
1-1-1　担い手育成と農業の応援団づくり
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

更別農業高等学校教育振興会支援事業 総務課総務係 総務課総務係
農民連盟等支援事業 農林課農業振興係 農林課農林係
農業担い手育成支援事業 農林課農業振興係 農林課農林係
農業後継者対策推進委員会支援事業 農林課農業振興係 農林課農林係
地域農業振興事業 農林課農業振興係 農林課農林係
食農理解促進事業 農林課農業振興係 農林課農林係
農業経営改善支援事業 農林課農業振興係 農林課農林係
農業振興地域計画管理事務 農林課農業振興係 農林課農林係
芽室町農業再生会議参画事業 農林課農業振興係 農林課農産係
畜産制度資金利子補給事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
農業委員研修活動支援事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農業委員会連絡協議会等参画事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農業者年金協議会運営事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農業委員会総会等運営事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農地法等許可事務 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農地あっせん・保有合理化事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
家族経営協定事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農地交換分合事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
生前一括贈与事務 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農業後継者対策推進事業 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係
農業者年金申請等取扱事務 農業委員会農地振興係 農業委員会農地振興係

1-1-2　農業生産性の向上と経営基盤支援
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

農業振興センター運営事業 農林課農業振興係 農林課農産係
農業気象情報機器管理事業 農林課農業振興係 農林課農産係
てん菜作付奨励事業 農林課農業振興係 農林課農産係
優良種子馬鈴しょ生産確保対策事業 農林課農業振興係 農林課農産係
堆肥製造施設運営支援事業 農林課農業振興係 農林課農産係
農業生産振興対策事業 農林課農業振興係 農林課農産係
食の安全・安心確保対策支援事業 農林課農業振興係 農林課農産係
野菜産地強化計画事務 農林課農業振興係 農林課農産係
持続性の高い農業生産方式の導入に関する事務 農林課農業振興係 農林課農産係
馬鈴しょ病害虫対策事業 農林課農業振興係 農林課農産係
クリーン農業推進委員会運営事業 農林課農業振興係 農林課農産係
農作物生産性向上推進事務 農林課農業振興係 農林課農産係
農業ICT化推進事業 農林課農業振興係 農林課農産係
平成28年台風災害被災農家支援事業 農林課農業振興係 農林課農産係
畑作構造転換事業 農林課農業振興係 農林課農産係
農作物有害鳥獣駆除事業 農林課農林環境係 農林課農産係
環境保全型農業直接支援対策事業 農林課農林環境係 農林課農産係
畜産業を振興するための基本事務 農林課畜産振興係 農林課畜産係
畜産団体参画事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
酪農ヘルパー支援事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
家畜衛生管理事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
町営牧場管理運営事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
クリーン農業推進委員会運営事業（畜産部会） 農林課畜産振興係 農林課畜産係
馬頭観音菩薩供養祭事務 農林課畜産振興係 農林課畜産係
家畜個体識別システム事務 農林課畜産振興係 農林課畜産係
畜産クラスター協議会運営事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
哺育育成施設整備事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
（R3新規）哺育育成施設運営事業 農林課畜産振興係 -
（R3新規）家畜ふん尿処理推進事業 農林課畜産振興係 -
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1-1-3　農地・土地改良施設等の整備・充実

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
農道補修事業 農林課農林環境係 農林課農産係
草地整備事業 農林課畜産振興係 農林課畜産係
北海道土地改良事業団体連合会参画事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
道営土地改良事業参画事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
農業用水施設維持管理事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
土地改良施設維持管理事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
土地改良施設維持管理協議会参画事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
土地改良等償還事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
団体営土地改良事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係
国営芽室川西地区土地改良事業参画事業 農林課土地改良係 農林課土地改良係

1-1-4　地域林業の推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

町有林管理事業 農林課農林環境係 農林課農林係
地域林業振興事業 農林課農林環境係 農林課農林係
民有林振興事業 農林課農林環境係 農林課農林係
林道改良・維持管理事業 農林課農林環境係 農林課農林係
森林整備計画進行・管理事務 農林課農林環境係 農林課農林係
森林保全事業 農林課農林環境係 農林課農林係

