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平成３０年度芽室町予算案の概要 

 

一般会計予算規模は１１４億３，０００万円 

 
平成３０年度の一般会計予算案総額は、１１４億３，０００万円で、平成２９年度の当

初予算１１６億９，０００万円と比較すると２億６千万円の減（２．２％減）となりまし

た。 

 

昨年度の予算は、国の補正予算等を活用した、「戸籍・住民登録・印鑑登録管理事務」

１４６万５千円、「農業担い手育成支援事業－産地パワーアップ事業」１，４２２万５千

円、「草地整備事業－草地畜産基盤整備事業」３，３０６万円、「道営土地改良事業参画

事業－南平和第２地区・雄馬別第２地区・芽室西地区・芽室北第２地区道営畑総事業、河

北地区道営営農用水事業」１億１，７６７万円、の４事業で１億６，６４２万円に、災害

復旧事業として平成２９年度に行う１８億７万３千円をあわせた１９億６，６４９万３千

円を加えた実質予的な予算額は１３６億５，６４９万３千円でありました。 

 

本年度も特殊要素として、国の補正予算等を活用した、「道営土地改良事業参画事業－

雄馬別第２地区・芽室西地区・芽室北第２地区・芽室北第３地区道営畑総事業、河北地区

道営営農用水事業」１億１，４４０万円、事業調整による「団体営土地改良事業」６，４

５８万５千円、「私立幼稚園運営支援事業」８４４万５千円、北海道事業との施工調整に

よる「災害復旧事業（観光施設）」９１万８千円、平成２９年災害の復旧事業として「災

害復旧事業（土地改良事業）」１億９，９５０万６千円の５事業で３億８，７８５万４千

円が、本年３月町議会定例会議に繰越明許費として提案・実施予定の事業であり、これを

当初予算に加えますと、平成３０年度の一般会計実質予算額は１１８億１，７８５万４千

円で、昨年度の実質予算額と比較すると１３．５％の大幅減であります。 

 

また、全１０会計歳出総額では、２０５億８，５３８万５千円となり、前年度比３．１％

の減であります。この要因は、国民健康保険の広域化に伴い共同事業などの計上が不要と

なったことによる特別会計予算規模の減などが主なものであります。（前年度２１２億５，

３９９万９千円） 
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一般会計の歳入では、個人町民税は、町民税の７割強を占める給与所得については政府

の経済対策などにより民間給与の回復傾向が見込まれることから前年度課税実績の０．

２％増と見込み、農業所得においても、台風の影響が一部あるものの天候に恵まれ、農業

粗生産額は過去 高（約３１５億円）となったことから過去 高であった平成２８年度課

税実績と同額と見込みました。法人町民税は、農業所得の好調を反映し農業関連企業にお

ける業績回復が見込まれますが、企業間格差が大きく前年課税実績見込みの１０％減と見

込みました。固定資産税は、評価替えの年であり土地・家屋ともに既存資産の減収が予測

されますが、大手企業の工場施設建設による家屋面積の増から前年度と比較し増加する見

込みとなり、結果として町税全体では、前年度当初予算額と比較すると約１億４，５００

万円の増と見込みました。 

一方、歳入の約３割を占める地方交付税のうち普通交付税は、個別算定基礎を本町に当

てはめると当初予算比では６．０％、１億９，０００万円減の３０億円と見積もり、昨年

当初予算と同様に財政調整基金を２億２千万円取り崩すことで一般財源を確保することに

なりました。 

 

歳出では、南小学校区保育所（ひだまり保育所）と児童館（みなみっ子児童館）を併設

する複合施設の開設や、民間法人が行う認定こども園（幼稚園型）の開設といった『子育

て支援の充実』、福祉人材確保策に着手する『福祉サービスの確保』、家畜ふん尿対策や

哺育育成対策など『基幹産業の振興』、防災対策強化・災害対策本部機能を備えた庁舎建

設など『安全安心の確保』、定住促進策の拡充など『人口減少対策』といった、第４期芽

室町総合計画の総仕上げと第５期芽室町総合計画へのつなぎを意識した予算編成としまし

た。 

また、平成２８年台風被害の復旧・復興に全力を挙げているところでありますが、被災

された農業者や企業に対する支援策を講じるとともに、美生川河川敷パークゴルフ場の復

旧工事を行い、『災害復旧・復興完遂年』を目指します。 

 

なお、平成３０年度予算編成は、平成３０年７月に町長選挙が予定されていますが、計

画行政を推進していることと政策予算の補正予算成立の時期を鑑み、骨格予算ではなく通

常予算として編成し、その具体的方針では、「１ 第４期芽室町総合計画の実現を目指し

た予算編成」「２ 第５期芽室町総合計画を見据えた予算編成」「３ 行政方針を推進す

る予算編成」「４ 特別会計・事業会計の自立性・健全性の確立」を目指し、第４期芽室

町総合計画期間 終年度となることから総合計画の仕上げと、災害復旧事業を完遂するこ

とを重視した予算編成としました。 
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平成３０年度芽室町の主な事業と内容（総合計画施策体系別） 
  

※ 「新」・「☆」＝ 今年度からの新規事業 

※ 「改」・「★」＝ 既存の事務事業であるが、基本的考え方の変更、制度改正、事業内  

の新規部分などを指す。 

※ 「継」・「○」＝ 継続する政策的事業。 

 

１ 誰もが健やかに生き生きと暮らせるまちづくり           
 

 

１－１－１ 施策 生涯を通じた健康づくり 
 

継 乳幼児・児童予防接種事業                  ３２，２２３千円 

 

○伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するため、予防接種法に基づき定

期予防接種費用の全額助成を継続する。（３１，４５５千円） 

○子育て支援の観点から中学３年生と高校３年生を対象に、インフルエンザ予防ワ

クチン接種費用の半額を継続助成する。（３２９千円） 

 

継 健康診査推進事業                       ８，２４５千円 

 

○特定健診に該当しない若年・生活保護受給者の特定健診（基本健診）と脳ドック

を継続実施する（２，１６３千円） 

 

継 成人歯科保健対策事業                       ４３８千円 

 

○２０歳以上を対象とした集団検診、主に高齢者を対象とした柏樹学園の場を活用

しての集団検診及び妊婦を対象とした個別検診を実施し、受診率の向上を目指

す。（１９７千円） 

 

継 健康ポイント制度運営事業                     ２３７千円 

 

○健康づくりへの積極的な参加を誘導する仕組みとして、日ごろの生活習慣改善の

実践や健康教室への参加、健（検）診受診など、自らが設定した健康目標への取

り組みをポイント化し、目標達成者に商品券または運動施設利用券を交付し、生

活習慣病の予防を推進する取り組みを強化する。（１３０千円） 

 

改 特定健診事業（国民健康保険会計）              １３，９６３千円 

 

★国民健康保険加入者で節目年齢の方（４０歳到達者と６３歳の国保加入者）に、

特定健診自己負担金を全額負担することにより国保特定健診の受診率向上と定

期的な健康チェックの習慣化を目指す。（６５４千円） 

○糖尿病の早期発見と重症化予防を目的に特定健診の二次検診を行い、虚血性心疾

患や脳血管疾患、糖尿病性腎症による透析患者数の減少を目指す。（２４６千円）
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１－１－２ 施策 公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展 
 

改 公立芽室病院器械施設整備事業（病院会計）【各種工事・備品購入等】５２，７００千円 

 

 

１－２－１ 施策 安心して生み育てることができる子育て支援 
 

継 子育て世代包括支援センター運営事業              ２，２３５千円 

 

