
（単位：千円）

100100 議会事務局 議会費一般管理費 1,474 1,217 -257 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
･議会の固定的な経費として、現状レベルでの適正執行を進める。

100200 議会事務局 議会運営費 69,362 67,403 -1,959
◎
研修
定数

◎ ◎
機能

≪継続：見直し≫
・国外研修は凍結を継続する。
・国内研修は、Ａ・Ｂの２種類に見直した中で、当面継続し、研修効果等を検証しな
がら、将来の研修（議員の活動向上策）のあり方について検討を進める。
・議員定数については、Ｈ18.8.末までに議員間で協議し、結論を出す。
≪議会機能の拡充≫
・議事機能、監視機能の強化に向けた検討を進める。
・一般質問のあり方検討。
　（１問１答時間制への見直し等）
・教育委員長、農業委員会長の出席のあり方見直し。
・議会審議の生の状況を住民に発信する手法の検討を進める。

100300 総務課 総務管理費一般管理費 16,314 7,893 -8,421 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・経費の縮減に継続的に取組む。

100400 総務課 臨時職員費 16,644 16,604 -40 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・小さな役場づくりを進める中にあって、多様な雇用形態の活用に向け、臨
時職員で対応可能な事務等は、極力臨時職員化を進める。
・一般事務系の臨時職員については、原則パートタイム任用とする。

100500 総務課 渉外経費 6,478 5,954 -524 ◎

≪継続：見直し縮小≫
･町民不幸の際は、弔電対応に切り替え、参列、香料については廃止する。（Ｈ18
より）
・旅費の見直しについて検討を進める。
　（費用弁償、宿泊料等）

100600
行政改革
推進事務局

行財政改革町民会議運営費 125 0 -125 ◎
予算

◎
機能

≪継続：見直し拡充≫
・行財政改革に向けた町民意見を聴取する機関として、その機能強化を図る。
（様々な課題に応じて、町民側の意見として提言をまとめていくような会議の運営
を進める。）

100610
行政改革
推進事務局

行政改革推進一般管理費 0 18 18 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・行革事務局の固定的な経費として、適正執行を継続する。
≪その他≫
・実施計画の着実な実践に向けて、組織一丸で取組む。
・富良野圏域自治のかたちプロジェクトの報告を受けて、将来の自治のかたちを
住民とともに協議していく。

100650
行政改革
推進事務局

行財政改革プロジェクト費 0 348 348 ◎

≪廃止≫
・すべてのプロジェクト協議は、Ｈ１７年度中に終了を予定しており、廃止する。
・各プロジェクトの報告に基づき、その対応を進める。
≪その他≫
・自治基本条例制定に向けては、Ｈ１８年度を町民を交えた検討期間に予定して
おり、その対応を進める。

　　事務事業の見直し方針　(平成17年10月20日策定)
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100700 総務課
電算化推進費
（行政業務システム）

4,860 3,585 -1,275 ◎

100700 総務課
電算化推進費
（ネットワーク運用）

904 1,156 252 ◎

100800 総務課 情報公開等審査会運営費 82 82 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・情報２条例の適正運用を継続する。

100900 総務課
文書広報費一般管理費
（広報かみふらの発行）

11,601 -932 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・情報提供の中心的機能を果たすものとして、現行レベルを継続する。
・広報編集にあたっては、年間計画や記事の期限提出等のルールを徹底する。
・発送経費の縮減に向け、職員ボランティアや、町内宅配業者の活用を推進す
る。

100900 総務課
文書広報費一般管理費
（行政無線）

52 -52 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・Ｈ17.6.1見直した運用要綱、要領に基づき、その適正な執行を進める。

100900 総務課
文書広報費一般管理費
（広聴活動）

63 -63 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・「町長と語ろう」「出前講座」は、町民からの要望により対応する事業として、その
ＰＲ活動を推進する。
・「まちづくりトーク」は、計画的な実施に向け、テーマ設定等を課長会議等を中心
に内部協議していく。
・パブリック･コメントは、その機能が有効に活用されるよう制度の育成を図る。

101000 総務課
ホームページ運用管理費
（行政ホームページ事業）

416 416 0 ◎

101000 総務課
ホームページ運用管理費
（かみふらの交流広場事業）

0 ◎

101100 企画財政課
財政管理費一般管理費（政策財
政班）

501 201 -300 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・財政管理における固定的経費として、適正執行を継続する。

101300 出納室 会計管理費一般管理費 472 415 -57 ◎

≪継続：見直し≫
・財務会計システムの活用による審査事務等の一層の効率化、軽減を図る。
≪その他≫
・収入役の専任設置を廃止し、当面は会計課を設置するが、組織機構改革の中
で、統廃合の検討を進める。
・郵便局の収納代理機関指定について、検討する。

101400 総務課
財産管理費一般管理費（車両
班）

11,156 13,019 1,863 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・特殊要因以外の車両については、集中管理車への移行を進め、全体として減車
を図る。

101500 総務課 庁舎施設等管理費 36,889 39,497 2,608 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・現行委託対応が効率的な対応との判断から、適正執行を継続する。

10,669

≪継続：見直し拡充≫
・利用実態調査を踏まえ、今後の情報提供媒体の中心的機能を果たすよう充実を
進める。
・情報の収蔵の徹底を図る。
（ルール化されている情報については、収蔵漏れのないよう取組みを強化する。）
・利用しやすいホームページの構成に向けては、当面自力でできる範囲におい
て、絶えず見直しを図っていく。

≪継続：見直し拡充≫
・新たな総合行政システムの導入（Ｈ18.4.1）により、事務の効率化を進める。
・地域情報化調査に基づき、地域情報化計画を策定する。
・通信業者が入りやすい環境整備を進める。
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101600 企画財政課 企画費一般管理費 383 692 309 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・特定課題の対応以外は、固定的な経費として、適正執行を継続する。

101700 企画財政課 自衛隊基地対策費 5,967 5,578 -389 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・基地調整員については、関係団体の事務的業務を各団体の自主運営を進める
ことで、基地と町との連携協力にあわせて、国民保護法等の対応も担う職員とし
て、継続配置を進める。
・基地協議会負担金の縮減を進める。
≪その他≫
・新防衛大綱、次期防衛計画の中で、駐屯地の削減が予定されている。演習場、
弾薬庫を抱える本町の有利性をアピールし、新部隊の誘導等を進める。

101700 企画財政課
自衛隊基地対策費
（富良野地方自衛隊協力会補
助）

(920) (1,195) 275
≪補助金等整理合理化で対応≫

101700 企画財政課
自衛隊基地対策費
（富良野地方自衛隊協力会上富
良野支部補助）

(1,250) (1,000) -250
≪補助金等整理合理化で対応≫

101800 企画財政課 総合計画推進費 30 0 -30 ◎

≪その他≫
・次期総合計画の策定に向けた準備作業に着手していく。
（町民とともに、手作りの総合計画策定を目指す。）

101900 産業振興課 町有林管理費一般管理費 742 855 113

102000 産業振興課 森林保護事業 25 18 -7

102100 産業振興課 町有林整備事業 9,721 4,002 -5,719

102200 町民生活課
交通安全対策費一般管理費
（町交通安全協会補助）

690 650 -40

102200 町民生活課
交通安全対策費一般管理費
（町交通安全推進委員会補助）

3,010 2,997 -13

102300 町民生活課 交通安全推進事業 361 240 -121 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・交通安全車の管理経費等、固定的経費であり、適正執行を継続する。

102400 総務課
地方振興費一般管理費（総務
班）

190 314 124 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
･叙勲対応等の固定的経費であり、適正執行を継続する。

102500 総務課 町表彰費 826 744 -82 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
･町表彰等の固定的経費であり、適正執行を継続する。

102600 総務課 自治会活動推進費 6,714 5,520 -1,194 ◎ ◎

≪見直し≫
・自治会の自主的活動の拡充に向け、補助金等の統合により、交付金化を図り、
自治会の裁量権を拡大する。
（Ｈ19.4.1からの実施に向け、Ｈ１８には素案を住民会長会議に諮り、町民議論を
進める。）

102600 総務課
自治会活動推進費
（住民会長研修補助）

(125) (100) -25
≪補助金等整理合理化での対応≫

◎

≪補助金等整理合理化で対応≫

・交通安全及び防犯関係団体の組織統合。
（全世帯が会員の団体であり、会費のあり方等の整理が必要）

≪見直し≫
・町有林保有に係るコスト計算書を策定し、町民に情報提供を進めながら、管理方
針を定める。
・財産形成から、環境保全を主とする保有目的に見直すことを検討していく。
・森林整備基金の創設を検討する。
・東中ゴミ埋立地の植林計画を策定する。
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102600 総務課
自治会活動推進費
（住民会交付金）

(5,200) (4,420) -780
≪補助金等整理合理化での対応≫

102700 町民生活課
防犯事務費
（生活灯電気料等補助）

4,780 4,050 -730
≪補助金等整理合理化で対応≫

102700 町民生活課
防犯事務費
（町防犯協会補助）

472 460 -12

≪補助金等整理合理化で対応≫

・交通安全及び防犯関係団体の組織統合。
（全世帯が会員の団体であり、会費のあり方等の整理が必要）

102800 企画財政課
地域づくり
（北の大文字イベント事業補助）

1,650 800 -850
≪補助金等整理合理化で対応≫
・四季彩イベントとの統合の中での対応について、検討を進める。

102900 総務課 交流促進費 2,778 546 -2,232 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・必要最小限の経費で友好都市交流を継続していくこととする。（記念事業、青少
年派遣事業等は、計画的に基金の活用で対応していく。）（国内外交流の会との
パートナーシップの強化）

