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№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

1 議会運営事業 一般会計 議会事務局 1

2 職員人材育成事業 一般会計 総務課 2

3 職員健康管理事務 一般会計 総務課 2

4 行政改革大綱推進事務 一般会計 総務課 2

5 財政運営基準管理事務 一般会計 総務課 3

6 集中管理車両維持管理事業 一般会計 総務課 3

7 旧一の橋保育所除却事業 一般会計 総務課 3

8 広報誌発行事務 一般会計 政策推進課 3

9 行政評価推進事務 一般会計 政策推進課 3

10 総合計画推進事務 一般会計 政策推進課 4

11 ふるさと納税促進事業 一般会計 政策推進課 4

12
持続可能な地域経済社会システム調
査研究事業

一般会計 政策推進課 4

13
町民主体によるSDGs課題解決推進事
業

一般会計 政策推進課 4

14 SDGsパートナーシップセンター事業 一般会計 政策推進課 5

15 SDGs普及展開事業 一般会計 政策推進課 5

16 統計調査事務 一般会計 政策推進課 5

17 地域情報通信基盤維持管理事業 一般会計 総務課 5

18 地域情報通信基盤整備事業 一般会計 総務課 6

19 危機管理対策事業 一般会計 総務課 6

20 生活サポート地域公共交通事業 一般会計 税務住民課 7

21 バス待合所維持管理事業 一般会計 税務住民課 7

22
バスターミナル合同センター等維持
管理事業

一般会計 税務住民課 7

23
バスターミナル合同センター等整備
事業

一般会計 税務住民課 8

24 宅配等事業 一般会計 税務住民課 8

25 交通安全防犯協会等補助金 一般会計 税務住民課 8

26 消費生活活動事業 一般会計 税務住民課 9

27 消費者協会活動交付金 一般会計 税務住民課 9

28 公区活動支援事業 一般会計 税務住民課 9

目　　　次



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

29 公区会館等維持管理事業 一般会計 税務住民課 9

30 町税等賦課・徴収等業務 一般会計 税務住民課 10

31 戸籍等証明・国民年金手続事務 一般会計 税務住民課 11

32 監査委員費 一般会計 監査委員事務局 12

33 共生型住まいの場管理 一般会計 保健福祉課 12

34 医療給付事業 一般会計 保健福祉課 12

35 福祉・医療環境コーディネート事業 一般会計 保健福祉課 12

36 高齢者見守り事業 一般会計 保健福祉課 13

37 自立支援給付事業 一般会計 保健福祉課 13

38 乳児すこやかに育て応援事業 一般会計 保健福祉課 13

39 認定こども園運営事業 一般会計 保健福祉課 14

40 生活管理指導短期宿泊事業 一般会計 あけぼの園 14

41 生きがい活動支援通所事業 一般会計 あけぼの園 14

42 生活支援ハウス運営事業 一般会計 あけぼの園 14

43 食の自立支援事業 一般会計 あけぼの園 15

44 「山びこ学園」運営事業 一般会計 山びこ学園 15

45 グループホーム「ういる」運営事業 一般会計 山びこ学園 16

46 生活習慣病予防事業 一般会計 保健福祉課 16

47 母子保健事業 一般会計 保健福祉課 17

48 廃棄物処理施設管理運営事業 一般会計 税務住民課 17

49
名寄地区衛生施設事務組合ごみ等処
理事業

一般会計 税務住民課 17

50 環境保全対策推進事業 一般会計 税務住民課 18

51 合併浄化槽設置支援事業 一般会計 税務住民課 18

52 墓地・火葬場施設等管理事業 一般会計 税務住民課 18

53 農業委員会運営事業 一般会計 農業委員会 18

54 食育推進事業 一般会計 農林課 19

55 中山間地域等直接支払交付金事業 一般会計 農林課 19

56 農村活性化センター管理業務 一般会計 農林課 19



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

57 環境保全型農業直接支払交付金事業 一般会計 農林課 19

58 農業振興事業 一般会計 農林課 20

59 農業研修道場運営事業 一般会計 農林課 20

60 新中核的農業担い手対策事業 一般会計 農林課 20

61 新規就農者等支援事業 一般会計 農林課 20

62 土壌改良施設運営事業 一般会計 農林課 21

63 町営サンル牧場運営事業 一般会計 農林課 21

64 家畜伝染病等予防対策補助事業 一般会計 農林課 21

65 多面的機能支払交付金事業 一般会計 農林課 21

66 道営草地整備（公共牧場型）事業 一般会計 農林課 22

67 畜産担い手育成総合整備事業 一般会計 農林課 22

68 農産物加工研究所運営事業 一般会計 農林課 22

69 育苗施設活用推進事業 一般会計 農林課 23

70 営農飲雑用水施設維持管理事業 一般会計 建設水道課 23

71 営農飲雑用水施設整備事業 一般会計 建設水道課 23

72 私有林整備支援事業 一般会計 農林課 24

73 森林とのふれあい事業 一般会計 農林課 24

74 有害鳥獣捕獲等事業 一般会計 農林課 25

75 林業・林産業振興事業 一般会計 農林課 25

76 林道整備事業 一般会計 農林課 25

77 林道施設維持管理事業 一般会計 農林課 26

78 森林認証管理事業 一般会計 農林課 26

79 木質原料製造施設運営事業 一般会計 農林課 26

80 特定母樹園整備事業 一般会計 農林課 27

81 林業林産業人材確保支援事業 一般会計 農林課 27

82 チェンソーアート普及事業 一般会計 農林課 27

83 町有林整備事業 一般会計 農林課 28

84 中小企業振興事業 一般会計 政策推進課 28



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

85 商工会補助事業 一般会計 政策推進課 28

86 特定地域づくり事業 一般会計 政策推進課 29

87 観光協会事業交付金・運営交付金 一般会計 政策推進課 29

88 サンルダム周辺整備事業 一般会計 政策推進課 29

89 都市・企業・団体との経済交流事業 一般会計 政策推進課 29

90 地域産業活性化支援事業 一般会計 政策推進課 30

91 一の橋バイオビレッジ創造事業 一般会計 政策推進課 30

92 特用林産物栽培研究所運営事業 一般会計 政策推進課 31

93 雇用・勤労者福祉の向上 一般会計 政策推進課 31

94 道路橋梁河川維持補修事業 一般会計 建設水道課 31

95 町道草刈伐開等事業 一般会計 建設水道課 32

96 町道路面・側溝清掃事業 一般会計 建設水道課 32

97 町道除排雪事業 一般会計 建設水道課 32

98 流雪溝維持管理事業 一般会計 建設水道課 32

99 橋梁長寿命化修繕事業 一般会計 建設水道課 33

100 橋梁近接目視点検事業 一般会計 建設水道課 33

101 克雪事業（自主排雪支援事業） 一般会計 建設水道課 33

102 空き家対策総合コーディネート事業 一般会計 建設水道課 33

103 快適住まいづくり促進事業 一般会計 建設水道課 34

104 空き家対策総合支援事業 一般会計 建設水道課 34

105 公園維持管理事業 一般会計 建設水道課 34

106 公営住宅維持管理事業 一般会計 建設水道課 35

107 町営住宅維持管理事業 一般会計 建設水道課 35

108 公営住宅整備事業 一般会計 建設水道課 35

109 町営住宅整備事業 一般会計 建設水道課 35

110 上川北部消防事務組合負担金 一般会計 消防 36

111
下川商業高等学校教育振興協議会交
付金

一般会計 教育課 36

112 下川商業高等学校入学促進事業 一般会計 教育課 36



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

113 下川商業高等学校部活動支援事業 一般会計 教育課 37

114 多目的宿泊交流施設管理事業 一般会計 教育課 37

115 語学指導事業 一般会計 教育課 37

116 特色ある学校づくり事業 一般会計 教育課 38

117 児童生徒安全対策事業 一般会計 教育課 38

118 小学校施設等管理事業 一般会計 教育課 38

119 中学校施設等管理事業 一般会計 教育課 39

120 特別支援教育事業 一般会計 教育課 39

121 ウイークエンドスクール事業 一般会計 教育課 39

122 教職員研修事業 一般会計 教育課 39

123 部活動支援事業 一般会計 教育課 40

124 コミュニティ・スクール事業 一般会計 教育課 40

125 町民文化・芸術事業 一般会計 教育課 40

126 生涯学習活動事業 一般会計 教育課 40

127 図書室運営事業 一般会計 教育課 41

128 児童室運営事業 一般会計 教育課 41

129 ふるさと交流館管理運営事業 一般会計 教育課 41

130 札天山収蔵館管理運営事業 一般会計 教育課 41

131
放課後子ども教室（キッズスクー
ル）事業

一般会計 教育課 42

132 青少年育成支援事業 一般会計 教育課 42

133 森林環境教育事業 一般会計 教育課 42

134 体育施設管理運営事業 一般会計 教育課 43

135 スポーツ推進事業 一般会計 教育課 43

136 浄化センター維持管理事業 下水道事業特別会計 建設水道課 44

137 浄化センター整備事業 下水道事業特別会計 建設水道課 44

138 個別排水処理施設維持管理事業 下水道事業特別会計 建設水道課 44

139 下川浄水場維持管理事業 簡易水道事業特別会計 建設水道課 45

140 一の橋浄水場維持管理事業 簡易水道事業特別会計 建設水道課 45



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

141 配給水施設維持管理事業 簡易水道事業特別会計 建設水道課 45

142 下川浄水場整備事業 簡易水道事業特別会計 建設水道課 46

143 介護保険事業（保険給付）
介護保険特別会計
(介護保険事業勘定)

保健福祉課 47

144 介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険特別会計
(介護保険事業勘定)

保健福祉課 48

145 包括的支援事業
介護保険特別会計
(介護保険事業勘定)

保健福祉課 48

146
あけぼの園（介護老人福祉施設）事
業

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

あけぼの園 48

147 短期入所生活介護事業
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

あけぼの園 49

148 通所介護サービス事業
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

あけぼの園 49

149 国民健康保険事業 国民健康保険事業特別会計 保健福祉課 49

150 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療特別会計 保健福祉課 50

●令和3年度新型コロナウイルス感染症対策の実績 51

●第6期下川町総合計画基本計画に掲げる目標指標(行政指標)の実績 54



【成果・実績等の概要】
〇本会議の状況 ※R3.5.7～通年議会

〇委員会の開催状況
(1)常任委員会（総務産業常任委員会）　10日
(2)議会運営委員会　29日
(3)全員協議会　12日
(4)特別委員会

議会広聴広報特別委員会　8日
決算認定特別委員会　3日
予算審査特別委員会　3日

〇情報提供の推進
(1)定例会議・臨時会議会議録のホームページへ掲載及び行政情報コーナーに設置
(2)定例会議一般質問ＤＶＤを図書室に設置
(3)定例会議・臨時会議本会議インターネット録画配信

（総視聴回数1,877回、平均48回）
(4)傍聴者増加を促すためにポスター掲示、ホームページ及び行政告知端末による周知

〇広報広聴活動の推進
(1)井戸ばた会議　 0回開催 (4)議会だより　年4回発行
(2)議会モニター　 6人、高校生モニター　30人 (5)ウェブ版井戸ばた会議　11月実施
(3)議会モニターとの意見交換会　0回開催 ※意見3件

〇文書質問 43問 （内4問は、ウェブ版井戸ばた会議、高校生モニターから提出された意見で質問）

※議会基本条例で規定した制度。運用開始 R3.7～。※町ウェブページ、議会だよりで回答を公表

〇一般質問等答弁事項進捗状況調査 1件　(12月･3月定例会議で実施)

〇附属機関の設置及び会議
議会諮問会議　3回開催 ※ R3.9.17設置議決／R3.11.1委員委嘱(委員5名)

臨時会議 9日 20件 1件 21件

計
定例会議 30日 75件 15件 90件

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 議会機能の充実

区分
審議を要す
る期間

議決件数 一般質問
※延べ人数町長提出 議員提出

その他特財 一般財源
33,121千円 33,121千円

21人

事業名 議会運営事業 担当課 議会事務局

決算額
左の財源内訳

№ 1国･道支出金 地方債

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費 (目) 1.議会費

1



【成果・実績等の概要】
〇職員研修の実施

■北海道市町村職員研修センター　13名参加
一般研修、能力開発研修、専門実務研修

■上川管内町村会合同研修　18名参加
町村職員基礎研修、初級研修、中級研修、法務研修

■北海道地域経営塾　2名参加
■圏域市町村職員合同研修　8名参加
　接遇対応研修
■上川総合振興局研修　1名参加
　メンタルヘルスセミナー（管理職）
■独自研修　5名参加
　 新規採用職員研修
■自主研修　4回　115名参加

〇人事評価の実施　168名中168名実施

【成果・実績等の概要】
〇職員健康診断の実施　187名中187名実施

■2次健診対象者　82名・43.9％（うち2次健診受診者74名・90.2%）

〇職員ストレスチェックの実施　284名中280名実施（会計年度任用職員含む）
■高ストレス者　34名・12.1％

【成果・実績等の概要】
〇組織、機構改革の実施

■7課を6課に編成
　旧森林商工振興課を林業部門と商工部門に分離。林業部門と農務課を統合し農林課へ、
　商工部門を政策推進課に統合。

〇公共施設等総合管理計画の見直しの実施
■公共施設保有量削減目標値を新たに追加（削減目標値8％）

〇公共施設の譲渡の実施
■旧上名寄中央会館、旧渓和生活改善センター、旧幸成会館の民間譲渡

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 効率的・効果的な行政サービスの提供
0千円 0千円

事業名 行政改革大綱推進事務 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 4国･道支出金 地方債

推進施策 組織改革と職員能力の向上

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目) 1.一般管理費

その他特財 一般財源
2,750千円 2,750千円

その他特財 一般財源

事業名 職員健康管理事務 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 3国･道支出金 地方債

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 組織改革と職員能力の向上

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目) 1.一般管理費

国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
決算額

左の財源内訳

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

№ 2
458千円 458千円 0千円

(目) 1.一般管理費
事業名 職員人材育成事業 担当課 総務課

施策名 効率的・効果的な行政運営
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【成果・実績等の概要】
〇財政運営基準の管理を実施

■プライマリーバランス：黒字
■地方債残高：H30末63億244万円(標財比215％)⇒R3末59億2,061万円(標財比176％)
■基金残高：H30末9億9,270万円(標財比34％)⇒R3末14億5,529万円(標財比43％)

【成果・実績等の概要】
〇公用車の管理　9台(うちタイヤショベル1台)　

〇公用車の更新　1台（ＳＸ－４→ソリオバンディット）

【成果・実績等の概要】
〇旧一の橋保育所除却工事（昭和44年度建設）　　4,698,100円

【成果・実績等の概要】
〇広報しもかわの発行　毎月1日・特集号年1回　1,900部発行

（6･10･3月号は2,150部発行）

〇「知恵の環」実績　0件

【成果・実績等の概要】
〇行政評価の実施　9事業、87公共施設

〇総合計画審議会（委員21名）の開催　3回（令和3年11月30日中間答申）

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策

その他特財 一般財源
4,698千円 4,600千円 98千円

事業名 旧一の橋保育所除却事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 7国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目) 2.財産管理費

効率的・効果的な行政運営 推進施策 効率的・効果的な行政サービスの提供

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目) 2.財産管理費

その他特財 一般財源
0千円 0千円

その他特財 一般財源
4,511千円 4,511千円

事業名 集中管理車両維持管理事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 6国･道支出金 地方債

決算額
左の財源内訳

№ 5国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目) 1.一般管理費

施策名 持続可能な財政運営 推進施策 健全な財政運営

事業名 財政運営基準管理事務 担当課 総務課

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 歳出構造の見直し

その他特財 一般財源
246千円 246千円

事業名 行政評価推進事務 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 9国･道支出金 地方債

施策名 地域自治・地域内連携 推進施策 町民参加の推進

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 1.企画総務費

その他特財 一般財源
2,924千円 60千円 2,864千円

事業名 広報誌発行事務 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 8国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 1.企画総務費

施策名
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【成果・実績等の概要】
〇総合計画の見直し（ローリング）を実施

