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基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

１．コミュニティ活動の促進　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

これまでの成果と

今後の課題 ☆☆

維持

進行状況

☆☆

継続

今後の方向性

これまでの効果

予算の妥当性

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

①-３

10240 事業費

これまでの成果と

今後の課題

これまでの効果

個別計画

個別計画

個別計画

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

ローリ

ング前

自治会運営費交付金　10,400 自治会運営費交付金　10,400 自治会運営費交付金　10,400

自治会連合会の様々

な事業の実施につな

がっている。また近

隣他市町村との合同

研修などで自治会で

抱える問題や課題解

決に向けて情報を収

集している。

650

住民グループ 5,429 3,429 3,578

事業費

住民活動推進事業

ローリ

ング前

今後の方向性

3,429102423年間の事業費 12,436

継続

ローリ

ング後

事業費

10239

自治会連合会補助金　650

笑顔

ＰＪ

―

1,950 事業費 事業費

施設修繕料1,059、日進公民館・西倉
会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公民館）
500

施設修繕料1,059、中央公民館・新富
会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公民館）
500

より良い地域づくりのため、地域の住民活動

やコミュニティー運動の推進を図る。

町民会館の整備

地域担当職員制度の充実

庁内の地域活動の中心となる単位自治会の運

営を支援し、更なる活動促進を図る。

今後の方向性

ローリ

ング後

自治会連合会補助金　650

650 650

650 650

自治会連合会補助金　650 自治会連合会補助金　650 自治会連合会補助金　650

自治会連合会補助金　650

事業費

― ― 〇

事　業　概　要（３年間の概要）
施策事業Ｎｏ ①-２

自治会運営費交付金

事　　業　　名

事業費 事業費

前年度決算

自治会連合会補助金　650

決算額

本年度予算

自治会連合会補助金　650

住民グループ 650 650 650

―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

自治会連合会補助金

自治会連合会の事業活動に対し支援を行い、

更なる自治会活動の推進を図る。

会計名称 一般会計

①-１

ローリ

ング後

会計名称

事業費 3,429 事業費 3,429510103

一般会計

10,320 10,320

10,320

本年度予算 進行状況

自治会運営費交付金　9,110 自治会運営費交付金　10,320 ☆☆

施策事業Ｎｏ

事　　業　　名

施策事業Ｎｏ

3年間の事業費

自治会運営費交付金　10,320

事業費

住民グループ

9,110 事業費 10,320 継続

施設修繕料1,059、湖南公民館・末広
会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公民館）
526

施設修繕料1,059、大東公民館・上東
会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公民館）
500、町民会館支障木剪定 400

10,40010,400 事業費

事　業　概　要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

― ―

650

事業費

☆☆

決算額 2,617 事業費 5,572

―

町民会館の計画的な

修繕を行い、住民活

動の更なる推進を図

る。

自治会の活動費及び

町民会館の管理費の

負担軽減を担ってお

り、今後も継続して

支援を行う。

10,320

5,429 事業費 3,429 事業費

自治会運営費交付金　10,320自治会運営費交付金　10,320

30,960

事業費 10,320 事業費 10,320

ローリ

ング前

決算額

事業費 10,400

施設修繕料1,059、朝日公民館・千草
会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公民館）
500

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

―

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

510102 3年間の事業費

会計名称 一般会計

前年度決算

510101 事業費 650

650

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

3,578

施設修繕料1,059、朝日公民館・千
草会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公
民館）　500

施設修繕料1,059、日進公民館・西
倉会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公
民館）　500

施設修繕料1,059、中央公民館・新
富会館ＬＥＤ化1,000、原材料費（公
民館）　500



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

１．コミュニティ活動の促進　（施策①）

令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 R3 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

１．コミュニティ活動の促進　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

個別計画

個別計画

510201

住民グループ 1,900 1,900 1,900

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

― ― 〇 事業費

ローリ

ング前

自治会活動支援交付金 自治会活動支援交付金

10255 事業費 1,900 事業費 1,900

自治会活動支援交付金

事業費 1,900

☆☆

予算の妥当性

維持

3年間の事業費

笑顔

ＰＪ

5,700

進行状況

☆☆

1,900 事業費 1,900 事業費 1,900

決算額 3,670 事業費

施策事業Ｎｏ ②-１ 自治会活動支援交付金
前年度個人住民税１％相当分

自治会活動支援交付金

これまでの効果

1,900 継続

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算

自治会活動支援交付金

単位自治会の自主的活動の支援を行い、自治会活

動の促進を図る。

均等割:30世帯未満　30,000円、30世帯以上50世

帯未満　40,000円、50世帯以上　50,000円

単位自治会の積極的

な活動実態につな

がっており、制度を

見直して継続する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

自治会活動支援交付金 自治会活動支援交付金 自治会活動支援交付金

事業費 90,000 事業費 4,000 事業費 80,000

510104 3年間の事業費 93,600 事業費

住民グループ 9,600 4,000 80,000

11132

住吉公民館について

は、昭和49年度に建設

され45年以上が経過し

ている。又、令和2年度

には浄化槽本体が破損

し撤去された事によ

り、現在はし尿排水に

ついては、未処理の汲

み取り式となってい

る。

公民館整備事業

今後の方向性

ローリ

ング前

住吉公民館建設工事　（暫定盛土）
3,000

住吉公民館建設工事　45,000
住吉公民館解体工事　 8,000
豊里公民館建設工事　 7,000

事業費 3,000 事業費 60,000

豊里公民館建設工事　（暫定盛土）
3,000

3,000

住吉公民館建設工事　82,000
住吉公民館解体工事　 8,000

豊里公民館建設工事実施設計
4,000

豊里公民館建設工事　72,000
豊里公民館解体工事　 8,000

決算額

― ― ―

進行状況 これまでの効果

住吉公民館建設工事実施設計　4,070

4,070 継続

施策事業Ｎｏ ①-４ ☆

ローリ

ング後

会計名称 一般会計

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

住吉公民館　建て替え

豊里公民館　建て替え

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

前年度決算 本年度予算

事業費

☆

予算の妥当性

維持

2



3基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

２．移住・定住対策の促進　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ 37

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ 31

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 mei 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ 7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

企画グループ

予算の妥当性

―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ①-１ ☆

これまでの効果

決算額 事業費 改善

☆☆

予算の妥当性

―移住・定住対策事業

大空町に定住をサポートする会に関する活動

助成・移住、定住関連組織との連携

　　　【移住・定住促進事業に統合】

移住・定住者向けパ

ンフレットを作成

し、移住に欠かせな

い情報を提供してい

る。サポーターが適

材適所に移住希望者

の相談等に応えられ

るような体制が必

要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

個別計画
移住・定住促進事業へ

統合

〇 ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

企画グループ

520101 3年間の事業費

ローリ

ング前

426

事業費

移住定住関係事務費、サポート会助成 移住定住関係事務費、サポート会助成 移住定住関係事務費、サポート会助成

施策事業Ｎｏ ①-２ ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10280 事業費 426 事業費 426 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

地域おこし協力隊推進

事業

移住者がスムーズに移住できるようにサポー

ト体制を強化し、移住定住を促進します。

　　【移住・定住推進事業に統合】

30年度に協力隊員1名

が任期終了、1名が町内

で就業し家族４名が定

住。31年４月には高校

魅力化推進員が地域お

こし隊として就任。協

力隊員のサポート体制

と隊員終了後の本町の

定住が課題である。

今後の方向性

個別計画
移住・定住促進事業へ

統合

〇 ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 改善

事業費 事業費 事業費

企画グループ

520102 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ①-３ ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

☆☆

予算の妥当性

―

ローリ

ング前

決算額 事業費 継続
ＵＩＪターン移住支援

事業

東京圏から移住し、就職・起業した方に対

し、移住支援金を交付する。（一定条件あ

り）

【移住・定住促進事業に統合】

事業所が事前に北海道

のマッチングサイトへ

求人登録する必要があ

るため周知が課題。現

状としては無料職業紹

介所に求人する事業所

へ制度パンフレットを

配布し登録してもらう

よう周知している。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後
笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費 事業費

ＵＩＪターン移住支援金 ＵＩＪターン移住支援金 ＵＩＪターン移住支援金

3,000

個別計画
― ― ― 事業費

事業費 2,000 事業費 2,000520103 3年間の事業費 10280 事業費



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

２．移住・定住対策の促進　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 2 ～ 7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 移住・定住支援室 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 2 ～ 7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 移住・定住支援室 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ①-４
オオゾライフ等による移住・定住情報発信、
オンライン移住相談の実施、地域おこし協力
隊による地域活動
・サイト管理運営委託料132千円
・情報発信業務委託料1,992千円
・地域おこし協力隊活動助成金720千円
・その他経費274千円

定住人口の維持拡大、オオゾライフ等による
移住・定住情報発信、オンライン移住相談
の実施、地域おこし協力隊による地域活動
・定住促進事業報償費1,800千円
・地域おこし協力隊活動助成金720千円
・定住促進助成金15,800千円