102900 総務課
交流促進費
（国内外交流推進事業補助）

(2,500) (150) -2,350
≪補助金等整理合理化での対応≫

103000 町民生活課 消費者行政 119 133 14 ◎
≪見直し≫
･広域対応の働きかけを進める。

103000 町民生活課
消費者行政
（町消費者協会補助）

(70) (63) -7
≪補助金等整理合理化で対応≫

133600 産業振興課 自衛隊退職者雇用対策費 300 270 -30 ◎
≪見直し≫
・雇用協議会の活動内容を把握し、公費負担の適正化を進める。

103100 総務課
職員福祉厚生費一般管理費
（職員研修費）

453 510 57 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・時代に応じた職員能力の向上を図り効率的な行政運営を果たすため、人材育成
基本方針に基づく職員研修体系の確立をして毎年度継続的に研修計画を策定し
実施していく。
・職員提案制度、出前講座等の活用により、政策形成や説明能力等の向上を進
める。
・市町村アカデミー、北海道への派遣研修等の計画的な実施を推進する。

103100 総務課
職員福祉厚生費一般管理費
（職員健康診断）

4,246 4,427 181 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・職員衛生管理規程の見直しと、規程に基づいた適正な健康診断の執行を継続
する。

103100 総務課
職員福祉厚生費一般管理費
（職員互助会補助）

2,291 1,872 -419
≪補助金等整理合理化での対応≫

103100 総務課
職員福祉厚生費一般管理費
（職員退職者記念品）

25 25 0 ◎
≪見直し≫
・記念品内容を町内利用商品券等に見直しを行う。

103200 総務課
バス運行費一般管理費（車両
班）

10,399 11,551 1,152 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・バスの目的外利用の基準を明確化し、基準に沿った適正執行を徹底する。
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103300 総務課
防災対策費一般管理費
（圧雪車運搬車両借上）

32 32 0 ◎ ◎

≪廃止≫
・現有車両の延命措置を講ずる。
（防災目的での必要性は薄れたことから、新規購入は予定しない。）
≪その他≫
・スキー場での利用の必要性の有無については、教育委員会と協議。

103250 総務課 スクールバス運行費（車両班） 0 21,942 21,942 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・循環線については、廃止する。

103400 総務課
防災会議運営費
（十勝岳火山防災会議協議会）

70 70 0 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・災害対応には、関係する機関との協力が不可欠であり、その中心的機能を果た
す防災会議の機能を、継続的に対応していく。

103500 総務課 防災訓練費 40 40 0 ◎ ◎

≪見直し≫
・自主防災組織の整備に向けて、モデル地区の設定を行い推進を図る。
・十勝岳噴火訓練の継続と、他の災害（洪水等）における訓練について検討を進
める。

103600 保健福祉課 泉栄防災センター管理費 1,849 1,826 -23 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・住民会への管理委託料の縮減を進める。
（鍵の受渡し業務が委託料の実態とすれば、その廃止を含めて委託料の削減を
図る。）
・使用料等の見直しの中で、当該施設の使用料についても見直しを進める。

103800 税務課 税務総務費一般管理費 135 75 -60 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・賦課徴収に向けた固定的な経費として、現状レベルでの適正執行を進める。
・滞納徴収の強化に向けては、様々な手法について効果的な対応を進める。
（行政サービス制限条例の制定に向けた取組み）

103900 税務課
課税事務費
（電算事務委託）

6,691 6,672 -19

103900 税務課
課税事務費
（システム借上）

3,060 1,272 -1,788

104000 税務課 賦課徴収費一般管理費 4,072 448 -3,624 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・賦課徴収に向けた固定的な経費として、現状レベルでの適正執行を進める。

104100 町民生活課 戸籍住民基本台帳費 9,190 7,142 -2,048 ◎

≪見直し≫
・Ｈ17.9.30でリース期間を満了することから、借上げを延長する。
・新システム導入に向けた検討を進める。
（総合行政システムと戸籍システムの端末の複合利用）

104200 町民生活課 住民記録電算費 10,320 5,013 -5,307 ◎
≪見直し≫
・Ｈ18.4.1より新システムの導入となり、効率的な事務を進める。

104300 町民生活課
住民基本台帳ネットワークシス
テム費

2,334 2,285 -49 ◎ ◎

104350 町民生活課 公的個人認証サービス費 184 49 -135 ◎ ◎

104400 選挙管理委員会 選挙管理委員会費一般管理費 152 97 -55 ◎

≪見直し≫
・１３から１０投票区への見直しを行ったが、更なる統合に向けた研究を継続して
いく。

◎

≪継続：見直し拡充≫
･総合行政システム（新システム）導入による効率化の推進。
・新システムに連動させたコンビニ収納システムの導入検討を進める。

≪見直し≫
・住基カードの普及促進策をまとめ、推進する。
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104500 選挙管理委員会 選挙管理委員会運営費 1,340 1,321 -19 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・委員研修のあり方について見直しを進める。
（道外研修は原則廃止とする。）

104600 選挙管理委員会
選挙啓発費
（町明るい選挙推進協議会交付
金）

183 100 -83
≪補助金等整理合理化での対応≫

134700 選挙管理委員会 農業委員会委員選挙費 0 1,085 1,085 ◎ ・個別選挙への適切な対応。

105000 総務課 統計調査執行費 1,907 8,534 6,627 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・統計調査の適正な執行を継続していく。
・統計データの利活用できる条件整備を進める。

105100 議会事務局 監査委員活動費 2,336 1,921 -415 ◎ ◎
機能

≪継続：見直し拡充≫
・財務会計システムの効果的な活用により、出納監査の効率化を進めるとともに、
監査機能の強化を図る。
・３年サイクルを基本に、各課ごとの定期監査を進める。

105200 保健福祉課 社会福祉総務費一般管理費 1,194 2,083 889 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・管理的経費として、適正執行を継続する。
・富良野地区保護司会負担金は、支出科目の見直し(補助金)を検討する。

105300 保健福祉課
民生委員費（町民生児童委員協
議会補助）

4,861 4,791 -70
≪補助金等整理合理化で対応≫

105400 保健福祉課
社会福祉育成費
（保護司会上富良野支部補助）

385 355 -30
≪補助金等整理合理化で対応≫

105400 保健福祉課
社会福祉育成費
（町遺族会補助）

270 243 -27
≪補助金等整理合理化で対応≫

105400 保健福祉課
社会福祉育成費
（町社会福祉協議会補助）

20,498 18,885 -1,613
≪補助金等整理合理化で対応≫

105500 保健福祉課
外国人高齢者・身体障害者福祉
給付

120 120 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・道制度に基づき適正執行を行う。　（現対象者：１人）

105600 保健福祉課 保健福祉施設整備基金 1 1 0 ◎ ≪廃止≫

105700 町民生活課 国民年金事務費 290 98 -192 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・制度の適正執行。

105800 保健福祉課
老人福祉費一般管理費
（福祉バス運行）

1,013 1,136 123 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・福祉バスの運行は、目的利用に限定し、目的外の利用を段階的に整理してい
く。

106000 保健福祉課 敬老会費 5,946 5,647 -299 ◎

106000 保健福祉課
敬老会費
（地区敬老会交付金）

(1,796) (1,917) 121

106100 保健福祉課
高齢者事業団育成事業（高齢者
事業団運営費補助）

5,520 5,110 -410
≪補助金等整理合理化で対応≫

106200 保健福祉課
老人クラブ運営費
（単位老人クラブ運営事業補助）

1,036 1,076 40
≪補助金等整理合理化で対応≫

≪見直し≫
・地域の自主的な開催を推進していく。
（住民会交付金との統合化の検討）
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106200 保健福祉課
老人クラブ運営費
（老人クラブ連合会運営費補助）

655 655 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

106300 保健福祉課 老人福祉施設措置費 10,507 8,921 -1,586 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・国･道の制度にあわせて適正執行を行う。

106400 保健福祉課 保健福祉総合センター建設事業 626,984 69,238 -557,746 ◎
≪廃止≫
・Ｈ17年度で事業終了

106450 保健福祉課
保健福祉総合センター管理運営
費

25,847 46,074 20,227 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・保健福祉サービス提供の中心施設として、利用促進を図るとともに、年間を通じ
た管理経費の精査を行い、管理経費の縮減を図る。

106500 保健福祉課
在宅福祉推進費
（生活支援事業）

16,519 19,886 3,367 ◎

106500 保健福祉課
在宅福祉推進費
（生きがい活動支援事業）

805 889 84 ◎

106500 保健福祉課
在宅福祉推進費
（地域福祉推進事業補助）

1,260 994 -266
≪補助金等整理合理化で対応≫

106500 保健福祉課
在宅福祉推進費
（寝たきり老人等おむつ購入費
補助）

2,628 1,869 -759
≪補助金等整理合理化で対応≫

106500 保健福祉課
在宅福祉推進費
（託老所運営事業補助）

200 100 -100
≪補助金等整理合理化で対応≫

106600 町民生活課 老人医療給付事業 767 1,047 280 ◎
≪廃止≫
・Ｈ20.3.31で事業終了。

106700 保健福祉課
軽費老人ホーム（ケアハウス）運
営費

29,543 30,026 483 ◎
≪見直し≫
・Ｈ18年度より民間移譲とすることで、作業を進める。

106800 保健福祉課 在宅支援センター運営費 4,346 2,276 -2,070 ◎

≪見直し≫
・介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターへの移行を進める。
（在宅福祉事業、介護予防事業の中心的、指導的機能を強化していく。）
（現体制での移行は可能）

106900 保健福祉課 ボランティアの町づくり事業 2,850 2,588 -262 ≪補助金等整理合理化で対応≫

107000 保健福祉課
介護保険費
（低所得者利用者負担軽減措置
負担）

441 25 -416 ◎
≪廃止≫

107000 保健福祉課
介護保険費
（介護保険在宅サービス利用負
担軽減補助）

(0) (394) 394
≪補助金等整理合理化で対応≫

107000 保健福祉課
介護保険費
（介護保険特別会計繰出）

99,973 109,842 9,869 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・法定負担に基づく適正な繰出しを進める。

107200 保健福祉課 介護予防事業 3,595 14,451 10,856 ◎

≪継続：見直し≫
・保健福祉総合センター運動指導業務については、債務負担期間終了後、運動指
導メニューごとの単品契約に見直しを検討する。

107300 保健福祉課 障害福祉費一般管理費 11,077 13,660 2,583 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・制度に基づく適正執行を進める。