○妊娠中や子育て中に気軽に相談できる「めむろ版ネウボラ」を継続する。 

  ①妊娠期………母子健康手帳交付時に保健師等が全ての妊婦と面談し、支援プ

ランを作成する。 

  ②出産後………出産後、全ての家庭に保健師や保育士が訪問し、親子の健康 

状態を確認するとともに育児のアドバイスを行う。 

  ③妊娠期～……不安なことや悩みがあるときは常に相談を受け付け、情報提供

子育て期  や関係機関との調整を行う。 

○町内開業助産師等に委託し、産後の授乳ケアやおっぱいトラブル等の母乳指導の

ほか、体調管理や育児に関する様々な相談に対応する産後ケア事業を実施する。

 

継 医療的ケア児支援事業                     １，２８４千円 

 

○日常的に医療的ケアを必要とする児童が、医療行為を受けることができないため

に集団参加や社会参加の機会を断念するケースが起きているため、病院または訪

問看護ステーションとの調整を行い、当該児童の発達を支援する。 

 

継 発達支援システム推進事業                     ５８６千円 

 

○発達支援を要する児童に対して、早期発見から青年期支援・就労支援まで一貫性

と継続性のあるサポートを継続実施し、特に読み書き支援スクリーニング後の支

援として、通級による指導の機能充実や児童クラブへの支援活動を進める。 

 

継 乳幼児等医療費給付事業                   ４５，３０９千円 

 

○経済的負担の軽減と疾病の早期発見・早期治療を目的に、引き続き医療費助成対

象者を中学生までとする。ただし、小・中学生は所得制限を設け入院は全世帯、

通院は町民税非課税世帯を助成対象とする。 

 

★器械及び備品購入 ４１，７０５千円 

超音波診断装置、全自動錠剤分包機、多用途個人用透析装置の更新ほか 

★施設整備 １０，９９５千円 

  温水ボイラー更新工事ほか 

☆予算計上はないが厳しい経営状況に対応するため、平成２９年度に策定した「病

院改革プラン」を見直し、診療科目の休・廃止や病床削減などを目指す。 
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継 不妊治療費助成事業                      １，６５０千円 

 

新 子どもの居場所づくり推進事業                 ２，１７３千円 

 

 

１－２－２ 施策 児童福祉の充実 
 

改 保育事業                        ５４４，３８１千円 

 

制度改正と芽室幼稚園による認定こども園開設に伴い事務事業を再設定し、町が委

託によって保育事業を行うものを「保育事業」とした。 

○認可保育所に対する保育業務委託料を継続計上（３３７，９７７千円）。 

○家庭的保育所に対する保育業務委託料を継続計上（４０，０１８千円）。 

★認定こども園に対する保育業務委託料に芽室幼稚園分を加え計上（１４６，１６

２千円）。 

○保育所が行う一時預かり事業に対し補助金を継続計上（４，５０６千円）。 

○多子世帯の保育料について、世帯の所得を問わずに第２子以降の保育料軽減策を

継続するとともに、第２子以降出産時の保育所在所児の継続入所期間３年を継続

実施する。 

 

改 町立保育所運営事業                     ４５，８２８千円 

 

「芽室町農村地域保育所再整備計画」に基づく、芽室南小学校区の保育所開設に伴

い事務事業を再設定し、町が直接運営する保育事業を「町立保育所運営事業」と

した。 

★ひだまり保育所……定員 ５０名 

 上美生保育所………定員 ５０名 

○多子世帯の保育料について、世帯の所得を問わずに第２子以降の保育料軽減策を

継続するとともに、第２子以降出産時の保育所在所児の継続入所期間３年を継続

実施する。 

○農繁期の休日保育をゴールデンウィークとシルバーウィークに２日ずつ継続実

施する。 

 

 

 

○不妊治療は経済的負担が大きいことから、治療費１回につき１５０千円（初回の

み３００千円）を限度に助成を継続する。また、流産や死産を繰り返す不育症治

療のほか男性の不妊治療費も対象として経済的負担の軽減を図る。 

平成２９年度補正予算により平成３０年１月から実施している事業であるが、当初

予算としては新規計上。 

☆貧困を含む様々な困難を抱えている児童が地域で安心して暮らすことができる

よう、学習支援や食事の提供などを行う地域の居場所をつくる。（委託料２，１

７３千円） 
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新 病児保育利用助成事業                       １３０千円 

 

☆疾病による急性期の児童を預けなければならない保護者に対し、病児保育施設利

用料の２分の１相当額を助成し、子育てと仕事の両立を支援する。 

 

新 保育所遠距離送迎対策事業                   ３，１５２千円 

 

☆自宅の 寄りに保育所（園）がなく、やむを得ず遠方の保育所等に児童を送迎す

る保護者に対し、片道４㎞を超える送迎燃料費の２分の１相当額を助成し、経済

的負担の軽減を図る。 

【助成区分】 ４㎞を超え  ６㎞まで  月額１，３００円 

６㎞を超え  ８㎞まで  月額２，６００円 

８㎞を超え １０㎞まで  月額３，９００円 

１０㎞を超え １２㎞まで  月額５，３００円 

１２㎞を超え １４㎞まで  月額６，６００円 

１４㎞を超え １６㎞まで  月額７，９００円 

１６㎞を超え １８㎞まで  月額９，２００円 

１８㎞を超える場合は２㎞毎に月額１，３００円を加算 

 

継 子どもセンター運営事業                   ６７，７９４千円 

 

○芽室町子どもセンター「あいりす」、「みらい」に「みなみっ子児童館」を加えた

３か所で、18 歳未満の児童を対象にした児童館と小学１～３年生の児童を対象

とした、児童クラブを継続運営する。（みなみっ子児童館は児童館機能のみ） 

 

 

１－３－２ 施策 高齢者福祉の充実 
 

継 成年後見推進事業                       ６，５１３千円 

 

〇認知症高齢者や知的・精神障がい者の生活上の安全を確保するため、芽室町社会

福祉協議会に成年後見推進事業を委託し、市民後見人の育成や活動支援、相談窓

口や周知啓発、個別相談会の開催などを継続する。 

 

継 介護予防サービス事業（介護保険会計）            ２３，８６７千円 

 

○介護保険制度改正に伴う要支援者に対する給付サービス（総合事業）として訪問

型・通所型のサービスを提供する。 

 

継 介護予防ケアプラン作成事業（介護保険会計）          ７，１７４千円 

 

○介護保険制度改正に対応する総合事業である介護予防・生活支援サービス利用者

の介護予防ケアプラン作成費用を計上。 
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改 在宅医療・介護連携推進事業（介護保険会計）          ４，４３２千円 

 

★病気による医療行為が慢性的に必要となっても、介護保険サービスを利用して在

宅で生活できる支援体制づくりを推進するため、医療に特化した相談窓口を地域

医療の中核となる公立芽室病院内に設置する。（委託料３，５６６千円） 

 

継 介護予防ポイント推進事業（介護保険会計）           １，０８８千円 

 

○高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励・支援し、高齢者自

身の社会参加をポイント化し換金することを通じて、活動的生活による介護予防

を目指す。 

 

継 高齢者支援活動推進事業（介護保険会計）            １，４９４千円 

 

○地域包括ケアシステムを推進するため、住民による支え合いの仕組みづくりとし

て、高齢町民を対象とした訪問による暮らしの支援活動や集いの場（交流会やサ

ロン活動など）の開催、介護予防に資する取り組みを自ら企画運営する団体に対

し、活動報償費を支給し効果的・安定的な活動を支援する。 

 

