
（１）農林業の振興
基本方針：

  　 　 　

事業番号： 10642

【概　　要】 総事業費 【実績額】 7,951千円 【実績額】 7,954千円 11,885千円 10,103千円 33,436千円 

作付面積計 12,595ha 作付面積計 12,741ha 豊住排水路　浚渫
　女満別地区 7,451ha 　女満別地区 7,392ha

【計画期間】 20 ～ 27 　東藻琴地区 5,144ha 　東藻琴地区 5,349ha

【実施主体】

（Ｈ22.12月.現在）

自然環境に配慮した農地基盤の整備・管理、地域ブランドの確立に向けた地産地消の仕組みづくり、担い手育成、畜産環境整備、森林
の適切な整備などを通じ、「安全・安心」「高品質」な農畜産物の安定供給、足腰の強い農林業の振興をはかります。

H20【実績】 H21【実績】 H22

主な施策

農地一般事務費

町 産業課 産業建設課

71,329千円 

土地改良事業の計画、実施に係る一般事務費

区　　分 ①農地基盤の整備・管理

・優良な農地の確保や農村環境を保全するために、自然環境などに配慮したほ場整備や用排水路の整備、農道の整備などを行い、収益性・安定性の高
い農業経営を推進します。
・農業用施設の持つ多面的機能の発揮のため、環境・安全に配慮した維持管理を行い、農業用施設の良好な機能保全と質的向上に努めます。

実　　施　　期　　間

実　　施　　概　　要

事務・事業名
H24～H27H23

■大空町総合計画　実施計画進捗状況表【H22ローリング後】
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【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10645

【概　　要】  総事業費 【実績額】 1,447千円 【実績額】 1,323千円 2,052千円 1,950千円 11,800千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 23 23 23 23
28 21 今後の方針 B B B B

事業番号： 10650

【概　　要】 総事業費 【実績額】 31,458千円 【実績額】 28,048千円 26,602千円 26,602千円 16,608千円 

【計画期間】 20 ～ 25

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

維持補修工事

年 次 別
事後評価

農業用施設維持補修事業

農業用施設(排水路・農道等）の維持管理、補修工事 維持補修工事

18,572千円 

町 産業課、産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】
年 次 別
事後評価

129,318千円 

国営土地改良事業により発生する事業分担金を国へ繰上償還するため
の財源として貸付けを受けた資金に対して償還を行う

北海道 産業課、産業建設課

町 産業課、産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

土地改良事業負担金

【行政評価】

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価
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事業番号： 110602

【概　　要】 総事業費 【実績額】 8,881千円 【実績額】 8,757千円 8,804千円 8,804千円 

東藻琴地区 東藻琴地区

【計画期間】 20 ～ 23

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 23 23 23 23
28 23 今後の方針 B B B B

事業番号： 10658

【概　　要】 総事業費 【実績額】 21,391千円 【実績額】 14,458千円 24,852千円 11,751千円 46,986千円 

　大空町 61% 　大空町 61%
　美幌町 39% 　美幌町 39%

【計画期間】 20 ～ 27 用水管路移設 446m 用水管路移設 174m 用水管路移設

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

女満別地区

H22

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H23 H24～H27

　本郷、住吉、豊里、中央

農地・水・環境保全向上対策事業

35,246千円 

地域の農業用資源の機能の維持や長寿命化等を図るための共同活動に
対して交付金を交付

女満別地区
　本郷、住吉、豊里、中央

　末広 　末広
資源保全組合 産業課、産業建設課

経費負担割合 経費負担割合

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

古梅地区基幹水利施設管理事業

町 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

119,438千円 

古梅ダム及び用水管路を関係市町で構成された「ｵﾎｰﾂｸ東部広域農業
水利管理協議会」に対する負担事業
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今後の方針

事業番号： 10659

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,934千円 【実績額】 3,794千円 6,070千円 4,534千円 24,920千円 

豊住排水機場 豊住排水機場
 　　　ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換  　　　ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10660

【概　　要】 総事業費 【実績額】 4,690千円 【実績額】 4,858千円 5,900千円 5,500千円 28,200千円 

　大空町 58% 　大空町 58%
　美幌町 42% 　美幌町 42%

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

操作業務委託 操作業務委託

【行政評価】
事前評価 事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

本郷排水機場維持管理事業

網走川地区国営造成施設管理体制整備促進事業

43,252千円 

豊住排水機場を管理する網走川土地改良区の管理体制の整備を促進す
る。

町 産業課

町 産業課

49,148千円 

国営土地改良事業で造成された本郷排水機場の適切な維持管理を行
う。

経費負担割合 経費負担割合

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価
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事業番号： 110603

【概　　要】 総事業費 【実績額】 76千円 【実績額】 73千円 101千円 124千円 496千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号：

【概　　要】 総事業費 77,252千円 

【計画期間】 26 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

25 21 今後の方針

事業番号： 10648

H23 H24～H27

国営斜網地域畑地かんがい施設維持管理事業

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

国営美女地区かんがい排水事業

870千円 

農業用用水施設（東藻琴地区は、農業用用水施設の圃場配管）を関係
市町で共同管理する。

町 産業課、産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

77,252千円 

本郷排水機場・東幹線排水路の老朽化及び機能低下に伴う建替・改
修。

町 産業課

女満別豊住地区経営体育成基盤整備事業
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【概　　要】 総事業費 【実績額】 36,162千円 

暗渠 23.8ha

客土 41.6ha

排水路 262ｍ

【計画期間】 20

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 23 23
27 23 今後の方針 Ｅ E

事業番号： 10647

【概　　要】 総事業費 【実績額】 16,222千円 【実績額】 79,640千円 50,750千円 70,000千円 83,862千円 

調査設計 一式 農道　用地買収・補償 農道　改良　706ｍ 農道　舗装　706ｍ

暗渠 27.10ha 暗渠　122.0ha 暗渠　75.0ha 暗渠　70.0ha 暗渠　114.7ha

客土　77.6ha 客土　 26.0ha 客土　 60.0ha 客土　65.9ha

土改　50.9ha 土改　 35.0ha 土改　 60.0ha 土改　32.6ha 区画 4.6ha

【計画期間】 20 ～ 25 区画　12.8ha 区画　 0.0ha 区画　   5.0ha 用水路　1,075ｍ

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 22 22 22 22
26 22 今後の方針 B B B B

調査設計

300,474千円 

産業課

年 次 別
事後評価

36,162千円 

暗きょ排水　A=217.9 (23.8)ha、客土　A=154.7 (41.6)ha、心土破砕
A=  6.1 (0.0)ha、排水路　L=1,086 (262)ｍ

北海道 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

暗きょ排水　A=408.8ha、客土　A=229.5ha、土壌改良　A=178.5ha、
区画整理　A=22.4ha、用水路　L=1,075ｍ、農道　L=706ｍ

北海道

女満別本郷地区地域水田農業再編緊急整備事業

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価
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事業番号： 110622

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,877千円 10,000千円 64,000千円 163,200千円 

土地改良事業 測量調査設計　一式 区画整理　A=21.2ha

計画樹立調査　　一式 暗きょ排水　A=38.3ha

客土　A=28.8ha

土壌改良　A=41.2ha

心土破砕　A=85.6ha

除れき  Ａ=1.5ha

【計画期間】 21 ～ 27 農地保全６箇所

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 24 24
今後の方針 B Ｂ

事業番号： 110625

【概　　要】 総事業費 17,500千円 

暗渠排水　A=27.0ha

【計画期間】 22 心土破砕 A=30.51ha 

【実施主体】 土壌改良A=24.9ha

第1次 第2次 評価点数

H24～H27

区画整理　A=30.1ha

暗きょ排水　A=143.8ha

客土　A=132.6ha

土壌改良　A=130.5ha

暗渠排水　A=27.0ha　心土破砕 A=30.51ha  土壌改良A=24.9ha

240,077千円 

農地造成　A=0ha、区画整理　A=51.3ha、暗きょ排水　A=182.1ha、客
土　A=161.4ha、除れき　A=2.3ha、心土破砕　A=173.4ha、土壌改良
A=171.7ha、農地保全　６箇所

17,500千円 

H21【実績】 H22 H23

実　　施　　期　　間

H20【実績】

実　　施　　概　　要

事務・事業名

心土破砕　A=87.8ha

除れき　A=0.8ha

農地保全０箇所

女満別東部高台地区畑総整備事業【Ｈ20追加】

北海道 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

緊急農地排水対策事業【Ｈ22追加】

北海道 産業課

年 次 別
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第1次 第2次 評価点数

今後の方針

【概　　要】 総事業費 150,000千円 

【計画期間】 24 ～ 27 （30）

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10699

【概　　要】 総事業費 【実績額】 4,023千円 

心土破砕 37.9ha

土壌改良 23.1ha

【計画期間】 20

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 24 24
32 24 今後の方針 Ｅ E

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

女満別西部高台地区畑総整備事業【Ｈ22追加】

150,000千円 

（全体概算事業量）
区画整理　A=34ha   暗渠排水　A=462ha  客土  A=175ha

4,023千円 
区画整理　A=9.7(0.0)ha、暗きょ排水　A=0.3(0.0)ha、心土破砕　A=194.5
(37.9)ha、土壌改良　A=174.2(23.1)ha