新規13件、見直し12件、廃止・終了1件

〇総合計画審議会（委員21名）の開催　4回（令和3年12月29日答申）

【成果・実績等の概要】
〇寄附件数 （単位：件、円）

【成果・実績等の概要】
〇持続可能な地域経済社会システム調査研究

地域内のお金の流れを調査
■地域経済循環システム調査

・平成27年度の統計データや事業者へのアンケート調査を基に、下川町の産業構造
　を把握した。

【成果・実績等の概要】
〇町民主体によるSDGs課題解決推進事業補助金

子ども縁日事業など　3件

施策名 多様な人材が活躍できる場づくり 推進施策 多様な人材活用及び連携

1,435,716円

その他特財 一般財源
2,693千円 718千円 1,256千円 719千円

事業名 町民主体によるSDGs課題解決推進事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 13国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 2.SDGs未来都市推進費

施策名 多様な人材が活躍できる場づくり 推進施策 多様な人材活用及び連携

その他特財 一般財源
2,512千円 1,256千円 1,256千円

事業名 持続可能な地域経済社会システム調査研究事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 12国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 2.SDGs未来都市推進費

企業版ふるさと納税 4 1,800,000 4 1,800,000
合 計 1,779 42,058,000 1,778 41,058,000

ふるさとづくり事業 118 2,144,000 118 2,144,000
社会福祉事業 123 3,119,000 122 2,119,000

SDGs未来都市しもかわ推進事業 79 1,256,000 79 1,256,000
森林づくり事業 328 8,730,000 328 8,730,000

青少年健全育成事業 204 3,306,000 204 3,306,000
あけぼの園事業 39 730,000 39 730,000

一般事業 669 17,182,000 669 17,182,000
ジャンプ選手育成支援事業 215 3,791,000 215 3,791,000

施策名 持続可能な財政運営 推進施策 歳入の安定的確保と適正化

内 容 件 数 金 額
うち町外からの寄付
件 数 金 額

その他特財 一般財源
19,634千円 19,634千円

事業名 ふるさと納税促進事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 11国･道支出金 地方債

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 柔軟で総合的・計画的な行政運営

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 1.企画総務費

その他特財 一般財源
208千円 208千円

事業名 総合計画推進事務 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 10国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 1.企画総務費
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【成果・実績等の概要】
〇「ありたい姿の実現」と「町内外とのパートナーシップ」を目的に、課内にSDGsパートナー

シップセンターの機能を設置

〇映画「リスタート」を活用した地域活性化プロジェクト実行委員会交付金 　
映画ロケ地マップ作成、観光スポット紹介、町外上映会招待(50名)、DVD配布(120世帯)等

【成果・実績等の概要】
〇「2030年における下川町のありたい姿」7つの目標の具現化のため各種取組を推進

〇炭素基金、炭素本位制度調査事業
　CO₂吸収量100,723 t-CO₂、CO₂排出量43,342 t-CO₂
　エコポイント参加者　実人数262名、延べ人数3,486名

〇各種事業の進捗評価を行うため、町民会議(1回)及び評議委員会(1回)を開催

【成果・実績等の概要】
〇学校基本調査　基準日5/1 調査対象　小学校・中学校・教育委員会

〇経済センサス活動調査　基準日6/1 調査対象　121事業所

【成果・実績等の概要】
〇基地局3箇所（下川2箇所・一の橋1箇所）、ＩＰ告知端末、光回線（139km）の維持管理

〇地域情報通信基盤施設保守等委託料

〇地域情報通信基盤施設電柱等使用料

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 4.地域情報化推進費

施策名 情報化 推進施策 地域情報化の推進

5,541,646円

4,144,140円

その他特財 一般財源
13,662千円 12,721千円 941千円

事業名 地域情報通信基盤維持管理事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 17国･道支出金 地方債

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 効率的・効果的な行政サービスの提供

地方債 その他特財 一般財源
169千円 169千円 0千円

3.統計調査費
事業名 統計調査事務 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 16国･道支出金

施策名 多様な人材が活躍できる場づくり 推進施策 多様な人材活用及び連携

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
4,845千円 1,458千円 500千円 2,887千円

2.SDGs未来都市推進費
事業名 SDGs普及展開事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 15国･道支出金

施策名 多様な人材が活躍できる場づくり 推進施策 多様な人材活用及び連携

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
3,561千円 889千円 1,650千円 1,022千円

2.SDGs未来都市推進費
事業名 SDGsパートナーシップセンター事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 14国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)
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【成果・実績等の概要】
〇地域情報通信基盤整備等工事（光ケーブル移架5件、スプリッタ増設4件）

【成果・実績等の概要】
〇防災備蓄品の充実（消費期限入れ替えによる主な購入備蓄品）

〇防災訓練の実施

〇防災設備保守委託料

燃料 灯油缶(1L缶) 1箱8本入り 10箱

下川商業高校において防災講習及び避難所開設訓練実施
実施日：令和3年10月1日　参加者：119名（生徒+職員）
下川小学校において１日防災学校を実施
実施日：令和3年10月26日　参加者：67名（児童+職員）

間仕切 ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ ﾆｰﾄﾞWT180　 ６張
間仕切 ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ ﾆｰﾄﾞWT140　 ５張

食品 おろしりんご缶 24缶入 ６箱
食品 hokkaのカンパン 保存缶 ２箱

食品 尾西の陽だまりパン チョコ36袋入 １箱
食品 新食缶ベーカリー キャラメル24缶入 ３箱

危機管理 推進施策 危機管理体制の充実

481,155円
品　　　名 規　　格 数量

(目) 5.防災対策費

その他特財 一般財源
3,369千円 3,369千円

事業名 地域情報通信基盤整備事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 18国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項)

678,975円

その他特財 一般財源

食品 缶deボローニャデニッシュパン プレーン24缶入 ２箱

2,055千円2,255千円
施策名

200千円

施策名 情報化 推進施策 地域情報化の推進

3,369,300円

事業名 危機管理対策事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 19国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費

2.企画費 (目) 4.地域情報化推進費
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【成果・実績等の概要】
〇路線バス及び地域公共交通の運行確保

■既存バス運営事業負担金
名寄～下川･1日7便、乗車人数29,000人

■代替バス運営事業負担金
名寄～興部･1日7便、乗車人数49,451人

■予約型乗合タクシー事業補助金　1日5便（日・祝日は3便）

■コミュニティバス事業補助金　1日5便（日は4便）

【成果・実績等の概要】
〇バス待合所の適正な維持管理

■コミュニティバス：信金前　1箇所
■既存バス：寿フード横、末武商店横、元町住宅前、上名寄12線　4箇所

【成果・実績等の概要】
〇バスターミナル合同センター及びにぎわいの広場の適正な維持管理

■バスターミナル合同センター及びにぎわいの広場指定管理料
■利用者数5,873人
（バスターミナル合同センター2,823人、にぎわいの広場3,040人、列車10人）

施策名 公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

15,565,000円

国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
17,234千円 38千円 17,196千円

2.企画費 (目) 6.地域公共交通費
バスターミナル合同センター等維持管理事業 担当課 税務住民課

49千円 1,934千円
施策名 公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

事業名

決算額
左の財源内訳

№ 22

(款) 2.総務費 (項)

決算額
左の財源内訳

№ 21国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,983千円

2.企画費 (目) 6.地域公共交通費
バス待合所維持管理事業 担当課 税務住民課

3,909,000円
運 行 系 統 名 運 行 便 数 利 用 人 数

班渓線 1,704回 4,493人

事業名
(款) 2.総務費 (項)

4,835,000円

まちなか 4,432回 5,496人
上名寄 284回 324人

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 6.地域公共交通費

一の橋・二の橋・三の橋 461回 686人
合 計 5,590回 6,942人

渓和 71回 78人
北町 53回 53人

運 行 系 統 名 運 行 便 数 利 用 人 数
班渓 289回 305人

10,250,000円

施策名 公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

1,615,000円

その他特財 一般財源
20,733千円 20,733千円

事業名 生活サポート地域公共交通事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 20国･道支出金 地方債
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【成果・実績等の概要】
〇バスターミナル旋回場前歩道等改良工事調査設計委託料

■旋回場前歩道等傾斜改良設計

【成果・実績等の概要】
〇公共交通事業者による宅配等の実証

■宅配等業務委託料
（地域おこし協力隊員1人、取扱い事業所数6件、取扱い件数6,821件）
※令和3年7月5日～サービス開始

【成果・実績等の概要】
〇下川町交通安全防犯協会補助金

〇下川町交通安全運動推進委員会交付金
■北海道警察本部交通部長より感謝状

〇交通安全及び防犯の啓発活動、交通安全指導員等による指導活動の推進
■交通安全指導員　　　15人

（交通安全運動期間中の立哨･夜間速度監視、イベント時の交通安全指導等に従事）
■婦人交通安全指導員　 4人（小学校登校時立哨、こぐまクラブ指導等に従事）
■交通安全推進員　　　 1人

○下川町交通安全防犯連絡会議の開催（16名参加）

○下川町交通安全･防犯町民大会（開催中止）

〇下川町交通事故死ゼロ　2,485日（令和4年3月31日現在）

〇町内の交通事故発生状況（人身事故）
■発生　0件、死者　0名、負傷者　0名（令和3年度）

〇町内の犯罪発生状況（刑法犯）
■発生　9件（令和3年度）

1,280,000円

5,390,000円

6,670千円
交通安全・防犯 推進施策 交通安全・防犯対策の充実

税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 25国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,670千円

施策名

事業名 交通安全防犯協会等補助金 担当課

公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

2,547,254円

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 7.交通安全・防犯対策費

事業名 宅配等事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 24
2,669千円 2,669千円

施策名

国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

施策名 公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

1,738,000円

2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 6.地域公共交通費

地方債 その他特財 一般財源
1,738千円 1,738千円

(款)

6.地域公共交通費
事業名 バスターミナル合同センター等整備事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 23国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)
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【成果・実績等の概要】
〇1市3町1村の広域による消費生活相談体制の充実

■名寄地区広域消費生活センター負担金
■相談件数　20件（センター受付下川町分）

○迷惑電話防止装置の普及促進
■迷惑電話防止装置設置モニター謝礼　2件

（2年目2件×10,000円　）
■迷惑電話防止装置設置モニター事業委託料（新規設置無し）

○特殊詐欺等被害防止周知（情報告知端末による周知）　3回実施

【成果・実績等の概要】
〇消費者協会活動交付金

■消費生活セミナーの開催（令和3年度　開催中止）
■ばくりっこの運営 譲渡件数:385件　来客数:885人　

【成果・実績等の概要】
〇公区活動の支援の推進

■公区交付金（18公区）
■公区電気料補助金（補助率 3/4以内）　542基
■公区長委託料（17人分）

〇公区制度検討委員会の開催　4回（令和3年12月20日報告書作成）

【成果・実績等の概要】
〇指定管理による公区会館等の適正な管理

■上名寄第1公区会館、上名寄川向会館、南部会館、北町会館、緑町・三和会館、
　新町会館、末広会館、二の橋会館、一の橋コミュニティセンター　9箇所

地域自治・地域内連携 推進施策 公区の自治機能の強化・連携の推進

一般財源
3,567千円 30千円 3,537千円

事業名 公区会館等維持管理事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 29国･道支出金 地方債

施策名

その他特財

1,933,291円
4,488,000円

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 8.自治振興費

その他特財 一般財源
8,632千円

施策名 地域自治・地域内連携 推進施策 公区の自治機能の強化・連携の推進

8.自治振興費
公区活動支援事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 28国･道支出金 地方債

1,826,700円

8,632千円

事業名

施策名 消費生活 推進施策 消費行政の推進と消費者団体の育成

550,000円

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

その他特財 一般財源
551千円 472千円 79千円

事業名 消費者協会活動交付金 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 27国･道支出金 地方債

281,729円

20,000円

0円

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 7.交通安全・防犯対策費

413千円
施策名 消費生活 推進施策 消費行政の推進と消費者団体の育成

事業名 消費生活活動事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 26
433千円 20千円

国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

2.総務費 (項) 2.企画費 (目) 7.交通安全・防犯対策費(款)
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【成果・実績等の概要】
〇各種町税等収納率の向上

■適正かつ公平な賦課・徴収事務

■収納状況一覧表（令和3年度） （単位：千円）

40,767 40,864 100.24%

計 77,303 77,331 100.04%

後期高齢者医療保険料
現 年 度 分 40,751 40,850 100.24%
過 年 度 分

計 98,728 93,890 95.10%

介護保険料
現 年 度 分 77,167 77,238 100.09%
過 年 度 分

16 14 87.50%
計

136 93 68.38%

339,806 339,291 99.85%

国民健康保険税
現 年 度 分 92,988 92,843 99.84%
滞 納 繰 越 分 5,740

合 計
現 年 度 分 339,045 338,954 99.97%
滞 納 繰 越 分 761 337 44.28%

計

1,047 18.24%

町たばこ税 現 年 度 分 19,976 19,976 100.00%
入湯税 現 年 度 分 708 708 100.00%

軽自動車税
現 年 度 分 9,720 9,720 100.00%
滞 納 繰 越 分 0 0 -

固定資産税(交付金)
現 年 度 分 15,703 15,703 100.00%
滞 納 繰 越 分 0 0 -

固定資産税
現 年 度 分 148,203 148,132 99.95%
滞 納 繰 越 分 157 58 36.94%

町民税（法人）
現 年 度 分 14,676 14,676 100.00%
滞 納 繰 越 分 0 0 -

町民税（個人）
現 年 度 分 130,059 130,039 99.98%
滞 納 繰 越 分 604 279 46.19%

施策名 持続可能な財政運営 推進施策 歳入の安定的確保と適正化

　電子計算システム導入、口座振替の徹底、電話・文書等による催告、督促状送付、納税・
納付相談実施による計画的な納税・納付（分納誓約書）、滞納者に対する月単位又は週単位
での臨戸訪問徴収、納税・納付の進まない滞納者には、早期の財産調査・差押

区 分 調 定 額 収 入 額 収 納 率

その他特財 一般財源
10,690千円 4,483千円 6,207千円

事業名 町税等賦課・徴収等業務 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 30国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 3.徴税費 (目) 1.徴税費
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【成果・実績等の概要】
〇窓口業務等の効率化とサービスの充実

■戸籍システム作業委託料
■戸籍システム共同利用料
■住民基本台帳ネットワークシステム運用委託料
■住民基本台帳ネットワークシステム共同利用料

〇住民基本台帳人口（令和4年3月31日現在）

〇戸籍届出処理件数

〇住民異動届処理件数

○本籍数及び本籍人口（令和4年3月31日現在）

○戸籍関係証明件数 ○住民票等証明件数

○諸証明件数

○国民年金届出件数（主なもの）

○国民年金第1号被保険者数　478人（令和4年3月31日現在）

○マイナンバーカード交付枚数　873枚（交付率28.7％）（令和4年3月31日現在）
■個人番号カード交付事業委託料 1,053,000円

39 23 5 2 45 114

取得・喪失
法定免除

免除･納付猶予
学生特例 老齢裁定請求

障害･未支給
計

等裁定請求

780 38 5 303 50 1,176
印鑑 身分 不動産 所得･納税 その他 計

合計
543 1,392 3 1,938 1,761 244 2,005

戸籍 除籍 その他 合計 住民票 附票

本籍数 本籍人口 除籍数
1,811 3,705 47

転入・転出
その他
の届出

外国人
登録事務

計

183 227 18 428

13 91 26 22 22 174
出生届 死亡届 婚姻届 転籍届 その他届出 計

死亡 計
1,655 1,455 1,591 3,046 98 9 107 149 59 208

505,560円
1,029,600円

世帯数
人口 年度中増加人口 年度中減少人口

男 女 計 転入

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 効率的・効果的な行政サービスの提供

297,000円
4,567,200円

その他特財 一般財源
9,708千円 1,678千円 1,621千円 6,409千円

出生 計 転出

事業名 戸籍等証明・国民年金手続事務 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 31国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 4.戸籍住民基本台帳費 (目) 1.戸籍・年金費
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【成果・実績等の概要】
〇例月出納検査　　　　　　　　12日

