
令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,449 1,449

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 705 705

R 3 から （　　　　） （　　　　） （緊防債） （　　　　）

R 3 まで 9,258 8,700 558

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 4,413 4,413

R 3 から （地域づくり総合交付金） （　　　　）

R 3 まで 3,311 1,600 1,711

R 3 から （　　　　） （　　　　） （市町村振興協会助成金）

R 3 まで 2,684 1,000 1,684

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 850 850 0

R 3 から （地域づくり総合交付金） （　　　　）

R 3 まで 1,500 700 800

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,980 1,980

R 3 から （無線システム普及支援事業費等補助金） （過疎債） （　　　　）

R 3 まで 8,746 5,830 2,900 16

R 3 から （　　　　） （　　　　） （他町負担金）

R 3 まで 4,018 1,150 2,868

R 3 から （　　　　） （　　　　） （ふるさと創生事業基金）

R 3 まで 30,000 30,000 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （寄附金）

R 3 まで 150,000 150,000 0

H 29 から （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 8,789 2,900 5,889

R 3 から （　　　　） （　　　　） （自治総合センター助成事業）

R 3 まで 2,400 2,400 0

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等

1 総務課 2.1.10 当初 町内会館備品購入事業
町内会館の備品購入事業
（2町内会）

事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

・湯ノ里　小作農の碑台座撤去：62千円（88千円）
・元町　掃除機1台：51千円（73千円）
・涌元谷地　倉庫入口シャッター修理：278千円（397千円）
・重内　町内会『100周年』記念事業：174千円（248千円）
・前浜　イルミネーション整備：140千円（200千円）

11
政策調
整課

2.1.9 当初 大気汚染監視業務
発電所の排気を環境協定に定める基準内となって
いるか監視（木古内町、福島町共同事業）

町

役務費：14千円
委託料：4,004千円
その他財源　木古内町：950千円　福島町：950千円
※その他財源1,900千円の内、750千円を給与費に充当

町
・前浜　イス25脚：275千円　イス台車2台：66千円　ストーブ1台：300千円
　コンパネ・たる木：40千円
・涌元　イス20脚：220千円　イス台車5台：248千円　ストーブ1台：300千円

2 総務課 2.1.11 当初 知内町コミュニティ整備事業
知内町コミュニティ整備事業
（5町内会・5事業）

町内会

町 材料費・基礎設置費・ハウス組立費一式

6 総務課 9.1..2 当初 防災ハザードマップ作成委託料

令和2年3月に作成した「洪水ハザードマップ」に、
北海道太平洋津波浸水想定区域を基に作成する
「津波ハザードマップ」を加え「防災ハザードマップ」
を作成する

町
資料収集・整理、課題整理、地図編纂、Ｗeb版の作成、防災講演会の開催、
打合せ協議他

5 総務課

13
政策調
整課

2.1.11 当初 ふるさと納税推進事業
ふるさと納税寄附金に係るふるさと納税専用ポータ
ルサイト等（ふるさとチョイス、楽天、さとふる、ふるな
び、ANA）の運用

町
・需用費：45,000千円・役務費：23,000千円
・委託料：19,500千円・使用料：15,000千円
・教育振興基金積立：23,750千円・ふるさと創生事業基金積立：23,750千円

12
政策調
整課

2.1.6 6月 ふるさと創生事業 交流・視察研修・新規起業・特産品の開発等 町
・担い手確保、事業継承、生産性の向上、新型コロナウイルス感染症、特産品等
の魅力化に向けた支援について現在検討中

町内会 上雷町内会祭典行事用衣装等のコミュニティ活動用備品の整備

町

（社会資本整備交付金） ・報酬：100千円・報償費：50千円・旅費：125千円　・需用費：114千円・緊急安全
措置費：1,000千円　・委託料（空家等計画策定）：2,800千円・利用促進支援事
業費：600千円（300千円×2件）・ﾘﾌｫｰﾑ支援事業費：1,000千円（1,000千円×1
件）・除却支援事業費：3,000千円（不良住宅：600千円×5件）

15
政策調
整課

2.1.11 6月 コミュニティ整備助成事業 上雷町内会祭典行事用備品整備

14
政策調
整課

2.1.11 当初 空家等対策推進事業
空家等の利用促進、リフォーム、除却等支援及び
空家等対策計画の改定

9.1.2 当初 防災倉庫設置工事
防災に備えるための、備品・消耗品を保管するため
新たに設置するもの

町

・非常用電源装置移設工事       4,600千円
・燃料タンク移設工事　　　　　　　1,700千円
・震度計観測装置移設工事　　　2,478千円
・電話主装置移設工事　　　　 　　　480千円

4 総務課 9.1.2 当初 アナログ防災行政無線撤去工事事業
令和２年度まで使用していたアナログ方式防災行
政無線の各施設の機器撤去及び湯ノ里地区にお
ける各戸設置のアンテナの撤去・廃棄事業

町

・湯ノ里地区戸別受信機撤去工事　1,720千円
・各施設（町内会館・消防署・漁組）装置撤去工事　505千円
・屋外拡声設備（受信機）撤去工事　447千円
・庁舎内機器撤去工事　　1,741千円

3 総務課 9.1.2 当初 庁舎内防災対策に係る機器移設事業

洪水ハザードマップでは、役場庁舎は2ｍの浸水区
域にあり、洪水からの被害を回避するため、現在、
庁舎の1階部分にある、非常用電源・燃料タンク・電
話主装置・震度計観測装置等を２階以上に移設

9 総務課 2.1.3 当初 知内町公共施設等総合管理計画再編事業
平成２７年度に策定した公共施設等総合管理計画
をこれまで策定した個別施設計画等の内容を反映
させるなどの見直しを行う。

町

再編内容
基本方針・固定資産台帳の見直し、中長期的な経費の算出・目標設定、総合管
理計画作成など
財源措置として特別交付税措置される予定（事業費の２分の１）

町
非常時に発電機を直接配電盤に接続することで、会館内の照明やコンセントの
一部を発電機で稼働させることができる。
次年度以降、ほかの町内会においても計画的に設置検討

8 総務課 9.1.2 当初 高台避難所ソーラー照明灯設置事業
津波等の災害時に高台へ避難する際の照明とし
て、リチウムイオン電池を標準搭載した15年電池交
換不要の高寿命なソーラー照明灯を設置する

町
ソーラー照明灯（80W）　　1,200千円
設置費　　　　　　　　　　　　 300千円

7 総務課 9.1.2 当初 町内会館電気設備（配電盤）改修工事
現在使用している町内会館の配電盤を、防災対策
として直接発電機に接続できる配電盤への改修を
行う（R3年度前浜町内会設置）

町

・PoEスイッチ増設5台　656千円・無線LANAP設置19台　1,004千円
・無線LANコントローラー1台設置及びライセンス3個　276千円
・公衆無線LAN認証セキュリティ装置　951千円
・導入管理費用　613千円・LAN工事等設置費用　3,806千円
・IT機器更新　1,080千円・保健センターVPN機器　360千円

10
政策調
整課

2.1.1 9月 公衆無線LAN整備事業
庁舎・公民館・保健センターについて公衆無線
LAN環境を整備する。

1



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 1 から （　　　　） （　　　　） （過疎ソフト） （　　　　）

R 5 まで 20,000 20,000 0

R 1 から （地域公共交通確保維持事業補助金） （運賃収入）

R 3 まで 7,783 1,000 240 6,543

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （寄附金）

R 7 まで 1,200 1,000 200

R 3 から （地域づくり総合交付金） （　　　　）

R 3 まで 4,393 1,900 2,493

R 1 から （地方創生推進交付金） （　　　　）

R 5 まで 1,000 750 250

R 3 から （　　　　）

R 3 まで 15,000 15,000 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 258 258