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

北海道 産業課

年 次 別
事後評価

東藻琴東地区戦略的畑地農業振興整備事業

農協 産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価
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事業番号： 10698

【概　　要】 総事業費 【実績額】 63,142千円 【実績額】 86,503千円 46,000千円 14,600千円 7,778千円 

測量設計 一式

区画整理 17.8ha 区画整理 38.1ha 区画整理 12.9ha 区画整理 ha 区画整理 0.5ha

暗渠 72.4ha 暗渠 86.2ha 暗渠 50.1ha 暗渠 12.0ha 暗渠 33.0ha

客土 26.8ha 客土 24.0ha 客土 19.3ha

除れき 3.4ha 除れき 1.0ha 除れき 0.2ha 除れき 1.8ha

心土破砕 140.3ha 心土破砕 139.5ha 心土破砕 78.5ha 心土破砕 110.6ha 心土破砕 69.2ha

土壌改良 87.5ha 土壌改良 104.2ha 土壌改良 45.7ha 土壌改良 74.4ha 土壌改良 66.3ha

【計画期間】 20 ～ 24 農地造成 3.1ha 農地造成 6.0ha 農地造成 2.2ha

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 24 24 24 24
31 24 今後の方針 Ａ Ａ A Ａ

事業番号： 10654

【概　　要】 総事業費 【実績額】 6,067千円 【実績額】 27,007千円 17,500千円 27,500千円 20,676千円

測量設計 一式

98,750千円 

起伏修正A=138.7ha 起伏修正A=99.6ha 起伏修正A=250.0ha

草地造成A=0.2ha

排水改良A=0.6ha

H23 H24～H27

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】

排水改良A=0.3ha

起伏修正A=127.5ha

東藻琴西部地区担い手畑総整備事業

218,023千円 

北海道 産業建設課

農地造成A=11.3(11.3)ha、区画整理A=69.3(69.3)ha、暗きょ排水
A=280.0(253.7)ha、客土A=70.1(70.1)ha、除れきA=7.2 (6.4)ha、心
土破砕A=632.5(538.1)ha、土壌改良A=431.6(378.1)ha

年 次 別
事後評価

東藻琴山麓地区担い手草地整備事業

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

起伏修正　A=615.8ha、排水改良A=3.8ha、排線根除去A=0.2ha、草地
造成A=2.7ha 草地造成A=2.5ha

H21【実績】 H22

排水改良A=2.9ha
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【計画期間】 20 ～ 24

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 25 25 25 25
34 22 今後の方針 A A A A

産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

排根線除去A=0.1ha 排根線除去A=0.1ha

北海道

【行政評価】
年 次 別
事後評価
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事業番号： 10604

【概 要】 総事業費 【実績額】 2,019千円 【実績額】 1,750千円 1,244千円 1,592千円 6,368千円12,973千円

実　　施　　期　　間

農業者年金事務費

H22
事務・事業名

・ゆとりある農業経営と生産コスト低減に向け、関係機関との連携を密にし、制度資金の効果的な活用を推進し、体質の強い農業経営の確立に努めま
す。
・農業の基本となる土づくりのため、合理的で適正な輪作体系の確保と土づくり対策を推進します。（堆肥の利用拡大、クリーン農業の推進）
・生産効率の高い農業を確立するため、農業情報システムなどの活用による情報提供に努めます。
・売れる米づくりを推進するため、｢安全・安心｣、「高品質」などの消費者のニーズに対応するとともに、米の需給と価格の安定をはかるため、米の
生産調整を推進します。
・農業経営の実態に即した肉用牛や花き・野菜などの積極的な導入による経営の複合化を推進し、「足腰の強い農業」の確立を推進します。
・農業施設などの整備を促進し、効率的な農業生産体制を確立します。
・農地の集積化をはかり、認定農業者を中心に農用地の保有合理化を推進します。
・生産者、農業関係機関・団体と連携し、販路の拡大や消費者ニーズに対応した高付加価値農畜産物の振興と、消費者と生産者の相互理解を深める地
産地消の仕組みづくりを通し、新鮮・良質・安全・安心の地域ブランドの確立と地元食材によるスローフードの推奨をはかります。
・食に対する安全への意識の高まりや農村の持つ公益的機能を活用したグリーン・ツーリズム（滞在型農業体験）の普及など、快適な農村環境の保全
と地域の活性化をはかります。
・「食育基本法」による食育の実践と啓発を生産・流通・販売も含めて、関係機関と連携し推進します。
・農業協同組合、農業改良普及センター、農業委員会などとの連携のもと、経営安定化に向けた総合的な施策の推進をはかります。

H24～H27H23H21【実績】

主な施策

H20【実績】

区　　分 ②経営安定化の推進

実　　施　　概　　要

6

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,019千円 【実績額】 1,750千円 1,244千円 1,592千円 6,368千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10605

【概　　要】 総事業費 【実績額】 150千円 【実績額】 150千円 150千円 150千円 600千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

1,200千円 

農業者年金基金から業務委託を受け、農業者年金業務を行う。

【行政評価】

12,973千円 

Ｈ １ ９
事前評価

農業委員会

北海道農業開発公社より委託を受けて、農地保有合理化事業の事務処
理を行う。

農地保有合理化促進事務費

農業委員会

年 次 別
事後評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

6



事業番号： 110613 【事業廃止】

【概　　要】 総事業費 【実績額】 99千円 

【計画期間】 20

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10685 【事業廃止】

【概　　要】 総事業費 【実績額】 57千円 

【計画期間】 20

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 12 12
23 12 今後の方針 E E

事業番号： 10610

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】

57千円 

H24～H27

実　　施　　期　　間
事務・事業名

小作料改訂事務費

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

H22 H23H21【実績】H20【実績】

農業委員会

実　　施　　概　　要

年 次 別
事後評価

農地法第23条第1項の規定に基づき、適正な小作料の標準額を設定す
るため、小作料協議会を設置する。H21.12制度改正により廃止

農業委員会

99千円 

農業体験実習生等用住宅供給事業補助金

農業体験実習及び農業研修並びに農業労働力として従事する方に住宅を確
保することにより、農業を理解してもらうと同時に新規就農を促進する。

年 次 別
事後評価

農業総務一般事務費

7

【概　　要】 総事業費 【実績額】 322千円 【実績額】 278千円 313千円 311千円 1,244千円 

作付面積計 12,595ha 作付面積計 12,741ha

　水稲 239ha 　水稲 239ha
　麦類 3,531ha 　麦類 3,520ha

　豆類 853ha 　豆類 824ha
　馬鈴薯 1,901ha 　馬鈴薯 1,915ha

　てん菜 3,356ha 　てん菜 3,375ha

【計画期間】 20 ～ 27 　特作類 618ha 　特作類 605ha
【実施主体】 　飼料作物 2,097ha 　飼料作物 2,263ha

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10611

【概　　要】 総事業費 【実績額】 360千円 【実績額】 360千円 360千円 360千円 1,440千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
21 18 今後の方針 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

2,880千円 

年 次 別
事後評価

産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

2,468千円 

JAめまんべつ青年部に補助

町

【行政評価】

収穫感謝まつり(地元農産物販売及び町民参加レクリェーション)

Ｈ １ ９
事前評価

産業課、産業建設課

年 次 別
事後評価

各種農業推進機関への加盟他

収穫感謝まつり補助金

町

JAめまんべつ青年部に補助

7



事業番号： 10613

【概　　要】 総事業費 【実績額】 120千円 【実績額】 110千円 110千円 110千円 440千円 

委員数 １２名 委員数 １２名
（女満別地区） （女満別地区）

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
19 17 今後の方針 Ｃ Ｃ B Ｃ

事業番号： 10614

【概　　要】 総事業費 【実績額】 658千円 【実績額】 658千円 659千円 658千円 2,632千円 

女満別地区 女満別地区

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 20 20 20 20
20 16 今後の方針 B B B B

事業番号： 10688

5,265千円 

890千円 

事務・事業名

農業安全推進委員会補助金

実　　施　　概　　要

H20【実績】

産業課

【行政評価】

H22 H23H21【実績】

農民協議会補助金

町

実　　施　　期　　間

農作業安全の啓蒙・看板の設置・研修会の開催・廃プラ等の処理

町

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

産業課

関係機関・上部組織との農政改革推進運動及び作付実態調査、税申告
に伴う農家指導(女満別地区)

