
令和4年度当初予算における主要事業の予算編成過程一覧表

担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

1 【拡充】 庁舎管理費 日直業務委託料 576 576 576 要求どおり

千畳池周辺ウッドチップ敷設

2 町史編さん事業 町史編さん業務委託 15,092 15,092 15,092 要求どおり

3 【拡充】 庁舎ＬＡＮ管理費 ＡＩ音声文字変換手数料 23,911 23,416 23,416

ビジネスチャットツール利用料

ジャストオフィス購入等

シンクライアント環境利用料

4 【新規】 キャッシュレス決済推進費 初期導入費用、システム利用料等 1,633 1,633 1,633 要求どおり

5
自主防災組織活動用品整
備

地域防災倉庫整備（3棟）、防災資器材等購入
3,731 3,503 3,503 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

6 災害用備蓄品整備 アルファ米、飲料水　ほか
10,197 6,472 6,472 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

7 【新規】 防災ガイド作成 防災ガイド作成委託 3,812 3,812 3,812 要求どおり

8 広域分担金、消防署費（人件費、物件費） 597,056 594,999 594,999

【新規】 高機能消防指令システム機器更新

【新規】 消防救急デジタル無線機器更新　ほか

9 【新規】
消防庁舎非常用発電・冷
暖房設備整備事業

基本設計
913 913 913 要求どおり

予算額

とかち広域消防事務組合
負担金

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

（単位　千円）　

【総務部】
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

10 職員給与費
特別職　3人、一般職　258人、フルタイム会計年度
任用職員　35人 （以上、一般会計分）

2,611,514 2,573,110 2,592,051 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

全会計　289人（特別職及び一般職）

パートタイム会計年度任用職員　120人

11 路線バス維持対策補助金 生活路線バス運行に対する補助（15路線）
67,477 30,000 30,000 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

12
農村地域予約制乗合タク
シー運行事業

予約制乗合タクシー運行事業助成　ほか
8,503 7,203 7,203 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

13 【新規】 地域公共交通計画策定 地域公共交通活性化協議会負担金 3,333 3,333 3,333 要求どおり

14 ふるさと寄附金関係費 謝礼品、積立金　ほか
756,902 756,121 756,121 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

15 移住対策関係費
短期移住体験民間住宅借り上げ、パンフレット印
刷　ほか

2,820 2,398 2,398 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

16
潤いと思いやりの地域づく
り事業

町内会等が取り組む地域づくり事業に対する補助
11,600 11,600 11,600 要求どおり

17 【新規】
みんなで進めるまちづくり
パンフレット作成

パンフレット作成
189 189 189 要求どおり

18 字名改正業務 ＩＣ工業団地字名改正等業務委託
1,400 1,200 1,200 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

19 【新規】
無料低額診療事業調剤処
方費用助成事業

無料低額診療事業調剤処方費用助成金　ほか
1,506 0 1,506 要求どおり

【企画財政部】

【保健福祉部】
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

20 地域生活支援事業

意思疎通支援事業、日常生活用具給付、日中一
時支援事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事
業、成年後見制度利用促進支援事業、高額地域
生活支援事業、障がい児利用者負担軽減対策事
業　ほか

117,159 117,159 117,159 要求どおり

21 自立支援給付費
身体障がい者､知的障がい者､精神障がい者及び
障がい児に対する居宅・施設サービス

1,723,508 1,626,024 1,626,024 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

　居宅介護、行動援護、短期入所、療養介護、生
活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援　ほか

補装具給付費、障がい児通所給付費、障がい者
自立支援医療費　ほか

22
子ども発達支援センター運
営事業費

子ども発達支援センター２か所を運営委託
116,289 116,289 116,289 要求どおり

23 【新規】
重層的支援体制整備事業
費

包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウト
リーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事
業、地域づくり事業

151,505 151,505 151,505 要求どおり

24 生きがい・敬老事業
高齢者顕彰、老人運動会、ふれあい住宅、老人健
康増進センター、百歳慶賀、老人クラブ補助

29,888 28,060 28,060 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

25 介護保険サービス利用者 低所得者利用者負担軽減対策
4,640 4,640 4,640 要求どおり

負担軽減対策費 　社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担
軽減　自己負担3/4に軽減

　介護保険サービス利用者負担軽減（町独自）　自
己負担3/4に軽減
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