☆☆ ☆☆

事　　業　　名

事　業　概　要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況 これまでの効果

決算額
3,117

事業費
19,887 継続

移住・定住促進事業

移住者がスムーズに移住できるようにサポー

ト体制を強化し、移住定住を促進します。

大空町に定住をサポートする会に関する活動

助成・移住、定住関連組織との連携します。

大空町の持続的発展のため、定住人口の維持

拡大を図ります。

30年度に協力隊員1名が任

期終了、1名が町内で就業

し家族４名が定住。令和2

年４月に地域おこし隊2名

就任。協力隊員のサポート

体制と隊員終了後の本町の

定住が課題である。

オオゾライフによる移住定

住に関する情報の発信のほ

か、地域おこし協力隊、サ

ポートする会と連携し移住

希望者の相談等に応えられ

るような体制、及び大空町

の持続的発展のため定住人

口の維持拡大を図る施策が

必要。

今 後 の 方 向 性

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

定住人口の維持拡大、オオゾライフ
等による移住・定住情報発信、オン
ライン移住相談の実施、地域おこし
協力隊による地域活動

定住人口の維持拡大、オオゾライフ
等による移住・定住情報発信、オン
ライン移住相談の実施、地域おこし
協力隊による地域活動

定住人口の維持拡大、オオゾライフ等
による移住・定住情報発信、オンライン
移住相談の実施、地域おこし協力隊に
よる地域活動

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

19,152
事業費

17,152
事業費

17,152

オオゾライフ等による移住・定住情
報発信
オンライン移住相談の実施
地域おこし協力隊による地域活動

オオゾライフ等による移住・定住情
報発信
オンライン移住相談の実施
地域おこし協力隊による地域活動

オオゾライフ等による移住・定住情報
発信
オンライン移住相談の実施
地域おこし協力隊による地域活動

個別計画

― ― ― 事業費

ローリ

ング前19,152 17,152

事業費 3,714 事業費 3,714

17,152

520104 3年間の事業費 53,456 10284 事業費

施策事業Ｎｏ ①-５ 町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施
・無料職業紹介所運営協力員報償費
900千円
・その他経費58千円

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施
・無料職業紹介所運営協力員報償費
1,200千円

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況

3,714

決算額 958 事業費 1,267 継続
地域職業紹介事業

無料職業紹介所（おおぞらワーク）を開設

し、町内事業所の求人と求職者のマッチング

を行い、町内の雇用を促進します。

求人情報をタイム

リーに更新している

ほか、農業アルバイ

トを紹介している。

農繁期の農業アルバ

イトの確保と、持続

的できる紹介コー

ディネートの体制づ

くりを整備する。

今 後 の 方 向 性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

個別計画
― ― ― 事業費 1,267 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

1,267 1,267 1,267

3年間の事業費 3,801

ローリ

ング前

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

町内事業所の求人情報発信
農業アルバイトのマッチングの実施

1,120

1,267 事業費 1,267

10286 事業費 1,120 事業費 1,120 事業費520105

予 算 の 妥 当 性

維持

☆☆

予 算 の 妥 当 性

維持

4



5
基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

２．移住・定住対策の促進　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 2 ～

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 移住・定住支援室 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 2 ～ 7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 移住・定住支援室 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

２．移住・定住対策の促進　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ 33

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

担い手・移住者受入促

進事業

今 後 の 方 向 性

個別計画
令和3年度から移住・

定住促進事業へ統合

― ― ―

施策事業Ｎｏ ①-６ 移住・定住促進事業へ統合 ☆☆

事業費

施策事業Ｎｏ ①-７ 会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

移住・定住促進事業会計

年度任用職員給与費

移住・定住に関する情報発信や移住希望者か

らの仕事、居住の相談支援等の業務に従事す

る会計年度任用職員の給与等

会計年度任用職員4名

（地域おこし協力隊2

名含む）

今 後 の 方 向 性

11,137 11,137

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況 これまでの効果

10288 事業費 事業費 事業費

ローリ

ング前

事業費事業費

3年間の事業費520106

決算額 116 事業費 改善

個別計画
― ― ― 事業費 11,137 事業費 11,137

会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

☆☆

会計名称

決算額

一般会計
ローリ

ング後

会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

8,455 事業費 11,737 継続

520107 3年間の事業費 33,411

ローリ

ング前

会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

会計年度任用職員4名（地域おこし
協力隊2名含む）

会計年度任用職員4名（地域おこし協
力隊2名含む）

11,107

事業費 11,137

笑顔

ＰＪ

11,137

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

会計年度任用職員4名（地域おこし協
力隊2名含む）

310280 事業費 11,107 事業費 11,107 事業費

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ②-１ 住宅支援奨励金（町分譲地3世帯
分）

住宅支援奨励金（町分譲地2世帯
分）

☆☆

これまでの効果

決算額 3,000 事業費 2,000 完了
いきいき子育て住宅支

援事業

子育て世帯に向けた住宅支援補助 子育て世帯へ住環境づ

くりのための経済的支

援をすることで子育て

の喜びを実感し本町の

定住の促進と地域の活

性化につながってい

る。今後、住宅用地の

計画的造成と子育て世

帯の経済的な住宅支援

の更なる制度の充実化

が課題である。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

個別計画

〇 ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

企画グループ

520201 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費

10280 事業費 事業費 事業費

☆☆

予 算 の 妥 当 性

―

☆☆

予 算 の 妥 当 性

維持



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

２．移住・定住対策の促進　（施策③）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ 37

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

会計名称 一般会計

事業期間 28 ～ Ｒ7

個別計画 千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 Ｒ2 ～ Ｒ7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ③-１ ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）・北
見大空会(休会)

ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）

☆☆

ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）・北
見大空会(休会)

ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）・北
見大空会(休会)

ふるさと会への参加　東京東藻琴会・
札幌東藻琴会（休会状態）・北見大空
会(休会)

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 事業費 409 継続ふるさと会事業

大空町にゆかりのある都市部在住の方々とふ

るさと会を通じて交流を図る。

会員の高齢化により

年々会員数が減少して

いる。平成30年度には

北見ふるさと会が活動

を休止、令和元年度は

東京女満別会が解散、

さらに札幌東藻琴会が

実質的な休会状態と

なっている。行政から

の活動支援を明確にし

て取組を進める必要が

ある。

今後の方向性

10291 事業費

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）

ふるさと会への参加　東京東藻琴
会・札幌東藻琴会（休会状態）

ふるさと会への参加　東京東藻琴会・
札幌東藻琴会（休会状態）

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

409 事業費 409 事業費 409

決算額 617 事業費 2,207 継続

409

個別計画

― ― ― 事業費

ローリ

ング前企画グループ 409 409

事業費 409 事業費 409

409

520301 3年間の事業費 1,227

施策事業Ｎｏ ③-３ ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

会計名称 国保会計
ローリ

ング後

ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

ふるさと応援寄附金事業

会計年度任用職員給与費

ふるさと応援寄附金事業を円滑に進めるた

め、会計年度任用職員を雇用する。

会計年度任用職員の

雇用により、ふるさ

と応援寄附に関する

受付、収納、返礼品

手配等、事務の円滑

化が図られた。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ふるさと応援寄附金事業に従事する会
計年度任用職員の雇用

ローリ

ング前

ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

ふるさと応援寄附金事業に従事する
会計年度任用職員の雇用

ふるさと応援寄附金事業に従事する会
計年度任用職員の雇用

2,972

事業費 2,972

事業費 2,972 事業費 2,972 事業費

税務グループ 2,972 2,972 2,972

520303 3年間の事業費 8,916

事業費 2,972 事業費 2,972

☆☆

予算の妥当性

維持

ご寄附をいただいた方へのお礼と特産品の贈

呈をとおし町の魅力のPRを行う。
ふるさと応援寄附金事

業

これまでの成果と

今後の課題
事　業　概　要（３年間の概要）

事　　業　　名

③-２施策事業Ｎｏ

R2年度は204,003千円

8,128件の寄附をいた

だいた。年々金額件数

ともに増加傾向で、町

のPRやファン獲得に繋

がっている。今後はリ

ピーターの確保、新規

寄附者の獲得へ向けて

一層力を入れる必要が

ある。

10234

― 〇 ―

暮らしづくりＰＬ賑いづくりＰＬ人づくりＰＬ笑顔

ＰＪ

121,075 121,075 121,075

363,2253年間の事業費520302

税務グループ

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

☆☆

予算の妥当性

☆☆

継続 維持

今後の方向性

寄付者報償費　84,185、代理納付システ
ム使用料　4,556、サイト掲載使用料6社
分　19,639

寄付者報償費　84,185、代理納付シス
テム使用料　4,556、サイト掲載使用料
6社分　19,639

寄付者報償費　84,185、代理納付シス
テム使用料　4,556、サイト掲載使用料
6社分　19,639

寄付者報償費　63,344、、代理納付シ
ステム使用料　4,005、サイト掲載使用
料３社分　10,757

寄付者報償費　82,620、代理納付シス
テム使用料　4,614、サイト掲載使用料
5社分　16,517

81,656決算額 事業費 115,583

寄付者報償費　71,640、【臨時職員2人
2,160】、代理納付システム使用料　3,883、
サイト掲載使用料２社分　12,804

寄付者報償費　71,640、【臨時職員2人
2,160】、代理納付システム使用料　3,883、
サイト掲載使用料２社分　12,804

寄付者報償費　71,640、【臨時職員2人
2,160】、代理納付システム使用料　3,883、サ
イト掲載使用料２社分　12,804

92,152 92,002 92,032

121,075121,075121,075 事業費 事業費

事業費事業費

事業費

事業費

ローリ

ング後

ローリ

ング前

6



7基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

３．情報ネットワークの整備　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ①-１ ―

これまでの効果

決算額 事業費 ―

―

予算の妥当性

―
衛星ブロードバンド整

備事業

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総務グループ

530101 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ①-２
衛星ブロードバンド機器保守、情報通信
基盤整備（実施・大空町全域を単年度
で整備・民設民営）