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 495 495

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 175 175

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,140 1,140

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 528 528

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 264 264

R 3 から （　　　　） （海岸漂着物等地域対策推進事業補助金）

R 7 まで 8,000 6,400 1,600

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 22,998 22,998

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 989 989

町
対象者：938名　　出席見込：250名
記念品・歌謡ショー・弁当（持帰り用）

30
生活福
祉課

3.1.3 当初 高齢者の集い事業
町内に居住する75歳以上の高齢者の社会的功績
を讃え、長寿と健康をお祝いする

29
生活福
祉課

4.2.1 当初 塵芥収集委託事業 一般廃棄物収集運搬業務委託 町
人件費：13,108,000円　消耗品：3,431,809円　保険料：551,286円
税金：296,640円　減価償却費：1,866,069円　諸経費：1,653,980円
消費税：2,090,778円　   計： 22,998,000円（端数整理）

町 知内町買い物利便性向上対策特別交付金

町
・旅費：413千円・需用費：650千円・役務費：1,050千円
・委託料：1,900千円・使用料：260千円・負担金補助及び交付金：120千円

政策調
整課

2.1.11 当初 知内町企業版ふるさと納税推進事業
企業版ふるさと納税の推進を図るため、専用サイト
の運営や企業訪問代行を実施するため

20
政策調
整課

2.1.15 当初 知内町移住就労者支援事業
ＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策のた
め、東京圏から地方の中小企業等へ就業した場合
に支援

町

19
政策調
整課

2.1.15 当初 定住・移住に関するプラットホーム事業 知内町の魅力発信や定住・移住フェアの開催

17
政策調
整課

2.1.11 当初 知内版地域公共交通運行事業
予約運行型（デマンド）バスの本格運行
（町内全域運行、各地区週3回1往復）

町

・報償費：150千円・旅費：123千円・需用費：400千円
・役務費：30千円・委託料：6,900千円・使用料:180千円
※国費（地域公共交通確保維持事業補助金）1,000千円
※特別交付税措置有　5,000千円（見込）

16
政策調
整課

2.1.11 当初 買い物利便性向上対策事業
町民の生活利便性の向上を図るため、スーパー
マーケット（コープさっぽろ）店舗の知内町への出
店・営業の促進

町
・寄附額:1,000千円
・委託費:200千円
知内高等学校魅力化に関する事業へ充当

18

負担金補助：1,000千円

町

軽自動車税税令和3年度税制改正対応処理業務一式
158,400円＋消費税15,840円＝174,240円
電子連携することにより、納付完了者については、車検時に納税証明書の提出が不要と
なる。
町としても、納税証明書の発行が不要となる。

22
税務会
計課

2.1.2 当初
口座振替のネットワーク環境を利用した伝送サービ
ス利用事業

北海道銀行での口座振替については、現在ＦＤ（フロッ
ピーディスク）により、引落の依頼を行っているが、令和３
年９月をもってＦＤでの利用が終了することから、ネット
ワーク環境を利用した伝送サービス依頼と変更になるた
め。

町

令和3年度については、6ケ月分となる
利用基本料（初期）55,000円（税込）
利用基本料（月額）33,000×6ケ月=198,000円
従量（ネット回線利用料）11円×400件=4,400円
合計　257,400円

24
税務会
計課

2.2.2 当初
軽自動車税手続の電子化対応システム処理業務
委託事業

①軽自動車税のワンストップサービス（連携データのシス
テム取込）
②システムから納付情報データの出力
車検時の納税証明書の電子連携にかかるシステム改修

23
税務会
計課

2.2.2 当初
住民税令和３年度税制改正対応システム改修処理
業務委託事業

令和３年度税制改正に伴う各種控除額等の見直し
によるシステム改修

町
個人住民税令和3年度税制改正対応処理業務一式
450,000円＋消費税45,000円＝495,000円

町
一式：360,000円　消費税：36,000円　総額：396,000円
データセンター利用料　60,000円（12ヶ月）　消費税：6,000円　総額：66,000円
中継システム保守業務　60,000円（12ヶ月）　消費税：6,000円　総額：66,000円

27
生活福
祉課

2.3.1 当初 戸籍システム副本全件送信事業

新たに戸籍副本データを作成し、戸籍副本管理システ
ムへ送信する（具体的には、ベンダーごとに、別々の文
字コードを利用しているため文字コード変換を行い、戸
籍副本データについては町専用装置に格納する）

町 一式：240,000円　消費税：24,000円　総額：264,000円

26
生活福
祉課

2.3.1 当初 戸籍システム符号取得関連事業

法務省から戸籍基本5情報及び取得番号を受け取り、戸
籍の附票から情報提供用個人識別符号を取得するデー
タを作成、情報提供用個人識別符号を取得する戸籍等
記録者の一覧データを住基ネットに対して送付する

町

家屋評価システム初期サービス一式
700,000円＋消費税＝770,000円
システム利用料
月額28,000円×12ケ月+消費税=369,600円
合計　1,139,600円

25
税務会
計課

2.2.2 当初 固定資産評価システム導入事業
家屋評価におけるより正確かつ公平な課税及び事
務の効率化を図るため、固定資産税の家屋評価シ
ステムの導入

町
回収費用：4,000千円
処分費用：4,000千円（処分場への運搬費含）
補助率：8/10、町負担分の8割特別交付税措置

28
生活福
祉課

4.2.1 6月 海岸漂着物等対策推進事業
町内海岸に漂流・漂着した海洋ゴミの回収と処分に
より、海洋ごみの削減を図り、海洋環境保全に資す
る

21
政策調
整課

2.1.16 当初 新型コロナウイルス感染症対策支援事業
地域産業等の動向を注視しながら新型コロナウイ
ルス感染症対策の推進を図る。

町

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） ①新分野進出・新商品開発等支援事業：5,000千円
②観光促進事業：5,000千円
③地域経済循環事業：5,000千円

2



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 194 194

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 135 135

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,462 1,462

R 2 から （地域づくり総合交付金） （　　　　）

R 3 まで 2,800 500 2,300

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 200 200

R 3 から （　　　　） （　　　　） （ふるさと創生事業基金）

R 5 まで 12,500 12,500 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,400 1,400

R 2 から （乳幼児医療費道補助金） （過疎ソフト） （乳幼児医療費戻入）

R 3 まで 14,797 2,513 6,600 600 5,084

R 2 から （児童手当負担金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 44,145 30,391 6,876 6,878

R 2 から （子ども・子育て支援交付金） （保護者負担金）

R 3 まで 5,696 1,858 1,858 1,900 80

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 100 100

R 2 から （子どものための教育・保育負担金） （保護者負担金）

R 3 まで 75,018 35,314 19,124 1,155 19,425

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 880 880

R 3 から （　　　　） （　　　　） （過疎債） （　　　　）

R 4 まで 669,367 669,300 67

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 20,562 20,562

31
生活福
祉課

3.1.3 当初 シルバースポーツ大会開催事業
町内居住の60歳以上の高齢者及び障がい者の生
きがい作りとして開催する

町

33
生活福
祉課

3.1.3 当初 温泉施設入浴助成事業 高齢者・障がい者へ温泉助成券を配布する 町
4月1日現在で65歳以上の方、身体障がい者手帳（3級以上）・療育手帳（A）の所
有者に対して配布　(＠150円×12枚)