26 老人福祉施設補助
音更町柏寿協会介護・老人福祉施設建設資金借
入金償還費補助金

27,696 27,696 27,696 要求どおり

27 地域支援事業 介護予防・日常生活支援総合事業 161,377 161,377 161,377 要求どおり

　訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケ
アマネジメント委託　ほか

介護予防把握事業

　高齢者体力測定会、認知力測定会　ほか

介護予防普及啓発事業

　地域まるごと元気アッププログラム　ほか

【新規】 一般介護予防事業評価事業

　ニーズ調査委託

介護給付費等費用適正化事業

　ケアプラン点検委託　ほか

認知症総合支援事業

　認知症初期集中支援推進事業　ほか

地域自立生活支援事業

　配食サービス事業、モバイル型緊急通報装置の
設置　ほか
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

28 【拡充】 子どもの貧困対策費 ひとり親家庭等自立支援給付金 3,288 2,720 2,720

学習支援事業委託、調理実習事業、体験学習等
参加費補助　ほか

29 【新規】 保育施設支援事業 安全対策事業補助金 16,178 15,978 15,978

【新規】 ＩＣＴ化推進事業補助金

【新規】 熱中症対策事業補助金

感染症拡大防止対策事業補助金

30
施設型給付・地域型保育
給付事業

音更認定こども園ほか教育・保育施設に係る給付
費、障がい児保育の委託

1,413,885 1,334,592 1,334,592 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

31 児童福祉施設補助 児童福祉施設改築等資金借入金償還費補助金 69,874 69,874 69,874 要求どおり

32 医療的ケア児支援事業 医療的ケアが必要な児童の通園等を支援 295 295 295 要求どおり

33 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 28,081 28,081 28,081 要求どおり

会計年度任用職員報酬の増額等（臨時保育士等）

34
認可外保育施設利用料補
助

認可外保育施設の利用に係る自己負担額に対す
る補助

4,200 4,200 4,200 要求どおり

35 乳幼児健診費 新生児聴覚スクリーニング検査委託 2,943 1,568 2,943 要求どおり

【新規】
3歳児健診屈折検査機器（スポットビジョンスクリー
ナー）等購入

36 予防接種費

麻しん・風しんワクチン、二種・四種混合ワクチン、
ヒブワクチン、水痘ワクチン、小児用肺炎球菌ワク
チン、成人風しんワクチン、日本脳炎ワクチン、ロタ
ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、子宮頸がんワクチン,
風しん追加的対策抗体検査　ほか

104,770 102,579 102,579 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

保育士等処遇改善臨時特
例事業

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

37 成人健診（検診）関係費

基本健診、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検
診、子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗しょう症検
診、肝炎ウイルス検診、歯周病検診、エキノコック
ス症検診、脳ドック、前立腺がん検診、がんドック、
肺ドック、人間ドック