1-2-1　地域内循環の推進と商工業の振興
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

盆踊実行委員会運営支援事業 魅力創造課魅力創造係 商工観光課観光物産係
中小企業支援団体参画事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
芽室町商工会運営支援事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
町中小企業融資事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
めむろ駅前プラザ維持管理事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
業種指定及び倒産企業の認定事務 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
町内消費喚起事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
めむろステーションギャラリー等維持管理事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
電気用品販売等規制事務 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
火薬類取締事務 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
（R3新規）広域連携組織参画事業（労政費） 商工労政課工業労政係 -
東工産業振興センター管理事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
東工業団地内公園維持管理事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
企業誘致促進対策事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
芽室東工業団地親交会運営支援事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
芽室東工業団地造成事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
芽室東工業団地環境整備事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
工業団地用地売買・賃貸契約事務 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
雇用・労働関係相談対応事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
北海道食産業総合振興機構参画事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
起業セミナー開催事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
十勝イノベーション・エコシステム参画事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
被災企業復旧支援事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
企業支援対策事業 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
十勝産業振興センター参画事業 商工労政課工業労政係 商工観光課観光物産係
ふるさと会活動支援事業 魅力創造課魅力創造係 商工観光課観光物産係

1-2-2　地域資源を活用した観光の振興
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

新嵐山スカイパーク運営支援事業 魅力創造課魅力発信係 商工観光課観光物産係
町観光・特産品普及事業 魅力創造課魅力発信係 商工観光課観光物産係
芽室町観光物産協会運営支援事業 魅力創造課魅力発信係 商工観光課観光物産係
ふるさと納税特典贈呈事業 魅力創造課魅力発信係 商工観光課観光物産係
発祥の地杯ゲートボール大会開催支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 商工観光課観光物産係



2-1-1　学校教育の充実
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

教育委員会運営事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
各種協議会等参画事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
教育委員会事務局運営事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
小学校施設維持管理事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
教員住宅管理事業（小） 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
教員住宅管理事業（中） 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
小学校管理運営事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
中学校施設維持管理事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
中学校管理運営事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
上美生地区山村留学推進事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
白樺学園高校運営支援事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
教職員組合対応事務 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
学校管理者会参画事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
学校教育推進協議会運営事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
学校記念式典支援事業 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
教育振興基本計画策定事務 教育推進課教育総務係 学校教育課総務係
学校課外活動支援事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教育課程支援事業（小学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教育課程支援事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教職員研修等事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
北海道学校薬剤師会等参画事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
特別支援教育育成会支援事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
児童生徒支援事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
大学等就学支援事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
外国青年招致・活用事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
スクールバス等運行事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
小学校就学時健診実施事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
学校健康診断実施事業（小学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
学校健康診断実施事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
特別支援教育就学奨励事業（小学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
特別支援教育就学奨励事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
要・準要保護児童就学援助事業（小学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
要・準要保護生徒就学援助事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教材・教具整備事業（小学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教材・教具整備事業（中学校） 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教育支援委員会運営事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
教育研究所運営支援事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
学級編制事務 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
学齢簿編さん管理事務 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
就学指定校変更事務 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
複式教育支援事業 教育推進課教育推進係 学校教育課学校教育係
学校給食運営協議会運営事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
学校給食管理運営事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
学校給食調理員健康診断事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
学校給食センター施設維持管理事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
学校給食協議会参画事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
給食材料購入事業 教育推進課給食係 学校教育課給食係
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2-1-2　社会教育の推進

