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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 1

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 2

6 集中管理車両維持管理事業 一般会計 総務課 2

7 広報誌発行事務 一般会計 政策推進課 3

8 行政評価推進事務 一般会計 政策推進課 3

9 総合計画推進事務 一般会計 政策推進課 3

10 ふるさと納税促進事業 一般会計 政策推進課 3

11
小規模多品種農産物と循環型流通シ
ステム創出事業

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
生涯活躍!未来人材育成プログラム
構築実証事業

一般会計 政策推進課 4

14
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

15 集落ネットワーク活性化事業 一般会計 政策推進課 5

16 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

17 SDGs普及展開事業 一般会計 政策推進課 5

18 統計調査事務 一般会計 政策推進課 6

19 地域情報通信基盤維持管理事業 一般会計 総務課 6

20 地域情報通信基盤整備事業 一般会計 総務課 6

21 危機管理対策事業 一般会計 税務住民課 7

22 生活サポート地域公共交通事業 一般会計 税務住民課 7

23 バス待合所維持管理事業 一般会計 税務住民課 8

24 交通安全防犯対策事業 一般会計 税務住民課 8

25 消費生活活動事業 一般会計 税務住民課 8

26 消費者協会活動交付金 一般会計 税務住民課 9

27 公区活動支援事業 一般会計 税務住民課 9

28 公区会館等維持管理事業 一般会計 税務住民課 9

目　　　次



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

29 町税等賦課・徴収等業務 一般会計 税務住民課 10

30 戸籍等証明・国民年金手続事務 一般会計 税務住民課 11

31 参議院選挙事務 一般会計 総務課 11

32 知事・道議選挙事務 一般会計 総務課 12

33 町長・町議選挙事務 一般会計 総務課 12

34 監査委員費 一般会計 議会事務局 12

35 共生型住まいの場管理 一般会計 保健福祉課 12

36 医療給付事業 一般会計 保健福祉課 12

37 福祉・医療環境コーディネート事業 一般会計 保健福祉課 13

38 福祉・医療人材育成事業 一般会計 保健福祉課 13

39 高齢者見守り事業 一般会計 保健福祉課 13

40 自立支援給付事業 一般会計 保健福祉課 13

41 乳児すこやかに育て応援事業 一般会計 保健福祉課 14

42 児童福祉費一般事務費 一般会計 保健福祉課 14

43 認定こども園運営事業 一般会計 保健福祉課 14

44
地域福祉活性化事業（ふれあい広
場）

一般会計 あけぼの園 14

45 生活管理指導短期宿泊事業 一般会計 あけぼの園 15

46 生きがい活動支援通所事業 一般会計 あけぼの園 15

47 生活支援ハウス運営事業 一般会計 あけぼの園 15

48 食の自立支援事業 一般会計 あけぼの園 15

49 「山びこ学園」運営事業 一般会計 山びこ学園 16

50 グループホーム「ういる」運営事業 一般会計 山びこ学園 16

51 生活習慣病予防事業 一般会計 保健福祉課 17

52 母子保健事業 一般会計 保健福祉課 17

53 廃棄物処理施設管理運営事業 一般会計 税務住民課 17

54
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 18

55 環境保全対策推進事業 一般会計 税務住民課 18

56 合併浄化槽設置支援事業 一般会計 税務住民課 18



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

57 墓地・火葬場施設等管理事業 一般会計 税務住民課 18

58 農業委員会総会等に関すること 一般会計 農務課 19

59 農地調査・農地基本台帳整備事業 一般会計 農務課 19

60 農業及び農民に関する情報提供 一般会計 農務課 19

61 食育推進事業 一般会計 農務課 19

62 中山間地域等直接支払交付金事業 一般会計 農務課 20

63 農村活性化センター管理業務 一般会計 農務課 20

64 環境保全型農業直接支払交付金事業 一般会計 農務課 20

65 農業振興事業 一般会計 農務課 20

66 農業研修道場運営事業 一般会計 農務課 21

67 新中核的農業担い手対策事業 一般会計 農務課 21

68 新規就農者確保対策事業 一般会計 農務課 21

69 新規就農者等支援事業 一般会計 農務課 21

70 土壌改良施設運営事業 一般会計 農務課 22

71 町営サンル牧場運営事業 一般会計 農務課 22

72 家畜伝染病等予防対策補助事業 一般会計 農務課 22

73 多面的機能支払交付金事業 一般会計 農務課 22

74 道営草地整備（公共牧場型）事業 一般会計 農務課 23

75 農産物加工研究所運営事業 一般会計 農務課 23

76 育苗施設活用推進事業 一般会計 農務課 23

77 営農飲雑用水施設維持管理事業 一般会計 建設水道課 24

78 営農飲雑用水施設整備事業 一般会計 建設水道課 24

79 私有林整備支援事業 一般会計 森林商工振興課 24

80 森林とのふれあい事業 一般会計 森林商工振興課 25

81 有害鳥獣捕獲等事業 一般会計 森林商工振興課 25

82 林業・林産業振興事業 一般会計 森林商工振興課 25

83 林道整備事業 一般会計 森林商工振興課 26

84 林道施設維持管理事業 一般会計 森林商工振興課 26



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

85 森林認証管理事業 一般会計 森林商工振興課 26

86 木質原料製造施設運営事業 一般会計 森林商工振興課 27

87
森林バイオマス地域熱供給システム
面的拡大事業

一般会計 森林商工振興課 27

88 熱供給システム効率化改善事業 一般会計 森林商工振興課 27

89 下川町林業林産業研究会補助金 一般会計 森林商工振興課 27

90 新木材活用可能性調査事業 一般会計 森林商工振興課 28

91 特定母樹園整備事業 一般会計 森林商工振興課 28

92 林業林産業人材確保支援事業 一般会計 森林商工振興課 28

93 チェンソーアート普及事業 一般会計 森林商工振興課 28

94
林業の川上から川下までのシームレ
ス産業化事業

一般会計 森林商工振興課 29

95 町有林整備事業 一般会計 森林商工振興課 29

96 中小企業振興事業 一般会計 森林商工振興課 30

97 商工会補助事業 一般会計 森林商工振興課 30

98 観光協会事業交付金・運営交付金 一般会計 森林商工振興課 30

99 都市・企業・団体との経済交流事業 一般会計 森林商工振興課 31

100 地域産業活性化支援事業 一般会計 森林商工振興課 31

101
生産性効率向上に向けた先端技術導
入実証事業

一般会計 森林商工振興課 31

102 一の橋バイオビレッジ創造事業 一般会計 森林商工振興課 32

103 一の橋地区地域熱供給施設改修事業 一般会計 森林商工振興課 32

104 特用林産物栽培研究所運営事業 一般会計 森林商工振興課 32

105 雇用・勤労者福祉の向上 一般会計 森林商工振興課 33

106 道路橋梁河川維持補修事業 一般会計 建設水道課 33

107 町道草刈伐開等事業 一般会計 建設水道課 33

108 町道路面・側溝清掃事業 一般会計 建設水道課 33

109 町道除排雪事業 一般会計 建設水道課 34

110 橋梁長寿命化修繕事業 一般会計 建設水道課 34

111 橋梁近接目視点検事業 一般会計 建設水道課 34

112 町道整備事業 一般会計 建設水道課 34



№ 事 業 名 会 計 担 当 課 頁

目　　　次

113 サンルダム周辺整備事業 一般会計 森林商工振興課 35

114 克雪事業（自主排雪支援事業） 一般会計 建設水道課 35

115 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 35

116 快適住まいづくり促進事業 一般会計 建設水道課 35

117 空き家対策総合支援事業 一般会計 建設水道課 36

118 中心市街地最適居住環境計画事業 一般会計 建設水道課 36

119 公園維持管理事業 一般会計 建設水道課 36

120 公営住宅維持管理事業 一般会計 建設水道課 36

121 町営住宅維持管理事業 一般会計 建設水道課 37

122 公営住宅整備事業 一般会計 建設水道課 37

123 上川北部消防事務組合負担金 一般会計 消防 37

124
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 38

125 下川商業高等学校入学促進事業 一般会計 教育課 38

126 下川商業高等学校部活動支援事業 一般会計 教育課 38

127 多目的宿泊交流施設管理事業 一般会計 教育課 38

128 語学指導事業 一般会計 教育課 39

129 特色ある学校づくり事業 一般会計 教育課 39

130 児童生徒安全対策事業 一般会計 教育課 39

131 小学校施設等管理事業 一般会計 教育課 40

132 中学校施設等管理事業 一般会計 教育課 40

133 特別支援教育事業 一般会計 教育課 40

134 ウイークエンドスクール事業 一般会計 教育課 41

135 教職員研修事業 一般会計 教育課 41

136 部活動支援事業 一般会計 教育課 41

137 コミュニティ・スクール事業 一般会計 教育課 41

138 町民文化・芸術事業 一般会計 教育課 42

139 生涯学習活動事業 一般会計 教育課 42

140 図書室運営事業 一般会計 教育課 42
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目　　　次

141 ふるさと交流館管理運営事業 一般会計 教育課 43

142 札天山収蔵館管理運営事業 一般会計 教育課 43

143
放課後子ども教室（キッズスクー
ル）事業

一般会計 教育課 43

144 青少年育成支援事業 一般会計 教育課 44

145 森林環境教育事業 一般会計 教育課 44

146 体育施設管理運営事業 一般会計 教育課 45

147 スポーツ推進事業 一般会計 教育課 45

148 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 46

149 浄化センター整備事業 下水道事業特別会計 建設水道課 46

150 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 46

151 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 47

152 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 47

153 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 47

154 下川浄水場整備事業 簡易水道事業特別会計 建設水道課 47

155 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 48

156 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 49

157 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 49

158
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 49

159 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 50

160 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 50

161 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 50

162 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

●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 51



【成果・実績等の概要】
〇本会議の状況

〇委員会の開催状況
(1)常任委員会（総務産業常任委員会）　19日
(2)議会運営委員会　16日
(3)全員協議会　7日
(4)特別委員会

議会広聴広報特別委員会　14日
予算審査特別委員会　5日
決算認定特別委員会　8日

〇情報提供の推進
(1)定例会・臨時会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)定例会一般質問ＤＶＤを図書室に設置
(3)定例会・臨時会議会インターネット配信（総視聴回数1,705回、平均47回）※7/15現在

(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　3回開催（延べ31人参加）
(2)議会モニター　6人
(3)議会だより　年4回発行

【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　14名参加
指導能力研修・管理能力研修・クレーム対応研修・税務事務研修等

