
1.コミュニティ活動の促進
2.移住・定住対策の促進
3.情報ネットワークの整備

5.⾃⽴する⾃治体経営の確⽴

ふれあい つながる 協働のまちづくり第5章 実施計画進捗状況報告書

4.町⺠と⾏政の協働
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204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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 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

個別計画

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

ローリ
ング前

自治会運営交付金 自治会運営交付金 自治会運営交付金

今後の事業展開

700

住⺠グループ 4,096 4,647 4,678

住⺠活動推進事業

ローリ
ング前

今後の事業展開

事業費 4,646102423年間の事業費 13,421

ローリ
ング後

施設小破修繕　1,040 施設小破修繕　1,040
南自治会館外部修繕工事（屋根・壁塗装）
2,750

施設小破修繕　1,059
西自治会館外部修繕工事（屋根・壁塗装）
2,750

より良い地域づくりのため、地域の住⺠活動やコ
ミュニティー運動の推進を図る。
町⺠会館の整備
地域担当職員制度の充実

笑顔
ＰＪ

施策事業Ｎｏ ①-２

⾃治会運営費交付⾦
大空町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。

今後の事業展開

ローリ
ング後

自治会連合会補助金　700

700 700

3,153 700

自治会連合会補助金 自治会連合会補助金 自治会連合会補助金

事業費 700

事業費

10239

自治会連合会補助金　700

事業費 事業費

前年度決算
自治会連合会補助金668
【座卓　アンプ等　2,485】

決算額

本年度予算
自治会連合会補助金　700

事  業  名

住⺠グループ 700 700 700

―

自治会連合会補助金　700

事業費―

施策事業Ｎｏ
進捗状況事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

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

計画の主な変更

2,100 事業費 事業費510101

会計名称

事業費 1,896 事業費 4,646510103

一般会計

3年間の事業費

自治会運営費交付金　10,600

事業費

住⺠グループ

― ―

700

事業費

決算額 2,146 事業費 2,000

―

10,600 10,600 10,600

10,600

本年度予算 進捗状況
均等割、世帯割
東藻琴 広報配布・地域会館管理
女満別 公民館管理

自治会運営費交付金　10,600

4,096 事業費 4,647 事業費

①-３

自治会運営費交付金　10,600

10240 事業費

― ― 〇

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過
計画の主な変更

自治会運営費交付金　10,600

31,800

事業費 10,600 事業費 10,600

ローリ
ング前

決算額 10,399 事業費 9,937

施設小破修繕　987
【住居表示プレート231、大成トイレ改修
270】

施設小破修繕　1,040

10,60010,600 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

施策事業Ｎｏ

事業費 10,600

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

700

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

4,678
町民会館等整備・地域担当職員活動 町民会館等整備・地域担当職員活動

【南自治会館外部修繕工事（屋根・壁塗
装）】

町民会館等整備・地域担当職員活動
【西自治会館外部修繕工事（屋根・壁塗
装）】



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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

個別計画

510201
住⺠グループ 3,448 3,448 3,406

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
前年度個人住民税１％相当分

自治会活動支援交付金
前年度個人住民税１％相当分

10255 事業費 3,584 事業費 3,453

自治会活動支援交付金
前年度個人住民税１％相当分

事業費 3,4063年間の事業費 10,302

進捗状況

3,448 事業費 3,448 事業費 3,406

⾃治会活動⽀援交付⾦
町⺠税１％還元により、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:一律50,000円、世帯割:交付⾦総額より、均等割
額の総額を引いて当該年度５⽉１⽇の世帯数で割った１
世帯単価に、各⾃治会の世帯数を掛けた額

今後の事業展開

決算額 3,670 事業費 3,448

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

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
前年度個人住民税１％相当分

自治会活動支援交付金
前年度個人住民税１％相当分

笑顔
ＰＪ

計画の主な変更
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
前年度個人住民税１％相当分

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算
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206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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 31
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 移住定住関係事務費
大空町へ定住をサポートする会助成

移住定住関係事務費
サポート会助成159（先進地視察）
【移住ＰＲ動画制作委託2,338】

計画の主な変更

決算額 808 事業費 2,930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

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

移住定住関係事務費
サポート会助成167(マップ作成）

個別計画
〇 ― ― 事業費 910 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

移住定住関係事務費
サポート会助成377（交流イベント､町探索､
首都圏イベント）

移住定住関係事務費
サポート会助成384（交流イベント､町探索､
首都圏イベント､パンフレット）

企画グループ 910 777 667
520101 3年間の事業費 2,354

ローリ
ング前

390

777 事業費 667
移住定住関係事務費
大空町へ定住をサポートする会助成

移住定住関係事務費
大空町へ定住をサポートする会助成

移住定住関係事務費
大空町へ定住をサポートする会助成

施策事業Ｎｏ ①-２ 地域おこし協力隊
移住・定住支援員1人
【隊員選考募集委託616】

地域おこし協力隊
移住・定住支援員1人
【隊員フォロー委託1,545】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10280 事業費 217 事業費 427 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
移住・定住支援員1人
【隊員フォロー委託2,754】

地域おこし協力隊
移住・定住支援員1人
【隊員フォロー委託2,754】

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。

今後の事業展開

個別計画
〇 ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

【隊員フォロー業務1,160】

決算額 2,353 事業費 4,144

事業費 5,144 事業費 5,144 事業費
企画グループ 5,291 5,291 1,160

520102 3年間の事業費 11,742

ローリ
ング前

地域おこし協力隊 地域おこし協力隊

事業費 1,160事業費 5,291 事業費 5,291



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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 34
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ②-１ 実績なし いきいき子育て住宅支援奨励金（9世帯）