年 次 別
事後評価

H24～H27

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】

農政推進協議会補助金
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【概　　要】 総事業費 【実績額】 275千円 【実績額】 275千円 275千円 275千円 1,100千円 

東藻琴地区 東藻琴地区

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 20 20 21 20
19 16 今後の方針 B B B B

事業番号： 10615

【概　　要】 総事業費 【実績額】 466千円 【実績額】 5,564千円 5,789千円 5,779千円 3,828千円 

【計画期間】 20 ～ 27 4,830千円 

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

【行政評価】

税申告に伴う農家指導(東藻琴地区)

産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

21,426千円 

Ｈ １ ９
事前評価

2,200千円 

促進業務委託
地場産品開発・販売 地場産品開発・販売

促進業務委託促進業務委託
地場産品開発・販売

町

農業振興施策の総合調整

町

農業振興一般事務費

年 次 別
事後評価

産業課、産業建設課

【行政評価】

8



事業番号： 10616

【概　　要】 総事業費 【実績額】 7,116千円 【実績額】 6,797千円 7,305千円 6,155千円 18,620千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
20 18 今後の方針 B B B B

事業番号： 10618

【概　　要】 総事業費 【実績額】 77千円 【実績額】 1,254千円 1,457千円 1,419千円 5,676千円 

【計画期間】 20 ～ 27 臨時職員 1名
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

　簡易洗浄施設整備費補助　

　　　　　2箇所（大進・明生）

　簡易洗浄施設整備費補助　

産業課

年 次 別
事後評価

H22

　簡易洗浄施設整備費補助　　簡易洗浄施設整備費補助　

H23

Ｈ １ ９
事前評価

転作水田の調整・確認

町

推進協議会補助金　100千円

　緑肥種子購入費補助　244件

　土壌診断経費補助　2,281点

　土壌検診経費補助　1,640点

事業補助金　　　7,016千円

【行政評価】

水田農業構造改革推進事業

9,883千円 

【行政評価】
Ｈ １ ９

　土壌診断経費補助　1,830点

　土壌検診経費補助　  737点

　緑肥種子購入費補助　238件

H20【実績】

45,993千円 

事務・事業名
H24～H27

実　　施　　概　　要

年 次 別

町

実　　施　　期　　間

H21【実績】

研修会・講習会等の開催
適正な輪作体系の確保と土づくり

産業課、産業建設課

土づくり対策事業補助金

5箇所（大成・豊里・新富・旭東・西倉）

推進協議会補助金　  90千円

事業補助金　　　6,708千円

9

今後の方針

事業番号： 10620

【概　　要】 総事業費 【実績額】 12,437千円 【実績額】 12,587千円 14,509千円 15,479千円 58,962千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 25 25 25 25
21 20 今後の方針 B B B B

事業番号： 10624

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,028千円 【実績額】 879千円 752千円 643千円 1,766千円 

JA女満別 510千円 JA女満別 437千円 

JAオホーツク 518千円 JAオホーツク 442千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

18 18 今後の方針

　農業振興資金　211件

年 次 別
事後評価

113,974千円 

利子補給件数

　次世代農業者支援融資　7件

　農業経営基盤強化資金　219件

農業関係資金対策事業

【行政評価】
事前評価

町 産業課、産業建設課

年 次 別
事後評価

【行政評価】

町 産業課、産業建設課

農作物保護のために設置したエゾ鹿侵入フェンスの適正な維持管
※過去に債務が確定している事業であり、行政評価に適さない。

Ｈ １ ９
事前評価

農業関係資金の適正な融資及び利子補給

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】

利子補給件数
　農業振興資金　    216件

　次世代農業者支援融資　6件

　農業経営基盤強化資金　223件

エゾ鹿侵入防止フェンス管理事業補助金

5,068千円 
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事業番号： 10628

【概　　要】 総事業費 【実績額】 19,412千円 【実績額】 19,231千円 19,233千円 23,178千円 69,534千円 

東藻琴地区 東藻琴地区

協定面積 13,149,104㎡ 協定面積 13,149,104㎡

交付面積 12,774,897㎡ 交付面積 12,654,764㎡

【計画期間】 20 ～ 26 構成員数 36名 構成員数 36名
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
20 17 今後の方針 B B C Ｃ

事業番号： 11605

【概　　要】 総事業費 【実績額】 200千円 

女満別地区

【計画期間】 20

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

20 17 今後の方針 Ｅ Ｅ

年 次 別
事後評価

藻琴山麓の牧草地を、国土保全や多面的機能を維持するため、地域管
理組合の活動を支援する。

事務・事業名

実　　施　　概　　要

Ｈ １ ９
事前評価

野菜育苗供給試験補助金

中山間地域等直接支払事業

産業建設課町

【行政評価】

150,588千円 

年 次 別
事後評価

育苗供給試験（生育状況、出荷動向）

町

Ｈ １ ９
事前評価

産業課

【行政評価】

200千円 

農畜産物販路拡大事業【 20追加】

実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27
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事業番号： 110606

【概　　要】 総事業費 【実績額】 5,246千円 【実績額】 5,700千円 4,342千円 　 4,285千円 　 4,756千円 

運営委託 運営委託 運営委託 運営委託
店舗借上 店舗借上 店舗借上 店舗借上 店舗借上

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 20 20 20 20
今後の方針 Ｃ C C C

事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 262千円 【実績額】 251千円 240千円 

【計画期間】 20 ～ 22

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針
【行政評価】

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

産業課

調査推進事業補助

販路拡大調査 販路拡大調査 販路拡大調査

ヘプタクロル残留対策事業【Ｈ20追加】

753千円 

町

調査推進事業補助調査推進事業補助
保冷貯蔵庫設置

地域の代表野菜作物である「かぼちゃ」の安全確保に向け、農薬の適
正使用の徹底を図るため、農薬（ヘプタクロル）の残留状況の調査等
を行う。

JAめまんべつに補助 JAめまんべつに補助

Ｈ １ ９
事前評価

販路拡大調査

農畜産物販路拡大事業【Ｈ20追加】

24,329千円 

東京都稲城市における販路拡大に向けたアンテナショップの運営

町 産業課

【行政評価】
年 次 別
事後評価

販路拡大調査

調査推進事業補助

分析圃場　　67点
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事業番号： 110615

【概　　要】 総事業費 【実績額】 145,000千円 

荷受設備 40t/h　2基

乾燥機 107t　2基

貯留設備 60t　20基

【計画期間】 20 貯蔵設備 1,070t　10基

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 22 22
26 22 今後の方針 Ｅ E

事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 918,750千円 

【計画期間】 21

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 22 22

乾燥（40ｔ）2基

貯蔵（620㎡）1棟

東藻琴地区麦類乾燥調製貯蔵施設整備事業

Ｈ １ ９ 年 次 別

ｻｲﾛ（850ｔ）8基
貯留（80ｔ）24基

乾燥施設(1,400㎡)1棟

918,750千円 

麦類乾燥調整貯蔵施設一式

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

女満別地区麦類乾燥調製貯蔵施設整備事業

農協 産業課

145,000千円 

麦類乾燥調整貯蔵施設一式

農協 産業建設課

荷受(30t/h)2系列

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27
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第1次 第2次 評価点数 22 22
26 22 今後の方針 Ｅ Ｅ

事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 51,581千円 

【計画期間】 21

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針 Ｅ Ｅ

事業番号：

【概　　要】 総事業費 11,635千円 

【計画期間】 22

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

51,581千円 

共同利用農業用機械導入事業補助金【Ｈ21追加】

共同利用農業用機械導入の費用を一部補助し、農作業の省力化、効率
的な営農、輪作体系の確立を図る。

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町 産業課

経営体育成事業補助金【Ｈ22追加】

11,635千円 

農業用機械施設等導入に係る融資残を一部補助する。
（補助対象経費の３０％以内）

町 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

共同機械導入団体　11団体

11



事業番号： 10621

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,674千円 【実績額】 3,579千円 3,735千円 5,655千円 22,620千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 21 21 21 21
21 18 今後の方針 B B B B

事業番号： 110617

【概　　要】 総事業費 【実績額】 7,166千円 【実績額】 4,841千円 4,288千円 4,888千円 18,352千円 

利用日数 352日 利用日数 340日
入浴利用者数 38,769人 入浴利用者数 35,918人

【計画期間】 20 ～ 27 自動ドア設置 2,719千円 風呂場タイル修繕
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