☆☆

事　　業　　名

事　業　概　要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

－ 事業費 事業費 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

衛星ブロードバンド機器
撤去

地域情報通信基盤整備

推進事業

・大空町内条件不利地域における情報通信基盤整備検討

（高度無線環境整備推進事業、民設民営）

・衛星ブロードバンド整備事業で整備した衛星ブロード

バンド機器の運用（保守）⇒高度無線環境整備推進事業

完了後、撤去（衛星ブロードバンドサービスを提供する

通信事業者の人工衛星更新・地上局の機器は更新しなけ

れば継続使用できないため、撤去する）

・条件不利地域の需要

調査（Ｈ３０）

・情報通信格差解消検

討（Ｈ３０）

・民設民営による情報

通信基盤整備検討（Ｒ

１）

・高度無線環境整備推

進事業による整備（Ｒ

２、単年度、大空町全

域、民設民営）

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額
423,867

事業費
継続

事業費 事業費 事業費

総務グループ 1,000

530102 3年間の事業費 1,000

ローリ

ング前

事業費事業費 1,000 事業費

予算の妥当性

維持

①－１は①－２に統合



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

３．情報ネットワークの整備　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

３．情報ネットワークの整備　（施策③）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ②-１
内部情報システム等更新（イントラネッ
ト・強靭化・内部情報）、　庁舎・公共施
設強靭性向上（イントラネット分離、学校
インターネット分離）

☆☆

これまでの効果

決算額 事業費 改善

☆☆

予算の妥当性

―

自治体情報システム強靭

性向上事業

かつて整備したイントラネット（自営）は社会保障税番

号制度が始まったことや住民生活や行政においてイン

ターネットがより密接になったため、行政情報の安全性

確保の観点からネットワーク分離を図る必要がある

強靭化により再構築した内部情報システム、ネットワー

ク設備類の運用管理は「自治体情報システム強靭性向上

事業」で対応する

・強靭化（Ｈ２８）により

再構築した内部情報システ

ム、ネットワーク設備類の

運用管理は「自治体情報シ

ステム強靭性向上事業」で

対応する

・リースによるコスト平準

化を図る

・公共施設のネットワーク

分離を検討する必要がある

・学校などのインターネッ

ト分離をＲ１実施（小・

中・高・図書館）

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

個別計画 地域防災計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総務グループ

530201 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費

－ 事業費 事業費 事業費

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ③-１ 行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

これまでの効果

決算額 事業費 継続

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

☆☆ ☆☆

予算の妥当性

維持

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

町のホームページから各種申請書等の様式を

提供するとともに、審議会情報の公開やパブ

リックコメントを実施する。

広報広聴事業（行政手

続関連事業）

企画グループ

530301 3年間の事業費

ローリ

ング前

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

適時適切な情報公開

に引き続き努める。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

行政手続きに関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

10217 事業費 事業費 事業費

②－１は５．②－１０に統合
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9基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R3

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 町民自治推進委員会報償　3回
（Ｒ２年度中に自治基本条例改正の諮問）
運用検証・条例見直し協議

町民自治推進委員会　1回
R4.3委員改選

☆☆

これまでの効果

決算額 100 事業費 48 継続

☆☆

予算の妥当性

維持町民参加推進事業

平成24年６月条例制定された自治基本条例が

実情にあっているか定期的に見直し、条例の

実効性を高めることなどの検証と見直しに関

する事などについて諮問する。

令和2年度に条例見直しの

諮問、委員会での審議を行

い、条例の一部見直しにつ

いて町長に答申を行った。

令和3年度に条例の一部改

正について議会に提案し議

決された。今後も条例を守

り育て実効性を高めるため

見直し等を行っていく。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

町民自治推進委員会　１回

個別計画
― ― ― 事業費 53 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

町町民自治推進委員会　1回
R6.3委員改選

町民自治推進委員会報償　3回
（Ｒ６年度中に自治基本条例改正の諮問）
運用検証・条例見直し協議

企画グループ 53 53 155

540101 3年間の事業費 261

ローリ

ング前

町民自治推進委員会　１回 町民自治推進委員会　1回
36.3委員改選

町民自治推進委員会報償　3回
（Ｒ６年度中に自治基本条例改正の諮問）
運用検証・条例見直し協議

155

53 事業費 155

施策事業Ｎｏ ①-２ 委員13人、3回開催
委員再選
テーマ検討

委員13人、3回開催 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10293 事業費 53 事業費 53 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

地域づくり懇談会運営

事業

大空町が持つ多様な地域特性を活かした新しい地

域づくりを推進するためH28.4.1に設置した大空町

地域づくり懇談会の運営を行う。（地域審議会の

後継組織だが役割を大きく変更）

大空町トラベルガイ

ド「大空町楽体験」

を発行するなど、地

域づくりのため自主

的な活動を行ってい

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 227 事業費 227 継続

委員13人、3回開催

10272 事業費 事業費 事業費

企画グループ

540102 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ①-３ 元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 345 事業費 900 継続

元気づくり応援事業補助

金（地域・芸文活動事

業）

大空町元気づくり応援事業補助金交付要綱に基づ

き、町民が自主的・主体的に行う多様な文化、産

業等を活かしたまちづくりと、個性豊かで優れた

人材の育成を図り、活力と潤いのある元気なまち

づくりを応援する。

平成29年度に事業運

用の課題を整理し、

町民が自主的・主体

的に行う活動支援内

容が整った。町民活

動支援策としてのＰ

Ｒが必要である。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

900 事業費 900 事業費 900

900

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
企画グループ 900 900

事業費 900 事業費 900

900

540103 3年間の事業費 2,700 10233 事業費

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動・その他）



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-４ 表彰記念品等　19件 表彰記念品等　２２件 ☆☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 543 事業費 873 継続町表彰式事業
町の政治、経済、文化、社会等の発展に功績

にあった方への表彰

【表彰者数】

・Ｈ27～13件

・Ｈ28～20件

・Ｈ29～26件

・Ｈ30～25件

・Ｒ元～20件

・Ｒ２～19件

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

表彰記念品等 表彰記念品等 表彰記念品等

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

819 事業費 819 事業費 819

表彰記念品等 表彰記念品等 表彰記念品等

819

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
総務グループ 819 819

事業費 819 事業費 819

819

540104 3年間の事業費 2,457 10246 事業費

施策事業Ｎｏ ①-５ 一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）

一般事務費
公用車管理（プリウス）

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 1,696 事業費 829 継続
企画振興一般事務費

（一般事務費）

企画振興事務に係る一般事務費 経常経費であり、今

後も継続する必要が

ある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

一般事務費
公用車管理（プリウス）

個別計画
― ― ― 事業費 817 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

一般事務費
公用車管理（プリウス）

一般事務費
公用車管理（プリウス）

企画グループ 817 667 907

540105 3年間の事業費 2,391

ローリ

ング前

一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）

一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）

一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）

963

667 事業費 907

施策事業Ｎｏ ①-６ 議員報酬・期末手当等 議員報酬・期末手当等 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10227 事業費 1,143 事業費 1,139 事業費

決算額 50,151 事業費 50,483 継続

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

議員報酬・期末手当等 議員報酬・期末手当等

議員報酬及び期末手当

等

大空町議会議員の報酬、期末手当、共済費な

どに関する経費

議員定数・報酬等に

関する協議・検討が

必要

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

議員報酬・期末手当等

ローリ

ング前

51,100

事業費 50,109

10101 事業費 51,100 事業費 51,100 事業費

議会事務局 50,109 50,109 50,109

540106 3年間の事業費 150,327

事業費 50,109 事業費 50,109

議員報酬・期末手当等 議員報酬・期末手当等 議員報酬・期末手当等

10



11基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-７ 定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122】

決算額 1,200 事業費 1,331 継続 維持議会運営費

議会定例会(年4回)及び臨時会(不定期)の運

営・対応等に関する経費

定例会及び臨時会に

係る運営・対応等を

行っているが、議会

中継録画等のあり方

についてさらなる協

議が必要

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 1,443 事業費 1,314

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122、
模擬議会経費76】

☆☆

議会事務局 1,443 1,314 1,314

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122、
議場氏名掲示（改選）60、議員章69】

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122】

540107 3年間の事業費 4,071

ローリ

ング前

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122、
議場氏名掲示（改選）60】

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122】

1,321

事業費 1,314

笑顔

ＰＪ

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122】

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

定例会・臨時会運営・対応等経費【議
事録作成支援システム使用料1,122】

施策事業Ｎｏ ①-８ 常任委員会視察（道外１、道内３）→コ
ロナで中止

常任委員会視察なし ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10102 事業費 1,381 事業費 1,321 事業費