優勝盾・上位3チームへ賞品・賞状・4位以下のチームへ参加賞として商工会商
品券、各競技の参加賞廃止

32
生活福
祉課

3.1.3 当初 高齢者等屋根雪下ろし助成事業
高齢者・障がい者等世帯で屋根の雪下ろしが困難
な世帯に対し、その費用を助成する

町
非課税か均等割のみ課税で65歳以上の高齢者・障がい者・ひとり親家庭を対象
（基準額50,000円×9割×3件）

重度障がい者（3級以上）補助基準額20万×1件
課税世帯は1割自己負担

37
生活福
祉課

3.2.1 当初 子育て支援交付金支給事業 出生児の保護者へ支援金を交付する 町 出生見込み：20名×70,000円

町
R2対象世帯：老人230世帯・障害18世帯・ひとり親16世帯
計264世帯　1世帯＠10,000円
社会福祉協議会への委託事業により事務費80,000円

35
生活福
祉課

3.1.4 当初 身体障がい者等住宅改修費助成事業
重度身体障がい者の方が属する世帯に対し、住宅
改修費の一部を助成する

町

34
生活福
祉課

3.1.3 当初 福祉灯油購入費助成事業
高齢者・障がい者・ひとり親家庭への灯油購入費等
の一部を助成し福祉の向上を図る

町
3歳未満15,000円　3歳から小学生の第1子・2子10,000円　中学生10,000円　特
例給付5,000円
受給世帯186世帯

39
生活福
祉課

3.2.1 当初 児童手当交付事業
0歳から中学生までのすべての児童に対し児童手
当を支給する

38
生活福
祉課

3.2.1 当初 子ども医療費助成事業 子ども医療費助成拡大事業 町 高校生までの医療費を無料化

41
生活福
祉課

3.2.2 当初 一時預かり補助事業
一時預かりを実施している保育園に補助金を支給
する

町
私立保育園の一時預かり保育に要した費用について補助
利用料　4時間以上：1200円　4時間未満：600円

40
生活福
祉課

3.2.2 当初 放課後児童健全育成事業
保護者の就労等により、放課後及び学校休業日に
保育に欠ける児童に対する保育事業

町
R2登録児童数：60名
支援員6名　　報酬5,696千円他

給食費無償化に伴い保育園（所）の3歳児から5歳児の主食費を保育園で用意
し、かかった費用を町が全額補助

町
3歳児から5歳児及び第2子以降無料
保育料を町独自で軽減（国基準の4割～7割）

43
生活福
祉課

3.2.2 当初 保育園給食費助成事業
学校給食無償化に伴う保育園への給食実施費用
の助成

町

42
生活福
祉課

3.2.2 当初 保育園委託事業 知内保育園、広域保育園委託事業

知内町 R3:園舎外669,367千円、R4:園庭23,200千円

45
生活福
祉課

3.2.4 6月

グループホーム建設費の1/4を支援
50,000千円/棟×1/4＝12,500千円

44
生活福
祉課

3.2.4 当初 しりうち認定こども園整備事業 園舎建築、外構整備

しりうち認定こども園備品購入事業 認定子ども園用備品 知内町 机・テーブル、ロッカー、厨房機器、事務用品、発電機、仮設舞台

36
生活福
祉課

3.1.4 6月 社会福祉施設整備支援事業

・社会福祉法人が、障がい者の共同生活施設として設置するグ
ループホーム建設に対する支援事業
・Ｒ３年度に予定されている３棟建設への支援として、年12,500
千円を3カ年継続（計37,500千円）
・Ｒ４～５の支援額（25,000千円）について債務負担行為とする

町

3



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

H 18 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 4,000 4,000

H 18 から （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,365 1,365

H 18 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 980 980

R 2 から （特別調整交付金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 3,142 3,142 0

R 2 から （特定検診補助） （道調交・特定検診補助） （一部負担金）

R 3 まで 5,583 685 685 300 3,913

H 29 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 16,605 4,151 2,075 4,483 5,896

H 18 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 530 132 66 143 189

H 18 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 3,000 750 375 810 1,065

H 26 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 1,169 450 225 214 280

H 30 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 789 311 144 146 188

H 28 から （地域支援事業交付金） （地域支援事業交付金・介護保険基金）

R 3 まで 4,451 1,713 856 1,026 856

R 2 から （地域支援事業交付金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 378 187 94 97

R 2 から （地域づくり総合交付金） （　　　　） (1,307)

R 3 まで 2,098 426 1,672

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （サービス計画収入）

R 3 まで 310 310 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 310 310

46
生活福
祉課

3.1.5 当初
地域支援事業
（外出支援サービス事業）

公共交通機関に代わり、介護を必要とする者に対
し、外出時の移送支援を行う

町 知内町社会福祉協議会へ委託

町
2事業所へ委託
1.知内町社会福祉協議会：500千円
2.知内しおさい園：480千円

49
生活福
祉課

国保
会計
6.2.1

当初 特定健診受診率向上支援等共同事業
全国的に低位にある特定健診受診率の向上に向
け、国保連が業者に委託し、未受診者へハガキ勧
奨等を行うもの

町

48
生活福
祉課

3.1.5 当初 居宅介護支援事業所運営業務委託事業
総合相談(介護に関する悩み・苦情・相談・権利擁
護等)委託

47
生活福
祉課

3.1.5 当初
地域支援事業
（除雪サービス事業）

独居老人世帯等の冬季間に於ける玄関前の通路
等を確保するための除雪支援を行う

町 知内町社会福祉協議会へ委託

51
生活福
祉課

介護
会計

当初 介護予防・生活支援サービス事業

＜訪問型サービス＞従前相当サービス 　２事業所委
託。ヘルパー支援。短期集中（サービスC）　直営。身体
機能の維持向上。　＜通所型サービス＞従前相当サー
ビス　しおさい園委託。デイサービス。　<その他サービス
>生活支援サービス事業（見守り支援事業）

町・社協
しおさい

園

訪問型サービス（短期集中）　25,000円×2回＝50,000円
通所型サービス（短期集中）　25,000円×7回×3クール＝525,000円
需用費　10,000円
見守り支援事業　社会福祉協議会へ委託：2,000千円

事業企画、運営業務費一式：2,400千円
デザイン作成、印刷発送：456千円
消費税：286千円

50
生活福
祉課

国保
会計
6.1.1
6.2.1

当初 特定健康診査等事業
①集団健診②個別健診③クーポン健診④みなし健
診⑤特定保健指導

町
事業費：5,583千円
・特定健診(集団)見込人数…150人
・特定健診(個別)見込人数…250人

54
生活福
祉課

介護
会計

当初 家族介護支援事業
家族介護支援事業（介護用品支給支援事業、介護
慰労金支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業）
成年後見制度事務委託料

社協
社会福祉協議会への委託　実績に応じて支出
　家族介護支援事業　414千円
　成年後見制度事務委託料　755千円

町

脳☆キラっと教室　25,000円×21回＝525,000
転倒予防教室
地区別リハビリ教室
いきいきサロンへの協力
需用費　5,000円

53
生活福
祉課

介護
会計

当初 地域介護予防活動支援事業 いきいきサロン事業業務委託料（13地区実施） 社協

52
生活福
祉課

介護
会計

当初 介護予防普及啓発事業 介護予防教室（運動機能向上、認知症予防）

56
生活福
祉課

介護
会計

当初 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター配置
協議体「知内町生活支援地域支えあい協議会」設
置
ボランティア養成講座

55
生活福
祉課

介護
会計

当初 在宅医療・介護連携推進事業
福島、知内、木古内在宅医療介護連携協議会共
同設置負担金

町 事務局木古内国保病院

58
生活福
祉課

3.1.4 当初 子ども発達支援事業
障がいあるいはその疑いのある児童及び保護者に
対する療育、相談事業

町

対象児　8人（R2）
保育士報酬　1,815千円　ケース連絡・研修等旅費　81千円
教材費　56千円　委託料（おしま地域療育センター）　121千円
備品（教材作成用ラミネート　※故障により）　15千円　北海道通園センター連絡協議会
会費　10千円