継 介護支援専門員支援事業（介護保険会計）              ２２３千円 

 

○介護保険制度改正に伴い総合事業の導入や地域資源の活用といった視点が導入

され、的確なアセスメントに基づくケアプラン作成が求められる。そのため、芽

室町の高齢者のかかわりを持つ介護支援専門員を対象に以下の事業を実施する。

  ①ケアプラン作成精度向上事業 

  ②医療連携強化事業 

  ③高齢者支援体制のつながり強化（ケアマネネットワーク会議・めむろケアカ

フェ運営） 

 

継 生活支援体制整備事業（介護保険会計）             １，７１４千円 

 

○生活上何らかの支援を要する高齢者の増加に対して、支え手となる年代層が減少

することが予想され、行政サービス（公助）に偏った施策から、地域住民活動（互

助）による支援体制と高齢者自身（自助）の介護予防活動を含む総合的施策への

シフトを目指し、町全体で高齢者の生活を支える体制の構築が望まれる。 

そのため、支援体制の全体調整と互助活動団体の相談支援や新たな活動団体の発

掘と育成を目指し、２つの機関に生活支援コーディネーターを配置する。 

 ①生活支援体制を協議する場の設置と町の高齢者施策との調整を担う地域包

括支援センター職員を任命 

 ②高齢者支援団体の活動支援や新たな担い手の発掘と育成、町民活動団体との

ネットワークを活かした支援体制の構築を担う、中間支援活動を行っている

ＮＰＯ法人に委託。 
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新 福祉人材確保対策事業（介護保険会計）             １，０１９千円 

 

☆介護人材の不足は全国的に深刻な社会問題となっており、支援を要する高齢者の

増加は避けられない現状において、芽室町においても喫緊の課題である。 

そのため、有資格者を要件とする訪問介護従事者（ホームヘルパー）や、総合事

業従事者（基準緩和型ヘルパー）の養成、無資格就労者のキャリアアップ、有資

格者の復職研修を一体的に行い、効率的な介護（福祉）人材の育成・養成を行う。

なお、町内就労を条件として受講者負担は徴収しない。 

養成講座の運営を町内ＮＰＯ法人に委託して実施する。（９４５千円） 

 

継 認知症総合支援事業（介護保険会計）              １，１４９千円 

 

○認知症になっても住み慣れた芽室町で生活を継続できるよう、２つ認知症施策を

推進する。 

①認知症初期集中支援事業 

  認知症サポート医師、看護師、福祉職、地域包括支援センター職員により

チームとしてケース支援を行うが、専門スタッフを有する帯広市内の医療

機関に委託する。 

②認知症地域支援・ケア向上事業 

  認知症の方や家族の支援を目的に地域包括支援センター職員を認知症地

域推進員として、地域の支援機関をつなぐ役割を果たす。 

また、町内ＮＰＯ法人への委託により。認知症カフェ（オレンジカフェ）

を月１回定例開催する中で、誰もが気軽に参加する場における相談と認知

症の理解を進める。 

 

 

１－３－３ 施策 障がい者の自立支援と社会参加の促進 
 

継 障害者就労支援事業                      ８，７４１千円 

 

○役場業務において障がい者の職場実習を受け入れ、職業能力や職業適性を向上さ

せることにより一般就労を促進する。平成３０年度も１０人分の賃金及び公務災

害負担金を計上。 

○就労継続支援Ａ型事業所への支援を継続する。 

○地方創生推進交付金を活用し、平成２８年度から実施している首都圏の特別支援

学校や企業に対する芽室町の取組み紹介を継続し、交流人口の増加や移住・定住

の促進を図る。（６，０００千円） 
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２ 豊かな自然を生かした活力ある農業のまちづくり       

 

 

２－１－１ 施策 担い手育成と農業支援 
 

継 農業担い手育成支援事業                    ７，９４３千円 

 

○農業の担い手育成・確保のため青年グループなど農業担い手の５区分の自主的活

動に対して継続支援する。（６１０千円） 

 

改 てん菜作付奨励事業                     ２４，３２８千円 

 

★輪作体系の維持や土づくりにおいて必要不可欠であり、地域経済、他産業への影

響が非常に大きい「てん菜」の作付を維持するため、支援内容を一部見直し４輪

作サイクル（平成３０～３３年度）において、てん菜作付農家へ支援する。 

①直播作付助成（４，８９６千円） 

春先の育苗作業から移植までの労働力負担を軽減するため、直播に切替える

農家に対し種子代の一部支援として、１０ａあたり１，６００円を助成する。

 ②育苗資材購入費助成（１９，３３７千円） 

   直播に向かない圃場もあることから、移植苗を作るために必要な資材購入費

の一部支援として、１０ａあたり７８０円を助成する。 

 

継 農業再生協議会参画事業                    ５，１２６千円 

 

○芽室町農業再生協議会（町、ＪＡ、ＮＯＳＡＩ、農業委員会、農民連盟で組織）

が実施する営農活動への支援やクリーン農業の推進などに対して継続補助する。

（２４０千円） 

○経営所得安定対策等に関する農業者への制度周知や申請のとりまとめ、現地確認

などを行う芽室町農業再生協議会に対して、経営所得安定対策等推進事業（４，

８８６千円）を活用し、必要となる経費を補助する。 

 

継 地域農業振興事業                       ４，５９２千円 

 

○近年の風雪害防止と農村景観の維持のため、耕地防風林の維持拡大を目指し、植

栽と枝払いに要する経費の一部を助成する。（３，４００千円） 

  苗木代補助……………………１０／１０以内（１０万円上限） 

  枝払い補助（業者施工）……１／２以内（２０万円上限） 

  枝払い補助（自力施工）……１０／１０以内（定額３万円＋枝処理７万円上限）
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２－１－２ 施策 農業生産性の向上と農業の応援団づくり 
 

継 めむろ農業小学校運営事業                   ２，６７９千円 

 

○入学の対象者を小学校１年生～６年生とし、種まき、畑の管理、収穫、調理、生

産者との交流などの体験を通して農業への理解を深める食育事業を充実する。 

また、夏休み期間を利用して１泊交流も継続実施する。 

 

継 農作物有害鳥獣駆除事業                   １４，３２０千円 

 

○農作物に対する有害鳥獣被害への対策として、設置した「わな」の管理や農村地

域の巡回・捕獲を行う臨時職員（狩猟免許を持つ銃所持者）を雇用し、パトロー

ル活動や出没情報に対する初動体制の強化を継続する。（３，５７８千円） 

○また、関係機関により設置した有害鳥獣対策協議会が行う、新規狩猟者確保のた

めの免許取得経費や電気柵設置費用の補助を継続する。（１，９４１千円） 

〇駆除後の残滓処理について、適正処理を図り、駆除活動を促進するため、微生物

を活用した分解処理による残滓処理施設をＪＡの協力を得ながら継続運営する。

（５，３１５千円） 

 

継 地産地消協働推進事業                       ４１８千円 

 

○第２次芽室町食育推進計画に基づき町民対象の地産地消バスツアーと食育講演

会を実施。生産ほ場の視察、生産者との交流、農業関連施設の見学、芽室産食材

を使った料理の試食を行う。 

 

継 環境保全型農業直接支援対策事業              １０１，２２３千円 

 

○慣行レベルに対して化学肥料・化学合成農薬の５割低減に加え、カバークロップ

などの栽培・堆肥施用を行うなど、環境保全型農業直接支援対策事業として地球

温暖化防止効果の高い取組を行う農業者等に対して支援を行う。 

対象面積  カバークロップ等…９７，３３７ａ（７７，８７０千円） 

       堆肥施用……………４７，７１１ａ（２０，９９３千円） 

 