決算額 110 事業費 179 継続

☆☆

予算の妥当性

維持

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

常任委員会視察（道外１、道内３）
※議会改選期

常任委員会視察（道外１、道内２） 常任委員会視察（道外１、道内２）

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
議会事務局 2,013 1,675

事業費 1,660 事業費 1,920

議会委員会費

各委員会の活動・研修等に関する経費

（議会運営委員会、３常任委員会、予算・決

算審査特別委員会等）

任期毎に計画的に行

政視察・研修を行っ

ているが、内容やあ

り方について協議が

必要。

今後の方向性

1,645

540108 3年間の事業費 5,333 10103 事業費

2,013 事業費 1,675 事業費 1,645

常任委員会視察（道外１、道内２）
※議会改選期

常任委員会視察（道外１、道内２） 常任委員会視察（道外１、道内３）

1,660

☆☆施策事業Ｎｏ ①-９ 議員の研修活動の実施 議員の研修活動の実施、議長会府県
調査

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 528 事業費 1,233 継続議員研修費
議員の研修活動の実施 全道及び北網地区等

において議員研修に

参加しているが、毎

年参加の是非につい

て協議が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

議員の研修活動の実施、議長会府県
調査

個別計画
― ― ― 事業費 1,065 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

議員の研修活動の実施 議員の研修活動の実施

ローリ

ング前

議員の研修活動の実施 議員の研修活動の実施 議員の研修活動の実施

858

609 事業費 609

10104 事業費 598 事業費 598 事業費

議会事務局 1,065 609 609

540109 3年間の事業費 2,283



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ①-１０

決算額 1,076 事業費 1,916 継続

― ― ― 事業費 2,116 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

議会事務局における一般事務費 議会事務局における一般事務費

議会事務局における一般事務費

議会事務局における一般事務費 議会事務局における一般事務費 ☆☆

議会事務局における一般事務費 議会事務局における一般事務費 議会事務局における一般事務費

議会事務局 2,116 1,966 2,189

540110 3年間の事業費 6,271

ローリ

ング前

2,059

1,966 事業費 2,189

例年、郡下、北網、

管内、全道議長会に

係る事業等を実施し

ているが、各ふるさ

と会等への参加につ

いて協議が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

議会事務局における一般事務費

個別計画

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10106 事業費 1,986 事業費 1,852 事業費

議会広報活動費

議会の広報活動として、議会広報モニターの

意見を反映しながら議会だよりを発行する。

議会基本条例に基づ

く広報活動充実のた

め、議会広報先進事

例研修や議会広報モ

ニター意見集約等で

議会広報へ活用を

行っている状況。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

施策事業Ｎｏ ①-１１ 議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費・議会だより臨時号（模擬議会）

☆☆

ローリ

ング後

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

540111 3年間の事業費 2,865

ローリ

ング前

955

事業費 955事業費 955 事業費 955

決算額 866 事業費 1,069 継続

議会事務局 955 955 955

一般会計

施策事業Ｎｏ ①-１２ 第2次総合計画の中間見直し
・町民アンケート
・策定審議会2回開催

第2次総合計画見直しダイジェスト印刷 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10107 事業費 955 事業費 955 事業費

決算額 599 事業費 113 継続総合計画策定事業

第2次総合計画の見直しに関する事業及び第３次総

合計画策定に関する事業

総合計画の中間年であ

る令和2年度に町民全戸

アンケートを実施し、

住みよさの指標のほ

か、意向の変化を調査

した。これらを踏ま

え、位置付けている事

業を検証し、必要な見

直しを行った。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
政策グループ

事業費 6,179

次期計画策定に向けた策定審議会開催
町民アンケート・策定支援業務委託

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

次期計画策定に向けた策定審議会開催
町民アンケート・策定支援業務委託

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費

事業費 事業費 6,330

6,179

540112 3年間の事業費 6,179 事業費

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

議会の広報活動研修費・議会だより発
行費

会計名称

議会事務局費

12



13基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 29 ～ 29

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R6

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 2 ～ 2

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

―

☆☆

予算の妥当性

―

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

まちづくり宣言普及促

進事業

平成28年3月に制定されたまちづくり宣言「大

空に 人・花・心育むまち」を浸透させるため

周知を図り、まちづくり宣言の理念をテーマ

にした行動事業として町民参加を促す。

今後の方向性

事業費 事業費

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ローリ

ング前

委員15人、年2回開催

事業費 71 継続

会計名称 一般会計

― 事業費

①-１３ ☆☆

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ

540113 3年間の事業費 事業費 事業費 事業費

決算額 事業費 完了

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

地方創生推進事業

大空町まち・ひと・しごと・創生人口ビジョ

ン・総合戦略に関する意見聴取のため設置し

ている「大空町まち・ひと・しごと創生会

議」の運営及び戦略のＰＲを行う。

平成２７年度に策定し

た総合戦略の進捗状況

について、第三者委員

から意見を聴取してい

る。人口減少に歯止め

をかけるために必要に

応じた総合戦略の見直

しをする必要があり、

令和１年度は第２期総

合戦略の策定を行っ

た。

今後の方向性

決算額

ローリ

ング前
企画グループ

― ― ― 事業費 175 事業費 1,265 事業費 175

施策事業Ｎｏ ①-１４ 委員15人、年1回開催 ☆☆

1,265 175

540114 3年間の事業費 1,615 事業費 175 事業費

施策事業Ｎｏ ①-１5 女満別誕生１００年記念事業

175 事業費 175

個別計画

100年記念式典事業

女満別誕生１００年記念式典事業 今後の方向性

決算額 1,051 事業費 完了

会計名称 一般会計
ローリ

ング後
笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 事業費 事業費

ローリ

ング前
総務グループ

540115 3年間の事業費 事業費 事業費 事業費

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

ローリ

ング後

委員15人、年2回開催 委員15人、年3回開催　策定支援委託
次期総合計画PRパンフレット印刷

委員15人、年2回開催

笑顔

ＰＪ

委員15人、年2回開催 委員15人、年2回開催

政策グループ 175



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策③）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 R4 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

―

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ②-１ 関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

☆☆

これまでの効果

決算額 事業費 継続
企画振興一般事務費（男

女共同参画事業）

男女共同参画に基づく啓発の実施 男女共同参画に関す

る情報収集に努めて

いる。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

企画グループ

540201 3年間の事業費

ローリ

ング前

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

関係機関との連絡調整
（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

10227 事業費 事業費 事業費

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ③-１ 広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークや意
見箱による広聴活動

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークや意
見箱による広聴活動

☆☆

これまでの効果

決算額 14,317 事業費 14,134 改善広報広聴事業

〇広報誌・情報掲示板・ホームページ、ＳＮＳ、

動画などによる広報事業の充実

〇町政懇談会や意見箱の設置、代表メールによる

広聴事業の実施

広報誌、情報掲示板、

ホームページ、LINＥ、

動画により情報活動を

進めている。今後、紙

面を使った町からの情

報発信について広報モ

ニターなどからの意見

を頂き時代のニーズに

あった情報発信を検討

する必要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動　　（広報
誌制作プロポーザル実施）

個別計画

― ― ― 事業費 12,845 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動

企画グループ 12,845 12,835 11,835

540301 3年間の事業費 37,515

ローリ

ング前

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動　　（広報
誌制作プロポーザル実施）

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動

広報誌やＬＩＮＥ、動画、ホームページな
どによる広報活動、ふれあいトークやふ
れあい意見箱による広聴活動

10,028

12,835 事業費 11,835

施策事業Ｎｏ ③-２ ―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10217 事業費 10,028 事業費 10,028 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

そらナビ保守業務委託 そらナビ保守業務委託

安心生活支援事業
ボリューム・スピードを備えた情報発信の理

想領域を実現する媒体として、町専用の情報

配信アプリケーションの開発を行う。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

そらナビ保守業務委託

決算額 事業費 ―

事業費 事業費 事業費

企画グループ 5,511 5,511 5,511

540302 3年間の事業費 16,533

ローリ

ング前

事業費 5,511事業費 5,511 事業費 5,511

―

予算の妥当性

―

14
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基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

４．町民と行政の協働　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 福祉課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 R2 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 福祉課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ④-１ 情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬（新型コロナ感染拡大のため中
止）

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

☆☆

これまでの効果

決算額 事業費 54 継続

情報公開及び個人情報保

護審査特別委員会委員報

酬

情報公開及び個人情報保護に関する不服申立

事案の審査

情報公開及び個人情

報保護に関する不服

申し立て事案の実績

はなく、年１回定例

の審査会を開催し、

開示請求に関する実

施状況報告等を行っ

ている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

個別計画
― ― ― 事業費 54 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

総務グループ 54 54 54

540401 3年間の事業費 162

ローリ

ング前

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

情報公開及び個人情報保護審査会委
員報酬

54

54 事業費 54

施策事業Ｎｏ ④-２ 戸籍住民基本台帳管理費
マイナンバー対応のための住基・戸籍シ
ステム改修委託2,222

戸籍住民基本台帳管理費 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10205 事業費 54 事業費 54 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