55,160 55,039 55,039 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

38 【新規】
がん患者ウィッグ等購入費
助成

がん患者が購入するウィッグ、補整下着等の購入
費助成

300 300 300 要求どおり

39
インフルエンザ・肺炎球菌
ワクチン予防接種費

高齢者・受験生・妊婦・13歳未満児インフルエンザ
予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

15,709 14,959 14,959 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

40 感染症対策費 マスク着用困難意思表示アイテム購入等 754 754 754 要求どおり

感染症対策アドバイザー派遣委託

41
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

パートタイム会計年度任用職員報酬等、ワクチン
接種委託料ほか

154,129 154,124 154,124 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

42 【新規】
診療所開設等奨励金（債
務負担行為）

町内で新たに診療所（歯科を除く）を開設等する者
に対する奨励金

固定資産
税相当額
（期間：3
年）

0 固定資産
税相当額
（期間：3
年）

要求どおり

43
マイナンバー制度関連事
業

パートタイム会計年度任用職員報酬、マイナン
バー関連機器借上、マイナンバー管理システム保
守委託、社会保障・税番号制度システム改修委託

20,505 20,505 20,505 要求どおり

44 乳幼児等医療費 乳幼児等に対する医療費助成 125,912 125,912 125,912 要求どおり

・就学前及び住民税非課税世帯の小中学生の医
療費、住民税課税世帯の小中学生の入院及び指
定訪問看護に係る医療費　 自己負担なし

・小学生の通院に係る医療費　 自己負担１割　※
所得制限なし

【町民生活部】
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

45 重度心身障がい者医療費 重度心身障がい者に対する医療費助成 89,319 89,319 89,319 要求どおり

・就学前及び住民税非課税世帯並びに住民税課
税世帯の小中学生の入院及び指定訪問看護に係
る医療費　 自己負担なし

・上記以外の医療費　 自己負担１割　※所得制限
あり

46 ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等の父母及び児童に対する医療費
助成

47,718 47,718 47,718 要求どおり

・就学前及び住民税非課税世帯並びに住民税課
税世帯の小中学生の入院及び指定訪問看護に係
る医療費　　自己負担なし

・上記以外の医療費　 自己負担１割　※所得制限
あり

47 消費生活相談業務費 消費生活相談業務委託（有資格相談員3人）
12,478 12,172 12,478 要求どおり

48 地域会館運営事業交付金
各地域会館を管理運営する運営委員会への交付
金

8,154 8,154 8,154 要求どおり

49 地域会館等施設整備
鎮錬会館改修工事、共栄コミュニティセンター暖房
設備改修工事、総合福祉センター内部改修工事
ほか

52,247 51,124 51,124 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

50 【新規】
エキノコックス駆除対策事
業費

エキノコックス駆虫薬散布
730 730 730 要求どおり

51 【新規】 合同納骨塚整備事業 音更霊園合同納骨塚整備工事
25,000 25,000 25,000 要求どおり

52 街路灯・防犯灯整備
街路灯更新　5基、街路灯塗装　6基、防犯灯新設
11灯、街路灯耐久調査等委託、国道241号事故対
策事業関連街路灯撤去

10,524 10,524 10,524 要求どおり
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

53 【新規】
地球温暖化対策計画策定
費

地球温暖化対策計画策定委託　ほか
9,986 9,986 9,986 要求どおり

54
再生可能エネルギー推進
費

住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助
限度額100,000円　35件

4,000 3,500 3,500 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

55 特定健康診査等事業 特定健康診査事業 43,643 43,593 43,593

　40歳～74歳の国保加入者に対し、身長・体重及
び腹囲検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検
査、血糖検査、尿検査、心電図検査等を実施

（受診者に対し、必要に応じて特定保健指導を実
施）

【新規】 国保連特定健診受診率向上支援等共同事業委託

　未受診者及び若年者への受診勧奨を実施、重症
化予防事業

56 営農対策協議会負担金 牛乳消費拡大事業分1,500千円を増額 3,164 1,664 3,164 要求どおり

57 人・農地プラン関連事業 人･農地プラン検討会委員等報酬、費用弁償 5,562 5,562 5,562 要求どおり

農業次世代人材投資資金（経営開始型）　3件

58 農業再生協議会交付金 経営所得安定対策等推進事業 12,724 12,724 12,724 要求どおり

農業後継者確保対策事業

59
環境保全型農業直接支援
対策事業

環境保全型農業直接支払交付金　ほか
135,995 96,042 96,042 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