計画の主な変更

決算額 事業費 18,000
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
１世帯あたり最大２００万円

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

いきいき子育て住宅支援奨励金（8世帯）

個別計画
〇 ― ― 事業費 16,000 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

いきいき子育て住宅支援奨励金（3世帯） いきいき子育て住宅支援奨励金（5世帯）

企画グループ 16,000 6,000 10,000
520201 3年間の事業費 32,000

ローリ
ング前

いきいき子育て住宅支援奨励金（8世帯） いきいき子育て住宅支援奨励金（3世帯） いきいき子育て住宅支援奨励金（5世帯）

10,000

6,000 事業費 10,000

10280 事業費 16,000 事業費 6,000 事業費
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208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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ③-１ ふるさと会　東京・札幌・旭川　網走 ふるさと会　東京・札幌・旭川　北見　網走

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 691 事業費 1,318ふるさと会事業
ふるさと会を通じて首都圏等へ町のPRを実施する 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ふるさと会　東京・札幌・旭川　網走 ふるさと会　東京・札幌・旭川　北見　網走 ふるさと会　東京・札幌・旭川　網走

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

997 事業費 837 事業費 758
ふるさと会　東京・札幌・旭川　網走 ふるさと会　東京・札幌・旭川　北見　網走 ふるさと会　東京・札幌・旭川　網走

950

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 997 837
事業費 1,011 事業費 950

758
520301 3年間の事業費 2,592 10291 事業費

施策事業Ｎｏ ③-２ 特産品贈呈
【10年記念分あり】
寄付金1,818件 54,643千円

寄付者報償費16,007
【地域おこし協力隊員1人　2,481】

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 12,983 事業費 20,130
ふるさと応援寄附⾦事
業

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。

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

寄付者報償費　16,007
【臨時職員1人　1,880】

個別計画
― 〇 ― 事業費 19,952 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

寄付者報償費　16,007
【臨時職員1人　1,880】

寄付者報償費　16,007
【臨時職員1人　1,880】

税務グループ 19,952 19,952 19,952
520302 3年間の事業費 59,856

ローリ
ング前

12,504

19,952 事業費 19,952
寄付者報償費

【臨時職員１名】

寄付者報償費

【臨時職員１名】

寄付者報償費

【臨時職員１名】

10234 事業費 12,512 事業費 12,512 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
３．情報ネットワークの整備 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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②）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 【衛星ブロードバンド機器保守】

計画の主な変更

決算額 事業費 726
衛星ブロードバンド整
備事業

衛星ブロードバンド整備事業により、地域情報格差
の是正、地域住⺠の⽣活向上を図る。

Ｈ22.3衛星ブロードバ
ンド整備実施 ⼥満別
22件、東藻琴6件

今後の事業展開

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保守】
Ｈ２９町内情報通信格差解消・情報網強靭
化検討委託により整備方針決定

個別計画
― ― ― 事業費 968 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

【衛星ブロードバンド機器保守】 【衛星ブロードバンド機器保守】

総務グループ 968 968 982
530101 3年間の事業費 2,918

ローリ
ング前

【衛星ブロードバンド機器保守】 【衛星ブロードバンド機器保守】 【衛星ブロードバンド機器保守】

982

968 事業費 982

－ 事業費 982 事業費 982 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ②-１
計画の主な変更

決算額 事業費
自治体情報システム強靭
化高速通信普及事業

・自治体情報ｼｽﾃﾑ強靭性ﾓﾃﾞﾙ対応として番号制度におい
て地⽅公共団体が情報連携を開始する平成29年7⽉まで
にﾈｯﾄﾜｰｸ機器類の情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策を講じる
・大空町全体の情報格差改善の可能性検討のため高速通
信普及検討を実施する

新規事業（H28〜） 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

自治体情報セキュリティクラウド整備負担金､
【町内情報通信格差解消・情報網強靭化検
討委託15,100】

個別計画
― ― ― 事業費 16,071 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

自治体情報セキュリティクラウド整備負担金 自治体情報セキュリティクラウド整備負担金

総務グループ 16,071 979 979
530201 3年間の事業費 18,029

ローリ
ング前

自治体情報セキュリティクラウド整備負担金 自治体情報セキュリティクラウド整備負担金
【大空町内情報通信格差解消・情報網強靭化検
討業務委託15,100】

自治体情報セキュリティクラウド整備負担金
【庁舎間・公共施設間強靭性向上ネットワーク構
築業務委託32,051】

32,052

979 事業費 979

－ 事業費 1 事業費 15,101 事業費
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210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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

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）

計画の主な変更

決算額 事業費

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）

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）

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）

企画グループ
530301 3年間の事業費

ローリ
ング前

『主に職員給与費が事業費になるためここには計
上しない』

『主に職員給与費が事業費になるためここには計
上しない』

『主に職員給与費が事業費になるためここには計
上しない』

事業費

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）

今後の事業展開

10217 事業費 事業費 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
４．町⺠と⾏政の協働 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 〜
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 町民自治推進委員会２回開催1/15　3/25
委員改選28.3.18　10名

町民自治推進委員会　5回
（28.6まで自治基本条例改正の諮問）
運用検証及び見直し協議

計画の主な変更

決算額 76 事業費 264町⺠参加推進事業
 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。

Ｈ27 委員改選
Ｈ28 条例⾒直し協議

今後の事業展開

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
30.3委員改選

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

町民自治推進委員会　１回 町民自治推進委員会　1回
32.3委員改選

企画グループ 54 54 54
540101 3年間の事業費 162

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 町民自治推進委員会　１回

101

54 事業費 54

施策事業Ｎｏ ①-２ 地域審議会委員報酬272
【Ｈ28.3.31設置期間終了】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10293 事業費 101 事業費 101 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