■上川管内町村会合同研修　19名参加
町村職員基礎研修・初級研修・中級研修・法務研修等

■北海道地域経営塾　2名参加
■圏域市町村職員合同研修　9名参加
　接遇対応研修・ストレスマネジメント研修
■内閣府派遣研修　1名参加
■独自研修　23名参加
　 新規採用職員研修・若手職員フォローアップ研修・地域経営実践塾（管理職研修）
■自主研修　101名参加

誰でもわかるＳＤＧｓについて・下川町の未来を考えるワークショップ・
しもかわ暮らしのエッセンス・法制執務基礎研修・窓口対応研修等

〇人事評価の実施　165名中165名実施

一般質問
※延べ人数町長提出

21人
臨時会 3日 11件 1件 12件 0人

議員提出 計
定例会 22日 78件 9件 87件

区分 会期

議会事務局

決算額
左の財源内訳

№ 1国･道支出金 地方債

組織改革と職員能力の向上

議決件数

職員人材育成事業 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 2国･道支出金

施策名 効率的・効果的な行政運営 推進施策

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費 (目) 1.議会費

その他特財 一般財源
33,428千円 33,428千円

事業名 議会運営事業 担当課

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

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
3,513千円 1,186千円 2,327千円

1.一般管理費
事業名

1



【成果・実績等の概要】
〇職員健康診断の実施　181名中181名実施

■2次健診対象者　58名・32％（うち2次健診受診者54名・93.1%）

〇職員ストレスチェックの実施　179名中176名実施
■高ストレス者　24名・13.6％

【成果・実績等の概要】

■地域経営実践塾（職員研修）の実施
2グループ各3回開催　管理職12名参加

〇公共施設維持管理経費の縮減と最適化を図るため「公共施設管理運営方針」の決定
■育苗施設、サンル牧場、エコハウス及び五味温泉など使用料等の見直しを実施

〇事務改善等を実施
■職員表彰・机上ネーム・近距離旅行命令簿の廃止、机上整理の徹底など

【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214.9％)⇒R1末62億2,396万円(標財比209.9％)
■基金残高：H30末9億9,270万円(標財比33.8％)⇒R1末10億286万円(標財比33.8％)

【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)　H17年～R元年車・平均年間走行距離16,053㎞

〇公用車の更新　1台（ハイエース→ハイエース）

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
4,480千円 4,480千円

2.財産管理費
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

施策名 持続可能な財政運営 推進施策 健全な財政運営

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目)

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

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
0千円 0千円

1.一般管理費
事業名 財政運営基準管理事務 担当課 総務課

決算額
左の財源内訳

№ 5国･道支出金

〇長期的視野に立った人材育成の強化を図るため「下川町人事施策（人材育成）に関する基本的
な考え方」を策定

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)

地方債 その他特財 一般財源
0千円 0千円

1.一般管理費
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

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
2,888千円 2,888千円

1.一般管理費
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
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【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･9･3月号は2,400部発行）

〇「知恵の環」を用いた広聴活動　6件

【成果・実績等の概要】
〇行政評価の実施　32施策、84事業

〇総合計画審議会（委員21名）の開催　3回（令和元年11月14日中間答申）

【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3件、見直し30件、廃止・終了2件

〇総合計画審議会（委員21名）の開催　4回（令和元年12月27日答申）

【成果・実績等の概要】
〇寄附件数 （単位：件、円）

65 1,158,000 65 1,158,000
社会福祉事業 80 4,250,000 79 3,250,000
しもかわ森喜劇クラウドファンディング 387 2,892,555 347 1,990,930

合 計 1,195 26,393,555 1,150 21,939,930

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

一般事業 179
ジャンプ選手育成支援事業 154
青少年健全育成事業 98
あけぼの園事業
SDGs未来都市しもかわ推進事業 27
森林づくり事業 179

4,319,000
4,031,000
2,034,000
523,000
390,000

6,796,000 178 4,296,000
ふるさとづくり事業

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)

地方債 その他特財 一般財源
6,455千円 444千円 6,011千円

1.企画総務費
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

№ 10国･道支出金

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)

地方債 その他特財 一般財源
301千円 301千円

1.企画総務費
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

№ 9国･道支出金

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

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
2,574千円 2,574千円

1.企画総務費
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

№ 7国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
187千円 187千円

1.一般管理費
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

№ 8国･道支出金

うち町外からの寄付
件 数 金 額

179 4,319,000
154 4,031,000
96 1,984,000
25 521,00026
27 390,000

内 容 件 数 金 額
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【成果・実績等の概要】
〇買い物に関するお金やモノの流れを測定する「買い物調査」を実施（回答率64.2％）

■アンケート結果
・町内で購入した食料の割合

肉類25％、魚介類12％、野菜23％、パン60％、弁当惣菜47％　など
・下川町で購入できると望ましい商品

魚介類100件、薬・日用品50件（ベビー用品12件など）、衣類・靴25件　など

【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するとともに、人材育成を実施
■地域経済循環システム調査

役場の調達に関連するデータを分析し、町内で調達できる可能性がある金額を調査
■人材研修

役場職員研修の実施　6回
町民対象研修の実施　5回

【成果・実績等の概要】
〇地域共育ビジョンの策定

目標7.「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」を推進するため地域共育
ビジョンを策定した。（令和2年5月7日策定）
■地域共育ビジョン策定委員会（委員16名）の開催　6回

有志活動　5回（活動内容新聞づくり　など）

〇地域おこし協力隊　1名配置（未来の学びコーディネーター）

【成果・実績等の概要】
〇環境未来都市しもかわ町民事業補助

下川町特産品販売事業など　5件
1,257,686円

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

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
1,649千円 629千円 990千円 30千円

2.SDGs未来都市推進費
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

№ 14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
3,472千円 73千円 3,399千円

2.SDGs未来都市推進費
事業名 生涯活躍!未来人材育成プログラム構築実証事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 13国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
9,900千円 4,950千円 4,950千円

2.SDGs未来都市推進費
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

400千円 400千円

2.SDGs未来都市推進費
事業名 小規模多品種農産物と循環型流通システム創出事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 11国･道支出金

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
800千円
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【成果・実績等の概要】

〇地域運営組織設立委員会（委員11名、会議開催数4回）

〇森の寺子屋6回・延べ参加者164名、森の寺子屋アドバンス3回・延べ参加者58名
■新たな事業数　5事業、令和2年度起業予定数　１件
■町外企業所属の参加者　20名
■自立した組織化に向けての調査検討事業　1件

〇シェアオフィス設置実証受け入れ回数　4回

〇防災ワークショップ2回、自主防災計画策定1件（新町公区）

【成果・実績等の概要】

〇SDGsの普及啓発を目的にSDGs専用サイト及び町内向けSDGs普及啓発冊子(3,000部)を製作 　

〇吉本興業との連携事業として、町民手づくりの「しもかわ森喜劇」を開催 　

【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

〇吉本興業との連携事業として、観光客の誘致等を目的としたプロモーション映画を製作

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(2回)を開催

〇町外へのPRを目的にエコプロ2019へ出展(来場者16万人)

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

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
15,613千円 5,344千円 243千円 10,026千円

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

№ 17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
6,984千円 1,966千円 2,385千円 2,633千円

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

№ 16国･道支出金

〇地域の課題解決を図るため、新たな担い手として、下川町に相応しい地域運営組織の研究を
行った。

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
5,047千円 5,047千円 0千円

2.SDGs未来都市推進費
事業名 集落ネットワーク活性化事業 担当課 政策推進課

決算額
左の財源内訳

№ 15国･道支出金

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

〇低炭素社会の実現を目指すため、炭素本位制普及啓発委託業務を実施
　■取組によるCO2削減量：3.7t
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【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

〇工業統計調査　基準日6/1 調査対象　21事業所

〇経済センサス基礎調査　基準日6/1 調査対象　246事業所

〇農林業センサス　基準日2/1 調査対象　318客体

【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

【成果・実績等の概要】
〇地域情報通信基盤整備等工事（告知端末新設8件、光ケーブル移架5件）

6,908,748円

4,098,747円

6,264,860円

施策名 情報化 推進施策 地域情報化の推進

施策名 情報化 推進施策 地域情報化の推進

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
6,265千円 4,147千円 2,118千円

4.地域情報化推進費
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

№ 20国･道支出金

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

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
13,084千円 11,675千円 1,409千円

4.地域情報化推進費
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

№ 19国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
566千円 566千円 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

№ 18国･道支出金
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【成果・実績等の概要】
〇防災備蓄品の充実（購入備蓄品）

品　　　名 規　　格 数量
ビスコ缶 5枚×6袋 80缶
切り干し大根うま煮 48缶入 1箱
フルーツミックス 24缶入 6箱
えいようかん 5本入 20箱
ＵＳＢ　充電コンセント 5個
おふろですよ。(無香料) 30枚入×24袋 3箱
マルチケーブル 5個
哺乳瓶消毒液 1.1ℓ 6本
ドライシャンプー 150ml×36本入 2箱

〇避難訓練の実施(防災訓練）

○啓発事業（夏期防災セミナー）
開催日：令和元年8月23日(金)　参加者：54名
内　容：記録的な大雨、台風による暴風など自然災害や異常気象にどう備えるかを
　　　　テーマに開催

【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:28,139人
■代替バス運営事業負担金(名寄～興部･1日7便)　乗車人数:57,884人
■予約型乗合タクシー事業補助金

■コミュニティバス事業補助金

239,326円

36,000円

2,916,000円
11,938,000円
6,648,000円

3,798,000円

施策名 公共交通 推進施策 多様な公共交通の維持確保

運 行 系 統 名 運 行 便 数 利 用 人 数
班渓 737

施策名 危機管理 推進施策 危機管理体制の充実

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
25,443千円 10,700千円 14,743千円

6.地域公共交通費
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

№ 22国･道支出金

避難所の開設・運営には町民の協力が必要なため、バスターミナル合同センターをモデル
に避難所開設・運営の基本的なイメージを理解するための訓練を実施
実施日：令和元年11月8日(金)　参加者：76名

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
1,431千円 100千円 1,331千円

5.防災対策費
事業名 危機管理対策事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 21国･道支出金

949
渓和 123 132
北町 159 178
まちなか 5,191 7,257
上名寄 410 622
一の橋・二の橋・三の橋 510 881

合 計 7,130 10,019

運 行 系 統 名 運 行 便 数 利 用 人 数
班渓線 1,708 5,146
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【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

○秋の全国交通安全運動総決起大会
■秋の全国交通安全運動期間中のイベントとして開催
　実施日:令和元年9月20日実施　参加者:91名

○下川町交通安全･防犯町民大会
■冬の交通安全運動期間中のイベントとして開催
　実施日:令和元年11月11日実施　参加者:93名

〇町内の交通事故発生状況（人身事故）
■発生　1件、死者　0名、負傷者　1名（令和元年度）

〇町内の犯罪発生状況（刑法犯）
■発生　6件（令和元年度）

【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　25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　14件