60 大豆産地活性化対策事業
ダイズシストセンチュウの密度低減を目的とする小
麦間作アカクローバーの作付経費支援

1,000 1,000 1,000 要求どおり

61
農業後継者農村定住促進
事業奨励金

農業後継者の農村地域での定住促進のため、住
宅の購入等に対する補助

3,000 1,500 3,000 要求どおり

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

【経済部】
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

62
農業労働力産地間連携シ
ステム構築実証事業

農繁期の競合しない地域との労働力の産地間連
携システム実証事業に対する補助

500 500 500 要求どおり

63
粗飼料増産耕畜連携推進
事業

粗飼料確保を図るための飼料用ライ麦の作付け
又は収穫に対する補助

1,514 1,514 1,514 要求どおり

64 【新規】 音更ブランド作物振興事業
音更大袖振大豆及び音更小豆の機能性成分分析
に係る共同研究負担金

250 250 250 要求どおり

65 大牧・北誉・長流枝牧場管理 3,000 2,309 2,700

【新規】 北誉牧場草地更新調査費（土壌分析）

66 森林環境保全整備事業
私有林森林所有者が実施する下刈り、間伐、保育
間伐、枝打ちなどの自己負担分を補助

8,607 8,607 8,607 要求どおり

67 林業緑化推進事業
町有林及び私有林に植林を行った林業事業者に
対する補助

3,214 3,214 3,214 要求どおり

68 有害鳥獣駆除対策 ヒグマ捕獲ハンター報酬、費用弁償 7,873 6,148 6,148

鳥獣被害対策実施隊報酬

カラス駆除委託　ほか

【拡充】 有害鳥獣駆除奨励金（猟友会への奨励金）

69 町有林管理事業 造林・保育・管理事業 52,762 46,812 51,069

【新規】 防風保安林環境影響調査委託

70 【新規】 ふれあい交流館改修事業 屋上防水・外壁改修工事 58,135 58,135 58,135 要求どおり

71 【新規】 道の駅おとふけ管理費 指定管理料、備品等整備　ほか
82,025 79,952 79,952 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

72 【新規】
道の駅おとふけ利用者公
共交通手段確保対策補助
金

道の駅おとふけ利用者の交通手段確保に協力す
るバス事業者に運行経費を一部支援

650 650 650 要求どおり

公共育成牧場施設等管理
費

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

73 みのり～むフェスタおとふけ実行委員会補助金 8,750 8,750 8,750 要求どおり

【新規】
みのり～むフェスタおとふけ実行委員会補助金（特
別事業分）

74 産業振興支援事業補助金 対象事業 2,000 2,000 2,000 要求どおり

　農商工観・産学官連携事業、６次産業化事業、食
と農交流事業　ほか

75
小規模土地改良事業補助
金

農業者が施工する土地改良事業に対し補助
28,000 28,000 28,000 要求どおり

76 多面的機能支払事業 事業実施地区への交付金（31地区）
245,360 245,352 245,352 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

77 道営土地改良事業負担金 中士幌1地区畑地帯総合整備事業 133,285 133,285 133,285 要求どおり

中士幌2地区畑地帯総合整備事業

美蔓高倉第2地区畑地帯総合整備事業

西中音更地区畑地帯総合整備事業

【新規】 南中音更地区畑総計画樹立　ほか

78 美蔓高倉第2地区農地集積集約状況調査委託 9,383 9,383 9,383 要求どおり

【新規】 南中音更地区農地集積集約状況調査委託

79
ふるさと農道緊急整備事
業

下士幌地区ふるさと農道橋梁実施設計委託　進運
橋

57,957 47,529 57,957 要求どおり

【新規】
友進地区ふるさと農道橋梁基本設計委託　L=550
ｍ、第5号橋

南中音更第2地区ふるさと農道改良舗装工事
L=173ｍ等

鎮錬6地区ふるさと農道改良工事　L=554ｍ

みのり～むフェスタおとふ
け補助金

道営土地改良事業関連調
査計画費
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

80
中小企業等事業承継支援
事業

事業承継支援事業補助金
500 500 500 要求どおり

81 空き店舗活用事業補助金 改修費、家賃助成 5,500 5,500 5,500 要求どおり

82 本社等移転立地奨励金 1事業者分 300 300 300 要求どおり

83 商工業振興資金貸付金
商工業振興資金の円滑な運用を図るため、融資
枠10億円

263,854 263,854 263,854 要求どおり

84 観光宣伝費 旅費、広告掲載料、パンフレット印刷等 3,174 2,250 3,174 要求どおり

【新規】 モンベルフレンドエリア登録料

85 イベント事業補助
花風景ハナックと花ロード、オータムフェスタin十勝
川、十勝川白鳥まつり

7,200 7,200 7,200 要求どおり

86 観光振興事業補助 2次交通対策支援事業
2,000 1,000 1,000 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