〇決算審査・財政健全化審査　　 4日

〇定期監査　　　　　　　　 　　2日

【成果・実績等の概要】
〇共生型住まいの場指定管理料
〇入所者数　　　　　　　　11人（令和3年4月1日現在）
〇給食サービス数　    9,991食（1日3食）
〇ぬく森サロン　　    　　49回　443名

【成果・実績等の概要】
〇重度心身障害者医療費扶助　2,120件（うち入院76件、入院外2,044件）
〇ひとり親家庭等医療費扶助　　312件（うち入院 0件、入院外  312件）
〇乳幼児等医療費扶助　　　　3,279件（うち入院35件、入院外3,244件）

【成果・実績等の概要】
施策名 地域福祉 推進施策 地域福祉の充実

〇福祉・医療人材の各課横断的な募集活動を行うため、就職説明会や下川町で就労を促すイベント
への参加を予定していたが、新型コロナウイルス感染症予防のため、各種イベント等が中止とな
り、実績は皆無であった。

その他特財 一般財源
16千円 16千円

事業名 福祉・医療環境コーディネート事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 35国･道支出金 地方債

8,350,135円

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 1.社会福祉総務費

施策名 社会保障 推進施策 医療費助成の推進

5,640,564円
731,709円

地方債 その他特財 一般財源
15,142千円 4,289千円 8,300千円 2,195千円 358千円

1.社会福祉総務費
事業名 医療給付事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 34国･道支出金

施策名 地域福祉 推進施策 地域福祉の充実

12,252,000円

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目)

その他特財 一般財源
12,402千円 12,402千円

事業名 共生型住まいの場管理 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 33国･道支出金 地方債

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 1.社会福祉総務費

6.監査委員費 (目) 1.監査委員費

左の財源内訳

№ 32国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項)

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策 監査機能の充実

その他特財 一般財源
813千円 813千円

事業名 監査委員費 担当課 監査委員事務局

決算額
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【成果・実績等の概要】
〇安心支えあいネットワーク、高齢者見守りシステムによる的確な見守りを実施

■安心支えあいネットワーク登録事業所　57件（令和3年度末）
■高齢者見守りシステム　59台設置（令和3年度末）
　・新規設置7台、撤去13台
　・非常ボタン24件（うち緊急出動4件）、相談ボタン8件、人感センサー39件
　・高齢者見守りシステム保守委託料
　・高齢者見守りシステムサーバ借上料

【成果・実績等の概要】
〇障害福祉計画に基づく各種障害福祉サービスの提供と特定相談支援事業などを実施

■自立支援医療給付費　　　　　実15人・延べ　230人
■療養介護給付費　　　　　　　実 2人・延べ　 24人
■介護給付費・訓練等給付費　　実43人・延べ1,020人
■障害児給付費　　　　　　　　実11人・延べ  110人
■補装具　　　　　　　　　　　8件

【成果・実績等の概要】
〇満2歳児までの子育てに係る費用負担を軽減

■延べ42名（1か月あたり3,000円分の商品券）

推進施策 安心して子育てができる環境づくりの推進

その他特財 一般財源
1,011千円 1,011千円 0千円

事業名 乳児すこやかに育て応援事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 38国･道支出金 地方債

130,255,922円
3,090,157円
1,275,949円

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 4.児童福祉費

施策名 障がい者福祉 推進施策 障がい者福祉の充実

1,978,930円
1,593,864円

その他特財 一般財源
141,184千円 103,336千円 37,848千円

事業名 自立支援給付事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 37国･道支出金 地方債

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 3.障害者福祉費

施策名 高齢者福祉 推進施策 高齢者福祉サービスの充実と社会参加の推進

1,139,050円
1,705,704円

地方債 その他特財 一般財源
3,260千円 1,507千円 1,753千円

2.老人福祉費
事業名 高齢者見守り事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 36国･道支出金

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目)

施策名 子ども・子育て支援
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【成果・実績等の概要】
〇保育士の充足を図り、多様な保育ニーズへの対応を行った。

■認定こども園入所者数（延べ人数）

■子育て支援センター利用者数（延べ人（件）数）

■保育士　18人

【成果・実績等の概要】
〇生活習慣の指導・支援を行い、要介護状態への進行を予防した。
〇対象者：要支援及び要介護に該当しない65歳以上の高齢者

■実利用者数　　9人
■延べ利用者数　123人
■開所日数　　　365日

【成果・実績等の概要】
〇日常生活訓練等の支援を行い、心身機能の低下を予防した。
〇対象者：要介護に該当しない65歳以上の高齢者

■実利用者数　　1人
■延べ利用者数　8人
■開所日数　　　8日

【成果・実績等の概要】
〇入所者数　　　　　　　20人（令和3年4月1日現在）
　（単身世帯16世帯、夫婦世帯2世帯）

高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実施策名

その他特財 一般財源
14,953千円 5,158千円 9,795千円

事業名 生活支援ハウス運営事業 担当課 あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 42国･道支出金 地方債

高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 4.生活支援ハウス費

決算額
左の財源内訳

№ 41国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,122千円

施策名
4千円 3,118千円

施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 3.高齢者福祉施設費

その他特財 一般財源
7,829千円 384千円 7,445千円

事業名 生活管理指導短期宿泊事業 担当課 あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 40国･道支出金 地方債

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 3.高齢者福祉施設費

111人

育児相談 一般開放 あそびの広場 0歳児遊びの広場
40件 0人 365人 200人

29人 19人 40人 88人 111人 0人
3歳児 4歳以上児 計 一時保育 広域保育 合計

4,409千円 23,481千円
施策名 子ども・子育て支援 推進施策 子ども・子育て支援サービスの充実

決算額
左の財源内訳

№ 39国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
32,337千円 4,447千円

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 2.認定こども園費

事業名 生きがい活動支援通所事業 担当課 あけぼの園

3歳未満児

事業名 認定こども園運営事業 担当課 保健福祉課
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【成果・実績等の概要】
〇健康で自立した生活を送ることができるよう生活支援ハウス入所者に食事を提供

■実利用者数　　13人
■延べ利用回数　9,302回

【成果・実績等の概要】
〇個別支援計画に基づくサービスの提供と支援体制の充実及び快適な生活環境を確保

■利用者の状況（令和3年4月1日現在）

■利用者の障害支援区分（令和3年4月1日現在）

■利用者の実施機関別状況（令和3年4月1日現在）

合計 44人

札幌市 1人
南富良野町 1人 稚内市 1人 名寄市 9人
中川町 2人 興部町 1人 士別市 2人

紋別市 3人
天塩町 1人 雄武町 1人 江別市 1人 旭川市 6人
下川町 13人 美幌町 1人 北見市 1人

8人 17人
計 0人 0人 1人 9人 11人 23人 44人

女性 － － － 4人 5人
－ 1人 5人 6人 15人 27人男性 －

13人 44人 53.66歳

区分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

計 0人 0人 4人 14人 13人

51.48歳
女性 0人 0人 1人 5人 3人 8人 17人 57.12歳

計

計
平均
年齢

男性 0人 0人 3人 9人 10人 5人 27人

施策名 障がい者福祉 推進施策 「山びこ学園」及びグループホーム「ういる」の充実

区分
15～
19歳

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60歳
以上

山びこ学園

決算額
左の財源内訳

№ 44国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
75,426千円

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 5.障害者支援施設費

2,995千円 3,863千円
施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

10,000千円 25,857千円 39,569千円

事業名 「山びこ学園」運営事業 担当課

決算額
左の財源内訳

№ 43国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,858千円

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 4.生活支援ハウス費
事業名 食の自立支援事業 担当課 あけぼの園
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【成果・実績等の概要】
〇入居者に対する支援及び地域生活移行に向けた支援を実施

■利用者の状況（令和3年4月1日現在）

■利用者の障害支援区分（令和3年4月1日現在）

■利用者の実施機関別状況（令和3年4月1日現在）

【成果・実績等の概要】

■ハピネス健診（18～39歳） 52人
■国保特定健診 417人

【参考】R2年度：377人（61.4％、道内6位）
■後期高齢者健診 77人

【参考】メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合減少　R2年度:21.5%

施策名 保健・健康づくり 推進施策 健康づくりの推進

〇受診率向上のため、国保と連携しナッジ理論に基づいたハガキによる受診勧奨及び、高齢者
の保健事業と介護予防の一体的実施の中で後期高齢者の健診受診勧奨を行った。

〇健診受診者には地区担当保健師・栄養士が結果説明を面接等で実施し、個々の体の状態に合
わせた生活習慣改善につながるよう継続的に支援した。

保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 46国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
5,420千円 995千円 1,845千円 2,580千円

事業名 生活習慣病予防事業 担当課

北見市 1人
合計 5人

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費 (目) 1.保健衛生費

下川町 2人 名寄市 1人 苫小牧市 1人

0人
計 1人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 5人

－ 5人
女性 － － － － － － －

区分5 区分6 計

男性 1人 1人 1人 1人 1人 －

区分 区分無 区分1 区分2 区分3 区分4

－
計 0人 0人 0人 2人 3人 0人 5人 54.20歳

5人 54.20歳
女性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

60歳
以上

計
平均
年齢

男性 0人 0人 0人 2人 3人 0人

0千円
施策名 障がい者福祉 推進施策 「山びこ学園」及びグループホーム「ういる」の充実

区分
15～
19歳

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

担当課 山びこ学園

決算額
左の財源内訳

№ 45国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 6.障害者グループホーム費

7,221千円 6,080千円 1,141千円

事業名 グループホーム「ういる」運営事業
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【成果・実績等の概要】

■妊婦健康診査　　15人（延べ93人）　 ■乳児相談
■ｳｴﾙｶﾑﾍﾞﾋﾞｰｸﾗｽ　 2家族（延べ3人） 　　6～7か月児　　15人（実施率93.8％）
■妊婦相談　　　　14人（延べ20人）　 　　9～10か月児　 17人（実施率100％）
■産婦健康診査　　10人（延べ12人） ■1歳6か月児健診　15人（受診率100％）
■産後ケア 12人（延べ来所11回、訪問17回） ■2歳児相談　　　 20人（実施率100％）
■新生児(乳児)訪問　　10人 ■3歳児健診　　 　17人（受診率100％）
■2か月訪問　　　 11人 ■その他乳幼児等訪問　　　延べ19人　
■産婦訪問　　　　11人（延べ23人） ■その他乳幼児等相談　　　延べ99人　
■乳児健診 ■電話・メール相談　　　　延べ73人
　　3～4か月児　　12人（受診率100％） ■歯の相談・フッ素塗布　　延べ211人　
　 11～12か月児 　16人（受診率100％） ■不妊治療費助成　延べ6件

【成果・実績等の概要】

■一般廃棄物収集処理業務委託料

■生ごみ減容化処理業務委託料
■廃棄物処理場計量器改修工事

【成果・実績等の概要】
〇名寄地区衛生施設事務組合負担金

※搬入量は令和2年1月～12月分

埋立処理負担金 10,172,460円 312.14t
建設事業負担金 9,700,948円 －

し尿等処理負担金 11,952,000円 587.40kℓ
炭化処理負担金 18,126,000円 299.99t

施策名 環境保全 推進施策 ごみ処理・再資源化の推進

49,951,408円
区 分 負 担 金 搬 入 量

その他特財 一般財源
49,951千円 49,951千円

事業名 名寄地区衛生施設事務組合ごみ等処理事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 49国･道支出金 地方債

5,995,000円
3,157,000円

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費

粗大ごみ 資源物 計

155.16t 170.69t 269.07t 25.45t 256.91t 877.28t

一般財源
65,254千円

施策名 環境保全 推進施策 ごみ処理・再資源化の推進

廃棄物処理施設管理運営事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 48国･道支出金 地方債 その他特財

健康づくりの推進

〇子どもを産み育てる家族の健やかな成長のため、妊娠期から幼児期の全対象者に継続して関わ
り、対象に合わせた支援を実施。R3年度は、産後ケアの利用期間を産後11か月までに拡大した。
コロナ禍でも感染対策しながら中止することなく実施した。

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費

決算額
左の財源内訳

№ 47国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,189千円

(項) 1.保健衛生費 (目) 1.保健衛生費
母子保健事業 担当課 保健福祉課

(款) 4.衛生費

39,375,500円

〇ごみ排出量の抑制を行い、分別の徹底による減量化、再資源化の促進、処理施設の適正な管理、
埋立ごみの広域処理等に係る適正運用

炭化ごみ
（生）

炭化ごみ
（紙）

埋立ごみ

10,740千円 54,514千円

事業名

340千円 1,524千円
施策名 保健・健康づくり 推進施策

325千円

事業名
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【成果・実績等の概要】
〇地域の公衆衛生の向上と環境美化の推進。

■名寄川水系水質調査　7河川　1回、名寄川水系大腸菌検査　8か所　3回
（ペンケ川、サンル川、パンケ川、矢文川、オシュンクシュナイ沢川、
　名寄川矢文橋下流、名寄川二の橋下流）

■蜂の巣駆除　23件
■狂犬病予防注射　90頭
■新規畜犬登録　13頭（全登録件数　137頭）

【成果・実績等の概要】
〇合併処理浄化槽の整備を推進

■合併処理浄化槽設置整備事業補助金　1件（汚水処理人口普及率93.0％（令和4年3月末））

【成果・実績等の概要】
〇墓地及び火葬場等の適正な維持管理

■墓地火葬場並びに上名寄交流広場維持管理等委託料
■墓地区画数1,170区画（令和4年3月末）

（使用許可 2区画、返還 7区画）
■火葬許可37件
■火葬場火葬炉断熱扉交換修繕

【成果・実績等の概要】
〇法に基づく各種許可、決定等を行うとともに、研修の実施等により委員の資質向上を
　行った。

■農業委員会総会（委員11名）の開催　13回
■農地法許可15件、転用5件、利用集積計画決定28件　等
■道内視察研修　鹿追町、帯広市
■北海道農業会議主催研修会等参加
■農地等利用最適化推進施策に関する意見書提出

〇農業委員会だよりの発行　年2回

施策名 農業 推進施策 総合的な農業施策

その他特財 一般財源
7,087千円 1,700千円 194千円 5,193千円

事業名 農業委員会運営事業 担当課 農業委員会

決算額
左の財源内訳

№ 53国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 1.農業委員会費

施策名 環境保全 推進施策 自然と生活の環境保全と向上

3,425,500円

677,600円

その他特財 一般財源
5,128千円 283千円 4,845千円

事業名 墓地・火葬場施設等管理事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 52国･道支出金 地方債

施策名 下水道 推進施策 合併処理浄化槽の維持管理と設置促進

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費

その他特財 一般財源
1,144千円 117千円 1,027千円

事業名 合併浄化槽設置支援事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 51国･道支出金 地方債

施策名 環境保全 推進施策 自然と生活の環境保全と向上

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費

その他特財 一般財源
741千円 35千円 113千円 593千円

事業名 環境保全対策推進事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 50国･道支出金 地方債

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費
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【成果・実績等の概要】
〇各課と連携し食育計画を推進した。

■食育推進町民会議（委員6名）の開催　1回(書面)
■百日の祝い　12件
■とまとの日　認定こども園、小学校、中学校にとまとジュースを提供
■食品ロス削減運動啓発（広報、告知端末、飲食店での周知）

【成果・実績等の概要】

■協定参加者 47件、協定農用地 6,090,019㎡

【成果・実績等の概要】
〇農業情報の発信と農業振興を推進した。

■延べ利用者数　1,477人

【成果・実績等の概要】
〇カメムシ防除のためのフェロモントラップを設置による環境配慮型農業を推進。

■対象面積　5,750a
■農家件数　6件

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

その他特財 一般財源
3,450千円 2,588千円 862千円

事業名 環境保全型農業直接支払交付金事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 57国･道支出金 地方債

施策名 農業 推進施策 生産基盤の整備

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費

地方債 その他特財 一般財源
10,465千円 113千円 10,352千円

2.農業振興費
事業名 農村活性化センター管理業務 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 56国･道支出金

707,089㎡ 76,633㎡ 76,504㎡ 5,229,793㎡ 6,090,019㎡

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目)