（1年目2件×6,000円　2年目12件×5,000円）
■迷惑電話防止装置設置モニター事業委託料

○特殊詐欺等被害防止周知（情報告知端末による周知）　13回実施

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

222,655円

72,000円

289,977円

施策名 交通安全・防犯 推進施策 交通安全・防犯対策の充実

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
711千円 362千円 349千円

7.交通安全・防犯対策費
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

№ 25国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
2,626千円 49千円 2,577千円

6.地域公共交通費
事業名 バス待合所維持管理事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 23国･道支出金

推進施策 多様な公共交通の維持確保

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
4,969千円

交通安全防犯対策事業 担当課 税務住民課

決算額
左の財源内訳

№ 24国･道支出金
4,969千円

7.交通安全・防犯対策費
事業名

施策名 公共交通
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【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
・令和元年9月25～26日　100名参加 ・令和元年10月21日　37名参加

■ばくりっこの運営 譲渡件数:461件　来客数:1,304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（補助率 3/4以内）　531基

【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、りんどう会館、南部会館、
　北町会館、緑町・三和会館、末広会館、新町会館、二の橋会館、
　幸成会館、一の橋コミュニティセンター　11箇所

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

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

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
4,936千円 4,936千円

8.自治振興費
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

№ 28国･道支出金

1,863,100円
1,881,042円

地方債 その他特財 一般財源
8,766千円 8,766千円

8.自治振興費
事業名 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

№ 27国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)

7.交通安全・防犯対策費
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

№ 26国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,397千円

1,350,000円

622千円 775千円
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

(款) 2.総務費 (項) 2.企画費 (目)
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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（令和元年度） （単位：千円）

後期高齢者医療保険料
現 年 度 分 38,376 38,338 99.9%
過 年 度 分 1,024 3 0.3%

計 39,400 38,341 97.3%

調 定 額 収 入 額 収 納 率区 分

軽自動車税
現 年 度 分 8,823 8,823 100.0%
滞 納 繰 越 分 0 0 -

町たばこ税 現 年 度 分 19,118 19,118 100.0%

0 -

固定資産税
現 年 度 分 150,016 149,940 99.9%
滞 納 繰 越 分 62 26 41.9%

合 計
現 年 度 分 326,117 325,691 99.9%
滞 納 繰 越 分 1,037 138 13.3%

計 327,154 325,829 99.6%

現 年 度 分 129,244 128,894 99.7%
滞 納 繰 越 分 975 112 11.5%

町民税（法人）
現 年 度 分 18,916 18,916 100.0%
滞 納 繰 越 分

75,048 99.4%

75,086 75,012 99.9%
420 36 8.6%

国民健康保険税
現 年 度 分 94,806 93,916 99.1%
滞 納 繰 越 分 9,548 474 5.0%

0

104,354 94,390 90.5%

町民税（個人）

現 年 度 分
過 年 度 分

1.徴税費
事業名 町税等賦課・徴収等業務 担当課 税務住民課

(款) 2.総務費 (項) 3.徴税費 (目)

決算額
左の財源内訳

№ 29国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
13,773 4,905 8,868

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

計
介護保険料

75,506

計
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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

■戸籍システム共同化委託料
■戸籍システム共同利用料（5市町村利用開始10/21）
■住民基本台帳ネットワークシステム共同化対応業務委託料
■住民基本台帳ネットワークシステム共同利用料（利用開始10/28）

〇住民基本台帳人口（令和2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2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　510人（令和2年3月31日現在）

【成果・実績等の概要】
〇参議院議員選挙　公示7月4日　投票日7月21日　投票率67.77％（選挙区）

13,530,000円
1,870,000円
210,650円
429,000円

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

(款) 2.総務費 (項) 5.選挙費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
4,493千円 4,493千円 0千円

2.参議院議員選挙費
事業名 参議院選挙事務 担当課 選管事務局

決算額
左の財源内訳

№ 31国･道支出金

(款) 2.総務費 (項) 4.戸籍住民基本台帳費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
20,342千円 963千円 1,626千円 17,753千円

1.戸籍・年金費
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

№ 30国･道支出金

世帯数
人口 年度中増加人口 年度中減少人口

男 女 計 転入 出生 計 転出 死亡 計
1,714 1,521 1,685 3,206 140 18 158 174 51 225

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

出生届 死亡届 婚姻届 転籍届 その他届出 計
26 73 28 15 26 168

転入・転出
その他
の届出

外国人
登録事務

計

314 239 32 585

349 56 1,303

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

本籍数 本籍人口 除籍数
1,899 3,916 44

戸籍 除籍 その他 合計
640 1,237 3 1,880

住民票 附票 合計

計
等裁定請求

53 76 9 6 37 181

1,989 230 2,219

印鑑 身分 不動産 所得･納税 その他 計
836 50 12

11



【成果・実績等の概要】
〇知事選挙　告示3月21日　投票日4月7日　投票率76.58％

【成果・実績等の概要】
〇町長選挙　告示4月16日　投票日4月21日　投票率89.53％
〇町議選挙　告示4月16日　投票日4月21日　投票率89.49％

【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
〇町長からの要求監査　　　　 　1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　　　　　　　　12人（平成31年4月1日現在）
〇給食サービス数　    13,402食（1日3食）
〇ぬく森サロン　　    　　44回　535名

【成果・実績等の概要】
〇重度心身障害者医療費扶助　2,851件（うち入院135件、入院外2,716件）
〇ひとり親家庭等医療費扶助　　505件（うち入院 11件、入院外  494件）
〇乳幼児等医療費扶助　　　　4,082件（うち入院 51件、入院外4,031件）

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
964千円 964千円

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

事業名 監査委員費 担当課 監査事務局

決算額
左の財源内訳

№ 34国･道支出金 地方債

(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費 (目) 1.監査委員費

国･道支出金

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

(款) 2.総務費 (項) 5.選挙費 (目)

一般財源
3,545千円 3,545千円

4.町長・町議選挙費
事業名 町長・町議選挙事務 担当課 選管事務局

決算額
左の財源内訳

№ 33

(款) 2.総務費 (項) 5.選挙費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
2,007千円 2,007千円 0千円

3.知事・道議選挙費
事業名 知事・道議選挙事務 担当課 選管事務局

決算額
左の財源内訳

№ 32国･道支出金

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 1.社会福祉総務費
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

№ 35国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
10,533千円 343千円 10,190千円

施策名 地域福祉 推進施策 地域福祉の充実

9,894,000円

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 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

№ 36国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
19,280千円 4,626千円 7,700千円 5,835千円 1,119千円

施策名 社会保障 推進施策 医療費助成の推進

8,479,533円
1,513,133円
8,583,793円
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【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】
〇福祉・医療人材の資格取得・研修受講料等助成（上限10万円）　2件

【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
■高齢者見守りシステム　69台設置（平成31年4月1日現在）
　・新規設置7台、撤去11台
　・非常ボタン28件（うち緊急出動5件）、相談ボタン19件、人感センサー87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12人・延べ255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45人・延べ932人
■高額障害福祉サービス費　　　実 1人・延べ  1人
■障害児給付費　　　　　　　　実10人・延べ 90人
■補装具　　　　　　　　　　　7件

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 1.社会福祉総務費
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

№ 37国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
274千円 274千円

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（1回）や下川町で就労を促す
イベント（3回）への参加を行った。
〇福祉・医療人材を募集するに当たり、施設の状況を容易に理解できるようにするため、募集用
ホームページに動画機能を追加した。

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 1.社会福祉総務費
事業名 福祉・医療人材育成事業 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 その他特財 一般財源
200千円 200千円

施策名 地域福祉 推進施策 地域福祉の充実

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 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

№ 39国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,658千円 500千円 2,158千円

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

1,271,952円
1,131,966円

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 3.障害者福祉費
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

№ 40国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
128,879千円 90,490千円 38,389千円

施策名 障がい者福祉 推進施策 障がい者福祉の充実

1,795,380円
6,321,280円

109,654,021円
1,377円

3,261,539円
1,356,450円
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【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57名（1か月あたり3,000円分の商品券）

【成果・実績等の概要】
〇第2期下川町子ども・子育て支援事業計画の策定（計画期間：令和2年度～令和6年度）

■子ども・子育て支援事業計画策定委託業務
■次世代育成支援対策推進会議の開催　　　　　　　　　　　　3回(うち書面会議1回)

【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　14人

【成果・実績等の概要】
〇7月14日(日）に展示販売・売店・催し物などを実施した。

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 4.児童福祉費
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

№ 41国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,359千円 1,330千円 29千円

施策名 子ども・子育て支援 推進施策 安心して子育てができる環境づくりの推進

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 4.児童福祉費
事業名 児童福祉費一般事務費 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 42国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,709千円 2,709千円

施策名 子ども・子育て支援 推進施策 安心して子育てができる環境づくりの推進

2,607,000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 認定こども園運営事業 担当課 保健福祉課

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
35,048千円 8,941千円 9,950千円 16,157千円

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

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 計 一時保育 広域保育 合計
26人 18人 44人 88人 125人 3人 128人

育児相談 一般開放 あそびの広場 0歳児遊びの広場
50件 9人 826人 298人

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 3.高齢者福祉施設費
事業名 地域福祉活性化事業（ふれあい広場） 担当課 あけぼの園

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
68千円 68千円

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
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【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　　29人
■延べ利用者数　1,920人
■開所日数　　　366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　　2人
■延べ利用者数　10人
■開所日数　　　10日

【成果・実績等の概要】
〇入所者数　　　　　　　20人（平成31年4月1日現在）
　（単身世帯16世帯、夫婦世帯2世帯）

【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　　21人
■延べ利用回数　10,270回

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

№ 45国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
8,535千円 490千円 8,045千円

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
事業名 生きがい活動支援通所事業 担当課 あけぼの園

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
5,201千円 9千円 5,192千円

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) 4.生活支援ハウス費
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

№ 47国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
19,119千円 4,926千円 14,193千円

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) 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

決算額
左の財源内訳

№ 48国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
7,656千円 3,403千円 4,253千円

施策名 高齢者福祉 推進施策 あけぼの園等の充実
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【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（平成31年4月1日現在）

■利用者の障害支援区分（平成31年4月1日現在）

■利用者の実施機関別状況（平成31年4月1日現在）

【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（平成31年4月1日現在）

■利用者の障害支援区分（平成31年4月1日現在）

■利用者の実施機関別状況（平成31年4月1日現在）

(款) 3.民生費 (項) 2.社会福祉施設費 (目) 5.障害者支援施設費
事業名 「山びこ学園」運営事業 担当課 山びこ学園

決算額
左の財源内訳

№ 49国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
82,221千円 10,000千円 25,681千円 46,540千円