≪継続：見直し≫
・介護保険法の改正の中で、保険適用できるサービスは、保険対応事業に移行を
進める。
・サービス事業自体は、現行レベルを維持継続する。
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107300 保健福祉課
障害福祉費一般管理費
（重度身体障害者タクシー料金
扶助）

(1,241) (1,241) 0 ◎
≪見直し≫
・補助基準の見直しを進める。

107300 保健福祉課
障害福祉費一般管理費
（腎臓機能障害者通院交通費補
助）

(1,227) (1,181) -46
≪補助金等整理合理化で対応≫

107300 保健福祉課
障害福祉費一般管理費
（特定疾患患者通院交通費補

(1,136) (1,100) -36
≪補助金等整理合理化で対応≫

107300 保健福祉課
障害福祉費一般管理費
（町身体障害者福祉協会補助）

(50) (50) 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

107300 保健福祉課
障害福祉費一般管理費
（手話サークル補助）

(30) (30) 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

107400 保健福祉課 市町村母子通園センター事業費 15,517 14,929 -588 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・ことばの教室（現在、上小に設置）を当センターに移行するとともに、発達障害の
多様化の中で、療育サービスの強化を図る。
・職員の雇用条件が複雑に混在しており、整理を進める。
（新規採用にあたっての整理）

107500 保健福祉課 療育推進費 250 199 -51 ◎
予算

◎
機能

≪廃止≫
・道補助の廃止時点で、予算措置は廃止する。
・療育推進協議会自体は、活動を継続する。

107600 町民生活課 重度身障者給付費 41,418 31,867 -9,551 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・道の給付に併せ医療費助成を行っており、現状レベルで適正な執行を図ってい
く。
・町の単独上乗せ助成（３歳未満に対する初診時一部負担金）の廃止(H19年9月
30日)。

107700 保健福祉課
精神障害者社会復帰事業
（精神障害者通所授産施設整備
負担金）

0 1,001 1,001 ◎
≪継続≫
・義務負担（債務負担）

107700 保健福祉課
精神障害者社会復帰事業
（精神障害者社会復帰施設等通
所交通費補助）

336 504 168

≪補助金等整理合理化で対応≫

107700 保健福祉課
精神障害者社会復帰事業
（精神障害者居宅生活支援事業
補助）

3,173 3,173 0

≪補助金等整理合理化で対応≫

107800 保健福祉課 障害者支援費(母子通含む) 120,206 122,092 1,886 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・国･道の制度に基づく適正執行を進める。

107900 町民生活課 青少年育成推進費 57 38 -19 ◎
組織

◎
機能

≪見直し≫
・統合する任意組織（仮称：生活安全推進協議会）、青少年健全育成を進める会と
の連携強化を図る。
・青少年問題協議会は廃止する。

108000 保健福祉課 児童扶養手当等事務費 90 74 -16 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・国の制度に伴う固定的事務費であり、適正執行を継続する。
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108200 保健福祉課 児童措置費一般管理費 639 179 -460 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・児童福祉システム等に係る固定的経費として、適正執行を継続する。

108300 町民生活課 児童手当支給費 24,435 34,600 10,165 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・制度に基づく適正執行。

108400 保健福祉課 委託児童措置費 111,415 115,400 -3,985 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・国･道の制度に基づく適正執行を進める。
・西保育所の指定管理者における管理運営による効果を整理する。

108400 保健福祉課
委託児童措置費
（児童入所委託施設運営費補

(4,300) (3,600) -700
≪補助金等整理合理化で対応≫

108400 保健福祉課
委託児童措置費
（障害児保育事業補助）

(5,444) (3,629) -1,815
≪補助金等整理合理化で対応≫

108400 保健福祉課
委託児童措置費
（延長保育事業補助）

(351) (5,164) 4,813
≪補助金等整理合理化で対応≫

108500 町民生活課 ひとり親等家庭医療給付費 4,807 4,534 -273 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・道の給付に併せ医療費助成を行っており、現状レベルで適正な執行を図ってい
く。
・町の単独上乗せ助成（３歳未満に対する初診時一部負担金）の廃止(H19年9月
30日)。

108700 保健福祉課 西児童館事業運営費 4,500 4,507 7

108800 保健福祉課 東児童館事業運営費 5,204 5,946 742

108850 保健福祉課 子育て支援センター事業費 2,770 4,101 1,331 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・次世代育成支援行動計画に沿った子育て支援事業を強化推進する。
・子育て支援のサービス提供施設の中心施設として機能強化を進める。
・育児サポーター制（仮称）の創設を進める。

135100 保健福祉課 子どもセンター施設管理費 0 4,975 4,975 ◎
≪見直し≫
・年間を通じた管理経費の精査を行い、管理経費の縮減を図る。

108900 保健福祉課 中央保育所事業費 26,214 28,174 1,960 ◎

109000 保健福祉課 中央保育所施設管理費 7,697 7,290 -407 ◎

109030 保健福祉課 中央保育所防音機能復旧 0 831 831 ◎
≪廃止≫
・Ｈ18年度で事業終了

109300 保健福祉課 東中保育所事業費 2,521 2,328 -193 ◎

109400 保健福祉課 東中保育所施設管理費 825 712 -113 ◎

109500 保健福祉課 災害救助費 90 90 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・現行制度の適正執行を継続する。

109600 保健福祉課 保健衛生総務費一般管理費 590 1,791 1,201 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・2次医療圏救急医療対策確保のため継続。負担額については、構成組織で協議
を進める。

109700 町立病院
町立病院補助等
（救急医療確保に要する経費）

77,000 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・本町の地理的条件を考えると、救急指定は継続対応が必要。

◎

≪廃止≫
･Ｈ１７年度で保育所を閉鎖する。
・多世代交流センターの有効利用を進める。

≪継続：見直し拡充≫
・児童館に対するニーズの高まりの中で、放課後児童対策の強化、開館時間の延
長等、サービス機能の強化を図る。

≪見直し≫
･将来の中央保育所の民間移譲に向けた検討を進める。
・西保育所の民間移譲は、Ｈ19年度を目標に取り進める。
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109700 町立病院
町立病院補助等
（病院患者給食業務）

47,000 ◎ ◎

≪見直し：担い手変更≫
・平成19年度からの委託化に向け取進める。
≪町立病院その他の件≫
・オーダリングシステムに類似した機能を有するシステムの導入検討。
・協会病院（地域センター病院）との病病連携の推進（協会病院のサテライト病院
化を含め検討）。
・医療事務の委託化を更に拡大し、町職員数の削減を検討。
・薬局の民間委託の検討。
・看護師（正採用･臨時職員含め）等の雇用条件などの見直し検討。
・施設の老朽化による改修の計画的な対応。
・町立病院が担うべき機能について、町（町民）全体における議論の推進。

109800 町民生活課 国民健康保険特別会計等繰出 217,062 198,434 -18,628 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
国の制度（繰出し基準）に基づき現状レベルを維持する。

109900 町民生活課 乳幼児医療給付費 24,115 33,017 8,902 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・道の給付に併せ医療費助成を行っており、現状レベルで適正な執行を図ってい
く。
・町の単独上乗せ助成（３歳未満に対する初診時一部負担金）の廃止(H19年9月
30日)。

110000 保健福祉課 予防費一般管理費 1,620 1,340 -280 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・予防事務に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。

110100 保健福祉課
Ｈ１６～1歳6ヵ月児健康診査費
Ｈ１７～幼児健康診査費

285 1,045 760 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
･母子保健法で実施義務の健診項目であり、適正執行を継続する。

110300 保健福祉課 老人保健費 21,935 22,686 751 ◎
◎
受益
負担

≪継続：見直し拡充≫
・老人保健法の改正（Ｈ18予定）により、早期予防の充実に向け、対象年齢及び健
診項目の見直しを進め、医療費の抑制につなげる。
・高齢者の健診料自己負担については、同額とするよう見直しを進める。

110400 保健福祉課 がん検診予防費 6,289 7,646 1,357 ◎
◎
受益
負担

≪見直し≫
・高齢者の健診料自己負担については、同額とするよう見直しを進める。

110500 保健福祉課 結核検診予防費 2,807 1,223 -1,584 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・感染症対策として、現行サービスの適正執行を継続する。

110600 保健福祉課
予防接種費
（乳幼児予防接種）

◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・子育て支援の観点からも、現行での無料対応を継続する。

110600 保健福祉課
予防接種費
（高齢者インフルエンザ予防接
種）

◎
◎
受益
負担

≪見直し≫
・高齢者の自己負担については、同額とするよう見直しを進める。

110700 保健福祉課 エキノコックス症対策費 233 236 3 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・健診機会については、確保を継続するが、全町民希望制による健診とする。

110800 保健福祉課 母子保健費 201 1,420 1,219 ◎
≪継続：見直し拡充≫
･既存事業の継続とあわせて、通常時の相談体制等の充実を進める。

110800 保健福祉課
母子保健事業
（幼児フッ素塗布補助）

(259) (270) 11
≪補助金等整理合理化で対応≫

10,876 10,499 -377
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111600 保健福祉課 栄養指導費 1,393 1,067 -326 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・食に対する指導の充実を進めることで、健康寿命の延長と医療費の抑制を図
る。

135000 保健福祉課 健康かみふらの21推進費 0 720 720 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・計画に沿った着実な推進を図る。

111700 町民生活課 環境衛生費一般管理費 856 361 -495 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・環境衛生事務等に係る固定的経費として、適正執行を継続する。

111700 町民生活課
環境衛生費一般管理費
（スズメ蜂駆除費補助）

(60) (60) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

111800 町民生活課 畜犬登録・野犬掃討費 2,436 2,353 -83 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・自治事務として義務的事業であり、適正執行を継続する。

111900 町民生活課 ゴミ埋立地管理費 1,134 681 -453 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・北海道の協力で道事業の残土による被覆作業（Ｈ20年度目途）の終了時期にあ
わせ、管理謝金の廃止及び水質検査地点の縮小（1点）を進める。
・将来的には、水質検査廃止の時期を見極める。（Ｈ25年を目途）

112000 町民生活課 葬斎場・墓地管理費 4,632 3,996 -636 ◎
◎
使用
料

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・管理に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。
≪見直し≫
・使用料の見直しを進める。