87 地域おこし協力隊活動費
地域おこし協力隊員（観光推進員1人分の旅費、車
両関係費、住居関係費）

1,278 1,278 1,278 要求どおり

88 【新規】
地域おこし協力隊起業等
関係費

地域おこし協力隊員起業等支援事業補助金
1,000 1,000 1,000 要求どおり

89 なつぞら公園整備事業費
エントランス広場整備工事費、芝生広場整備工事
費

134,000 134,000 134,000 要求どおり

90 【新規】
（仮称）長流枝スマートＩＣ
整備事業費

用地確定測量委託等、土地購入費、事務費
37,161 37,161 37,161 要求どおり

91 道路橋梁応急補修 舗装道路長寿命化修繕工事（道路 6路線） 273,172 254,492 254,492

路面下空洞化調査委託（ひびき野地区）、街路樹
及び植樹桝管理委託

道路排水縦断管高圧洗浄委託

【建設水道部】

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

92 公園施設再整備事業 公園遊戯施設等更新設計委託 72,616 72,116 72,116

公園遊戯施設等改築更新工事（8公園）ほか

93 道路橋梁整備事業 道路橋梁改良工事 780,712 765,190 765,190

　改良舗装　15路線、路肩拡幅　1路線、歩道整備
1路線、舗装　1路線

　土地購入費（音更木野間基線道路用地）

橋梁長寿命化修繕事業

　橋梁点検（79橋）、修繕工事（5橋）

音更下音更西3線道路

　改良舗装L=299m、用地杭埋設

音更然別1号道路

　橋梁工事（花月橋）、改良舗装L=680m、用地測
量、用地杭埋設　ほか

94 地籍調査事業
緑陽南地区（3年目）、緑陽地区（1年目）、地籍関
連調査

16,731 16,731 16,731 要求どおり

95 【拡充】
やさしい住宅改修費補助
金

65歳以上の人などが住む既存住宅の改修工事に
対する補助金

5,000 4,000 4,000 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

身体障害者手帳（1、2級）の所持者、要支援・要介
護者等が住む場合は、新築も補助対象

96 空き家対策事業
老朽危険空家等解体費補助、空家活用定住促進
事業補助

8,100 8,100 8,100 要求どおり

97 公営住宅維持補修 雄飛が丘仲団地屋上防水及び外壁塗装改修工事 52,678 52,678 52,678 要求どおり

雄飛が丘中央団地給水加圧ポンプ更新工事

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

98
既存民間賃貸住宅借上事
業

新規12戸、既存1戸、計13戸
9,336 8,136 8,136 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

