
使途
区分

事　業　名 事　業　概　要 担当課係 充当額

① まちづくり活動事業支援補助金
町民が自発的に取り組むまちづくり活動を支
援（H29は３団体が活用）

企画課振興係 716,000

①
えりも海と山の幸フェスティバ
ル補助金

イベント開催費用の補助
（来場者数9,200人）

産業振興課農産係 1,000,000

① うに祭り補助金
えりもうに祭り開催費用の助成
（来場者数6,000人）

産業振興課水産係 400,000

① 漁業後継者育成対策事業補助金
道立漁業研修所の受講料や資格取得経費等を
補助（H29は１名が活用）

産業振興課水産係 300,000

① ヒトデ等駆除事業
漁業の有害生物であるヒトデ等の駆除し、漁
獲の向上及び資源の安定化

産業振興課水産係 101,000

① 地先漁場造成事業
生産性の低い天然漁場に玉石の投入により、
「ふのり」の着生面が拡大され漁業生産量の
増大を図る。

産業振興課水産係 165,000

① 鮮魚荷受けタンク補助金
荷受タンクの購入に要する費用の一部を補
助。平成28年度と平成29年度の各年度の50基
ずつを購入し、計100基を増設

産業振興課水産係 1,125,000

① ヘリコプター遊覧飛行事業
豊似湖ヘリコプター遊覧飛行事業
（H29は140名が搭乗）

産業振興課商工観光係 4,099,000

①
劇場映画脚本（第一稿）制作事
業

浦河町、様似町、広尾町と当町の4町でえりも
岬の緑化事業を題材とした劇場映画の脚本
（第一稿）を制作

産業振興課商工観光係 3,390,000

① 石碑修繕 森進一「襟裳岬」の歌碑を修繕 産業振興課商工観光係 810,000

① 庶野さくら公園管理経費 庶野さくら公園の維持管理経費 産業振興課商工観光係 378,000

①
本町商店街クリスマスツリー購
入補助金

本町商店街のクリスマス賑わい創出事業とし
て、クリスマスツリーの購入に係る補助

産業振興課商工観光係 571,000

② 中央保育所備品購入 食器洗浄機、折畳みプール等を購入 町民生活課社会係 1,477,000

②
岬保育所モルタル補修・備品購
入

ベランダのモルタル修繕、トイレ電気暖房機
購入

町民生活課社会係 350,000

② 庶野保育所備品購入 玩具類購入 町民生活課社会係 175,000

② 中央保育所遊具修繕一式 腐食したコンビネーション遊具の修繕 町民生活課社会係 1,247,000

②
すこやか赤ちゃん誕生祝金支給
事業

子育て支援の一環として、第1子誕生につき3
万円の現金又は商品券を、第2子以降の誕生
は、さらに2万円の商品券を交付し家計の負担
の軽減

町民生活課社会係 1,821,000

② 小児任意予防接種助成事業
小児の感染症予防として、ワクチン接種費用
の一部を助成（ロタ・おたふくかぜ）

保健福祉課保健予防係 13,000

② 大人の風疹予防接種事業
先天性風しん症候群の予防のため、ワクチン
接種費用の一部を助成（おとな）

保健福祉課保健予防係 39,000

② 妊婦交通費助成金
妊産婦検診及び出産に伴う受診の交通費を助
成

保健福祉課保健予防係 449,000

② 子ども歯科保健対策事業費
１歳から未就学児を対象に春と秋に歯科検診
を実施（延べ319名が受診)

保健福祉課保健予防係 773,000

② 産前・産後サポート対策事業
健康を促進及び交流の場を提供するため、マ
マヨガを４回開催（親子延べ35名が参加）

保健福祉課保健予防係 282,000

② 障がい福祉サービス交通費扶助
障がい福祉サービス事業所への通所に係る交
通費を助成

保健福祉課障害福祉係 332,000

② 診療所患者送迎事業 ＪＲえりも駅までの通院患者送迎 診療所総務係 420,000

② 庶野保育所テラス修繕 腐食したテラスの鉄柵を修繕 町民生活課社会係 553,000

② 岬保育所駐車場整備事業 不陸であった駐車場の整地 町民生活課社会係 309,000

② 中央保育所屋根塗装工事 中央保育所の屋根を塗装 町民生活課社会係 4,600,000

② 庶野放課後児童クラブ開設
庶野小学校の余裕教室を放課後児童クラブと
して平成30年度からの開設に向けて改修工事
及び備品購入

教育支援課社会教育係 2,430,000

（ 単位：円 ）　　　
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③ 公共交通確保対策事業補助金
高齢者など買い物難民の移動手段確保（町内
ハイヤーの維持）