112100 町民生活課 一般廃棄物処理施設管理費 125,556 124,788 -768 ◎ ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・クリーンセンターの管理運営に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。
≪その他≫
・施設の延命対策の検討を進め（壁、屋根、炉等）、計画的な修繕等を進める。
・将来のゴミ処理のあり方について、研究を進める。

112100 町民生活課
一般廃棄物処理施設管理費
（一般廃棄物処理施設広域圏分
担処理地域交付金）

(4,000) (4,000) 0 ◎

≪廃止≫
・Ｈ17年度で期限終了。

112200 町民生活課 減量化資源化事業 46,808 45,481 -1,327 ◎ ◎

≪見直し≫
・クリーン推進員については、住民会交付金への統合化（Ｈ19.4目途）を検討する。

112200 町民生活課
減量化資源化事業
（生ごみ堆肥化容器購入助成補
助）

(540) (300) -240
≪補助金等整理合理化での対応≫

112300 町民生活課 合併浄化槽整備事業 29,228 26,279 -2,949 ◎

112300 町民生活課
合併浄化槽整備事業
（合併浄化槽設置整備等補助）

(29,200) (26,250) -2,950

112400 町民生活課 一般廃棄物有料化対策費 4,226 3,994 -232 ◎
◎
手数
料

≪見直し≫
・ゴミ処理手数料の見直し。
（対象経費の50％負担）

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・年次計画に沿った適正執行を継続する。
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112500 町民生活課 し尿処理施設整備費（広域） 63,102 69,583 6,481 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・広域対応の適正執行を継続する。

112600 建設水道課 水道事業会計助成費 10,867 10,733 -134 ◎

112700 建設水道課 簡易水道事業特別会計助成費 44,169 43,381 -788 ◎

112800 建設水道課 飲料水供給施設管理費 6,511 6,544 33 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・飲供施設管理に係る固定的な経費として、現状レベルでの適正執行を進める。
・料金については、簡水と同様に検討を進める。

113000 建設水道課
倍本地区飲料水供給施設改修
事業

12,138 69,200 57,062 ◎
≪廃止≫
・Ｈ17事業終了

134800 建設水道課 翁地区飲料水供給施設整備 0 28,500 28,500 ◎
≪廃止≫
・Ｈ17事業終了

113100 産業振興課
労働者対策費
（富良野地域人材開発センター
運営協会負担事業）

570 570 0 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・広域対応として、適正執行を継続する。
・本町の利用状況と雇用への反映状況等を明確化していく。

113100 産業振興課
労働者対策費
（町内労働者団体育成補助）

220 200 -20
≪補助金等整理合理化での対応≫

113300 産業振興課 農業委員会費一般管理費 2,481 2,216 -265 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・構成団体との協議を進め、負担金の縮減見直しを図る。

113300 産業振興課
農業委員会費一般管理費
（町アグリパートナー協議会補
助）

(1,350) (1,000) -350

≪補助金等整理合理化での対応≫

113400 産業振興課 農業委員会運営費 10,259 8,883 -1,376 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・H17年度に委員定数を13名に削減見直しを行った。新定数に基づく適正執行を
継続する。

113500 産業振興課 農業者年金事務費 262 262 0 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づき適正執行図る。

113600 産業振興課 担い手農地関連事業 868 572 -296 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づき適正執行図る。

113700 産業振興課 農業振興審議会運営費 356 48 -308 ◎ ◎

≪見直し≫
・通常においては、年１回の開催を継続していくが、審議会の意見が反映されるよ
う開催時期の見直しを進める。

113800 産業振興課 農業振興費一般管理費 965 931 -34 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・各団体等の負担金については、更なる縮減に向けた見直しを進める。

114000 産業振興課
農業経営基盤強化資金利子補
給事業（農業経営基盤強化利子
補給事業）

9,743 1,807 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・国道の施策に基づき、適正執行を図る。
　（農業経営基盤強化利子補給事業　　Ｈ40事業終了）

≪継続：見直し縮小≫
・一般会計の負担は縮小に向けた各会計の経営改善に、継続的に取組む。
・水道料金の改定については、いつ頃、どの程度の改定が必要になるか、シュミ
レーションを作成する。
（将来的にも、水道会計への一般会計からの負担は考えない。）
・上水と簡水では、費用単価が大きく違う、料金について、差を設けることも検討。
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114000 産業振興課
農業経営基盤強化資金利子補
給事業（２１世紀フロンティア融
資事業）

122 -122 ◎

114000 産業振興課
農業経営基盤強化資金利子補
給事業（リフレッシュ資金利子補

827 -827 ◎

114000 産業振興課
農業経営基盤強化資金利子補
給事業（次世代スーパーＬ資金
利子補給）

192 -192 ◎

114100 産業振興課 農産物加工実習施設管理費 1,649 1,758 109 ◎ ◎

≪見直し≫
・営業的な活動をしていく利用者については、自立を促す。
・施設利用に係る受益者負担を明確化し、使用料徴収を徹底する。

114250 産業振興課 町民農園運営管理費 100 100 0 ◎ ◎

≪廃止≫
・現行の町民農園は、Ｈ20年度までの事業と位置づけており、Ｈ20年度をもって廃
止する。
≪その他見直し≫
・町民農園は、消費者に農業体験を通じて、農業に対する理解を深めてもらうため
の事業として、Ｈ20年度まで実施する現行町民農園の利用状況等を検討し、Ｈ21
年度以降のあり方を決定していく。
（廃止、拡大、場所の選定、面積や区画数、利用料の設定等）

114300 産業振興課
農業後継者対策事業
（農業後継者対策事業補助）

103 35 -68
≪補助金等整理合理化で対応≫

114500 産業振興課 農業情報センター運営費 5,500 4,500 -1,000 ◎

≪廃止：廃止に向けた課題あり≫
・ＩＴ通信技術の進歩とともに、情報センター機能の必要性が薄れてきている。
・ＪＡふらの圏域の各自治体で、導入時期が異なり、新システム導入等について
は、広域的な協議を要する。

114650 産業振興課 米需給調整総合対策費 797 1,200 403 ◎ ◎

≪廃止：廃止に向けた課題あり≫
・Ｈ18年度を持って、現制度は完了となる。
・Ｈ19年度以降は、農業団体農業者（認定農業者）が主体となる制度となることか
ら、その対応を進める。

114700 産業振興課 農業構造改善センター管理費 576 573 -3 ◎

≪見直し≫
・地域の自主的な管理に向けた対応を検討していく。
(住民会の統合交付金化での対応)
・公民館分館等の施設との整合性を図る。

114800 産業振興課
演習場周辺農業用施設設置助
成事業

138,500 481,435 342,935 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

114900 産業振興課

農業振興費
（農業被害対策融資利子補給） 3,374 1,826 -1,548 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。
・今後の農業被害対策にあたり、その融資基準を明確化していく。

114900 産業振興課
農業振興費
（奨励作物振興事業補助）

9,000 8,500 -500
≪補助金等整理合理化で対応≫

11,550

　（２１世紀フロンティア融資事業　　　　Ｈ34事業終了）
　（リフレッシュ資金利子補給　　　　　　Ｈ27事業終了）
　（次世代スーパーＬ資金利子補給　　　Ｈ27事業終了）
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114900 産業振興課
農業振興費
（農業振興資金）

13,149 12,888 -261 ◎

≪見直し≫
・低金利環境に応じた融資のあり方を見直すとともに、第６次農業振興計画と整合
性をもった融資等のあり方を定める。

114900 産業振興課
農業振興費
（営農改善資金）

25,905 23,580 -2,325 ◎

≪見直し≫
・奨励作物普及定着を推進するうえで、第６次農業振興計画と整合性をもった融
資のあり方を定める。

115000 産業振興課
地力増進事業（地力増進対策推
進事業補助）

2,000 1,700 -300
≪補助金等整理合理化で対応≫

115100 産業振興課 担い手農地関連事業 926 590 -336 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

115200 産業振興課 農地流動化促進対策 5,000 5,000 0 ≪補助金等整理合理化で対応≫

115300 産業振興課 畜産業費一般管理費 12,831 12,592 -239 ◎
≪見直し≫
・串内草地組合の状況把握し、適正負担について検討を行う。

115300 産業振興課
畜産業費一般管理費
（酪農ヘルパー利用組合補助）

(350) (300) -50
≪補助金等整理合理化で対応≫

115400 産業振興課 家畜伝染病予防費 4,533 2,655 -1,878 ◎

115400 産業振興課
家畜伝染病予防事業
（大家畜経営改善償還推進資金
利子補給）

(97) (88) -9 ◎

115500 産業振興課 林業総務費一般管理費 353 175 -178 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・関係団体への適正負担を継続する。

115600 産業振興課
林業振興費一般管理費
（民有林育成指導強化事業補
助）

1,170 1,170 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

115700 産業振興課
有害鳥獣対策費
（駆除謝礼、猟友会補助）

600 600 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

115800 産業振興課 森林作業員就業条件整備事業 226 266 40 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

115900 産業振興課 造林推進事業 4,840 4,570 -270 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

116000 産業振興課
森林整備地域活動支援交付金
事業

12,400 12,860 460 ◎

116000 産業振興課
森林整備地域活動支援交付金
事業（森林整備地域活動支援交
付金）

(12,000) (12,650) 650 ◎

116100 産業振興課
耕地総務費一般管理費
（各種協議会、団体に対する負
担金）

582 719 137 ◎

≪廃止：廃止に向け課題は特になし≫
・国道営事業終了とともに廃止、富原地区は平成１７年度で終了、島津地区・空知
川右岸地区は平成２１年度で終了。

116200 産業振興課 国営土地改良事業調査 2,000 513 -1,487 ◎
≪廃止：廃止に向け課題は特になし≫
・H17年度事業終了。

116300 産業振興課 国営土地改良事業負担基金 1 1 0 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・償還金返還まで適正に執行を図る。

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

≪廃止≫
・Ｈ18年度を持って事業終了予定。
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116400 産業振興課
国営造成施設管理体制整備促
進事業

