
部会 施策名 № 事務事業名 課名 区分

地域保健福祉 1 福祉・医療環境コーディネート事業 保健福祉課 新規

地域保健福祉 2 福祉・医療人材育成事業 保健福祉課 新規

地域保健福祉 3 高齢者向け快適居住空間創出具現化事業 保健福祉課 新規

健康づくり・医療 4 町立下川病院事業 町立病院 拡充

健康づくり・医療 5 医師住宅整備事業 町立病院 新規

健康づくり・医療 6 医療機器整備等事業 町立病院 新規

健康づくり・医療 7 訪問診療等事業 町立病院 新規

高齢者支援 8 包括的支援事業 保健福祉課 拡充

高齢者支援 9 介護予防・日常生活支援総合事業 保健福祉課 拡充

高齢者支援 10 在宅医療介護連携・認知症対策事業 保健福祉課 新規

障害者支援 11 「山びこ学園」施設及び整備並び周辺整備事業 山びこ学園 拡充

学校教育 12 総合教育会議・教育委員会議 教育課 拡充

学校教育 13 学校施設等管理事業 教育課 拡充

学校教育 14 ICT利活用事業 教育課 拡充

学校教育 15 ウィークエンドスクール事業 教育課 拡充

学校教育 16 通学援助事業 教育課 見直し

学校教育 17 児童生徒安全対策事業 教育課 拡充

学校教育 18 学校給食運営事業 教育課 拡充

学校教育 19 部活動支援事業 教育課 拡充

学校教育 20 下川商業高等学校入学促進事業 教育課 拡充

生涯学習・スポーツ 21 スポーツ推進事業 教育課 拡充

土地利用・市街地 22 土地利用推進事業 総務課 見直し

土地利用・市街地 23 旧駅前周辺整備事業 建設水道課 拡充

景観・公園 24 桜ヶ丘公園整備事業 建設水道課 休止

景観・公園 25 安原公園整備事業 建設水道課 休止

景観・公園 26 末広ファミリーパーク整備事業 建設水道課 休止

住宅 27 公営住宅等整備事業 建設水道課 拡充

住宅 28 定住促進住宅整備事業 建設水道課 拡充

住宅 29 快適住まいづくり促進事業 環境未来都市推進課 見直し

住宅 30 民間賃貸住宅建設等促進事業 環境未来都市推進課 新規

道路・橋梁 31 町道整備事業 建設水道課 拡充

道路・橋梁 32 橋梁長寿命化修繕事業 建設水道課 拡充

積雪・寒冷対策 33 町道除排雪事業 建設水道課 見直し

積雪・寒冷対策 34 自主排雪事業 建設水道課 拡充

上水道 35 下川浄水場整備事業 建設水道課 拡充

上水道 36 配給水施設整備事業 建設水道課 拡充

上水道 37 営農飲雑用水施設整備事業 農務課 新規

下水道 38 下水道管渠整備事業 建設水道課 拡充

下水道 39 浄水センター整備事業 建設水道課 拡充

下水道 40 合併処理浄化槽設置支援事業 税務住民課 新規

公共交通 41 バスターミナル合同センター及びにぎわいの広場管理委託業務 税務住民課 拡充

公共交通 42 生活サポート地域公共交通事業 税務住民課 拡充

環境保全 43 廃棄物処理施設整備事業 税務住民課 見直し

消防・救急救助 44 消防車両更新事業 消防署 拡充

防災 45 総合防災(危機管理)対策事業(旧防災対策事業) 税務住民課 見直し
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部会 施策名 № 事務事業名 課名 区分

農業 46 農地等自然災害防止対策事業 農務課 新規

農業 47 農業委員選挙権の認定に関すること 農業委員会 廃止

農業 48 農業経営基盤強化措置特別会計事務 農業委員会 廃止

農業 49 環境保全型農業直接支払交付金事業 農務課 新規

農業 50 畜産収益力向上クラスター推進事業 農務課 拡充

農業 51 道営草地整備事業(公共牧場型) 農務課 新規

農業 52 施設園芸ハウス増設事業(目的別支援型) 農務課 見直し

農業 53 麦・そば乾燥施設整備・改修事業 農務課 新規

農業 54 JA北はるか下川支所事務所施設整備事業補助金 農務課 新規

農業 55 育苗施設活用推進事業 農務課 縮小

農業 56 上名寄集住化住宅等整備事業 農務課 拡充

農業 57 移住定住促進農場リース事業 農務課 新規

林業・林産業 58 町有林整備事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 59 私有林整備支援事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 60 民有林野等購入事業 森林総合産業推進課 見直し

林業・林産業 61 特定母樹園整備事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 62 伐採・造林一貫による森林作業ｼｽﾃﾑ総合推進事業 森林総合産業推進課 新規

林業・林産業 63 林道新設事業 森林総合産業推進課 見直し

林業・林産業 64 林道改良事業 森林総合産業推進課 新規

林業・林産業 65 林道・防火池維持管理事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 66 林業・林産業人材確保支援事業 森林総合産業推進課 新規

林業・林産業 67 林業・林産業振興事業 森林総合産業推進課 見直し

林業・林産業 68 新木材活用可能性調査事業 森林総合産業推進課 新規

林業・林産業 69 木質原料製造施設管理・運営事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 70 小規模森林バイオマス地域熱電併給システム実証・事業化事業 森林総合産業推進課 拡充

林業・林産業 71 山村活性化支援交付金事業 森林総合産業推進課 新規

野生鳥獣被害の防止 72 有害鳥獣捕獲等事業 森林総合産業推進課 拡充

商工業 73 中小企業振興事業 環境未来都市推進課 見直し

商工業 74 地域商業再生事業 環境未来都市推進課 拡充

商工業 75 特産品振興事業 環境未来都市推進課 新規

商工業 76 都市・企業・団体との経済交流事業 環境未来都市推進課 拡充

商工業 77 企業誘致及び誘致企業連携事業 環境未来都市推進課 見直し

観光創造 78 観光振興事業 環境未来都市推進課 見直し

観光創造 79 五味温泉施設管理事業 環境未来都市推進課 見直し

観光創造 80 サンルダム建設促進及び周辺整備事業 環境未来都市推進課 拡充

観光創造 81 観光施設等管理事業 環境未来都市推進課 見直し

地域資源・新産業創造 82 環境未来都市推進事業 環境未来都市推進課 見直し

地域資源・新産業創造 83 総合産業活性化推進事業 環境未来都市推進課 新規

地域資源・新産業創造 84 特用林産物栽培研究所運営事業 環境未来都市推進課 見直し

地域資源・新産業創造 85 集落ネットワーク活性化事業 環境未来都市推進課 新規

効率的・効果的な行政運営 86 集中管理車輌更新事業 総務課 新規

効率的・効果的な行政運営 87 戸籍等証明事務 税務住民課 拡充

効率的・効果的な行政運営 88 自治体情報システム強靭化向上モデル事業 総務課 新規
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