57
生活福
祉課

3.1.4 当初 地域活動支援事業
障がい者の社会参加および閉じこもり予防事業（月
3回）

町
臨時職員報酬　257千円
指導者謝金　86千円
需用費（教材費、消耗品）　35千円

検討会・協議会需用費　10千円
セミナー講師謝金　150千円
視察研修等　150千円

町

支援区分認定調査　25件
サービス計画作成　25件
モニタリング　実23件
ケース連絡　15件　に係る旅費・研修受講料等

60
生活福
祉課

3.1.4 当初 産業福祉連携事業
障がい者等が産業分野での活躍を通じて、自信や
生きがいを創出し社会参加を促す取組を推進し、
産業振興の維持・発展および共生社会を目指す

町

59
生活福
祉課

3.1.4 当初 障がい者相談支援事業
障がい者相談支援、サービス等利用計画作成、
サービス調整（障がい者ケアマネジメント）

町
社協

SC報償費 7,120円×2人×95日＝1,352,800

協議体委員報償費　会長　3500円×2回、委員2750円×9人×2回　旅費
21,000円×2回

知内町社会福祉協議会へ委託

4



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 3 から （母子保健衛生費補助金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 513 258 255

R 2 から （妊産婦安心出産支援事業補助金） （　　　　）

R 3 まで 5,148 145 5,003

R 2 から （健康増進事業補助金） （健康づくり財団・受診者負担）

R 3 まで 1,809 1,400 200 209

R 2 から （　　　　） （　　　　） （受診者負担）

R 3 まで 5,567 534 5,033

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 11,076 11,076

R 1 から （感染症予防事業費補助金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 197 75 122

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 7 まで 17,031 17,031

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,538 1,538

H 25 から （経営所得安定対策支払推進事業補助金）

R 3 まで 1,600 1,600 0

H 25 から （国造補助金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 5,261 3,548 1,713

R 1 から （多面交付金） （　　　　） （　　　　）

R 5 まで 16,424 12,224 4,200

H 29 から （　　　　） （　　　　） （過疎ソフト） （　　　　）

R 10 まで 19,097 19,000 97

H 29 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 300 300

H 30 から （次世代人材補助金） （　　　　）

R 4 まで 1,500 1,500 0

R 1 から （　　　　） （　　　　） （受益者負担）

R 12 まで 31,455 7,208 24,247

町

1産後ケア事業（短期入所型）委託料　277,200円　（1日19,800円×7日×2人
分）
2産婦健康診査　150,000円（1回目5,000円×20人　2回目5,000円×10人）
3母子管理台帳および子育てガイドブック作成、母子手帳交付　85,000円

61
生活福
祉課

4.1.2 当初 子育て世代包括支援センター事業

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支
援を行うために、相談対応、支援プランの作成、産
後ケア事業、関係機関との連携等を実施し、孤立
や不安の解消と虐待予防を図る。

町
生活習慣病健診　164千円　（20人）、生活習慣改善講座　213千円、脳検診
1,170千円、結核検診　67千円、肝炎検査　58千円、 エキノコックス症検査　137
千円

64
生活福
祉課

4.1.2 当初 がん検診事業
集団検診、個別検診、クーポン検診（胃がん肺がん
大腸がん検診：40歳50歳60歳）

町

63
生活福
祉課

4.1.2 当初 成人保健事業
生活習慣病健診（国保特定健診以外）、脳検診、
結核検診、肝炎検査、エキノコックス症検査、健康
教育、保健指導

当初 予防接種事業
小児定期予防接種、小児任意予防接種、高齢者
肺炎球菌、インフルエンザ

町

小児定期予防接種　6,008千円
小児任意予防接種　80千円
高齢者肺炎球菌　 1,008千円(新規120人、2回目以降150人）
インフルエンザ　3,980千円

70
産業振
興課

6.1.3 当初 国営造成施設管理体制整備促進事業
知内土地改良区への国営造成施設維持管理費助
成

改良区

69
産業振
興課

6.1.3 当初 経営所得安定対策支払推進事業
知内町農業再生協議会への経営所得安定対策推
進助成

66
生活福
祉課

4.1.2 当初
緊急風しん抗体検査等事業
（成人男性風疹予防接種事業）

風しんの発生及び蔓延の予防のための抗体検査
及び予防接種

町
抗体検査（20人）　120千円
予防接種（6人）　69千円
国保連手数料　＠300×（20+6）＝8千円

町
PC　　　　　　　　　297千円
GISソフトウェア　 429千円
航空写真購入　  812千円

6.1.3 当初 ニラ共同調整包装施設利用助成事業
野菜集出荷貯蔵施設再編による共選料負担軽減
助成

ＪＡ新はこ
だて

ニラ共同調整包装施設年間利用料に対する助成
限度額　19,097千円

補助対象経費の3/4助成

71
産業振
興課

6.1.3 当初 多面的機能支払交付金事業 多面的機能支払地域活動組織への活動助成
農業
組織

多面的地域活動組織への活動助成
事業期間Ｈ31～Ｒ5年　町内7組織
補助率　国50％　道25％　町25％

74
産業振
興課

6.1.3 当初
農業次世代人材投資資金
（旧青年就農給付金）
経営開始型

新規就農者に対する、経営確立支援
（経営開始型（5年以内））

町
給付金額：150万円/年
（2年目以降は、総所得に応じ減額、所得限度額350万円）
給付期間：経営開始後5年間

73
産業振
興課

6.1.3 当初 鳥獣被害防止対策支援事業
電気牧柵等の整備により鳥獣被害防止対策に取り
組む農家への助成

鳥獣被害
対策協議

会

72
産業振
興課

75
産業振
興課

6.1.3 当初 国営土地改良事業償還事業 国営土地改良事業地元負担金の償還 町

・規定償還分　農業用排水（町）　　　8,465 千円
　　　　　　　　　農地造成（町）　　　　 15,781 千円
　　　　　　　　　農地造成（受益者）　   6,538 千円
・繰上償還分　農地造成（受益者）　  　671 千円

67
生活福
祉課

4.1.5 当初 知内診療所医療機器委託等事業
知内診療所開設のため導入する医療機器の保守・
使用料

町

1　保守業務委託料
　  画像読取装置他4件　484,770円/月×12カ月=5,817,240円
2　使用料
　  CT撮影装置他4件　934,340円/月×12カ月=11,212,080円

集団検診　2,060千円
個別検診　3,501千円
クーポン検診
需用費：個別検診受診券用紙　6千円

62
生活福
祉課

4.1.2 当初 母子保健事業
乳幼児各種健診・検査、妊産婦健診等、歯科保
健、不妊不育治療助成、相談・健康教育

町
乳幼児健診　1,933千円、歯科保健　152千円、赤ちゃん相談・食育　36千円、妊
婦健康診査　1,726千円、妊産婦安心出産支援事業　646千円、新生児聴覚検
査費　200千円、不妊不育治療費助成　400千円、子育て相談会55千円

65
生活福
祉課

4.1.2

68
産業振
興課

6.1.1 当初 農地台帳システム更新事業
農地台帳システムに係る地番図、航空写真、ＰＣの
更新

補助率1/2以内　上限額100千円×3名

知内町
農業再生
協議会

事務費1,600千円

5



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 1 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 12 まで 2,200 2,200

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 300 300

R 3 から (206,135) （産地生産基盤パワーアップ事業補助金） （　　　　）

R 4 まで 93,697 93,697 0

R 1 から （農業競争力基盤強化特 別対策事業補助金）

R 5 まで 4,355 1,405 2,950

R 3 から （基幹水利施設管理事業補助金） （　　　　） （戻入金）

R 3 まで 19,516 11,032 221 8,263

H 30 から （未来につなぐ森づくり 推進事業補助金）

R 4 まで 1,256 250 1,006

R 3 から (4,695) （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 3,247 3,247

