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Ⅰ 総合計画実施計画（令和３年度～令和５年度）について 
 
 
１ 総合計画上の位置付け 
 
 実施計画は、第６次留寿都村総合計画において、次のとおり位置付けられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 実施計画の目的 
 
 実施計画は、第６次留寿都村総合計画に掲げられた村の将来像や基本目標及び基本計画で示した
施策や各取組を実現するために、基本計画の各施策に位置付けられた具体的な事業等を定めるもの
です。向こう３年間における主要事業の方向性を定めるとともに、予算編成の指標として、総合的、
計画的かつ重点的な施策の推進を図ることを目的とします。 
 
 
３ 実施計画の期間 
 
 実施計画の期間は、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）の３年間とし、情勢
変化等に柔軟に対応できるよう、毎年度見直しを行うものとします（ローリング方式）。 
 

  

基本構想

（理念）

基本計画

（目標）

実施計画

（計画）

第
６
次
留
寿
都
村
総
合
計
画 

基本構想は、村の特性や村民の意識と期待、時代変
化の方向等を総合的に勘案し、目指す将来像と、そ
れを実現するための基本目標及び基本施策の方針等
を示したものです。 

基本計画は、基本構想に基づき、今後推進すべき主
要施策を行政の各分野にわたって体系的に示したも
のです。 
また、基本計画の分野ごとに今後５年間で目指すべ
き目標指標を定めています。 

実施計画は、基本計画で示された分野ごとの施策に
紐づく事務事業を掲載します。 
３年間のローリング方式で進捗確認を行います。 
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4 実施計画の掲載事業 
 
 実施計画の掲載対象とする事業は、第６次留寿都村総合計画の基本計画に位置付けられた下記の
事業とします。 

（１）事業費が 50 万円以上の投資的経費※（維持補修費を除く） 
（２）補助金 
（３）上記以外で総合計画の理念を達成するうえで実施計画に掲載することが望ましい特徴的な

事業 
※ 投資的経費とは、公共施設等の建設工事などその支出の効果が資本の形成に向けられ、将来に

残るもののために支出される経費のことを指します。 

 
 
５ 実施計画書 
 
（１）実施計画事業は、第６次留寿都村総合計画前期基本計画の基本目標、施策、各取組単位に掲

載しています。 
（２）実施計画事業の内容について 

① 事業費として令和３年度予算額を掲載しています。また、令和４年度以降については計画
額を掲載しています。 

② 予算事業は、原則として実施計画事業と同一の名称及び内容となっています。ただし、事
業内容の計画化を図るため、例外的に予算事業から区分して実施計画事業として掲載してい
る事業があります。 

 
 
６ 留意事項 
 
（１）計画額は、実施計画策定段階における主要事業を推進するための予定事業費です。そのため、

毎年度の予算編成や議会による審議・議決を経て正式に決定されますので、今後の事業実施や
事業費を担保したものではありません。 

（２）事業費は、特に表示のない場合を除き、全て千円単位としています。 
（３）組織名及び予算科目等については、変更される場合があります。 
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Ⅱ 地方創生（総合戦略）関連予算について 
 
 人口減少の克服と地域経済の活性化を図るため、国は平成 26 年にまち・ひと・しごと創生法を
施行し、同年 12 月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。 
 本村においても、まち・ひと・しごと創生法に基づき人口減少問題及び少子高齢化等への対策に
積極的に取り組むため、平成 27 年度から平成 31 年度（令和元年度）までを計画期間とした「第
１期「留寿都村人口ビジョン・総合戦略※」を平成 27 年 10 月に策定し、引き続き、令和２年度か
ら令和６年度までを計画期間とした第２期「留寿都村人口ビジョン・総合戦略」を令和２年３月に
策定しました。 
 総合戦略に位置づけた取組を着実に実施するため、令和３年度予算において措置した主な関連経
費は次のとおりです。なお、各事業の項目にも総合戦略に関連する事業かどうかを記載しています。 
 
 
■主な関連経費（各実施計画事業から関連する内容を抽出したもの） 
 

事業 No. 事業名 金額（千円） 頁 
1 留寿都村農業後継者対策事業 550 11 
2 農業次世代人材投資事業 2,250 12 
3 留寿都村新規就農定住促進事業 500 12 
4 留寿都村特産物販路拡大事業 831 13 
5 留寿都村野菜安定生産振興対策事業 400 13 
6 留寿都村施肥体系転換土壌分析推進事業 240 14 
7 留寿都村次世代農業確立対策事業 5,541 14 
8 留寿都村生分解性マルチ特別助成事業 4,184 15 
9 留寿都村農道補修事業 641 15 
10 留寿都村農地等保全改良事業 2,500 16 
11 経営所得安定対策等推進事業 2,251 16 
12 留寿都村鳥獣被害防止対策事業 1,412 17 
13 留寿都村鳥獣被害防止対策協議会活動助成事業 50 17 
14 留寿都村家畜放牧事業 239 18 
15 留寿都村酪農経営支援事業 55 18 
16 留寿都村家畜自衛防疫事業 240 19 
17 留寿都村畜産振興対策事業 475 19 
24 留寿都村中小企業振興資金融資事業 16,000 23 
25 留寿都村観光振興促進事業 895 23 
26 国道 230 号緑地帯整備等事業 4,895 24 
53 生活路線維持事業 1,228 38 
54 老人福祉バス運行事業 6,540 39 



7 

 

事業 No. 事業名 金額（千円） 頁 
55 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付事業 2,760 40 
56 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成事業 3,438 41 
62 留寿都高等学校農場収納庫解体撤去・実習棟建設事業 25,059 44 
63 留高校外実習事業 800 44 
65 地域学校協働活動推進事業 301 45 
68 留寿都村青年団体育成事業 198 47 
70 留寿都村豊かな地域づくり女性活動事業 270 48 
71 社会教育推進事業 627 48 
72 留寿都村文化普及振興事業 147 49 
73 留寿都村スポーツ振興事業 1,092 49 
74 留寿都村スポーツ活動奨励事業 4,735 50 
77 準定期予防接種費助成事業 162 52 
78 乳幼児インフルエンザ予防接種費助成事業 136 53 
79 健康増進及び運動器機能向上促進事業 264 53 
80 住民個別健康診査（人間ドック）事業 1,531 54 
81 住民個別健康診査（節目健康診査）事業 2,131 54 
82 成人等歯科健康診査事業 732 55 
83 妊産婦健康診査、新生児聴覚検査及び乳幼児精密健康診査事業 1,567 55 
84 生後１か月児健康診査費助成事業 45 56 
85 妊産婦健康診査等交通費扶助事業 344 56 
86 助産師訪問事業 746 57 
87 救急医療等体制整備事業 6,803 57 
88 倶知安厚生病院改築整備事業 4,801 58 
89 留寿都歯科診療所診療体制整備事業 1,200 58 
90 医療機器整備事業 4,785 59 
91 整形外科診療事業 1,680 59 
92 留寿都村在宅福祉向上事業 946 60 
94 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成事業 3,936 61 
95 ひとり親家庭等医療費助成事業 912 61 
96 乳幼児用紙おむつ購入費助成事業 720 62 
97 乳幼児等医療費助成事業 5,449 62 
98 高齢者居宅サービス支援事業 626 63 
99 介護予防・地域支え合い事業 30,723 63 
102 高齢者安否確認システム運用事業 252 65 
103 在宅障害者（児）施設等通所支援事業 963 65 
104 身体障害者タクシー料金助成事業 94 66 
105 重度心身障がい者医療費助成事業 4,140 66 
108 ルスツふるさと公園遊具整備事業 1,100 68 
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事業 No. 事業名 金額（千円） 頁 
115 高度無線環境整備推進事業 145,072 72 
116 ふるさと納税推進事業 137,000 73 

    
 合 計 450,204  

 
 
 ※ 人口ビジョンとは、本村の人口に関する現状分析を行ったうえで、⾧期的な視点で目指すべ

き人口規模について示したものです。総合戦略とは、人口ビジョンで示した目指すべき将来人
口や人口減少対策の方向性を考慮して、基本目標等を示し、目標を達成するための取組につい
てまとめたものです。 
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Ⅲ 実施計画 
 
１ 実施計画掲載事業総括表（基本目標別事業費） 
 
 

（単位:千円） 

 令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

基本目標１ 

村に活気を生み出します 
63,879 59,375 55,191 178,445 

基本目標２ 

安全・安心を確保します 
186,994 234,829 404,078 825,901 

基本目標３ 

個性を大切にした人づくりを進め

ます 

187,007 119,259 81,653 387,919 

基本目標４ 

定住先として選ばれる村にします 
76,657 85,273 79,593 241,523 

基本目標５ 

環境先進地にします 
1,100 1,100 1,100 3,300 

基本目標６ 

健全で創意工夫に満ちた行政運営

に努めます 

286,009 145,017 141,017 572,043 

合 計 801,646 644,853 762,632 2,209,131 

 
※ 年度別事業内容の欄において事業費が記載されている事業について、基本目標ごとに合計した

事業費を掲載しています。 
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２ 事業別計画 
 
【各事業別計画の見方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 説 明 

担当部署 事業を所管する部署を記載しています（課が跨る場合は複数記載）。 

区分 令和３年度から新たに実施する事業は「新規事業」、令和２年度まで継続して実

施している事業は「継続事業」としています。 

会計区分 予算における一般会計・特別会計名を記載しています。 

予算科目 予算書における款項目を記載しています。 

総合計画 事業を実施する根拠となる総合計画基本計画の基本目標、施策、各取組の番号

及び総合計画書における掲載ページを記載しています。 

他の計画（過疎計画） 令和３年度に策定予定の過疎地域自立促進市町村計画（過疎計画）へ記載する

事業 

他の計画（総合戦略） 第２期「留寿都村人口ビジョン・総合戦略」の取組に関連した事業 

年度別事業の内容 ２年時以降の事業内容は、毎年度見直しを行います。 

予算額・計画額 事業費について、１年次は予算額、２年次及び３年次は計画額を掲載していま

す。計画額が未定の場合は「―」を表示しています。 

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

令和５年度

留寿都村農業後継者対策
会議が行う留寿都村農業
後継者対策事業に要する
経費を助成します。

留寿都村農業後継者対策
会議が行う留寿都村農業
後継者対策事業に要する
経費を助成します。

留寿都村農業後継者対策
会議が行う留寿都村農業
後継者対策事業に要する
経費を助成します。

550 550 550

事業目的
農業者の結婚問題及び後継者問題の解決を目的として、留寿都村農業後継者対
策会議が行う婚活イベント等に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:農業後継者の生活の安定・営農意欲の推進を図るため、農業後継者への
配偶者対策についての事業に対し助成します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

1
他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策

事業名 留寿都村農業後継者対策事業
区分 継続 会計区分 一般

事業Ｎｏ 001 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



主要な施策・取組

①農林畜産業
多様な担い手等の確保
ブランド力の強化
経営の安定と高度化
森林資源の適正管理及び活用

②商工業
安定的な労働力の確保
中小企業・小規模企業の支援
村内消費の拡大
企業誘致の推進
産業間連携の促進

③観光
地域資源を活用した観光振興
観光客の受入体制の整備
効果的な情報発信

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
11

基本目標１ 村に活気を生み出します

令和５年度

留寿都村農業後継者対策会
議が行う留寿都村農業後継
者対策事業に要する経費を
助成します。

留寿都村農業後継者対策会
議が行う留寿都村農業後継
者対策事業に要する経費を
助成します。

留寿都村農業後継者対策会
議が行う留寿都村農業後継
者対策事業に要する経費を
助成します。

550 550 550

事業目的
農業者の結婚問題及び後継者問題の解決を目的として、留寿都村農業後継者対策会
議が行う婚活イベント等に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:農業後継者の生活の安定・営農意欲の推進を図るため、農業後継者への配偶
者対策についての事業に対し助成します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