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
勤労青少年ホーム維持管理事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
社会教育委員会運営事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
家庭教育学級活動支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
少年教育活動運営事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
高齢者学級「柏樹学園」開催事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
成人式典開催事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
地域子ども会育成連絡協議会支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
青少年健全育成協議会支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
芽室町ＰＴＡ連合会活動支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
社会教育協会連絡協議会活動支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
集団研修施設「かっこう」維持管理事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
地域指導者人材バンク派遣事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
中学生国際交流事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
公民館運営事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
公民館施設維持管理事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
生涯学習推進中期計画策定委員会運営事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
生涯学習推進事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
図書館維持管理事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係
図書館協議会運営事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係
図書館ボランティアサークル活動支援事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係
読書活動推進事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係
図書・視聴覚資料の貸出・保存事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係
利用者学習・調査支援事業 生涯学習課図書館係 社会教育課図書館係

2-2-1　地域文化の振興
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

文化財保護審議会開催事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
芸術鑑賞会等開催事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
芸術・文化振興支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
文化賞等受賞式典開催事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
郷土芸能メムオロ太鼓保存会活動支援事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
ふるさと歴史館維持管理事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
ふるさと歴史館運営事業 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係
文化財保護管理事務 生涯学習課社会教育係 社会教育課社会教育係

2-2-2　スポーツしやすい環境づくり
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

スポーツ推進委員会運営事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
スポーツ賞等受賞式典開催事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
各種大会出場支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
十勝体育団体協議会参画事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
スポーツ少年団活動支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
芽室町体育会運営支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
地域体育館維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
学校施設（体育館）開放事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
屋外体育施設維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
町営スケートリンク造成維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
総合体育館維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
温水プール維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
健康プラザ維持管理事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
ゲートボール協会運営支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
チャレンジデー実施事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
ゲートボール普及活動事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
発祥の地ゲートボール合宿等実施事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係
スポーツ人材強化・育成支援事業 生涯学習課スポーツ振興係 社会教育課スポーツ振興係



3-1-1　生涯を通じた健康づくり
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

保健福祉センター維持管理事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
障害者医療費給付事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
医療関連施設運営等参画事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
エキノコックス症予防事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
高齢者予防接種事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
成人健康教育相談事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
健康診査推進事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
成人歯科保健対策事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
各種がん検診事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
精神保健普及事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
生命の貯蓄体操芽室支部支援事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
成人食生活改善事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
健康づくり実践団体支援事務 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
生活習慣改善教室開催事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
インフルエンザ対策事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
国保生活習慣病予防事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
健康ポイント制度運営事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
成人風しん抗体検査・予防接種事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
新型コロナウイルス蔓延防止対策事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
新型コロナウイルス対策ワクチン接種事業 健康福祉課保健推進係 保健福祉課保健推進係
（R3新規）高齢者に係る一体的実施事業 健康福祉課保健推進係 ー
国民健康保険事務執行事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
レセプト点検事務（国保会計分） 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
北海道国保連合会参画事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
国保税算定事務 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
国保運営協議会運営事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
療養費支給事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
保険給付事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
高額療養費等支給事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
出産育児一時金支給事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
葬祭費支給事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
診療報酬明細書審査事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
医療費等通知事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
北海道後期高齢者医療広域連合参画事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
後期高齢者医療事務執行事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
後期高齢者医療保険料徴収事務 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
後期高齢者広域連合納付金拠出事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
保険料還付事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
特定健診事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
特定保健指導事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
後期高齢者特定健診事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
国民健康保険事業費納付金等拠出事業 健康福祉課国保医療係 住民生活課国保医療係
乳幼児・児童等予防接種事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
児童・生徒健康教育事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
乳幼児歯科保健対策事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
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3-1-2　公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
病院職員給与支払事務 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
病院職員任免事務 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
全国自治体病院協議会参画事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
北海道国保診療施設協議会参画事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
十勝町村立診療施設協議会参画事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
病院職員健康診断事務 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
北海道自治体病院開設者協議会参画事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
病院運営委員会開催事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
病院施設維持管理事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
職員会館維持管理事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
医師住宅維持管理事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
防災等安全管理事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
医療業務用品購入事務 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
医療機器等整備事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
医薬材料等購入事業 公立芽室病院事務局総務係 公立芽室病院事務局庶務係
医療業務委託事業 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
各種健診等実施事務（受託） 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
医療（入院・外来・各種健診・交通事故保険）収入受入事務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
患者負担未収金徴収事務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
医療事務システム（受付再来・会計・精算）維持管理事務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
医療案内作成・掲示事務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
診療情報管理業務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
介護保険医師意見書等発行事務 公立芽室病院事務局医事係 公立芽室病院事務局医事係
医療相談室運営事業 公立芽室病院事務局経営企画係 公立芽室病院事務局医事係
（R3新規）病院経営企画事務 公立芽室病院事務局経営企画係 ー
（R3新規）病院広報広聴事務 公立芽室病院事務局経営企画係 ー
（R3新規）病院システム管理事務 公立芽室病院事務局経営企画係 ー