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 300 300

R 3 から （　　　　） （　　　　） （森林環境譲与税基金）

R 3 まで 3,390 3,390 0

R 1 から （　　　　） （　　　　） （森林環境譲与税基金）

R 10 まで 2,000 2,000 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （森林環境譲与税基金）

R 3 まで 4,000 4,000 0

R 3 から （造林事業費補助金） （公有林債） （売払収入）

R 3 まで 29,547 12,065 6,900 10,000 582

R 3 から （合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策等事業）

R 3 まで 6,000 6,000 0

R 3 から （合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策等事業）

R 3 まで 33,600 33,600 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,500 1,500 0

町

町 除伐Ⅰ：5.00ha90
産業振
興課

6.2.4 9月 水源林造成事業
水源林における森林整備
（町有林）

87
産業振
興課

6.2.3 当初 町有林整備事業 間伐等の森林整備及び林道等の維持管理

88

77
産業振
興課

6.1.3 9月 施設園芸（ハウス）栽培拡大事業助成
新規就農者・新規参入者のハウス導入に対する助
成事業

生産組合

76
産業振
興課

6.1.3 当初 農地造成地支援対策事業 農地造成地に対する営農支援・賃貸借料支援

80
産業振
興課

6.1.7 当初 知内ダム管理事業 知内ダム施設の維持管理委託費等 町

知内ダム管理に係る経費
補助対象経費の63％助成
　国　33％
　道　30％

ハウス4棟×750千円×補助率10％

79
産業振
興課

6.1.4 当初
農業競争力基盤強化特別対策事業
（第３元町地区）

道営第３元町地区農業用水整備事業に係る農家
負担軽減助成
用水路L=750m
暗きょ整備A=10ha

町
用水整備補助率4％（内道補助0.75％）
暗渠整備補助率6.5％（内道補助3.25％）

78
産業振
興課

6.1.3 9月 産地生産基盤パワーアップ事業
ニラの生産増加と省力化を図るため、省力化ハウス
の導入とニラそぐり機導入に対する助成

ニラ生産
組合

補助率50％
生産支援事業
　省力化ハウス　87棟
　ニラそぐり機　12台

85
産業振
興課

産業振
興課

一般民有林の森林整備意向調査、境界確認

83
産業振
興課

6.2.2 9月 知内町ハンター資格取得等助成事業 狩猟免許及び猟銃の取得等に要する費用助成 町 上限300千円/名

町
国庫補助残に対する町上乗せ補助
植栽2ha、間伐20ha、下刈り8ha、枝打ち1ha

82
産業振
興課

6.2.2 当初 鳥獣害被害総合防止対策事業
実施隊による有害鳥獣の駆除
被害防止のための緩衝帯整備
捕獲活動経費補助

町
協議会

81
産業振
興課

6.2.2 当初 知内町森林整備対策事業 植栽、枝打ち、間伐等への補助

所有者調査　20名
現地調査　48林小班

町有林の施業のため、林業専用道を新設

89
産業振
興課

6.2.3 6月 林業専用道成田の沢線開設工事 町有林の施業のため、林業専用道を新設 町
延長　　　　　　1,200ｍ
対象森林面積　  84.77ha

町
延長　　　　　　1,200ｍ
対象森林面積　  84.77ha

捕獲奨励金
ﾀﾇｷ4,000円、ｷﾂﾈ6,000円、ｴｿﾞｼｶ17,000円、ﾋｸﾞﾏ53,000円
出動謝金
ｷﾂﾈ3,000円、ﾋｸﾞﾏ5,000円、箱わな見回り5,000円
ヒグマ出没箇所等の刈り払い　協議会に対して国庫補助　1,448千円

町

農地造成地利用振興に対する助成
　賃貸借料支援助成　1,000円～2,000円/10a
　営農支援助成　1,000円/10a
　対象面積139.17ha

町 間伐等10ha86
産業振
興課

6.2.2 当初 私有林整備事業 国庫補助対象外となる、間伐、枝打ち等への補助

町
皆伐等3.40ha、間伐等13.36ha
植栽3.23ha、下刈り33.23ha

6.2.6 当初
(新たな森林管理システム事業)
森林現況基礎資料作成事業

(新たな森林管理システム事業)
森林現況基礎資料作成事業

林内路網を網羅した、山間部の地番図を整理する
ことにより、意向調査を的確に行い、効率的に森林
整備を推進

町
森林現況基礎資料作成委託　2,578千円
航空写真更新　　　                  812千円

84
産業振
興課

6.2.2 当初

6.2.3 当初 林業専用道成田の沢線設計委託

6



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

H 8 から (1,803) （　　　　） （　　　　） （農林漁業振興基金）

R 7 まで 1,252 1,252 0

R 2 から (245) （　　　　） （　　　　） （農林漁業振興基金）

R 5 まで 122 122 0

R 3 から (4,090) （　　　　） （　　　　）

R 7 まで 891 0 891

R 1 から (2,805) （　　　　） （　　　　） （農林漁業振興基金）

R 3 まで 1,275 1,275 0

R 1 から (760) （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 350 350

H 31 から (1,295) （　　　　） （　　　　） （農林漁業振興基金）

R 3 まで 588 588 0

H 29 から (10,000) （　　　　） （　　　　） （過疎債） （　　　　）

R 5 まで 1,333 1,300 33

H 29 から (14,419) （地域づくり総合交付金） （農林漁業振興基金）

R 3 まで 10,443 6,500 3,943 0

R 3 から (6,050) （　　　　） （　　　　） （農林漁業振興基金）

R 5 まで 4,400 4,400 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 6,616 6,616

R 3 から (430) （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 350 350

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 300 300

R 1 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 300 300

R 3 から （電源立地地域対策交付金） （　　　　）

R 3 まで 3,000 3,000 0

R 3 から （電源立地地域対策交付金） （　　　　）

R 3 まで 1,300 1,300 0

95
産業振
興課

6.3.2 当初

92
産業振
興課

6.3.2 当初 漁場管理事業 密漁監視棟投光器電気料 漁協
投光器の電気使用料補助。
　年間244,380円×50%＝122千円

91
産業振
興課

6.3.2 当初 資源培養管理型漁業試験事業
ナマコ試験礁効果調査・中間育成
ウニ品質向上試験（本養殖）

漁協

ナマコ礁効果調査75千円（税抜）、ナマコ中間育成150千円（税抜）
　　　225千円×50%＝112千円
ウニ本養殖1,425千円（税抜）
　　　1,425千円×80%＝1,140千円

水産物消費拡大推進事業 大漁まつりの開催 漁協
イベント開催に係るチラシ作成・配布、安全対策等
経費759千円×50%＝377千円
　　　　　　　　　　　    ≒350千円（上限）

藻場保全：2,243千円（国70%：1,570千円、道15%：336千円、町15%：336千円）
海洋汚染：1,847千円（国70%：1,292千円、町30%：555千円）

94
産業振
興課

6.3.2 当初 沿岸資源増大対策事業
エゾアワビ人工種苗　30千個
ナマコ人工種苗　　　25千個
放流海域：小谷石地先

漁協
エゾアワビ＠60円×30,000個＝1,800千円（税抜）
マナマコ＠30円×25,000個＝750千円（税抜）
　（1,800千円+750千円）×50%＝1,275千円