農業気象情報提供業務委託 農業気象情報提供業務委託

【行政評価】

町 産業課

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

農業構造改善センター管理運営費

39,535千円 

農業構造改善センターの適正な維持管理 指定管理委託

メ 園管理運営費

水土里情報システム負担金

39,263千円 

農業情報システムの適正な維持管理

農業情報システム管理運営費

指定管理委託

町 産業課、産業建設課

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27

水土里情報システム負担金

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

12

事業番号： 110618

【概　　要】 総事業費 【実績額】 22,296千円 【実績額】 23,915千円 22,168千円 22,253千円 89,336千円 

利用日数 256日 利用日数  211日

　加工実習室 3,447人 　加工実習室 3,635人 

　多目的屋内広場 10,019人 　多目的屋内広場 10,649人

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

屋外トイレインター
ロッキング改修

水道メーター機購入 水飲場改修

179,968千円 

町

メルヘン公園管理運営費

メルヘン公園の適正な維持管理 指定管理委託

産業課

【行政評価】

指定管理委託

利用者数利用者数

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

12



事業番号： 10622

【概　　要】 総事業費 【実績額】 7,483千円 【実績額】 7,342千円 9,631千円 8,245千円 32,980千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 110620

【概　　要】 総事業費 【実績額】 12,909千円 【実績額】 13,138千円 15,112千円 15,047千円 54,758千円 

利用日数 289日 利用日数 299日
入込者数 22,154人 入込者数 24,035人

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】 [H24]
第1次 第2次 評価点数

今後の方針

65,681千円 

実　　施　　期　　間

H23 H24～H27

チーズ製造処理室床修繕

Ｈ １ ９
事前評価

H20【実績】 H21【実績】

指定管理委託 指定管理委託

産業建設課町

年 次 別
事後評価

指定管理委託

110,964千円 

指定管理委託 指定管理委託

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】

市乳室・薫煙室床修繕

テーブル・ベンチ購入

　利用延人数　1,233人

農産物加工実習室
　利用日数　　165日

実　　施　　概　　要

事務・事業名
H22

農産物加工実習室

　利用延人数　1,417人

冷房・電気設備修繕

　利用日数　　197日

農業振興センター管理運営費

年 次 別
事後評価

町 産業建設課

町の観光振興を図るとともに町民の憩いの場として、乳酪館の充実を
図る。

ひがしもこと乳酪館管理運営費

農業振興センターの適正な維持管理

【行政評価】

13

今後の方針事前評価 事後評価
【行政評価】

13



事業番号： 110614

【概　　要】 総事業費 【実績額】 954千円 【実績額】 795千円 1,851千円 2,455千円 8,071千円 

H22

・農業後継者の育つ環境や条件を整えるために「大空町農業担い手育成センター」を設置し、支援体制の充実をはかります。
・地域農業の担い手となるリーダーの育成に努めます。
・さまざまな立場の農業後継者の相互理解と交流を促進するため、後継者組織の育成をはかります。
・安定的な農業経営を実現するため、農業経営の法人化や農作業受託組織の育成、コントラクター事業（農業支援組織など）の拡充をはかり、生産性
の効率化と省力化を推進します。
・女性の農業経営参画の機会を拡充させ、農業関係団体の活動、地域活動などへの女性の参画を促進します。
・経営移譲した高齢農業者の知識や豊かな経験を活かし、農村地域の維持・発展のために農業指導や農村文化の伝承などを促進します。

区　　分

事務・事業名

③担い手の育成

主な施策

農業後継者育成対策事業

農業後継者の育つ環境や条件を整え大空町農業担い手育成センターを
設置し、農業の振興を図る。

農業担い手の研修支援対策 農業担い手の研修支援対策

H20【実績】

　郡下交流事業参加
者10名（大空町5
名）のうち結婚成立
件数１名

実　　施　　概　　要

　郡下交流事業参加
者１１名（大空町２
名）のうち結婚成立
件数１名

新規就農支援対策
農業後継者配偶者対策

14,126千円 

H23

実　　施　　期　　間

H24～H27

新規就農支援対策
農業後継者配偶者対策

H21【実績】

14

結婚相談員委託料 結婚相談員委託料 結婚相談員委託料
【計画期間】 20 ～ 27 1,030千円 1,613千円 1,030千円 

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 24 20 24 20
24 18 今後の方針 C C C C

【行政評価】

大空町農業担い手育成センター 農業委員会

年 次 別
事後評価

Ｈ １ ９
事前評価

件数１名件数１名

14



事業番号： 10632

【概　　要】 総事業費 【実績額】 626千円 【実績額】 616千円 926千円 651千円 2,604千円 

　乳用牛(50戸) 5,217頭 　乳用牛(49戸) 5,419頭
　肉用牛(62戸) 6,425頭 　肉用牛(64戸) 6,141頭

　馬(3戸) 8頭 　馬(3戸) 7頭
　めん羊(4戸) 87頭 　めん羊(3戸) 83頭

【計画期間】 20 ～ 27 　豚(10戸) 13,137頭 　豚(9戸) 12,531頭

【実施主体】 　採卵鶏(2戸) 25,080頭 　採卵鶏(2戸) 31,080頭

第1次 第2次 評価点数年 次 別

家畜飼養頭数(戸数)

Ｈ １ ９

・経営を支える乳牛の改良と、安全な牛乳を提供するために活動している乳牛検定組合の活動を支援します。
・酪農家が休暇を取得し、ゆとりをもった営農と生活を実現するために必要な酪農ヘルパー利用組合活動を支援します。
・肉用牛は、黒毛和種や乳用種の肥育を推進し、飼養管理技術や衛生対策の向上による「安全・安心」な牛肉の生産を支援します。
・町内産黒毛和種の枝肉成績を活用した和牛繁殖牛群の改良を推進します。
・町営牧野の管理体制の見直しと効率的な運営に務めます。
・養豚は、衛生対策の普及推進をはかるとともに、環境対策を推進し、家畜伝染病の予防に努めます。
・地域の獣医療を充実させるため、家畜疾病や損傷の治療を担う農業共済組合事業を支援します。

実　　施　　概　　要

主な施策

H20【実績】 H21【実績】

家畜飼養頭数(戸数)

H22 H23

5,423千円 

町 産業課、産業建設課

畜産一般事務費

大空町における畜産振興の拡大を図るために、家畜飼養の奨励に必要
な活動及び支援を実施する。

H24～H27
事務・事業名

実　　施　　期　　間

区　　分 ④畜産の振興

15

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10635

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,912千円 【実績額】 2,912千円 2,912千円 2,912千円 11,648千円 

女満別地区 912千円 女満別地区 912千円 

　（12戸） 　（12戸）

【計画期間】 20 ～ 27 東藻琴地区 2,000千円 東藻琴地区 2,000千円 

【実施主体】 　（30戸） 　（31戸）

第1次 第2次 評価点数 17 17 18 18
25 18 今後の方針 Ｃ C C C

事業番号： 10638

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,090千円 【実績額】 1,090千円 1,090千円 1,090千円 4,360千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 19 18
24 17 今後の方針 Ｃ C C C

産業課、産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町

【行政評価】

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】

8,720千円 

【行政評価】
年 次 別
事後評価

Ｈ １ ９
事前評価

酪農ヘルパー利用組合を補助支援することでその安定的な運営に寄与
する。

酪農ヘルパー事業補助金

23,296千円 

オホーツク農業共済組合負担金

畜産現場における家畜疾病及び損傷の治療を担うオホーツク農業共済
組合を支援する。（斜網地区農業共済組合の合併）

町 産業課、産業建設課

15



事業番号： 10640

【概　　要】 総事業費 【実績額】 6,376千円 【実績額】 8,295千円 8,472千円 5,919千円 23,692千円 

利用戸数 15戸 利用戸数 14戸
入牧実頭数 牛180頭 入牧実頭数 牛154頭

馬　　4頭 馬　　4頭

入牧延頭数 牛21,064頭 入牧延頭数 牛19,611頭

【計画期間】 20 ～ 27 馬　　614頭 馬　　562頭

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
今後の方針 Ｃ C Ｃ C

事業番号： 10686

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,070千円 【実績額】 2,870千円 2,870千円 2,870千円 11,480千円 

女満別地区 570千円 女満別地区 570千円 

　（10戸） 　（10戸）

東藻琴地区 2,500千円 東藻琴地区 2,300千円 

【計画期間】 20 ～ 27 　（34戸） 　（34戸）

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 19 18 18 18

乳検組合運営費補助金

町 産業課、産業建設課

【行政評価】

年 次 別

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町内畜産農家が飼養している家畜の預託放牧により、畜産経営の安定
に寄与する。（住吉牧野）

町

町営牧野管理費

事務・事業名

実　　施　　概　　要

Ｈ １ ９

生乳の品質向上及び検査データを活用した乳牛改良を図るため、乳牛
検定組合に支援する。

H21【実績】

実　　施　　期　　間

H24～H27H23H20【実績】 H22

52,754千円 

23,160千円 

産業課

16

第1次 第2次 評価点数 19 18 18 18
25 17 今後の方針 C C Ｃ C

事業番号： 10657

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,261千円 【実績額】 1,176千円 1,482千円 1,393千円 5,572千円 