4,344 6,403 2,059

116400 産業振興課
国営造成施設管理体制整備促
進事業

(4,239) (6,289) 2,050

116600 産業振興課
しろがね地区基幹水利施設管
理事業

3,793 3,222 -571 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

116700 産業振興課 しろがね土地改良区助成費 145,956 143,847 -2,109 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・制度に基づいた適正執行を図る。

116700 産業振興課
しろがね土地改良区助成費
（しろがね地区かんがい用水利
用補助）

(1,700) (1,750) 50
≪補助金等整理合理化で対応≫

116700 産業振興課
しろがね土地改良区助成費
（しろがね土地改良区償還事業
円滑化導入資金利子助成）

(4) (11) 7
≪補助金等整理合理化で対応≫

116800 産業振興課 町単独農道整備事業 3,100 2,500 -600 ≪補助金等整理合理化で対応≫

117000 産業振興課 草分地区道営農地防災事業 37,800 40,230 2,430 ◎
《廃止：廃止に向け課題は特になし》
（平成18年度終了）

117200 産業振興課 道営土地改良事業補助監督 318 193 -125 ◎ 《継続：現状レベルでの適正執行》

117400 産業振興課
富原南地区経営体育成基盤整
備関連流動化促進

1,335 857 -478 ◎
《廃止：廃止に向け課題は特になし》
（平成17年度終了）

117500 産業振興課
富原南地区道営経営体育成基
盤整備

28,620 13,830 -14,790 ◎
《廃止：廃止に向け課題は特になし》
（平成17年度終了）

134000 産業振興課 島津地区経営体育成基盤整備 0 11,582 11,582 ◎
《廃止：廃止に向け課題は特になし》
道営事業終了（Ｈ２１）まで計画的に実施

117700 産業振興課 商工総務費一般管理費 143 127 -16 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・固定的な事務経費として、適正執行を継続する。

117800 産業振興課 商工振興費一般管理費 54 51 -3 ◎
≪見直し≫
・バイパス入口誘導看板の照明について、見直しを検討する。

117900 産業振興課 商工振興対策費 30 30 0 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・中小企業者への支援を行うセンターへの負担として、現行対応を継続する。

118000 産業振興課 中小企業振興貸付費 95,000 94,843 -157 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・町内事業者の設備投資や経営改善に向けた融資制度として、適正執行を継続
する。

118000 産業振興課
中小企業振興貸付事業
（中小企業融資信用保証料補て
ん補助）

(400) (400) 0
≪補助金等整理合理化で対応≫

118000 産業振興課
中小企業振興貸付事業
（中小企業融資資金利子補給）

(2,300) (2,143) -157
≪補助金等整理合理化で対応≫

118100 産業振興課 企業振興対策費 13,100 12,006 -1,094 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・企業振興措置条例適用審査委員会の固定的経費として、適正執行を継続する。

≪補助金等整理合理化で対応≫
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118100 産業振興課
企業振興対策費
（企業振興補助）

(13,056) (11,977) -1,079
≪補助金等整理合理化で対応≫

118200 産業振興課
商工会運営費
（セントラルプラザ管理委託事
業）

6,175 5,875 -300 ◎ ◎

≪見直し≫
・制度上は直営を維持し、管理業務の委託を商工会と継続する。
・H17.10月より観光協会事務所が入所することから、施設の管理経費の精査を進
める。

118200 産業振興課
商工会運営費
（町商工振興事業補助）

26,901 19,416 -7,485
≪補助金等整理合理化で対応≫

118300 産業振興課
地域振興普及費
（郷土芸能資料館管理）

663 561 -102 ◎ ●

≪継続：見直し縮減≫
・利用団体との協議を進め、効率的な利用時間等の設定により、管理経費の縮減
を図る。

118300 産業振興課
地域振興普及費
（リフレッシュマイタウンかみふら
の補助）

(150) (100) -50

≪補助金等整理合理化で対応≫

118400 産業振興課 商業振興費 15,000 29,000 14,000 ≪補助金等整理合理化で対応≫

118500 建設水道課
道道吹上上富良野線ラベンダー
等管理

577 516 -61 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・管理形態の見直し検討（地域管理等）。
・他施設との一体管理の検討。
・管理水準の見直しによる事業レベルの縮小を進める。
・今後の整備部分については、ラベンダー植栽の見直し検討。

118600 産業振興課
観光費一般管理費
（全国的、全道的な公園等協議
会の負担金）

129 109 -20 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・関係団体等の負担金の縮減に努める。
(ハーブサミットの脱会を検討(H20))

118700 産業振興課 観光客誘致事業 1,221 944 -277 ◎
≪見直し≫
・観光ホームページの管理運営を観光協会に移行を検討する。

118800 産業振興課 広域観光事業費 2,733 2,143 -590 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・加盟団体の事業を精査し、事業効果の検証を行い、適正負担に向けた検討を広
域的に対応する。

118900 産業振興課
かみふらの十勝岳観光協会運
営費

17,055 15,582 -1,473
≪補助金等整理合理化で対応≫

119000 建設水道課 深山峠地区管理費 5,342 4,715 -627 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・管理形態の見直し検討（地域管理等）。
・他施設との一体管理の検討。
・管理水準の見直しによる事業レベルの縮小を進める。

119100 建設水道課 千望峠花と憩いの広場管理費 3,264 2,784 -480 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・管理形態の見直し検討（地域管理等）。
・他施設との一体管理の検討。
・管理水準の見直しによる事業レベルの縮小を進める。

119300 建設水道課 道道美沢線駐車公園管理費 1,677 1,502 -175 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・管理形態の見直し検討（地域管理等）。
・他施設との一体管理の検討。
・管理水準の見直しによる事業レベルの縮小を進める。
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119400 産業振興課 観光諸行事負担費 7,900 7,900 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・イベントの実施主体である運営委員会の自主的運営を進める。

119500 産業振興課 リゾート・観光開発振興費 250 250 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・パークボランティア活動の広報と、登録推進、活用促進を進める。

119600 産業振興課 十勝岳温泉地区振興対策費 3,125 3,335 210 ◎

119700 産業振興課 吹上温泉地区振興対策費 3,208 2,734 -474 ◎ ◎

119800 建設水道課 土木総務費一般管理費 4,433 3,514 -919 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・道路台帳更新は、変更状況に応じて更新期を定めるよう見直す。

119900 建設水道課 道路排水路等改良工事負担金 1,000 800 -200 ◎
≪廃止≫
・Ｈ19完了予定

120000 建設水道課 街路灯管理費 5,320 5,694 374 ◎
≪継続：見直し縮小≫
･路線等に応じ、支障のない範囲で、点灯時間等の見直しを図る。

120100 建設水道課 道路橋梁総務費一般管理費 241 363 122 ◎ ◎
≪見直し≫
・管理用車両については、集中管理車へ移行する。

120200 建設水道課 町道維持費 88,058 55,512 -32,546 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・道路管理者として、適正な町道の維持補修を継続する。

120300 建設水道課 除排雪経費 60,130 52,111 -8,019 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・除雪基準を見直す。（10から15㎝）
・住民への啓発活動を進め、自助努力を促す。

120400 建設水道課 道路側溝整備工事 6,300 0 -6,300 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・対象路線と事業量に応じ、整備計画を策定し、計画的な事業実施を進める。

120500 建設水道課 簡易舗装工事 2,000 2,000 0 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・対象地区路線を年次計画に沿って整備を進める。

120600 建設水道課 融雪器設置補助融資事業 22 10 -12 ◎
≪廃止≫
・Ｈ18事業終了

120800 建設水道課 東５線道路凍雪害防止 45,038 9,545 -35,493

120900 建設水道課 補助附帯工事等経費 315 315 0

121400 建設水道課 北２４号道路舗装 71,328 95,961 24,633

121500 建設水道課 西１２線道路舗装新設 10,000 17,000 7,000

121501 建設水道課 南３条通り改良舗装 10,987 63,094 52,107

134100 建設水道課 谷本農道橋架換 0 27,223 27,223

134200 建設水道課 中瀬農道橋架換 0 19,133 19,133

134300 建設水道課 平吹橋架換 0 19,103 19,103

134400 建設水道課 日の出橋架換 0 22,148 22,148

134450 建設水道課 衣川橋架換 0 83,516 83,516

134600 建設水道課 第4号橋架換 0 28,422 28,422

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・十勝岳温泉、吹上温泉地区は、国立公園内の大自然を堪能できる本町の重要
な観光地であり、適正な環境整備を継続的に進める。
≪見直し≫
・「白銀荘」の管理運営については、指定管理者制度に移行し、管理運営の効率
化を進める。

≪廃止≫
・それぞれ事業終了をもって廃止。

◎
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121700 建設水道課 河川総務費一般管理費 3,006 2,901 -105 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・河川の適正な維持管理を継続する。

121800 建設水道課 河川管理費 1,233 1,233 0 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・道河川樋門等の適正管理を継続する。

122000 建設水道課 谷沢川整備 2,500 1,250 -1,250

122300 建設水道課 旭野川砂防 212,555 84,165 -128,390

122400 建設水道課 南部地区土砂流出対策 157,706 53,896 -103,810

122500 建設水道課 ポロピナイ川改修 234,443 232,145 -2,298

122550 建設水道課 ベベルイ川砂防 22,814 28,393 5,579

134500 建設水道課 北24号排水路支線整備 0 42,863 42,863

122600 建設水道課 都市計画総務費一般管理費 814 381 -433 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・都市計画審議会運営経費、関係団体負担金等の固定的経費であり、適正執行
を継続する。
・都市計画審議会は、附属機関の見直しの中で検討する。

122700 建設水道課 都市計画マスタープラン推進費 217 185 -32 ◎ ◎

≪見直し≫
・マスタープランに沿った事業については、財政状況の推移を考慮し、具体化の検
討を継続的に進める。
・ガーデニング講習は、出前講座等の事業へ移行を検討する。