 

２－１－３ 施策 農地・土地改良施設等の整備・充実 
 

 

継 畜産クラスター協議会運営事業                ２０，０７５千円 

 

○飼養規模の拡大・飼養管理の改善・畜産環境改善を図るため、畜産競争力強化整

備事業を活用し、畜産施設整備を行う畜産農家に対し、間接補助事業として補助

金を交付する。 
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新 家畜ふん尿処理施設整備事業                  ７，５２０千円 

 

☆酪農家１戸あたり飼養頭数の増加に対しふん尿処理施設の容量が不足しており、

ふん尿の適正処理や有効活用必要となっているため、バイオガスプラントの整備

を目指し、基礎調査・事業計画策定・施設実施設計などを実施する。 

 

新 哺育育成施設整備事業                     ２，７６８千円 

 

☆酪農経営の担い手不足や高齢化、１戸あたり飼養頭数に伴い、酪農家の労働力不

足は顕著であり、特に労働負担の大きい「哺育・育成」に係る労働力を解消する

ため、哺育育成施設の整備を目指し、基礎調査・事業計画策定・施設実施設計な

どを実施する。 

 

改 道営土地改良事業参画事業                 ２１４，１４１千円 

   

★道営土地改良事業（２１３，０９０千円） 

・南平和第２地区………暗渠排水 

・雄馬別第２地区………暗渠排水、区画整理、土層改良、営農用水 

・河北地区………………営農用水（管路工、施設工） 

・芽室西地区……………暗渠排水、区画整理、土層改良 

・芽室北第２地区………畑地かんがい、暗渠排水、区画整理 

・芽室北第３地区………畑地かんがい、暗渠排水、区画整理、土層改良 

 

改 団体営土地改良事業                    ２１８，４２１千円 

   

★農地耕作条件改善事業（２１１，２１６千円） 

・芽室３地区……暗渠排水調査設計委託、暗渠排水工事（３３，８８０千円） 

        客土工事（１７７，３３６千円） 

 

継 土地改良施設維持管理事業                 １７７，８５１千円 

 

○多面的機能支払交付金事業により、農業者等で構成される地域組織が行う農村環

境整備や農地・農道・水路などの共同施設を保全管理する共同活動に対し、支援

を行う。事業実施組織 ２９組織 １７０，９２３千円 

 

 

２－１－４ 施策 地域林業の推進 
 

継 町有林管理事業                       ３０，２３６千円 

 

○芽室町森林整備計画、森林経営計画などに基づき、町有林の適正管理と人工林の

計画的保育を適切な時期に行う。 

  ・皆伐支障木等伐採事業        １０，４０６千円 

  ・森林環境保全整備事業        １４，９７７千円 

  ・１０線防風林環境整備事業       １，１５１千円 
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継 民有林振興事業                       １６，４００千円 

 

○道の「未来につなぐ森づくり推進事業」を活用し、民有林伐採後の確実な植林等

を支援することにより、森林資源の循環利用を推進する。（１４，０９５千円）

 

 

２－２－１ 施策 地域内循環の推進と商工業の振興 
 

継 まちなか賑わい創出事業                    ３，９２７千円 

 

○試行的に開設している「リビング caféＥＮＧＡＷＡ」をフリースペースとして

継続する。 

○「めむろまちなか再生会議」により、中心市街地に賑わいを取り戻すための方策

を継続議論する。 

〇農業生産者・商工業者・消費者が一体となり、基幹産業である農業と中心市街地

の融合による「食」をテーマとした「まちなかマルシェ」を継続開催するため、

実行委員会組織に補助金を交付する。（２，０００千円） 

 

継 町中小企業融資事業                    ３２３，３８５千円 

 

○預託金に対する協調融資倍率を平成２８年度に５倍に拡充し、利用が好調である

ことから新規貸付増加を見込み、利子補給金及び保証料補給金を計上。 

  利子補給金 ７，３２５千円  保証料補給金 １６，０６０千円 

原資預託金 ３００，０００千円 

 

継 町内消費喚起事業                       ２，７８８千円 

 

○住宅新築やリフォームに対する町内経済循環を目指し、「めむろ住まいる奨励事

業」として、町内業者が施工した場合に新築１０万円、リフォーム工事費の５％

（上限５万円）の商工会発行商品券を継続して贈呈する。（１，７５３千円） 

〇商店街利用促進策として買い物スタンプカード事業を継続実施する。（１，０３

５千円） 

 

継 めむろまちの駅運営支援事業                  ６，９２６千円 

 

○住民や来訪者へ地域情報などを提供し、中心市街地の活性化を図る拠点施設めむ

ろまちの駅の維持管理経費（１，８２２千円）を計上する。 

 また、運営主体である「めむろまちの駅管理運営協議会」に対し運営費を支援す

る。（５，１０４千円） 

 

継 起業セミナー開催事業                       ２５９千円 

 

○働きたい女性や起業を考えている女性の希望を叶えるきっかけづくりとして「女

性向け起業セミナー」を継続開催する。 
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継 障がい者雇用促進支援事業                   ６，０９２千円 

 

○立地企業支援の観点から、障がい者雇用のノウハウと福祉とビジネス視点を兼ね

備えたコーディネート機能を発揮できるＮＰＯ法人に、職域開拓・受入企業支

援・マッチング・定着支援などの業務を委託する。 

 

改 めむろ駅前プラザ維持管理事業                ５４，５５２千円 

 

★平成１０年に開設した、めむろ駅前プラザ（めむろーど）の施設老朽化に対応す

るため、めむろーど管理協議会が行う建物躯体の改修や機械設備修繕など大規模

修繕工事について、中心市街地活性化の中核施設であることから、商業振興策と

して事業費の２分の１を補助する。（９，６７５千円） 

  工事内容 外壁改修（西面・北面）工事（１９，３５０千円×１／２） 

 

改 めむろステーションギャラリー等維持管理事業          ４，６８０千円 

 

★ＪＲ芽室駅内の公共施設であるステーションギャラリーの老朽化に対応するた

め、内装改修工事を実施する。（２，２５８千円） 

 

 

２－２－２ 施策 地域資源を活用した観光の振興 
 

継 ふるさと納税特典贈呈事業                  ７１，１３０千円 
継 寄附金管理基金事務                    １００，００２千円 
 

〇芽室町外に住む個人の方から、５，０００円以上の寄附に対する返礼として本町

特産品を贈呈し、芽室町を広く知っていただくためのＰＲと、まちづくりの財源

確保を目的に「ふるさと納税特典贈呈事業」を継続する。 

   臨時事務職員賃金ほか事務的経費（９，５３０千円） 

   特産品及び送料経費など贈呈経費（６１，６００千円） 

〇ふるさと納税額は１００，０００千円を歳入として計上。 

 
継 芽室町観光物産協会運営支援事業                ９，９２４千円 

 

○「芽室町観光物産協会」が行う、農産物を核とする特産品の普及に関する事業並

びに町内への誘客が図れる観光推進事業へ支援を行う。また、観光物産協会が事

業主体となり、農協や商工会とも協力・連携を図りながら整備した、人・物・情

報交流拠点施設「ゆめ広場 呼路歩来」の店舗借上料、維持管理経費を補助する。
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改 町観光・特産品普及事業                   １１，２７１千円 

 