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

〇農業生産条件不利地域へ直接支払及び共同取組活動へ助成を行い、農用地の多面的機能を保全

田緩傾斜 畑緩傾斜 草地急傾斜 草地緩傾斜 合計

その他特財 一般財源
22,497千円 16,864千円 5,633千円

事業名 中山間地域等直接支払交付金事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 55国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費

施策名 農業 推進施策 総合的な農業施策

365,313円
291,400円

その他特財 一般財源
681千円 681千円

事業名 食育推進事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 54国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
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【成果・実績等の概要】
〇ハウス増設を支援し、生産性の向上を図った。

■施設園芸ハウス増設事業（1/3以内上限6,000円/坪）　1戸1棟　120坪
〇農業所得向上のため、ホワイトアスパラ生産資材の導入を支援

■ホワイトアスパラ振興事業（1/3以内）　
〇半養液栽培によるフルーツトマトの資材費用を支援

■秀品率向上対策事業（1/3以内）　　4戸8棟　894坪
〇IOT導入支援による農作業の効率化

■施設園芸高度化事業　2件

【成果・実績等の概要】
〇農業研修道場の運営及び研修設備の充実を図った。

■研修生　2組

【成果・実績等の概要】
〇下川町の農業を背負う意欲的な担い手等に対し、新たな取組み等を支援した。

■指導農業士等支援事業補助金　0件
■新規農業従事者支援事業補助金（1/2以内・上限1,000万円）1件
■農業チャレンジ事業補助金（2/3以内・上限100万円）2件

【成果・実績等の概要】
〇新規就農者等の確保及び早期定着を図るための支援を行った。

■新規就農予定者等営農指導謝礼 2件
■農地等賃貸料補助金（1/2以内） ハウスリース5件、農地4件
■農業制度資金等補助金（1/5以内） 0件
■新規就農予定者実習研修費用補助金 1件
■新規就農予定者貸付金 2件

0円
73,971円

2,400,000円

施策名 農業 推進施策 担い手の確保・育成

849,000円
8,491,000円

その他特財 一般財源
13,566千円 9,200千円 4,366千円

事業名 新規就農者等支援事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 61国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 3.農業担い手対策費

1,900,000円

施策名 農業 推進施策 担い手の確保・育成

0円
10,000,000円

その他特財 一般財源
11,900千円 11,900千円

事業名 新中核的農業担い手対策事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 60国･道支出金 地方債

施策名 農業 推進施策 担い手の確保・育成

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 3.農業担い手対策費

その他特財 一般財源
514千円 514千円

事業名 農業研修道場運営事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 59国･道支出金 地方債

1,871,465円

630,446円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費

施策名 農業 推進施策 生産・流通体制の整備

720,000円

0円

その他特財 一般財源
3,222千円 1,251千円 1,971千円

事業名 農業振興事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 58国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
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【成果・実績等の概要】
〇家畜排せつ物の適正処理とともに循環型農業体制を堅持

■指定管理料
〇処理量の状況

■牛ふん処理量　1,298㎥・4戸
■生ごみ処理量　　　6t（加工研究所残渣分）
■下水道汚泥処理量　262t

〇利用量の状況
■耕種農家堆肥利用量　430㎥・21戸
■一般堆肥利用量　　　417㎥・69戸

【成果・実績等の概要】
〇牧場施設の維持・補修を行い、良好な環境において育成牛の放牧管理等を行った。

■指定管理料
■入牧頭数　330頭
■受精対象牛　120頭（受精率90.6％）

【成果・実績等の概要】
〇家畜伝染病の発生及び蔓延を予防するためワクチン接種等費用の一部を助成（1/3以内）

■各種ワクチン補助金　　3,196頭　　　　
■ヨーネ病検査　22戸1903頭　陽性2頭

【成果・実績等の概要】
〇中央・上名寄地区資源保護隊主体で農村環境整備を推進した。

■対象面積　29,289a

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

■農地や農業用排水路、農道やため池を適切に保全管理し、地域資源の基礎的保全活動と地域
資源の適切な保全管理を実施

地方債 その他特財 一般財源
14,307千円 10,816千円 3,491千円

5.農地費
事業名 多面的機能支払交付金事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 65国･道支出金

施策名 農業 推進施策 生産・流通体制の整備

1,833,563円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
3,334千円 3,334千円

4.畜産業費
事業名 家畜伝染病等予防対策補助事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 64国･道支出金

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化

3,750,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
4,508千円 88千円 4,420千円

4.畜産業費
事業名 町営サンル牧場運営事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 63国･道支出金

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

14,780,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目)

その他特財 一般財源
17,978千円 213千円 17,765千円

事業名 土壌改良施設運営事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 62国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 4.畜産業費
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【成果・実績等の概要】

■整備内容

■全体概要
事業開始／令和元年度～令和5年度　
受益面積488.3ha、整備面積339.1ha、利用戸数25戸
（草地整備改良331.7ha、草地造成改良7.4ha、道路整備554m、隔障物整備3,004m、
　放牧馴地施設1箇所、雑用水施設整備）　
総事業費／948,000千円
補助金／国（1/2）474,000千円、道（1/4）237,000千円、町（1/4）237,000千円

【成果・実績等の概要】
〇基盤整備を行い自給飼料の生産性の向上と、購入飼料の低減を図り、自給飼料主体の強い
経営体の育成と、労働時間の短縮に伴う経営規模の拡大を図った。

■整備内容

■全体概要
事業開始／令和2年度～令和5年度　
整備面積188.9ha、戸数5戸
総事業費／139,786千円
補助金／国（1/2）69,893千円、道（14%）19,570千円、町（6%）8,387千円

【成果・実績等の概要】
〇地場農産物を加工し付加価値の向上を図った。

■生産本数

 生産品売払収入額57,335千円、受託加工等収入額1,046千円　合計58,381千円

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化

1ℓ 8,695本、500ml 154,877本、180ml 19,764本　合計183,336本　
■総収入額

その他特財 一般財源
63,882千円 58,381千円 5,501千円

事業名 農産物加工研究所運営事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 68国･道支出金 地方債

草地整備改良 49ha 35,496,000円 1,970,760円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 6.農産物加工研究所費

施策名 農業 推進施策 生産基盤の整備

実施内容 事業量 事業費 町負担金

その他特財 一般財源
15,354千円 2,100千円 13,218千円 36千円

事業名 畜産担い手育成総合整備事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 67国･道支出金 地方債

草地整備改良 49ha 272,496,400円 68,124,100円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 5.農地費

施策名 農業 推進施策 生産基盤の整備

〇老朽化したサンル牧場の飼料生産基盤や施設を整備し、飼料自給率の向上と預託に伴う農業者の
労働負担の軽減及び優良後継牛の育成を図った。

実施内容 事業量 事業費 町負担金

地方債 その他特財 一般財源
68,624千円 68,100千円 500千円 24千円

5.農地費
事業名 道営草地整備（公共牧場型）事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 66国･道支出金

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目)
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【成果・実績等の概要】
〇育苗経費の負担軽減を図り、フルーツトマトの生産拡大と産地化を推進した。

■利用農家　16戸　
■育苗本数　200,000本

【成果・実績等の概要】
〇営農飲雑用水施設の適正な維持管理（令和4年3月末現在）

【成果・実績等の概要】
〇営農飲雑用水施設の計画的な整備を行った。

■営農飲雑用水施設改修工事　（幸成）
空気弁　11箇所、排泥弁　6箇所、仕切弁　1個所

地方債 その他特財 一般財源
9,900千円

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

(目) 8.営農飲雑用水施設費
営農飲雑用水施設整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 71国･道支出金

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 8.営農飲雑用水施設費

(款) 5.農林業費

9,900千円 0千円

幸成 昭和57年4月 28人

事業名
(項) 1.農業費

9,900,000円

渓和第2 平成4年3月 34人
二の橋 平成4年3月 20人

班渓第2 平成4年3月 9人
渓和第1 昭和56年2月 19人

矢文 昭和54年12月 28人
班渓第1 昭和54年4月 31人

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

施設名 設置年 給水人口

その他特財 一般財源
629千円 629千円

事業名 営農飲雑用水施設維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 70国･道支出金 地方債

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化

その他特財 一般財源
10,216千円 6,441千円 3,775千円

事業名 育苗施設活用推進事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 69国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 7.育苗施設費
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【成果・実績等の概要】
〇森林所有者に対し、造林、除間伐等の経費を支援し、計画的な施業を推進した。

■私有林公費造林事業補助金（4/10以内）

■森林認証林整備支援事業補助金（上記補助残の1/2以内）

■豊かな森づくり推進事業補助金（26/100以内）

■私有林整備支援補助金（当該事業費の1/3以内）

【成果・実績等の概要】
〇森林・林業への理解啓発、森林愛護意識の醸成を行う予定だったが、

新型コロナウイルス感染症拡大のため開催を中止した。
■下川町植樹祭　中止
■下川町育樹祭　中止

施策名 林業・林産業 推進施策 森林の利活用

その他特財 一般財源
0千円 0千円

事業名 森林とのふれあい事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 73国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費

造林 20ha

32,400円
事業名 事業量

根踏み 5ha

除伐 3ha
間伐 36ha

4,557,168円
事業名 事業量

野鼠駆除 232ha

2,614,500円
事業名 事業量

造林 20ha

下刈り 89ha
除伐 3ha
間伐 36ha

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

3,190,800円
事業名 事業量

その他特財 一般財源
10,395千円 2,804千円 7,591千円

事業名 私有林整備支援事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 72国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
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【成果・実績等の概要】
〇農林業被害の軽減、生活環境被害の未然防止と捕獲従事者の担い手対策を推進した。

■鳥獣被害対策実施隊　6人配置

■有害鳥獣の捕獲状況

■有害鳥獣捕獲従事者　12人

【成果・実績等の概要】
〇林業・林産業の経営基盤強化に対する取組への支援を行い、更なる林業・林産業の
振興を図った。

■高性能林業機械等整備推進事業補助 1事業者・1件
■生産流通体制強化施設整備事業補助 4事業者・5件
■新たな販路開拓事業補助 2事業者・2件
■新商品開発事業補助 1事業者・1件

計

【成果・実績等の概要】
〇森林内の路網を整備することにより、森林整備の推進や森林施業コストの低減・効率化
を推進した。

〇21世紀第3幹線整備事業
■開設工事 L=660m、W=4.0m
■立木調査委託料 L=289m
■林道伐開委託料 L=729m

〇上名寄・角井沢線改良事業 横断管改良　1箇所
〇開放線支線改良事業 路盤改良　L=250m

1,710,500円

2,306,700円
699,600円

施策名 林業・林産業 推進施策 路網整備の推進

28,736,400円
116,600円

地方債 その他特財 一般財源
33,570千円 14,656千円 14,000千円 4,914千円

2.林道網整備事業費
事業名 林道整備事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 76国･道支出金

4,966,000円
18,865,000円

945,000円
139,000円

24,915,000円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目)

13,000千円
施策名 林業・林産業 推進施策 林業・林産業の振興

決算額
左の財源内訳

№ 75国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
24,915千円 11,915千円

(目) 1.林業振興費
事業名 林業・林産業振興事業 担当課 農林課

10頭 242頭 25頭 2頭

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費

施策名 野生鳥獣被害の防止 推進施策 農林業被害の防止

ヒグマ エゾシカ アライグマ キツネ

その他特財 一般財源
5,586千円 7千円 5,579千円

事業名 有害鳥獣捕獲等事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 74国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
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【成果・実績等の概要】
〇林道施設の適切な維持管理

■林道路網の草刈 L=242㎞、W=0.5m
■林道修繕 4件、林道砂利敷等 9件

【成果・実績等の概要】

■ＦＳＣ森林認証面積（令和4年3月末現在）

〇上川森林認証協議会を通じたＳＧＥＣ森林認証の町有林更新審査を行った。
■ＳＧＥＣ森林認証面積（令和3年8月末現在）

【成果・実績等の概要】
〇指定管理者による効率的・効果的な管理・運営と木質燃料の安定供給を行った。

■木質原料の供給状況 ■原料の受入状況

〇グラップル更新
〇ストックヤード外壁修繕

一の橋地区地域熱供給施設 1,043t
計 3,343t

12,595,000円
2,939,307円

小学校・病院地域熱供給施設 507t
中学校熱供給施設 280t
地域間交流施設 17t

役場周辺地域熱供給施設 515t その他 3t
高齢者複合施設 621t 計 5,239t

認定こども園 85t 道路支障木 160t
育苗施設 29t 林地残材 4,642t

施設名 供給量 区分 供給量
五味温泉 246t 河川支障木 434t

19,910千円 84千円
施策名 林業・林産業 推進施策 森林バイオマスエネルギーの推進

決算額
左の財源内訳

№ 79国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
19,994千円

(目) 3.森林総合産業推進費
事業名 木質原料製造施設運営事業 担当課 農林課

4,430 3,154 0ha 7,584ha

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費

4,454ha 587ha 503ha 5,544ha

町有林 私有林 国有林 合計

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

〇ＦＳＣ森林認証の町有林、国有林の年次監査及び、私有林有志の認証取得を推進した。

町有林 私有林 国有林 合計

その他特財 一般財源
857千円 857千円

事業名 森林認証管理事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 78国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業推進費

施策名 林業・林産業 推進施策 路網整備の推進

2,430,927円
4,755,874円

その他特財 一般財源
7,187千円 7,187千円

事業名 林道施設維持管理事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 77国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 2.林道網整備事業費
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【成果・実績等の概要】

■特定母樹補植用苗木購入　（補植用苗木購入　110本）
■特定母樹園看板設置、草刈り作業等手数料

【成果・実績等の概要】

■旭川農業高等学校の実習受け入れ（7月　3年生36名のみ実施）

■実習受入れ（11月：地域実践実習　2年生10名、チェンソー技術実習　2年生7名
 1月：持続可能な森林経営実習　オンライン　2年生33名）
※チェンソー技術実習は山村活性化支援協議会が実施

■賛助金10,000円×5口＝50,000円負担

【成果・実績等の概要】
〇チェンソーアート大会開催　中止

新型コロナウイルス感染症拡大のため
〇過去の大会で製作された作品の管理・修繕

作品塗装8体、作品修繕3体（桜ヶ丘公園2体、町内施設1体）

施策名 林業・林産業 推進施策 森林の利活用

0円

462,330円

その他特財 一般財源
462千円 462千円

事業名 チェンソーアート普及事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 82国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業推進費

施策名 林業・林産業 推進施策 人材確保と育成の強化

〇林業・林産業の人材確保に繋げる取り組みとして、旭川農業高校森林学科の学生の実習等を受け
入れ、下川町への就労意欲向上に向けた取り組みを実施

〇令和2年度に開校した北海道立北の森づくり専門学院の学院生に対する修学支援を行う賛助金を
負担し、林業・林産業の担い手支援を行った。

その他特財 一般財源
261千円 105千円 156千円

事業名 林業林産業人材確保支援事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 81国･道支出金 地方債

637,294円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業推進費

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

〇将来にわたり北海道の森林資源を持続させていくため、再造林樹種として従来の種苗よりも優れ
た「クリーンラーチ」の公営採種園の整備を行った。

103,471円

地方債 その他特財 一般財源
774千円 774千円

3.森林総合産業推進費
事業名 特定母樹園整備事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 80国･道支出金

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目)
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【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】

〇中小企業振興事業補助金
■新商品及び新サービスの開発・設備導入等補助 2事業者
■特産品の販路開拓 3事業者
■新分野進出 1事業者
■人材育成 1事業者
■施設整備 9事業者
■起業化促進 1事業者

