幹業務の行政システムについては、平成１０年度に導入されたものであり、使用機器を逐次更新しながら継続使用してきたが、古いシステムとなり、現バージョンでの使用町村も僅かとなったため、今後の法改正への対応が困難となることから、次のバージョ
ンにシステム更新するとともに、使用機器の一部についても対応可能なものに更新を行う。

地方自治体間のコミュニケーションの円滑化や情報共有、行政事務の効率化、アプリケーションの共同利用などによる重複投資の抑制などを目指し平成13年度に創設された。総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷＡＮ）を北海道においても平成15年に180団体
が一斉導入しているが、5年が経過し機器の更新時期となっている。

平成２０年度に庁舎内LANを整備し、職員間や関係機関との迅速な対応、セキュリティー強化等を図りましたが、既に５年が経過しサーバー等の機器更新時期を迎えたため更新する。

「公会計」による財務諸表の公表が義務化されたことに伴い、資産評価も必要となるため財務会計システムを本格導入したリース費用。（経理・予算編成を電算化し、決算の費用分析・公会計制度に基づく経理分析が可）
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】
　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財 内容 国・道 起債 その他 一財事業費 事業費 事業費

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539

2,000 2,000

町民活動・行政活動の充実

計 81,265 13,773 67,492 108,007 777 107,230 55,852 489 55,363

合　　　計

(1,787,448) (711,332) (256,400) (493,065) (326,651) (2,345,965) (893,828) (481,800) (231,887) (738,450) (2,033,159) (979,649) (303,100) (162,137) (588,273)

1,342,180 343,107 261,400 431,722 305,951 1,888,543 487,043 491,800 178,950 730,750 1,491,357 497,850 313,100 99,834 580,573

平取町 総務課

例規整備委託業務

リース料(5年)

158
【新規】
例規整備事業

平取町 総務課

リース料(5年) リース料(5年)157 行政システム機器更新事業
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平成２７～２９年度 平取町総合計画 【一般会計】

№ 事　業　名 実施主体 担当課

町民活動・行政活動の充実

計

合　　　計

平取町 総務課

158
【新規】
例規整備事業

平取町 総務課

157 行政システム機器更新事業

事　　　業　　　内　　　容

番号制度導入に伴い、関係する様々な条例を改正する必要があり、専門業者に委託することにより必要な条例改正の漏れを防ぐ。

行政システム機器は、平成１８年度に更新しておりますが、既に７年が経過し、機器の更新時期を迎えているため、Windows XPからWindows ７へ更新する。（※リース経費）

一般会計　24 / 24 ページ



平成２７～２９年度　平取町総合計画 【特別会計】

【水道会計】 　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考） （単位：千円）

内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財

99,604 34,998 64,000 606 146,812 56,132 90,600 80 118,416 44,774 73,600 42

12,000 12,000 9,600 9,600 9,000 9,000

6,800 6,800 55,799 55,300 499

58,097 58,000 97 8,160 8,100 60 3,000 3,000

6,000 6,000 54,000 52,000 2,000

10,000 10,000

192,501 34,998 134,800 22,703 274,371 56,132 206,000 12,239 130,416 44,774 76,600 9,042

【病院会計】

内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財

66,600 54,000 12,600 1,507,000 71,820 1,274,000 161,180 390,000 10,332 303,000 76,668

4,000 4,000

70,600 54,000 4,000 12,600 1,507,000 71,820 1,274,000 161,180 390,000 10,332 303,000 76,668

1 配水管整備事業 平取町 建設水道課

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

貫気別地区配水管整備
 L＝4,518ｍ

貫気別地区配水管整備
 L＝2,685ｍ

2 量水器更新事業 平取町 建設水道課

本町地区簡易水道配水
管整備
L=630ｍ
貫気別地区配水管整備
 L＝2,000ｍ

量水器更新（400箇所） 量水器更新（320箇所） 量水器更新（300箇所）

3
貫気別地区簡易水道施設移設事業
（道道平取静内線拡幅工事）

平取町 建設水道課 簡易水道施設移設工事

4
中部振内地区簡易水道施設移設事業
（振内橋架替工事）

平取町 建設水道課

橋梁添架移設設計
 L＝360ｍ

橋梁添架移設補償工事
 Ｌ＝190ｍ

橋梁添架移設補償工事
 Ｌ＝17ｍ

簡易水道施設撤去工事
 Ｌ＝560ｍ

5
【新規】
本町地区増圧ポンプ場新設事業

平取町 建設水道課

統合計画委託事業

合　　　計

増圧ポンプ場新設工事

6
【新規】
本町・中部振内・貫気別簡易水道統合
計画委託事業

平取町 建設水道課

調査・実施設計

1 国保病院改築事業 平取町 国保病院

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

塗装工事
７棟７戸

合　　　計

本体工事　4,000㎡
造成　5,000㎡

解体・付帯工事
医師看護師住宅　外

2
【新規】
病院職員住宅外部塗装

平取町 国保病院

基本設計
実施設計
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平成２７～２９年度　平取町総合計画 【特別会計】

【衛生施設組合】 　※平成２８～２９年度　第６次計画予定事業（参考）

内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財

13,000 10,127 2,873 10,000 7,790 2,210 40,000 10,000 23,370 6,630

10,000 7,790 2,210 10,000 7,790 2,210 13,000 10,127 2,873

794 615 179 801 624 177 499 389 110

11,000 8,569 2,431 4,000 3,116 884

34,794 27,101 7,693 24,801 19,320 5,481 53,499 10,000 33,886 9,613

【消防組合】

内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財 内容 事業費 国・道 起債 その他 一財

8,000 8,000

3,720 3,720

3,157 3,157 3,157 3,157 2,709 2,709

2,600 2,600

9,477 9,477 11,157 11,157 2,709 2,709

1 焼却処理施設整備事業 衛生組合 衛生組合

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

燃焼設備整備
燃焼設備整備
煙突改良整備

2 破砕処理施設整備事業 衛生組合 衛生組合

灰出装置
電気計装設備
燃焼設備整備

選別設備整備
選別設備整備
破砕設備整備

施設外壁等塗装整備

3 財務会計システムリース事業 衛生組合 衛生組合

調整池遮光シート整備
飛散防止設備整備

漏水検知システム改良
整備

合　　　計

システムリース
（5年リース）

システムリース
（5年リース）

4 最終処分場整備事業 衛生組合 衛生組合

システムリース
（5年リース）

1 待機宿舎大規模改修事業 消防組合 消防組合

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
№ 事　業　名 実施主体 担当課

2
【新規】
地図検索システム更新事業

消防組合 消防組合

大規模改修工事

システム更新

3
【新規】
消防団防火服整備事業

消防組合 消防組合

除細動器更新

合　　　計

防火服整備　30名分

4
【新規】
半自動式除細動器更新事業

消防組合 消防組合

防火服整備　35名分 防火服整備　35名分
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