地域審議会委員報酬
地域審議会に関する事務
 ⼥満別地域審議会委員 10名
 東藻琴地域審議会委員 10名
※地域審議会委員任期 Ｈ26.8.8〜Ｈ28.3.31

今後の事業展開

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 139 事業費 完了

地域審議会委員報酬272 地域審議会委員報酬272 地域審議会委員報酬272

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 地域づくり4件640、芸術文化5件983、その
他90､東北支援1件（10人）210

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動事業1,000）

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 1,923 事業費 1,000
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、
町⺠が⾃主的・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。

今後の事業展開

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・芸文活動事業1,000）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動事業1,000）

元気づくり応援事業
（地域づくり・芸文活動事業1,000）

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

1,000 事業費 1,000 事業費 1,000

1,250

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 1,000 1,000
事業費 1,250 事業費 1,250

1,000
540103 3年間の事業費 3,000 10233 事業費

元気づくり応援事業：地域・芸文活動事業 元気づくり応援事業：地域・芸文活動事業 元気づくり応援事業：地域・芸文活動事業
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212基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
４．町⺠と⾏政の協働 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ①-４ 表彰記念品
表彰者167人
【うち10年記念表彰154人】

表彰記念品等

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 3,402 事業費 852町表彰式事業
町の政治、経済、⽂化、社会等の発展に功績のあっ
た者への表彰

今後の事業展開

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

759 事業費 759 事業費 759
表彰記念品等 表彰記念品等 表彰記念品等

759

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

総務グループ 759 759
事業費 759 事業費 759

759
540104 3年間の事業費 2,277 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（リーフ・プリウス）

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 1,413 事業費 1,845
企画振興一般事務費
（一般事務費）

総務課企画グループにおける一般事務費 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）
ﾌｧｲﾀｰｽﾞ大使関係1,132千円

個別計画
― ― ― 事業費 2,637 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（リーフ・プリウス）

一般事務費
公用車管理（リーフ・プリウス）

企画グループ 2,637 1,338 1,506
540105 3年間の事業費 5,481

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）

1,664

1,338 事業費 1,506

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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10227 事業費 1,626 事業費 1,510 事業費

決算額 56,221 事業費 47,866

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

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

今後の事業展開

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

55,979

事業費 51,884

10101 事業費 55,979 事業費 55,979 事業費
議会事務局 47,866 51,884 51,884

540106 3年間の事業費 151,634

事業費 47,866 事業費 51,884
議員報酬　29,220 議員報酬　29,220 議員報酬　29,220



基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
４．町⺠と⾏政の協働 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更
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1,037】

決算額 1,229 事業費 1,430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

今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費 1,240 事業費 1,430

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1,037】

議会事務局 1,240 1,430 1,251

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1,037】

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1,037】
※議会改選期

540107 3年間の事業費 3,921

ローリ
ング前

1,270

事業費 1,251
笑顔
ＰＪ

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1,037】

施策事業Ｎｏ ①-８ 常任委員会視察（道外１　道内２） 常任委員会視察（道内３）

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10102 事業費 1,270 事業費 1,462 事業費

決算額 1,511 事業費 953

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

常任委員会視察なし 常任委員会視察（道外２　道内１）
※議会改選期

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 156 2,174
事業費 2,174 事業費 1,605

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）

今後の事業展開

1,605
540108 3年間の事業費 3,935 10103 事業費

156 事業費 2,174 事業費 1,605
常任委員会視察なし 常任委員会視察（道外２　道内１）

※議会改選期
常任委員会視察（道外１　道内２）

156

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

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 541 事業費 886議員研修費
議員の研修活動の実施 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

議員の研修活動の実施

個別計画
― ― ― 事業費 556 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

542

571 事業費 571

10104 事業費 542 事業費 542 事業費
議会事務局 556 571 571

540109 3年間の事業費 1,698

※議会改選期
①議員章・議長章　62
②議席氏名書換手数料　132
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214基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
４．町⺠と⾏政の協働 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 〜
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ①-１０
計画の主な変更

決算額 3,334 事業費 3,350

― ― ― 事業費 3,229 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
【嘱託職員1人】

議会事務局における一般事務費
【嘱託職員1人】

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
【嘱託職員1人】

議会事務局における一般事務費
【嘱託職員1人】

議会事務局 3,229 3,479 3,235
540110 3年間の事業費 9,943

ローリ
ング前

3,239

3,479 事業費 3,235

今後の事業展開

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
【嘱託職員1人】

個別計画

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

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10106 事業費 3,214 事業費 3,545 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。

今後の事業展開

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

議会の広報活動研修費・議会だより発行費

決算額 1,055 事業費 1,204

議会事務局 1,155 1,204 1,213

一般会計
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

540111 3年間の事業費 3,572

ローリ
ング前

1,213

事業費 1,213事業費 1,155 事業費 1,204

施策事業Ｎｏ ①-１２ 【総合計画策定支援委託1,944】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10107 事業費 1,125 事業費 1,213 事業費