93
産業振
興課

6.3.2 当初 水産多面的機能発揮対策事業
藻場の保全(モニタリング、岩盤清掃、ウニ密度管
理、海藻の種苗投入、母藻の設置)
海洋汚染（漂流・漂着堆積物処理）

協議会

国費＝事業費×60%　（6,000千円）
道費＝事業費－国費（－町費）　（2,667千円）
町費＝道費×1/3　（1,333千円）

98
産業振
興課

6.3.2 9月 新技術強化型係留環設置事業 係留環設置（養殖施設40基） 漁協
養殖係留施設の改修
13,144,300円（税抜）×50%（道）≒6,500千円
13,144,400円（税抜）×30%（町）≒3,943千円

漁協

ホタテ貝稚貝＠300円/袋×2,300袋＝690千円
運搬・梱包等487千円
　690千円+487千円=1,177千円（税抜）
　1,177千円×50%=588千円

97
産業振
興課

6.3.2 9月
水産生産基盤整備事業負担金
（中の川地区）

中ノ川漁港　-3.0ｍ岸壁　L=117.0m
実施設計

北海道

96
産業振
興課

6.3.2 当初 ホタテ養殖業緊急支援事業 ホタテ種苗　500万個

商工会
■経営改善普及事業職員設置費4,434千円
■経営改善普及事業費1,266千円
■地域振興事業916千円

101
産業振
興課

7.1.2 当初 春のカキまつり助成事業 春のカキまつり実行委員会への助成
実行

委員会

100
産業振
興課

7.1.2 当初 商工振興指導助成事業 知内商工会振興指導事業助成

99
産業振
興課

6.3.2 当初 ウニ養殖籠新技術軽労化対策事業

　町内のウニ中間育成事業を支える高齢漁業者の
労力軽減による持続可能な漁業の推進
　ウニ篭の付着生物洗浄作業の軽減のため、特殊
繊維及び塗料を用いたウニ篭への更新

漁協
ウニ篭＠55,000円×100籠＝5,500千円（税抜）
　5,500千円×80%=4,400千円

103
産業振
興課

7.1.2 当初 外国人技能実習生受入助成事業
外国人技能実習生受入に係る初期費用を助成
・技能実習1号　4分の1以内/人　上限100千円/人
・1事業者につき3名まで

町 100千円×3名分

第3回春のカキまつり実行委員会への助成

102
産業振
興課

7.1.2 当初 特産品販売促進協議会助成事業 特産品販売促進協議会への助成 協議会 スタンプラリーへの協賛、特産品のＰＲ、各イベント用備品の製作

第24回カキvsニラまつり実行委員会への助成

実行
委員会

第36回サマーカーニバル実行委員会への助成
花火大会、ステージイベントほか

105
産業振
興課

7.1.2 6月 カキvsニラまつり助成事業 カキVSニラまつり実行委員会への助成
実行

委員会

104
産業振
興課

7.1.2 6月 サマーカーニバルin知内助成事業 サマーカーニバルin知内実行委員会への助成

7



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 260 260

H 30 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 4 まで 1,400 1,400

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （入湯税）

R 3 まで 9,781 1,796 7,985

R 1 から （　　　　） （　　　　） （市町村振興協会助成金）

R 3 まで 1,110 500 610

R 1 から （　　　　） （　　　　） （ものづくり産業基金、家賃収入）

R 6 まで 12,478 12,478 0

H 29 から （循環型社会形成推進交付金） （　　　　） （　　　　）

R 4 まで 5,400 646 4,754

R 2 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 2 まで 4,600 4,600

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 700 700

R 3 から （　　　　） （地方道整備事業債）

R 3 まで 3,500 1,300 2,200

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公適債） （　　　　）

R 3 まで 4,000 3,600 400

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公適債） （　　　　）

R 3 まで 33,000 29,700 3,300

H 29 から （道路メンテナンス補助金） （過疎債） （　　　　）

R 4 まで 50,199 30,800 19,200 199

R 1 から （道路メンテナンス補助金） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 10,500 6,468 4,032

R 3 から （道路メンテナンス補助金） （　　　　） （　　　　）

R 6 まで 23,000 22,197 803

R 3 から （道路メンテナンス補助金） （過疎債） （　　　　）

R 3 まで 16,000 9,856 6,100 44

115
建設水
道課

8.2.2 当初 町道元町線外舗装補修調査設計 舗装長寿命化計画に伴う舗装補修調査設計 町

事業費
　調査設計費 C= 4,000千円
　　・元町線　延長L=250m 幅員W=7.50m　C=2,000千円
　　・知内駅停車場線　延長L=240m 幅員W=7.50m　C=2,000千円

■維持管理負担金（各種点検・検査）3,600千円
■各種設備修繕費2,900千円
■水質検査880千円
■配管等洗浄業務2,401千円

法人 会議費、プロモーション費、観光メニュー（トマト収穫体験）、情報発信等107
産業振
興課

7.1.3 当初
しりうち観光推進機構運営事業
（日本版ＤＭＯ法人運営）

H30.4月設立の日本版ＤＭＯ候補法人「一般社団
法人しりうち観光推進機構」に対する事務費・事業
費などの運営費の助成

106
産業振
興課

7.1.3 当初 観光協会活動助成事業 知内観光協会活動事業助成
観光
協会

矢越わくわく体験まつり、観光施設維持費など

・負担金補助及び交付金　10,150千円
　青年就業給付金事業（経営開始型）：（1,500千円×2件）
　就業交付金事業（職員雇用型）：（750千円×4件、1,500千円×2件）
　移住支援事業（住宅取得型）：（300千円×1件、400千円×1件、　450千円×1件）
・積立金　2,328千円

町
・報酬費：150千円（担い手対策事業企業向けセミナー講師謝金）
・負担金：750千円（産業担い手対策活動助成金）
・事務費：210千円

110
産業振
興課

6.4.1 当初 ものづくり産業支援事業 ものづくり産業振興条例に基づく補助金等 町

109
産業振
興課

112
建設水
道課

8.2.2 当初 町道各路線舗装補修工事 町道の経年劣化に伴う舗装の部分補修 町 アスファルト合材50t  C=4,600千円

111
建設水
道課

8.1.2 当初 浄化槽設置整備事業
公共下水道及び農業集落排水
整備区域外世帯への浄化槽設置費補助

町

助成額
5人槽　3基×1,000千円＝3,000千円　7人槽　2基×1,200千円＝2,400千円
国費補助額
5人槽　3基×352千円×1/3＝352千円　7人槽　2基×441千円×1/3＝294千円

6.5.1 当初 地域産業担い手対策事業 各産業における担い手確保に向けた取組

108
産業振
興課

7.1.6 当初 こもれび温泉設備管理事業
源泉ポンプ、ろ過機・熱交換器、ヒートポンプ等に
係る保守点検委託料、各種修繕等

指定
管理者

町

橋梁長寿命化計画に則り、
工事費：C=50,000千円
第1径間～第4径間の補修
　・上部工（断面補修、ひび割れ補修、含侵材塗布A=440m2）
　・支承工（モルタル補修N=13箇所）

118
建設水
道課

8.2.3 当初 橋梁点検委託事業 法定点検（5年に1度） 町

117
建設水
道課

8.2.3 6月 向上雷橋補修工事 橋梁長寿命化事業に伴う橋梁補修

橋梁長寿命化計画に則り
橋梁点検　N=23橋

町
既設橋と新橋の車道幅員増分（W=5.0m→5.5m）を負担率として事業費割
　道路費（町）　　　： 9.09%
　河川費（北海道）：91.91%

120
建設水
道課

8.2.3 6月

町
区域変更・道路整備による修正
（出石5号線、きらく7号線、渡島知内2号線）
R元年度までは毎年実施。2年度は道路異動がないため予算計上せず

114
建設水
道課

8.2.2 当初 町道きらく線外補修工事
・町道排水施設の経年劣化に伴う排水補修
・砂利道の整備

町

■排水補修
　・きらく線(GU-5) 　延長 L=20m ：C=1,500千円
　・元町谷地線(GU-3)　 延長L=  4m ：C= 500千円
■砂利道補修
　・前浜谷地線　延長L=47.0m、幅員W=4.0m ：C＝1,500千円