135200 建設水道課 景観づくり推進費 0 5,900 5,900 ◎

≪廃止≫
・Ｈ17事業終了（計画策定）
・計画に沿った今後の事業展開の具体化の検討を進める。

122900 建設水道課 街路樹整備 500 500 0 ◎

≪継続：見直し≫
・地域住民の意向把握を進め、整備計画を策定し計画的な整備を進める。
・維持管理は、地域管理等住民参加を基本に検討を進める。

123190 建設水道課 公園費一般管理費 123 89 -34 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・公園管理事務の固定的経費として、適正執行を進める。

123200 建設水道課 中央コミュニティ広場管理費 3,185 2,514 -671 ◎

≪見直し≫
・管理形体の見直しを検討する。
（指定管理者制度、他施設との一体管理等）

123300 建設水道課 島津公園管理費 4,123 2,711 -1,412 ◎

≪見直し≫
・管理形体の見直しを検討する。
（指定管理者制度、他施設との一体管理等）

123400 建設水道課 日の出公園管理費 20,399 19,451 -948 ◎ ◎
≪継続：見直し縮小≫
・Ｈ18年度より指定管理者制度に移行し、経費縮減、サービス向上を図る。

123600 建設水道課 児童公園等管理費 3,004 2,448 -556 ◎

≪見直し≫
・管理形体の見直しを検討する。
（指定管理者制度、他施設との一体管理、地域管理等）

123700 建設水道課
日の出公園オートキャンプ場管
理費

5,192 4,205 -987 ◎ ◎
≪継続：見直し縮小≫
・Ｈ18年度より指定管理者制度に移行し、経費縮減、サービス向上を図る。

≪廃止≫
・それぞれ事業終了をもって廃止。

◎
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134900 建設水道課 見晴台公園整備 0 42,112 42,112 ◎ ◎

≪廃止≫
・Ｈ19事業終了
≪その他≫
・公園の整備利活用方針の明確化を進めるとともに、整備以降の管理のあり方を
検討する。(住民、関係者との協議を含め)

123800 建設水道課 公共下水道特別会計助成費 181,155 142,156 -38,999 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・一般会計の負担は縮小に向けた各会計の経営改善に、継続的に取組む。

123900 建設水道課 地籍管理費一般管理費 2,600 2,123 -477 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・地籍図の修正等に係る固定的な経費として、適正執行を進める。

124000 建設水道課 建築総務費 331 331 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・関係機関等の負担など、固定的経費であり、適正執行を進める。

124100 建設水道課 町営住宅管理費 9,020 7,575 -1,445 ◎ ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・公営住宅の居住環境維持に向け、適正な管理を継続する。
(管理人研修を行う。)
・入居不能となっている２戸については、早急に改修を行う。

124200 建設水道課 泉町北団地町営住宅建設 109,593 119,079 9,486 ◎ ◎

≪廃止≫
・Ｈ17年度事業終了
≪その他≫
・今後の公営住宅整備にむけた具体計画を策定する。
・今後の整備については、新築と、リフォームの両面を検討し、整備計画を決定し
ていく。

124650 総務課 広報車輌購入 0 4,207 4,207 ◎ ≪廃止≫

124700 教育振興課 教育委員会活動費 2,734 2,523 -211 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・教育委員の定期的な視察研修については、原則廃止とする。

124800 教育振興課 教育総務費一般管理費 9,527 9,082 -445 ◎ ◎
≪見直し≫
・本町における特別支援教育の方針を策定し、方針に沿った対応を進める。

124900 教育振興課 教職員健康管理費 1,409 1,489 80 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・教職員の健康管理に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。

124950 教育振興課 児童生徒表彰費 0 30 30 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・「ほめて育てる」考え方に基づき、子ほめ基金の有効活用を図り、ほめる教育の
充実を進める。
（基金条例の見直し）
（子ほめ事業の整理）

125000 教育振興課
上富良野高等学校振興対策費
（上富良野高等学校振興会補
助）

3,152 4,800 1,648

≪補助金等整理合理化での対応≫

125000 教育振興課
上富良野高等学校振興対策費
（上富良野高等学校卒業者就学
資金）

3,000 5,400 2,400 ◎

≪廃止≫
・Ｈ17.3月卒業者をもって、事業終了。

125100 教育振興課 教職員住宅管理費 1,792 2,617 825 ◎
≪見直し≫
・教職員住宅としての必要戸数について、再整理を行い、必要数については、適
正な管理 修繕を計画的に進める
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125200 教育振興課 教職員住宅改善費 4,442 4,442 0 ◎

125300 教育振興課 小学校管理運営費 15,289 17,732 2,443 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・5小学校の施設設備の維持管理、および児童の健康診断等、継続的に適正執行
を進める。
・校舎等施設に係る法定検査及び、施設整備については、年次計画を策定し、計
画に沿った対応を進め、経費の平準化を図る。

125410 教育振興課
上富良野小学校　管理運営費
（特別支援教育指導助手）

1,800 1,885 85

125410 教育振興課
上富良野小学校　管理運営費
（その他事業）

13,237 12,892 -345

125420 教育振興課
上富良野西小学校　管理運営費

（特別支援教育指導助手）
1,800 1,885 85

125420 教育振興課
上富良野西小学校　管理運営費

（施設管理業務員）
1,944 1,973 29

125420 教育振興課
上富良野西小学校　管理運営費

（その他事業）
9,442 9,089 -353

125420 教育振興課
上富良野西小学校　管理運営費

（姉妹校交流推進事業補助）
(230) (624) 394

125430 教育振興課 東中小学校　管理運営費 7,434 7,251 -183

125440 教育振興課 江幌小学校　管理運営費 4,482 4,410 -72

125450 教育振興課 清富小学校　管理運営費 4,873 4,929 56

125470 教育振興課 スクールバス運行費 9,489 3,889 -5,600 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・特認校の登下校ハイヤー運行は、Ｈ19年度を目途に廃止に向けた取組みを進
める。

125480 教育振興課 幼児ことばの教室運営費 2,150 2,181 31 ◎

≪見直し≫
・Ｈ18年度よりこどもセンターへ移行する。
（所管替え）

125500 教育振興課 上富良野小学校整備費 1,850 2,458 608 ◎

≪見直し≫
・本町における教育効果を最大限に発揮していくための、学校の適正配置に向け
た基本的な考え方（プラン）を整理し、その中で上富良野小学校の整備計画を策
定していく。
・机、いす等は計画的な整備を進める。

125600 教育振興課 東中小学校整備 0 4,083 4,083 ◎
≪廃止≫
･Ｈ17年度事業終了

126100 教育振興課 小学校学習活動費 2,745 4,827 2,082 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・学習活動に伴うバスの活用は、学習目的、効果等を考慮しながら、効率的に執
行を進めることで、経費の縮減を図る。
（人数、目的地、他校・他学年との連携、公共交通機関の利用等）

正な管理、修繕を計画的に進める。
・不必要となる教職員住宅については、普通財産に移行（所管替え）する。

≪継続：見直し縮小≫
・各学校の管理運営について、各学校の協力を促しながら、経費の縮減に向け継
続的に取組む。
・事務生は、パート化を進める。
・施設管理業務は、各学校単位の考え方から、複数（全校）単位若しくは業務単位
での委託化を進める。

◎
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126110 教育振興課 上富良野小学校学習活動費 4,049 4,682 633

126120 教育振興課 上富良野西小学校学習活動費 2,653 3,172 519

126130 教育振興課 東中小学校学習活動費 1,568 2,012 444

126140 教育振興課 江幌小学校学習活動費 756 1,440 684

126150 教育振興課 清富小学校学習活動費 718 1,295 577

126400 教育振興課 児童就学助成費 3,784 4,755 971 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・要保護及び準要保護の基準等、就学援助基準を見直し、就学援助の縮減を進
める。

133500 教育振興課 教育用コンピュータ整備 2,027 0 -2,027 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・年次計画に沿って、計画的な整備を進める。
・教職員用コンピュータについては、私物を利用している実態から、個人情報の適
正な管理の意味からも、公用設置やセキュリティ基準等の整理を進める。

126700 教育振興課 中学校管理運営費 6,377 7,032 655 ◎

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・2中学校の施設設備の維持管理、および生徒の健康診断等、継続的に適正執行
を進める。
・校舎等施設に係る法定検査及び、施設整備については、年次計画を策定し、計
画に沿った対応を進め、経費の平準化を図る。

126810 教育振興課 上富良野中学校管理運営費 17,591 15,788 -1,803 ◎

126820 教育振興課 東中学校管理運営費 4,807 6,233 1,426 ◎

126870 教育振興課 心の教室相談員活動費 650 490 -160 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・相談員配置に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。

127000 教育振興課 外国青年招致事業 5,616 4,863 -753 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・カムローズ市からの招聘の安定継続を進め、学校教育を始め、社会教育分野等
での有効活用を図る。

127100 教育振興課 中学校学習活動費 900 1,544 644 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・学習活動に伴うバスの活用は、学習目的、効果等を考慮しながら、効率的に執
行を進めることで、経費の縮減を図る。
（人数、目的地、他校・他学年との連携、公共交通機関の利用等）

127220 教育振興課 上富良野中学校学習活動費 6,225 5,222 -1,003

127220 教育振興課
上富良野中学校学習活動費
（部活動育成会補助）

(270) (230) -40

127240 教育振興課 東中中学校学習活動費 2,221 2,411 190

≪継続：見直し拡充≫
・総合学習プログラム等について、学校、教育委員会の基本的な方針により、住
民や地域の積極的な協力により、多様な運営を検討する。

≪継続：見直し縮小≫
・各学校の管理運営について、各学校の協力を促しながら、経費の縮減に向け継
続的に取組む。
・事務生は、パート化を進める。
・施設管理業務は、各学校単位の考え方から、複数（全校）単位若しくは業務単位
での委託化を進める。

≪継続：見直し拡充≫
・総合学習プログラム等について、学校、教育委員会の基本的な方針により、住
民や地域の積極的な協力により、多様な運営を検討する。

◎

◎
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127400 教育振興課 生徒就学助成費 2,379 1,913 -466 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・要保護及び準要保護の基準等、就学援助基準を見直し、就学援助の縮減を進
める。