決算額 3,518 事業費総合計画策定事業
第３次総合計画（平成３８年〜４７年まで）のまち
づくり計画の策定

今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

企画グループ

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

事業費 事業費540112 3年間の事業費 事業費

嘱託職員１名賃金　1,479 嘱託職員１名賃金　1,479
議会ワゴン車車検に係る経費　142
議会ワゴン車タイヤ・ワイパー　138

嘱託職員１名賃金　1,479

議会だより印刷　1,087 議会広報研修会（２名出席）　88
議会だより印刷　1,087

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



基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
４．町⺠と⾏政の協働 （施策①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 29 〜 29
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 31
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 32
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

1,736 事業費 175

会計名称 一般会計

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
として町⺠参加を促す。

今後の事業展開

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更
施策事業Ｎｏ ①-１３

決算額 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【まちづくり宣言屋外広告塔500×2､のぼり
120､懸垂幕300】

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 1,420 事業費 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 1,420
540113 3年間の事業費 1,420 事業費 事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ①-１４ 委員15人、2回開催
【総合戦略策定支援委託1,350､PRパンフ
レット(5,000部)印刷269】

委員15人、年2回開催

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。

今後の事業展開

決算額

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 475 事業費 175 事業費 175

ローリ
ング前

企画グループ 475 175 175
540114 3年間の事業費 825 事業費 事業費

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）

今後の事業展開

決算額 事業費 187

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

委員16人、2回開催 委員16人、2回開催

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 187 事業費 187 事業費 187

ローリ
ング前187 187 187

540115 3年間の事業費

委員16人、2回開催

561 事業費 事業費 事業費

委員16人、2回開催施策事業Ｎｏ ①-１5
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過
前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

ローリ
ング後

委員15人、年2回開催
【PRパンフレット改訂版（5,000部）印刷300】

委員15人、年2回開催 委員15人、年2回開催
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216基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
４．町⺠と⾏政の協働 （施策②）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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．町⺠と⾏政の協働 （施策③）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

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）

計画の主な変更

決算額 事業費
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 今後の事業展開

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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ③-１ 【１０年記念特別号発刊】、掲示板27箇所、
意見箱11件(8件回答)、ふれあいトーク26箇
所550人参加

広報広聴事務費､プロポーザル実施
【ＬＩＮＥ有料会員､そらっきーぬいぐるみ制作】

計画の主な変更

決算額 13,280 事業費 13,569広報広聴事業
〇広報誌・情報掲示板・ホームページなどによる広
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

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

広報広聴事務費､【コンパクトデジカメ70､ライ
ンスタンプ500､動画撮影機材140】

個別計画
― ― ― 事業費 14,286 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

広報広聴事務費 広報広聴事務費
プロポーザル実施

企画グループ 14,286 13,576 13,702
540301 3年間の事業費 41,564

ローリ
ング前

広報広聴事務費 広報広聴事務費 広報広聴事務費

13,475

13,576 事業費 13,702

10217 事業費 13,475 事業費 13,475 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
４．町⺠と⾏政の協働 （施策④）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ④-１ 情報公開及び個人情報保護審査会委員●
人

情報公開及び個人情報保護審査会委員報
酬

計画の主な変更

決算額 19 事業費 54
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

今後の事業展開

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
【臨時職員１人】

戸籍住民基本台帳管理費
【臨時職員１人】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

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
【臨時職員１人】､【戸籍総合システム更新委
託18,144】

戸籍住民基本台帳管理費
【臨時職員１人】

⼾籍住⺠基本台帳管理
事業

・⼾籍に関する事務
・住⺠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

今後の事業展開

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
【臨時職員１人】､【住基ネットワークサーバー
更新委託2,000】

決算額 7,128 事業費 7,000

10260 事業費 10,056 事業費 10,380 事業費

⼾籍保険グループ 25,567 7,693 9,477
540402 3年間の事業費 42,737

ローリ
ング前

戸籍住民基本台帳管理費

※【臨時職員１名】

戸籍住民基本台帳管理費

※【臨時職員１名】

戸籍住民基本台帳管理費

※【臨時職員１名】

12,056

事業費 9,477事業費 25,567 事業費 7,693
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218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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ①-１ 行政改革委員会15人
4/20   10/29  2/25 ３回開催
推進計画進捗協議　３次へ見直し協議

行政改革委員会　5回　15名
大綱・推進計画見直し（Ｈ29～33）
Ｈ29.2委員改選

計画の主な変更

決算額 151 事業費 395⾏政改⾰推進事業
第３次⼤空町⾏政改⾰⼤綱及び⾏政改⾰推進計画
に基づき⾏政改⾰を推進する。
 推進計画の進⾏状況について委員会へ報告する
とともにホームページで町⺠へ公表する。

Ｈ27 計画進捗協議
Ｈ28 ⼤綱⾒直し

今後の事業展開

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

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　２回　15名
Ｈ31.2委員改選

行政改革委員会　１回　15名

企画グループ 80 160 80
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 行政改革委員会　２回　15名 行政改革委員会　１回　15名

80

160 事業費 80

施策事業Ｎｏ ①-２ 指定管理選定委員会外部意見聴取者４名
【モニタリング試行中】

指定管理選定委員会外部意見聴取者４名
【モニタリング試行中】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10268 事業費 80 事業費 160 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

指定管理選定委員会外部意見聴取者４名 指定管理選定委員会外部意見聴取者４名

指定管理者選定事業
指定管理者の候補者の選定⼿続きについて、公平性・透
明性を確保するため「⼤空町公の施設に係る指定管理者
の指定⼿続等に関する条例施⾏規則」第４条の規定に基
づき⼤空町指定管理者選定委員会を設置。
・指定管理者選定委員会に関する事務