戸籍住民基本台帳管理費
戸籍情報システム改修委託6，277

戸籍住民基本台帳管理費
戸籍総合システム更新委託13,750

戸籍住民基本台帳管理

事業

・戸籍に関する事務・住民基本台帳に関する事務

・印鑑登録及び印鑑証明に関する事務

・人口動態統計に関する事務

・マイナンバーに関する事務

国の制度改正に適切

に対応した窓口業

務、システムの維持

更新を行っている。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

戸籍住民基本台帳管理費

決算額 7,327 事業費 6,085 継続

10260 事業費 10,462 事業費 6,262 事業費

戸籍保険グループ 12,165 19,629 7,697

540402 3年間の事業費 39,491

ローリ

ング前

戸籍住民基本台帳管理費
戸籍総合システム更新委託5,000

戸籍住民基本台帳管理費 戸籍住民基本台帳管理費

6,592

事業費 7,697事業費 12,165 事業費 19,629

施策事業Ｎｏ ④-３ 会計年度職員 会計年度職員 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

ローリ

ング前
戸籍保険グループ

決算額 1,580 事業費 2,207 継続
戸籍住民基本台帳管理事

業会計年度職員給与費

会計年度職員 会計年度職員 今後の方向性

会計名称 国保会計
ローリ

ング後

会計年度職員 会計年度職員 会計年度職員

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

2,276 事業費 2,345 事業費 2,345

会計年度職員 会計年度職員 会計年度職員

2,281

個別計画
― ― ― 事業費

2,276 2,345

事業費 2,350 事業費 2,350

2,345

540403 3年間の事業費 6,966 310260 事業費

☆☆

予算の妥当性

維持



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 行政改革委員会　1回　11名
R3.2委員改選

行政改革委員会　3回　15名
第4次大綱・推進計画（R4～R8）策定
第5次使用料・手数料改定

☆☆

これまでの効果

決算額 55 事業費 232 継続

☆☆

予算の妥当性

維持行政改革推進事業

効率的な行政運営を実現するため、行政改革推進計画の

進捗状況を行政改革推進委員会に報告する

令和3年度は、第4次行政改革大綱及び第4次行政改革推

進計画（計画期間：令和4～8年度）を策定する

令和2年度行政改革推進委

員会では、令和元年度の推

進計画進捗状況、令和3年

度に予定する使用料手数料

改定、次期大綱・推進計画

策定、押印廃止に向けた取

り組みを説明した。引き続

き委員から意見を聴き、効

率的な行政運営推進に努め

る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

行政改革委員会　1回　15名
R5.2委員改選

個別計画
大空町行政改革推進計

画

― ― ― 事業費 80 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

行政改革委員会　１回　15名 行政改革委員会　1回　15名
R7.2委員改選
第6次使用料・手数料改定

政策グループ 80 80 160

550101 3年間の事業費 320

ローリ

ング前

行政改革委員会　1回　15名
R5.2委員改選

行政改革委員会　１回　15名 行政改革委員会　1回　15名
R7.2委員改選
第6次使用料・手数料改定

160

80 事業費 160

施策事業Ｎｏ ①-２ 指定期間満了となる2施設補者選考､
指定管施設のモニタリング

Ｒ3年度末で指定期間満了となる6施設の次
期指定管理者候補者の選考、指定管理者
が管理運営する全施設のモニタリング

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10268 事業費 80 事業費 80 事業費

☆☆

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

・Ｒ4年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

・Ｒ5年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

指定管理者選定事業

指定管理者候補者選考過程における透明性と公平性の確

保、指定された指定管理者による公の施設の効率的、効

果的な運営と利用者に対するサービスの質の向上につな

げるため、指定管理者選定委員会において候補者の選考

及び管理運営状況等のモニタリングを実施する。

指定管理の適正な管

理運営と利用者に対

するサービスの質の

向上につなげるた

め、慎重審議に継続

して取り組む。

今後の方向性

個別計画
― 〇 〇

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

・Ｒ6年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

決算額 69 事業費 105 継続

・33年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

・33年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

・33年度末で指定期間満了となる施設
の次期指定管理者候補者の選考
・指定管理者が管理運営する全施設の
モニタリング

10273 事業費 106 事業費 106 事業費

企画グループ 106 106 106

550102 3年間の事業費 318

ローリ

ング前

106

事業費 106事業費 106 事業費 106

施策事業Ｎｏ ①-３ 国勢調査・学校基本調査・工業統計調
査

学校基本調査・工業統計調査・経済セ
ンサス活動調査

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

ローリ

ング前
企画グループ

決算額 4,286 事業費 474 継続統計調査事務費

統計調査を実施することにより、本町におけ

る各種計画策定の基礎ﾃﾞｰﾀを収集する。

統計法等の関係法令

等に基づき、適正に

事務執行を行う。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

学校基本調査・工業統計調査・住宅土
地統計調査（単位区設定）・就業構造
基本調査・全国物価統計調査

学校基本調査・工業統計調査・住宅土
地統計調査・商業統計

学校基本調査・工業統計調査・農林業
センサス・国勢調査調査区管理・経済
センサス基礎調査笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

215 事業費 369 事業費 1,317

学校基本調査・工業統計調査・住宅土地統
計調査（単位区設定）・就業構造基本調査・
全国物価統計調査

学校基本調査・工業統計調査・住宅土地統
計調査・商業統計

学校基本調査・工業統計調査・農林業セン
サス・国勢調査調査区管理・経済センサス
基礎調査

215

個別計画
― ― ― 事業費

215 369

事業費 369 事業費 1,317

1,317

550103 3年間の事業費 1,901 10264 事業費

16



17
基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-４ 新型コロナウイルスの影響から夏季
要望が中止。

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 148 事業費 263 継続
オホーツク圏活性化期

成会負担金

オホーツク圏の活性化推進を図り、もって圏

域住民の生活文化の向上と産業の振興を積極

的に推進するための要望活動等を実施

オホーツク管内自治体

首長、議会議長で構成

する「オホーツク圏活

性化期成会」におい

て、圏域の振興発展に

向けた取組を展開。

鉄路の維持存続問題を

はじめ、地域を取り巻

く課題に対し、解決に

向けた柔軟な対応と一

層の連携が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

242 事業費 242 事業費 242

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

・夏季要望(中央省庁等）
・秋季要望(道、道議会）

242

個別計画

― 〇 〇 事業費

ローリ

ング前政策グループ 242 242

事業費 242 事業費 242

242

550104 3年間の事業費 726 10247 事業費

施策事業Ｎｏ ①-５ 選挙前年度 ☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 事業費 4,559 継続
大空町長・大空町議会

議員選挙費

大空町長・大空町議会議員選挙に係る執行経費

任期　平成30年4月23日から令和4年4月22日まで

令和4年4月投開票予定（告示日　投票日の５日

前）

法の定めにより実施

しており、今後も継

続する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

大空町長・議会議員選挙

個別計画
― ― ― 事業費 3,850 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

選挙管理委員会 3,850

550105 3年間の事業費 3,850

ローリ

ング前

大空町長・議会議員選挙

事業費

施策事業Ｎｏ ①-６ ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10283 事業費 3,850 事業費 事業費

決算額 事業費 継続

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

選挙前年度 北海道知事・北海道議会議員選挙

北海道知事・北海道議

会議員選挙費

北海道知事・北海道議会議員選挙に係る執行

経費

法の定めにより実

施しており、今後

も継続する。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ローリ

ング前

選挙前年度 北海道知事・北海道議会議員選挙

事業費

10270 事業費 2,952 事業費 2,004 事業費

選挙管理委員会 2,952 2,004

550106 3年間の事業費 4,956

事業費 2,952 事業費 2,004



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策①）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-７

決算額 事業費 継続

☆☆

予算の妥当性

維持参議院議員選挙

参議院議員選挙に係る執行経費 法の定めにより実施

しており、今後も継

続する。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 3,543 事業費

☆☆

選挙管理委員会 3,543

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

参議院議員選挙

550107 3年間の事業費 3,543

ローリ

ング前

参議院議員選挙

事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

施策事業Ｎｏ ①-８ 衆議院議員総選挙 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10282 事業費 3,543 事業費 事業費

決算額 事業費 3,416 継続

☆☆

予算の妥当性

維持

会計名称 一般会計
ローリ

ング後
笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
選挙管理委員会

事業費 事業費

衆議院議員選挙

衆議院議員選挙に係る執行経費 法の定めにより実施

しており、今後も継

続する。

今後の方向性

550108 3年間の事業費 10290 事業費

事業費 事業費

18



19基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

総務課職員厚生業務に関する一般事務費

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ②-１ 職員厚生一般事務

決算額 891 事業費 1,381 継続職員厚生一般事務
経常経費であり、今

後も継続が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

職員厚生一般事務

個別計画
― ― ― 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

職員厚生一般事務 職員厚生一般事務

職員厚生一般事務

総務グループ 1,377 1,377 1,377

550201 3年間の事業費 4,131

ローリ

ング前

職員厚生一般事務 職員厚生一般事務 職員厚生一般事務

1,329

1,377 事業費 1,3771,377 事業費

施策事業Ｎｏ ②-２ 職員研修会・職員研修旅費等 職員研修会・職員研修旅費等 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10214 事業費 1,329 事業費 1,329 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