127800 教育振興課 私立幼稚園就園奨励費 9,637 9,600 -37 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
･国の制度に基づく適正執行を継続する。

127900 教育振興課
私立幼稚園特別活動振興補助
費

3,300 3,100 -200
≪補助金等整理合理化での対応≫

128000 教育振興課 社会教育総務費一般管理費 755 796 41 ◎
≪継続：見直し縮小≫
・教育委員会表彰は、町の表彰とのバランスを考慮し、経費の縮小を進める。

128100 教育振興課 社会教育委員活動費 581 475 -106 ◎

≪継続：見直し縮小≫
･Ｈ18.4（文化財保護委員会の任期）を目途に、文化財保護委員会を統合し、社会
教育全般にわたる附属機関として、機能強化を進める。

128200 教育振興課 社会教育指導員活動費 1,882 1,952 70 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・現在社会体育側を含め、2名の指導員体制であるが、1名体制に縮小していく。
（現指導員のうち、早期に任期を迎えるＨ21.3月を目途とする。）

128300 教育振興課 いしずえ大学運営費 1,057 1,243 186 ◎

≪見直し≫
・いしずえ大学は発足当時からの運営を踏襲してきたが、時代に応じた高齢者教
育のあり方の中で、見直し策を検討していく。

128300 教育振興課
いしずえ大学運営費
（いしずえ大学補助）

(100) (100) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

128400 教育振興課
青少年育成費
（成人式記念品）

220 156 -64 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・成人式に係る固定的経費として、適正執行を継続する。

128400 教育振興課
青少年育成費
（その他）

997 1,578 581 ◎

≪その他≫
・居場所づくり事業については、Ｈ19年度以降、町の単独事業化に向けて環境整
備を行う。

128400 教育振興課
青少年育成費
（町子ども会育成協議会活動補
助）

(400) (400) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

128400 教育振興課
青少年育成費
（町青少年団体協議会活動補
助）

(100) (70) -30

≪補助金等整理合理化での対応≫

128400 教育振興課
青少年育成費
（ボーイスカウト活動補助）

(80) (80) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

128400 教育振興課
青少年育成費
（青少年養成活動補助）

(168) (640) 472
≪補助金等整理合理化での対応≫

128500 教育振興課
文化振興対策費
（報償費）

84 59 -25 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・文化賞等の表彰に係る固定的経費であり、適正執行を継続する。
・町の表彰とのバランスに考慮していく。

128500 教育振興課
文化振興対策費
（その他）

2,882 2,593 -289 ◎
◎
受益
負担

≪その他≫
・町民芸術劇場における受益者負担の適正化を図る。

22／29



コード 事業名所管課
担
い

手

今後の見直し等の考え方

最　　終

H16
予算額 そ

の
他

廃
止

H17
予算額

差引額
縮
小

現
状

拡
充

128500 教育振興課
文化振興対策費
（町文化連盟活動補助）

(180) (180) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

128500 教育振興課
文化振興対策費
（自主企画芸術鑑賞事業補助）

(850) (660) -190
≪補助金等整理合理化での対応≫

128600 教育振興課 ＰＴＡ活動費 176 145 -31 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・PTAの自主的活動を支援していくため、適正執行を継続する。

128600 教育振興課
ＰＴＡ活動費
（町ＰＴＡ連合会活動補助）

(120) (100) -20
≪補助金等整理合理化での対応≫

128800 教育振興課 女性教育振興費 319 191 -128 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・女性学級の運営等に係る固定的経費として、適正執行を継続する。

128800 教育振興課
女性教育振興費
（町女性連絡協議会活動補助）

(60) (60) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

128800 教育振興課
女性教育振興費
（女性リーダー養成補助）

(123) (56) -67
≪補助金等整理合理化での対応≫

128900 教育振興課 青少年健全育成推進費 570 442 -128 ◎

≪その他≫
・青少年の健全育成に関わる全ての関係機関による組織として、その機能強化を
図る。
・交通、防犯、青少年問題等を統合した任意の組織として、生活安全推進協議会
の設置が予定されており、当該組織との連携強化を進める。

129000 教育振興課 生涯学習推進費 135 120 -15 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・「生涯学習によるまちづくり」に向けて、学習の成果が地域づくりに活かされてい
くよう推進する。

135300 教育振興課 子ほめ事業 0 165 165 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・「ほめて育てる」考え方に基づき、子ほめ基金の有効活用を図り、ほめる教育の
充実を進める。
（基金条例の見直し）
（子ほめ事業の整理）

129300 教育振興課 公民館費一般管理費 288 53 -235 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・公民館の事務的な固定経費として、適正執行を継続する。

129400 教育振興課 公民館管理費 13,610 11,414 -2,196 ◎

≪継続：見直し≫
・Ｈ17年度の施設整備で、1階を図書館、2階を公民館に改修を行ったことから、維
持管理の整理を行い、適正な施設管理を進める。

129450 教育振興課 図書館整備 0 66,144 66,144 ◎
≪廃止≫
・Ｈ17年度で事業終了

129500 教育振興課 公民館事業費 1,443 1,143 -300 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・学習機会の提供を通じ、自主活動への誘導を促進する。
・講座等への参加は、適正な参加料を設定し、受益者負担を進める。

129600 教育振興課 分館管理費 5,518 5,579 61
≪見直し≫
･分館の見直し計画を策定する。
（集会施設への移行）◎
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129700 教育振興課 分館事業費 1,596 1,567 -29

129800 教育振興課 図書館運営費 6,179 9,349 3,170 ◎

≪継続：見直し拡充≫
・図書館として新たなスタートを迎える。図書館としての新たなサービスが求められ
る中で、住民意向等を把握し、サービスの拡大を図る。
・学校図書との連携方針を定める。

129900 教育振興課 コミュニティ広場管理費 1,610 2,112 502 ◎
≪継続：見直し≫
・指定管理者制度を含め、地域の自主管理へ移行を進める。

130200 教育振興課 郷土館費一般管理費 2,638 2,187 -451

130200 教育振興課
郷土館費一般管理費
（郷土をさぐる会運営費補助）

(45) (45) 0

130300 教育振興課 郷土館管理費 1,414 1,039 -375

130400 教育振興課 開拓記念館管理費 2,542 1,963 -579

130500 教育振興課 保健体育総務費一般管理費 77 70 -7 ◎
≪継続:現行レベルでの適正執行≫
・固定的な事務経費として、適正執行を継続する。

130700 教育振興課 体育指導委員活動費 1,299 1,203 -96 ◎

≪継続:見直し縮小≫
・体育指導員に求める機能を明確化し、その機能に応じた対応を図る。
・体育指導員の定数削減を検討する。

130800 教育振興課 社会教育指導員活動費 1,828 1,724 -104 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・現在社会教育側を含め、2名の指導員体制であるが、1名体制に縮小していく。
（現指導員のうち、早期に任期を迎えるＨ21.3月を目途とする。）

130900 教育振興課 スポーツ振興費 5,200 4,639 -561 ◎
≪継続:現行レベルでの適正執行≫
・町の表彰とのバランスを考慮していく。

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（スポーツ教室開催補助）

(400) (400) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（スポーツ指導者養成補助）

(80) (80) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（町体育協会活動補助）

(810) (688) -122
≪補助金等整理合理化での対応≫

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（町スポーツ少年団活動補助）

(1,100) (1,100) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（女性スポーツ協議会活動補
助）

(90) (50) -40
≪補助金等整理合理化での対応≫

130900 教育振興課
スポーツ振興費
（スポーツ振興補助）

(100) (100) 0
≪補助金等整理合理化での対応≫

131000 教育振興課 体育施設費一般管理費 203 98 -105 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・車両（軽トラ）の維持管理経費として、適正執行を継続する。

（集会施設への移行）
（統合し、地区館へ移行）
（本館への統合　等）

≪継続：見直し縮小≫
・嘱託職員（公民館･郷土館）の2名体制を、Ｈ18.9月より１名体制に移行する。
・文化財保護委員会については、H18.4月を目途に、社会教育委員の会議へ統合
に努める。
・展示のみならず、郷土資料の保存管理に向けた機能強化を図る。◎

◎

◎
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131100 教育振興課 武道館管理費 155 152 -3 ◎
≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・施設の維持管理経費として、適正執行を継続する。

131200 教育振興課 島津球場管理費 351 383 32 ◎

≪見直し≫
・島津公園を始め、屋外施設との一体の中で、指定管理車制度の導入の検討を
進める。

131300 教育振興課 スキーリフト管理費 9,200 7,777 -1,423 ◎

≪見直し≫
・H18.4月より指定管理者制度に移行し、管理経費の効率化、サービス向上を図
る。

131400 教育振興課 町民プール管理費 1,179 792 -387 ◎

≪廃止：廃止に向けた課題あり≫
・施設の老朽化が進んでおり、現状レベルでの維持管理で使用できる期間につい
ては、施設利用を継続するが、大規模な改修が必要となって時点においては、施
設を廃止していく。

131500 教育振興課 学校開放事業費 468 210 -258 ◎ ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・学校開放に係る固定的経費として、適正執行を継続する。
・体育館の開放事業が中心となっているが、学校の多様な機能の有効活用に向
けた検討を進める。

131600 教育振興課 社会教育総合センター管理費 25,341 23,784 -1,557 ◎

≪継続:現行レベルでの適正執行≫
・施設管理に係る固定的経費として、適正執行を継続する。
・施設の延命措置に向けた修繕等については、計画的な対応を図る。

131700 教育振興課 Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費 8,555 8,852 297 ◎ ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・施設管理に係る固定的経費として、適正執行を継続する。
・指定管理者制度の導入について検討を進める。

131700 教育振興課
Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費
（Ｂ＆Ｇ体験航海派遣事業補
助）

(351) (294) -57
≪補助金等整理合理化での対応≫

131800 教育振興課 運動公園管理費 2,460 4,040 1,580 ◎

≪見直し≫
・都市公園条例への挿入に見直し検討する。
(所管替え)