肥育牛２８頭導入 肥育牛４頭導入
飼養頭数２８頭 肥育牛9頭出荷

【計画期間】 20 ～ 27 飼養頭数23頭
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 13 16 16 16
22 18 今後の方針 Ｃ C Ｃ C

事業番号： 110623

【概　　要】 総事業費 【実績額】 280千円 280千円 280千円 

対象農家 7戸

【計画期間】 21 ～ 23

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 18 18
今後の方針 Ｂ Ｂ

年 次 別
事後評価

Ｈ １ ９
事前評価

黒毛和牛肥育試験事業

町 産業課

あばしり和牛産地強化支援事業補助金【Ｈ21追加】

網走市および大空町・農協・和牛生産者組織で地域全体の和牛資質の
向上を図る取組みとして、対象農家へ支援を行う。

町 産業建設課

【行政評価】

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

肉牛センターにて肥育技術の確立、枝肉成績を活用した和牛繁殖牛群
の改良を進め、黒毛和牛生産振興に資する。

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

年 次 別
事後評価

10,884千円 

840千円 
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事業番号：

【概　　要】 総事業費 372千円 

【計画期間】 22

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

家畜伝染病防疫対策協議会への補助（口蹄疫対策等）

町 産業課、産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

家畜伝染病防疫対策協議会補助金【Ｈ22追加】

372千円 

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27

1717



事業番号： 10667

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,016千円 【実績額】 1,028千円 1,154千円 929千円 4,005千円 

林野面積計 13,679.33ha 林野面積計 13,654.64ha

　国有林 3,121.82ha 　国有林 3,121.82ha

【計画期間】 20 ～ 27 　町有林 1,430.69ha 　町有林 1,427.92ha

【実施主体】 　民有林 9,126.82ha 　民有林 9,104.90ha

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

年 次 別
事後評価

実　　施　　期　　間

Ｈ １ ９
事前評価

・森林が持つ多面的機能に配慮しつつ、それぞれの機能に応じた森林整備を行うため、適地適木を旨とし、未造林地の解消や除間伐などの適切な指導
に努め、公益的機能の増進となるよう森林整備を推進します。
・森林の適正な管理や施業コストの低減をはかるため、林道や作業道路などの林内道路網の維持管理に努めます。
・大空町森林整備計画や網走東部地域森林計画に基づいた適正な森林施業に努め、優良素材の生産を推進します。
・森林整備事業の促進により、森林組合など林業事業体の体質強化と経営基盤の強化を推進します。
・森林所有者に対する意向調査に基づき、林業指導などの一層の強化をはかります。
・国土緑化思想の普及啓発を促進します。

【行政評価】

実　　施　　概　　要

森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る

森林整備推進対策事業補助金

町

主な施策

事務・事業名
H22 H23 H24～H27H20【実績】 H21【実績】

産業課、産業建設課

林業総務一般事務費

8,132千円 

区　　分 ⑤林業の振興

18

事業番号： 10668

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,656千円 【実績額】 4,073千円 4,210千円 4,794千円 12,000千円 

下刈　123件 391.94ha 下刈　103件 327.18ha 下刈　　400.00ha 下刈　　400.00ha 下刈　　1,600ha

除間伐　10件 25.12ha 除間伐　29件 93.24ha 除間伐     60.00ha 除間伐     30.00ha 除間伐      120ha

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
20 17 今後の方針 B B Ｂ B

事業番号： 10669

【概　　要】 総事業費 【実績額】 23,033千円 【実績額】 17,445千円 18,351千円 23,405千円 93,620千円 

造林　57件 173.73ha 造林　57件 130.80ha 造林      130.00ha 造林      130.00ha 造林           520ha

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
21 18 今後の方針 B B Ｂ B

産業課、産業建設課町

年 次 別
事後評価

【行政評価】

175,854千円 

森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐
事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業
の活性化を図る。

森林整備推進対策事業補助金

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】

28,733千円 

年 次 別
事後評価

21世紀北の森づくり推進事業補助金

Ｈ １ ９
事前評価

森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林（植栽）
事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性
化を図る。

町 産業課、産業建設課
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事業番号： 10671

【概　　要】 総事業費 5,000千円 

事業面積 500ha

【計画期間】 22

【実施主体】
第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10670

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,435千円 【実績額】 1,950千円 2,106千円 1,884千円 7,536千円 

熊　 　　　　　0頭 熊　 　　　　　8頭

シカ　        151頭 シカ　        200頭

キツネ　       33頭 キツネ　     106頭

【計画期間】 20 ～ 27 カラス　     138羽 カラス　     531羽

【実施主体】 ハト　　       74羽 ハト　　       81羽

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10673

森林整備地域活動支援交付金【Ｈ22追加】

森林の被害状況等を確認し、森林所有者の森林整備の必要性を改めて
認識し、間伐等の施業促進を図る。

町 産業課、産業建設課

5,000千円 

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

有害鳥獣駆除推進事業

林道維持補修事業

年 次 別
事後評価

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27

実　　施　　概　　要

14,911千円 

キツネ・熊・エゾシカ・カラス・キジバト等の有害鳥獣の駆除を行う
ことにより、農林業の振興を図る。

産業課、産業建設課

年 次 別
事後評価

町

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価
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事業番号： 10673

【概　　要】 総事業費 【実績額】 398千円 【実績額】 221千円 379千円 300千円 1,200千円 

舗装工　　266㎡

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10676

【概　　要】 総事業費 【実績額】 15,333千円 【実績額】 16,637千円 18,642千円 19,134千円 83,618千円 

造林 3.82ha 造林          6.59ha 造林          3.40ha 造林          3.02ha 造林            29ha

下刈 31.04ha 下刈        24.28ha 下刈        27.01ha 下刈        30.56ha 下刈          122ha

間伐 3.91ha 間伐          4.84ha 間伐        16.44ha 間伐          2.00ha 間伐               8ha

択伐          0.24ha 択伐          0.70ha 択伐          2.36ha 択伐               8ha

除伐 27.12ha 除伐        57.07ha 除伐          8.92ha 除伐        39.48ha 除伐           124ha

【計画期間】 20 ～ 27 皆伐 3.60ha 皆伐          1.34ha 皆伐          3.70ha 皆伐          9.88ha 皆伐             27ha

【実施主体】 鼠薬剤散布 98.37ha 鼠薬剤散布87.36ha 鼠薬剤散布85.87ha 鼠薬剤散布83.75ha 鼠薬剤散布  370ha

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
19 17 今後の方針 B B Ｂ B

年 次 別
事後評価

町

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

林道維持補修事業

町 産業課、産業建設課

2,498千円 

153,364千円 

【行政評価】

舗装補修41m2

横断排水溝泥上35箇所

道路法面補修１箇所

産業課、産業建設課

森林施業計画に基づき、町有林の整備を実施し、財産の保全と森林の
多目的機能の高度発揮を図る。

年 次 別
事後評価

公有林管理育成事業

取付道路補修　１箇所普通林道の維持補修等・危険箇所の改良を行い、林道の適正な管理を
図る。

Ｈ １ ９
事前評価

19



（２）水産業の振興
基本方針：

事業番号： 10678

【概　　要】 総事業費 【実績額】 40千円 【実績額】 40千円 40千円 40千円 160千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

320千円 

主な施策

区　　分

町 産業課

実　　施　　概　　要

実　　施　　期　　間

H23

水産業振興一般事務費

内水面漁業（網走湖）の振興を図るとともに、近年増加している密漁
に対する防止対策を推進する。

事務・事業名
H21【実績】 H22

自然環境と調和のとれた地場水産業の振興をはかるとともに、網走湖の水質保全に向けた継続的な環境整備を推進します。

①水産業振興対策の推進

・漁業資源増殖のための水質環境調査、しじみの分布調査・移植放流試験、流入河川調査などの支援を行います。
・網走湖の浚渫、水草刈り、湖水の流水化など水質浄化対策事業の協力と継続要望を行います。
・安全操業・緊急待避のための船着場の整備要望を行います。
・水産業と自然環境の貴重さ、大切さを広めるためのマリーン・ツーリズムの振興をはかります。

H24～H27H20【実績】

20

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10679

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,049千円 【実績額】 2,049千円 2,049千円 2,049千円 8,196千円 

　ワカサギ 47.0ｔ 　ワカサギ 61.5ｔ
　シラウオ 7.7ｔ 　シラウオ 1.8ｔ
　シジミ 211.5ｔ 　シジミ 229.7ｔ

　その他 3.1ｔ 　その他 3.1ｔ
【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 15 15
24 17 今後の方針 B B B B