計

〇中小企業融資資金利子補給金
■新規借入2件・17,200千円 ■年度末融資残高88,793千円

〇製材業事業資金利子補給金
■新規借入2件・43,000千円 ■年度末融資残高0円

【成果・実績等の概要】
〇商工会の運営、事業への支援を通し、中小企業の経営基盤の強化、振興事業を推進した。

■商工会補助金

施策名 産業 推進施策 産業振興

10,136,000円

その他特財 一般財源
10,136千円 10,136千円

事業名 商工会補助事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 85国･道支出金 地方債

506,501円

1,074,998円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 1.商工振興費

563,000円
285,000円
222,000円

2,417,000円
757,000円

4,636,000円

施策名 産業 推進施策 産業振興

〇経営基盤強化、起業化促進、事業承継や資金調達など、中小企業者を下支えすることにより、住
民の雇用創出と地域産業の振興を行った。

392,000円

その他特財 一般財源
6,263千円 1,894千円 1千円 4,368千円

事業名 中小企業振興事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 84国･道支出金 地方債

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 1.商工振興費

その他特財 一般財源
146,147千円 55,361千円 26,500千円 52,574千円 11,712千円

事業名

作業路等 400ｍ -
主伐 35ha 5,809㎥

除伐 30ha -
間伐 107ha 3,632㎥

造林 22ha -
下刈り 190ha -

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

〇循環型森林経営を推進し、森林の有する公益的機能の発揮、雇用の場の確保及び木材の安定供給
を行った。

事業名 事業量 生産量

町有林整備事業 担当課 農林課

決算額
左の財源内訳

№ 83国･道支出金 地方債

(款) 5.農林業費 (項) 3.町有林野管理費 (目) 2.撫育造成費
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【成果・実績等の概要】

■特定地域づくり事業補助金　
　雇用3名　6事業所へ派遣

【成果・実績等の概要】
〇観光協会の運営、事業への支援を通し、観光の創造、交流人口の拡大を行った。

〇観光協会運営交付金

〇観光協会事業交付金
■万里長城祭（代替企画）　　　　参加者数　159名
■うどん祭り　　　　　　　　　　令和3年度実施なし
■アイスキャンドルミュージアム　延べ来場者数　2,600人

【成果・実績等の概要】
〇サンルダム左岸管理用道路測量委託業務　L＝200ｍ
〇サンルダム左岸管理用道路立木調査委託業務　L＝560ｍ
〇サンルダム左岸管理用道路伐開委託業務　L＝560ｍ
〇サンルダム左岸管理用道路開設工事　L＝346ｍ
〇象の鼻展望台周辺草刈等維持管理手数料

【成果・実績等の概要】
〇連携都市・誘致企業・連携企業との交流促進、新たな企業等の誘致を推進した。

■横浜市戸塚区との子ども交流　新型コロナ感染症拡大の影響で中止
■スズキ株式会社への本社訪問、販売実習　新型コロナ感染症拡大の影響で中止
■王子ＨＤ株式会社への本社訪問　新型コロナ感染症拡大の影響で中止
■スズキ車購入支援事業補助金　10台

施策名 産業 推進施策 産業振興

500,000円

その他特財 一般財源
1,010千円 1,010千円

事業名 都市・企業・団体との経済交流事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 89国･道支出金 地方債

1,619,200円
18,176,400円

162,030円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 3.地域振興費

施策名 景観・公園 推進施策 公園の適切な維持管理と利活用の促進

1,925,000円
237,600円

その他特財 一般財源
22,136千円 22,136千円 0千円

事業名 サンルダム周辺整備事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 88国･道支出金 地方債

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 2.ふるさと観光振興費

施策名 産業 推進施策 産業振興

6,840,000円

4,810,000円

その他特財 一般財源
11,650千円 100千円 4,100千円 7,450千円

事業名 観光協会事業交付金・運営交付金 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 87国･道支出金 地方債

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 2.ふるさと観光振興費

施策名 産業 推進施策 産業振興

〇特定地域づくり事業協同組合の運営、事業への支援を通し、地域内の年間を通した仕事の創出、
将来的な担い手の確保を図った。

4,584,043円

その他特財 一般財源
4,584千円 2,292千円 2,292千円

事業名 特定地域づくり事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 86国･道支出金 地方債

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 1.商工振興費
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【成果・実績等の概要】

■総合プラットホーム事業負担金（タウンプロモーション推進部）
■地域おこし協力隊　3人配置

（報酬、報償費、保険料、活動費補助金等）
■定住支援員・移住コーディネーター　2人配置（報酬、保険料）
■タウンプロモーション推進部事務所運営費
※一般財源のうち25,624千円は、特別交付税措置対象。実質町負担額671千円。

【実績等】
・移住者 33人（相談件数598件）
・求職者と求人事業者のマッチング 13件（人財バンク求職登録者数36名）
・情報発信　タノシモHP 39回、外部メディア 92回
・対外的な対面イベントをすべてオンラインイベントに変更 15回
・LINE等を活用した「1年後移住するぞ!」プロジェクトや関係人口創出コミュニティ
　の運用
・「くらしごとツアー」の開催

【成果・実績等の概要】

〇地域おこし協力隊 1人配置
■地域食堂の運営支援、地域活性化事業

〇集住化エリア管理委託料
■地域熱供給システム管理業務・集住化エリア除雪業務、住民センター管理業務、
バイオビレッジ宿泊ハウス管理業務

〇地域おこし協力隊運営交付金
■地域食堂運営、移動販売運営、地域おこし協力隊活動支援、
地域活性化と地域コミュニティ維持のための事業

4,584,360円

1,300,000円

施策名 産業 推進施策 一の橋バイオビレッジ

〇木質バイオマスエネルギーの活用、住民のコミュニティ再生等に取り組み、集落の自立性を高
め、持続可能な社会の構築につなげた。

2,400,000円

その他特財 一般財源
31,811千円 1,300千円 24,531千円 5,980千円

事業名 一の橋バイオビレッジ創造事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 91国･道支出金 地方債

14,368,328円

6,764,641円
313,806円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 4.集落創生推進費

施策名 産業 推進施策 産業振興

〇町内の各産業団体で構成する産業活性化支援機構と連携し、総合的な移住促進、求職者と求人事
業者のマッチング、起業家の呼び込みと育成等を推進した。

10,000,000円

地方債 その他特財 一般財源
31,447千円 5,052千円 100千円 26,295千円

3.地域振興費
事業名 地域産業活性化支援事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 90国･道支出金

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目)

30



【成果・実績等の概要】
〇菌床椎茸を中心に特用林産物の栽培及び研究開発を行い、集落における中核的な産業
創造と住民の雇用創出を図った。

■生産・販売等の状況
菌床製造数 211,012玉（前年度比 ＋17,663玉）
椎茸生産量 99,731.45kg（前年度比 ＋3,595.69kg）
椎茸出荷量 生椎茸84,271.40kg（前年度比 ＋5,108.72kg）

乾椎茸145.31kg（前年度比 ▲28.84kg）
売上額 74,488,537円（前年度比 ＋1,188,654円）

■運営体制
正職員1人（全体管理、栽培管理、販売業務を担当）
菌床製造・収穫・パック詰等の作業はＮＰＯ法人地域おこし協力隊へ委託

■特用林産物栽培研究所作業委託料

【成果・実績等の概要】
〇関係機関、団体と連携の促進を図り、勤労者の福祉の向上を図った。

■連合北海道下川地区連合会補助

【成果・実績等の概要】
〇道路パトロールや公区要望等を通じた適切な維持管理

■町道区画線工事 （中央線 1,600m）
■矢文・通文線道路改良舗装工事 （道路改良舗装 81.37m）
■ふるさと通り線植樹桝改良工事 （植樹桝改良　440m）
■上名寄大排水路雪割委託料 （大排水路雪割 1,050m）
■その他道路修繕

4,895,000円
792,000円

8,758,033円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

462,000円
5,786,000円

その他特財 一般財源
20,693千円 1,102千円 19,591千円

事業名 道路橋梁河川維持補修事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 94国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費

施策名 産業 推進施策 産業振興

200,000円

地方債 その他特財 一般財源
387千円 4千円 383千円

1.労働費
事業名 雇用・勤労者福祉の向上 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 93国･道支出金

施策名 産業 推進施策 一の橋バイオビレッジ

40,150,000円

(款) 6.商工労働費 (項) 2.労働費 (目)

その他特財 一般財源
78,332千円 74,488千円 3,844千円

事業名 特用林産物栽培研究所運営事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 92国･道支出金 地方債

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 4.集落創生推進費
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【成果・実績等の概要】
〇道路パトロールや公区要望等を通じた適切な維持管理

■町道伐開委託料
■町道草刈委託料 　ﾄﾗｸﾀｰﾓｱ 115.6㎞・ﾌﾞﾗｼｶｯﾀｰ 12.3km

　縁石部 18.4km
■その他倒木処理、草刈手数料

【成果・実績等の概要】
〇道路パトロールや公区要望等を通じた適切な維持管理

■町道路面清掃委託料 （町内市街地一円）
■町道側溝清掃等手数料

【成果・実績等の概要】
〇冬期間の安全で快適な道路交通を確保するため、効率的・効果的な除排雪を行った。

■町道除雪等委託料 （4月除雪分）
■町道除雪委託料 （車道 110.2㎞・歩道 8.3km）
■町道排雪委託料 （町内市街地一円）
■ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ等消耗品
■除雪機械車検に伴う修繕等

【成果・実績等の概要】
〇冬期間の安全で快適な道路交通を確保するため、流雪溝の維持管理を行う。

■下川流雪溝維持管理委託業務
■電気料、施設修繕料
■遠隔装置電話料、水質検査手数料
■遠方制御線共架料
■下川流雪溝26線水門開閉装置取替工事

110,836円
18,810円

2,750,000円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

12,541,201円
695,483円

その他特財 一般財源
16,116千円 14,119千円 1,997千円

事業名 流雪溝維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 98国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費

15,839,890円
310,492円

2,888,251円

施策名 積雪対策 推進施策 地域の実情に合った除雪体制の確立

2,964,390円
61,565,570円

その他特財 一般財源
83,569千円 7,090千円 76,479千円

事業名 町道除排雪事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 97国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

1,089,000円
3,149,399円

その他特財 一般財源
4,238千円 4,238千円

事業名 町道路面・側溝清掃事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 96国･道支出金 地方債

2,798,171円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

2,552,000円
3,643,591円

その他特財 一般財源
8,994千円 8,994千円

事業名 町道草刈伐開等事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 95国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
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【成果・実績等の概要】
〇橋梁長寿命化補修工事

■岐阜橋　　（伸縮継手 2箇所・橋面防水 2径間）

【成果・実績等の概要】
〇橋梁近接目視点検委託料 23橋

■（判定区分Ⅰ4橋・Ⅱ19橋）
※判定区分I～Ⅳの4段階評価で数字が小さいほど健全度が高い

【成果・実績等の概要】
〇宅地等における排雪経費を支援し、快適な住環境の確保につなげた。

■自主排雪支援事業補助（1/2以内）　5件
10tダンプ：3台
6tダンプ：13台

【成果・実績等の概要】
〇空き家対策を総合的に推進するため、外部委託により業務を効率的に実施した。
　■空き家対策委託料

（町内空き家調査業務、空き家バンク管理運営業務、空き家事前登録業務)
　■空家等対策協議会の開催　1回

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

3,025,000円

30,680円

地方債 その他特財 一般財源
3,055千円 3,055千円

1.住宅都市計画総務費
事業名 空き家対策総合コーディネート事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 102国･道支出金

施策名 積雪対策 推進施策 地域の実情に合った除雪体制の確立

50,050円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
50千円 50千円

1.住宅都市計画総務費
事業名 克雪事業（自主排雪支援事業） 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 101国･道支出金

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

10,813,000円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
10,813千円 6,600千円 4,213千円

1.道路橋梁河川費
事業名 橋梁近接目視点検事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 100国･道支出金

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

34,815,000円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
34,815千円 22,440千円 12,300千円 75千円

1.道路橋梁河川費
事業名 橋梁長寿命化修繕事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 99国･道支出金

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目)
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【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】
〇公園の適切な維持管理

■水道料、電気料、万里長城修繕等
■草刈り、冬囲い、桜ヶ丘公園センターハウス保険料等
■桜ヶ丘公園指定管理料、ちびっ子広場管理委託料

3,432,576円
11,455,450円

施策名 景観・公園 推進施策 公園の適切な維持管理と利活用の促進

桜ヶ丘公園、安原公園、末広ファミリーパーク、
名寄川緑地公園、ちびっ子広場　5箇所

1,378,815円

その他特財 一般財源
16,267千円 35千円 16,232千円

事業名 公園維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 105国･道支出金 地方債

合計 14件 51,999,700円 26,587,000円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 2.公園費

活用 4件 38,245,800円 18,639,000円
解体 10件 13,753,900円 7,948,000円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

〇空き家を活用し、転入者、定住希望者や子育て世帯の定住促進を図るため、住み替えによる住宅
不足の緩和を推進するとともに、老朽化の著しい特定空き家の解体により、住民の安全確保、景観
の維持向上等を図った。

区分 件数 事業費 補助金

その他特財 一般財源
26,587千円 13,293千円 13,294千円

事業名 空き家対策総合支援事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 104国･道支出金 地方債

合計 21件 79,782,359円 12,586,000円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 1.住宅都市計画総務費

木質バイオマス機器設置 2件 1,485,500円 400,000円
太陽光発電システム設置 1件 3,425,000円 150,000円

解体 2件 2,324,000円 925,000円
中古住宅の取得 3件 9,000,000円 1,800,000円

新築 1件 21,920,000円 1,096,000円
改修 12件 41,627,859円 8,215,000円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

〇快適に暮らすための住まいづくりを促進し、定住化及び地域材の利用促進を図り、低炭素社会の
構築並びに地域経済の活性化を図った。

区分 件数 事業費 補助金

その他特財 一般財源
12,586千円 12,580千円 6千円

事業名 快適住まいづくり促進事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 103国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 1.住宅都市計画総務費

34



【成果・実績等の概要】
〇公営住宅管理戸数（令和4年3月末現在）

■公営住宅116棟291戸（昭和50年～令和3年建設）
■特定公共賃貸住宅13棟34戸（平成6年～平成15年建設）
■地域優良賃貸住宅1棟1戸（令和3年度建設）

〇公営住宅給湯器取替工事（給湯器取替(向陽・元町あけぼの団地各1戸)）
〇公営住宅火災警報器取替工事　（火災警報器取替1台）

【成果・実績等の概要】
〇町営住宅管理戸数（令和4年3月末現在）

■34棟80戸（昭和23年～平成26年建設）
〇町営住宅火災警報器取替工事　（火災警報器取替83台）

【成果・実績等の概要】
〇元町団地(Ｃ棟)建設工事（木造二階建1棟5戸）
　　全体事業費（147,724,500円）
〇元町団地駐車場整備工事（駐車場8台分154㎡ほか）
〇元町団地公営住宅建設工事（付帯）（電柱移設）
〇末広団地個別改善工事（外壁改修・屋根塗装）

■平成11年度建設2棟5戸、平成12年度建設2棟4戸　計4棟9戸

【成果・実績等の概要】
〇中学校校長住宅除却工事

■昭和52年度建設1棟1戸
〇小学校教員住宅除却工事

■昭和47年度建設1棟2戸
2,976,600円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

2,743,400円

その他特財 一般財源
5,720千円 0千円 5,700千円 20千円

事業名 町営住宅整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 109国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 4.住宅建設費

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

132,952,050円

14,850,000円
107,542円

24,324,300円

地方債 その他特財 一般財源
174,406千円 64,566千円 107,600千円 2,240千円 0千円

4.住宅建設費
事業名 公営住宅整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 108国･道支出金

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

830,610円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目)

その他特財 一般財源
4,791千円 4,791千円 0千円

事業名 町営住宅維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 107国･道支出金 地方債

9,790円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 3.住宅管理費

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

1,164,900円

その他特財 一般財源
16,419千円 16,419千円 0千円

事業名 公営住宅維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 106国･道支出金 地方債

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 3.住宅管理費
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【成果・実績等の概要】
〇上川北部消防事務組合負担金

■救急出動状況

■火災その他の出動状況

■消防団員出動状況（団員数51人・入団0人・退団3人）

■水槽車積載可搬消防ポンプ更新

【成果・実績等の概要】
〇地域に密着した特色ある教育活動や、社会で即戦力となる各種資格の受験費補助等に
　助成を実施した。

■下川商業高等学校教育振興協議会交付金

【成果・実績等の概要】
〇下川商業高等学校の入学促進として、入学者に対する各種助成を行った。

■入学準備金（1人12万円） 35人
■通学費助成金（1/2以内） 52人
■多目的宿泊交流施設利用料助成金（利用料全額） 15人 1,525,572円

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

4,200,000円
4,454,960円

地方債 その他特財 一般財源
10,181千円 10,150千円 31千円

1.教育総務費
事業名 下川商業高等学校入学促進事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 112国･道支出金