1
他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策

事業名 留寿都村農業後継者対策事業
区分 継続 会計区分 一般

事業Ｎｏ 001 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

農業次世代人材投資事業

３年次 令和５年度

1

事業目的
持続可能な力強い農業の実現を目的として、次世代を担う経営開始直後の新規就農
者への資金交付を行うものです。

事業概要

概要:基幹的農業従事者の高齢化が進む現在の農業において、青年の就農意欲の喚
起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始
直後の新規就農者に対して「農業次世代人材投資資金（経営開始型）」を交付しま
す。

主要施策

継続 会計区分 一般
予算科目 6 1 3

次世代を担う経営開始直後
の新規就農者に対して「農
業次世代人材投資資金（経
営開始型）」を交付しま
す。

2,250 2,250 2,250

総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-①

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度
次世代を担う経営開始直後
の新規就農者に対して「農
業次世代人材投資資金（経
営開始型）」を交付しま
す。

次世代を担う経営開始直後
の新規就農者に対して「農
業次世代人材投資資金（経
営開始型）」を交付しま
す。

【令和３年度版】基本目標１ 村に活気を生み出します

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

事業Ｎｏ 002 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ
事業名
区分

事業名 留寿都村新規就農定住促進事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 1

事業目的
村内の新規就農者の定住による農業経営基盤の確立を目的として、新規就農者が村内に居
住するための住宅を建築又は購入に係る経費の一部を助成するものです。

事業概要

概要:村内の新規就農者の定住を促進し、経済的な負担の軽減及び農業の中核的な
担い手となるための安定した農業経営基盤の確立を図り、地域農業の振興に資する
ため、新規就農者が村内に居住するための住宅を建築又は購入に係る経費の一部を
助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

新規就農者が居住する住宅
の建築又は購入に要する経
費の一部を助成します。

新規就農者が居住する住宅
の建築又は購入に要する経
費の一部を助成します。

新規就農者が居住する住宅
の建築又は購入に要する経
費の一部を助成します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

500 500
12

500

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 003 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613041

100613041



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

13

令和５年度

留寿都村蔬菜生産組合が行
う留寿都村野菜安定生産振
興対策事業に要する経費を
助成します。

留寿都村蔬菜生産組合が行
う留寿都村野菜安定生産振
興対策事業に要する経費を
助成します。

留寿都村蔬菜生産組合が行
う留寿都村野菜安定生産振
興対策事業に要する経費を
助成します。

400 400 400

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村蔬菜生産組合員の経営安定化を図ることを目的として、各部会が行う生産
振興事業や視察研修などに要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村蔬菜生産組合が行う事業に助成し、組合員の経営の安定化及び生産
性の向上を図ります。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村野菜安定生産振興対策事業
区分 継続 会計区分 一般

831

事業Ｎｏ 005 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031

年度別事業
内容

831 831

３年次 令和５年度

留寿都村産業まつり実行委
員会が行う留寿都村特産物
販路拡大事業に要する経費
を助成します。

留寿都村産業まつり実行委
員会が行う留寿都村特産物
販路拡大事業に要する経費
を助成します。

留寿都村産業まつり実行委
員会が行う留寿都村特産物
販路拡大事業に要する経費
を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
村内外の消費者に農畜産物をPRすることを目的として、留寿都村産業まつり実行委
員会が行うルスツ産業まつり開催に係る経費を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村産業まつり実行委員会が行う事業に助成し、農畜産物のPRを図りま
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 2

事業名 留寿都村特産物販路拡大事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 004 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

14

令和５年度

農業者が行う堆肥、緑肥の
種子の購入に要する経費の
一部を助成します。

農業者が行う堆肥、緑肥の
種子の購入に要する経費の
一部を助成します。

農業者が行う堆肥、緑肥の
種子の購入に要する経費の
一部を助成します。

5,541 5,541 5,541

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
次世代に向けた持続的な留寿都村特有の農業の確立を図ることを目的として、農業
者が行う事業に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:農業の根本である土づくり対策を推進するため、堆肥、緑肥の種子の購入費
用を助成します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村次世代農業確立対策事業
区分 継続 会計区分 一般

240

事業Ｎｏ 007 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031

年度別事業
内容

240 240

３年次 令和５年度

JAようてい土づくり協議会
が行う肥体系転換土壌分析
推進事業に要する経費を助
成します。

JAようてい土づくり協議会
が行う肥体系転換土壌分析
推進事業に要する経費を助
成します。

JAようてい土づくり協議会
が行う肥体系転換土壌分析
推進事業に要する経費を助
成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
良質な農産物生産のための土づくりを目的として、JAようてい土づくり協議会が行
う土壌分析推進事業に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:土壌分析に基づく化学肥料の適正施肥や堆肥投入による恒久的な土づくり体
制を確立し、安定的な農業経営の実現を図るべく、協議会の行う施肥体系転換土壌
分析推進事業に要する経費を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村施肥体系転換土壌分析推進事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 006 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

15

令和５年度

農業者が行う農道補修敷砂
利事業に要する経費の一部
を助成します。

農業者が行う農道補修敷砂
利事業に要する経費の一部
を助成します。

農業者が行う農道補修敷砂
利事業に要する経費の一部
を助成します。

641 641 641

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
農業者が使用する耕作道において、敷砂利にて損壊した農道を補修することを目的
として、農業者が行う事業に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:農業者が使用する耕作道の損壊を補修することを目的として、敷砂利購入に
係る経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村農道補修事業
区分 継続 会計区分 一般

0

事業Ｎｏ 009 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031

年度別事業
内容

4,184 4,184

３年次 令和５年度

農業者が行う生分解性マル
チ購入事業に要する経費の
一部を助成します。

農業者が行う生分解性マル
チ購入事業に要する経費の
一部を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
作物栽培に係るコスト低減及び省力化を目的として、農業者が行う事業に要する経
費を助成するものです。

事業概要
概要:作物栽培に係るコスト低減及び省力化を目的として、生分解性マルチ購入に
係る経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村生分解性マルチ特別助成事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 008 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

16

令和５年度

留寿都村地域担い手育成総合支
援協議会がようてい農業協同組
合に委託して行う経営所得安定
対策等推進事業に要する経費を
助成します。

留寿都村地域担い手育成総合支
援協議会がようてい農業協同組
合に委託して行う経営所得安定
対策等推進事業に要する経費を
助成します。

留寿都村地域担い手育成総合支
援協議会がようてい農業協同組
合に委託して行う経営所得安定
対策等推進事業に要する経費を
助成します。

2,251 2,251 2,251

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 担い手農家の経営の安定を図ることを目的として、留寿都村地域担い手育成総合支援協議会がようてい農業協同
組合に委託して行う経営所得安定対策等推進事業に要する経費を助成するものです（間接補助）。

事業概要
概要:経営所得安定対策に係る確認や帳票作成に係る事務費補助となっており、村
は間接補助事業者として100％国費により助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 経営所得安定対策等推進事業
区分 継続 会計区分 一般

2,500

事業Ｎｏ 011 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613051

年度別事業
内容

2,500 2,500

３年次 令和５年度

農業者が行う農地等保全改
良事業に要する経費の一部
を助成します。

農業者が行う農地等保全改
良事業に要する経費の一部
を助成します。

農業者が行う農地等保全改
良事業に要する経費の一部
を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村における農地の効率的な利用及び農地等の崩落防止や優良農地の保全を目
的として、農業者が行う事業に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:農地の効率的な利用及び農地等の崩落防止や優良農地の保全を目的に農業者
個人、法人が施工業者に発注した工事等に対し、必要経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村農地等保全改良事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 010 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

17

令和５年度

留寿都村鳥獣被害防止対策
協議会が運営に要する経費
を助成します。

留寿都村鳥獣被害防止対策
協議会が運営に要する経費
を助成します。

留寿都村鳥獣被害防止対策
協議会が運営に要する経費
を助成します。

50 50 50

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村における有害鳥獣被害防止対策を目的として、留寿都村鳥獣被害防止対策
協議会が行う事業に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村における有害鳥獣被害防止対策のため、留寿都村鳥獣被害防止対策
協議会が行う事業に要する経費を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村鳥獣被害防止対策協議会活動助成事業
区分 新規 会計区分 一般

1,412

事業Ｎｏ 013 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613091

年度別事業
内容

1,412 1,412

３年次 令和５年度

農業者が侵入防止電気柵の
購入に要する経費の一部を
助成します。

農業者が侵入防止電気柵の
購入に要する経費の一部を
助成します。

農業者が侵入防止電気柵の
購入に要する経費の一部を
助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村における鳥獣による農作物等の被害防止を目的として、農業者が行う事業
に要する経費の一部を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村における鳥獣による農作物等の被害を防止するため、村内の農業者
が経営している農地において、鳥獣による農作物等の被害を防止するために必要な
侵入防止電気柵（電牧）購入経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 3
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村鳥獣被害防止対策事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 012 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100613091



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

18

令和５年度

ようてい酪農ヘルパー利用
組合が行う留寿都村酪農経
営支援事業に要する経費を
助成します。

ようてい酪農ヘルパー利用
組合が行う留寿都村酪農経
営支援事業に要する経費を
助成します。

ようてい酪農ヘルパー利用
組合が行う留寿都村酪農経
営支援事業に要する経費を
助成します。

55 55 55

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
酪農経営の安定を図ることを目的として、ようてい酪農ヘルパー利用組合が行う酪
農ヘルパー事業に要する経費を助成します。

事業概要
概要:酪農家の定期的な休日の確保や突発的な事態が生じた場合の労働力不足の解
消を図ることを目的として、ようてい酪農ヘルパー利用組合が実施しているヘル
パー事業の経費を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 4
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村酪農経営支援事業
区分 継続 会計区分 一般

－

事業Ｎｏ 015 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100614021

年度別事業
内容

239 －

３年次 令和５年度

留寿都村営牧場及び美原牧
場に放牧を行う際に要する
経費の一部を助成します。

村営牧場の在り方ととも
に、当該事業の内容につい
ても精査します。

村営牧場の在り方ととも
に、当該事業の内容につい
ても精査します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村における畜産経営の安定化を目的として、家畜飼養農家が行う家畜放牧事
業に要する経費の一部を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村における畜産経営の安定化を目的として、家畜飼養農家が行う家畜
放牧事業に要する経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 4
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村家畜放牧事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 014 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100614011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

19

令和５年度

留寿都村畜産組合が行う留
寿都村畜産振興対策事業に
要する経費を助成します。

留寿都村畜産組合が行う留
寿都村畜産振興対策事業に
要する経費を助成します。

留寿都村畜産組合が行う留
寿都村畜産振興対策事業に
要する経費を助成します。

475 475 475

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村の畜産振興を目的として、留寿都村畜産組合が行う各種事業に要する経費
を助成するものです。

事業概要 概要:留寿都村畜産組合が行う各種事業に要する経費を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 4
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村畜産振興対策事業
区分 継続 会計区分 一般