16,392千円 

漁獲量の状況

西網走漁業協同組合に補助 西網走漁業協同組合に補助

漁獲量の状況

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町 産業課

網走湖の環境変化を早急にとらえ、有用資源であるシジミ、ワカサ
ギ、シラウオ、コイについて現存量、再生産状況の把握及び増養殖技
術の確立を目的として実施する。また、流入河川の一つである女満別
川の上流にはゴルフ場があり管理の使用される農薬等には充分注意す
る必要があることから調査を実施する。

水産業振興対策補助金

20



（３）観光産業の振興
基本方針：

事業番号： 10710

【概　　要】 総事業費 【実績額】 4,560千円 【実績額】 3,951千円 11,502千円 7,873千円 8,920千円 

年間観光客数 827,700人 年間観光客数 792,600人

広域観光協議会負担金

空港ターミナルビル広告

観光振興一般事務費

36,806千円 

観光振興にかかる一般事業。観光振興にかかる総体事業を速やかに実
施しなければならない事業。

空港ターミナルビル広告

広域観光協議会負担金

恵まれた自然環境と地域の特性を活かし、年間を通した滞在型の観光メニューづくりやイベントなどによる町の魅力にふれる機会づく
りに努めます。

①観光施設等の充実

・通年で楽しめる滞在型の観光メニューづくりを行います。
・主な観光施設への誘導・案内サインの設置など、適正な誘導案内に向けた整備を行います。
・観光協会など、観光団体の育成強化をはかります。
・国土交通省の認定を受けた「大空町観光地域づくり実践プラン」を推進します。
・藻琴山温泉芝桜公園、メルヘン公園などの機能充実を進め、旅行者の誘致を進めます。
・公園の維持管理における民間活力の活用について検討します。

実　　施　　概　　要

H24～H27

区　　分

事務・事業名

主な施策

H23

実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22

21

滞在体験ガイドブック 35,000部

観光ポスター 　3,000部

【計画期間】 20 ～ 27 観光要覧増刷 　5,000部

【実施主体】 マップパネル 5枚 [Ｈ24・26]
第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10709

【概　　要】 総事業費 【実績額】 4,389千円 【実績額】 4,951千円 4,361千円 4,361千円 17,444千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 16 16 16 16
28 19 今後の方針 A A A A

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

芝桜公園環境整備委託 芝桜公園環境整備委託

観光ガイドマップ作成 観光ガイドマップ作成

芝桜公園環境整備委託

町 産業課、産業建設課 （4ヶ国語）

広域観光協議会負担金

観光案内業務委託 観光案内業務委託 観光案内業務委託

広域観光協議会負担金

35,506千円 

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ前用地　2.0ha

朝日ヶ丘公園周辺　3.7ha 朝日ヶ丘公園周辺　3.7ha

町 産業課

ひまわり作付事業

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ前用地　2.0ha

朝日ヶ丘公園周辺農地　7.0ha

農業補償

朝日ヶ丘公園周辺農地　7.7ha

農業補償

観光資源として定着している、ひまわりの作付け振興に務める。作付
面積が減少しないよう今後ひまわり作付者に種子・肥料代を補助しひ
まわり事業に務める。（町リサイクルセンター前・朝日ケ丘公園周辺
にひまわりの作付け。

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価
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事業番号： 10714

【概　　要】 総事業費 【実績額】 4,548千円 【実績額】 6,390千円 6,457千円 6,457千円 25,828千円 

女満別地区 3,648千円 女満別地区 5,490千円 

【計画期間】 20 ～ 27 東藻琴地区 900千円 東藻琴地区 900千円 

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
28 17 今後の方針 B B Ｂ B

事業番号： 10724

【概　　要】 総事業費 【実績額】 6,857千円 

　標識柱 16基
　標識板 33枚

【計画期間】 20 　標識柱 3基
【実施主体】 　標識板 7枚

第1次 第2次 評価点数 26 26
今後の方針 E E

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

観光案内板の修正及び新規設置事業 小型標識（新設・再利用）

大型標識（新設・再利用）

6,857千円 

49,680千円 

観光振興に資するための補助を行う。町の観光振興に対する観光・情
報等の積極的な宣伝活動を行う。

町 産業課、産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

町 産業課、産業建設課

年 次 別
事後評価

観光誘導看板設置事業

H21【実績】 H24～H27

実　　施　　概　　要

事務・事業名

観光協会補助金

H22 H23

実　　施　　期　　間

H20【実績】

【湖畔環境美化業務委託分を統合】
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今後の方針 E E

事業番号： 10713

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,710千円 【実績額】 1,819千円 1,481千円 1,065千円 4,260千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10728

【概　　要】 総事業費 【実績額】 14,476千円 【実績額】 14,997千円 19,704千円 15,650千円 46,600千円 

指定管理委託 指定管理委託
利用日数 187日 利用日数 176日
入込者数 33,637人 入込者数 29,068人

【計画期間】 20 ～ 27  ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ利用 15,770人  ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ利用 14,672人

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針
【行政評価】

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

朝日ヶ丘公園管理運営費

111,427千円 

町の観光振興を図るとともに町民の憩い場として、公園管理の充実を
図る。展望台・パークゴルフ場の維持管理。

町 産業課 夢号死去、ブロアー移設 パドック改修工事

環境美化業務委託
水芭蕉観察木道修繕

町 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】
事前評価 事後評価

湖畔管理費

10,335千円 

湖畔の管理・施設等の整備。湿性植物群落・野生動物の生態は、大空
町はもとより貴重な財産である。

【観光協会補助金へ移動】

湖畔園地枯木伐採委託

木製遊具修繕 木製遊具ブランコ修繕

芝刈機械購入
管理棟機能向上工事 厩舎改造工事
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事業番号： 10726

【概　　要】 総事業費 【実績額】 146千円 【実績額】 116千円 2,908千円 108千円 432千円 

入込者数 384,827人 入込者数 398,879人

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 21 21 21 21
30 22 今後の方針 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

事業番号： 110711

【概　　要】 総事業費 【実績額】 22,593千円 35,156千円 

【計画期間】 21 ～ 22

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 25 25

H23 H24～H27

設計監理委託
設計監理委託 備品購入
建設工事 建設工事（繰越）

メルヘン観光交流センター整備事業

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22

3,710千円 

道の駅振興事業

【行政評価】

町

57,749千円 

観光情報の発信施設及び飲食機能を併せ持った一体的施設の整備事業
（施設概要）建築面積321.60㎡、延床面積288.00㎡、鉄骨造平屋建、
観光案内所、飲食店４店舗、屋内テラス

調査設計委託

産業課

Ｈ １ ９ 年 次 別

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町

地域交流拠点として観光振興の充実を図る。情報等を随時提供すると
ともに、観光・情報・販売等の積極的な宣伝活動目的とする。近年観
光客の入り込みが増加して対応不足が課題となっている。全道的な事
業の実施。

産業課

観光案内看板設置工事

23

第1次 第2次 評価点数 25 25
21 17 今後の方針 Ｂ Ｂ

事業番号： 10730

【概　　要】 総事業費 3,839千円 5,083千円 3,600千円 

[H24～]
【計画期間】 22 ～ 27

【実施主体】 備品購入
第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10712

【概　　要】 総事業費 【実績額】 586千円 【実績額】 187千円 627千円 627千円 2,508千円 

登山道整備 登山道整備
入山者数 698人 入山者数 671人

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

清掃業務委託
施設管理運営費 施設管理運営費

清掃業務委託
町 産業課

12,522千円 

町の観光拠点施設として適正な管理運営を図る。 指定管理委託

メルヘン観光交流センター管理運営費【Ｈ21追加】

4,535千円 

【行政評価】

観光振興にかかる一般事業。観光振興の総体事業を速やかに実施しな
ければならない事業。

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

藻琴山登山道管理費

町 産業建設課

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価
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事業番号： 10729

【概　　要】 総事業費 【実績額】 98,593千円 【実績額】 40,891千円 1,502千円 84,900千円 9,100千円 

　調査設計　　 一式 　植栽工　　 260本 ・調査設計 ・調査設計

　園路広場整備 　3,251㎡ ・看板作成 ・ハウス、作業所配管

　法面改修　　 　3,443㎡ 　テント休憩 2基 ・用地費・造成費

　芝桜植栽工事 10,974㎡ 　バイオトイレ 1基 ・備品
　標識工　　 4基 温浴施設整備 温浴施設整備

　売店施設（4店） 　　72.9㎡ 　公園広場整備 1,260㎡ ・調査設計 ・調査設計

　休憩施設　　 　　58.3㎡ 　暗渠排水工 一式 ・温泉ポンプ ・風呂改修

　電気工事　　 　料金所設置 5基 ・温泉供給施設 ・備品
　植栽工事　　 　　　68本 　管理棟改築 一式 ・温泉送湯施設

　展望台解体 一式
30,380㎡ 　展望プラ擬木 一式

【計画期間】 20 ～ 24 　電波時計　 一式
【実施主体】

　ゴーカート施設、釣堀管理棟、

H20【実績】

234,986千円 

芝桜公園整備

　階段、擁壁、入口法面整備

芝桜公園整備事業

ハウス整備芝桜公園整備

事務・事業名

・芝桜公園整備：園路整備、法面改修、公園広場整備、展望台整備
・温泉施設整備：温浴施設建設、源泉管理棟・浄化槽整備、駐車場・外構
・コテージ整備：コテージ建設
・活性化施設整備：ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ、売店施設、芝桜公園入口棟、休憩
　　　　　　　　　兼焼肉施設