今後の事業展開

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

指定管理選定委員会外部意見聴取者４名

決算額 97 事業費 115

指定管理選定委員会外部意見聴取 指定管理選定委員会外部意見聴取 指定管理選定委員会外部意見聴取

10273 事業費 117 事業費 117 事業費

企画グループ 115 115 115
550102 3年間の事業費 345

ローリ
ング前

117

事業費 115事業費 115 事業費 115

施策事業Ｎｏ ①-３ 学校基本調査･工業統計調査･経済ｾﾝｻｽ
調査区管理･国勢調査･経済ｾﾝｻｽ活動調
査･農林業調査･商業統計事後調査

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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

事業費

ローリ
ング前

企画グループ

決算額 4,467 事業費 688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。

今後の事業展開

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

233 事業費 387 事業費 1,646
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

233

個別計画
― ― ―

233 387
事業費 387 事業費 1,646

1,646
550103 3年間の事業費 2,266 10264 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①）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 〜
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ①-４ オホーツク圏活性化期成会負担金 オホーツク圏活性化期成会負担金

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 155 事業費 257
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
⺠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

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

オホーツク圏活性化期成会負担金 オホーツク圏活性化期成会負担金 オホーツク圏活性化期成会負担金

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

262 事業費 262 事業費 262
オホーツク圏活性化期成会負担金 オホーツク圏活性化期成会負担金 オホーツク圏活性化期成会負担金

262

個別計画
― 〇 〇 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 262 262
事業費 262 事業費 262

262
550104 3年間の事業費 786 10247 事業費

施策事業Ｎｏ ①-５
計画の主な変更事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過
前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 事業費
⼤空町⻑・⼤空町議
会議員選挙費

⼤空町⻑・⼤空町議会議員選挙に係る執⾏経費
任期 平成26年4⽉23⽇から平成30年4⽉22⽇ま
で  平成30年4⽉投開票予定（告⽰⽇ 投票⽇の
５⽇前）

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

選挙前年度

個別計画
― ― ― 事業費 4,012 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

大空町長・議会議員選挙

選挙管理委員会 4,012 3,850
550105 3年間の事業費 7,862

ローリ
ング前

選挙前年度 大空町長・議会議員選挙

3,850 事業費

施策事業Ｎｏ ①-６
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過
前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10283 事業費 4,012 事業費 3,850 事業費

決算額 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

農業委員会選挙費
農業委員会委員選挙  任期：平成26年7⽉20⽇
から平成29年7⽉19⽇（3年間）
平成27年9⽉4⽇付けで農業協同組合法等の一部を
改正する法律が公布され、農業委員の公選制廃⽌

今後の事業展開

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

農業委員会選挙

事業費

10263 事業費 事業費 1,647 事業費

選挙管理委員会

550106 3年間の事業費

事業費 事業費

219



220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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更
施策事業Ｎｏ ①-７ 北海道議会議員選挙

決算額 1,571 事業費
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 今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費 事業費 2,952

選挙管理委員会 2,952 2,004

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

選挙前年度

550107 3年間の事業費 4,956

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

2,004

事業費 2,004
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

北海道知事・北海道議会議員選挙

施策事業Ｎｏ ①-８ 参議院議員選挙

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10270 事業費 事業費 2,952 事業費

決算額 事業費 5,675

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

参議院議員選挙

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 3,543

参議院議員選挙
参議院議員選挙に係る執⾏経費 今後の事業展開

3,543
550108 3年間の事業費 3,543 10282 事業費

事業費 事業費 3,543
参議院議員選挙

施策事業Ｎｏ ①-９
計画の主な変更事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過
前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 事業費衆議院議員選挙
衆議院議員選挙に係る執⾏経費 今後の事業展開

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

衆議院議員総選挙

ローリ
ング前

衆議院議員総選挙

3,513 事業費

10290 事業費 事業費 3,513 事業費

選挙管理委員会 3,513
550109 3年間の事業費 3,513



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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ②-１ 職員厚生一般事務 職員厚生一般事務

計画の主な変更

決算額 1,065 事業費 1,147職員厚⽣一般事務
総務課職員厚⽣業務に関する一般事務費 今後の事業展開

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 1,188 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

総務グループ 1,188 1,188 1,188
550201 3年間の事業費 3,564

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

1,171

1,188 事業費 1,188

施策事業Ｎｏ ②-２ 研修センター7人、町村会研修21人、アカ
デミー研修1人、内部研修3人、外部講師
研修54人

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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10214 事業費 1,171 事業費 1,171 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
多様化する住⺠ニーズに応え、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。

今後の事業展開

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 1,565 事業費 3,323

10215 事業費 2,414 事業費 2,865 事業費

総務グループ 3,029 3,552 2,772
550202 3年間の事業費 9,353

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

2,232

事業費 2,772事業費 3,029 事業費 3,552

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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

事業費

ローリ
ング前

総務グループ

決算額 3,929 事業費 4,254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

今後の事業展開

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

4,290 事業費 4,290 事業費 4,290
職員健康診査委託 職員健康診査委託 職員健康診査委託

4,263

個別計画
― ― ―

4,290 4,290
事業費 4,263 事業費 4,263

4,290
550203 3年間の事業費 12,870 10216 事業費

221



222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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

施策事業Ｎｏ ②-４ 職員給与 一般職129人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　1人、再任用1人

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 1,071,221 事業費 1,077,460職員給与費
職員の給与 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

一般職130人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　1人、再任用5人

一般職127人、特別職3人
外国語指導助手1人
任期付　　1人、再任用8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7人笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

1,110,055 事業費 1,110,233 事業費 1,079,094
職員給与 職員給与 職員給与

1,097,153

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 1,110,055 1,110,233
事業費 1,096,905 事業費 1,095,024