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

60歳
以上

計
平均
年齢

男性 0人 0人 3人 15人 5人 4人 27人 49.48歳
女性 0人 1人 0人 8人 2人 8人 19人 55.37歳

計 0人 1人 3人 23人 7人 12人 46人 51.91歳

区分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 計

男性 － － 1人 8人 7人 11人 27人
女性 － － 1人 5人 4人 9人 19人

計 0人 0人 2人 13人 11人 20人 46人

下川町 13人 美幌町 1人 北見市 1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
中川町 2人 興部町 1人 士別市 2人 札幌市 1人
南富良野町 1人 稚内市 1人 名寄市 11人

合計 46人

(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
事業名 グループホーム「ういる」運営事業 担当課 山びこ学園

決算額
左の財源内訳

№ 50国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
7,353千円 6,268千円 1,085千円 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

60歳
以上

計
平均
年齢

男性 0人 0人 0人 2人 3人 0人 5人 52.20歳
女性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 －

計 0人 0人 0人 2人 3人 0人 5人 52.20歳

区分 区分無 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 計

男性 1人 1人 1人 2人 － － － 5人
女性 － － － － － － － 0人

計 1人 1人 1人 2人 0人 0人 0人 5人

下川町 2人 名寄市 1人 苫小牧市 1人 北見市 1人
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【成果・実績等の概要】

■ハピネス健診（18～39歳） 40人
■国保特定健診 392人

【参考】H30年度：385人（59.3％、道内16位）
■後期高齢者健診 41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　H30年度:15.4%

【成果・実績等の概要】

■妊婦健康診査　　29人（延べ219人）　 ■乳児相談
■両親教室　　　　6家族（延べ11人） 　　6～7か月児　　23人（実施率100％）
■妊婦相談　　　　27人（延べ55人）　 　　9～10か月児　 21人（実施率100％）
■産婦健康診査　　19人（延べ29人） ■1歳6か月児健診　18人（受診率100％）
■産後ケア　6人（延べ来所7回、訪問4回） ■2歳児相談　　　 16人（実施率94.1％）
■新生児(乳児)訪問　　18人 ■3歳児健診　　 　19人（受診率100％）
■2か月訪問　　　 18人 ■その他乳幼児等訪問　　　延べ23人　
■産婦訪問　　　　20人（延べ39人） ■その他乳幼児等相談　　　延べ102人　
■乳児健診 ■電話・メール相談　　　　延べ102人
　　3～4か月児　　22人（受診率100％） ■歯の相談・フッ素塗布　　延べ271人　
　 11～12か月児 　20人（受診率100％） ■不妊治療費助成　1組

【成果・実績等の概要】

■一般廃棄物収集処理量

■一般廃棄物最終処分場埋立終了届出書等策定業務委託料 2,970,000円

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費 (目) 1.保健衛生費
事業名 生活習慣病予防事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 51国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,873千円 160千円 359千円 2,354千円

施策名 保健・健康づくり 推進施策 健康づくりの推進

〇受診率を上げるため、継続受診していただけるよう質の高い保健指導を目指し、受診勧奨を
文書や電話等で実施した。

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。

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費 (目) 1.保健衛生費
事業名 母子保健事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 52国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,484千円 667千円 80千円 2,737千円

施策名 保健・健康づくり 推進施策 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。令和元年度からは、産婦健診と産後ケア事業を開始し、産後の
支援を充実させた。

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費
事業名 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

№ 53国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
58,418千円 10,259千円 48,159千円

施策名 環境保全 推進施策 ごみ処理・再資源化の推進

42,125,400円
炭化ごみ
（生）

炭化ごみ
（紙）

埋立ごみ 粗大ごみ 資源物 計

160t 169t 287t 30t 236t 882t

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
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【成果・実績等の概要】
〇し尿等処理負担金（搬入量570kl）
〇炭化処理負担金（搬入量313t）
〇埋立処理負担金（搬入量283t）
〇建設事業負担金

【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　26件
■狂犬病予防注射　73頭
■新規畜犬登録　13頭（全登録件数　161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資金補助　2件（汚水処理人口普及率92.5％（令和2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（令和2年3月末）1,179区画（使用許可 3区画、返還 10区画）

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費
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

№ 54国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
47,240千円 47,240千円

施策名 環境保全 推進施策 ごみ処理・再資源化の推進

15,504,000円
20,897,000円
7,611,290円
3,224,000円

(款) 4.衛生費 (項) 2.生活環境費 (目) 2.生活環境費
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

№ 55国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
798千円 47千円 134千円 617千円

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
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

№ 56国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,911千円 147千円 2,764千円

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
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

№ 57国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,085千円 219千円 5,866千円

施策名 環境保全 推進施策 自然と生活の環境保全と向上

3,720,000円

18



【成果・実績等の概要】

■農業委員会総会（委員11名）の開催　14回
■農地法許可5件、転用1件、利用集積計画決定46件　等
■道内視察研修　1回・7名参加  士幌町・更別村
■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

【成果・実績等の概要】
〇農家台帳情報システム整備改修

【成果・実績等の概要】
〇農業委員会だよりの発行　年2回

【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
■百日の祝い　18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）

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 1.農業委員会費
事業名 農業委員会総会等に関すること 担当課 農業委員会

決算額
左の財源内訳

№ 58国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,481千円 1,663千円 1,818千円

施策名 農業 推進施策 総合的な農業施策

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。

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 1.農業委員会費
事業名 農地調査・農地基本台帳整備事業 担当課 農業委員会

決算額
左の財源内訳

№ 59国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,506千円 770千円 736千円

施策名 農業 推進施策 生産基盤の整備

1,506,100円
■国が管理している農地情報公開システムと、町が管理している農地台帳情報システムを照合
するための整備改修を実施

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 1.農業委員会費
事業名 農業及び農民に関する情報提供 担当課 農業委員会

決算額
左の財源内訳

№ 60国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
0千円 0千円

施策名 農業 推進施策 総合的な農業施策

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
事業名 食育推進事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 61国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
812千円 812千円

施策名 農業 推進施策 総合的な農業施策

543,538円
260,736円
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【成果・実績等の概要】

■協定参加者 57件、協定農用地 6,205,615㎡

【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5,311名利用
■営農相談員1名（8月末退職）

【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　7,468a
■農家件数　10件

【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（1/2以内上限9,000円/坪）　2戸6棟　840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）　1戸3棟　100坪
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（1/2以内）　　4戸11棟　1,330坪
〇産地パワーアップ事業（国1/2以内・町 補助残1/3以内）

■集出荷貯蔵施設　1団体1棟
■育苗ハウス等　2団体5棟

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
事業名 中山間地域等直接支払交付金事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 62国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
22,841千円 17,124千円 5,717千円

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
707,089㎡ 76,633㎡ 76,504㎡ 5,345,389㎡ 6,205,615㎡

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 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 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 63国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
12,059千円 1,346千円 406千円 10,307千円

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
事業名 環境保全型農業直接支払交付金事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 64国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
4,481千円 3,361千円 1,120千円

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
事業名 農業振興事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 65国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
113,139千円 72,792千円 28,100千円 12,247千円

施策名 農業 推進施策 生産・流通体制の整備

7,560,000円

486,360円

4,010,580円

101,081,793円
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【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　1組
■農業研修道場公開講座の実施　3回（参加者／延べ63名）
■簿記講習会の開催　1回（参加者／4名）

【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　4件
■新規農業従事者支援事業補助（1/2以内・上限1,000万円）　1件

【成果・実績等の概要】
〇新農業人フェアに参加するなど、新規就農者確保対策を推進した。

■新農業人フェアなどに参加　4回（札幌1回、東京2回、大阪1回）
■相談件数　12件（札幌1件、東京7件、大阪4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。

■農場リース事業補助（1/2以内） 1名
■ハウスリース事業補助（1/2以内） 4名
■農地賃貸料補助（1/2以内） 3名
■農業制度資金等補助（1/5以内） 3名
■固定資産税補助 1名
■生活環境整備補助 1名
■新規就農予定者実習費用補助 1名
■新規就農予定者研修旅費補助 1名

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 2.農業振興費
事業名 農業研修道場運営事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 66国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
746千円 746千円 0千円

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
事業名 新中核的農業担い手対策事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 67国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
10,072千円 8,670千円 1,402千円

施策名 農業 推進施策 担い手の確保・育成

71,512円
10,000,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 3.農業担い手対策費
事業名 新規就農者確保対策事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 68国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
417千円 417千円

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
事業名 新規就農者等支援事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 69国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
13,065千円 130千円 7,500千円 5,435千円

施策名 農業 推進施策 担い手の確保・育成

2,747,000円
4,284,000円
134,000円

3,534,000円
79,800円

322,000円
93,994円
70,480円
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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　1,879㎥・6戸
■生ごみ処理量　　　10t（加工研究所残渣分）
■下水道汚泥処理量　279t

〇利用量の状況
■耕種農家堆肥利用量　1,180㎥・42戸
■一般堆肥利用量　　　　225㎥・62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　353頭
■受精対象牛　107頭（受胎率90.7％）

【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

■各種ワクチン補助（1/3以内）　3,872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

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 4.畜産業費
事業名 土壌改良施設運営事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 70国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
17,574千円 160千円 17,414千円

施策名 農業 推進施策 環境に配慮した農業の推進

13,349,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 4.畜産業費
事業名 町営サンル牧場運営事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 71国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,771千円 65千円 6,706千円

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化

6,210,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 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 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 72国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,900千円 1,900千円

施策名 農業 推進施策 生産・流通体制の整備

1,900,000円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 5.農地費
事業名 多面的機能支払交付金事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 73国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
11,290千円 8,545千円 2,745千円

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
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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】
〇地場農産物を加工し付加価値の向上を図った。

■生産本数
1ℓ：35,949本、500ml：221,481本、180ml：15,155本　合計272,585本　

 生産品売払収入額69,229千円、受託加工等収入額1,496千円　合計70,725千円

【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　23戸　
■育苗本数　225,237本

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 5.農地費
事業名 道営草地整備（公共牧場型）事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 74国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
39,498千円 39,400千円 98千円

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
草地整備改良 57ha 151,836,300円 39,498,500円

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 6.農産物加工研究所費
事業名 農産物加工研究所運営事業 担当課 農務課

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
76,651千円 70,725千円 5,926千円

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化

■総収入額

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 7.育苗施設費
事業名 育苗施設活用推進事業 担当課 農務課

決算額
左の財源内訳

№ 76国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
7,913千円 1,610千円 6,303千円

施策名 農業 推進施策 農業経営の安定化
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【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2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。