3-2-1　安心して生み育てることができる子育て支援
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

特別児童扶養手当・児童扶養手当支給事務 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
母子・寡婦・父子福祉資金申請事務 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
ひとり親家庭等医療費給付事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
子ども医療費給付事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
児童手当支給事務事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
養育医療費給付事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
子育て支援センター運営事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
妊婦相談・支援事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
不妊治療費助成事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
乳幼児健診・相談事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
育児支援事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
育児サポートシステム運営事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
食生活改善事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
要保護児童対策事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
子育て支援センター施設維持管理事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
子どもの権利委員会運営事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
子育て世代包括支援センター運営事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
医療的ケア児支援事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
子どもの居場所づくり推進事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
子育ての木委員会開催事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
発達支援システム推進事業 子育て支援課子育て支援係 子育て支援課子育て支援係
児童発達支援給付事業 子育て支援課発達支援係 子育て支援課発達支援係
発達支援センター運営事業 子育て支援課発達支援係 子育て支援課発達支援係
発達支援センター維持管理事業 子育て支援課発達支援係 子育て支援課発達支援係
育成医療給付事務 子育て支援課発達支援係 子育て支援課発達支援係



第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり
3-2-2　子育て環境の充実

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
保育事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
町立保育所施設維持管理事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
町立保育所運営事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
私立幼稚園保育料支援事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
病児保育利用助成事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
保育所遠距離送迎対策事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
子どもセンター運営事業 子育て支援課児童係 子育て支援課子どもセンター係

子どもセンター施設維持管理事業 子育て支援課児童係 子育て支援課子どもセンター係

3-3-1　地域で支え合う福祉社会の実現
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

戦没者追悼事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
生活保護事務 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
日本赤十字社芽室分区関連事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
民生児童委員活動支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
社会福祉協議会活動支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
ボランティアセンター運営支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
要配慮者支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
新型コロナウイルス対策社会福祉事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係

3-3-2　高齢者福祉の充実
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

給食交流会支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
老人クラブ支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
シニアワークセンター支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
敬老祝金支給事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
養護老人ホーム入所関連事務 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
ふれあい交流館維持管理事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
有料老人ホーム等届出・指導事務 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
高齢者等冬の生活特例支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
介護保険低所得者等支援事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
社会福祉法人等利用者負担額軽減助成事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
福祉用具・住宅改修支援事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護給付費等適正化事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
認定申請事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護保険被保険者資格管理事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護保険料賦課徴収事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
西十勝介護認定審査会事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
認定調査事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
主治医意見書作成事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
居宅介護サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
施設介護サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
地域密着型介護サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護サービス事業者指定等管理事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
居宅介護サービス計画給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護報酬審査支払事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
高額介護サービス費給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護保険一般管理事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
特定入所者介護サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護予防サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
地域密着型介護予防サービス給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護予防サービス計画給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
介護予防サービス事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
高額医療合算介護サービス費給付事務 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係
支え合いの町づくり人材育成事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課高齢者相談係
介護施設防災改修等支援事業 高齢者支援課介護保険係 保健福祉課介護保険係