実　　施　　概　　要

H21【実績】

産業建設課

H22

実　　施　　期　　間

H23 H24～H27

駐車場用地購入・整備

　売店腰壁、東屋開口等改修

町

活性化施設整備
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【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 16 16 16 16
28 20 今後の方針 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 49,979千円 

温泉権利
【計画期間】 21 作業庫
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,622千円 4,976千円 320,000千円 

基本構想策定 基本計画策定

【計画期間】 21 ～ 26

【実施主体】 [Ｈ24～26]
第1次 第2次 評価点数

今後の方針

東藻琴温泉管理公社所有の温泉権利を購入

水洗トイレ整備等

駐車場・取付道路整備

まちづくり住民懇談会

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

町 産業建設課

49,979千円 

町 地域振興課、産業建設課

328,598千円 

【行政評価】
年 次 別
事後評価

Ｈ １ ９
事前評価

【行政評価】

産業建設課

年 次 別
事後評価

東藻琴地区道の駅整備事業

道の駅公園整備（駐車場、取付道路）、水洗トイレ整備、用地買収費

町

温泉権利購入

Ｈ １ ９
事前評価

用地買収
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事業番号： 10714

【概　　要】 総事業費 【実績額】 3,632千円 【実績額】 3,632千円 3,632千円 3,632千円 14,528千円 

観光夏まつり 観光夏まつり
　入込者数 30,000人 　入込者数 20,000人

しじみ取り 6,984人 しじみ取り 5,742人

【計画期間】 20 ～ 27 わかさぎ釣り 4,710人 わかさぎ釣り 4,346人

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 21 21 22 22
28 19 今後の方針 A A Ａ Ａ

事業番号： 10710

H22

実　　施　　概　　要

H24～H27

区　　分

H21【実績】

・広い分野の多種多様で広域的な情報の収集と発信に努めます。
・広域的な花観光・周遊観光の連携による旅行者へのおもてなしの向上をはかります。
・自然公園や観光施設の保全や活用に努めます。
・地域の特色ある産業と連携した体験型観光事業に取り組みます。
・「ゆっくり・楽しみ・癒す」をテーマとした「スロー・ツーリズム」を推進します。

主な施策

観光協会行事補助金

29,056千円 

町 産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【町民ビッグデーに移行】メルヘンフェア開催事業【事業名変更】

H23

②観光事業の再構築

実　　施　　期　　間

H20【実績】
事務・事業名

観光協会主催の事業に対し補助を行う。四季を通してのイベント・湖
上のスポーツ振興を図る。しじみ取り・観光夏まつり・わかさぎ釣り
の各種事業に補助する。
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【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,468千円 

開催日 7月5～6日

　音楽ステージ 23組出演

　有料ライブ 桑名正博ほか

【計画期間】 20 　交流露天市 6店舗出店

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 20 20
28 20 今後の方針 Ｂ Ｅ

事業番号： 10710

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,500千円 3,000千円 2,500千円 10,000千円 

【計画期間】 21 ～ 27 入込者数 33,000人

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 24 24
今後の方針 A Ａ

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

音楽広場ステージ、焼肉広場

町 産業課

18,000千円 

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

町民ビッグデー実行委員会交付金
【Ｈ21事業名変更】

町 産業課

町民の交流及び親睦融和を図り、かつ本町の商工観光の振興さらには
地域の活性化を図る。

観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に出演
者・来場者との交流のばをつくり地域活性化を図る。情報・観光・物
産の拠点、道の駅の多目的利用により地域の活性化を図る。

2,468千円 

開催日　７月５日

買物広場、ちびっ子広場
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事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 400千円 

馬そり体験 413人
滑り台

【計画期間】 20

【実施主体】 など
第1次 第2次 評価点数 16 16

今後の方針 Ｂ Ｂ

事業番号： 10716

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,000千円 【実績額】 2,000千円 3,500千円 3,000千円 9,000千円 

【計画期間】 20 ～ 27 　入込者数 101,476人 　入込者数 91,235人

【実施主体】 ライトアップ
第1次 第2次 評価点数 16 16 16 16
28 19 今後の方針 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

事業番号 10717

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27

馬そり体験及び雪山滑り台の制作などを行い、冬期間における滞在・
体験型観光を推進する事業に対して交付金を交付する。

産業課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

開催日　5月3日～6月8日

　芝桜歌謡ステージ

開催日　5月3日～6月7日

　カラオケのど自慢 　カラオケのど自慢

19,500千円 

【行政評価】
年 次 別
事後評価

400千円 

町

観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に来園者
との交流の場をつくり地域活性化を図る。

町 産業建設課

ふるさとまつり実行委員会交付金

芝桜まつり実行委員会交付金

Ｈ １ ９
事前評価

歩くスキー、かんじき体験

めまんべつ雪んこ広場実行委員会交付金【Ｈ21追加】

　芝桜歌謡ステージ
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事業番号： 10717

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,200千円 【実績額】 2,200千円 3,200千円 2,200千円 8,800千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 16 16
28 19 今後の方針 Ｂ Ｂ

事業番号： 110702

【概　　要】 総事業費 【実績額】 110千円 132千円 132千円 528千円 

推進協議会補助

【計画期間】 21 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 14 14
今後の方針 B Ｂ

開催日　8月30日開催日　8月31日

902千円 

町 産業課、産業建設課

18,600千円 

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

大空町の豊かな地域資源と農村環境を活用した体験観光等のグリーン
ツーリズムを推進し、都市との交流拡大及び地場産品の消費拡大を推
進し、地域産業の振興を図る。

グリーン・ツーリズム推進事業【Ｈ21追加】

産業建設課

観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に出場
者・応援者との交流の場をつくり地域活性化を図る。

ふるさとまつり実行委員会交付金

町

 ライブ・歌謡ステージ　

 お楽しみ抽選会　　　　

 もちまき大会　　　ほか

　ロール転がしどってん酷　39チーム

 お楽しみ抽選会　　　　

 もちまき大会　　　ほか

 ライブ・歌謡ステージ　

　野外バーベキュー　券971枚販売　　　

　ロール転がしどってん酷　38チーム

　野外バーベキュー　券990枚販売　　　
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（４）商業・サービス業の振興
基本方針：

事業番号： 10701

【概　　要】 総事業費 【実績額】 173千円 【実績額】 1,357千円 878千円 861千円 3,284千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10703

商業活動の推進を通した、賑わいと魅力ある商店街の再生や本町の特産品の販路拡大などによる商業・サービス業の振興をはかりま
す。

①経営の体質強化

・商業経営者の経営意欲の向上、経営の近代化など魅力ある商店経営を推進します。

商工会補助金

主な施策

商工業振興一般事務費

Ｈ １ ９
事前評価

商工振興に関する一般事務

年 次 別
事後評価

H20【実績】 H21【実績】 H22

町 産業課、産業建設課

【行政評価】

6,553千円 

区　　分

実　　施　　概　　要

実　　施　　期　　間
事務・事業名

H24～H27H23

消費者行政活性化事業

ｵﾎｰﾂｸﾌｪｱin札幌
さっぽろオータムフェスト
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事業番号： 10703

【概　　要】 総事業費 【実績額】 28,321千円 【実績額】 26,622千円 24,165千円 20,863千円 83,452千円 

女満別商工会 16,088千円 女満別商工会 14,898千円

　うち地域振興券 　4,500千円 　うち地域振興券 　3,000千円

　会員数 133名 　会員数 135名
東藻琴商工会 12,233千円 東藻琴商工会 11,724千円

【計画期間】 20 ～ 27 　うち地域振興券 　3,000千円 　うち地域振興券 　2,000千円

【実施主体】 　会員数 58名 　会員数 55名
第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
25 18 今後の方針 B B B B

事業番号： 10720

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,162千円 【実績額】 1,483千円 1,483千円 1,483千円 5,932千円 

トイレ改修 704千円 

【計画期間】 20 ～ 27 利用日数 98日 利用日数 92日
【実施主体】 利用延人数 1,102人 利用延人数 1,045人

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

12,543千円 

産業課

地域振興会館管理運営費

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

女満別地域振興会館の管理運営 指定管理委託

町

商工会補助金

指定管理委託

町 産業課、産業建設課

183,423千円 

町の商工振興に資するために、商工会に対して補助を行う。

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価
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事業番号：