■飲雑用水施設改修工事　（流量計室改修　矢文・班渓第1・渓和第2）
■矢文飲雑用水施設改修工事　（取水施設・導水管路改修　L=109m）

【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（4/10以内）

■森林認証林整備支援事業補助（上記補助残の1/2以内）

■未来につなぐ森づくり推進事業補助（26/100以内）

■私有林整備支援事業（当該事業費の1/3以内）

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 8.営農飲雑用水施設費
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

№ 77国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
961千円 961千円

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
矢文 昭和54年12月 31人
班渓第1 昭和54年4月 33人
班渓第2 平成4年3月 9人
渓和第1 昭和56年2月 20人
渓和第2 平成4年3月 35人
二の橋 平成4年3月 20人
幸成 昭和57年4月 30人

(款) 5.農林業費 (項) 1.農業費 (目) 8.営農飲雑用水施設費
事業名 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

№ 78国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
14,387千円 14,300千円 87千円

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

10,404,900円
3,982,000円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
事業名 私有林整備支援事業 担当課 森林商工振興課

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
13,273千円 3,146千円 10,127千円

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

4,396,900円
事業名 事業量

下刈り 93ha
除伐 11ha
間伐 67ha

3,700,000円
事業名 事業量

造林 31ha
除伐 11ha
間伐 67ha

5,111,967円
事業名 事業量

造林 31ha
64,700円

事業名 事業量
根踏み 16ha
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【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った。

■下川町植樹祭の開催　延べ160人参加
■下川町育樹祭の開催　延べ130人参加

【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　13人(新規 1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・2件
■生産流通体制強化施設整備事業補助 6事業者・8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
■事業者が取得する認定、認証事業補助 2事業者・2件
■研修等事業補助 1事業者・1件

計

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
事業名 森林とのふれあい事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 80国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
337千円 337千円

施策名 林業・林産業 推進施策 森林の利活用

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
事業名 有害鳥獣捕獲等事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 81国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
5,328千円 4千円 5,324千円

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
6頭 245頭 8頭 4頭

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 1.林業振興費
事業名 林業・林産業振興事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 82国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
54,451千円 25,739千円 25,000千円 3,712千円

施策名 林業・林産業 推進施策 林業・林産業の振興

9,718,000円
42,609,000円
1,082,000円
605,000円
341,000円
96,000円

54,451,000円
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【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。

■矢文西線
　・開設工事 L=1,094m、W=4.0m
■21世紀第3幹線
　・開設工事 L=740m、W=4.0m
　・測量設計委託料 L=1,380m
　・林道伐開委託料 L=1,000m
■上名寄・角井沢線改良工事 路面排水設置　3箇所

【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=236㎞、W=0.5m
■林道修繕 5件、林道砂利敷等 7件

【成果・実績等の概要】

■ＦＳＣ森林認証面積（R1年9月末現在）

〇上川森林認証協議会を通じたＳＧＥＣ森林認証の町有林の新規取得を行った。
■ＳＧＥＣ森林認証面積（R2年3月末現在）

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 2.林道網整備事業費
事業名 林道整備事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 83国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
71,947千円 35,275千円 33,800千円 2,872千円

施策名 林業・林産業 推進施策 路網整備の推進

29,760,500円

28,325,000円
11,081,400円
1,593,000円
993,600円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 2.林道網整備事業費
事業名 林道施設維持管理事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 84国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
5,763千円 5,763千円

施策名 林業・林産業 推進施策 路網整備の推進

2,337,816円
3,425,000円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 森林認証管理事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 85国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
882千円 882千円

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

〇ＦＳＣ森林認証の町有林年次監査及び私有林における新規取得経費を支援するとともに国有林
での認証拡大を推進した。

町有林 私有林 国有林 合計
4,435ha 3,522ha 503ha 8,461ha

町有林 私有林 国有林 合計
4,435ha 3,057ha 0ha 7,492ha
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【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

【成果・実績等の概要】

■非常時における地域への電力供給可能性調査委託料
■地域間交流施設熱供給面的拡大基本設計委託料
■地域間交流施設熱供給面的拡大実施設計委託料
■暮らしとまちを支えるエネルギー勉強会　1回　延べ30人参加

【成果・実績等の概要】
〇一の橋地区地域熱供給システム効率化改善工事

【成果・実績等の概要】
〇林業・林産業における地域課題の共通認識と課題解決に向けた調査・研究を行った。

■下川町林業林産業研究会補助
　(情報交換会　2回、森林環境税活用調査　1回、オリパラ木材提供現地内覧会参加)

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 木質原料製造施設運営事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 86国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
8,095千円 7,810千円 285千円

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

施設名 供給量 区分 供給量
五味温泉 267t 河川支障木 3,088t
認定こども園 90t 道路支障木 59t
育苗施設 174t 林地残材 2,997t
役場周辺地域熱供給施設 538t 計 6,144t
高齢者複合施設 610t
小学校・病院地域熱供給施設 489t
中学校熱供給施設 230t
一の橋地区地域熱供給施設 959t

計 3,357t

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 森林バイオマス地域熱供給システム面的拡大事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 87国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,812千円 220千円 1,500千円 2,714千円 2,378千円

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

〇市街地における木質バイオマスボイラの更新を見据えた地域熱供給の面的拡大や再生可能エネ
ルギーの導入拡大に向けた検討など、脱炭素社会の構築に向けた取組を推進した。

931,854円
1,015,200円
4,279,000円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 熱供給システム効率化改善事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 88国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
14,685千円 4,895千円 9,700千円 90千円

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

14,685,000円
■インバータ制御による温水循環ポンプの出力抑制を行い、電力消費量の大幅な削減等を図
り、経済的に持続可能な地域熱供給事業の実現に向けた効率化改善工事を実施した。

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 下川町林業林産業研究会補助金 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 89国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
167千円 83千円 84千円

施策名 林業・林産業 推進施策 林業・林産業の振興

166,730円
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【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】

■特定母樹育苗作業等委託料　（育苗、定植、草刈り、冬囲い）
■特定母樹園シカ柵整備委託料　（シカ柵支柱設置 651本）

【成果・実績等の概要】

■旭川農業高等学校の実習受け入れ　3回・延べ120人　インターン受け入れ　5人・1回

■地域実践実習のプログラム調整を上川北部自治体と実施

【成果・実績等の概要】
〇チェンソーアート大会開催への支援　延べ1,300人来場

7/5-7　3日間　桜ヶ丘公園内特設会場　選手6名参加
〇製作された作品を公共施設等に配置・管理

桜ヶ丘公園・2体、町内飲食店敷地内・1体

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 新木材活用可能性調査事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 90国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
899千円 899千円

施策名 林業・林産業 推進施策 林業・林産業の振興

■低温乾燥材の新用途利用に向けて、誘致企業及び町内木材加工事業者と連携し、市場等調査
を実施した。

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 特定母樹園整備事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 91国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
4,447千円 1,500千円 2,947千円

施策名 林業・林産業 推進施策 循環型森林経営の推進

337,743円
3,870,900円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 林業林産業人材確保支援事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 92国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
253千円 89千円 164千円

施策名 林業・林産業 推進施策 人材確保と育成の強化

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 チェンソーアート普及事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 93国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,528千円 1,528千円

施策名 林業・林産業 推進施策 森林の利活用

1,100,000円

428,376円

〇（仮称）北海道林業大学校の講義拠点として北海道と連携・協力のもと、開校に向けた受入体
制の整備と人材の育成・確保を行った。

〇林業・林産業の人材確保に繋げる取り組みとして、町内事業体に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した。

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。

〇新たな木材加工事業の事業化に向け、誘致企業と連携し、新たな木材活用の可能性調査を行っ
た。
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【成果・実績等の概要】
〇ICT・IoT技術を活用し信頼できる材積検知システムの革新を行った。

■資源解析システムにおける航空写真精度の向上
・ 航空写真更新、ドローンによる写真更新システム構築

(ドローン本体、周辺機器導入、画像処理PC及び処理ソフト導入)
・ ドローン及びGIS連携に係る技術指導

■材積検知システムの導入(2ライセンス)
・ 町有林主伐材検知実施及び入札周知効率化
・ 総務省IoT実装事業への協力　LPWAと衛星回線によるSOS通信システム

（チェンソー伐採作業時の事故通信システム実証への協力）

【成果・実績等の概要】

5,390千円 2,695千円 2,695千円

地方債 その他特財 一般財源
140,587千円 56,990千円 25,000千円 58,597千円 0千円

(款) 5.農林業費 (項) 2.林業費 (目) 3.森林総合産業特区推進費
事業名 林業の川上から川下までのシームレス産業化事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 94国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

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
造林 31ha
下刈り 216ha
除伐 41ha

施策名 林業・林産業 推進施策 林業・林産業の振興

(款) 5.農林業費 (項) 3.町有林野管理費 (目) 2.撫育造成費
事業名 町有林整備事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 95国･道支出金

間伐 108ha 4,145㎥

作業路等 880ｍ

主伐 36ha 5,927㎥

事業名 事業量 生産量

29



【成果・実績等の概要】

〇中小企業振興事業補助
■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・高付加価値化・生産拡大補助 4事業者
■新分野進出調査・設備導入等補助 1事業者
■イベント開催 2事業者
■店舗小規模改修 1事業者
■事業承継 1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7件・42,700千円 ■年度末融資残高141,322千円

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

【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　延べ1,000人来場
■うどん祭り　延べ9,000人来場
■アイスキャンドルミュージアム　延べ6,200人来場

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 1.商工振興費
事業名 中小企業振興事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 96国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
15,849千円 11,800千円 10千円 4,039千円

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。

709,000円
1,445,000円
7,550,000円
131,000円
274,000円
239,000円

2,198,000円
12,546,000円

680,480円

1,077,943円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 1.商工振興費
事業名 商工会補助事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 97国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
11,600千円 11,600千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

11,600,000円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 2.ふるさと観光振興費
事業名 観光協会事業交付金・運営交付金 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 98国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
12,760千円 3,800千円 8,960千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

7,600,000円

5,160,000円
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【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　戸塚区へ6人、下川町へ17人
■スズキ株式会社への本社訪問、販売自習　4人（高校生）
■株式会社アイ・セプトへの本社訪問　4人（高校生）
■日経ＢＰツアー　最少催行人数に達せず中止
■日経ＥＳＧ経営フォーラム会員負担金
■スズキ車購入支援事業補助金　16台

【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 4人配置（報酬、保険料、活動費補助金）
■定住支援員 1人配置 （報酬、保険料）
■事業承継調査委託料
【実績等】

・移住者　19人（相談件数874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33名）
・タノシモカフェの開催　11回・参加者数合計約250人
・外部メディア、雑誌での情報発信　27件