第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり
介護予防ケアプラン作成事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
介護保険認定調査事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
介護保険福祉用具・住宅改修理由書作成事務 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
各種イベント救護派遣事務 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
地域包括支援センター運営事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
介護支援専門員支援事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
在宅医療・介護連携推進事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係
地域ケア会議運営事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
総合相談事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
介護家族リフレッシュ教室開催事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
高齢者見守り支援事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
認知症総合支援事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
地域支援事業一般管理事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課高齢者相談係
機能訓練教室開催事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
高齢者体力増進教室開催事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
介護予防教育相談事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
脳活性化教室開催事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
介護予防施設維持管理事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
訪問看護利用者交通費助成事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
在宅福祉サービス事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
老人福祉電話事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
緊急通報システム運営事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
介護予防ポイント推進事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
高齢者生活習慣病予防対策事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
地域包括ケアシステム推進事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
家族介護用品支給事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
高齢者食事サービス事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
生活支援体制整備事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
高齢者支援活動推進事業 高齢者支援課介護予防係 保健福祉課高齢者相談係
（R3新規）介護予防教室開催事業 高齢者支援課介護予防係 ー

3-3-3　障がい者の自立支援と社会参加の促進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

ふれあい交流事業開催支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
どんぐり会支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害者在宅生活支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害者自立支援給付事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害支援区分認定等事務 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害者手帳等交付・管理事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
特別障害者手当等支給事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
総合相談所巡回相談事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
西十勝障害支援区分認定審査会運営事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
地域生活支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
福祉有償運送運営協議会事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害者就労支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
障害者相談支援事業 健康福祉課障がい福祉係 保健福祉課障がい福祉係
芽室町障がい者就労フェア開催実行委員会運営事務 健康福祉課障がい福祉係 企画財政課企画調整係
生活体験住宅管理運営事業 健康福祉課障がい福祉係 商工観光課商工振興係

3-4-1　互いに認め合う地域社会の実現
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

男女共同参画推進事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
アイヌ協会支援・生活相談事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
新得地区保護司会芽室町分区支援事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
帯広人権擁護委員協議会参画事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
ＤＶ被害対策事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
権利擁護事業 高齢者支援課在宅支援係 保健福祉課在宅支援係



4-1-1　災害に強い街づくりの推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

地域防災対策事業 総務課危機対策係 総務課地域安全係
建築物耐震化促進事業 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
防火水槽管理事務 芽室消防署

4-1-2　消防・救急の充実
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

芽室消防団運営事業 総務課危機対策係 総務課地域安全係
組合議会費負担金事業 芽室消防署 芽室消防署
芽室消防署活動事業 芽室消防署
芽室消防施設整備事業 芽室消防署
組合運営費等負担金事業 芽室消防署
芽室消防庁舎維持管理事務 芽室消防署

4-1-3　防犯対策と交通安全の推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

交通安全対策事業 環境土木課生活環境係 総務課地域安全係
防犯対策事業 環境土木課生活環境係 総務課地域安全係
少年補導員会運営事業 環境土木課生活環境係 総務課地域安全係
子どもの安全･安心確保対策事業 環境土木課生活環境係 総務課地域安全係

4-1-4　消費者の安全・安心の確保
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

芽室町消費者協会運営支援事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
北海道計量検定支援事務 商工労政課工業労政係 商工観光課商工振興係
帯広地方食品衛生協会芽室支部運営事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係

4-2-1　有効な土地利用の推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

土地利用に関する事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
町有財産（土地・建物）管理事務 都市経営課都市経営係 総務課契約管財係
都市計画審議会運営事業 都市経営課都市経営係 建設都市整備課都市建築係
都市計画変更・決定事務 都市経営課都市経営係 建設都市整備課都市建築係
都市計画法に基づく届出等事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
字名地番改正事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
土地利用規制事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
開発行為・許可事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
地籍管理事業 都市経営課建築住宅係 総務課契約管財係

4-2-2　快適な住環境の整備
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

公営住宅入居者選考委員会運営事業 都市経営課建築住宅係 住民生活課公営住宅係
公営住宅維持管理事業 都市経営課建築住宅係 住民生活課公営住宅係
住生活基本計画策定・推進事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
限定特定行政庁事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
公衆浴場運営支援事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
（R3新規）公衆衛生確保対策事業 環境土木課生活環境係 ー
公園施設等維持管理事業 環境土木課公園係 建設都市整備課公園緑地係
花菖蒲園維持管理事業 環境土木課公園係 建設都市整備課公園緑地係
公園管理事務所維持管理事業 環境土木課公園係 建設都市整備課公園緑地係
公園建設事業 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係