240

事業Ｎｏ 017 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100614021

年度別事業
内容

240 240

３年次 令和５年度

留寿都村家畜自衛防疫組合
が行う留寿都村家畜自衛防
疫事業に要する経費を助成
します。

留寿都村家畜自衛防疫組合
が行う留寿都村家畜自衛防
疫事業に要する経費を助成
します。

留寿都村家畜自衛防疫組合
が行う留寿都村家畜自衛防
疫事業に要する経費を助成
します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
畜産経営の安定及び畜産振興を図ることを目的として、留寿都村家畜自衛防疫組合
が行う家畜伝染病予防接種に要する経費を助成するものです。

事業概要
概要:留寿都村家畜自衛防疫組合が行う家畜伝染病予防接種に要する経費を助成し
ます。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 6 1 4
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 留寿都村家畜自衛防疫事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 016 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100614021



款 項 目

予算額 千円 計画額  千円 計画額  千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

20

令和５年度

森林環境保全整備事業委託
下刈り2.08h
人口造林1.00ha

森林環境保全整備事業委託
下刈り3.08ha

森林環境保全整備事業委託
下刈り3.08ha

1,903 516 516

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
伐採した村有林（保安林5ha）に新植を行い、無立木地の荒廃防止と森林経営計画
に基づく適正な森林管理を推進するものです。

事業概要

補助事業にて村有林の下刈りを行い、森林の保護及び培養を図ることから、その特
殊な技術指導力をもち、補助事業に精通し、植林から下刈りまで一括して施業して
いる業者に委託することで村有林の健全な育成の促進を図ります。
【事業内訳】
森林環境保全整備事業下刈委託 2.08ha
森林環境保全整備事業人口造林（被害地）委託 1.00ha

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 6 2 1
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 4

事業名 森林環境保全整備事業
区分 継続 会計区分 一般

－

事業Ｎｏ 019 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100621041

年度別事業
内容

2,878 －

３年次 令和５年度

一般社団法人留寿都村ふる
さと振興公社に牧場管理業
務委託を行います。

令和３年度中に、牧場管理
の在り方について検討を行
います。

令和３年度中に、牧場管理
の在り方について検討を行
います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 牧場機能の維持向上を図るため、牧場管理の委託を行っているものです。

事業概要

村所有の牧場を、一般社団法人留寿都村ふるさと振興公社を指定管理者として管理
しています。
指定期間:平成31年４月１日～令和４年３月31日
令和４年度以降については、今後の牧場管理の在り方について検討を行うこととし
ます。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 6 1 4
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 3

事業名 村営牧場管理事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 018 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100614011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

21

令和５年度

ようてい森林組合が行う民
有林活性化対策造林推進事
業に要する経費の一部を助
成します。

ようてい森林組合が行う民
有林活性化対策造林推進事
業に要する経費の一部を助
成します。

ようてい森林組合が行う民
有林活性化対策造林推進事
業に要する経費の一部を助
成します。

240 240 240

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
森林の有する多面的機能の増進を図り、森林環境を保全することを目的として、ようてい
森林組合が行う造林事業に要する経費の一部を助成するものです。

事業概要
概要:森林の有する多面的機能の増進を図り、森林環境を保全することを目的とし
て、ようてい森林組合が行う造林事業に要する経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 6 2 1
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 4

事業名 民有林活性化対策造林推進事業
区分 新規 会計区分 一般

3,729

事業Ｎｏ 021 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100621061

年度別事業
内容

3,729 3,729

３年次 令和５年度

森林所有者などが行う豊か
な森づくり推進事業に要す
る経費の一部を助成しま
す。

森林所有者などが行う豊か
な森づくり推進事業に要す
る経費の一部を助成しま
す。

森林所有者などが行う豊か
な森づくり推進事業に要す
る経費の一部を助成しま
す。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
森林資源の循環利用を推進することを目的として、森林所有者などが行う造林事業
に要する経費の一部を助成するものです。

事業概要
概要:森林資源の循環利用を推進することを目的として、森林所有者などが行う造
林事業に要する経費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 6 2 1
総合計画 掲載ページ 25 基本目標・基本施策 1-① 主要施策 4

事業名 豊かな森づくり推進事業
区分 新規 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 020 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100621061



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

22

令和５年度

商工会が行う留寿都村商工
経営改善普及事業に要する
経費を助成します。

商工会が行う留寿都村商工
経営改善普及事業に要する
経費を助成します。

商工会が行う留寿都村商工
経営改善普及事業に要する
経費を助成します。

8,980 8,980 8,980

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
村内商工業者の経営の安定・向上のために、留寿都商工会が行う事業に対して助成
するものです。

事業概要

小規模事業者の経営基盤の充実を図り地域経済の健全な発展に寄与することを目的
に、商工会が行う留寿都村商工経営改善普及事業に要する経費を助成します。
【対象事業内訳】
金融指導事業・税務指導事業・経営指導事業・経理指導事業・労務指導事業・青年
部・女性部活動指導事業

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 7 1 1
総合計画 掲載ページ 27 基本目標・基本施策 1-② 主要施策 2

事業名 留寿都村商工経営改善普及事業
区分 継続 会計区分 一般

2,000

事業Ｎｏ 023 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030711011

年度別事業
内容

2,000 2,000

３年次 令和５年度

福利厚生資金として生活資
金・教育資金の融資を行い
ます。

福利厚生資金として生活資
金・教育資金の融資を行い
ます。

福利厚生資金として生活資
金・教育資金の融資を行い
ます。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
勤労者全ての生活の安定向上に貢献することを目的に、福利厚生資金として生活資
金・教育資金の融資を行います。

事業概要
融資限度額:１件150万円以内
融資利率:生活資金貸付 年2.92%以内 教育資金貸付 年2.48%以内
融資期間:5年以内

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 5 1 1
総合計画 掲載ページ 27 基本目標・基本施策 1-② 主要施策 1

事業名 留寿都村勤労者福利厚生資金融資事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 022 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030511021



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

23

令和５年度

観光協会が行う留寿都村観
光振興促進事業に要する経
費を補助します。

観光協会が行う留寿都村観
光振興促進事業に要する経
費を補助します。

観光協会が行う留寿都村観
光振興促進事業に要する経
費を補助します。

895 895 895

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村の観光振興を目的として、留寿都村観光協会が行う事業に要する経費を助
成するものです。

事業概要

観光産業基盤の充実を図り地域観光産業の健全な発展に寄与することを目的に、観
光協会が行う留寿都村観光振興促進事業に要する経費を補助します。
【事業内訳】
・登山道維持管理事業:尻別岳の登山道の草刈りや修繕を行います。
・イベント・観光広告事業:観光協会ホームページの管理、村外で行われるイベン
トへの参加など広く村をPRします。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 7 1 2
総合計画 掲載ページ 29 基本目標・基本施策 1-③ 主要施策 2

事業名 留寿都村観光振興促進事業
区分 継続 会計区分 一般

16,000

事業Ｎｏ 025 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030712051

年度別事業
内容

16,000 16,000

３年次 令和５年度

中小事業者に対し運転資
金・設備資金の融資を行い
ます。

中小事業者に対し運転資
金・設備資金の融資を行い
ます。

中小事業者に対し運転資
金・設備資金の融資を行い
ます。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
村内中小企業の育成、地域経済の振興など、経営の合理化の促進を目的として、中
小事業者に対し運転資金・設備資金の融資を行います。

事業概要

対象者:村内に居住し、独立した事業所又は店舗を有する者
融資限度額:１企業者につき600万円以内。
融資利率:年2.25%以内
融資期間:5年以内

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 7 1 2
総合計画 掲載ページ 27 基本目標・基本施策 1-② 主要施策 2

事業名 留寿都村中小企業振興資金融資事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 024 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030711021



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

24

4,895

年度別事業
内容

4,895 4,895

３年次 令和５年度

国道230号沿いの緑地帯や
公共施設前の花壇への花植
え及び維持管理を実施しま
す。

国道230号沿いの緑地帯や
公共施設前の花壇への花植
え及び維持管理を実施しま
す。

国道230号沿いの緑地帯や
公共施設前の花壇への花植
え及び維持管理を実施しま
す。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
観光地域の発展に寄与することを目的として、国道230号沿いの緑地帯や公共施設
前の景観整備を行うものです。

事業概要
国道230号沿いの緑地帯や公共施設前の花壇への花植え及び維持管理を実施しま
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 7 1 2
総合計画 掲載ページ 29 基本目標・基本施策 1-③ 主要施策 2

事業名 国道230号緑地帯整備等事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標１ 村に活気を生み出します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 026 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030712051



主要な施策・取組
①生活環境

計画的な土地利用の推進 安心して暮らせる市街地の整備
国土強靭化地域整備計画の推進

②消防・防災
消防力の向上 防災力の向上
啓発意識の推進 危機管理能力の向上

③防犯・交通安全
防犯体制の強化 交通安全体制の強化
交通安全施設の整備
子ども・女性・高齢者等の安全の確保

④住宅・空き家等
住宅対策の推進 空き家対策の推進

⑤上水・下水
上水道の安定供給
下水道基盤施設の計画的な維持 健全経営の推進

⑥道路・公共交通
安全で、災害に強い道路網整備
橋梁の⾧寿命化の促進
村づくりと連動した地域交通ネットワークの構築

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

事業Ｎｏ 027 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214031
事業名 留寿都村土地利用計画策定事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 31 基本目標・基本施策 2-① 主要施策

２年次 令和４年度 ３年次

1
他の計画 過疎計画 総合戦略

25

基本目標２ 安全・安心を確保します

令和５年度

土地利用計画策定に向けた
調査・研究を行います。

調査研究を基に土地利用計
画策定に向け検討を行いま
す。必要に応じ村有地の活
用可能性調査を実施しま
す。

具体的な土地利用計画策定
の取組を進めます。

0 100 3,500

事業目的
本村特有の自然環境や景観の保全に努め、農林業や観光をはじめとした地域産業の
活性化を促すための土地利用を推進することを目的とします。

事業概要 総合計画の土地利用構想図に基づき、個別計画である土地利用計画を策定します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
26

0

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 029 担当部署 消防 予算ＩＤ 030911011

030911011

小型動力ポンプ付き積載車
(平成10年11月購入)を更
新します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0 21,000

事業目的 消防車両及び資機材等の整備更新を行い消防力の確保及び向上を目的とします。

事業概要 経年劣化に伴い小型動力ポンプ付き積載車(平成10年11月購入)を更新します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

予算科目 9 1 1
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 1

事業名 小型動力ポンプ付積載車更新事業
区分 新規 会計区分 一般

【令和３年度版】基本目標２ 安全・安心を確保します

他の計画 過疎計画 総合戦略

事業Ｎｏ 028 担当部署 消防 予算ＩＤ
事業名
区分

消防団員に係る被服及び装
備を購入します。

1,100 1,250 1,250

総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-②

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

消防団員に係る被服及び装
備を購入します。

消防団員に係る被服及び装
備を購入します。

消防団員被服及び装備更新事業

３年次 令和５年度

1

事業目的 消防団の装備等を更新し、消防力の確保及び向上を目的とします。

事業概要
羊蹄山ろく消防組合で消防団員服を統一することに伴い被服及び装備を購入しま
す。

主要施策

新規 会計区分 一般
予算科目 9 1 1



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 030 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061
事業名 避難誘導看板掲出等事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的
地域の避難所を周知し、緊急時の速やかな避難を確保すること及び平時からの防災
意識を啓発することを目的とします。