1,079,094
550204 3年間の事業費 3,299,382 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

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 2,965 事業費 2,965
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 今後の事業展開

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 2,965 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 2,965 2,965 3,020
550205 3年間の事業費 8,950

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

3,020

2,965 事業費 3,020

施策事業Ｎｏ ②-６ 総務一般事務
防災担当嘱託職員　１人
臨時職員　１人

総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　2名

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10203 事業費 3,020 事業費 3,020 事業費

決算額 14,202 事業費 13,798

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　2名

総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　2名

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 今後の事業展開

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
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　2名

ローリ
ング前

12,178

事業費 14,025

10201 事業費 12,178 事業費 12,178 事業費

総務グループ 14,007 14,007 14,025
550206 3年間の事業費 42,039

事業費 14,007 事業費 14,007
総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　１名

総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　１名

総務一般事務
防災担当嘱託職員　１名
臨時職員　１名



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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更
施策事業Ｎｏ ②-７ 総合支所運営事務費

【公用車更新2,717】
【臨時職員1人 嘱託職員１人】

決算額 6,698 事業費 7,042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 今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費 5,485 事業費 5,805

総合支所運営事務費

【臨時職員２人】　【嘱託職員１人】

総務グループ 5,485 5,805 5,485

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】　【嘱託職員１名】

総合支所運営事務費

【臨時職員１名】　【嘱託職員１名】

550207 3年間の事業費 16,775

ローリ
ング前

総合支所運営事務費

【臨時職員１名】　【嘱託職員１名】

総合支所運営事務費

【臨時職員１名】　【嘱託職員１名】

総合支所運営事務費

【臨時職員１名】　【嘱託職員１名】

5,527

事業費 5,485
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】　【嘱託職員１名】

施策事業Ｎｏ ②-８ 庁舎管理費
【電話設備更新23,090(役場総合支所間
TV会議システム構築）】

庁舎管理費
【エレベーター更新14,218】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10277 事業費 5,527 事業費 5,847 事業費

決算額 42,852 事業費 35,537

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

庁舎管理費
【庁舎改修工事(1階･3階）13,000】

庁舎管理費 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 33,818 20,818
事業費 21,918 事業費 21,918

庁舎管理費
役場庁舎の維持管理 今後の事業展開

21,991
550208 3年間の事業費 76,627 10235 事業費

33,818 事業費 20,818 事業費 21,991
庁舎管理費 庁舎管理費 庁舎管理費

21,918

施策事業Ｎｏ ②-９ 総合支所庁舎管理費 総合支所庁舎管理費
【総合支所外壁修繕他175千円】
【除雪機575】

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 13,236 事業費 15,476総合支所庁舎管理費
総合支所庁舎の維持管理 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

総合支所庁舎管理費
【非常電源取替工事他　7,79７千円】

個別計画
― ― ― 事業費 22,509 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
【地下タンク清掃コーティング委託1,872千
円】

ローリ
ング前

総合支所庁舎管理費
※【非常電源取替工事他　7,79７千円】

総合支所庁舎管理費 総合支所庁舎管理費

14,659

14,782 事業費 16,584

10278 事業費 22,456 事業費 14,729 事業費

総務グループ 22,509 14,782 16,584
550209 3年間の事業費 53,875

223



224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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ②-１０ 行政情報システム保守等
【職員用端末等更新（H22以前）】

行政情報システム保守等
【職員用端末等更新（H22以前）】

計画の主な変更

決算額 34,549 事業費 35,081⾏政事務情報化事業
⾏政事務の効率化を図るための⾏政システムの保
守および更新

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【職員用端末等更新（H22以前）､地図情報
ｼｽﾃﾑ保守886､ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ改訂･番号
制度安全管理4,500】

個別計画
― ― ― 事業費 40,415 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

行政情報ｼｽﾃﾑ保守等
【職員用端末等更新（H24)､地図情報地図
情報ｼｽﾃﾑ保守886】

【職員用端末等更新(H25)､地図情報シス
テム更新4,726､地図情報システム保守
838】

総務グループ 40,415 38,200 50,347
550210 3年間の事業費 128,962

ローリ
ング前

行政情報システム保守等

【職員用端末等更新（H22以前）】

行政情報システム保守等
※【地図システム更新4,950前回更新H23】
【職員用端末等更新（H24)】

行政情報システム保守等

【職員用端末等更新(H25)】

45,771

38,200 事業費 50,347

施策事業Ｎｏ ②-１１ 【社会保障・税番号制度システム（総務省
＋厚労省）25,056、社会保障・税番号制度
負担金（J-LIS)5,949】

【社会保障・税番号制度システム委託（厚
労省）2,142、社会保障・税番号制度負担
金（J-LIS）2,019】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10206 事業費 36,726 事業費 43,961 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）
1,302】地方財政措置

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）
1,302】地方財政措置

情報システム更新事
業

・住基ﾈｯﾄ、総合⾏政情報ｼｽﾃﾑ及び地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ等の情報
ｼｽﾃﾑ及び⾏政情報ｼｽﾃﾑの計画的な更新を⾏う。
H25総合⾏政ｼｽﾃﾑ更新、H26ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ更新、H26〜28
社会保障・税番号関連ｼｽﾃﾑ構築