【概　　要】 総事業費 【実績額】 5,300千円 

1等5万円 40本
2等1万円 100本

【計画期間】 21 3等5千円 400本
【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 9 15
今後の方針 Ｅ Ｅ

5,300千円 

事務・事業名

②中小企業の支援

H23 H24～H27

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

主な施策

実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22

実　　施　　概　　要

区　　分

・経営診断事業・アドバイザー支援事業などを通し、中小企業の支援をはかります。
・各種融資制度の活用を推進します。

実 　施 　期 　間
事務 事業名

定額給付金消費拡大事業補助金【Ｈ21追加】

地元消費を促し地域経済の活性化を図ることを目的に、抽選券付き商
品券を発行する両商工会の共同事業を支援する。

町 産業課、産業建設課

実　　施　　概　　要
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事業番号： 10702

【概　　要】 総事業費 【実績額】 5,551千円 【実績額】 5,215千円 6,054千円 6,500千円 26,000千円 

　運転資金 73件 　運転資金 80件
　設備資金 23件 　設備資金 12件

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 19 19 19 19
24 19 今後の方針 Ｂ Ｂ Ａ Ａ

49,320千円 

H23

中小企業者に利子補給 中小企業者に利子補給

H21【実績】

中小企業振興資金利子補給金

H20【実績】

実 　施 　期 　間

H24～H27H22
事務・事業名

町

中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向
上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。

年 次 別
事後評価

産業課、産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価
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事業番号：

【概　　要】 総事業費 10,168千円 

【計画期間】 23

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

町 産業課、産業建設課

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

商工会で実施している現行のポイントカードを、シール方式からカー
ド式に変更するための読込端末機器、ソフトウエア、カード等の導入
経費に対する補助

実　　施　　概　　要

事務・事業名
実　　施　　期　　間

H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24～H27

区　　分

主な施策

④地域ブランドの確立

・特産品の開発研究・販路拡大を推進します。

ポイントカードシステム導入事業【Ｈ22追加】

10,168千円 

主な施策 ・空き店舗などを利活用した賑わいづくりを推進します。

③商店街の賑わいづくり区　　分

29

な施策

主な施策 ・旅行者に立ち寄ってもらうための各種事業を推進します。

区　　分 ⑤旅行者に立ち寄ってもらえるための事業
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（５）工業・地場産業の振興
基本方針：

事業番号： 10228

【概 要】

①企業の育成

女満別空港や豊かな自然環境を活かした企業誘致､地場資源を活かした新たな製品開発・企業の育成などを通し、本町ならではの工業・
地場産業の振興をはかります。

区　　分

主な施策 ・商工会などと連携し企業の経営基盤の強化をはかります。
・各種融資制度の有効利用を推進します。

区　　分

主な施策

H20【実績】 H21【実績】

・立地特性を活かした企業の誘致を進めます。
・関係機関やふるさと会などとの連携のもとに、企業情報などの収集と広報・宣伝活動の強化をはかり、企業誘致活動を促進します。
・企業の進出意欲を高めるため、各種優遇措置など受入体制の整備充実をはかります。

実　　施　　概　　要

実　　施　　期　　間

H22 H24～H27

②企業誘致振興策の促進

H23
事務・事業名

企業誘致委員会委員報酬
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【概　　要】 総事業費 【実績額】 140千円 【実績額】 44千円 148千円 119千円 476千円 

委員数 10名 委員数 10名

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数

今後の方針

事業番号： 10229

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,160千円 【実績額】 123千円 325千円 325千円 1,300千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 15 15 14 14
18 15 今後の方針 B B Ａ Ａ

【ふるさと会事業を分離】

町 総務課

【行政評価】

企業誘致委員会　１回開催

3,233千円 

女満別東京会、札幌会

総務課

927千円 

年 次 別
事後評価

企業誘致活動、企業情報収集、企業誘致協力会（札幌・東京）の活動
推進のための取り組み、大空町企業振興促進条例に関する事務、北海
道産業振興条例（Ｈ２０年度制定予定）に関する事務

企業誘致委員会の開催（企業誘致に関する調査研究、誘致活動、情報
収集　など）

企業誘致対策費

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

町

企業誘致協力会負担金等

Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

企業誘致委員会　３回開催

東藻琴東京会、札幌会

東藻琴旭川会、網走会
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事業番号： 10230

【概　　要】 総事業費 【実績額】 2,238千円 【実績額】 1,848千円 11,598千円 10,981千円 9,012千円 

[Ｈ24～25]

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 22 22 21 21
17 17 今後の方針 A A A A

事業番号： 10289

【概　　要】 総事業費 【実績額】 11,000千円 【実績額】 9,600千円 0千円 5,046千円 10,092千円 

[Ｈ25・Ｈ27]

11,000千円 9,600千円 

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】 17,963人 16,669人

第1次 第2次 評価点数 18 18 18 18
14 15 今後の方針 B B Ｃ Ｃ

　女満別ゴルフコース

　年間延利用者数

ﾎﾞｯｼｭ(株)　9,246千円 ﾎﾞｯｼｭ(株)　8,246千円

山水　2,352千円 山水　2,352千円
双日北海道与志本㈱　383千円

誘致企業振興補助金

企業振興促進補助金

35,677千円 

35,738千円 

町 総務課

H21【実績】 H23

(株)ｵｰｴｽﾗｲｽﾞ　285千円

H22

企業振興促進に関する補助金の交付。

H20【実績】
事務・事業名

実　　施　　概　　要

H24～H27

実　　施　　期　　間

(株)ｵｰｴｽﾗｲｽﾞ　254千円

ﾎﾞｯｼｭ(株)　1,953千円 山水　1,594千円

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

誘致企業である女満別ゴルフコースの利用促進を図るとともに、町内
の経済の活性化を図る。

町 総務課

　女満別ゴルフコース

誘致企業振興事業

ふるさと会事業【 21追加】

年 次 別
事後評価

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

　年間延利用者数

誘致企業振興補助金
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事業番号： 10291

【概　　要】 総事業費 【実績額】 1,190千円 2,049千円 1,325千円 5,300千円 

【企業誘致対策費から分離】

【計画期間】 21 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 10 10
今後の方針 Ｂ Ｂ

9,864千円 

ふるさと会事業【Ｈ21追加】

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

女満別東京会・札幌会、東藻琴東京会・札幌会、東藻琴旭川会・網走
会への負担金等

町 総務課

女満別東京会、札幌会

東藻琴東京会、札幌会

東藻琴旭川会、網走会
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事業番号： 10704

【概　　要】 総事業費 【実績額】 437千円 【実績額】 500千円 500千円 500千円 2,000千円 

団体 ２件 団体 １件
個人 １件

【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 17 17 17 17
22 17 今後の方針 B B B B

3,937千円 

H21【実績】
事務・事業名

H20【実績】

実　　施　　期　　間

地場産業振興対策補助金

実　　施　　概　　要

区　　分

主な施策

③地場産業の振興

・既存地場産業の高度化や新規事業への参入を積極的に促進します。
・食品加工業については、安全・安心をモットーとした育成に地域をあげて取り組みます。
・大空町地場産業振興対策補助金の活用の促進をはかります。

H24～H27H23H22

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

地域の特性を生かした新しい地場産業を振興する団体又は個人に対し
補助金を支出する。

町 産業課、産業建設課
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（６）雇用機会の確保と安定
基本方針：

事業番号： 10502

【概　　要】 総事業費 【実績額】 154千円 【実績額】 108千円 151千円 135千円 540千円 

事務・事業名

３団体に負担金を支出
・職業病の防止活動として、巡回健診車で健康診断事業を実施
・職業人として、有為な技能者の育成。
・斜網地域の季節労働者の通年雇用化の促進を図る。

労働対策事業

1,088千円 

主な施策

区　　分

勤労者が生きがいを持って働くことができる労働環境づくりに努めます。

実　　施　　概　　要

①雇用機会の推進

・Ｉ・Ｊ・Ｕターン者、退職者・高齢者などの職業訓練機会の確保に努めます。
・既存産業の後継者・新規就業者の育成をはかります。
・仕事を通じて社会参加を希望する高齢者や障がいのある人の雇用促進に努めます。
・関係各方面との連携による求職、求人、経営、技術などの情報提供の促進をはかります。
・起業や新分野進出を支援するため、異業種との連携や起業に向けた情報の提供に努めます。

実　　施　　期　　間

H20【実績】 H24～H27H23H21【実績】 H22
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【計画期間】 20 ～ 27

【実施主体】

第1次 第2次 評価点数 16 16 16 16
23 16 今後の方針 B B B B

【行政評価】
Ｈ １ ９
事前評価

年 次 別
事後評価

斜網地域の季節労働者の通年雇用化の促進を図る。

町 産業課、産業建設課
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