○農産物を核とする特産品の普及と観光ＰＲのため、札幌圏、首都圏等への物産販

売イベント等にかかる旅費を計上。 

☆食と景観を切り口とした「天空カフェ」の経験を活かし、食と景観を活用した観

光振興策として、「サイクルツーリズム」の推進に取り組む。国内の女性を主な

ターゲット層とし、町内をサイクリングで楽しんだ人がＳＮＳ等を通じて芽室町

の食や景観を発信することで、芽室町のＰＲはもとより消費や雇用といった経済

効果、他地域との観光連携の推進を目指す。 

  平成３０年度 …… レンタサイクル試行、モニターツアー実施、ツアーガイ

ドとして地域おこし協力隊を採用 

  平成３１年度 …… 本格稼働 

 

継 発祥の地杯ゲートボール大会開催支援事業            １，９０５千円 

 

○ゲートボール発祥の地として、芽室町に愛好者が集い、感動を味わえる大会とし

て、全国に発祥の地をＰＲするとともに、世代間交流を一層推進し、観光産業の

振興と地域活性化を図る。 

 

改 新嵐山スカイパーク運営支援事業               ８１，６８３千円 

 

★新嵐山スカイパークの主要事業であるスキー場の安定的な運営のため、老朽化し

た設備等の更新を行い、来場者拡大と良好なスキー場運営を目指す。 

 浄化槽修繕（４，９５８千円）、人工降雪機更新（１４，９０４千円） 

○町の政策と連動した新嵐山荘の特色づくりと利用促進のため、農福連携事業を活

用した障がい者受入コーディネート人材の配置に係る経費を補助し、道内・道外

の特別支援学校等の修学旅行の誘致を行う。（６，０００千円） 

 

 

 

３ 快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり         
 

 

３－１－１ 施策 災害に強いまちづくりの推進 
 

改 建築物耐震化促進事業                     ２，３４０千円 

 

○芽室町耐震改修促進計画に基づき一般住宅の耐震改修支援を継続実施する。（２，

３００千円） 
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改 地域防災対策事業                     ３９７，５８９千円 

 

【自助・共助の意識啓発強化】 

○災害対応や各種防災訓練の実務経験を有する嘱託職員を継続雇用し、地域におけ

る自主防災組織の設立や運営支援を行う。（３，９９５千円） 

★地域防災マスター認定者が防災リーダーとして活躍できるよう地域防災マスタ

ーミーティングを開催する。（４３９千円） 

○防災訓練（総合訓練・水害想定訓練・冬季訓練）及び防災講演会を開催する。（２

８０千円） 

○自主防災組織の設立及び育成を目指し、町内会等を対象に防災倉庫や災害時に必

要な資機材などを町が購入し地域に貸し出すほか、活動助成を行う。（２，３３

０千円） 

【公助として計画やルールの策定・見直し】 

★避難所運営マニュアルに基づく意見交換の実施（４５０千円） 

★浸水想定区域図（ハザードマップ）の作成・配布（３２４千円） 

○防災対策用資機材と非常用食料･飲用水の備蓄を行う。（５，８２６千円） 

☆町からの情報発信手段として、Ｌアラート・エリアメール・めむろ安心メール・

フェイスブック・ホームページと多岐にわたるが、システム間で連携しておらず

タイムラグが生じていることから、連携システムを導入し迅速な情報伝達を目指

す。（１，６１０千円） 

☆情報伝達手段の拡充のため「災害告知用個別端末」を導入する。 

  事業内容 浸水想定区域の世帯、避難行動要支援者のいる世帯、農村部世帯に

対し防災告知用端末（ラジオタイプ）を無償貸与する。 

       また、街頭放送及び町内小中学校、中央公民館、総合体育館の館内

放送と自動連携させる。 

  事業費  ３７０，１８１千円（告知用端末３，３００台を予定） 

★災害対策本部用蓄電池を購入する。（９７２千円） 

 

 

３－１－２ 施策 消防・救急の充実 
 

改 防火水槽管理事務                      １０，９１１千円 

 

★市街地における老朽化した防火水槽１基を撤去し、農村部（西士狩地域）に１基

新設する。（１０，８２２千円） 

 

改 芽室消防施設整備事業（組合負担金事業）           １１，８３２千円 

 

★救急活動に必要な自動心臓マッサージ器や水難救助用資器材など備品を更新す

る。（１１，７８６千円） 
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３－２－１ 施策 有効な土地利用の推進 
 

改 町有財産（土地・建物）管理事務               ２３，１３３千円 

 

★当初の行政目的を終えた町有財産を解体する。 

旧栄保育所（６，７１８千円）旧美生保育所（５，５０８千円） 

 

改 定住促進事業                        ２４，８４３千円 

 

○町内不動産事業者で構成する「めむろ住宅情報協会」が行う情報提供事業（ホー

ムページや有料広告）に対し支援を継続し、市街地における空地・空家の解消を

図るとともに、まちなか居住を推進する。（２３６千円） 

★「子育て世帯新生活応援奨励制度」 

１５歳以下の子育て世帯が町の指定する区域に住宅を新築する場合、商工会商

品券を贈呈し、子育て世帯の定住を促進する。 

対象区域 ① 緑町公営住宅跡地 

② ①、西工町、日甜町及び市街化調整区域を除く市街地 

   奨励金額 ① ５０万円（予算計上１５件分） 

        ② ３０万円（予算計上３５件分） 

★「中古住宅購入世帯新生活応援奨励制度」 

中古住宅を購入することで住宅ストックの循環利用及び地域経済の活性化を

図り、子育て世帯の定住を促進する。 

   対象者  平成３０年度より子育て世帯に限定する 

   対象区域 町内全域 

   奨励金額 ２５万円（予算計上５件分） 

○「親子近居奨励制度」 

子育て世帯とその親世帯が町内で近居（同居含む）することで、子育て世帯の

子育てに対する不安・負担や親世帯の将来の介護不安の解消につなげ、定住人

口の増加を目指し、１０万円の商工会商品券を贈呈する。（予算計上２件分） 

☆移住相談などのワンストップ窓口を実現するため、専任職員として地域おこし協

力隊（１名）を採用する。 

 

改 都市計画変更・決定事務                    ９，４２４千円 

 

★第５期芽室町総合計画策定にあわせ、「都市計画マスタープラン」の見直し、「立

地適正化計画」を策定するとともに、道路マスタープランの見直しも行う。 
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３－２－２ 施策 快適な住環境の整備 
 

改 公園施設等維持管理事業                  １５９，０５３千円 

 

○町の木及び芽室遺産である芽室公園内の「柏」の老木について、樹木医による診

断結果に基づき土壌改良など適正管理を行う。（１，８６９千円） 

★公園施設長寿命化計画に基づき、西園児童公園、芽室公園、南が丘南街区公園、

弥生児童公園、錦町児童公園の各老朽遊具の更新（３８，０００千円）を行うと

ともに、次年度長寿命化工事の実施設計を行う。（２０，４９４千円） 

★公園施設長寿命化計画見直しのため、老朽度点検を実施する。（８，０６８千円）

 

継 公営住宅維持管理事業                   １４４，５８４千円 

 

○「芽室町公営住宅等長寿命化計画」に基づき西町団地（２棟８戸）の外壁･屋根・

建具の長寿命化型改善工事を継続する。（３６，３５３千円） 

○公営住宅に設置している火災報知機を３年計画（２８～３０年度）で更新する。

終年である３０年度は１８９戸 

 

継 花菖蒲園維持管理事業                     ３，１８５千円 

 

★昨年の台風により被害を受けた花菖蒲を復旧するため、平成２９～３１年度３年

間かけて、失った品種の株を購入し菖蒲園の再生を図る。（５０２千円） 

 

 