Ｈ25総合⾏政システム
更新
Ｈ26グループウエア更
新
Ｈ26〜28予定 社会保
障・税番号関連システ
ム構築

今後の事業展開

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）】

決算額 31,005 事業費 4,161

総務グループ 1,302 1,302 1
550211 3年間の事業費 2,605

ローリ
ング前

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）
1,302】地方財政措置

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）
1,302】地方財政措置

【社会保障・税番号制度負担金（J-LIS）】

1

事業費 1事業費 1,302 事業費 1,302

事業費 1,302 事業費 1,302 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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 住⺠課 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ③-１ 賦課徴収事務費 賦課徴収事務費
【路線価設定委託465､鑑定評価業務委託
3,572､徴収実務研修会126】

計画の主な変更

決算額 7,581 事業費 12,572町税賦課徴収事業
町税賦課徴収に係る一般事務費 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

賦課徴収事務費
【路線価設定委託5,000】

個別計画
― ― ― 事業費 13,491 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

賦課徴収事務費
【徴収実務研修会125】

賦課徴収事務費
【路線価設定委託500､鑑定評価業務委託
3,500】

税務グループ 13,491 8,467 12,545
550301 3年間の事業費 34,503

ローリ
ング前

賦課徴収事務費
【路線価設定委託】
【徴収実務研修会】

賦課徴収事務費
【徴収実務研修会】

賦課徴収事務費
【鑑定評価業務委託】
【徴収実務研修会】

12,642

8,467 事業費 12,545

施策事業Ｎｏ ③-２ 固定資産評価審査委員3人
【評価替年度】

固定資産評価審査委員報償

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10258 事業費 13,669 事業費 8,499 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報償 固定資産評価審査委員報償
【評価替年度】

固定資産評価審査委
員会委員報酬

固定資産評価審査委員会（地方税法第423条、町税
条例第77条）・固定資産台帳（⼟地・家屋）に登
録された価格に関する不服審査申出に対する審議
等

今後の事業展開

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報償

決算額 31 事業費 35

10257 事業費 35 事業費 68 事業費

税務グループ 35 68 35
550302 3年間の事業費 138

ローリ
ング前

固定資産評価審査委員報償 固定資産評価審査委員報償
【評価替年度】

固定資産評価審査委員報償

35

事業費 35事業費 35 事業費 68

225



226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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ④-１ 財政事務一般経費
【地域振興基金繰戻　26,308】

財政事務一般経費
【地域振興基金繰戻　26,308】
【公会計システム3,977】

計画の主な変更

決算額 26,726 事業費 30,716財政運営事務費
総務課財政グループにおける一般事務費 今後の事業展開

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920】

個別計画
― ― ― 事業費 1,366 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920】

財政事務一般経費
【公会計ｼｽﾃﾑ保守920】

財政グループ 1,366 1,366 1,366
550401 3年間の事業費 4,098

ローリ
ング前

財政事務一般経費

（地方公会計財務書類作成委託1,100）

財政事務一般経費

（地方公会計財務書類作成委託1,100）

財政事務一般経費

（地方公会計財務書類作成委託1,100）

2,206

1,366 事業費 1,366

施策事業Ｎｏ ④-２ 減債基金預金利子
減債基金額残高　343百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　343百万円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10218 事業費 2,206 事業費 2,206 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　343百万円

減債基金預金利子
減債基金額残高　344百万円

減債基⾦積⽴⾦
減債基⾦への積⽴て、運⽤先の選定 今後の事業展開

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　344百万円

決算額 245 事業費 247

減債基金預金利子
減債基金額残高　282,113千円

減債基金預金利子
減債基金額残高　282,395千円

減債基金預金利子
減債基金額残高　282,677千円

10237 事業費 282 事業費 282 事業費

財政グループ 282 282 282
550402 3年間の事業費 846

ローリ
ング前

282

事業費 282事業費 282 事業費 282

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　1,330百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,331百万円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 983 事業費 998
公共施設等整備基⾦
積⽴⾦

公共施設等整備基⾦への積⽴て、運⽤先の選定 今後の事業展開

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　1,258百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,160百万円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,088百万円

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

1,249 事業費 1,246 事業費 1,198

1,249

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　1,177,182千円

1,249 1,246
事業費 1,246 事業費 1,198

1,198
550403 3年間の事業費 3,693 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　1,246,071千円

公共施設等整備基金預金利子
公共施設等整備基残高　1,198,442千円



基本目標 第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり
５．⾃⽴する⾃治体経営の確⽴ （施策④）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

施策事業Ｎｏ ④-４ 地域福祉基金預金利子
【地域福祉・医療基金積立176,036】
地域福祉・医療基金残高　649百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　603百万円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

決算額 176,070 事業費 250
地域福祉・医療基⾦
管理費

 少子・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。

今後の事業展開

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　547百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　491百万円

地域福祉・医療基金預金利子
地域福祉・医療基金残高　435百万円

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

622 事業費 595 事業費 568
地域福祉基金預金利子
地域福祉基金残高

地域福祉基金預金利子
地域福祉基金残高

地域福祉基金預金利子
地域福祉基金残高

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

財政グループ 622 595
事業費 事業費

568
550404 3年間の事業費 1,785 10303 事業費

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

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73百万円

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 28 事業費 38
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 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73百万円

個別計画
― ― ― 事業費 74 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73百万円

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73百万円

財政グループ 74 74 74
550405 3年間の事業費 222

ローリ
ング前

74

74 事業費 74
国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73,693千円

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　73,767千円

国営美女排水基金預金利子
国営美女排水基金残高　0千円

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　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

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

110633 事業費 74 事業費 74 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。

今後の事業展開

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

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 15

10680 事業費 15 事業費 15 事業費

財政グループ 15 15 15
550406 3年間の事業費 45

事業費 15 事業費 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　50,073千円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50,088千円