第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり



第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり
4-2-3　道路交通環境の整備

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
自動車道早期建設期成会参画事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
地域公共交通確保対策事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する事務 環境土木課道路整備係 建設都市整備課都市建築係
郊外地道路新設改良事業 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係
市街地道路新設改良事業 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係
北海道用地対策連絡協議会参画事業 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係
橋りょう長寿命化事業 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係
町道・歩道・駐車場等維持管理事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
町道・歩道・駐車場等除排雪事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
道路・河川パトロール事務 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
横断歩道橋維持管理・除排雪事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
街灯維持管理事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
堤内地水害対策事業（水路の強制排水等） 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
町道認定・廃止事務 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
占用許可・使用料徴収事務（道路・河川） 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
道路・河川等整備要望事務（国・道） 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
国有財産取得・管理事務 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
砂利採取事務 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
車両事務所施設維持管理事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
土木車両維持管理事業 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係
道路橋りょう事務 環境土木課道路維持係 建設都市整備課土木維持係

4-3-1　景観の保全とクリーンエネルギーの推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

都市景観啓発・普及事業 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
景観法に基づく届出制度に関する事務 都市経営課建築住宅係 建設都市整備課都市建築係
新エネルギー推進事業 環境土木課生活環境係 企画財政課企画調整係
環境審議会運営事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
クリーンめむろ大作戦推進事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
生活環境推進会運営事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
環境調査業務委託事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
都市緑地基本計画策定・推進事務 環境土木課公園係 建設都市整備課都市建築係

4-3-2　廃棄物の抑制と適正な処理
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

農業廃棄物適正処理推進事業 農林課農業振興係 農林課農産係
農業廃棄物エネルギー化促進事業 農林課農業振興係 農林課農産係
可燃・不燃等ごみ収集処理事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
資源ごみ収集処理事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
資源物集団回収支援事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
し尿収集処理事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
じん芥管理事務所維持管理事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係



第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり
4-3-3　上下水道の整備

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
十勝中部広域水道企業団参画事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
飲用地下水水質改善事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
下水道協会等参画事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
十勝川流域下水道事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
下水道事業使用料収納事務 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
簡易水道使用料収納事務 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
水道使用料収納事務 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
日本水道協会等参画事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
十勝中部広域水道企業団受水事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
飲用水供給施設整備事業 水道課水道庶務係 水道課水道庶務係
簡易水道（上美生・美生・河北）施設維持管理事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
簡易水道配水本管等整備事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
簡易水道給水設備事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
簡易水道施設整備事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
上水道給水設備事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
浄水場・配水池維持管理事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
配水管及び給水管維持管理事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
配水管整備事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
上水道（第６期）拡張事業 水道課水道工務係 水道課水道工務係
下水道維持管理事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係
下水道建設事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係
公共下水道計画認可・変更事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係
浄化槽維持管理事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係
個別合併処理浄化槽新設事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係
上美生集落排水施設建設事業 水道課下水道工務係 水道課下水道工務係



5-1-1　徹底した情報共有と町民参加の促進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

広報事業 政策推進課広報広聴係 企画財政課広報広聴係
町民参加推進事業 政策推進課広報広聴係 企画財政課広報広聴係
広聴事業 政策推進課広報広聴係 企画財政課広報広聴係
地域情報化推進事業 政策推進課広報広聴係 企画財政課広報広聴係
情報公開制度運営事務 総務課契約法制係 総務課行政経営係
文書ファイリングシステム維持管理事業 総務課危機対策係 総務課契約管財係