事業概要

災害対策基本法に基づく指定避難所３箇所について令和2年度から令和4年度にかけ
て避難所表示看板及び避難誘導看板を新規に設置し、併せて維持管理を実施しま
す。
設置避難所:るすつ子どもセンターぽっけ、地域資源交流センター（道の駅）、三
ノ原五輪会館
設置枚数:避難所表示看板4枚、避難所誘導看板8枚（電柱設置）

他の計画 過疎計画 総合戦略

設置した避難所表示看板及
び避難所誘導看板の維持管
理を行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

60

事業Ｎｏ 031 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061

年度別事業
内容

95 104

３年次 令和５年度

避難所表示看板及び避難所誘
導看板を設置します（るすつ
子どもセンターぽっけ、地域
資源交流センター、三ノ原五
輪会館）。

避難所誘導看板を設置しま
す（地域資源交流セン
ター、三ノ原五輪会館）。

事業名 防災広報無線施設用機器購入事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的
防災広報無線放送設備等の整備を行い、災害時における村民への情報伝達手段を確
保します。

事業概要 防災広報無線放送機器を購入します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

27

令和５年度

令和3年度に建設される教
職員住宅に設置する防災広
報無線機器を購入します。

550 0 0



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 032 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061
事業名 （仮称）防災情報等伝達システム導入事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的
防災広報無線放送設備等の整備を行い、災害時における村民への情報伝達手段を確
保します。

事業概要
平成21年度から平成22年度にかけて整備した現行の防災広報無線放送設備に代わ
る新たな情報伝達手段を整備します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

現行の防災広報無線放送か
ら次期情報伝達手段への切
替を推進します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

200

事業Ｎｏ 033 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061

年度別事業
内容

0 2,500

３年次 令和５年度

次期情報伝達手段の選定に
向けた調査・研究を行いま
す。

次期情報伝達手段の整備を
行います。

事業名 災害備蓄品備品購入事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的 災害時における避難所の円滑な設営及び運営を目的とします。

事業概要 災害時に必要な資機材を購入します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

28

令和５年度

避難所運営に必要な非常用
トイレ、簡易型テント、非
常食等を購入します。

避難所運営に必要な非常
食、消耗品等を購入しま
す。

避難所運営に必要な資機材
を購入します。

1,496 607 1,500



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 034 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061
事業名 原子力防災対策事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的 原子力発電所における災害に備えることを目的とします。

事業概要
原子力防災に関する資機材等の整備及び防災広報無線放送設備の維持管理を行うも
のです。

他の計画 過疎計画 総合戦略

避難所運営に必要な資機材
を購入します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

2,000

事業Ｎｏ 035 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061

年度別事業
内容

2,000 2,000

３年次 令和５年度

避難所の簡易トイレ用テン
トを購入します。

避難所運営に必要な資機材
を購入します。

事業名 防災広報無線中継局等撤去事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的 防災広報無線放送設備等の維持管理を行います。

事業概要
防災広報無線放送設備の内、受信対象地域の村民の受信方法の変更等により使用さ
れる見込みがなくなった防災広報無線中継局１か所について、地権者と協議の上撤
去を行うものです。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

29

令和５年度

防災広報無線中継局の撤去
工事を実施します。

1,850 0 0



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 036 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061
事業名 留寿都村避難所運営マニュアル作成事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 2

事業目的
災害時において、避難所の設営及び運営が円滑に図られるよう備え、防災力向上及
び防災意識の高揚を図ります。

事業概要
避難所運営に必要な災害情報、物資一覧、災害発生時の心構えや避難行動ポイント
等をまとめた避難所運営マニュアルを作成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

避難所運営マニュアルの策
定を行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

2,100

事業Ｎｏ 037 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214061

年度別事業
内容

0 0

３年次 令和５年度

事業名 留寿都村防災ガイド作成事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 33 基本目標・基本施策 2-② 主要施策 3

事業目的
防災力の向上のため、災害時に必要な情報を村民にお知らせし、防災意識や危機管
理意識の高揚を図ります。

事業概要
避難場所及び危険箇所等を記載した防災マップ、避難情報等の入手方法、災害発生
時の心構えや避難行動ポイント等をまとめた防災ガイド（冊子）を作成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

30

令和５年度

防災ガイド（冊子）を作成
し村民へ配付します。

1,694 0 0



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 038 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050218011
事業名 街路灯ＬＥＤ化・支柱等更新事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 8
総合計画 掲載ページ 35 基本目標・基本施策 2-③ 主要施策 1

事業目的
市街地域の国道２３０号線沿線にある街路灯については、老朽化が進んでおり倒壊
の危険性も出ていることから支柱及び分電盤を更新します。

事業概要

市街地域の国道２３０号線沿線にある街路灯について支柱及び分電盤の更新を行い、併せて水銀灯か
らＬＥＤへ更新することにより、市街地における住環境の向上、沿道の商店街の買い物環境の向上、
夜間における防犯体制の強化、街路灯の⾧寿命化及び消費電力の抑制を図ります。
街路灯122基、分電盤12面のうち市街地域の国道230号線拡幅工事（昭和63年度～平成２年度）に合
わせて設置した街路灯68基、分電盤６面を更新します（事業年度:平成30年度～令和5年度）。

他の計画 過疎計画 総合戦略

南町紅丸公園から宮武宅前
の街路灯12基、分電盤１
面を更新します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

13,000

事業Ｎｏ 039 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050218031

年度別事業
内容

13,291 13,000

３年次 令和５年度

本町赤い靴公園から南町中
村宅前の街路灯12基、分
電盤１面を更新します。

南町辻アパートから南町教
職員住宅入口の街路灯12
基、分電盤１面を更新しま
す。

事業名 留寿都村商店街冬季交通安全対策事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 8
総合計画 掲載ページ 35 基本目標・基本施策 2-③ 主要施策 4

事業目的
冬期間における商店街での歩行者等の交通安全の確保を図り、地域経済の健全な発
展を推進します。

事業概要

冬季間の商店街の排雪事業の充実を図り歩行者等の交通安全の確保を図ります。
・商店街道路排雪事業
  豪雪期間の12月から3月の間に排雪作業を実施します。
  （２日間×２回）

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

31

令和５年度

留寿都商工会が実施する道
路排雪事業に係る経費を補
助します。

留寿都商工会が実施する道
路排雪事業に係る経費を補
助します。

留寿都商工会が実施する道
路排雪事業に係る経費を補
助します。

5,500 5,500 5,500



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 040 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ －
事業名 公営住宅⾧寿命化事業（改善事業）
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 8 4 2
総合計画 掲載ページ 37 基本目標・基本施策 2-④ 主要施策 1

事業目的 公営住宅等⾧寿命化計画に基づく改善工事を行います。

事業概要
公営住宅等⾧寿命化計画に基づき、耐用年限の1/2を経過した住宅（新町団地H3・
H4）及び耐用年限全経過した住宅（横町団地H7・H8）について、⾧寿命化改善を
実施します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

新町団地（H3・H4）の改
善工事を行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

92,000

事業Ｎｏ 041 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ －

年度別事業
内容

0 3,200

３年次 令和５年度

令和５年度に行う改善工事
に係る実施設計を行いま
す。

事業名 簡易水道施設更新事業
区分 新規 会計区分 簡水

予算科目 － － －
総合計画 掲載ページ 39 基本目標・基本施策 2-⑤ 主要施策 1

事業目的 老朽化した簡易水道施設を計画的に更新することを目的とします。

事業概要
老朽化した簡易水道施設を計画的に更新し、水道水の安定的な供給を図るため、ま
ずは⾧期的な更新内容と更新費用を整理し、料金改定の必要性などを見極めた上で
個別の施設更新を進めます。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

32

令和５年度
⾧期的な更新需要費を算出
し、おおまかな更新内容を
見込むアセットマネジメン
ト（資産管理）を行いま
す。

0 0 5,000



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 042 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ －
事業名 留寿都浄化センター等改築事業
区分 新規 会計区分 下水

予算科目 － － －
総合計画 掲載ページ 39 基本目標・基本施策 2-⑤ 主要施策 2

事業目的
公共下水道施設である留寿都浄化センター及び各ポンプ施設の改築更新を行うこと
を目的とします。

事業概要
令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、留寿都浄化センター及
び各ポンプ施設の改築更新を行います。令和８年度に一巡目の改築実施計画が終了
するとともに、同年度にストックマネジメント計画の見直しを行う予定です。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

留寿都浄化センターの電気
設備に係る改築工事を行い
ます。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

107,200

事業Ｎｏ 043 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100111043

年度別事業
内容

0 13,000

３年次 令和５年度

令和５年度及び令和６年度
に行う改築工事に係る実施
設計を行います。

事業名 地方公営企業法適用支援事業（簡水）
区分 継続 会計区分 簡水

予算科目 1 1 1
総合計画 掲載ページ 39 基本目標・基本施策 2-⑤ 主要施策 3

事業目的
簡易水道事業に地方公営企業法を適用し、複式簿記による会計処理に移行すること
を目的とします。

事業概要
地方公営企業法の任意適用事業である簡易水道事業について、法適用化し発生主義
に基づく複式簿記による会計処理へ移行することにより、将来の収支見通し等を的
確に把握し、持続可能な経営の確保を図ります。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

33

令和５年度
複式簿記による会計処理の
前提となる貸借対照表を作
成するため、既存固定資産
の調査及び評価を行いま
す。

企業会計システムの整備な
ど、複式簿記による会計処
理への移行に対応する準備
事務を行います。

14,832 8,500 0



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 044 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100111036
事業名 地方公営企業法適用支援事業（特環・農集事業）
区分 継続 会計区分 下水

予算科目 1 1 1
総合計画 掲載ページ 39 基本目標・基本施策 2-⑤ 主要施策 3

事業目的
公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法を適用し、複式簿記による
会計処理に移行することを目的とします。

事業概要
地方公営企業法の任意適用事業である公共下水道事業及び農業集落排水事業につい
て、法適用化し発生主義に基づく複式簿記による会計処理へ移行することにより、
将来の収支見通し等を的確に把握し、持続可能な経営の確保を図ります。

他の計画 過疎計画 総合戦略

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0

事業Ｎｏ 045 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100821011

年度別事業
内容

11,588 8,500

３年次 令和５年度
複式簿記による会計処理の
前提となる貸借対照表を作
成するため、既存固定資産
の調査及び評価を行いま
す。

企業会計システムの整備な
ど、複式簿記による会計処
理への移行に対応する準備
事務を行います。

事業名 道路区画線標示事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 1
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 1

事業目的 道路施設の維持管理を行います。

事業概要 村道通行車両が安心して通行できるよう道路区画線標示を行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

34

令和５年度

対象地区の区画線標示工事
を行います。

対象地区の区画線標示工事
を行います。

0 4,800 5,000



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 046 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100821021
事業名 村道舗装補修事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 1
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 1

事業目的 道路施設の維持管理を行います。

事業概要 村道通行車両が安全に通行できるよう路面の補修を行います。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

損傷が著しい路線の補修工
事を行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

5,000

事業Ｎｏ 047 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100822021

年度別事業
内容

0 5,000

３年次 令和５年度

損傷が著しい路線の補修工
事を行います。

事業名 村道等除雪委託事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 2
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 1

事業目的 生活道路等を確保し、除排雪対策の充実に努めます。

事業概要

対象路線等の除雪を業務委託により実施し、冬季間における生活道路等を確保します。
【対象路線等】
村道57路線（内３路線重複）、村道以外19路線、計76路線（延⾧62,813.3ｍ）
公共駐車場等28箇所（面積14,831㎡）
（うち委託に係るもの:村道54路線（延⾧57,503.4ｍ）、公共駐車場等11箇所（面積
4,356㎡）、新町公営住宅通路延⾧640ｍ）