113
建設水
道課

8.2.2 当初 道路台帳異動処理委託 道路台帳の異動処理

股瀬第２号橋補修工事 橋梁長寿命化事業に伴う橋梁補修

119
建設水
道課

8.2.3 6月 サンナス橋架替事業 中の川河川改修事業に伴う橋梁架替の詳細設計

116
建設水
道課

8.2.2 6月 町道元町線外舗装補修工事 舗装長寿命化計画に伴う舗装補修 町

事業費
　工　事　費　 C=33,000千円
　　・元町線　延長L=250m 幅員W=7.50m　C=17,000千円
　　・知内駅停車場線　延長L=240m 幅員W=7.50m　C=16,000千円

町
補修調査設計C=4,000千円
工事費：12,000千円
（伸縮装置交換 N=2箇所、橋面防水）

8



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 2 から （　　　　） （緊急浚渫推進事業債）

R 3 まで 8,000 8,000 0

R 2 から （　　　　） （緊急浚渫推進事業債）

R 3 まで 25,000 25,000 0

R 3 から （　　　　） （緊急浚渫推進事業債）

R 5 まで 6,500 6,500 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 950 950 0

R 3 から （社会資本整備総合交付金） （公住債） （　　　　）

R 3 まで 50,000 22,500 27,500 0

R 3 から （社会資本整備総合交付金） （公住債） （住宅料）

R 3 まで 36,000 13,500 16,500 6,000 0

R 3 から （社会資本整備総合交付金） （公住債） （住宅料）

R 3 まで 62,000 20,250 24,700 17,050 0

R 2 から （　　　　） （公営企業適用債）

R 4 まで 6,600 6,600 0

R 3 から （社会資本整備総合交付金） （下水道事業債）

R 3 まで 6,200 3,100 3,100 0

R 2 から （　　　　） （公営企業適用債）

R 4 まで 3,850 3,850 0

R 3 から （農山漁村地域整備交付金） （下水道事業債）

R 3 まで 50,800 25,400 25,400 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 8,800 8,800

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 3,400 3,400

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 2,020 2,020

R 3 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 350 350 0

121
建設水
道課

8.3.1 当初 準用河川外記川河道掘削工事
河川堆積土砂等除去計画に基づく河道内の土砂
等の掘削

町 河川堆積土砂等除去計画に則り、延長L=173ｍを掘削

128
建設水
道課

下水道
会計

（1.1.1）
当初 公共下水道事業公営企業法適用化事業

公共下水道事業の法適用化に向けた固定資産調
査

町 固定資産調査・評価及び固定資産一覧表の作成

122
建設水
道課

8.3.1 当初 準用河川山栗川河道掘削工事
河川堆積土砂等除去計画に基づく河道内の土砂
等の掘削

町 河川堆積土砂等除去計画に則り、延長L=670ｍを掘削

町
内部改修工事 1棟１２戸
ユニットバス化、給排水管改修工事、地下埋設タンク改修工事、内装改修工事,
電気設備工事

126
建設水
道課

8.4.1 当初 湯の里団地C棟改修工事

公営住宅長寿命化計画に基づく事業
外壁塗装工事
屋上防水工事
共用廊下塗装工事

町
堆積土砂調査　C=6,500千円
R4年度工事予定

125
建設水
道課

8.4.1

134
学校教
育課

10.1.2 当初 インクルーシブ教育事業
障害の有無に関わらず共に教育を受けられるように
配慮、就学相談、就労相談等を実施

町

130
建設水
道課

農集排
会計

（1.1.2）
当初 農業集落排水事業公営企業法法適用化事業

農業集落排水事業の法適用化に向けた固定資産
調査

当初 湯の里地区農集排管渠補修工事その１ 道道の農集排水管渠埋設による陥没の補修 町
舗装補修Ｌ＝38ｍ
管渠補修Ｌ＝38ｍ

133
建設水
道課

135
学校教
育課

10.1.2 当初 小中学生資格取得検定助成事業
小中学生による英語検定・漢字検定の資格検定に
係る検定料を助成

町 英語検定・漢字検定5級以上検定料助成

合理的配慮協力員配置1名
報酬：1,848千円、通勤手当：140千円、旅費：32千円

公営住宅長寿命化計画に基づく事業
外壁塗装工事
屋上防水工事

町
外壁既存塗装全面剥離、下地処理、透湿弾性塗装　1,600㎡
屋上防水絶縁処理、アスファルト防水　920㎡
バルコニー塗膜防水、コーキング打替

123
建設水
道課

8.3.1 当初 準用河川新重内川河道掘削調査委託
河川堆積土砂等除去計画に基づく河道内の土砂
等の掘削に伴う堆積土砂調査

124
建設水
道課

2.1.3 当初 庁舎車庫シャッター更新工事 町
庁舎1階車庫シャッター更新
手動軽量シャッター　18㎡×1ヶ所

R1.2に策定したストックマネジメント計画による、下水道施設の持続的な機能確
保の実施

131
建設水
道課

農集排
会計

（1.1.2）
当初 湯の里クリーンセンター電気設備更新工事委託

農業集落排水施設調査診断に基づく設備更新工
事

町
R1に策定した農業集落排水施設調査診断（更新計画）による、農集排施設の機
能強化工事の実施

129
建設水
道課

下水道
会計

（1.1.1）
当初

知内町クリーンセンター外改築更新実施設計業務
委託

ストックマネジメント計画に基づく施設改修・設備更
新の実施設計業務

町 固定資産調査・評価及び固定資産一覧表の作成

シャッター本体、レール部分に腐食が多くみられ開
閉時に大きな異音がし、修理・交換部品も製造され
ていないので、電動シャッターから手動軽量シャッ
ターに更新する

農集排
会計

（1.1.2）
当初 湯の里地区農集排管渠補修工事その２ 町道ツラツラ線の農集排水管渠破損による補修 町

舗装補修Ｌ＝50.5ｍ
管渠補修Ｌ＝8.0ｍ

132
建設水
道課

農集排
会計

（1.1.2）

当初 あけぼの団地C棟改修工事

町

外壁既存塗装全面剥離、下地処理、透湿弾性塗装　730㎡ 内部塗装
外壁ブロック塗膜防水300㎡
屋上防水絶縁処理、アスファルト防水　660㎡
バルコニー塗膜防水、コーキング打替

127
建設水
道課

8.4.1 当初 スミレ団地A棟内部改修工事
公営住宅長寿命化計画に基づく事業
内部改修工事

町

9



令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 3 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 2,700 2,700 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 5,680 5,680 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （教職員給食費戻入）

R 3 まで 16,954 3,573 13,381

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 18,484 18,484

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 2,060 2,060

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 2,700 2,700 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 3,000 3,000 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,950 1,950

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,000 1,000

R 2 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 14,400 14,400 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 812 812 0

R 2 から (21,720) （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 9,880 9,880 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （個人負担金・教育振興基金）