【成果・実績等の概要】
〇先端技術導入実証調査委託料

■農業分野への先端技術（ＩｏＴ）の導入を実証するための調査を実施した。

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 3.地域振興費
事業名 都市・企業・団体との経済交流事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 99国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,241千円 1,218千円 2,400千円 2,623千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

1,620,000円
800,000円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 3.地域振興費
事業名 地域産業活性化支援事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 100国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
31,734千円 7,855千円 23,879千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

11,250,000円
14,712,641円
3,510,834円
990,000円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 3.地域振興費
事業名 生産性効率向上に向けた先端技術導入実証事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 101国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,992千円 1,496千円 1,496千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

2,992,000円

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。
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【成果・実績等の概要】

〇地域おこし協力隊 3人配置
■地域食堂の運営支援、移動販売車による買い物支援、タラの芽栽培試験

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・起業・事業化支援、
地域活性化と地域コミュニティ維持のための事業

【成果・実績等の概要】
〇一の橋地区地域熱供給施設熱交換器設置等工事

■地域熱供給全体の配管内に錆等の不純物が循環しており、パネルヒーターや
　温室ハウス内温風器の熱効率が低下しているため、配管内の洗浄と不純物が循環
　しないよう温室ハウス系統に熱交換器を設置した。

【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 183,815玉
椎茸生産量 94,668.38kg
椎茸出荷量 生椎茸75,357.1kg、乾椎茸189.6kg
売上額 74,381,449円(歳出に全額充当し、残5,846千円は給与費に充当)

■運営体制（令和2年3月31日現在）
正職員1人、臨時職員2人、非常勤職員26人、計29人

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 4.集落創生推進費
事業名 一の橋バイオビレッジ創造事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 102国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
32,855千円 1,100千円 22,488千円 9,267千円

施策名 産業 推進施策 一の橋バイオビレッジ

4,748,876円

4,803,560円

1,500,000円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 4.集落創生推進費
事業名 一の橋地区地域熱供給施設改修事業 担当課 森林商工振興課

68,535千円 68,535千円 0千円

決算額
左の財源内訳

№ 103国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
11,761千円 11,761千円

施策名 産業 推進施策 一の橋バイオビレッジ

11,761,200円

(款) 6.商工労働費 (項) 1.商工費 (目) 4.集落創生推進費
事業名 特用林産物栽培研究所運営事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 104国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

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を活用した産業の創出、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。
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【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。

■労働災害・交通事故防止安全大会　延べ172人参加
■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 1,660m）
■上名寄12線沢川整備工事 （護岸・法面整備 27.2m）
■サンル13線横断管渠整備工事 （ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1,400×1,400 6ｍ）
■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

【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 （2.9㎞）
■町道草刈委託料 　ﾄﾗｸﾀｰﾓｱ 99.6㎞・ﾌﾞﾗｼｶｯﾀｰ 8.2km

　縁石部 13.4km
■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

決算額
左の財源内訳

№ 105国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
395千円 24千円 371千円

施策名 産業 推進施策 産業振興

200,000円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
事業名 道路橋梁河川維持補修事業 担当課 建設水道課

(款) 6.商工労働費 (項) 2.労働費 (目) 1.労働費
事業名 雇用・勤労者福祉の向上 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 106国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
25,382千円 15,700千円 904千円 8,778千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

464,400円
6,393,600円

11,459,800円
792,000円

6,272,222円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
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

№ 107国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
6,453千円 6,453千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

2,197,440円
2,720,805円

1,534,244円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
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

№ 108国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,055千円 3,055千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

993,600円
2,061,748円
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【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】
〇橋梁長寿命化補修工事

■山本橋　　（杭補修 5本・防護柵交換）
■パンケ橋　（沓座モルタル打替え 18箇所）

〇橋梁長寿命化補修実施設計委託料
■岐阜橋、上パンケ橋

【成果・実績等の概要】
〇橋梁近接目視点検委託業務 17橋

■（判定区分I 6橋・Ⅱ 11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】
〇上名寄北2号線道路改良舗装工事 L=170m

W=5.0m（路肩0.5m+車道4ｍ+路肩0.5m）

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
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

№ 109国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
59,351千円 2,454千円 56,897千円

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

1,116,720円
45,142,900円
10,113,620円

316,800円
2,381,374円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 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

№ 110国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
33,352千円 21,648千円 11,700千円 4千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

7,117,000円
5,522,000円

20,713,000円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 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

№ 111国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
11,165千円 7,368千円 3,797千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

11,165,000円

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
事業名 町道整備事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 112国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
20,031千円 20,000千円 31千円

施策名 道路・橋梁 推進施策 安全で快適な道路交通の確保

20,031,000円
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【成果・実績等の概要】
〇象の鼻展望台改修実施設計委託料

〇象の鼻展望台改修工事　（展望台手すり及び柱の改修、塗装替え）

〇サンルダム水源地域ビジョン策定検討委員会（委員6名）の開催　　1回

【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）　1件
6tダンプ：2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

【成果・実績等の概要】

(款) 7.土木費 (項) 1.道路橋梁河川費 (目) 1.道路橋梁河川費
事業名 サンルダム周辺整備事業 担当課 森林商工振興課

決算額
左の財源内訳

№ 113国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
12,592千円 12,204千円 388千円

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

496,800円

11,539,000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
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

№ 114国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
5千円 5千円

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

5,500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
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

№ 115国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
4,405千円 4,405千円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

4,378,000円
（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、
　特定空き家調査業務）

(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
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

№ 116国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
15,420千円 2,148千円 9,500千円 3,772千円

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
新築 2件 36,480,000円 4,568,000円
改修 10件 38,807,541円 7,806,000円
解体 3件 5,757,200円 1,400,000円
中古住宅の取得 2件 11,350,000円 996,000円
木質バイオマス機器設置 3件 2,795,000円 600,000円
敷地内緑化 1件 392,688円 50,000円

合計 21件 95,582,429円 15,420,000円
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【成果・実績等の概要】

【成果・実績等の概要】
〇中心市街地最適居住環境計画策定委託料

【成果・実績等の概要】
〇公園の適切な維持管理

■名寄川緑地公園環境整備参加記念品
■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
■桜ヶ丘公園センターハウス消火器購入

【成果・実績等の概要】
〇公営住宅管理戸数（令和2年3月末現在）

■公営住宅116棟292戸（昭和50年～令和元年建設）
■特定公共賃貸住宅13棟34戸（平成6年～平成15年建設）

〇公営住宅給湯器取替工事　（給湯器取替(向陽団地3戸)）
〇公営住宅雪囲い設置工事　（元町あけぼの団地15戸南側窓）
〇公営住宅火災警報器取替工事　（火災警報器取替181台）

(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
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

№ 117国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
25,856千円 12,928千円 12,928千円

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
活用 3件 31,820,700円 15,000,000円
解体 14件 18,102,394円 10,856,000円
合計 17件 49,923,094円 25,856,000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
事業名 中心市街地最適居住環境計画事業 担当課 建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 118国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,958千円 979千円 979千円

施策名 土地利用・市街地 推進施策 街のにぎわい空間の形成

1,958,000円
■中心市街地における大規模町有地の有効活用、交流施設や集住化施設等を含めた基本コ
ンセプトを策定した。

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 2.公園費
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

№ 119国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
13,540千円 50千円 13,490千円

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、末広ファミリーパーク、安原公園、一の橋公園
中央遊園地、中成遊園地、名寄川緑地公園　7箇所

22,032円
1,196,627円
1,711,229円

10,594,800円
14,960円

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 3.住宅管理費
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

№ 120国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
24,151千円 24,151千円 0千円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

1,414,800円
4,631,000円
1,814,400円
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【成果・実績等の概要】
〇町営住宅管理戸数（2年3月末現在）

■34棟80戸（昭和23年～平成26年建設）

【成果・実績等の概要】
〇元町団地公営住宅(Ａ棟)建設工事（木造平屋建1棟3戸）
〇元町団地公営住宅駐車場整備工事（駐車場5台分86㎡ほか）
〇末広団地公営住宅個別改善工事

（ユニットバス及び浴室・洗面・台所の給湯設備化）
■昭和63年度建設2棟4戸、平成元年度建設2棟4戸、平成2年度建設2棟4戸　計6棟12戸

〇公営住宅風除室等設置工事
■錦町団地　昭和57年建設1棟5戸、昭和58年建設1棟5戸　計2棟10戸

【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53人・入団1人・退団4人）

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 3.住宅管理費
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

№ 121国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,404千円 3,404千円 0千円

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

(款) 7.土木費 (項) 2.住宅都市計画費 (目) 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

№ 122国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
162,445千円 51,822千円 110,100千円 523千円 0千円

運動
競技

労働
災害

自損
行為

転院
搬送

その他 合計

81

成
果
・
実
績
等
の
概
要

急病
交通
事故

一般
負傷

施策名 住宅 推進施策 快適な住環境の確保

90,822,840円
13,612,500円
51,622,900円

6,127,000円

(款) 8.消防費 (項) 1.消防費 (目) 1.消防費
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

№ 123国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
163,352千円 163,352千円

施策名 消防・救急救助 推進施策 -

5 13 3 4 0 45 3 154

火災 救助 警戒 その他 合計

合計

0 90 20 110

1 0 15 4 20

水火災 訓練
防火
広報
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【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、
　札幌市での実習販売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） 31人
■通学費助成金（1/2以内） 42人
■多目的宿泊交流施設利用料助成金（利用料全額） 18人

【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　　　　　　　　18人（令和元年5月1日現在）

〇年間利用者数　　　　延べ1,395人(入居者数含まず)

〇施設修繕(冷凍・冷蔵庫、女子床室床タイル、厨房用ボイラー)

一般財源
3,500千円 2,500千円 1,000千円

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

3,500,000円

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 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

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 1.教育総務費
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

№ 124国･道支出金 地方債 その他特財

決算額
左の財源内訳

№ 125国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
8,904千円 6,400千円 2,504千円

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

3,720,000円
3,471,255円
1,712,570円

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 1.教育総務費
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

№ 126国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,700千円 1,900千円 800千円

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) 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

№ 127国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
10,647千円 10,647千円

施策名 学校教育 推進施策 下川商業高等学校への支援

9,700,000円
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【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、幼児センターや小学校、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 週2回・延べ73日
■中学校 週2回・延べ73日
■商業高校 週1回・延べ48日
■認定こども園 月1回・延べ8日

【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：自然学習(森林、栽培、環境教育)、
　　　　　　　地域学習(アイスキャンドル、鼓笛、ボランティア等)
■下川中学校：森林学習、炭焼き、国際理解教育、
　　　　　　　探究活動(アイスキャンドル、職業、進路、受験等)