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

35

令和５年度

対象路線の除雪を業務委託
により行います。

対象路線の除雪を業務委託
により行います。

対象路線の除雪を業務委託
により行います。

93,000 93,000 93,000



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 048 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100822011
事業名 ロータリ除雪車更新事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 2
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 1

事業目的 除雪車両の更新により、安心した除雪事業を行います。

事業概要 老朽化が著しいロータリ除雪車（平成13年11月購入）を更新します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0

事業Ｎｏ 049 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100822011

年度別事業
内容

0 25,000

３年次 令和５年度

ロータリ除雪車（平成13
年11月購入）を更新しま
す。

事業名 除雪トラック更新事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 2
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 1

事業目的 除雪車両の更新により、安心した除雪事業を行います。

事業概要 老朽化が著しい除雪トラック（平成16年11月購入）を更新します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

36

令和５年度

除雪トラック（平成16年
11月購入）を更新しま
す。

0 0 30,000



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 050 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100821031
事業名 橋梁⾧寿命化事業(実施設計)
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 1
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 2

事業目的 橋梁⾧寿命化計画に基づく調査・設計等業務を行います。

事業概要 村道に架かる橋梁について、より⾧期間使用できるように補修を行います。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

計画対象橋梁の実施設計を
行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

10,000

事業Ｎｏ 051 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100821031

年度別事業
内容

0 10,000

３年次 令和５年度

平成25年策定の橋梁⾧寿
命化計画の更新を行いま
す。

事業名 橋梁⾧寿命化事業(工事)
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 8 2 1
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 2

事業目的 橋梁⾧寿命化計画に基づく補修工事を行います。

事業概要 村道に架かる橋梁について、より⾧期間使用できるように補修を行います。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

37

令和５年度

計画対象橋梁の補修工事を
行います。

計画対象橋梁の補修工事を
行います。

計画対象橋梁の補修工事を
行います。

19,580 10,000 20,000



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 052 担当部署 農林建設課 予算ＩＤ 100821031
事業名 橋梁⾧寿命化事業(定期点検)
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 8 2 1
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 2

事業目的 橋梁⾧寿命化計画に基づく定期点検を行います。

事業概要 村道に架かる橋梁について、より⾧期間使用できるよう５年毎に点検を行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0

事業Ｎｏ 053 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214091

年度別事業
内容

12,650 0

３年次 令和５年度

村道に架かる橋梁につい
て、近接目視点検を行いま
す。

事業名 生活路線維持事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 3

事業目的
公共交通機関として村民に不可欠な既存のバス路線の維持を図るため運行に要する
経費を補助するものです。

事業概要

道南バス株式会社が運行するバス路線の経費の一部を補助し生活路線としての機能
を維持します。
【対象路線】
羊蹄線（洞爺湖温泉～ルスツリゾート）
栄線（喜茂別～留寿都）

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

38

令和５年度

道南バス株式会社が運行す
るバス路線の経費の一部を
補助します。

道南バス株式会社が運行す
るバス路線の経費の一部を
補助します。

道南バス株式会社が運行す
るバス路線の経費の一部を
補助します。

1,228 1,228 1,228



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

事業名 老人福祉バス運行事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標２ 安全・安心を確保します 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 054 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050314041

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 41 基本目標・基本施策 2-⑥ 主要施策 3

令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
高齢者の教養、研修、健康増進、移動手段のない方を対象とした村内の買い物支援
のために老人福祉バスを運行するものです。

事業概要

定期運行:毎週２回、高齢者への温泉施設への送迎サービス及び村内の買い物支援
を目的として市街地を経由してルスツ温泉へ定期運行します。
その他の運行:社会福祉協議会が行う福祉団体の行事、高齢者の研修旅行、老人ク
ラブの行事のために運行します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

6,540

年度別事業
内容

6,540 6,540

３年次 令和５年度

高齢者の教養、研修、健康
増進、移動手段のない方を
対象とした老人福祉バスを
運行します。

高齢者の教養、研修、健康
増進、移動手段のない方を
対象とした老人福祉バスを
運行します。

高齢者の教養、研修、健康
増進、移動手段のない方を
対象とした老人福祉バスを
運行します。

１年次

39



主要な施策・取組
①学校教育

教育課程の充実
学校施設・教育環境の整備
北海道留寿都高等学校の充実

②社会教育
生涯学習推進体制の確立
生涯学習施設などの充実
社会教育の充実

③文化芸術・スポーツ
芸術・文化活動の振興
スポーツの振興

④地域間交流
国際交流の活性化
国内交流の継続

⑤人権
人権尊重の社会づくりの推進
相談・支援体制の充実
男女共同参画の推進
外国人住民との共生

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
40

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます

令和５年度

奨学生に対して、返済不要
の奨学金を給付します。

奨学生に対して、返済不要
の奨学金を給付します。

奨学生に対して、返済不要
の奨学金を給付します。

2,760 2,760 2,760

事業目的
進学の意欲と能力を有する者の世帯に対し奨学金を給付することで、保護者の経済
的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ります。

事業概要
学校教育法に規定する大学（大学院は除く）、短期大学、専修学校の専門課程
（専門学校）又は一般課程、高等専門学校（第４学年又は第５学年に限る）に在学
している奨学生に対して、返済不要の奨学金を給付します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

2
他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 1 2
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策

事業名 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付事業
区分 継続 会計区分 一般

事業Ｎｏ 055 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111012051



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

留寿都村ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成事業

３年次 令和５年度

2

事業目的
小中学生の保護者に対し学校給食費を助成することにより、保護者の経済的負担を
軽減し、子育て支援の拡充を図ります。

事業概要 小中学生の保護者に対し、学校給食費の保護者負担分のうち、半額を助成します。

主要施策

継続 会計区分 一般
予算科目 10 2・3 2

学校給食費の保護者負担分
のうち、半額を助成しま
す。

3,438 3,438 3,438

総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-①

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

学校給食費の保護者負担分
のうち、半額を助成しま
す。

学校給食費の保護者負担分
のうち、半額を助成しま
す。

【令和３年度版】基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

事業Ｎｏ 056 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ
事業名
区分

事業名 教職員公宅屋根塗装事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 10 1 2
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 2

事業目的 教職員公宅の屋根塗装を行います。

事業概要
教職員公宅を⾧期に使用できるよう、教職員公宅の屋根塗装について計画的に行っ
ていくものです。10年程度を目安に、順次、屋根塗装を行います。次回は令和6年
度に実施する予定です。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0 0
41

0

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 057 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111012031

111022031・111032031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

42

令和５年度

教職員公宅の建て替え工事
を行います。
建設工事:1棟4戸2階建て
別棟物置4戸

教職員公宅の建て替え工事
を行います。
建設工事:1棟2戸平屋建
て 別棟物置2戸

老朽化した教職員公宅の解
体工事を行います。
解体工事:５棟6戸

143,800 74,500 20,400

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 老朽化した教職員公宅の建替工事を行います。

事業概要
築30年以上経過している、耐用年数を超えた老朽化している教職員公宅について、
健全な公宅の確保を図るため、建替工事を行います。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

予算科目 10 1 2
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 2

事業名 留寿都村教職員公宅建替事業
区分 継続 会計区分 一般

3,000

事業Ｎｏ 059 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111012031

年度別事業
内容

0 0

３年次 令和５年度

外壁改修工事を行います。
外壁改修工事:1棟1戸

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 教職員公宅の外壁等改修を行います。

事業概要
老朽化した教職員公宅について、外壁に亀裂等が発生していることから、改修工事
を行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 10 1 2
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 2

事業名 教職員公宅外壁等改修事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 058 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111012031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

43

令和５年度

実施設計を行います。 外壁改修工事を行います。

0 4,000 42,000

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 留寿都小学校の外壁改修工事を行います。

事業概要
小学校建設から２０年以上経過していることから、外壁に亀裂等が発生しているこ
とから、改修工事を行います（1年目:実施設計、2年目:外壁改修工事）。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

予算科目 10 2 1
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 2

事業名 留寿都小学校外壁改修事業
区分 新規 会計区分 一般

0

事業Ｎｏ 061 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111021011

年度別事業
内容

0 24,000

３年次 令和５年度

ストーブ取替工事を行いま
す。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 留寿都小学校のストーブ取替工事を行います。

事業概要 暖房機36台のうち、令和2年度に更新した4台を除く32台の取替工事を行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 10 2 1
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 2

事業名 留寿都小学校暖房機取替事業
区分 新規 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 060 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111021011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

44

令和５年度

留寿都高校生徒の海外・国
内農業実習及び資格取得促
進事業へ助成します。

留寿都高校生徒の海外・国
内農業実習及び資格取得促
進事業へ助成します。

留寿都高校生徒の海外・国
内農業実習及び資格取得促
進事業へ助成します。

800 800 800

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 留寿都高校生徒の農業実習及び資格取得促進事業へ助成するものです。

事業概要
留寿都高校生徒が海外や国内の農業実習に参加する事業及び大型特殊免許を取得す
る事業に対し助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 4 1
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 3

事業名 留高校外実習事業
区分 継続 会計区分 一般

0

事業Ｎｏ 063 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111041041

年度別事業
内容

25,059 0

３年次 令和５年度

既存建物の解体工事及び同
敷地での建設工事を行いま
す。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 老朽化した農場収納庫を解体・撤去をし、新たに実習棟を建設します。

事業概要
昭和45年に建設した農場収納庫の老朽化が著しいことから、既存建物を解体し、同
敷地に新たな実習棟を建てる工事を行います。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

予算科目 10 4 1
総合計画 掲載ページ 43 基本目標・基本施策 3-① 主要施策 3

事業名 留寿都高等学校農場収納庫解体撤去・実習棟建設事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 062 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111041021



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

45

令和５年度

地域と学校が連携・協働し
た活動を行います。

地域と学校が連携・協働し
た活動を行います。

地域と学校が連携・協働し
た活動を行います。

301 301 301

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもの成⾧を支えるとともに、地域の教
育力向上による地域の活性化を目的とします。

事業概要

地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもの成⾧を支えるとともに、学習の成
果を生かし地域の教育力を向上させることで地域の活性化を図るため、次の活動等
を実施します。
・小中高校の学習支援活動
・小中学校の環境整備活動
・小学校の読書支援活動

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 1

事業名 地域学校協働活動推進事業
区分 継続 会計区分 一般

770

事業Ｎｏ 065 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051061

年度別事業
内容

1,265 1,100

３年次 令和５年度

留寿都村生涯学習ふれあい
の旅研修事業の参加者が負
担する経費の一部を助成し
ます。

留寿都村生涯学習ふれあい
の旅研修事業の参加者が負
担する経費の一部を助成し
ます。

留寿都村生涯学習ふれあい
の旅研修事業の参加者が負
担する経費の一部を助成し
ます。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村生涯学習ふれあいの旅研修事業に要する経費の一部を助成することで、広い視野
を持った少年・少女活動リーダーを養成することを目的とします。

事業概要

広い視野を持った少年・少女活動リーダーを養成することを目的に、教育委員会が
行う留寿都村生涯学習ふれあいの旅研修事業の参加者が負担する経費の一部を助成
します。
【助成対象事業内訳】
・留寿都村生涯学習ふれあいの旅研修事業:小学６年生を対象とした、姉妹市の兵
庫県養父市を含む関西方面への研修です。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 1