職員研修会・職員研修旅費等 職員研修会・職員研修旅費等

職員研修事業
多様化する住民ニーズに応え、行政課題に的

確に対処し問題解決していく能力を身につ

け、効率的な行政運営が推進できるよう職員

の能力と資質向上を図る。

毎年、研修計画に基

づき職員を研修に参

加させ、能力と資質

の向上に努めてい

る。今後も継続が必

要。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

職員研修会・職員研修旅費等

決算額 2,548 事業費 4,027 継続

10215 事業費 4,351 事業費 3,941 事業費

総務グループ 4,653 4,053 4,653

550202 3年間の事業費 13,359

ローリ

ング前

職員研修会・職員研修旅費等 職員研修会・職員研修旅費等 職員研修会・職員研修旅費等

4,270

事業費 4,653事業費 4,653 事業費 4,053

施策事業Ｎｏ ②-３ 職員健康診査委託 職員健康診査委託 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

ローリ

ング前
総務グループ

決算額 4,391 事業費 4,895 継続職員福利厚生事業
職員の福利厚生、安全衛生管理・健康の保持

のための健康診査の実施

職員の健康診断委託

料であり、今後も継

続とする。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

職員健康診査委託 職員健康診査委託 職員健康診査委託

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

4,895 事業費 4,895 事業費 4,895

職員健康診査委託 職員健康診査委託 職員健康診査委託

4,807

個別計画
― ― ― 事業費

4,895 4,895

事業費 4,807 事業費 4,807

4,895

550203 3年間の事業費 14,685 10216 事業費



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ②-４ 一般職138人、特別職3人
外国語指導助手0人
任期付　　1人、再任用4人

一般職134人、特別職3人
外国語指導助手0人
任期付　　1人、再任用5人

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 1,098,958 事業費 1,126,228 継続職員給与費

職員の給与 定員管理計画に基づ

き職員を採用してい

るが、再任用職員が

年々増えるため、人

件費は増加すると考

えられる。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手0人
任期付　　0人、再任用4人

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手0人
任期付　　0人、再任用8人

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手0人
任期付　　0人、再任用8人笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

1,058,702 事業費 1,066,646 事業費 1,064,460

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　0人、再任用11人

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　0人、再任用18人

一般職126人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　0人、再任用22人

1,098,430

個別計画 大空町定員適正化計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
総務グループ 1,058,702 1,066,646

事業費 1,088,543 事業費 1,077,832

1,064,460

550204 3年間の事業費 3,189,808 11201 事業費

施策事業Ｎｏ ②-５ 例規データ作成業務委託 例規データ作成業務委託 ☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 3,016 事業費 3,018 継続例規集データ作成事業
例規集データ作成業務及び加除追録業務 Super Reiki-Baseシ

ステム使用料等であ

り、今後についても

事務に必要であるた

め継続としたい。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

例規データ作成業務委託

個別計画
― ― ― 事業費 3,018 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

例規データ作成業務委託 例規データ作成業務委託

総務グループ 3,018 3,018 3,018

550205 3年間の事業費 9,054

ローリ

ング前

例規データ作成業務委託 例規データ作成業務委託 例規データ作成業務委託

3,018

3,018 事業費 3,018

施策事業Ｎｏ ②-６ 総務一般事務 総務一般事務 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10203 事業費 3,018 事業費 3,018 事業費

☆☆

予算の妥当性

決算額 6,429 事業費 7,252 継続

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

総務一般事務 総務一般事務

総務一般事務費
総務課総務グループにおける一般事務費 郵便料や電話料、町

村会総合賠償補償保

険に係る経費であ

り、今後も継続が必

要である。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総務一般事務

ローリ

ング前
7,265

事業費 7,244

10201 事業費 7,265 事業費 7,265 事業費

総務グループ 7,244 7,244 7,244

550206 3年間の事業費 21,732

事業費 7,244 事業費 7,244

総務一般事務 総務一般事務 総務一般事務

20



21基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD+3334:356 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ②-７ 総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

決算額 2,229 事業費 2,437 継続
総合支所運営事務費

総合支所の運営に関する全般的な一般事務費 ・総合支所運営に係る

事務費であり、継続が

必要である。

・大判プリンター複合

機の老朽化により更新

が必要である。

・R２年度から臨時職員

人経費について、会計

年度任用職員給与費に

移行

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 2,663 事業費 2,417

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用
【複合機（大判コピー）更新～リース化】

☆☆

総務グループ 2,663 2,417 2,567

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

550207 3年間の事業費 7,647

ローリ

ング前

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

2,663

事業費 2,567

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総合支所運営事務費
【臨時職員１名】　⇒会計年度任用

施策事業Ｎｏ ②-８ 庁舎管理費 庁舎管理費
【役場庁舎大規模改修工事実施設計
12,540】

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10277 事業費 2,567 事業費 2,417 事業費

決算額 21,858 事業費 35,415 継続

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

庁舎管理費
【役場庁舎大規模改修工事R4-R5
500,000】

庁舎管理費
【役場庁舎大規模改修工事R4-R5
500,000】

庁舎管理費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
総務グループ 519,960 519,960

事業費 22,509 事業費 22,509

庁舎管理費

役場庁舎の維持管理 令和３年度に庁舎大

規模改修実施設計、

令和４・５年度に庁

舎大規模改修事業を

行う。今後も庁舎維

持管理のため状態を

確認しながら事業を

継続していく。

今後の方向性

19,960

550208 3年間の事業費 1,059,880 10235 事業費

519,960 事業費 519,960 事業費 19,960

庁舎管理費
【役場庁舎大規模改修工事400,000】

庁舎管理費 庁舎管理費

422,509

施策事業Ｎｏ ②-９ 総合支所庁舎管理費【総合支所改修
工事 140,000千円　総合支所改修工
事工事監理委託 5,000千円】

総合支所庁舎管理費 ☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 153,033 事業費 14,809 継続総合支所庁舎管理費

総合支所庁舎の維持管理 ・令和２年度に総合

支所耐震補強・改修

工事を実施済。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

総合支所庁舎管理費

個別計画
― ― ― 事業費 14,762 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総合支所庁舎管理費 総合支所庁舎管理費

ローリ

ング前

総合支所庁舎管理費 総合支所庁舎管理費 総合支所庁舎管理費

15,648

14,832 事業費 14,762

10278 事業費 15,648 事業費 15,648 事業費

総務グループ 14,762 14,832 14,762

550209 3年間の事業費 44,356



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

事　　業　　名

事　業　概　要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ②-１０
職員用端末更新（リース・Ｒ１～）、行政情報シス
テム運用等、北海道自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ
運用、地図情報ｼｽﾃﾑ4,986
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】
【総合行政情報システム更新】自庁型からクラウド
型へ

職員用端末更新（リース・Ｒ１～）、行政情報シス
テム運用等、北海道自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ
運用
社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）、総合行
政情報システム（クラウド化によりデーターセンター
利用へ）

☆☆

これまでの効果

決算額
78,778

事業費
84,970 改善行政事務情報化事業

・行政事務の効率化を図るための総合行政システム・内

部情報システム・イントラネットの運用

・総合行政情報システム、内部情報システム、イントラ

ネットなどの計画的な更新（Ｈ２５総合行政情報システ

ム、Ｈ２６内部情報システム・ネットワーク機器、Ｈ２

６～社会保障税番号制度、Ｈ２８強靭化）

・かつて整備したイントラネット（自営）は社会保障税

番号制度が始まったことや住民生活や行政においてイン

ターネットがより密接になったため、行政情報の安全性

確保の観点からネットワーク分離を図る必要がある

・総合行政情報システ

ム、内部情報システ

ム、イントラネット運

用

・職員用端末などを

リース調達によりコス

ト平準化を図る

・自治体クラウド（総

合行政情報システム導

入事業者と導入自治体

で研究会組織）

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

職員用端末更新（Ｈ２７）（リース・Ｒ１～）、行
政情報システム運用等、北海道自治体情
報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

個別計画

― ― ― 事業費 82,330 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

職員用端末更新（Ｈ２８）（リース・Ｒ１～）、行
政情報システム運用等、北海道自治体情
報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

行政情報システム運用等、職員用端末等
更新（H29)、北海道自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸ
ﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

総務グループ 82,330 82,307 82,284

550210 3年間の事業費 246,921

ローリ

ング前

職員用端末更新（Ｈ２７）（リース・Ｒ１～）、行
政情報システム運用等、北海道自治体情
報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

職員用端末更新（Ｈ２８）（リース・Ｒ１～）、行
政情報システム運用等、北海道自治体情
報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

行政情報システム運用等、職員用端末等
更新（H29)、北海道自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸ
ﾗｳﾄﾞ運用
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

73,721

82,307 事業費 82,284

施策事業Ｎｏ ②-１１
【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】
【総合行政情報システム更新】自庁型からク
ラウド型へ