5-1-2　住民自治の実現と地域の活力の維持
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

新年交礼会開催事業 政策推進課広報広聴係 総務課総務係
表彰事務 総務課総務係 総務課総務係
人材育成支援事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
町内会等活動支援事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
協働のまちづくり活動支援事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
町民活動支援センター運営事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
町民公益活動支援事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
公共サービスパートナー制度受付・調整事務 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
ＮＰＯ連絡調整事務 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
シティプロモーション推進事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課広報広聴係
定住促進事業 魅力創造課魅力発信係 企画財政課企画調整係
上美生農村環境改善センター維持管理事業 都市経営課都市経営係 総務課契約管財係
地域集会施設維持管理事業 都市経営課都市経営係 企画財政課公共施設マネジメント係

5-1-3　国際・地域間交流の推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

うみとやまのふれあい交流推進事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課企画調整係
国際交流推進事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課企画調整係
揖斐川町交流推進事業 魅力創造課魅力創造係 企画財政課企画調整係
ふるさと交流センター維持管理事業 農林課農業振興係 農林課農林係

5-2-1　効果的・効率的な行政運営
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

総合計画推進事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
統計調査事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
広域連携組織参画事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
庁議開催事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
行政評価システム推進事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
自治基本条例推進事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
定住自立圏構想に関する事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
芽室町総合教育会議運営事業 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
十勝町村会参画事業 政策推進課広報広聴係 総務課総務係
使用料等審議会運営事業 政策推進課財政係 企画財政課財政係
会計年度任用職員採用事務 総務課総務係 総務課総務係
人事管理事業 総務課総務係 総務課総務係
自己申告制度実施事務 総務課総務係 総務課総務係
職員提案制度事務 総務課行政経営係 総務課総務係
人事考課制度実施事務 総務課行政経営係 総務課行政経営係
行政経営推進事業 総務課行政経営係 総務課行政経営係
庁内コンピュータ維持管理事業 総務課行政経営係 総務課行政経営係
職員研修事業 総務課行政経営係 総務課行政経営係
入札契約事務 総務課契約法制係 総務課契約管財係
事務用品・機器購入管理事務 総務課危機対策係 総務課契約管財係
公共施設等総合管理計画推進事業 都市経営課都市経営係 企画財政課公共施設マネジメント係

指定管理者選定・評価委員会運営事業 都市経営課都市経営係 企画財政課公共施設マネジメント係

公共建築物等設計・監理業務 都市経営課都市経営係 企画財政課公共施設マネジメント係

総合保健医療福祉協議会運営事業 健康福祉課社会福祉係 保健福祉課社会福祉係
公共施設（附帯施設等）修繕等設計・積算事務 環境土木課道路整備係 建設都市整備課建設係

第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫住民と行政がともに考え未来へつなぐ自治のまちづくり



第５期芽室町総合計画　事務事業担当係　新旧対照表

≪基本目標≫住民と行政がともに考え未来へつなぐ自治のまちづくり
5-2-2　健全な財政運営

事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度
町債借入償還事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
基金管理事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
財政基本計画策定事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
辺地総合整備計画進行管理事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
当初予算編成事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
補正予算事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
決算事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
決算統計事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
交付税等基礎資料作成事務 政策推進課財政係 企画財政課財政係
町税等滞納徴収事務 住民税務課納税係 税務課納税係
納税啓発推進事務 住民税務課納税係 税務課納税係
収納事務（各種税・手数料等） 住民税務課納税係 税務課納税係
国保税滞納徴収事務 住民税務課納税係 税務課納税係
町民税（個人・法人）賦課事務 住民税務課住民税係 税務課町民税係
軽自動車税賦課事務 住民税務課住民税係 税務課町民税係
諸税（たばこ税・入湯税）賦課事務 住民税務課住民税係 税務課町民税係
固定資産税賦課事務 住民税務課資産税係 税務課資産税係
収入事務（現金・有価証券・基金） 出納課出納係 出納課出納係
支払事務（現金・有価証券・基金） 出納課出納係 出納課出納係
決算調製事務 出納課出納係 出納課出納係
固定資産評価審査委員会運営事業 監査委員事務局 監査委員事務局事務係