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

3,178,034円

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目)

その他特財 一般財源
3,178千円 3,150千円 28千円

149

火災 救助 警戒 その他 合計

事業名 下川商業高等学校教育振興協議会交付金 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 111国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 1.教育総務費

0 23 1 26 50

4,177,800円

自損
行為

転院
搬送

その他 合計

62 4 16 0 2 3

施策名 消防・救急救助 推進施策 -

成
果
・
実
績
等
の
概
要

急病
交通
事故

一般
負傷

運動
競技

労働
災害

0 1 12 9 22

水火災 訓練 警戒 その他 合計

56 6

その他特財 一般財源
163,810千円 4,000千円 159,810千円

事業名 上川北部消防事務組合負担金 担当課 下川消防署

決算額
左の財源内訳

№ 110国･道支出金 地方債

(款) 8.消防費 (項) 1.消防費 (目) 1.消防費
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【成果・実績等の概要】
〇生徒の確保により同校の存続を図ることを目的として、部活活動費に助成を実施した。

■下川商業高等学校体育文化活動助成金

【成果・実績等の概要】
〇下川商業高校及び下川中学校に在籍する通学困難な生徒の共同生活及び
　交流を通して生徒の健全育成を図る施設。(指定管理)
〇多目的宿泊交流施設指定管理料

〇入居者数　　　　　　　　15人(令和3年5月1日現在)

〇年間利用者数　　　　延べ427人(入居者数含まず)

〇消耗印刷製本（パーテーション）

〇施設修繕(外壁、ガスコンロ)

【成果・実績等の概要】
〇小学校、中学校、商業高校での英語授業の補助、認定こども園や小学校、中学校、
　高校の教科外活動への参加、英会話愛好会の定例会での指導、町主催行事等への参加
〇語学指導助手　1人配置

■小学校 延べ78日
■中学校 延べ76日
■商業高校 延べ40日
■認定こども園 延べ9日

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

その他特財 一般財源
4,642千円 4,642千円

事業名 語学指導事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 115国･道支出金 地方債

513,810円

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 2.語学指導費

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

11,060,000円

352,770円

地方債 その他特財 一般財源
12,190千円 12,190千円

1.教育総務費
事業名 多目的宿泊交流施設管理事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 114国･道支出金

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

2,700,000円

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目)

その他特財 一般財源
2,700千円 2,700千円 0千円

事業名 下川商業高等学校部活動支援事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 113国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 1.教育総務費
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【成果・実績等の概要】
〇小中学校の総合的な学習の時間等において、地域の自然や人々から様々な特性を
　学ぶなど、地域性豊かな特色ある教育活動を推進することで、児童生徒の個性や
　独創性、創造力、郷土愛などを育むことを目的として助成を実施した。

〇特色ある学校づくり交付金
■下川小学校：自然体験学習の推進、
　　　　　　　総合的な学習の時間の推進、
　　　　　　　地域でのボランティア活動の推進

■下川中学校：体験・調査等の学習活動、
　　　　　　　横断的な課題についての学習、
　　　　　　　今日的な課題に対応した教育活動

【成果・実績等の概要】
〇スクールガードリーダー　1人配置

〇児童生徒交通安全ヘルメット購入費補助金　11件

【成果・実績等の概要】
〇児童数などの状況（令和3年5月1日現在）

■児童数：126人　　■教員・職員数：20人　　■学級数：普通6　特別支援4

〇校舎・機械設備等修繕（学童用机、消火配管、生徒出入口ﾄﾞｱ等）
〇義務教育備品購入
〇学校管理備品購入
〇備荒資金組合償還金（教員用パソコン等）

1,464,760円
2,099,056円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

668,360円
51,150円

地方債 その他特財 一般財源
24,768千円 24,768千円

1.小中学校費
事業名 小学校施設等管理事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 118国･道支出金

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

16,500円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目)

その他特財 一般財源
40千円 40千円

事業名 児童生徒安全対策事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 117国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

300,000円

304,174円

その他特財 一般財源
604千円 351千円 253千円

事業名 特色ある学校づくり事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 116国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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【成果・実績等の概要】
〇生徒数などの状況（令和3年5月1日現在）

■児童数：73人　　■教員・職員数：16人　　■学級数：普通3　特別支援3

〇校舎・機械設備等修繕
（階段・トイレ前手摺支柱、職員玄関スロープ塀、水中ポンプ等）
〇義務教育備品購入
〇学校図書購入
〇学校管理備品購入
〇備荒資金組合償還金（教員用パソコン等）

【成果・実績等の概要】
○切れ目のない一貫した指導や支援を充実させるため実施した。

■相談員1名、支援員2名、事務補2名
■教育支援委員会議（委員8名）3回開催

【成果・実績等の概要】
〇小学生は、3～6年生を対象として、週末に月1～2回及び夏冬休み期間に実施した。
　中学生は、月曜日及び夏冬休み期間中を中心に実施した。

■ウィークエンドスクール事業実施委託料
■教材費（問題集・教科書）
■小学生　116回、延べ297人、中学生　104回、延べ195人

【成果・実績等の概要】
〇教員の指導力向上を図るため、研究・研修機会の提供を支援した。

〇学校経営研究会補助金

〇教育研究会補助金

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

81,000円

390,000円

その他特財 一般財源
471千円 471千円

事業名 教職員研修事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 122国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

2,130,000円
487,720円

その他特財 一般財源
2,618千円 611千円 2,000千円 7千円

事業名 ウイークエンドスクール事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 121国･道支出金 地方債

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費

その他特財 一般財源
12,169千円 12,169千円

事業名 特別支援教育事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 120国･道支出金 地方債

2,375,987円
422,260円

1,717,410円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

711,059円

1,135,094円

その他特財 一般財源
31,098千円 31,098千円

事業名 中学校施設等管理事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 119国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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【成果・実績等の概要】
〇学校における体力向上の取組を推進した。

■部活動指導者謝礼　延べ13人
■中体連事業等参加交付金
■部活動生徒乗合タクシー助成金　延べ40人

【成果・実績等の概要】
〇地域の教育力を活かした学校づくりや小中学校連携による教育活動を推進した。

■学校運営協議会（委員16名）の開催　6回

【成果・実績等の概要】

〇文化鑑賞会実行委員会等交付金

■下川町民文化祭
○コロナウイルス感染症対策により、作品展示、催し物のみ実施
○作品展示　　204名
○催し物　　　10名（催し物1件）

■下川町民芸術文化鑑賞会、ふれあいコンサート
コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止した。

【成果・実績等の概要】
■公民館講座「謎解館の暗号」

令和3年11月28日(土)　申込数30組88名、参加者(当選者)23組62名

施策名 生涯学習 推進施策 生涯学習の振興

その他特財 一般財源
68千円 68千円

事業名 生涯学習活動事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 126国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 2.公民館費

下川町民芸術文化鑑賞会 開催中止 0円
計 204名 107,000円

ふれあいコンサート 開催中止 0円
下川町民文化祭 204名 107,000円

施策名 芸術文化 推進施策 芸術・文化の振興

事 業 名 内 容 入 場 者 数 助 成 額

その他特財 一般財源
499千円 499千円

事業名 町民文化・芸術事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 125国･道支出金 地方債

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 1.社会教育総務費

その他特財 一般財源
485千円 485千円

事業名 コミュニティ・スクール事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 124国･道支出金 地方債

32,100円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

349,600円
644,000円

その他特財 一般財源
1,026千円 1,026千円

事業名 部活動支援事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 123国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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【成果・実績等の概要】

■除籍冊数　2,409冊 ■除籍本無料配布　674冊

【成果・実績等の概要】
■児童、職員

登録児童数：28名 職員数：5名

○備品購入費

【成果・実績等の概要】
〇開館日数　20日 〇年間入館者数　261人

〇企画展示等事業

【成果・実績等の概要】
〇開館日数　69日 〇年間入館者数　53人

施策名 芸術文化 推進施策 文化財の保護・活用

その他特財 一般財源
1,793千円 1,793千円

事業名 札天山収蔵館管理運営事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 130国･道支出金 地方債

第66回企画展「平成を振り返って未来（2030年）を想う」 7月31日～8月29日 67名

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 3.文化財保護費

施策名 芸術文化 推進施策 文化財の保護・活用

事 業 名 期 間 入場者

その他特財 一般財源
2,829千円 22千円 2,807千円

事業名 ふるさと交流館管理運営事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 129国･道支出金 地方債

293日 3,324人

27,940円

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 3.文化財保護費

施策名 生涯学習 推進施策 生涯学習の振興

開館日数 来室者数

地方債 その他特財 一般財源
7,828千円 5,098千円 2,730千円

2.公民館費
事業名 児童室運営事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 128国･道支出金

275日 5,482人 10,927冊 35,626冊 658冊

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目)

施策名 生涯学習 推進施策 生涯学習の振興

開館日数 来室者数 貸出冊数 蔵書数 購入数

その他特財 一般財源
8,559千円 1,120千円 7,439千円

事業名 図書室運営事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 127国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 2.公民館費
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【成果・実績等の概要】
〇放課後子ども教室推進事業（キッズスクール）による体験活動の実施

■42回開催・延べ806名参加　
（スポーツ・外遊び・体験活動　20回、工作・室内遊び22回）

【成果・実績等の概要】
〇スポーツ少年団活動事業交付金・共用備品購入助成金 374,114円

※その他、少年団本部事務局費　25,000円
〇スポーツ少年団指導者等育成事業助成金

活用実績なし
〇青少年スポーツ・文化全国全道大会出場支援交付金

■全道大会　延べ1人　、　全国大会　延べ0人
〇子ども会活動事業交付金

■子ども会活動事業交付金　9団体
○親子劇場　人形劇　へそどろぼう

参加者74名

【成果・実績等の概要】
〇森林環境教育事業委託料

もりさんぽ(一般) 年7日・延べ116人 町民の健康増進・森に親しむ機会を持つ

中学校 年7日・延べ174人 環境問題に自分なりに判断を下す
商業高校 年3日・延べ113人 未来に対して責任を持つ

認定こども園 年10日・延べ456人 野外で楽しく遊ぶ

小学校 年13日・延べ244人
自然を体感して気づく(1・2年生)
環境の仕組みを理解する(3・4年生)
人間と自然の相互作用を理解する(5・6年生)

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

5,178,994円
対 象 回 数 ・ 人 数 活 動 内 容

その他特財 一般財源
5,179千円 5,100千円 79千円

事業名 森林環境教育事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 133国･道支出金 地方債

31,125円

270,000円

150,000円

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費

サッカー少年団 23人 92,544円 8,945円
アルペン少年団（休会） 0人 0円 0円

野球少年団 15人 45,000円 40,224円
ジャンプ少年団 19人 66,251円 0円

剣道少年団 16人 46,000円 0円
柔道少年団 15人 50,150円 0円

施策名 生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

団体名 団員数 活動事業交付金 備品購入助成金

その他特財 一般財源
12,489千円 11,792千円 697千円

事業名 青少年育成支援事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 132国･道支出金 地方債

施策名 生涯学習 推進施策 生涯学習の振興

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費

その他特財 一般財源
1,477千円 300千円 1,177千円

事業名 放課後子ども教室（キッズスクール）事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 131国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費
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【成果・実績等の概要】
〇体育施設指定管理料

【成果・実績等の概要】

■スポーツ教室

■各種大会

スキー場 6,742人 2,410人 4,332人

スポーツセンター

テニスコート 1,261人 175人 1,086人

12,354人 6,069人 6,285人
柔道場・弓道場 365人 103人 262人

第16回町長杯町民ＰＧ大会 中止 0人

水中歩行運動・アクアビクス教室 5日 25人
軽スポーツ教室 1日 11人

スポーツ指導者教室 1日 9人
夏休みプール・スイミング教室 5日 29人

施策名

第36回全道ノルディックスキー競技大会 12月28日 379人

第16回万里長城ＰＧ場オープン記念大会 中止 0人
第12回公区対抗町民ＰＧ大会 中止 0人

事 業 名 実 施 日 参 加 人 数
第32回万里長城クロスカントリー大会 中止 0人

冬休みスキー教室 2日 12人
スキージャンプ体験会 1日 7人

生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

〇各種競技大会の運営と支援を行い、またノルディックスキー競技選手の育成・強化を図った。生
涯を通じてスポーツに親しむ機会の提供を実施した。

事 業 名 日 数 参 加 人 数

その他特財 一般財源
16,887千円 3,416千円 13,471千円

事業名 スポーツ推進事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 135国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 5.社会体育費

桜ヶ丘アリーナ 2,742人 1,622人 1,120人
万里長城パークゴルフ場 6,160人 6,109人 51人

Ｂ＆Ｇ海洋センター 2,268人 743人 1,525人
野球場 550人 68人 482人

山村広場 41人 16人 25人

施策名 生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

47,280,000円

施 設 名 利 用 者 数
大 人 小 人

その他特財 一般財源
56,741千円 227千円 56,514千円

事業名 体育施設管理運営事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 134国･道支出金 地方債

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 5.社会体育費
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下水道事業特別会計

【成果・実績等の概要】
〇公共下水道の適切な維持管理

■浄化センター管理委託料

【成果・実績等の概要】
〇老朽化した施設等の計画的な整備を行った。

■浄化センター汚泥処理設備等改修実施設計委託料
（非常用自家発電機　更新設計）

■浄化センター汚泥処理設備改修工事

・機械設備（汚水ポンプ、返送汚泥ポンプ　各2基更新）

【成果・実績等の概要】
〇個別排水処理施設（合併処理浄化槽）の適切な維持管理

■個別排水処理施設維持管理委託料
管理戸数　117基

国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源 № 138
5,980千円 2,390千円 3,590千円

決算額
左の財源内訳

施策名 下水道 推進施策 合併処理浄化槽の維持管理と設置促進

4,290,000円

事業名

施策名 下水道 推進施策 公共下水道の維持管理と整備促進

5,698,000円

・電気設備（柱上気中開閉器、沈砂池・水処理コントロールセン
ター、返送汚泥ポンプインバータ盤、沈砂池・水処理設備補助継電器
盤、計装盤、返送・余剰汚泥ポンプ盤　各1基更新）

97,579,900円

22,000,000円

(款) 1.下水道費 (項) 2.個別排水処理施設費 (目) 1.管理費
個別排水処理施設維持管理事業 担当課 建設水道課

2.施設管理費
事業名 浄化センター整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 137国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
129,502千円 64,751千円 64,700千円 51千円 0千円

2,425人 2,353人 97.0%

(款) 1.下水道費 (項) 1.公共下水道費 (目)

288,296㎥ 210,087㎥ 72.9%

処理区域内人口 水洗化人口 水洗化率

32,640,300円

総処理水量 有収水量 有収率

その他特財 一般財源
39,750千円 1,820千円 37,930千円

決算額
左の財源内訳

№ 136国･道支出金 地方債

施策名 下水道 推進施策 公共下水道の維持管理と整備促進

(款) 1.下水道費 (項) 1.公共下水道費 (目) 2.施設管理費
事業名 浄化センター維持管理事業 担当課 建設水道課
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簡易水道事業特別会計

【成果・実績等の概要】
〇水道施設の適切な維持管理

■下川浄水場管理委託料

【成果・実績等の概要】
〇水道施設の適切な維持管理

■一の橋浄水場管理委託料

【成果・実績等の概要】
〇水道施設の適切な維持管理

■消火栓取替工事　(取替2基)
■水道メーター

取替工事　(有効期限満了に伴う取替　計117台)
備品購入　(新設・取替・故障に伴う　計125台)

■漏水調査 （5月10日～14日、10月11日～12日）
1,681,955円

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

2,112,000円

2,519,000円

地方債 その他特財 一般財源
10,722千円 2,112千円 8,610千円

2.配給水施設管理費
事業名 配給水施設維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 141国･道支出金