３－２－３ 施策 道路交通環境の整備 
 

継 地域公共交通確保対策事業                   ８，９９１千円 

 

○交通弱者の移動手段を確保するためコミュニティバス（じゃがバス）を継続運行

する。また、平成３１年度に向けて農村地域における移動手段確保策を検討する。

 

改 橋りょう長寿命化事業                    ７４，４７３千円 

 

★芽室町橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、美蔓１０号橋長寿命化工事を実施す

る（２５，３４４千円）。 

★道路法施行令に基づき、５年毎の点検を継続する。（４８，９６８千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

継 町道・歩道・駐車場等維持管理事業（道路施設維持管理業務の包括委託） 

（郊外地分）   ５７，３３８千円 

                       （市街地分）   １１，４２７千円 

 

○道路パトロールと維持修繕について、民間活力を活用した包括的な民間委託によ

りパトロールの的確な実施と異常・危険個所の早期修繕を目指す。 

  ・道路パトロール 市街地道路・郊外地舗装道路  １週間に全路線１回 

           郊外地砂利道路  ２週間に全路線１回 

  ・異常・危険個所 軽微な補修・舗装のパッチング等は受託事業者が対応し、

日常の手入れで間に合わない損傷部分の補修等は、町の設

計・発注手続きにより対応 

  ・委託業務    草刈り作業、支障木剪定作業、標識設置業務、スノーポー

ル設置業務、単価契約可能修繕業務、防雪柵開閉作業 

 

改 町道・歩道・駐車場等除排雪事業（土木車両管理費）      ６７，６７０千円 

 

★郊外地道路などの早期除雪と凍結路面の安全確保のため除雪機械を更新する。 
  除雪トラック更新 ２５千円（備荒資金組合車両譲渡事業を活用） 

 

改 町道・歩道・駐車場等除排雪事業（道路維持費）        ３８，６００千円 

 

★近年の降雪状況を鑑み、郊外地の除雪体制を１か月前倒しし、１１月から３月ま

での委託期間として予算計上する。 
 

改 郊外地道路新設改良事業【工事請負費のみ】         １２４，４３４千円 

 

★継続路線を中心に４路線について舗装・改良工事を行う。 
※社会資本整備総合交付金を活用し日甜大成線の整備を行う。 

  日甜大成線 事業延長 ２００ｍ 事業費 ６０，０００千円 
 ※町単独費にて３路線の整備を行う。 

事業延長 ７７５ｍ 事業費 ６４，４３４千円 
 

改 市街地道路新設改良事業【工事請負費のみ】          ７０，３２０千円 

 

★継続路線を中心に市街地の車道・歩道あわせて、３路線について舗装・改良工事

を行う。 
事業延長 ５８０ｍ 事業費 ７０，３２０千円 
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３－３－１ 施策 景観の保全とクリーンエネルギーの推進 
 

改 新エネルギー推進事業                     ４，２４８千円 

 

★「芽室町地域新エネルギービジョン」の「太陽光発電システム」の導入目標を達

成したため住宅用導入補助を廃止。 

○街路樹の剪定枝や支障木を活用した木質ペレット製造事業を継続し、引き続きシ

ニアワークセンターに運営補助金を交付する（２，７５４千円） 

また、総合体育館に設置したバイオマス発電施設の燃料となる木質チップの乾燥

調整事業に対して、シニアワークセンターに製造補助金を交付する（３１１千円）

○予算計上はないが、道立総合研究機構が主体となって新嵐山荘における実験用ボ

イラー燃焼実験と農業廃プラスチックの燃料資源化の実証研究を継続する。 

 

新 農業廃棄物エネルギー化促進事業                  ３２０千円 

 

☆道立総合研究機構を中心に長いもつるネットの燃料化研究を進めており、平成２

９年度は補正予算により基本設計など事業化の検討を進めてきた。当初予算は新

規計上であるが、補助制度の研究など職員旅費のみ計上。 

 

改 都市景観啓発普及事業                     ２，３２５千円 

 

★「芽室町公共サイン整備計画」に基づき、老朽化により撤去した住所表示板のう

ち、１５基を更新整備する。（２，２２５千円） 

 

 

３－３－３ 施策 上下水道の整備 
 

改 下水道建設事業（公共下水道特別会計）           １５４，１０１千円 

 

○下水道施設の長寿命化を推進するためＴＶカメラ調査、簡易診断を行うストック

マネジメント調査診断委託（２０，０００千円）を継続して計上。 

○ポンプ施設改築に向けて実施計画委託を計上。（１２，４００千円） 

○第２汚水中継ポンプ場の計測設備更新工事を行う。（１３，２００千円） 

〇西工雨水ポンプ場の電気設備更新工事を行う。（６４，０００千円） 

★汚水管未整備区域に対し実施設計及び新設工事を行う。（１５，１１７千円） 

 

改 下水道事業地方公営企業法適化事務（公共下水道特別会計）   １５，１８４千円 

 

★下水道事業について平成３２年度に地方公営企業法の全部適用を目指し、固定資

産の評価、法適用移行作業に係る委託料を計上。（１５，１１０千円） 
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継 個別合併処理浄化槽新設事業（集落排水特別会計）       ２１，６００千円 

 

○農村地域における住宅新築等による設置申請に基づき、８基を設置する。（２１，

６００千円） 

 

継 簡易水道配水本管等整備事業（簡易水道特別会計）        ５，３７９千円 

継 簡易水道施設整備事業（簡易水道特別会計）          ７１，４９２千円 

 

〇北海道が行う道道清水大樹線の既設橋りょう（渋山新橋）取壊しに伴い配水本管

の移設を行う。（５，１０９千円） 

○老朽化が進む各浄水場設備の更新として以下の更新等工事を行う。 

美生簡易水道関係～浄水場・配水池テレメータ更新（１４，７５３千円） 

○河北簡易水道の更新として進めている、道営河北地区営農用水事業に係る合併施

工負担金を計上。（５６，６３２千円） 

 

継 配水本管整備事業（上水道事業会計）             ３２，４２０千円 

改 第６期拡張事業（上水道事業会計）             １２７，６３５千円 

 

○配水管整備工事は、４路線で総延長約５０６ｍを予定。（３０，０００千円） 

★施設整備工事は、芽室浄水場耐震補強に向けた実施設計（１３，０７９千円）、

坂の上配水池耐震補強工事（９，３２１千円）を計上。 

○設備整備工事は、芽室浄水場無停電電源装置更新（１，６２０千円）を計上。 

★平成２４年度より共栄区、上伏古区、雄馬別区、東伏美区、西伏美区の水道未普

及区域解消を目標に実施している雄馬別第２地区道営土地改良事業（営農飲雑用

水）に係る合併施工負担金（２０，３２２千円）を計上。平成３０年１０月１日

より一部区域に通水開始の予定。また、町単独路線である末端配水管布設工事

（３，３７６ｍ、７７，６８５千円）を計上。 

 

 

 

４ 個性的で心豊かな人と文化を育むまちづくり         
 

 

４－１－１ 施策 学校教育の充実 
 

継 教育振興基本計画策定事業                     １９７千円 

 

○教育基本法第１７条の規定による芽室町の教育振興基本計画（計画期間：平成３

１～３４年度）を第５期芽室町総合計画策定に合わせて平成２９～３０年度２年

間で策定する。 
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改 児童生徒支援事業                      ７７，５３１千円 

 