R 3 まで 500 500 0

R 2 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 1,512 1,512 0

R 3 から （放課後子ども教室推進事業補助金） （　　　　）

R 3 まで 1,283 854 429

136
学校教
育課

10.1.2 当初 知内高等学校生海外留学支援事業
知内高等学校生の海外短期留学に係る費用の助
成

町 知内高等学校生の海外短期留学に係る費用の助成（3名分）

幼稚園・小学校・中学校の児童・生徒に対する給食食材費当初138
学校教
育課

10.1.3 学校給食支援事業
幼稚園、小・中学校の給食無償化に伴う給食実施
費用

町

137
学校教
育課

10.1.2 当初 ＡＬＴ派遣事業 英語指導助手（ＡＬＴ）の増員

146
知内高

校
10.4.1 当初 知内高校各種検定料助成事業 各種検定・模試の受験料を助成 町

受験者　各種検定受検数：200人   500千円
　　　　　 各種模試受検数：120人　 312千円
高校レベル程度の検定等に対し助成
※年度内1回のみ補助：同一検定（級）
各種模擬試験受検に対し補助

知内高
校

10.4.1 当初 知内高校バス通学生徒交通費助成事業 通学定期運賃助成 町

知内町 新型コロナウイルス感染症予防対策による、室内換気機能向上のための改修。142
学校教
育課

10.3.1 6月 中学校体育館排煙窓改修工事 排煙窓改修による換気対策

149
知内高

校
10.4.1 当初 知内高校下宿費助成事業 知内高校生徒の民間下宿費用の助成 町

148
知内高

校
10.4.1 当初 知内高校インターネット学習講座事業

国公立・難関私立大学対策講座、公務員対策講座
等幅広く対応した様々な情報端末から利用できる
学習講座の利用料の一部助成

147
知内高

校
10.4.1 当初 知内高校海外見学旅行助成事業 高校生の海外見学旅行に係る費用の一部助成 町

生徒の積立金額(国内旅行相当額)と旅行業者見積額との差額を助成
旅行先：シンガポール
生徒74名、引率教員6名
事業費：21,720千円（内助成金9，880千円）

知内高校生徒の民間下宿費用の助成
助成対象者：3名
交流センター利用料相当額を超えた額を助成
（90千円/月-48千円/月）×12月×3人＝1,512千円

150
社会教
育課

10.6.1 放課後子供教室推進事業 放課後の子どもの安全安心な活動拠点の確保 町
・報償費   1,111千円
・需用費   150千円
・役務費   22千円

当初

145
通学定期運賃助成（上限3万5千円）※新幹線も可
計64名（町内10人、木古内町18人、福島町23人、松前町6人、函館・北斗市等7
人）

町
小学校の英語教科化・授業時数の増加による英語教育の充実。民間派遣による
ＡＬＴの増員（単年度更新）

知内町

139
学校教
育課

10.2.1
10.5.1

当初 特別支援教育支援事業
発達障害を含む障がいのある児童・生徒に対する
日常生活の介助及び学習活動上のサポートを行う
ための支援員を配置

町 幼稚園（2名）・小学校（8名）・高等学校（1名）に特別支援協力支援員を配置。

10.5.1 9月 知内幼稚園閉園式等記念事業
閉園式
記念誌発行

知内町 閉園式典の開催、記念誌発行

知内町
経年（31年・走行距離10万キロ超）による故障（オイル漏れ・刈り取り部の摩耗等）
が多いため更新（知内中学校・知内高等学校兼用）

143
学校教
育課

10.3.1 当初 中学校芝刈り機更新事業 老朽化した芝刈り機の更新

教師用指導書・教授資材として、ICT機器を活用し、デジタル教科書（社会・理
科）、DVDなど活用頻度の多い教科の導入を進めていく

141
学校教
育課

10.3.1 当初 中学校パソコン教室クーラー改修工事
新型コロナウイルス感染症対策によるクーラーの改
修

知内町
平成8年校舎建設時設置のクーラーが20年以上経過し故障も多いことから更
新。機器の熱による室内の気温上昇対応の他、新型コロナウイルス感染症対策
によるクーラーの改修。

140
学校教
育課

10.3.1 当初
令和3年度中学校教師用指導書・教授資料物品購
事業

5年に1度、中学校の教科書が改訂となることに伴
い、改訂初年度となる令和3年度に教師用指導書・
教授用物品が必要となるもの

144
学校教
育課

町
ＷＥＢ学習サービス「スタディアプリ」を活用
利用料金（1人/年） 10,000円×50人＝500,000円
※個人負担金 　2千円×50人＝100千円を歳入で受入れ
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令和３年度　予定事業調
・上段（　）数値は、事業主体の実事業費を記載
・下段数値は上段（　）数値の内、一般会計予算分を記載

単位：千円

国費 道費 起債 その他 一般財源

事業年度 R3事業費

財源内訳

事業費の内訳、積算根拠等
事業
No.

担当係
予算
科目

予算
措置

事業名 事業内容の説明
事業
主体

R 3 から （　　　　） （　　　　） （教育振興基金）

R 3 まで 9,859 9,859 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （電源施設維持基金）

R 3 まで 1,200 1,200 0

R 3 から （地域づくり総合交付金） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 46,800 23,400 23,400 0

H 29 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 7 まで 2,000 2,000

R 3 から （　　　　） （　　　　） （公共施設等整備基金）

R 3 まで 4,700 4,700 0

R 3 から （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

R 3 まで 1,500 1,500

R 3 から （　　　　） （　　　　） （過疎債） （　　　　）

R 3 まで 4,290 4,200 90

R3事業費 財源内訳

国費 道費 起債 その他 一般財源

当初 156,347 105,764 847,800 313,435 271,753

6月 96,453 10,700 55,000 47,900 26,508

9月 5,830 100,197 4,200 5,443 1,649

合計 258,630 216,661 907,000 366,778 299,910 ※特別会計分は除く

10.6.1 当初 文化スポーツ振興助成事業
文化・スポーツにおいて優秀な成績を修めた個人
及び団体に対する大会参加費等の助成

町
・助成金　　　　　　　8,000千円
・バス運転委託料　1,859千円（単価確定後積算）

151
社会教
育課

町 ・講堂スチールドア更新　1箇所

154
社会教
育課

10.7.1 当初 文化スポーツ合宿誘致補助事業
文化スポーツ合宿利用者への宿泊費一部助成
(合宿誘致による交流人口の拡大を目指す)

町

152
社会教
育課

10.6.2 中央公民館講堂鋼製建具改修工事
講堂鋼製建具の腐食が進み改修が必要な状況と
なっていることから、スチールドアの交換で施設の
長寿命化を図る

当初

1,695,099

236,561

当初 スキー場連絡橋点検業務委託事業
5年に一度、スキー場にかかる連絡橋の点検業務を
行う。

155
社会教
育課

10.7.1 当初 スポーツセンタートレーニング室屋根修繕事業
雨漏りの続くトレーニング室屋根のガラスを全て鉄
板に入れ替え、雨漏りを防ぐとともに、断熱効果を
高める

町

・仮設工事（足場、各種養生、運搬）
・金属工事（60か所：パネル塞ぎ、コーキング、断熱充填）
・ガラス等落下による事故を防ぎ利用者の安全を図るとともに、雨漏りを防ぎ、断
熱効果を高める

町

照明器具LED化工事
蛍光灯照明器具　268台　ダウンライト　172台
非常用照明器具　59台　　誘導灯　24台　スポットライト48台
受電設備改修工事

153
社会教
育課

10.6.2 当初 中央公民館照明器具LED化工事
知内町地球温暖化対策実行計画に基づく事業
照明器具LED化
受電設備改修工事

・文化スポーツ合宿利用者への宿泊費一部助成
・2泊3日、5名以上の団体へ助成を行う
・延800人×2,500円＝2,000,000円

117,319

2,048,979

町
・歩道橋１橋点検
・利用者の安全を図る他、国道への落下等事故を防ぐ

157 消防 9.1.1 当初 消火栓更新工事 経年劣化による消火栓の更新
渡島西部
広域事務

組合

涌元谷地　2基
きらく　1基

156
社会教
育課

10.7.1
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