99
子育て世帯向け民間賃貸
住宅家賃補助

子育て世帯向け民間賃貸住宅家賃補助
2,734 2,734 2,734 要求どおり

100 個別排水処理施設整備 合併処理浄化槽設置工事  12基、調査測量委託、 41,796 41,796 41,796 要求どおり

事業 合併処理浄化槽撤去切替工事　3基

101 水道事業 建設事業 508,488 508,488 508,488 要求どおり

　配水管布設工事、配水管布設設計　ほか

施設更新事業

　導水管更新工事、配水管更新工事、配水管更新
設計、浄水場中央監視装置更新設計　ほか

102 簡易水道事業 西部簡易水道事業 136,000 136,000 136,000 要求どおり

　美蔓高倉第2地区：道営土地改良事業負担金、
合併施行負担金

東部簡易水道事業

　長流枝浄水場機器設備更新工事

103 下水道事業 下水道建設事業 408,936 408,936 408,936 要求どおり

　開進地区汚水管新設工事、開進地区雨水管新
設工事　ほか

下水道改良事業

　国道241号汚水管移設補償工事

　十勝川温泉浄化センター電気計装設備更新工事

　ストックマネジメント管渠点検調査委託　ほか
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

104 【拡充】
音更高校パートナーシップ
事業交付金

奨学資金補助分300千円を増額（指定寄附）
1,800 1,800 1,800 要求どおり

105 音更高校支援関係費
令和5年度入学生に貸与するタブレット端末購入
120台

6,000 6,000 6,000 要求どおり

106 【拡充】 学校教育活動関係費
ハイパーＱＵテスト検査用紙等　小4、小6を加え、
小3以上の学年で実施

2,704 2,071 2,704 要求どおり

107 【拡充】 学習支援員費 特別支援教育学習支援員　35人（3人増） 38,928 38,928 38,928 要求どおり

複式教育学習支援員　2人

108 【拡充】 コミュニティ・スクール事業
全小・中学校で実施（学校運営協議会委員の報酬
及び費用弁償　ほか）

2,994 2,994 2,994 要求どおり

109 外国語指導助手関係費
英語指導助手（2人）報酬 ほか　※報酬分7,900千
円は、11款：職員費に含まれる

8,691 8,691 8,691 要求どおり

110 就学援助費

認定倍率（生活保護基準の1.5倍未満）、入学準備
金の入学年度開始前支給一般枠のほか、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、
家計が急変した世帯を対象にした特別枠を設置

118,944 103,684 103,684 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

【新規】 就学援助システム改修委託

111 【拡充】 少人数学級等の実施
小学校において、少人数学級等によるきめ細かな
教育を実現

23,881 4,940 23,881 要求どおり

小3以上の35人以下学級に加え、小1・小2の30人
以下学級を実施

町費負担教諭採用  5人　※全額11款：職員費に
含まれる

112
柳町小学校大規模改修事
業

建築主体、電気設備、機械設備、工事監理委託
109,541 109,541 109,541 要求どおり

【教育部】
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

113 小学校整備費 東士狩・東士幌小学校遊具再整備工事 196,544 196,416 196,416

音更小学校屋内運動場外壁及び屋根塗装改修工事

鈴蘭小学校校舎屋上改修工事

東士幌小学校浄化槽更新工事

水泳プール上屋シート更新工事（4校）

屋外トイレ設計委託（4校）、給食調理員休憩室エ
アコン設置（6校）　ほか

114 中学校整備費 下音更中学校校舎外壁塗装改修工事 74,792 74,792 74,792 要求どおり

中学校水銀灯改修工事（2校）

駒場中学校トイレ改修設計委託

駒場中学校受変電設備更新工事　ほか

115 【新規】
緑南中学校長寿命化改修
事業費

緑南中学校改修設計委託
31,328 31,328 31,328 要求どおり

116 改善センター改修事業
郷土資料室リニューアル関係費、玄関タイル補
修、屋上北側一部補修設計委託　ほか

5,227 4,955 4,955 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

117 集団研修施設改修事業 トップライト改修工事、校舎棟外壁塗装工事 33,814 33,814 33,814 要求どおり

118 【新規】 地域おこし協力隊活動費 地域おこし協力隊員 2,069 1,877 1,877

（芸術文化活動コーディネーター1人分の旅費、車
両関係費、住居関係費）

119 【新規】 文化センター改修 ピアノ庫改修工事 1,518 1,518 1,518 要求どおり

120 【新規】 図書館改修
正面入口タイル改修工事、非常用照明器具・吹抜
け照明ＬＥＤ設置工事

8,382 8,382 8,382 要求どおり

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額
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担当部署
要求額

企画財政部
調整額

町長査定額

予算額
NO 区分 事業名 事業内容 査定の考え方

121 地域おこし協力隊活動費 地域おこし協力隊員 1,522 1,522 1,522 要求どおり

（スポーツコーディネーター1人分の旅費、車両関
係費、住居関係費）

122 【新規】 屋外運動施設整備
柳町河川緑地運動施設現況測量委託、復旧整備
工事

92,200 0 52,700 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

123 町営パークゴルフ場管理
柳町パークゴルフ場復旧業務関係費、各パークゴ
ルフ場芝刈清掃委託　ほか

104,914 103,893 103,893 事業内容及び事業費の積
算内容を精査し減額

124 【新規】 総合体育館施設改修 総合体育館空調自動制御更新工事
2,475 2,400 2,400 事業内容及び事業費の積

算内容を精査し減額

125 【新規】 温水プール施設改修
屋外噴水修繕、外気処理空調機不凍液化改修工
事

12,540 12,540 12,540 要求どおり
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