○スクールライフアドバイザーによる児童生徒の問題行動等の未然防止、及び臨時

指導員による不登校児童生徒に対する学校適応指導の支援を学校と連携し、継続

して行う。（６，２６０千円） 

★学習指導要領の改訂により小学校外国語活動を強化するため、民間業者委託によ

り１名増員し２名体制の英語講師を派遣する。（業務委託９，７９８千円） 

★「教育活動指導助手」を１名増員し１０名体制とし、町内小学校全学年少人数（３

５人以下）学級を実施し学力向上を目指すとともに、特別支援教育及び通級指導

を推進するため、芽室小５名、芽室西小３名、芽室中１名、芽室西中１名を配置

し教育効果を高める取り組みを推進する。（３８，３０２千円） 

○また、生活上の困難を改善するため、特別支援学級の一部に臨時支援員を１０名

配置し、適切な指導及び必要な支援を継続して行う。（１９，００３千円） 

 

改 大学等就学支援事業                     １７，９７３千円 

 

★予算計上額に変更はないが、借入れ申し込み期間を通年とするとともに、入学前

貸付をできるよう、条例改正を予定している。 

 

改 学校給食センター施設維持管理事業              ６７，６３９千円 

 

★老朽化と緊急度を勘案し計画的に施設の改修及び備品更新を進める。 

下処理室プレハブ冷凍庫等冷凍ユニット更新工事（４，１８０千円） 

食器洗浄機更新（２８，１６７千円） 

 

改 小学校施設維持管理事業                  １５９，５４９千円 

 

★芽室南小学校屋外トイレ実施設計委託・建設工事（３９，０２１千円） 

★芽室西小学校体育館床改修工事（４９，４３２千円） 

 

改 中学校施設維持管理事業                   ７９，１６２千円 

 

★芽室中学校外付エレベーター設置実施設計委託（４，９４９千円） 

★芽室中学校職員室照明改修工事（９７２千円） 

★芽室中学校アイスホッケーリンクフェンス改修工事（６，７５０千円） 

★芽室西中学校校舎等改修実施設計委託（５，４４４千円） 

★芽室西中学校通学路補修工事（３，２５１千円） 

★芽室西中学校グラウンド水飲み場設置工事（２，５２７千円） 
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４－１－２ 施策 生涯学習の推進 
 

継 生涯学習推進中期計画策定事業                   ２１７千円 

 

○第５期芽室町総合計画策定に合わせ平成２９～３０年度２年かけて「第６期芽室

町生涯学習推進中期計画」を策定する。 

 

 

４－１－３ 施策 青少年の健全育成 
 

改 放課後子どもサポート運営事業                   ２３３千円 

 

★めむろ西子どもセンター（みらい）、めむろ子どもセンター（あいりす）にみな

みっ子児童館を加えた３か所において家庭学習習慣の定着を目的に「めむろ子ど

も楽習塾」として、放課後子どもサポート事業を継続実施。 

 

 

４－２－１ 施策 地域文化の振興 
 

継 芸術・文化振興支援事業                      ９１０千円 

 

○児童生徒が、演劇やコンサート・展覧会などを鑑賞した場合、３，０００円を限

度に鑑賞経費の助成を行う。 

 

改 公民館施設維持管理事業                   ８１，２０１千円 

 

★施設の老朽化対策として以下の改修工事を行う。 

 エレベーター改修工事（１６，５８９千円） 

 大ホール照明設備改修工事（２２，４５４千円） 

 

 

４－２－２ 施策 スポーツしやすい環境づくり 
 

継 ゲートボール普及活動事業                   １，０１４千円 

 

○ゲートボール発祥の地として、広くゲートボールを普及することを目的に以下

の事業を実施する。 

 ・町内小中学生や地元高校生チームへゲートボール指導者を派遣し競技の普及

定着と競技力向上、並びに指導者養成を行う。（８１千円） 

・全国ジュニアゲートボール大会出場経費の一部を支援する。（５００千円） 

・芽室町ゲートボール推進協議会が実施する発祥の地のＰＲ活動に対し、経費 

 の一部を支援する。（２００千円） 

○全町民を対象に初心者が参加しやすいよう２部制の全町ゲートボール大会を継

続して開催する。（９５千円） 
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継 発祥の地ゲートボール合宿等実施事業              １，２５６千円 

 

〇全国ジュニアゲートボール大会出場校などジュニア世代チーム（高校チーム）

を対象に、芽室町内での合宿を誘致し、競技力の向上を目的とするだけでなく、

発祥の地のＰＲやゲートボールの振興を目指す。 

また、合宿期間中には、地元高校チームなどとの交流機会を創設する。 

 (実施方法) 

・芽室町内で宿泊し合宿を行う十勝管外チームに助成金を交付する。 

 助成は、滞在費助成及び交通費助成とする。 

滞在費助成は、参加する生徒等（指導者）１名１泊、2,000 円とする。 

   交通費助成は、参加する生徒等（指導者）１名、北海道内（管外）3,000 円、

関東・東北 17,000 円、それ以外の府県 23,000 円とする。 

   また、滞在費助成及び交通費助成合わせて１校の上限を 300,000 円とする。

  ・合宿期間中の使用コートは健康プラザ、南公園運動広場とする。 

  ・合宿期間中に、地元高校チーム等と交流試合、意見交換会などを行う。 

 

改 屋外体育施設維持管理事業                 １２７，７９７千円 

 

★老朽化した町営野球場の大規模改修工事を行う。（９９，９６５千円） 

 

４－２－３ 施策 国際・地域間交流の推進 
 

新 ゲートボールによるまちづくり推進事業             ３，３９３千円 

 

☆平成３年度から交流を続けているブラジルゲートボール連合から、平成３０年９

月に第１２回世界ゲートボール選手権大会がブラジル・サンパウロで開催される

にあたり、発祥の地を代表して町長、ゲートボール協会長に臨席招聘があり、本

町とブラジルゲートボール連合は親善交流協力協定を締結していることから、友

好関係を一層深めるため、職員及び芽室町ゲートボール協会代表の渡航経費等を

計上。 

☆世界大会ゲートボール選手権大会にあわせて開催される国際親善ゲートボール

大会に参加するゲートボーラーに対し渡航経費の一部を支援する。 
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５ 町民が主役となった自治に基づくまちづくり         
 

 

５－１－３ 施策 地域活動の推進 
 

改 地域集会施設維持管理事業                  ９１，４０７千円 

 

★地域集会施設再整備計画に基づき、地域協議が整った２か所の整備を行う。 

新生地域…旧保育所を内部改修し移転 

     ・実施設計委託料    １，７９７千円 

     ・再整備工事     ４５，９６５千円 

     ・再整備施設消耗品     ２３３千円 

     ・再整備施設備品購入費 ３，７００千円 

栄地域……現施設を解体し、規模縮小した新施設を建設するが、民間事業者 が

建設した施設をリース方式により整備する。 

     ・地域集会施設借上料  １，８０３千円（借上期間 3.5 か月分）

     ・センター解体工事   ６，１０２千円 

     ・再整備施設消耗品     ２３３千円 

     ・再整備施設備品購入費 ３，７００千円 

 

継 協働のまちづくり活動支援事業                 １，５７０千円 

 

○住民と行政との協働によるまちづくりを実現するため、行政課題や行政が行うべ

き事業について町民自らが発案・行動する場合に、原材料の支給や事業経費に対

し補助するものとし、住民活動を助長するような団体活動に対しては町民活動支

援センターによる補助制度を継続実施する。 

 

継 町民活動支援センター運営事業                 ４，１８８千円 

 

○めむろーど１階の「めむろまちの駅」内において継続運営し円滑な町民活動を支

援する。 

 

 

５－２－１ 施策 効果的・効率的な行政運営 
 

改 総合計画推進事業                       ３，４７２千円 

 