事業名 留寿都村生涯学習ふれあいの旅研修事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 064 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051021



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

46

令和５年度

公民館図書室の教育用映像
資料を購入します。

公民館図書室の教育用映像
資料を購入します。

公民館図書室の教育用映像
資料を購入します。

150 150 150

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 住民の生涯学習を支援することを目的とします。

事業概要 住民の生涯学習を支援するため、公民館図書室の教育用映像資料を購入します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 10 5 2
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 2

事業名 公民館図書室備品購入事業
区分 継続 会計区分 一般

850

事業Ｎｏ 067 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111052031

年度別事業
内容

850 850

３年次 令和５年度

公民館図書室の図書を購入
します。

公民館図書室の図書を購入
します。

公民館図書室の図書を購入
します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 住民の生涯学習を支援することを目的とします。

事業概要 住民の生涯学習を支援するため、公民館図書室の図書を購入します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 2
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 2

事業名 図書購入事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 066 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111052031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

47

令和５年度

留寿都村ＰＴＡ連合会が行う
ＰＴＡ教育振興事業に要する
経費を助成します。

留寿都村ＰＴＡ連合会が行う
ＰＴＡ教育振興事業に要する
経費を助成します。

留寿都村ＰＴＡ連合会が行う
ＰＴＡ教育振興事業に要する
経費を助成します。

73 73 73

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村ＰＴＡ連合会が行う事業に要する経費を助成することで、留寿都村における教育
の諸問題の解決及び教育の振興を図ることを目的とします。

事業概要

留寿都村ＰＴＡ連合会が行うＰＴＡ教育振興事業に要する経費を助成します。
【助成対象事業内訳】
・村外ＰＴＡ研究大会参加事業:村外で開催される研修会又は研究大会等に参加することに必要な事
業です。
・村内ＰＴＡ研修会開催事業:村内で研修会を開催することに必要な事業です。
・巡回指導事業:⾧期休業等における校外生活指導及び安全指導を推進するために必要な事業です。
・留寿都村ＰＴＡ連合会組織強化事業:団体を維持運営することに必要な事業です。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 3

事業名 留寿都村PTA教育振興事業
区分 継続 会計区分 一般

198

事業Ｎｏ 069 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051011

年度別事業
内容

198 198

３年次 令和５年度

留寿都村青年団体協議会が行
う青年団体育成事業に要する
経費を助成します。

留寿都村青年団体協議会が行
う青年団体育成事業に要する
経費を助成します。

留寿都村青年団体協議会が行
う青年団体育成事業に要する
経費を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村青年団体協議会が行う事業に要する経費を助成することで、留寿都村の健全なる
郷土発展のための地域づくり活動の推進を目的とします。

事業概要

留寿都村青年団体協議会が行う青年団体育成事業に要する経費を助成します。
【助成対象事業内訳】
・青年の集い開催事業:「青年の集い」を開催することに必要な事業です。
・道内視察研修事業:道内他市町村の郷土事情を見聞することに必要な事業です。
・収穫感謝祭開催事業:収穫感謝祭を開催することに必要な事業です。
・スポーツ大会等開催事業:スポーツ大会等を開催することに必要な事業です。
・団体運営事務費:団体を維持運営することに必要な事務局運営事業です。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 3

事業名 留寿都村青年団体育成事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 068 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

48

令和５年度

生涯学習講演会、芸術鑑賞会
（児童生徒向け）及び日本語
教室等を開催します。

芸術鑑賞会（一般住民向
け）、芸術鑑賞会（児童生徒
向け）、日本語教室並びに交
流及び相互理解の推進に資す
る事業等を開催します。

生涯学習講演会、芸術鑑賞会
（児童生徒向け）、日本語教
室並びに交流及び相互理解の
推進に資する事業等を開催し
ます。

627 792 616

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 村民の生涯学習を支援するとともに芸術鑑賞機会の提供を目的とします。

事業概要

村民の生涯学習を支援するとともに芸術鑑賞機会を提供するため、次の事業等を実
施します。
・生涯学習講演会又は芸術鑑賞会（一般住民向け）の隔年での開催
・芸術鑑賞会（児童生徒向け）
・在住する外国人と住民との交流及び相互理解の推進に資する事業

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 3

事業名 社会教育推進事業
区分 継続 会計区分 一般

270

事業Ｎｏ 071 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051041

年度別事業
内容

270 270

３年次 令和５年度

留寿都村女性団体連絡協議会
が行う豊かな地域づくり女性
活動事業に要する経費を助成
します｡

留寿都村女性団体連絡協議会
が行う豊かな地域づくり女性
活動事業に要する経費を助成
します｡

留寿都村女性団体連絡協議会
が行う豊かな地域づくり女性
活動事業に要する経費を助成
します｡

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村女性団体連絡協議会が行う事業に要する経費を助成することで、女性の立場、視
点に立った豊かな地域づくり及び地域社会の発展を目的とします。

事業概要

留寿都村女性団体連絡協議会が行う豊かな地域づくり女性活動事業に要する経費を助成します。
【助成対象事業内訳】
・豊かな地域づくり研修会及び講習会事業:各種研修会及び講習会を開催することに必要な事業で
す。
・地域づくり行事開催事業:各種行事への参加協力及び行事開催に必要な事業です。
・単位団体研修助成事業:単位団体の自主的な研修会の開催を支援することに必要な事業です。
・女性団体連絡調整事業:団体を維持運営することに必要な事業です。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 45 基本目標・基本施策 3-② 主要施策 3

事業名 留寿都村豊かな地域づくり女性活動事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 070 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

49

令和５年度

留寿都村体育協会が行うス
ポーツ振興事業に要する経費
を助成します。

留寿都村体育協会が行うス
ポーツ振興事業に要する経費
を助成します。

留寿都村体育協会が行うス
ポーツ振興事業に要する経費
を助成します。

1,092 982 982

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村体育協会が行う事業に要する経費を助成することで、留寿都村のスポーツの奨
励、振興及び発展に寄与することを目的とします。

事業概要

留寿都村体育協会が行うスポーツ振興事業に要する経費を助成します。
【助成対象事業内訳】
・スポーツ少年団育成事業:スポーツ少年団及びスポーツ少年団本部を育成及び活動支援することに必要な事業です。
・スポーツ連盟育成事業:スポーツ連盟等を育成及び活動支援することに必要な事業です。
・レクリエーション・スポーツ行事開催等事業:留寿都村におけるレクリエーション及びスポーツを普及、振興及び奨励
することに必要な事業です。
・スポーツ表彰事業:スポーツ競技において優秀な成績を収めた個人又は団体及びスポーツ振興に功績のあった個人又は
団体を表彰することに必要な事業です。
・団体運営事務費:団体を維持運営することに必要な事業です。
・体育協会連絡調整費:団体を維持強化するため北海道スポーツ協会及び後志体育協会に加盟することに必要な事業で
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 6 1
総合計画 掲載ページ 47 基本目標・基本施策 3-③ 主要施策 2

事業名 留寿都村スポーツ振興事業
区分 継続 会計区分 一般

132

事業Ｎｏ 073 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111061011

年度別事業
内容

147 132

３年次 令和５年度

留寿都村文化団体連絡協議会
が行う文化普及振興事業に要
する経費を助成します。

留寿都村文化団体連絡協議会
が行う文化普及振興事業に要
する経費を助成します。

留寿都村文化団体連絡協議会
が行う文化普及振興事業に要
する経費を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
留寿都村文化団体連絡協議会が行う事業に要する経費を助成することで、留寿都村の文化
の普及、振興及び発展に寄与することを目的とします。

事業概要

留寿都村文化団体連絡協議会が行う文化普及振興事業に要する経費を助成します。
【助成対象事業内訳】
・文化サークル育成事業:単位団体の自主的な文化芸術活動を支援することに必要な事業です。
・文化団体活動発表会開催事業:活動発表会を開催することに必要な事業です。
・文化団体連絡協議会研修会開催事業:研修会を開催することに必要な事業です。
・団体運営事務費:団体を維持運営することに必要な事務局運営事業です。
・管内連絡調整事業:団体を維持強化するため後志管内文化団体連絡協議会に加盟することに必要な事業です。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 5 1
総合計画 掲載ページ 47 基本目標・基本施策 3-③ 主要施策 1

事業名 留寿都村文化普及振興事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 072 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111051011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

50

令和５年度

留寿都村やぶっ子親善使節
団来村事業を実施します。

留寿都村やぶっ子親善使節
団来村事業を実施します。

留寿都村やぶっ子親善使節
団来村事業を実施します。

138 178 178

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
姉妹市である兵庫県養父市との交流を深めるとともに、異なる歴史や風土を身近に
学ぶことでふるさとを発見する機会とすることを目的とします。

事業概要
養父市から来村する留寿都村やぶっ子親善使節団を迎え入れるとともに、当該使節
団と本村小学６年生とが一緒に活動し、交流を深めます。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 2 1 5
総合計画 掲載ページ 49 基本目標・基本施策 3-④ 主要施策 2

事業名 留寿都村やぶっ子親善使節団来村事業
区分 継続 会計区分 一般

4,735

事業Ｎｏ 075 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 110215021

年度別事業
内容

4,735 4,735

３年次 令和５年度

児童生徒の保護者及びスキース
ポーツ少年団の登録指導者が負
担するルスツリゾートのゴンド
ラ・リフトシーズン券の購入費
用の一部を助成します。

児童生徒の保護者及びスキース
ポーツ少年団の登録指導者が負
担するルスツリゾートのゴンド
ラ・リフトシーズン券の購入費
用の一部を助成します。

児童生徒の保護者及びスキース
ポーツ少年団の登録指導者が負
担するルスツリゾートのゴンド
ラ・リフトシーズン券の購入費
用の一部を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 児童生徒の保護者及びスキースポーツ少年団の登録指導者が負担する経費の一部を助成することで、将来の留寿
都村を担う青少年の健全な育成及び留寿都村のウィンタースポーツの振興を目的とします。

事業概要
児童生徒の保護者及びスキースポーツ少年団の登録指導者が負担するルスツリゾートのゴ
ンドラ・リフトシーズン券の購入費用の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 10 6 1
総合計画 掲載ページ 47 基本目標・基本施策 3-③ 主要施策 2

事業名 留寿都村スポーツ活動奨励事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 074 担当部署 教育委員会 予算ＩＤ 111061031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

51

0

年度別事業
内容

1,304 0

３年次 令和５年度

養父市及び留寿都村で交流
記念式典を開催します。

事業概要

昭和56年7月に締結した兵庫県養父市との姉妹都市提携が令和3年度で40周年の節
目を迎えるため、40周年を記念し、相互の親善使節団訪問時に養父市及び留寿都村
で交流記念式典を開催します。
【事業内訳】
留寿都村来村式典（令和3年7月予定）
養父市訪問式典（令和3年8月予定）

他の計画 過疎計画 総合戦略

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

掲載ページ 49 基本目標・基本施策 3-④ 主要施策 2

事業目的
姉妹都市である養父市との相互の交流を深め、姉妹都市連携事業をさらに発展的に
取り組むため交流記念式典を開催します。

基本目標３ 個性を大切にした人づくりを進めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 076 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030215011
事業名 養父市姉妹都市提携40周年記念事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 2 1 5
総合計画