企画課振興係 3,000,000

③ 防災行政無線屋外子局更新 防災行政無線屋外子局１基更新 企画課防災係 3,974,000

③ ＡＥＤ購入
各施設へ（風の館・町民体育館・福祉セン
ター・郷土資料館・えりも高等学校）ＡＥＤ
の更新

総務課庶務係 1,080,000

③ 公営住宅外壁塗装 年次計画により公営住宅の外壁を塗装 建設水道課建築管財係 5,250,000

③ 複合施設整備基金積立金
複合施設の整備に要する財源を準備するた
め、基金を積み立てます。

企画課振興係 100,000,000

④ 私立幼稚園運営費補助金 光の園幼稚園に対する運営補助 教育支援課学校管理係 2,500,000

④ 庶野小 屋体シート防水改修
庶野小学校体育館の屋上一部防水シートの改
修

教育支援課学校管理係 2,053,000

④
小学校自然教室助成金・合同学
習

乗馬体験などの自然体験学習を含めた宿泊研
修事業に対する助成

教育支援課学校教育係 417,000

④ 岬小学校バックネット一部張替 岬小学校グランドバックネットの一部張替え 教育支援課学校管理係 290,000

④
中学校部活動全道大会参加負担
金・強化事業

全道大会出場に係る遠征費用等の助成 教育支援課学校教育係 1,292,000

④ 学力調査分析事業
生徒の学力定着度合いを調査し、進路実現に
向けた学習指導に活用（ベネッセ手数料）

教育支援課学校教育係 149,000

④ 生徒確保対策事業
えりも高校に在籍し、他町から通学する生徒
の通学費の一部を支援

えりも高校 74,000

④
高校野球場ダックアウト復旧工
事

台風により被災したダックアウトの復旧工事 えりも高校 1,512,000

④ 高体連体育活動振興費補助金 全道大会出場に係る遠征費用等の助成 えりも高校 1,212,000

④ 図書・視聴覚資料購入
各小学校への移動図書館車等で利用する図書
等を購入（522冊と視聴覚資料18枚）

教育支援課文化図書係 999,000

④ 郷土資料館各種体験事業経費
わらしゃんど(児童)を対象とした自然体験学
習・よもぎ餅作り等実施

郷土資料館文化財係 250,000

④ 豊似湖活用調査等事業関係
豊似湖環境調査、入込調査実施経費、郷土食
の環境調査経費

郷土資料館文化財係 129,000

④ スポーツ少年団応援事業
野球・バレー少年団など各団体への大会出場
遠征費等の助成

教育支援課体育振興係 580,000

④ 各種全道大会等派遣助成金 全道大会出場に係る遠征費用等の助成 教育支援課体育振興係 468,000

④
アリーナ照明電球・安定器取替
工事

町民体育館アリーナ照明の電球及び安定器の
取替え

教育支援課体育振興係 1,080,000

④ 各小学校ＡＥＤ購入 町内５小学校のＡＥＤを更新 教育支援課学校管理係 1,782,000

④ えりも中学校ＡＥＤ購入 えりも中学校のＡＥＤを更新 教育支援課学校管理係 216,000

④ 岬小学校給食開設事業経費

平成30年度にえりも岬小学校での給食を開始
するため、調理を行うえりも小学校からの配
送車両と給食用備品を購入し、施設の改修等
を実施

教育支援課学校教育係 4,400,000

④
えりも高校教職員用パソコン更
新

パソコン（24台）、プリンタ（３台）、ソフ
トウエア一式、ネットワーク環境構築、デー
タセンターサーバー利用料等一式

えりも高校 8,709,000

169,741,000

番号 充当額

① 13,055,000

② 15,270,000

③ 113,304,000

④ 28,112,000

⑤ 0

169,741,000

　⑤　指定なし

合　　　　　　計

使途指定項目

　①　産業、観光の振興に関する事業

　②　保健、福祉及び医療の充実に関する事業

計

　③　生活環境の整備に関する事業

　④　教育、文化活動の振興に関する事業