★第５期芽室町総合計画（平成３１年度から３８年度）策定に向けて、住民アンケ

ートやワークショップによる課題抽出と解決策の検討結果を踏まえ、基本構想及

び実施計画を平成３０年度に策定する。 
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改 行政改革推進事業                         ４９１千円 

 

★第９次行政改革大綱の評価と、働き方改革を主とした第１０次行政改革大綱の策

定を行う。 

★行政改革推進委員会からの提言をもとに「新嵐山スカイパークの経営形態基本方

針」による検討を進める。 

 

改 公共施設等総合管理計画推進事業                ５，５７２千円 

 

★温水プールの老朽化に対応するため建替えを予定しているが、建設手法として公

民連携手法であるＰＦＩ方式を検討するため、温水プール建替基本構想等策定業

務を委託する。（４，８２０千円） 

 

 

５－２－３ 施策 親切・便利な行政サービスの推進 
 

改 庁舎建設推進事業                      ６７，７０８千円 

 

★役場新庁舎建設に向けて実施設計委託（６３，４５０千円）及び第２庁舎解体設

計委託（２，４８９千円）を計上。 

新庁舎建設工事の発注はＥＣＩ方式（先行発注型三者協定方式）を予定しており、

平成２９年度に実施している基本設計による建設事業費の確定後、補正予算によ

り建設事業費を予算計上する予定。 
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災害関連事業 
 

新 平成２８年台風被害被災農家支援事業             １４，１４４千円 

   

☆被災農地の復旧工事が進められているが、工事の進捗や補助制度の制限によって

作付につながっていない場合など、土づくりや営農継続に対する町単独の支援を

講じる。 

 

１ 被災農地土づくり支援事業補助金（１，８３２千円） 

  ①台風対応産地緊急支援事業 

平成２９年度において客土未完了により国の支援対象から除外された被

災農業者に対して、町単独事業として補完的支援をする。 

支援内容……１０ａあたり１万円を助成する。 

  ②被災農地土づくり支援事業 

    被災農地について客土等により復旧が進んでいるが、従前の土質や生産性

回復のため、土づくりに取り組む被災農業者に対して、必要経費の一部を

支援する。 

     支援内容……堆肥散布及び緑肥栽培１０ａあたり５千円を助成する。 

 

２ 被災農地耕作者営農継続支援事業補助金（１２，３１２千円） 

   農地の復旧を進めているが、復旧作業（工事）の順位付けにより耕作できず

に収益が得られない被災農業者に対して、営農継続に必要な経費の一部を支

援する。 

     支援内容……１０ａあたり２万円を助成する。 

 

改 団体営土地改良事業（災害支援分）              ３０，５５９千円 

 

★被災農地の復旧については、道営土地改良事業を中心に進めており、更に土質の

改善のため、農地耕作条件改善事業により客土工事を行っているが、道営事業と

団体営事業では受益者負担に大きな差が生じることから、経済的負担の軽減を図

るため、町単独の支援を講じる。 

１ 農地耕作条件改善事業緊急対策補助金（２６，６４３千円） 

   受益者負担金を事業費の５０％から道営事業と同様の受益者負担率にする

ため、事業費の定率を支援する 

支援内容……団体営事業の受益者負担率５０％から道営事業の通常受益

者負担率の２０％に軽減するため、３０％相当額を助成する。

２ 農地耕作条件改善事業緊急対策補助金（高額負担分）（３，９１６千円） 

   上記補助を実施してもなお受益者負担金が高額になる場合、さらに上乗せ助

成する。 

    支援内容……事業費が５００万円を超える場合に、道営事業に北海道が単

独支援（パワーアップ事業）している補助割合（１２．５％）

を助成する。 
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継 被災企業復旧支援事業                     １，３８６千円 

 

○平成２８年台風１０号等により被災した、町内で商工業を営む企業の早期復興を

促進し、被災企業の経営再建を支援するため融資の利子補給と機械設備等導入の

固定資産税相当額を助成する。 

①被災企業災害復旧融資利子補給費助成金（１，０６４千円） 

②被災企業災害復旧設備等導入支援助成金（３２２千円） 

 

新 災害復旧事業（屋外体育施設）               １１８，２８２千円 

 

☆美生川の増水により流失した美生川河川敷パークゴルフ場について、北海道の支

援を受け河川敷の流失土砂の回復が終了することから、国の災害補助事業を活用

し復旧工事を実施する。 

  美生川河川敷パークゴルフ場災害復旧工事（１１８，２８２千円） 
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平成２９年度予算を繰越して平成３０年度に実施する事業 

（平成 30 年 2 月 21 日現在） 
 

 

繰 道営土地改良事業参画事業（平成２９年度補正予算－繰越事業）１１４，４００千円 

   

★国の補正予算に伴い、道営畑総事業のうち平成３０年度に予定していた事業につ

いて前倒し予算措置し、土地基盤整備の推進を図る。 

・雄馬別第２地区………区画整理、土層改良、営農用水 

・芽室西地区……………区画整理 

・芽室北第２地区………暗渠排水、区画整理 

・芽室北第３地区………暗渠排水、区画整理 

・河北地区………………営農用水 

 

繰 団体営土地改良事業（平成２９年度補正予算－繰越事業）    ６４，５８５千円 

   

★暗渠排水整備の追加要望について、現年度予算を活用し次年度施工とするもの。

 ・芽室３地区………暗渠排水調査設計、暗渠排水工事 

 ・芽室４地区………暗渠排水調査設計、暗渠排水工事 

★災害復旧事業として実施している道営土地改良事業の耕作土搬入が、翌年度にな

るものについて客土工事を繰越すもの。 

・芽室３地区………客土工事、土壌採取補償費 

 

繰 私立幼稚園運営支援事業（平成２９年度補正予算－繰越事業）   ８，４４５千円 

   

★芽室幼稚園が実施している認定こども園建設工事のうち現園舎の解体工事が翌

年度になることから、国庫補助制度による平成３０年度事業費の町負担分を繰越

すもの。 

  ・施設整備補助金 

 

繰 災害復旧事業（観光施設）（平成２９年度補正予算－繰越事業）     ９１８千円 

 

☆台風被害の復旧工事のうち、新嵐山荘合併浄化槽の流末である美生川の北海道が

行う河川改修が平成３０年度に予定されていることから、施工時期をあわせるた

め繰越すもの。 

  ・新嵐山荘排水管災害復旧工事 

 

繰 災害復旧事業（土地改良施設）               １９９，５０６千円 

（平成２９年度補正予算－繰越事業） 

 

☆平成２９年台風１８号により被災した明渠排水路等について、国の災害査定を受

け復旧工事を実施するが、冬期間施工が困難であることから繰越すもの。 

  ・農業用水施設復旧工事（８地区） 
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繰 簡易水道施設整備事業（簡易水道特別会計）           ３，６９５千円 

（平成２９年度補正予算－繰越事業） 

 

○道営土地改良事業において平成３０年度に予定していた事業について前倒し予

算措置されることから、河北簡易水道の更新として進めている、道営河北地区営

農用水事業に係る合併施工負担金を繰越すもの。（３，６９５千円） 

 

繰 第６期拡張事業（上水道事業会計）               ６，１１４千円 

（平成２９年度補正予算－繰越事業） 

 

○道営土地改良事業において平成３０年度に予定していた事業について前倒し予

算措置されることから、未普及地域対策として進めている、道営雄馬別第２地区

道営畑総事業（営農用水事業）に係る合併施工負担金を計上。（６，１１４千円）

 

 