主要な施策・取組
①健康づくり
生涯を通じた健康増進 生活習慣病の予防 母子保健の推進 医療体制の充実
②地域福祉
地域福祉の担い手の育成・住民参画の促進
住み慣れた地域で必要なサービスを受けられる体制づくり
安心して住み続けられる快適な村づくり
③子育て支援
多様な保育サービスの提供 子育てしやすい社会環境の整備
安心して過ごせる保育環境 保育や子育てを支援する人材の資質向上
子育て家庭への支援
④高齢者福祉
地域包括ケアシステムの推進 介護予防の推進
高齢者の生活環境の充実 認知症対策の推進
⑤障がい者福祉
障がい者への理解の促進 ニーズに応じた福祉サービスの提供
権利擁護、差別解消の取組 療育・保育・教育の充実 生活支援策の充実
⑥社会保障等
国民健康保険事業の健全化 国民年金の啓発 生活困窮者への適切な対応
後期高齢者医療 介護保険

款 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

事業Ｎｏ 077 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070412041
事業名 準定期予防接種費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 2
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策

２年次 令和４年度 ３年次

1
他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

52

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします

令和５年度

準定期予防接種費の全額を
助成します。

準定期予防接種費の全額を
助成します。

準定期予防接種費の全額を
助成します。

162 162 162

事業目的
一部の任意予防接種の費用を助成し、保護者の経済的負担の軽減、児童の感染症の
予防及び重症化を防止し、並びに住民の健康の保持増進を図ります。

事業概要
予防接種日現在に留寿都村に住所を有する乳幼児のおたふくかぜ及び日本脳炎（日
本脳炎は20歳未満の定期予防接種対象外期間にあるもの。）の予防接種について、
定期予防接種に準ずる予防接種として位置づけ接種費用の全額を助成します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
53

264

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 079 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070412051

070412041

村内の住民を対象に月に１回
程度、理学療法士から講義及
び運動指導を受け、健康な身
体づくりを行います。

村内の住民を対象に月に１回
程度、理学療法士から講義及
び運動指導を受け、健康な身
体づくりを行います。

村内の住民を対象に月に１回
程度、理学療法士から講義及
び運動指導を受け、健康な身
体づくりを行います。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

264 264

事業目的
理学療法士から講義及び運動指導を受け、生活習慣病の予防、転倒予防等の健康に関する
正しい知識の普及と健康意識を高め、健康の保持増進を図ります。

事業概要
「グ～ンとヘルスアップ運動教室」として、村内の住民を対象に月に１回程度、理
学療法士から講義及び運動指導を受け、健康な身体づくりを行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 4 1 2
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 1

事業名 健康増進及び運動器機能向上促進事業
区分 継続 会計区分 一般

【令和３年度版】基本目標４ 定住先として選ばれる村にします

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

事業Ｎｏ 078 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ
事業名
区分

２回の予防接種のうち２回
目の接種費用の全額を助成
します。

136 136 136

総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-①

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

２回の予防接種のうち２回
目の接種費用の全額を助成
します。

２回の予防接種のうち２回
目の接種費用の全額を助成
します。

乳幼児インフルエンザ予防接種費助成事業

３年次 令和５年度

1

事業目的
乳幼児のインフルエンザ予防接種費の一部を助成し、子育て世代の経済的負担を軽
減し、乳幼児の健康の保持増進を図ります。

事業概要
予防接種日現在において留寿都村に住所を有する乳幼児が接種する２回の予防接種
のうち、２回目の接種費用の全額を助成します。

主要施策

継続 会計区分 一般
予算科目 4 1 2



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 080 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070412051・070211022

事業名 住民個別健康診査（人間ドック）事業
区分 継続 会計区分 一般 及び 国保

予算科目 一般:4、国保:2 一般:1、国保:1 一般:2、国保:1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 2

事業目的
受診機会の確保と健康診査費用の一部助成により受診率の向上、健康の保持と疾病の早期
発見・早期治療による医療費等の抑制及び健康寿命の延伸を図ります。

事業概要

35歳から74歳までの国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者に対
し特定健康診査及びがん検診の集団健康診査を年２回（４日間）実施しています
が、個別健康診査の受診機会を確保するとともに、健康診査費用の一部を助成しま
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

35歳から74歳までの国民健
康保険被保険者及び後期高齢
者医療保険被保険者に対し特
定健康診査等の費用の一部を
助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

1,531

事業Ｎｏ 081 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070211022

年度別事業
内容

1,531 1,531

３年次 令和５年度

35歳から74歳までの国民健
康保険被保険者及び後期高齢
者医療保険被保険者に対し特
定健康診査等の費用の一部を
助成します。

35歳から74歳までの国民健
康保険被保険者及び後期高齢
者医療保険被保険者に対し特
定健康診査等の費用の一部を
助成します。

事業名 住民個別健康診査（節目健康診査）事業
区分 継続 会計区分 国保

予算科目 2 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 2

事業目的
特定健康診査等の機会を確保し、係る費用を助成することにより、健康の保持と疾
病の早期発見・早期治療による医療費等の抑制を図ります。

事業概要

国民健康保険被保険者のうち、当該年度において、35歳から65歳までの５歳刻み
ごとの節目の年齢に達する方及び69歳に達する方を対象に内臓脂肪症候群（メタボ
リックシンドローム）に着目した特定健康診査を実施し、健康診査費用を助成しま
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

54

令和５年度

事業概要に記載の方を対象
に特定健康診査に係る費用
を助成します。

事業概要に記載の方を対象
に特定健康診査に係る費用
を助成します。

事業概要に記載の方を対象
に特定健康診査に係る費用
を助成します。

2,131 2,131 2,131



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 082 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411021・070412051

事業名 成人等歯科健康診査事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 妊婦:1、成人:2

総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 2

事業目的
成人等を対象に歯科健康診査を実施し、その費用を助成することにより、口腔衛生の動機
付けを行い、将来に向けた医療費の抑制及び住民の健康の維持増進を図ります。

事業概要
35歳から85歳までの５歳刻みごとの節目の年齢に達する方及び妊婦を対象に留寿
都歯科診療所において、歯・口腔状況診査、保健指導及び口腔清掃を実施し、費用
の全額を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

事業概要に記載する方を対象
に歯科健康診査費用の全額を
助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

732

事業Ｎｏ 083 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411021

年度別事業
内容

732 732

３年次 令和５年度

事業概要に記載する方を対象
に歯科健康診査費用の全額を
助成します。

事業概要に記載する方を対象
に歯科健康診査費用の全額を
助成します。

事業名 妊産婦健康診査、新生児聴覚検査及び乳幼児精密健康診査事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 3

事業目的
妊産婦及び乳幼児に係る健康診査の費用を助成し、安心して妊娠、出産ができる体制を確
保し、経済的負担の軽減並びに妊産婦及び乳幼児の健康管理の充実を図ります。

事業概要

健康診査等受診日において留寿都村に住所を有する妊産婦及び乳幼児が、村が委託する実
施機関において①妊婦超音波検査(11回)、②妊婦一般健康診査(14回)の一定の検査項目、
③産後２週間及び１か月健康診査、④新生児聴覚検査、⑤妊婦精密検査及び⑥乳幼児精密
健康診査を受診した場合の費用の全額を助成します（実施機関以外で健康診査等を受けた
場合は助成額の上限あり。）。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

55

令和５年度

事業概要に記載する健康診査
等の費用の全額を助成しま
す。

事業概要に記載する健康診査
等の費用の全額を助成しま
す。

事業概要に記載する健康診査
等の費用の全額を助成しま
す。

1,567 1,567 1,567



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 084 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411021
事業名 生後１か月児健康診査費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 3

事業目的
生後１か月児健康診査の費用を助成することにより、生後１か月児の健康増進と子
育て世帯への経済的負担の軽減を図ります。

事業概要
生後１か月児健康診査受診日において留寿都村に住所を有する生後１か月児の当該
健康診査に係る費用を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

生後１か月児健康診査費を
助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

45

事業Ｎｏ 085 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411021

年度別事業
内容

45 45

３年次 令和５年度

生後１か月児健康診査費を
助成します。

生後１か月児健康診査費を
助成します。

事業名 妊産婦健康診査等交通費扶助事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 3

事業目的 産科医療機関まで遠く妊産婦の心身の負担や経済的負担が大きいため、妊産婦の健康診査や出産にかかる交通費
の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進します。

事業概要
健康診査受診日又は出産日に留寿都村に住所を有する妊産婦のうち、留寿都村から
別の市町村にある医療機関に通い、妊産婦健康診査を受け、又は出産した方に対し
交通費の一部を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

56

令和５年度

妊産婦の健康診査や出産に
係る交通費の一部を助成し
ます。

妊産婦の健康診査や出産に
係る交通費の一部を助成し
ます。

妊産婦の健康診査や出産に
係る交通費の一部を助成し
ます。

344 344 344



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 086 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411021
事業名 助産師訪問事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 3

事業目的
助産師が訪問により母体管理や育児指導等を実施し、母子及びその家族の健やかな
育児環境を確保します。

事業概要
助産師が、特定妊婦等への産前訪問のほか、全ての産婦に対し産後訪問を実施し、
母の体調確認、育児の状況を把握し、指導、相談等を行います。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

助産師が、特定妊婦等への
産前訪問、全ての産婦への
産後訪問を実施します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

746

事業Ｎｏ 087 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411011

年度別事業
内容

746 746

３年次 令和５年度

助産師が、特定妊婦等への
産前訪問、全ての産婦への
産後訪問を実施します。

助産師が、特定妊婦等への
産前訪問、全ての産婦への
産後訪問を実施します。

事業名 救急医療等体制整備事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 4

事業目的
羊蹄山麓地域の中核病院である倶知安厚生病院の救急医療、周産期医療、小児科の
運営費の一部を補助し、体制整備及び充実を図ります。

事業概要
羊蹄山麓７町村が地域の中核病院である倶知安厚生病院の救急医療、周産期医療、
小児科の運営費の一部を補助し、地域医療を確保及び維持します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

57

令和５年度

倶知安厚生病院の救急医
療、周産期医療、小児科の
運営費の一部を補助しま
す。

倶知安厚生病院の救急医
療、周産期医療、小児科の
運営費の一部を補助しま
す。

倶知安厚生病院の救急医
療、周産期医療、小児科の
運営費の一部を補助しま
す。

6,803 6,803 6,803



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 088 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411011
事業名 倶知安厚生病院改築整備事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 4

事業目的
羊蹄山麓地域の中核病院である倶知安厚生病院の改築整備に係る費用を負担し、地
域医療体制の維持及び充実を図ります。

事業概要

倶知安厚生病院は、公的医療機関、地域センター病院、災害拠点病院及び原子力災
害医療協力病院として地域に不可欠であることから、改築による強靭化を推進する
ため、南後志、羊蹄山麓及び岩宇地域の14町村にて改築整備費用を負担します。令
和３年度から令和７年度までの５年間について改築整備費用を負担するものであ
り、令和７年秋頃に完成予定です。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

令和３年度から令和７年度
までの５年間、改築整備費
用を負担します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

14,267

事業Ｎｏ 089 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070411011

年度別事業
内容

4,801 14,667

３年次 令和５年度

令和３年度から令和７年度
までの５年間、改築整備費
用を負担します。

令和３年度から令和７年度
までの５年間、改築整備費
用を負担します。

事業名 留寿都歯科診療所診療体制整備事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 4 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 4

事業目的
留寿都歯科診療所の診療体制の維持及び充実は、地域住民の健康維持、増進等を目的とし
た地域医療を推進する上で重要であることから、運営費の一部を補助するものです。