【成果・実績等の概要】
〇下川町いじめ問題対策連絡協議会の開催　1回

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　10件

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費 (目) 2.語学指導費
事業名 語学指導事業 担当課 教育課

決算額
左の財源内訳

№ 128国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
4,775千円 4,775千円

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
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

№ 129国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
701千円 351千円 350千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

300,000円

400,000円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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

№ 130国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
51千円 12千円 39千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

15,000円
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【成果・実績等の概要】
〇児童数などの状況（令和元年5月1日現在）

■児童数：130人　　■教員・職員数：18人　　■学級数：普通6　特別支援4　

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

※教員用パソコン等購入(備荒資金)

【成果・実績等の概要】
〇生徒数などの状況（令和元年5月1日現在）

■児童数：83人　　■教員・職員数：14人　　■学級数：普通3　特別支援2

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

※教員用パソコン等購入(備荒資金)

【成果・実績等の概要】
〇教育支援委員会の開催　　　　　3回

〇特別支援教育連携協議会・研修会・実務担当者会議の開催、通信の発行　　　11回

〇特別支援学級の状況（令和元年5月1日現在）
■小学校：4学級、中学校：2学級

〇相談員 1人配置
〇支援員 小学校2人配置
〇事務補助員 小学校1人配置

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 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

№ 131国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
22,501千円 19千円 22,482千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

452,422円
439,611円

1,702,584円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
事業名 中学校施設等管理事業 担当課 教育課

9,470千円 9,470千円

決算額
左の財源内訳

№ 132国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
25,505千円 600千円 24,905千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

377,380円
796,202円
122,760円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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

№ 133国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実
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【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　56回、延べ241人、中学生　77回、延べ172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。

■学校経営研究会補助金
■教育研究会補助金（小学校副読本作成）

【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10人
■中体連事業等参加交付金
　（スキージャンプ：全国大会5人、剣道：全道大会9人、全国大会6人）
■部活動生徒乗合タクシー助成金　延べ5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12名）の開催　2回

№ 134国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,630千円 436千円 1,800千円 394千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

2,139,000円
491,027円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
事業名 教職員研修事業 担当課 教育課

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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

決算額
左の財源内訳

№ 135国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
702千円 702千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

162,000円
540,000円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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

№ 136国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,047千円 2,047千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

271,860円
1,749,000円

25,600円

(款) 9.教育費 (項) 2.学校教育費 (目) 1.小中学校費
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

№ 137国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
64千円 64千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実
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【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
○芸能発表　1,311名（内発表者112名）
○作品展示　　235名（出品者数706点）
○催し物　　　156名（催し物3件）

■下川町民芸術文化鑑賞会
○河口恭吾コンサート2020

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。
周知等に係った費用についてのみ交付を行った。

【成果・実績等の概要】
■マイプランマイスタディー事業

・「予防接種もフッ素もみんな迷って悩んでいる」 47名参加
・「東京から紙芝居がやってくる！三橋とらの紙芝居劇場」 90名参加
・「たかはしべんと仲間達の歌2019」 55名参加
・「わくわく冬工作教室ペグソリティアをつくろう！」 16名参加

■タウンスクール「ＥＳＤ講演会」 26名参加
■公民館講座「青竹ふみの上手な活用法講座」 38名参加
■親子公民館講座「上名寄芸能体験会」 開催中止
■親子劇場「人形劇」 開催中止

【成果・実績等の概要】

【参考】前年度：来室者数8,529名　貸出冊数11,896冊

■除籍冊数　280冊 ■除籍本無料配布　509冊

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 1.社会教育総務費
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

№ 138国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
2,041千円 602千円 1,439千円

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
ふれあいコンサート 中村仁美　民謡コンサート 122名 1,000,000円
下川町民文化祭 1,702名 230,000円
下川町民文化芸術鑑賞会 河口恭吾　コンサート2020 開催中止 63,332円

計 1,824名 1,293,332円

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 2.公民館費
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

№ 139国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
187千円 187千円

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) 2.公民館費
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

№ 140国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
8,598千円 1,030千円 7,568千円

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
340 10,256 14,893 36,764 642
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【成果・実績等の概要】
〇開館日数　234日 〇年間入館者数　1,113人

〇企画展示等事業

【成果・実績等の概要】
〇開館日数　74日 〇年間入館者数　121人

【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

■55回開催・延べ800名参加　
（スポーツ・外遊び・体験活動　30回、工作・室内遊び25回）

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 3.文化財保護費
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

№ 141国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
7,196千円 79千円 7,117千円

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
第63回企画展「木を運ぶ」 4月27日～6月30日 478名
第64回企画展「鉱山のこどもたち」 7月28日～9月29日 359名
第27回道北地区博物館連絡協議会巡回展｢ある商人の手帳｣ 10月1日～10月14日 91名

計 928名

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 3.文化財保護費
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

№ 142国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
3,090千円 3,090千円

施策名 芸術文化 推進施策 文化財の保護・活用

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費
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

№ 143国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
1,334千円 425千円 909千円

施策名 生涯学習 推進施策 生涯学習の振興
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【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

〇スポーツ少年団指導者等育成事業助成金
■サッカー審判員　延べ3人

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11人　、　全国大会　延べ10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
■モミの木クリスマス会事業交付金

【成果・実績等の概要】
〇森林環境教育事業委託料

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費
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

№ 144国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
8,772千円 7,037千円 1,735千円

施策名 生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

642,473円
団 体 名 団 員 数 活動事業交付金 備品購入助成金

剣道少年団 18 123,000 0
柔道少年団 14 87,525 0
野球少年団 12 45,414 100,000
ジャンプ少年団 16 121,000 0
サッカー少年団 20 117,459 23,075
アルペン少年団（休会） 0 0 0
少年団本部事務局費 - 25,000 -

15,000円

384,264円

290,000円
60,000円

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 4.青少年育成費
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

№ 145国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
4,928千円 3,600千円 1,328千円

施策名 学校教育 推進施策 小中学校教育の充実

4,928,136円
対 象 回 数 ・ 人 数 活 動 内 容

認定こども園 年13日・延べ637人 野外で楽しく遊ぶ

小学校 年14日・延べ338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)

中学校 年7日・延べ160人 環境問題に自分なりに判断を下す
商業高校 年9日・延べ159人 未来に対して責任を持つ
もりさんぽ(一般) 年7日・延べ119人 町民の健康増進・森に親しむ機会を持つ
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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

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 5.社会体育費
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

№ 146国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
55,680千円 260千円 55,420千円

施策名 生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

43,242,000円

施 設 名 利 用 者 数
大 人 小 人

スポーツセンター 17,515 9,340 8,175
柔道場・弓道場 715 227 488
テニスコート 1,259 200 1,059
スキー場 6,991 2,714 4,277
Ｂ＆Ｇ海洋センター 2,485 713 1,772
野球場 1,251 626 625
桜ヶ丘アリーナ 2,789 1,507 1,282
万里長城パークゴルフ場 8,841 8,789 52

(款) 9.教育費 (項) 3.社会教育費 (目) 5.社会体育費
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

№ 147国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
17,760千円 5,806千円 11,954千円

第15回万里長城ＰＧ場オープン記念大会 6/2 123

施策名 生涯スポーツ 推進施策 生涯スポーツの振興

〇生涯を通じてスポーツに親しむ機会の提供を実施した。また、各種競技大会の運営と支援を行
うとともに、ノルディックスキー競技選手の育成・強化を図った。

事 業 名 日 数 参 加 人 数
スポーツ指導者教室 1 22
夏休みプール・スイミング教室 7 90
水中歩行運動・アクアビクス教室 4 13

第11回公区対抗町民ＰＧ大会 7/28 80
第15回町長杯町民ＰＧ大会 9/7 60
第35回全道ノルディックスキー競技大会 12/28 468

軽スポーツ教室 1 26
冬休みスキー教室 5 70
スキージャンプ体験会 1 14

事 業 名 実 施 日 参 加 人 数
第31回万里長城クロスカントリー大会 5/19 166
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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。

■下水道ストックマネジメント計画策定委託料(計画策定一式)
■浄化センター汚泥処理設備等改修工事

(ポンプ井水位計　2基、返送汚泥流量計　1基、余剰汚泥流量計　1基、
 濃縮汚泥流量計　1基、薬品溶解タンク液位計　2基　更新)

■浄化センター汚泥脱水機整備工事(汚泥脱水機　回転部等整備　1基)

【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

(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

28,852,300円
総処理水量 有収水量 有収率

その他特財 一般財源
37,203千円 5,970千円 31,233千円

決算額
左の財源内訳

№ 148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

2,530 2,450 96.8%

(款) 1.下水道費 (項) 1.公共下水道費 (目)

261,553㎥ 211,573㎥ 80.9%

処理区域内人口 水洗化人口 水洗化率

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

№ 149国･道支出金

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

8,217,000円
18,700,000円

地方債 その他特財 一般財源
40,852千円 14,868千円 21,800千円 4,184千円 0千円

建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 150国･道支出金 地方債

11,880,000円

(款) 1.下水道費 (項) 2.個別排水処理施設費 (目) 1.管理費

その他特財 一般財源
6,150千円 2,553千円 3,597千円

事業名 個別排水処理施設維持管理事業 担当課

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

4,142,000円
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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3基)
■水道メーター

取替工事　(有効期限満了に伴う取替　計354台)
備品購入　(新設・取替・故障に伴う　計378台)

■配水管洗浄　下川市街地、上名寄、三の橋地区　6月8日～6月21日に実施
■漏水調査　10月11日～10月12日に実施　1箇所発見・修理

【成果・実績等の概要】
〇将来を見据えた効果的・効率的な水道施設の整備を計画的に行った。

■簡易水道事業変更認可申請書等作成委託料
（変更認可申請書類・付属資料等　一式）

(款) 2.管理費 (項) 1.施設管理費 (目) 1.原浄水施設管理費
事業名 下川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

№ 151国･道支出金

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

10,954,500円
配水量 有収水量 有収率

地方債 その他特財 一般財源
19,902千円 137千円 19,765千円

2,894人 2,878人 99.4%

(款) 2.管理費 (項) 1.施設管理費 (目)

417,975㎥ 300,203㎥ 71.8%

給水区域内人口 給水人口 接続率

1.原浄水施設管理費
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

№ 152国･道支出金

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

1,412,640円
配水量 有収水量 有収率

地方債 その他特財 一般財源
2,562千円 2,562千円

119人 116人 97.5%

(款) 2.管理費 (項) 1.施設管理費 (目)