131900 教育振興課 パークゴルフ場管理費 3,150 4,676 1,526 ◎

≪見直し≫
・H18.4月より指定管理者制度に移行し、管理経費の効率化、サービス向上を図
る。

132100 教育振興課 給食センター費一般管理費 18,966 18,965 -1

132100 教育振興課
給食センター費一般管理費
（学校給食費徴収事務取扱交付
金）

(125) (125) 0

132200 教育振興課 給食センター管理費 7,437 8,634 1,197

132300 教育振興課 給食センター審議会運営費 96 96 0

132400 教育振興課 学校給食会運営費 2,100 2,100 0

≪見直し≫
・管理衛生基準の改正に基づき、計画的な施設の修繕を進める。
・委託業務の拡大に向けた検討を進める。

◎
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132450 教育振興課 学校給食センター施設改修費 600 37,020 36,420 ◎
≪廃止≫
・H17年度で事業終了

132500 建設水道課 農業用施設災害復旧費 1,250 1,000 -250 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・現行対応

132600 建設水道課 単独災害復旧費 1,200 1,200 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・現行対応

132700 企画財政課 元金償還金 1,085,625 904,917 -180,708 ◎

132800 企画財政課 利子償還金 241,439 221,026 -20,413 ◎

132900 企画財政課
公債諸費一般管理費（政策財政
班）

216 216 0 ◎
≪継続：現行レベルでの適正執行≫
・公債費管理の固定的経費として、適正執行を継続する。

133000 教育振興課 教職員住宅償還金 6,104 4,220 -1,884 ◎
≪継続：現状での適正執行≫
償還完了　Ｈ２２年度

133100 総務課 職員住宅償還金 6,676 6,676 0 ◎
≪廃止：廃止に向け課題は特になし≫
・平成２２年度で償還完了。（平成２２年度をもって廃止）

133200 総務課 職員給与費 1,203,765 1,220,876 17,111 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・新職員数適正化計画に沿った職員数の縮減と、給与制度の見直しの両面から、
平成２０年度までに、給与費１５％の削減を図る。
（給与制度の見直しプランを早期にまとめ、組合との協議を取進める。）
・特別職等の報酬については、Ｈ17.7.1改正、２年後の再改正に向けて検討を進め
る。

133300 企画財政課 予備費 10,000 10,000 0 ◎

≪継続：現行レベルでの適正執行≫

401 41 58 131 26 19 44

11% 16% 35% 7% 5% 12%

国民健康保険特別会計

200100 町民生活課
国民健康保険特別会計一般管
理費

33,162 26,692 -6,470 ◎
●
広域
処理

200200 町民生活課 連合会負担金 380 380 0 ◎

200300 町民生活課 賦課徴収費 2,665 2,260 -405 ◎

200500 町民生活課 運営協議会費 588 676 88 ◎

200600 町民生活課 趣旨普及費 71 90 19 ◎

200700 町民生活課 医療費適正化特別対策事業 7,210 6,722 -488 ◎

200800 町民生活課 一般被保険者療養給付費 477,082 492,629 15,547 ◎

200900 町民生活課 退職被保険者等療養給付費 156,205 152,670 -3,535 ◎

201000 町民生活課 一般被保険者療養費 4,333 4,994 661 ◎

≪継続：見直し縮小≫
・適債事業の精査と、町債発行額の抑制に努める。

≪継続：現状レベルでの適正執行≫
・保険税滞納対策として、資格証発行など、収納向上に関係課との連携を強化す
る。
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201100 町民生活課 退職被保険者等療養費 1,470 1,707 237 ◎

201200 町民生活課 審査支払手数料 1,855 1,971 116 ◎

201300 町民生活課 一般被保険者高額療養費 56,236 58,658 2,422 ◎

201400 町民生活課 退職被保険者等高額療養費 15,593 11,441 -4,152 ◎

201500 町民生活課 一般被保険者移送費 50 50 0 ◎

201600 町民生活課 退職被保険者等移送費 30 30 0 ◎

201700 町民生活課 出産育児一時金 4,500 4,500 0 ◎

201800 町民生活課 葬祭費 900 900 0 ◎

201900 町民生活課 老人保健医療費拠出金 290,000 290,000 0 ◎

202000 町民生活課 老人保健事務費拠出金 3,412 3,380 -32 ◎

202100 町民生活課 介護納付金 65,393 69,930 4,537 ◎

202200 町民生活課 高額医療費拠出金 35,612 31,173 -4,439 ◎

202300 町民生活課 その他共同事業拠出金 1 1 0 ◎

202400 町民生活課 健康づくり推進費 4,088 4,512 424 ◎

202500 町民生活課 財政調整基金積立金 1 1 0 ◎

202600 町民生活課 利子 200 200 0 ◎

202700 町民生活課 一般被保険者保険税還付金 600 600 0 ◎

202800 町民生活課 退職被保険者等保険税還付金 40 40 0 ◎

202900 町民生活課 償還金 1 1 0 ◎

203000 町民生活課 一般被保険者還付加算金 100 100 0 ◎

203100 町民生活課 退職被保険者等還付加算金 10 10 0 ◎

203200 町民生活課 延滞金 1 1 0 ◎

203300 町民生活課 予備費 3,461 2,701 -760 ◎

簡易水道事業特別会計

300100 建設水道課
簡易水道事業特別会計一般管
理費

32,329 24,021 -8,308 ◎

300200 建設水道課 里仁浄水場ろ過施設整備事業 170,105 3,366 -166,739 ◎

300300 建設水道課 元金 13,801 20,571 6,770 ◎

300400 建設水道課 利子 16,904 18,916 2,012 ◎

300500 建設水道課 一般会計繰出金 1 1 0 ◎

老人保健特別会計

400100 町民生活課 老人保健特別会計一般管理費 2,859 2,828 -31 ◎
◎
広域

400200 町民生活課 医療給付費 1,330,200 1,115,520 -214,680 ◎

400300 町民生活課 医療費支給費 9,240 10,800 1,560 ◎

400400 町民生活課 高額医療費 45,240 35,520 -9,720 ◎

400500 町民生活課 審査支払手数料 4,768 4,649 -119 ◎

400600 町民生活課 償還費 1 1 0

400700 町民生活課 還付金 1 1 0

400800 町民生活課 一般会計繰出金 1 1 0

公共下水道事業特別会計

・会計内における健全経営に努める。

・圏域での広域事務処理の検討を進める。
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500100 建設水道課
公共下水道事業特別会計一般
管理費

44,951 40,942 -4,009 ◎

500200 建設水道課 浄化センター等管理費 52,504 51,521 -983 ◎

500400 建設水道課 公共下水道新設 41,085 16,563 -24,522 ◎

500700 建設水道課 元金 127,179 129,123 1,944 ◎

500800 建設水道課 利子 129,480 125,650 -3,830 ◎

500910 建設水道課 一般会計繰出金 1 1 0 ◎

500900 建設水道課 予備費 500 500 0 ◎

介護保険特別会計
600100 保健福祉課 介護保険特別会計一般管理費 23,770 24,997 1,227

600200 保健福祉課 賦課徴収費 430 368 -62

600300 保健福祉課 介護認定審査会費 4,480 3,960 -520

600400 保健福祉課 認定調査費 4,228 3,024 -1,204

600500 保健福祉課 趣旨普及費 70 616 546

600600 保健福祉課 居宅介護サービス等給付費 162,971 237,376 74,405

600700 保健福祉課 介護支援サービス等給付費 26,904 27,000 96

600800 保健福祉課 施設介護サービス給付費 331,040 334,025 2,985

600900 保健福祉課 福祉用具購入費 3,600 4,000 400

601000 保健福祉課 住宅改修費 6,720 7,000 280

601100 保健福祉課 審査支払手数料 1,055 1,055 0

601200 保健福祉課 高額介護サービス費 3,084 3,895 811

601300 保健福祉課 財政安定化基金拠出金 544 544 0

601400 保健福祉課 上乗せサービス費 2,000 1,500 -500

601500 保健福祉課 基金積立金 1 1 0

601600 保健福祉課 第１号被保険者保険料還付金 1 1 0

601700 保健福祉課 償還金 1 1 0

601800 保健福祉課 第１号被保険者還付加算金 1 1 0

601900 保健福祉課 延滞金 1 1 0

602000 保健福祉課 一般会計繰出金 1 1 0

602100 保健福祉課 予備費 2,118 3,239 1,121

ラベンダーハイツ事業特別会計

700100 ラベンダーハイツ
ラベンダーハイツ事業特別会計
一般管理費

185,707 171,846 -13,861 ◎

700200 ラベンダーハイツ ショートステイ事業費 6,894 7,300 406 ◎

700300 ラベンダーハイツ デイサービスセンター事業費 13,108 17,479 4,371 ◎

700400 ラベンダーハイツ サテライトデイサービス事業費 3,864 0 -3,864 ◎

700500 ラベンダーハイツ ラベンダーハイツ事業費 60,530 66,469 5,939 ◎

700600 ラベンダーハイツ 居宅介護支援事業費 155 234 79 ◎

700700 ラベンダーハイツ 施設整備費 1,000 11,230 10,230 ◎

700800 ラベンダーハイツ 元金 4,654 4,777 123

・会計内における健全経営に努める。
（介護保険の改正に伴う収入減が予測される。その対応を図る。）

・率で支給している介護士等の特殊勤務手当については、定額化へ見直しを進め
る。
（適正額、町立病院との整合性、激変緩和策等）
・臨時職員の雇用条件の改善見直しを進める。
（町立病院との連携協議）

・将来の民間移譲に向けた準備と課題整理を進める。
（施設のユニット化の計画的な取組み、民間移譲目標年度の設定等）

・法改正に対応し、住民への周知を適切に進める。
・会計内における健全経営に努める。
・圏域内広域事務処理の検討を進める。

・会計内における健全経営に努める。

・浄化センターが１５診断の時期を迎えることになる。診断に基づき、機器の更新
等について、計画的な整備を進める。

◎
広
域
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700900 ラベンダーハイツ 利子 1,687 1,564 -123

701100 ラベンダーハイツ 予備費 100 100 0

701200 ラベンダーハイツ 施設整備基金積立金 0 1 1

（施設 計画 取組 、民間移譲目標年度 設定等）
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