118人 114人 96.6%

(款) 2.管理費 (項) 1.施設管理費 (目)

30,040㎥ 22,653㎥ 75.4%

給水区域内人口 給水人口 接続率

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

1,485,000円

配水量 有収水量 有収率

地方債 その他特財 一般財源
2,429千円 2,429千円

事業名 一の橋浄水場維持管理事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 140国･道支出金

水道施設の適正な維持管理

2,741人 2,728人 99.5%

(款) 2.管理費 (項) 1.施設管理費 (目)

454,224㎥ 301,181㎥ 66.3%

給水区域内人口 給水人口 接続率

1.原浄水施設管理費

(項) 1.施設管理費 (目) 1.原浄水施設管理費

11,550,000円

配水量 有収水量 有収率

地方債 その他特財 一般財源
21,839千円 185千円 21,654千円

決算額
左の財源内訳

№ 139国･道支出金

施策名 上水道 推進施策

事業名 下川浄水場維持管理事業 担当課 建設水道課
(款) 2.管理費
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【成果・実績等の概要】
〇水道施設整備に係る測量、実施設計、用地購入等事業

■下川浄水場建設用地確定測量委託料（用地測量  9筆、1.0ha）
■下川浄水場・送水管路 現況測量委託料

（地形測量　0.024k㎡、路線測量　L=2km）
■下川浄水場・送水管路 実施設計委託料

（浄水場、送水管、実施設計一式)
■下川浄水場建設地質調査等委託料

（ボーリング、土質試験　他)
■用地購入・建物等補償

（用地　10,024.63㎡、建物補償　3棟、立木　70本）

施策名 上水道 推進施策 計画的な水道施設の整備

3,678,400円
15,417,600円

その他特財 一般財源
79,961千円 22,387千円 57,500千円 74千円

51,975,000円

5,086,400円

3,803,913円

事業名 下川浄水場整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 142国･道支出金 地方債

(款) 3.建設費 (項) 1.建設事業費 (目) 1.建設事業費
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介護保険特別会計（介護保険事業勘定）

【成果・実績等の概要】
〇介護保険サービスの給付を適正に行った。

■要介護認定の状況 ■第1号被保険者数：1,250人

■第1号被保険者認定率
下川町：16.2％
北海道：20.5％
全国　：18.8％

■主なサービスの給付状況 （単位：人、円）

■第8期介護保険事業計画サービス見込量との対比
　令和3年度：90.1％（前年度：95.5％）

審査支払手数料 4,261 4,261 253,559 109.81%
合 計 10,210 84,996 399,813,489 99.12%

高額医療合算介護サービス 71 71 1,855,568 148.08%
特定入所者介護サービス 566 15,818 19,492,611 79.50%

小 計 834 24,219 204,195,592 100.25%
高額介護サービス 1,085 1,085 11,558,428 98.86%

施
設
系

100.50%
介護老人保健施設 82 2,373 23,606,033 98.36%

小 計 3,393 39,542 162,457,731 100.29%
介護老人福祉施設 752 21,846 180,589,559

福祉用具購入費 8 8 208,792 78.67%
住宅改修 5 5 351,348 59.50%

介護予防居宅介護支援 165 165 731,470 94.88%
地域密着型サービス 228 6,238 51,243,051 97.12%

介護予防居宅療養管理指導 1 1 3,069 18.15%
介護予防特定施設入所者生活介護 23 635 1,999,287 181.69%

介護予防訪問リハビリテーション 12 42 262,512 88.82%
介護予防福祉用具貸与 136 3,971 755,298 130.34%

介護予防訪問看護 30 119 472,176 98.99%
介護予防短期入所 2 7 25,173 21.85%

特定施設入所者生活介護 57 1,707 10,660,867 113.10%
居宅介護支援 875 875 11,586,595 109.61%

福祉用具貸与 498 14,005 4,396,768 104.55%
居宅療養管理指導　 151 273 845,354 90.34%

2,568,069 115.14%
訪問リハビリテーション 49 173 1,061,730 88.45%
通所リハビリテーション 0 0 0 -

103.87%
通所介護 396 2,450 14,735,376 121.39%

サービス名 実人数 延べ人数 給付額 給付額対前年比

居
宅
系

訪問介護 496 6,563 47,211,923

短期入所 112 1,733 13,338,873 71.12%
訪問看護 149 572

要介護5 29人 28人 1人
合計 206人 203人 3人

要介護3 36人 36人 0人
要介護4 32人 31人 1人

要介護1 38人 38人 0人
要介護2 43人 43人 0人

要支援1 12人 12人 0人
要支援2 16人 15人 1人

介護保険事業（保険給付） 担当課

施策名 社会保障 推進施策 医療・介護保険等の運営

介護区分 全体
内訳

第1号 第2号

保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 143国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
399,820千円 168,014千円 166,069千円 65,737千円

事業名
(款) 2.保険給付費 (項) 1.介護サービス等諸費 (目) 1.保険給付費
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【成果・実績等の概要】

〇介護予防・生活支援サービス事業
■訪問型サービス　延べ319人、通所型サービス　延べ265人、通所型A　延べ389人

配食サービス　延べ51人
■介護予防ケアマネジメント　延べ780件

〇一般介護予防事業
■いきいきサロン事業　61回
■元気教室　97回、ハピネススクール　28回

【成果・実績等の概要】

〇生活支援体制整備事業等委託料
■支援コーディネーターによる住民主体の支えあい活動の推進、認知症サポーター
　養成の支援等

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

【成果・実績等の概要】

■入所者数　年延べ19,522名　日平均53.5名（定員56名）

施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

〇常時介護を必要とする入所者へ、食事、入浴、排泄の介護サービスを基本として、生活相談、機
能訓練、健康管理等の必要なサービスを提供している。音楽療法や家族参加型の行事については、
コロナ渦により開催することができない状況にあるが、毎月施設内で各種行事を開催するなどし
て、利用者の日常生活を充実するように努めた。
　また、介護支援システム等の導入を推進し、介護職員の労務環境改善を図った。

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 146国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
244,874千円 23,749千円 221,125千円

事業名 あけぼの園（介護老人福祉施設）事業 担当課

施策名 高齢者福祉 推進施策 介護予防等の円滑な取組み

〇住民参加・住民主体の地域介護予防活動の充実、また、認知症地域支援体制の構築、専門職種間
の連携体制の推進を図り、関係者や町民への啓発を行った。

3,708,077円

その他特財 一般財源
28,089千円 9,380千円 2,533千円 16,176千円

事業名 包括的支援事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 145国･道支出金 地方債

2,068,175円

(款) 3.地域支援事業費 (項) 1.地域支援事業費 (目) 2.包括的支援等事業費

施策名 高齢者福祉 推進施策 介護予防等の円滑な取組み

〇介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業を効果的・効率的に行い、総合事業の推
進を行った。

10,563,933円

保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 144国･道支出金 地方債

(款) 3.地域支援事業費 (項) 1.地域支援事業費 (目) 1.介護予防事業費

その他特財 一般財源
12,883千円 7,515千円 4,249千円 1,119千円

事業名 介護予防・日常生活支援総合事業 担当課
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【成果・実績等の概要】

■利用者数　年延べ1,592名　日平均4.4名（定員9名）

【成果・実績等の概要】

■利用者数　年延べ3,811名　日平均15.9名（定員24名）

国民健康保険事業特別会計

【成果・実績等の概要】
〇被保険者の状況（令和4年3月末現在）　788人

〇保険給付費の状況

〇特定健康診査事業の状況

特定健診受診率 % （令和2年度）

特定保健指導受診率 % （令和2年度）

61.4

80.6

出産育児諸費 3 1,260,000 2 840,000
葬祭諸費 7 210,000 8 240,000

療養費 13,028 249,381,165 13,228 254,072,107
高額療養費 647 36,079,769 761 36,511,417

区分（目）
令和3年度 令和2年度

件数 金額(円） 件数 金額(円）

45,926千円 91,748千円
施策名 社会保障 推進施策 医療・介護保険等の運営

決算額
左の財源内訳

№ 149国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
445,344千円 307,670千円

施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

〇在宅の要介護者に対し、日帰りで送迎、入浴、食事、排泄等の各種介護サービスの提供を行うと
ともに、自立生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、家族の介護負担軽減
に努めた。

事業名 国民健康保険事業 担当課 保健福祉課

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 148国･道支出金

施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実

〇介護利用希望に応じて、在宅介護高齢者の短期間受け入れを行い、食事、介護、排泄の介助と日
常生活上の援助、機能訓練等のサービスを行い、安心して生活する場の提供と、介護者の介護負担
軽減に努めた。

地方債 その他特財 一般財源
60,843千円 28,857千円 31,986千円

事業名 通所介護サービス事業 担当課

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 147国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
21,958千円 4,259千円 17,699千円

事業名 短期入所生活介護事業 担当課
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後期高齢者医療特別会計

【成果・実績等の概要】

〇被保険者の状況（令和4年3月末現在）　720人

〇後期高齢者広域連合納付金 61,474,804円

22,889千円 40,834千円
施策名 社会保障 推進施策 医療・介護保険等の運営

決算額
左の財源内訳

№ 150国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
63,723千円

事業名 後期高齢者医療事業 担当課 保健福祉課
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令和3年度　新型コロナウイルス感染症対策の実績

①住民生活支援 （単位：千円）

う ち
臨時交付金

社会福祉費 保健福祉課 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 一世帯あたり10万円/531世帯 54,197 54,192 5

社会福祉費 保健福祉課 福祉灯油等助成事業
一世帯あたり灯油100㍑（相当）/238件
（高齢者223件、障害者7件、ひとり親8件）

2,756 750 2,006

老人福祉費 保健福祉課 高齢者応援事業 一人あたり商品券2,500円分/711名 1,967 1,967 1,967 0

老人福祉費 保健福祉課 後期高齢者医療給付費等負担金
高齢者の適切な医療の確保を行うため医療費の一部を公費負
担する

12 12 12 0

児童福祉費 保健福祉課 子育て世帯への臨時特別給付金事業 一人あたり10万円/392名 40,139 40,160 ▲21

児童福祉費 保健福祉課
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（その他世帯分）

一人あたり5万円/10名 1,148 2,220 ▲1,072

商工費 政策推進課 原油価格高騰対策事業 一世帯あたり商品券5,000円分/1,675世帯 8,375 3,438 3,438 4,937

教育総務費 教育課 大学生等生活応援事業 一人あたり商品券5万円/47件 2,350 2,350 2,350 0

110,944 104,339 7,767 750 0 5,855

②社会活動再開等 （単位：千円）

う ち
臨時交付金

財産管理費 総務課 感染症対策事業
役場庁舎感染症対策備品の購入など
（非接触型体温計の購入、サーキュレーターほか）

910 910 910 0

老人福祉費 保健福祉課 高齢者見守り事業
高齢者見守りシステムの相談ボタン対応及び人感センサー発
報対応委託

2,878 2,878 2,878 0

認定こども園
費

保健福祉課 保育対策総合支援事業費補助金 認定こども園感染症対策消耗品の購入など 577 150 150 150 277

認定こども園
費

保健福祉課 感染症対策事業
認定こども園感染症対策備品の購入など
（加湿器・網戸）

222 222 222 0

障害者支援施
設費

山びこ学園 オンライン会議等対応機器整備事業 山びこ学園無線LAN環境整備 1,086 1,086 1,086 0

保健衛生費 保健福祉課 定期予防接種事業
ロタウイルスワクチン定期接種化に伴うマイナンバー情報連
携のシステム改修

110 110 37 0

5
1

財 源 内 訳

国庫支出金 道 支 出 金
そ の 他
特 定 財 源

一 般 財 源
担 当 課 事 業 名 実 績 等 の 概 要 事 業 費

科 目 担 当 課 事 業 名 実 績 等 の 概 要 事 業 費

計

科 目

財 源 内 訳

国庫支出金 道 支 出 金
そ の 他
特 定 財 源

一 般 財 源



う ち
臨時交付金

保健衛生費 保健福祉課 生活習慣病予防事業
個人がマイナーポータルを通じて健(検)診情報を閲覧できる
ため必要なシステム改修

1,210 731 159 479

保健衛生費 保健福祉課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業

接種体制の確保
（接種券の作成・発送、専用ダイヤルの開設ほか）

6,132 6,132 0

保健衛生費 保健福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ワクチン接種6,731件 16,183 16,125 58

保健衛生費 保健福祉課 健康確保推進事業
後期高齢者医療保険及び国民健康保険加入対象者に対し健康
診断費用を支援（商品券500円／547人）

273 273 273 0

保健衛生費 保健福祉課 在宅要介護者等支援事業
在宅要介護者等宅へ訪問時に使用する感染症対策備品の購入
など（パルスオキシメーター、血圧計ほか）

420 420 420 0

保健衛生費 保健福祉課 町立下川病院運営補助事業 ワクチン接種会場への医療従事者派遣 93 93 0

ふるさと観光
振興費

政策推進課 五味温泉非接触型トイレ改修事業
五味温泉浴場トイレ4台、水栓のタッチレス化、
手洗い場自動水栓

4,997 4,997 4,997 0

地域振興費 政策推進課 感染症対策事業
まちおこしセンター感染症予防備品の購入など
（加湿器ほか）

322 322 322 0

小中学校費 教育課 学校ICT環境整備事業
小学校：タブレット32台　中学校：タブレット18台
Webカメラ・マイク付きスピーカー2台

3,008 3,008 3,008 0

小中学校費 教育課 感染症対策事業 小中学校の校歌デジタルデータ作成 165 165 165 0

小中学校費 教育課 教育旅行支援事業
修学旅行経費の増加に対応するため、児童・生徒数に応じた
学校への交付金

95 95 95 0

小中学校費 教育課 学校教育活動継続支援事業
小・中学校感染症予防備品の購入など
（空気清浄機ほか）

1,697 800 897

青少年育成費 教育課 青少年スポーツ・文化活動PCR検査支援事業 全国・全道大会参加の子どもや指導者のPCR検査費用38件 93 93 93 0

40,471 37,717 14,815 1,043 0 1,711

③地域経済回復等 （単位：千円）

う ち
臨時交付金

農業振興費 農林課
外国人農業技能実習生受入協議会家賃等補助
事業

外国人農業実習生宿舎2件 1,200 1,200 1,200 0

林業費 農林課 ウッドショック対応緊急支援事業 事業者3件 4,178 4,178 4,178 0

商工振興費 政策推進課 持続化給付金事業
事業者12件(20～30％ 3件、30～40％ 1件、
50％以上 1件、新規7件)

3,800 3,800 3,800 0

商工振興費 政策推進課 スーパープレミアム商品券事業 13,000セット 20,526 14,050 14,050 6,476 0

事 業 費

財 源 内 訳

国庫支出金 道 支 出 金
そ の 他
特 定 財 源

一 般 財 源

財 源 内 訳

国庫支出金 道 支 出 金
そ の 他
特 定 財 源

一 般 財 源

科 目 担 当 課 事 業 名 実 績 等 の 概 要

5
2

科 目 担 当 課 事 業 名 実 績 等 の 概 要 事 業 費

計



う ち
臨時交付金

商工振興費 政策推進課 「新しもかわスタイル」導入応援発信事業 施設整備1,041千円(9件)、販売促進694千円(4件) 1,735 1,735 1,735 0

商工振興費 政策推進課 緊急事態措置協力支援金事業 一事業者あたり20万円/18件 3,600 3,600 3,600 0

商工振興費 政策推進課 指定管理者持続化給付金事業
結いの森4,500千円、五味温泉26,200千円、ヨックル1,900千
円

32,600 32,600 32,600 0

商工振興費 政策推進課 しもりんポイント付き宿泊プラン事業 発行ポイント533千円分、カード枚数533枚 650 650 650 0

商工振興費 政策推進課 特産品応援事業
一世帯あたり3,000円相当の特産品引換券/1,505世帯
（対象1,675世帯）

5,365 5,120 5,120 245

商工振興費 政策推進課 新型コロナウイルス対策資金利子補給金 新規借入4件　30,500千円 2,151 2,151

75,805 66,933 66,933 6,476 0 2,396

227,220 208,989 89,515 8,269 0 9,962

5
3

事 業 費

財 源 内 訳

国庫支出金 道 支 出 金
そ の 他
特 定 財 源

一 般 財 源

計

合 計

科 目 担 当 課 事 業 名 実 績 等 の 概 要



【令和3年度決算時点】

施策名：地域福祉 担当:保健福祉課

(指標①)