社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）、総
合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）、※内部情報システ
ム、ネットワーク機器更新などは「自治体情
報システム強靭性向上事業」へ

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10206 事業費 94,257 事業費 90,224 事業費

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

情報システム更新事業

総合行政情報システム、内部情報システム、イントラ

ネットなどの計画的な更新（Ｈ２５総合行政情報システ

ム、Ｈ２６内部情報システム・ネットワーク機器、Ｈ２

６～社会保障税番号制度、Ｈ２８強靭化）

※内部情報システム、ネットワーク機器更新などは「自

治体情報システム強靭性向上事業」へ

・総合行政情報システ

ム更新Ｒ２（単独クラ

ウド）

・国保共同利用

・内部情報システム更

新Ｒ２～（強靭化、イ

ントラネットを含め

て）

・リース調達によるコ

スト平準化を図る

・自治体クラウド（総

合行政情報システム導

入事業者と導入自治体

で研究会組織）

今後の方向性

個別計画

― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

決算額 事業費 改善

総務グループ

―

3年間の事業費

ローリ

ング前

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】、
総合行政情報システム（クラウド化によりデー
ターセンター利用へ）

事業費事業費 事業費

事業費 事業費 事業費550211

②－１１は②－１０に統合
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基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策②）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 Ｒ２ ～ Ｒ７

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 Ｒ２ ～ Ｒ７

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 地域振興課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ②-１２ 委員報酬、費用弁償ほか 委員報酬、費用弁償ほか ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 790 事業費 877 継続
オホーツク町村公平委

員会費

地方公務員法第７条に委員会委員報酬、費用

弁償等の支払いを行う。

職員の給与、勤務時

間等条件に関する措

置要求の審査、判

定、必要な措置の執

行等を行う委員会と

して設置されてい

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
総務グループ 750 750

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

委員報酬、費用弁償ほか 委員報酬、費用弁償ほか

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

750 事業費 750 事業費

委員報酬、費用弁償ほか 委員報酬、費用弁償ほか

750 事業費 750 事業費

事　業　概　要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 2,008 事業費 2,224 継続 維持

会計名称

550212 3年間の事業費 1,500 事業費

今後の方向性 予算の妥当性

事　　業　　名

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ②-１３ 会計年度任用職員２名
（総務グループ１名、移住定住推進室１
名）

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

☆☆ ☆☆

総務一般事務費会計年

度任用職員給与費

会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１

名 決算額 3,187 事業費 2,375 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 2,295 事業費 2,364 事業費 2,455

ローリ

ング前

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）

会計年度任用職員１名
（総務グループ１名）総務グループ 2,295 2,364 2,455

3年間の事業費 7,114 事業費 2,291 事業費 2,358 事業費 2,386

施策事業Ｎｏ ②-１４ 総合支所運営事務会計年度任用
職員給与費
会計年度任用職員１名

総合支所運営事務会計年度任用
職員給与費
会計年度任用職員１名

☆☆ ☆☆

総合支所運営事務費会計

年度任用職員給与費

会計年度任用職員１名 ・令和２年度より総

合支所運営事務費よ

り移行。

今後の方向性 予算の妥当性

一般会計
ローリ

ング後

総合支所運営事務会計年度任用
職員給与費
会計年度任用職員１名

総合支所運営事務会計年度任用
職員給与費
会計年度任用職員１名

総合支所運営事務会計年度任用
職員給与費
会計年度任用職員１名笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

2,358 事業費 2,386

個別計画
― ― ― 事業費 2,295 事業費 2,364 事業費 2,455

ローリ

ング前

総合支所運営事務会計年度任用職員
給与費
会計年度任用職員１名

総合支所運営事務会計年度任用職員
給与費
会計年度任用職員１名

総合支所運営事務会計年度任用職員
給与費
会計年度任用職員１名総務グループ 2,295 2,364 2,455

3年間の事業費 7,114 事業費 2,291 事業費



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策③）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 R2 ～ R2

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 住民課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ③-１
町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務
　R3評価替に向けた業務【路線価設定
3,000】

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事
務

☆☆

これまでの効果

決算額 11,046 事業費 10,153 継続

☆☆

予算の妥当性

維持町税賦課徴収事業

●町税の賦課、納税通知、税額更正、徴収等

●３年に一度実施　固定資産評価替えに向け

た業務

●確定申告事務

●継続した徴収の対

応に一定の評価を得

られている（R1監査

講評）。

●納税者の理解を得

るため、今後も継続

して適正かつ公平、

公正な対応に十分留

意した事務執行に努

める。

今後の方向性

会計名称 一般会計

ローリ

ング後

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務
　R6評価替に向けた業務委託　【鑑定評価
3,465、路線価設定500】　基幹税務システ
ム等改修

個別計画

― ― ― 事業費 14,504 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務
　R6評価替に向けた業務【路線価設定
3,000】

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務

税務グループ 14,504 13,649 10,432

550301 3年間の事業費 38,585

ローリ

ング前

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務
　R6評価替に向けた業務委託　【鑑定評価
3,465、路線価設定500】

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務
　R6評価替に向けた業務【路線価設定3,000】

町税の賦課徴収事務
　賦課、納税通知、税額更正、徴収事務

10,435

13,649 事業費 10,432

施策事業Ｎｏ ③-２ 固定資産評価審査委員会書面開催 固定資産評価審査委員会の開催
固定資産評価額の審査申出に基づく審
査

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10258 事業費 14,507 事業費 13,622 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

固定資産評価審査委員会の開催
基準年度以降に価格設定された固定資産
評価額の審査申出に基づく審査

固定資産評価審査委員会の開催
基準年度以降に価格設定された固定資産
評価額の審査申出に基づく審査

固定資産評価審査委員

会委員報酬

●地方税法及び町税条例の規定に基づく委員会

●固定資産評価額に関する審査申出を受理、審査

する。

●審査申出の受理、審査実績は、過去ゼロ

所有者等の申出に基づき固

定資産税額算定基礎となる

評価額に関し審査する重要

な機関であり、公平性と公

正性が求められる。そのた

め、委員会事務局を担う職

員においても公正性、公平

性に十分配意しながら慎重

な対応と識見の深化に努め

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

固定資産評価審査委員会の開催
【評価替＝基準年度】　開催想定4回
固定資産評価額の審査申出に基づく審査

決算額 事業費 34 継続 維持

10257 事業費 35 事業費 35 事業費

税務グループ 35 35 35

550302 3年間の事業費 105

ローリ

ング前

固定資産評価審査委員会の開催
基準年度以降に価格設定された固定資産
評価額の審査申出に基づく審査

固定資産評価審査委員会の開催
基準年度以降に価格設定された固定資産
評価額の審査申出に基づく審査

固定資産評価審査委員会の開催
【評価替＝基準年度】　開催想定4回
固定資産評価額の審査申出に基づく審査

68

事業費 35事業費 35 事業費 35

施策事業Ｎｏ ③-３ コンビニ等収納システムの仕組みの構
築

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

☆☆

予算の妥当性

―

ローリ

ング前
税務グループ

決算額
22,341

事業費
継続

コンビニエンスストア

等収納事業

【繰越明許費】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

起因し「新しい生活様式」の構築が進められている中、

社会情勢の変化等に対応し同感染症の拡大防止を図ると

ともに納税者等の利便性向上や未納、滞納の圧縮を図り

一層の収納率向上につなげるためコンビニ・スマホ収納

を導入 ※R3以降、町税賦課徴収事業で運用

スムーズな制度導入

と周知、滞納等の圧

縮

今後の方向性

会計名称 国保会計
ローリ

ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費 事業費
個別計画

― ― ― 事業費

事業費 事業費550303 3年間の事業費 事業費

24



25基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ④-１ 財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守594】

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守594】

☆☆

これまでの効果

決算額 965 事業費 1,108 継続

☆☆

予算の妥当性

維持財政運営事務費
財政Ｇにおける一般事務費 財政運営のための経

常経費。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守594】

個別計画
― ― ― 事業費 1,108 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守594】

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守594】

財政グループ 1,108 1,108 1,108

550401 3年間の事業費 3,324

ローリ

ング前

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守660】

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守660】

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守660】

1,184

1,108 事業費 1,108

施策事業Ｎｏ ④-２ 減債基金預金利子
減債基金額残高　357百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　357百万円

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10218 事業費 1,184 事業費 1,184 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

減債基金預金利子
減債基金額残高　357百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　357百万円

減債基金積立金
減債基金への積立て、運用先の選定 公債費償還に備え一

定程度を積立してい

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

減債基金預金利子
減債基金額残高　357百万円

決算額 63 事業費 72 継続

減債基金預金利子
減債基金額残高　345百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　345百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　345百万円

維持

10237 事業費 700 事業費 700 事業費

財政グループ 72 72 72

550402 3年間の事業費 216

ローリ

ング前
700

事業費 72事業費 72 事業費 72

施策事業Ｎｏ ④-３ 公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,488百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,488百万円

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 70,832 事業費 449
公共施設等整備基金積

立金

公共施設等設備基金への積立て、運用先の選

定

将来の公共施設等設

備のため一定程度を

積立している。老朽

化による改修等が増

えることから計画的

な活用が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　892百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　754百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　619百万円