29,110㎥ 22,107㎥ 75.9%

給水区域内人口 給水人口 接続率

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

№ 153国･道支出金

施策名 上水道 推進施策 水道施設の適正な維持管理

2,451,600円

8,074,000円

地方債 その他特財 一般財源
23,359千円 6,070千円 17,289千円

建設水道課

決算額
左の財源内訳

№ 154国･道支出金 地方債

5,085,664円

(款) 3.建設費 (項) 1.建設事業費 (目) 1.建設事業費

その他特財 一般財源
15,103千円 15,103千円 0千円

事業名 下川浄水場整備事業 担当課

施策名 上水道 推進施策 計画的な水道施設の整備

15,103,000円
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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】
〇介護予防の推進と介護サービスを適正に行った。

■要介護認定の状況 ■第1号被保険者数：1,304人

■第1号被保険者認定率
下川町：16.0％
北海道：20.1％
全国　：18.5％

■主なサービスの給付状況 （単位：人、円）

■第7期介護保険事業計画サービス見込量との対比
　令和元年度：99.75％（前年度：97.59％）

(款) 2.保険給付費 (項) 1.介護サービス等諸費 (目)

地方債 その他特財 一般財源
408,938千円 171,082千円 165,808千円 72,048千円

1.保険給付費
事業名 介護保険事業（保険給付） 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 155国･道支出金

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

要介護1 34人 34人 0人
要介護2 25人 25人 0人

要支援1 18人 18人 0人
要支援2 21人 20人 1人

要介護5 32人 31人 1人
合計 211人 208人 3人

要介護3 42人 42人 0人
要介護4 39人 38人 1人

97.65%
通所介護 338 2,275 15,788,862 103.23%

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 426 7,807 59,707,855

短期入所 106 1,877 12,183,280 201.93%
訪問看護 140 568 2,839,016 103.23%
訪問リハビリテーション 68 246 1,485,027 96.92%
福祉用具貸与 517 14,966 4,990,374 72.98%
居宅療養管理指導　 157 285 1,035,351 153.24%
特定施設入所者生活介護 52 1,498 9,941,343 111.41%
居宅介護支援 827 827 11,334,677 100.42%
介護予防訪問看護 23 80 315,918 99.21%
介護予防短期入所 3 31 163,143 -
介護予防訪問リハビリテーション 12 48 291,123 95.83%
介護予防福祉用具貸与 136 3,931 461,358 111.88%
介護予防居宅療養管理指導 6 11 41,513 -
介護予防特定施設入所者生活介護 22 612 1,411,033 1645.65%
介護予防居宅介護支援 183 183 795,300 120.74%
地域密着型サービス 227 6,109 52,298,642 106.83%
福祉用具購入費 12 12 396,722 106.34%
住宅改修 5 5 492,498 125.44%

小 計 3,260 41,371 175,973,035 105.61%

108.00%
介護医療院施設 1 22 279,864 -

施
設
系

介護老人福祉施設 780 23,098 169,478,525 101.42%
介護老人保健施設 88 2,385 24,018,646

小 計 869 25,505 193,777,035 102.34%
高額介護サービス 1,116 1,116 11,546,743 107.38%
高額医療合算介護サービス 40 40 1,163,381 69.66%
特定入所者介護サービス 739 21,691 26,231,651 99.22%
審査支払手数料 4,382 4,382 246,542 104.28%

合 計 10,406 94,105 408,938,387 103.32%
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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330人、通所型サービス　延べ305人、

配食サービス　延べ23人等
■介護予防ケアマネジメント　延べ333件

〇一般介護予防事業
■いきいきサロン事業　232回
■元気教室　86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19,147名　日平均52.3名（定員56名）
（入所制限：平成31年4月～令和2年2月迄（定員54名））

(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
事業名 介護予防・日常生活支援総合事業 担当課 保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 156国･道支出金 地方債

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。

9,888,415円

その他特財 一般財源
13,451千円 6,737千円 5,112千円 1,602千円

保健福祉課

決算額
左の財源内訳

№ 157国･道支出金 地方債

3,008,354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

その他特財 一般財源
30,102千円 9,194千円 3,052千円 17,856千円

事業名 包括的支援事業 担当課

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 158国･道支出金 地方債

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。

4,304,000円

その他特財 一般財源
220,118千円 12,270千円 207,848千円

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 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するとともに、音楽療法や家族参加型の行事の開
催等、サービス内容の充実に努めた。
　また、介護員の慢性的な人員不足が続いていたが、介護員の確保と、既存介護員の勤務形態を
変更し、令和2年3月から入所制限を解除している。
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【成果・実績等の概要】

■利用者数　年延べ1,920名　日平均5.2名（定員9名）

【成果・実績等の概要】

■利用者数　年延べ2,962名　日平均12.3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2年3月末現在）　871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 % （平成30年度）
特定保健指導受診率 % （平成30年度）

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2年3月末現在）　754人

〇後期高齢者広域連合納付金

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 159国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
50,293千円 1,261千円 49,032千円

事業名 短期入所生活介護事業 担当課

あけぼの園

決算額
左の財源内訳

№ 160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
50,293千円 28,328千円 21,965千円

事業名 通所介護サービス事業 担当課

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

決算額
左の財源内訳

№ 161国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
483,863千円 352,566千円

区分（目）
令和元年度 平成30年度

件数 金額(円） 件数 金額(円）

42,527千円 88,770千円
施策名 社会保障 推進施策 医療・介護保険等の運営

療養費 14,587 290,825,021 15,421 293,623,623
高額療養費 880 41,962,833 782 36,984,233

事業名 後期高齢者医療事業 担当課 保健福祉課

59.3
91.3

出産育児諸費 3 1,260,000 2 840,000
葬祭諸費 6 180,000 4 120,000

59,491,418円

23,069千円 38,570千円
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

№ 162国･道支出金 地方債 その他特財 一般財源
61,639千円
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【令和元年度決算時点】

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 6

(指標②)

目標値 - 4 4 4 4 4

実績値 3 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

(指標②)

目標値 - 727 726 725 724 416

実績値 728 677

(指標③)

目標値 - 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

実績値 61.0 59.3

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

Ｈ  29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

(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

肺がん目標値 - 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

　〃　実績値 11.4 15.1

大腸がん目標値 - 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

　〃　　実績値 16.3 15.2

子宮がん目標値 - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

　〃　　実績値 20.6 22.0

乳がん目標値 - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

　〃　実績値 28.4 36.4

(指標③)

目標値 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 100.0 100.0

施策名：医療 担当:町立下川病院

(指標①)

目標値 - 41 41 41 41 41

実績値 41 41

(指標②)

目標値 - 15 15 20 20 20

実績値 21 34

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

床

指標名 訪問診療・看護利用者数

指標式等

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

Ｒ3年度 Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

％

指標名 病床数

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

人

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：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

(指標②)

目標値 - 43 43 43 43 43

実績値 34 37

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

(指標②)

目標値 - - - - 40.0 50.0

実績値 30.9 - - -

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

指標名 要介護等認定者数

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)

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

％

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：生涯学習 担当:教育課

(指標①)

目標値 - 4 4 4 4 5

実績値 4 5

(指標②)

目標値 - 70 70 70 70 70

実績値 60 59

(指標③)

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

実績値 16,257 16,194

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

(指標②)

目標値 - 260 260 260 260 280

実績値 259 252

(指標③)

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

実績値 44,700 41,846

単位

団体

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 学習塾・習い事数

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

指標名 教育業数

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

指標名 体育施設利用者数

指標式等

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

人

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：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

(指標②)

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

実績値 16,257 16,194

(指標③)

目標値 - 1,100 1,100 1,200 1,200 1,300

実績値 1,283 1,234

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

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 - - -

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

指標名 芸術文化活動団体数

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

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 - 8/21 8/21 10/21 12/21 21/21

実績値 1/21 8/21

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

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21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

(指標②)

目標値 - 63.3 63.9 64.5 65.1 70.0

実績値 61.5 64.5

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 94,485 86,023

(指標②)

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

実績値 17,810 15,165

(指標③)

目標値 - 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0

実績値 1.3 1.4

(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

Ｈ 29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

(指標②)

目標値 - 300 297 294 291 269

実績値 306 274

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

(指標②)

目標値 - 0 0 0 0 0

実績値 1 1

(指標③)

目標値 - 0 0 0 0 0

実績値 11 6

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

件

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：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

(指標②)

目標値 - 500 520 540 560 720

実績値 315 461

(指標③)

目標値 - 10 10 10 10 10

実績値 22 25

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

(指標②)

目標値 - 70 70 70 70 70

実績値 61 53

(指標③)

目標値 - 200 200 200 200 200

実績値 266 274

単位

人

指標名 ばくりっこ取引件数

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

指標名 ばくりっこ会員者数

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

人

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：危機管理 担当:税務住民課

(指標①)

目標値 - - - - 50.0 60.0

実績値 41.2 - - -

(指標②)

目標値 - 3 4 5 6 9

実績値 2 4

(指標③)

目標値 - 180 180 190 190 200

実績値 172 76

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

施策名：農業 担当:農務課

(指標①)

目標値 - 2,910 3,020 3,140 3,270 3,300

実績値 2,692 3,243

(指標②)

目標値 - 142 142 142 142 140

実績値 142 147

単位

％

指標名 自主防災計画策定数

指標式等

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

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

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

戸

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③)

目標値 - 12 13 14 15 23

実績値 10 13

施策名：林業・林産業 担当:森林商工振興課

(指標①)

目標値 - 30 30 33 33 35

実績値 30 28

(指標②)

目標値 - 153 153 158 158 163

実績値 153 144

(指標③)

目標値 - 2,800 2,800 2,850 2,900 3,000

実績値 2,794 2,717

施策名：野生鳥獣被害の防止 担当:森林商工振興課

(指標①)

目標値 - 8,983 7,985 6,987 6,288 2,397

実績値 10,807 7,672

(指標②)

目標値 - 909 808 707 636 243

実績値 1,205 4,893

単位

戸

指標名 林業従事者数

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

指標名 新規就農戸数

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

千円

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：産業 担当:森林商工振興課

(指標①)

目標値 - 220 220 220 220 210

実績値 234 -

(指標②)

目標値 - 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200

実績値 1,500 -

(指標③)

目標値 - 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500

実績値 6,486 -

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 - - -

単位

事業所

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

指標式等 第2次・第3次産業事業所数

推
移

区分
基準値
Ｈ26年度

Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

指標名 商工業者数

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 商工業販売額

推
移

区分
基準値
Ｈ26年度

Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度

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

Ｒ4年度
目標値
Ｒ12年度

単位

点

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 - - - - 65.0 75.0

実績値 59.8 - - -

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

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

(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)

(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)

単位

％

指標名 職員数

指標式等

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

指標名 自分の好きなことや生きがいがある人の割合

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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