網走湖改善対策基金預金利子
網走湖改善対策基金残高　50,103千円

決算額 13 事業費 18

227



228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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更
施策事業Ｎｏ ④-７ 学校教育施設建設基金預金利子

【基金積立86,675】
学校教育施設建設基金残高184百万円

決算額 86,773 事業費 31
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。

今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費 101 事業費 101

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185百万円

財政グループ 101 101 102

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185百万円

550407 3年間の事業費 304

ローリ
ング前

101

事業費 102
笑顔
ＰＪ

101 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　101,421千
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　101,522千
円

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

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
実習生産物売払い代6,523

高校教育振興基金預金利子
高校教育振興基金残高37百万円
実習生産物売払い代6,700

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

11131 事業費 101 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168百万円

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　101,624千
円

決算額 6,532 事業費 6,712
高校教育振興基⾦積
⽴⾦

高校教育振興基⾦への積⽴⾦ 今後の事業展開

6,737
550408

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

高校教育振興基金預金利子
高校教育振興基金残高36百万円
実習生産物売払い代6,700

高校教育振興基金預金利子
高校教育振興基金残高36百万円
実習生産物売払い代6,700

高校教育振興基金預金利子
高校教育振興基金残高35百万円
実習生産物売払い代6,700笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

高校教育振興基金預金利子 37千円
高校教育振興基金残高 36,860千円
実習生産物売払い代 6,700千円

高校教育振興基金預金利子 37千円
高校教育振興基金残高 36,687千円
実習生産物売払い代 6,700千円

高校教育振興基金預金利子 37千円
高校教育振興基金残高 36,514千円
実習生産物売払い代 6,700千円

3年間の事業費 20,211

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

財政グループ

6,737 事業費 6,737 事業費 6,737

6,737
6,737 6,737

事業費 6,737 事業費 6,73711034 事業費

施策事業Ｎｏ ④-９ 【固定資産台帳整備1,166､旧豊住小職員
住宅解体6,804･改修3,401､公用車(ｱｸ
ｱ)1,717】

【固定資産台帳整備1,603､旧東京電波解
体45,000､公共施設総合管理計画策定
3,348､温泉熱施設機器取替1,885】

計画の主な変更事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

決算額 41,395 事業費 82,626公有財産管理費
公有財産の適切な管理を⾏う 今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【立木伐採610､旧豊住小職員住宅解体
2,000､公共施設総合管理計画使用料
660】

個別計画
― ― ― 事業費 33,745 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
【旧豊住小学校住宅解体3,500､公共施設
総合管理計画使用料660】

ローリ
ング前

32,257

34,664 事業費 31,196
公有財産管理経費
【旧豊住小職員住宅解体2,000】
（公共施設総合管理計画使用料　660）

公有財産管理経費
【旧豊住小職員住宅改修3,500】
（公共施設総合管理計画使用料　660）

公有財産管理経費

（公共施設総合管理計画使用料　660）

公有財産管理経費
【公共施設総合管理計画使用料660】

10220 事業費 34,257 事業費 35,073 事業費

財政グループ 33,745 34,664 31,196
550409 3年間の事業費 99,605

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

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185百万円



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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 年度
所管課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

施策事業Ｎｏ ④-１０ 庁用共通経費 庁用共通経費
【町封筒・ハガキ印刷】

計画の主な変更

決算額 7,797 事業費 8,719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

今後の事業展開

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

庁用共通経費

個別計画
― ― ― 事業費 7,895 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・ハガキ印刷】

庁用共通経費

財政グループ 7,895 8,647 7,948
550410 3年間の事業費 24,490

ローリ
ング前

庁用共通経費 庁用共通経費 庁用共通経費

7,929

8,647 事業費 7,948

施策事業Ｎｏ ④-１１ 出納事務経費
【嘱託職員１人】

出納事務経費
【嘱託職員１人】

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10209 事業費 7,929 事業費 8,913 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

出納事務経費
【嘱託職員１人】

出納事務経費
【嘱託職員１人】

会計管理事務費
地方⾃治法第170・171条に係る現⾦及び物品、有価証券
（公有財産⼜は基⾦に属するものを含む）の出納保管、現
⾦及び財産の記録管理、支出負担⾏為の確認、決算調製に
関することを事業の概要としており、時代に即応した会計
管理、情報収集等に努め適切に事務処理を⾏うこととす
る。

今後の事業展開

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
【嘱託職員１人】

決算額 2,626 事業費 2,880

出納課 2,673 2,673 2,673
550411 3年間の事業費 8,019

ローリ
ング前

出納事務経費
【嘱託職員１名】

出納事務経費
【嘱託職員１名】

出納事務経費
【嘱託職員１名】

2,664

事業費 2,673事業費 2,673 事業費 2,673

施策事業Ｎｏ ④-１２ 【基金積立87,944】
預金利子
基金残高89百万円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況 計画の主な変更

10219 事業費 2,664 事業費 2,664 事業費

決算額 事業費 87,944
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。

今後の事業展開

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

財政グループ 27 17

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

預金利子
基金残高56百万円

預金利子
基金残高22百万円

預金利子
基金残高22百万円

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

27 事業費 17 事業費 7

事業費 事業費
7

550412 3年間の事業費 51 事業費

229



230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）

（平成 27 年度） （平成 28 年度）

千円 千円

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事業期間 28 〜 37
千円 千円 千円

実施年度 29 年度 30 年度 31 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） 過年度の事業経過

前年度決算 本年度予算 進捗状況

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）

計画の主な変更

決算額 事業費
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

今後の事業展開

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）

企画グループ
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