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

449 事業費 449 事業費 449

930

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
財政グループ

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　619百万円

449 449

事業費 783 事業費 733

449

550403 3年間の事業費 1,347 10238 事業費

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　892百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　754百万円

予算の妥当性

☆☆

予算の妥当性

維持継続



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

不要

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ④-４ 地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　471百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　513百万円

☆☆ ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

決算額 42,935 事業費 42,539 継続
地域福祉・医療基金管

理費

少子化・高齢社会に対応し、地域における高齢者

等の保健福祉の増進を図ることを目的とする地域

福祉基金運用益を当該基金に編入する。

将来の医療・福祉の

ため一定程度積立し

ている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　267百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　211百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　155百万円

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

44,206 事業費 43,698 事業費 43,192

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　267百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　211百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　155百万円

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
財政グループ 44,206 43,698

事業費 41,600 事業費 41,094

43,192

550404 3年間の事業費 131,096 10303 事業費 42,108

施策事業Ｎｏ ④-５ 国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　93百万円

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 19 事業費 完了
国営美女地区かんがい排

水事業基金積立金

国営美女地区かんがい排水機場基金への積み

立て

国営事業負担金のた

めの積立。事業完了

時に活用し終了予

定。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

財政グループ

550405 3年間の事業費

ローリ

ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ④-６ 網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　48百万円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

110633 事業費 事業費 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

網走湖環境改善対策基

金積立金

網走湖の環境改善と水産振興を図ることを目

的とする。

水産振興等のため一

定程度積立してい

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

15

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

ローリ

ング前
15

事業費 5

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50百万円

10680 事業費 15 事業費 15 事業費

財政グループ 5 5 5

550406 3年間の事業費

事業費 5 事業費 5

決算額 5 事業費 11 継続

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

26
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基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ④-７ 学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高122百万円

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高122百万円

☆☆

財政グループ 25 25 25

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円

決算額 89 事業費 76 継続

笑顔

ＰＪ

25 事業費

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

学校教育施設建設基金

積立金

学校教育施設の建設に要する経費の財源に充

てるため、基金を設置する。

学校施設等の整備の

ため一定程度を積立

している。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 25 事業費 25

施策事業Ｎｏ ④-８ 高校教育振興基金預金利子
高校教育振興基金残高0百万円
実習生産物売払い代6,700

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

11131 事業費 25 事業費550407 3年間の事業費 75

ローリ

ング前
25

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円

事業費 25

決算額 7,410 事業費 継続

高校教育振興基金積立

金

高校教育振興基金への積立金 東藻琴高校の実習生

産物売り払い分を積

立している。基金活

用について検討が必

要である。

今後の方向性

550408

会計名称 一般会計
ローリ

ング後
笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

3年間の事業費

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
財政グループ

事業費 事業費

事業費 事業費11034 事業費

施策事業Ｎｏ ④-９ 公有財産管理経費
【変圧器取替委託1,078】
個別施設実施計画の作成

公有財産管理経費
公共施設総合管理計画の見直し
町有地利用計画の見直し

☆☆

これまでの効果事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

決算額 30,429 事業費 32,943公有財産管理費

公有財産の適切な管理を行う

・令和３年度　公共施設総合管理計画の見直し

・老朽化した職員住宅の解体

これまで適正に公有

財産の管理が行われ

てきた。今後は老朽

化している公有財産

の処分、活用につい

て現状を踏まえ検討

していく。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

公有財産管理経費

個別計画
― ― ― 事業費 32,728 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

公有財産管理経費
職員住宅解体（2棟）

ローリ

ング前
32,785

37,782 事業費 41,821

公有財産管理経費 公有財産管理経費 公有財産管理経費

公有財産管理経費
職員住宅解体（2棟）

10220 事業費 32,835 事業費 31,673 事業費

財政グループ 32,728 37,782 41,821

550409 3年間の事業費 112,331

継続

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

学校教育施設建設基金預金利子
学校教育施設建設基金残高93百万円



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ④-１０ 庁用共通経費
【支所シュレッダーリース121】

庁用共通経費 ☆☆

これまでの効果

決算額 8,941 事業費 9,191 継続庁用共通経費
庁舎維持管理費以外の庁用共通経費

電子複写機･印刷機･紙折機の維持管理庁用共

通経費

これまでも経費節減

に努めてきている

が、引き続き庁用共

通経費の節減に取り

組む。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

庁用共通経費
【町封筒（長３印刷】

個別計画
― ― ― 事業費 9,023 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

庁用共通経費
【町封筒（角２０）・ハガキ印刷】

庁用共通経費

財政グループ 9,023 9,135 8,663

550410 3年間の事業費 26,821

ローリ

ング前

庁用共通経費
【町封筒・ハガキ印刷】

庁用共通経費 庁用共通経費

8,341

9,135 事業費 8,663

施策事業Ｎｏ ④-１１ 出納事務経費 出納事務経費 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10209 事業費 9,401 事業費 8,341 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

出納事務経費 出納事務経費

会計管理事務費
出納事務経費 適切な出納事務に努

めた。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

出納事務経費

決算額 2,603 事業費 2,745 継続

出納課 3,326 3,436 3,369

550411 3年間の事業費 10,131

ローリ

ング前

出納事務経費 出納事務経費 出納事務経費

3,329

事業費 3,369事業費 3,326 事業費 3,436

施策事業Ｎｏ ④-１２ 預金利子
基金残高120百万円

預金利子
基金残高120百万円

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況 これまでの効果

10219 事業費 3,399 事業費 3,329 事業費

子ども未来づくり教育

基金積立金

子どもたちが未来に向かって自立・共生し、たく

ましく生きるための基礎づくりを推進する事業に

要する経費の財源に充てるため基金を設置する。

ふるさと応援寄付金

使途「子どもたちの

ため」相当分を積

立。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
財政グループ 16 16

16 事業費 16

決算額 69,551 事業費 13 継続

事業費 39,610 事業費 39,610

会計名称 一般会計
ローリ

ング後
16

16

550412 3年間の事業費 48 事業費

預金利子
基金残高23百万円

預金利子
基金残高23百万円

預金利子
基金残高23百万円

39,610

事業費

預金利子
基金残高100百万円

預金利子
基金残高80百万円

預金利子
基金残高60百万円

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

28
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基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策④）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 R2 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

☆☆

予算の妥当性

維持

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ④-１３ 森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　8百万円

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　13百万円

☆☆

これまでの効果

決算額 16,025 事業費 16,026 継続

☆☆

予算の妥当性

維持
森林環境譲与税基金管

理費

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　13百万円

個別計画
― ― ― 事業費 20,738 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　13百万円

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　13百万円

財政グループ 20,738 20,738 25,452

550413 3年間の事業費 66,928

ローリ

ング前

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　　　円

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　　　円

森林環境譲与税基金預金利子
森林環境譲与税基金残高　　　円

14,523

20,738 事業費 25,452

施策事業Ｎｏ ④-１４ 女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況 これまでの効

事業費 9,409 事業費 9,809 事業費

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

女満別空港活性化基金

積立金

女満別空港の利用拡大及び活性化を図り、地

域振興に資する事業に要する経費の財源に充

てるため、基金を設置する。

空港の利用拡大及び

活性化、更なる地域

振興のための財源と

して基金を積み立て

る。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

決算額 92 事業費 74 継続

財政グループ 76 76 76

維持

3年間の事業費 228

ローリ

ング前

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

女満別空港活性化基金預金利子
女満別空港活性化基金残高　９１百万円

76

事業費 76事業費 76 事業費 76

施策事業Ｎｏ ④-１５ 会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１名 ☆☆

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進 行 状 況 これまでの効

事業費 76 事業費 76 事業費550414

決算額 2,370 事業費 2,412 継続
会計管理事務費会計年

度任用職員給与費

会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１

名

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ

ング前
出納課 2,412 2,412

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１名

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

2,412 事業費 2,412 事業費 2,412

会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１名 会計年度任用職員１名

2,704 事業費 2,704 事業費 2,704

2,412

550112 3年間の事業費 7,236 310219 事業費



基本目標　第５章　ふれあい つながる 協働のまちづくり

５．自立する自治体経営の確立　（施策⑤）

（令和 2 年度） （令和 3 年度）

千円 千円

年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

事業期間 28 ～ R7

千円 千円 千円

実施年度 4 年度 5 年度 6 年度

所管課 総務課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

―

事　　業　　名
事　業　概　要（３年間の概要）

これまでの成果と

今後の課題

前年度決算 本年度予算 進行状況

施策事業Ｎｏ ⑤-１ 定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

☆☆

これまでの効果

決算額 事業費 継続
企画振興一般事務費

（定住自立圏事業）

中心都市宣言をした網走市との定住自立圏形

成に向けた取り組みの推進

公共施設等の相互利

用など行えるように

なった。

他の面でも、より具

体的な実施方法等を

検討し、取組を推進

する必要がある。.

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ

ング後

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

政策グループ

550501 3年間の事業費

ローリ

ング前

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

定住自立圏協定に関する事務
（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

10227 事業費 事業費 事業費

30