5-2-3　親切・便利な行政サービスの推進
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

地方分権対応事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
電子自治体化推進事業 総務課行政経営係 総務課行政経営係
庁舎維持管理事業 総務課危機対策係 総務課契約管財係
庁舎建設推進事業 都市経営課都市経営係 企画財政課公共施設マネジメント係

戸籍・住民登録・印鑑登録管理事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
埋火葬の許可、斎場の使用許可事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
国民年金事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
総合案内事業 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
弔辞作成事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
旅券交付事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
年金生活者支援給付金支給事務 住民税務課住民窓口係 住民生活課住民係
上美生出張所事務 住民税務課住民窓口係 総務課契約管財係
狂犬病予防対策事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
霊園管理運営事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
斎場管理運営事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係
害虫・鳥害対策事業 環境土木課生活環境係 住民生活課生活環境係



施策に結び付かない事務事業
事務事業名 （新）令和３年度 （旧）令和２年度

国・道等への要望事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
総合調整に関する事務 政策推進課政策調整係 企画財政課企画調整係
町長・副町長秘書事務 政策推進課広報広聴係 総務課総務係
芽室町親交会運営事業 政策推進課広報広聴係 総務課総務係
（R3新規）オリンピック出場記念事業 政策推進課広報広聴係 ー
自衛隊活動協力事業 総務課総務係 総務課総務係
北方領土復帰促進期成同盟参画事業 総務課総務係 総務課総務係
開町記念式典開催事業 総務課総務係 総務課総務係
特別職報酬等審議会運営事業 総務課総務係 総務課総務係
文書収受・配布事務 総務課総務係 総務課総務係
労働条件調整事務 総務課総務係 総務課総務係
委員会及び公職者名簿管理事務 総務課総務係 総務課総務係
労働環境安定組織参画事業 総務課総務係 総務課総務係
職員健康管理事業 総務課総務係 総務課総務係
会計年度任用職員保険等事務 総務課総務係 総務課総務係
職員共済関係事務 総務課総務係 総務課総務係
職員親睦団体（土曜会）運営事業 総務課総務係 総務課総務係
職員給与支払事務 総務課総務係 総務課総務係
退職者福利厚生事務 総務課総務係 総務課総務係
所得税源泉関係事務 総務課総務係 総務課総務係
安全衛生管理委員会事務 総務課総務係 総務課総務係
行政相談活動協力事務 総務課総務係 総務課総務係
農業委員任命事務 総務課総務係 総務課総務係
特別低額給付金給付事業 総務課総務係 総務課総務係
訴訟事務 総務課契約法制係 総務課行政経営係
町議会対応事務 総務課契約法制係 総務課総務係
法規・町例規・文書管理事務 総務課契約法制係 総務課行政経営係
総合賠償保険事務 総務課危機対策係 総務課契約管財係
公用車維持管理事業 総務課危機対策係 総務課契約管財係
帯広地区安全運転管理者参画事業 総務課危機対策係 総務課契約管財係
国民保護対策事業 総務課危機対策係 総務課地域安全係
災害見舞金給付事業 総務課危機対策係 総務課地域安全係
（R3新規）介護保険資格管理事務 高齢者支援課介護保険係 ー
子育て特別給付金事業 子育て支援課児童係 子育て支援課児童係
（R3新規）子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 子育て支援課児童係 ー
新型コロナウイルス対策商工業支援事業 商工労政課商業振興係 商工観光課商工振興係
議会運営活動事業 議会事務局総務係 議会事務局総務係
町村議会議長会参画事業 議会事務局総務係 議会事務局総務係
議会広報発行事業 議会事務局総務係 議会事務局総務係
議員会活動運営事業 議会事務局総務係 議会事務局総務係
議会活動等補助事業 議会事務局総務係 議会事務局総務係
議員報酬手当支給事務 議会事務局総務係 議会事務局総務係
選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会事務局 総務課総務係
選挙執行事務 選挙管理委員会事務局 総務課総務係
公平委員会事務 公平委員会事務局 監査委員事務局事務係
監査業務等実施運営事業 監査委員事務局 監査委員事務局事務係
職員給与支払事務(消防) 芽室消防署
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