目標値 - 4 4 4 4 4

実績値 4 7 7 3

(指標②)

目標値 - 4 4 4 4 4

実績値 3 2 4 2

(指標③)

目標値 - - - - 75.0 80.0

実績値 69.6 - - -

施策名：社会保障 担当:保健福祉課

(指標①)

目標値 - 340 335 330 325 300

実績値 345 321 277 284

(指標②)

目標値 - 727 726 725 724 416

実績値 728 677 645 706

(指標③)

目標値 - 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

実績値 61.0 59.3 60.3 61.4

第６期下川町総合計画基本計画に掲げる目標指標(行政指標)の実績

指標名 福祉・医療人材の確保

指標式等 新規従事者数(移住者数)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度

単位

人

指標名 自分や家族が健康であることに満足している人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

指標式等 資格取得等助成件数

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ3年度 Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 福祉・医療人材の育成

単位

千円

指標名 住民１人あたりの医療費(後期高齢者医療事業)

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 住民１人あたりの医療費(国民健康保険事業)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｈ30年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

千円

指標名 特定健診受診率(国民健康保険事業)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：保健・健康づくり 担当:保健福祉課

(指標①)

目標値 - 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

実績値 21.4 15.4 18.7 21.5

(指標②)

胃がん目標値 - 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

　〃　実績値 11.7 18.7 8.6 9.6

肺がん目標値 - 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

　〃　実績値 11.4 15.1 10.6 12.2

大腸がん目標値 - 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

　〃　　実績値 16.3 15.2 13.3 14.8

子宮がん目標値 - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

　〃　　実績値 20.6 22.0 16.3 16.8

乳がん目標値 - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

　〃　実績値 28.4 36.4 24.0 24.4

(指標③)

目標値 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 100.0 100.0 100.0 100.0

施策名：医療 担当:町立下川病院

（指標①）

目標値 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 24.0

実績値 20.4 23.8 25.4 23.8

（指標②）

目標値 80.0 80.0 80.0 75.0 75.0 60.0

実績値 68.2 71.3 62.3 59.7

Ｒ3年度 Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の割合、減少率

指標式等 (H20年度メタボ該当者･予備群の減少率割合)-(該当年度の減少割合)/ H20年度メタボ該当者･予備群の減少割合

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

Ｒ3年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん検診の受診率

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｈ30年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度

％

指標名 母子保健対象者把握率

指標式等 把握数/対象者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度

目標値
Ｒ12年度

単位

％

％

％

％

指標式等 受診数/対象者数

単位

人

指標式等 入院患者延べ人数／３６５日

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ3年度 Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 入院患者数(１日当たり)

指標名 外来患者数(１日当たり)

指標式等 外来患者延べ人数／外来日数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度
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(指標③)

目標値 - 15 15 20 20 20

実績値 21 34 38 44

施策名：高齢者福祉 担当:保健福祉課･あけぼの園

(指標①)

目標値 - 219 217 213 208 185

実績値 221 208 216 206

(指標②)

目標値 - 43 43 43 43 43

実績値 34 37 37 36

施策名：子ども・子育て支援 担当:保健福祉課

(指標①)

目標値 - - - - 34.3 55.9

実績値 29.0 - - -

施策名：障がい者福祉 担当:保健福祉課

(指標①)

目標値 - - - - 50.0 60.0

実績値 41.3 - - -

施策名：学校教育 担当:教育課

(指標①)

目標値 - 25 25 25 25 25

実績値 14 31 36 35

指標名 訪問診療・看護利用者数

指標式等 訪問診療・訪問看護実人数

単位

人

指標名 特養老人ホーム従事者数

指標式等

指標式等 要支援・要介護認定者数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 要介護等認定者数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標名 障がい者が住み慣れた地域で生活するための環境や支援策に満足している人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

指標式等 町民意向調査(満足層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 地域での助け合いによる安心した子育て環境に満足している人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標式等 入学者数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 下川商業高等学校入学者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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(指標②)

目標値 - - - - 40.0 50.0

実績値 30.9 - - -

施策名：生涯学習 担当:教育課

(指標①)

目標値 - 4 4 4 4 5

実績値 3 4 5 5

(指標②)

目標値 - 70 70 70 70 70

実績値 60 59 58 58

(指標③)

目標値 - 18,000 18,000 19,000 19,000 20,000

実績値 16,257 16,194 7,935 6,374

施策名：生涯スポーツ 担当:教育課

(指標①)

目標値 - 400 410 410 420 450

実績値 364 360 247 567

(指標②)

目標値 - 260 260 260 260 280

実績値 259 252 267 267

指標名 子どもたちが確かな学力と体力を身につけることができることに満足と感じている人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

単位

指標名 社会教育関係団体数(未登録含む)

指標式等 社会教育関係団体数(未登録含む)

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 教育業数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

学習塾・習い事数（公民館で活動している団体）

団体

単位

人

指標名 全国・全道大会出場者数

指標式等

指標式等 社会教育施設利用者数(芸術文化活動含む)

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

団体

指標名 社会教育施設利用者数(芸術文化活動含む)

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 スポーツ協会加盟者数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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(指標③)

目標値 - 50,200 50,400 50,600 50,800 52,000

実績値 44,700 41,846 30,807 32,483

施策名：芸術文化 担当:教育課

(指標①)

目標値 - 20 20 20 20 20

実績値 18 18 17 15

(指標②)

目標値 - 18,000 18,000 19,000 19,000 20,000

実績値 16,257 16,194 7,935 6,374

(指標③)

目標値 - 1,100 1,100 1,200 1,200 1,300

実績値 1,283 1,234 424 314

施策名：土地利用・市街地 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - 3.5 3.8 3.9 4.1 7.6

実績値 4.9 5.8 5.4 5.9

施策名：景観・公園 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - - - - 53.0 70.0

実績値 45.2 - - -

指標名 体育施設利用者数

指標式等

単位

団体

指標名 芸術文化活動団体活動数

指標式等 社会教育施設利用者数(芸術文化活動含む)

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 芸術文化活動団体数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標名 空き家率

指標式等 空き家戸数÷町内の住宅総数

指標式等 交流館・札天山収蔵館等の入館者数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 文化財関係施設の活用

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等 町民意向調査(満足層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 公園、広場など町民の憩いの場整備に対して満足している人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：住宅 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - - - - 62.0 70.0

実績値 57.8 - - -

(指標②)

目標値 - 57 62 63 66 114

実績値 81 85 80 83

施策名：道路・橋梁 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - - - - 56.0 70.0

実績値 50.1 - - -

(指標②)

目標値 - 8/12 8/12 9/12 10/12 12/12

実績値 1/12 8/12 8/12 9/12

施策名：積雪対策 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - - - - 53.0 70.0

実績値 44.7 - - -

施策名：上水道 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - 82.7 83.4 84.1 84.8 90.0

実績値 80.6 74.3 71.0 68.3

指標名 住まいが暖かく、快適と感じている人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

単位

件

指標名 歩行者や自転車も含め、町内を快適、安全に移動できる道路整備に対して満足している人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

指標式等 空き家登録数+空き家発生件数-空き家対策数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 空き家数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

橋

指標名 除排雪による道路・歩道の確保に満足している人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

指標式等 橋梁長寿命化修繕計画による修繕実施予定橋梁数(目標12橋)

推
移

区分
基準値

Ｈ27年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 修繕対象橋梁の修繕実施

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等 有効水量÷総配水量

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 有効率

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：下水道 担当:建設水道課

(指標①)

目標値 - 96.1 96.2 96.3 96.4 97.4

実績値 96.0 96.8 97.0 97.0

(指標②)

目標値 - 63.3 63.9 64.5 65.1 70.0

実績値 61.5 64.5 65.0 65.9

施策名：公共交通 担当:税務住民課

(指標①)

目標値 - 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000

実績値 95,085 88,648 78,999 78,451

(指標②)

目標値 - 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

実績値 18,312 16,540 13,485 11,435

(指標③)

目標値 - 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0

実績値 1.3 1.4 1.4 1.2

(指標④)

目標値 - - - - 60.0 70.0

実績値 51.0 - - -

指標名 下水道計画区域内水洗化率

指標式等 下水道計画区域内水洗化人口÷下水道計画区域内人口

単位

％

指標名 路線バス年間利用者数

指標式等 代替バス年間利用者数+既存バス年間利用者数

指標式等 下水道計画区域外水洗化人口÷下水道計画区域外人口

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 下水道計画区域外水洗化率

推
移

区分
基準値

Ｈ28年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標名 予約型乗合タクシー乗車率

指標式等 予約型乗合タクシー利用者数乗車率(まちなか)

指標式等 予約型乗合タクシー利用者数+コミュニティバス利用者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 デマンド公共交通利用者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等 町民意向調査(満足層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 コミュニティバスや良いともタクシーなどの公共交通に満足と感じている人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：環境保全 担当:税務住民課

(指標①)

目標値 - 63.8 63.9 64.0 64.1 65.0

実績値 63.6 67.4 66.1 69.3

(指標②)

目標値 - 300 297 294 291 269

実績値 306 274 277 288

施策名：交通安全・防犯 担当:税務住民課

(指標①)

目標値 - 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 0

(指標②)

目標値 - 0 0 0 0 0

実績値 1 1 0 0

(指標③)

目標値 - 0 0 0 0 0

実績値 11 6 4 9

施策名：消費生活 担当:税務住民課

(指標①)

目標値 - 220 240 260 280 440

実績値 120 275 294 313

指標名 リサイクル率

指標式等 (資源物+生ごみ)÷総排出量

単位

1人/kg

指標名 道路交通事故による死亡者数/総死亡者数

指標式等

指標式等 総排出量÷人口

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 １人あたりのごみの排出量

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

件

指標名 犯罪発生件数

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 町内で発生した交通事故数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

件

指標名 ばくりっこ会員者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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(指標②)

目標値 - 500 520 540 560 720

実績値 315 461 423 385

(指標③)

目標値 - 10 10 10 10 10

実績値 22 25 20 20

施策名：消防・救急救助 担当:下川消防署

(指標①)

目標値 - 100 100 100 100 100

実績値 90 86 91 89

(指標②)

目標値 - 70 70 70 70 70

実績値 61 53 54 54

(指標③)

目標値 - 200 200 200 200 200

実績値 266 274 72 145

施策名：危機管理 担当:総務課

(指標①)

目標値 - - - - 50.0 60.0

実績値 41.2 - - -

指標名 ばくりっこ取引件数

指標式等

単位

件

指標名 住宅用火災警報器普及率

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

件

指標名 消費者相談件数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

人

指標名 救命講習受講者数

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 消防団員数

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等 町民意向調査(満足層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 災害に対しての防災施設や設備に満足と感じている人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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(指標②)

目標値 - 3 4 5 6 9

実績値 2 4 4 4

(指標③)

目標値 - 180 180 190 190 200

実績値 172 76 34 186

施策名：情報化 担当:総務課

(指標①)

目標値 - 100 100 100 100 100

実績値 100 100 100 100

施策名：農業 担当:農林課

(指標①)

目標値 - 2,910 3,020 3,140 3,270 3,300

実績値 2,692 3,243 3,421 3,581

(指標②)

目標値 - 142 142 142 142 140

実績値 142 158 157 157

(指標③)

目標値 - 12 13 14 15 23

実績値 10 13 13 13

指標名 自主防災計画策定数

指標式等

単位

人

指標名 難視聴地域対策率

指標式等 難視聴対策件数/対象件数

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

件

指標名 避難訓練の参加者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

百万円

指標名 農家戸数

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 農業生産額

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

戸

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

戸

指標名 新規就農戸数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：林業・林産業 担当:農林課

(指標①)

目標値 - 30 30 33 33 35

実績値 30 28 26 30

(指標②)

目標値 - 153 153 158 158 163

実績値 153 144 140 134

(指標③)

目標値 - 2,800 2,800 2,850 2,900 3,000

実績値 2,794 2,717 2,280 2,718

施策名：野生鳥獣被害の防止 担当:農林課

(指標①)

目標値 - 8,983 7,985 6,987 6,288 2,397

実績値 10,807 7,672 8,344 7,603

(指標②)

目標値 - 909 808 707 636 243

実績値 1,205 4,893 5,851 4,585

施策名：産業 担当:政策推進課

(指標①)

目標値 - 220 220 220 220 210

実績値 234 - 公表前 - -

指標名 林業従事者数

指標式等

単位

人

指標名 木材・木製品製造出荷額

指標式等

指標式等

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 木材・木製品製造業従事者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

千円

指標名 ヒグマによる被害金額

指標式等 野生鳥獣被害調査結果

指標式等 野生鳥獣被害調査結果

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

百万円

指標名 エゾシカによる被害金額

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

事業所

指標式等 第2次・第3次産業事業所数

推
移

区分
基準値
Ｈ26年

Ｒ1年 Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年
目標値
Ｒ12年

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

千円

指標名 商工業者数

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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(指標②)

目標値 - 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200

実績値 1,500 - 公表前 - -

(指標③)

目標値 - 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500

実績値 6,486 - 公表前 - -

施策名：地域自治・地域内連携 担当:政策推進課

(指標①)

目標値 - - - - 70.0 80.0

実績値 64.2 - - -

(指標②)

目標値 - - - - 55.0 70.0

実績値 46.7 - - -

施策名：多様な人材が活躍できる場づくり 担当:政策推進課

(指標①)

目標値 - - - - 6.50 7.50

実績値 5.94 - - -

(指標②)

目標値 - - - - 65.0 75.0

実績値 59.8 - - -

指標名 商工業従事者数

指標式等 第2次・第3次産業従事者数

単位

百万円

指標名 地域の人との結びつきが強いと感じている人の割合

指標式等 町民意向調査(満足層)

指標式等 製造品出荷額・商業販売額

推
移

区分
基準値
Ｈ26年

Ｒ1年 Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年
目標値
Ｒ12年

Ｒ4年
目標値
Ｒ12年

単位

人

指標名 商工業販売額

推
移

区分
基準値
Ｈ26年

Ｒ1年 Ｒ2年 Ｒ3年

単位

％

指標名 まちづくりに対する関心度

指標式等 町民意向調査(関心がある10点、関心がない0点として、回答の平均値)

指標式等 町民意向調査(満足層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％

指標名 町が行う施策・事業内容の情報提供に満足と感じている人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％

指標式等 町民意向調査(あてはまる層)

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

点

指標名 自分の好きなことや生きがいがある人の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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施策名：効率的・効果的な行政運営 担当:総務課

(指標①)

目標値 - 183 181 179 175 166

実績値 185 182 186 185

施策名：持続可能な財政運営 担当:総務課

(指標①)

目標値 - 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字

実績値 赤字 黒字 黒字 黒字

(指標②)

目標値 - 39.2(11.4) 40.5(11.9) 42.9(12.6) 45.7(13.5) 50.0(14.5)

実績値 36.0(10.8) 33.8(10.0) 36.0(11.2) 43.2(14.6)

(指標③)

目標値 - 221.8(64.1) 215.2(63.4) 209.2(61.7) 203.5(60.0) 200.0(58.0)

実績値 213.5(64.0) 209.9(62.2) 193.9(60.5) 175.8(59.2)

指標名 職員数

指標式等

単位

-

指標名 基金残高(一般会計分)の割合

指標式等 年度末残高÷標準財政規模

指標式等 (歳入－(地方債＋基金繰入金))－(歳出－(元利償還金＋基金積立金))

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

人

指標名 基礎的財政収支の黒字化

推
移

区分
基準値

Ｈ30年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

単位

％
(億円)

指標式等 年度末残高÷標準財政規模

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

目標値
Ｒ12年度

Ｒ4年度
目標値

Ｒ12年度
単位

％
(億円)

指標名 町債残高(一般会計分)の割合

推
移

区分
基準値

Ｈ29年度
Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度
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