事業概要
留寿都歯科診療所を運営する医療法人社団ひまわり会に対し歯科医師の確保による
安定的な医療提供体制確保のための人件費の一部及び人材確保のための経費の一部
を補助します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

58

令和５年度

歯科医師確保のため人件費
の一部及び人材確保のため
の経費の一部を補助しま
す。

毎年度、事業の必要性につ
いて検討を行うため未定。

毎年度、事業の必要性につ
いて検討を行うため未定。

1,200 － －



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 090 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 080111044
事業名 医療機器整備事業
区分 新規 会計区分 診療

予算科目 1 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 4

事業目的
留寿都診療所の診療体制を維持し、地域住民の健康維持、増進等を目的とした地域
医療を推進するため、医療機器を更新します。

事業概要
耐用年数を経過し、経年劣化による故障が懸念される機器を更新し、安定した医療
提供体制を維持します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

現時点で実施予定なし。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

0

事業Ｎｏ 091 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 080111064

年度別事業
内容

4,785 5,280

３年次 令和５年度

医療事務コンピューター
（平成25年度購入）及び
小型分包機（平成13年度
購入）を更新します。

超音波診断装置（平成21
年度購入）を更新します。

事業名 整形外科診療事業
区分 継続 会計区分 診療

予算科目 1 1 1
総合計画 掲載ページ 53 基本目標・基本施策 4-① 主要施策 4

事業目的
整形外科専門医が不在であることから、整形外科医の派遣を受け、住民の診療機会
を確保し、地域の医療提供体制の維持及び充実を図ります。

事業概要
札幌市内の整形外科病院に月２回診療業務を委託し、専門的診断やリハビリ等を継
続的に行い、住民の診療機会を確保します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

59

令和５年度

札幌市内の整形外科病院に
月２回診療業務を委託し、
診療機会を確保します。

札幌市内の整形外科病院に
月２回診療業務を委託し、
診療機会を確保します。

札幌市内の整形外科病院に
月２回診療業務を委託し、
診療機会を確保します。

1,680 1,680 1,680



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 092 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050314021
事業名 留寿都村在宅福祉向上事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 55 基本目標・基本施策 4-② 主要施策 1

事業目的
高齢者の在宅福祉向上を図るとともに、障がい者等の社会参加を促し、ノーマライゼー
ションの理念を地域社会に定着させ、誰もが住みやすい社会づくりを行います。

事業概要
社会福祉協議会が実施する高齢者ふれあい交流会やふれあい広場等の事業に対し、
補助金を交付します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

社会福祉協議会が実施する高
齢者ふれあい交流会やふれあ
い広場等の事業に対し補助金
を交付します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

950

事業Ｎｏ 093 担当部署 子どもセンター 予算ＩＤ 060323071

年度別事業
内容

946 950

３年次 令和５年度

社会福祉協議会が実施する高
齢者ふれあい交流会やふれあ
い広場等の事業に対し補助金
を交付します。

社会福祉協議会が実施する高
齢者ふれあい交流会やふれあ
い広場等の事業に対し補助金
を交付します。

事業名 新型コロナウイルス感染症対策備品購入事業
区分 新規 会計区分 一般

予算科目 3 2 3
総合計画 掲載ページ 57 基本目標・基本施策 4-③ 主要施策 3

事業目的
新型コロナウイルス感染予防対策として、使用が想定される備品を購入するもので
す。

事業概要

１）新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、必要となる備品を購入します。
 【購入物品】体温計測サーマルカメラ２台、ＣＯ２濃度計測器２台
２）放課後児童クラブにおいて、放課後児童支援員及び補助員の日常業務の効率化と資質
向上に係るリモート研修等、業務のＩＣＴ化を推進するため、必要となる備品を購入しま
す。
 【購入物品】パソコン機器一式

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

60

令和５年度

新型コロナウイルス感染予
防対策として、使用が想定
される備品を購入します。

639



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 094 担当部署 子どもセンター 予算ＩＤ 060321021
事業名 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 2 1
総合計画 掲載ページ 57 基本目標・基本施策 4-③ 主要施策 5

事業目的 子育て世代が安心して子供を産み育てられる環境づくりを目的とします。

事業概要
保育施設の利用において、保護者の経済的負担の軽減と、子育て支援を拡充するた
め、ふるさと応援基金を財源として、保育所保育料及び保育所に係る給食費の費用
の2分の1の額を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

・0歳児から２歳児に係る保
育料の半額を助成します。
・3歳児から５歳児に係る給
食費の半額を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

3,936

事業Ｎｏ 095 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070316031

年度別事業
内容

3,936 3,936

３年次 令和５年度

・0歳児から２歳児に係る保
育料の半額を助成します。
・3歳児から５歳児に係る給
食費の半額を助成します。

・0歳児から２歳児に係る保
育料の半額を助成します。
・3歳児から５歳児に係る給
食費の半額を助成します。

事業名 ひとり親家庭等医療費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 6
総合計画 掲載ページ 57 基本目標・基本施策 4-③ 主要施策 5

事業目的 ひとり親家庭等の母、父又は児童について医療費の一部又は全部を助成することにより、疾病の早期
診断及び早期治療を促進し、経済的負担を軽減し、並びに健康の保持増進を図ります。

事業概要

満15歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある乳幼児等の診療等にかかった一部負
担金（条例に規定する額を控除した額）の全額について助成を行い、それ以外の対象者に
ついては、条例及び規則の定めに応じ助成します（北海事業対象外分は、村の単独事業と
して助成します。）。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

61

令和５年度

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

912 912 912



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 096 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070321011
事業名 乳幼児用紙おむつ購入費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 2 1
総合計画 掲載ページ 57 基本目標・基本施策 4-③ 主要施策 5

事業目的
子育て支援施策の一環として、乳幼児用の紙おむつ等の購入費の一部を助成することによ
り、子育て世代の経済的負担を軽減し、もって定住促進を図ります。

事業概要
紙おむつ等の購入日現在において留寿都村に住所を有する乳幼児の紙おむつ等の購
入費について、出生した日の属する月の翌月から18か月間、月額3,000円を上限に
助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

乳幼児用の紙おむつ等の購
入費の一部を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

720

事業Ｎｏ 097 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070321011

年度別事業
内容

720 720

３年次 令和５年度

乳幼児用の紙おむつ等の購
入費の一部を助成します。

乳幼児用の紙おむつ等の購
入費の一部を助成します。

事業名 乳幼児等医療費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 2 1
総合計画 掲載ページ 57 基本目標・基本施策 4-③ 主要施策 5

事業目的 乳幼児等について医療費を助成することにより、疾病の早期診断及び早期治療を促進し、及び子育て
世代の経済的負担を軽減し、並びに乳幼児等の健康の保持増進を図ります。

事業概要
満15歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある乳幼児等の、診療等にか
かった一部負担金（条例に規定する額を控除した額）の全額について助成します
（北海道の補助事業対象外分は、村の単独事業として助成します。）。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

62

令和５年度

乳幼児等の一部負担金（条例
に規定する額を控除した額）
の全額について助成します。

乳幼児等の一部負担金（条例
に規定する額を控除した額）
の全額について助成します。

乳幼児等の一部負担金（条例
に規定する額を控除した額）
の全額について助成します。

5,449 5,449 5,449



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 098 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070314101
事業名 高齢者居宅サービス支援事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 59 基本目標・基本施策 4-④ 主要施策 1

事業目的
介護保険の一部の居宅サービス等を利用した際の自己負担額の一部を助成することによ
り、経済的負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の向上を図ります。

事業概要

介護保険の居宅サービス等（規則で定めるサービスに限る。）を利用する、要介
護・要支援認定を受けている方で村民税非課税世帯に属する方又は要介護３から要
介護５までの認定を受けた方について、自己負担額（食費及び滞在費を除く。）の
２分の１を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

事業概要に記載の方に対象
に自己負担額（食費及び滞
在費を除く。）の２分の１
を助成します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

626

事業Ｎｏ 099 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050314021

年度別事業
内容

626 626

３年次 令和５年度

事業概要に記載の方に対象
に自己負担額（食費及び滞
在費を除く。）の２分の１
を助成します。

事業概要に記載の方に対象
に自己負担額（食費及び滞
在費を除く。）の２分の１
を助成します。

事業名 介護予防・地域支え合い事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 59 基本目標・基本施策 4-④ 主要施策 2

事業目的
要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等が、要介護状態になることを予防するとともに、住
み慣れた地域で自立した生活を継続できるようサービス提供を行います。

事業概要
留寿都村社会福祉協議会及び社会福祉法人渓仁会へ委託し、軽度生活援助事業、生
きがい活動支援通所事業、配食サービス事業及び除雪サービス事業を実施すること
により、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等の地域生活を支援します。

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

63

令和５年度

軽度生活援助事業、生きがい
活動支援通所事業、配食サー
ビス事業及び除雪サービス事
業を実施します。

軽度生活援助事業、生きがい
活動支援通所事業、配食サー
ビス事業及び除雪サービス事
業を実施します。

軽度生活援助事業、生きがい
活動支援通所事業、配食サー
ビス事業及び除雪サービス事
業を実施します。

30,723 30,800 30,800



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 100 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070314121
事業名 運動器機能向上普及事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 59 基本目標・基本施策 4-④ 主要施策 2

事業目的
理学療法士から運動指導を受け、運動機能を維持又は向上することより、要介護状態等と
なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ります。

事業概要
介護保険法に規定する地域支援事業の介護予防普及啓発事業として実施し、地域で
自立した生活を送るために、在宅高齢者を対象に月１回理学療法士から運動指導を
受け、身体機能の低下を予防します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

在宅高齢者を対象に月１回理
学療法士から運動指導を受
け、身体機能の低下を予防し
ます。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

264

事業Ｎｏ 101 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070314121

年度別事業
内容

264 264

３年次 令和５年度

在宅高齢者を対象に月１回理
学療法士から運動指導を受
け、身体機能の低下を予防し
ます。

在宅高齢者を対象に月１回理
学療法士から運動指導を受
け、身体機能の低下を予防し
ます。

事業名 口腔機能向上普及事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 59 基本目標・基本施策 4-④ 主要施策 2

事業目的 歯科衛生士から講話等による指導を受け、口腔衛生及び機能を維持又は向上することにより、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ります。

事業概要
介護保険法に規定する地域支援事業の介護予防普及啓発事業として実施し、地域で
自立した生活を送るために、在宅高齢者を対象に年３回歯科衛生士から講話等によ
る指導を受け、口腔機能の低下を予防します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

64

令和５年度

在宅高齢者を対象に年３回歯
科衛生士から指導を受け、口
腔機能の低下を予防します。

在宅高齢者を対象に年３回歯
科衛生士から指導を受け、口
腔機能の低下を予防します。

在宅高齢者を対象に年３回歯
科衛生士から指導を受け、口
腔機能の低下を予防します。

66 66 66



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 102 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070314101
事業名 高齢者安否確認システム運用事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 4
総合計画 掲載ページ 59 基本目標・基本施策 4-④ 主要施策 3

事業目的
在宅のひとり暮らし高齢者等の方の自宅に安否確認のための機器を設置し、生活不
安の解消と福祉の増進を図ります。

事業概要
支援する親族等が遠方にいる在宅のひとり暮らし高齢者等の方で、心身の状況等に
より日常生活に不安のある方の自宅に24時間体制で見守りを行う機器を設置し、地
域で安心して生活ができるよう支援します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

ひとり暮らし高齢者等の自
宅に安否確認のための機器
を設置します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

252

事業Ｎｏ 103 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050315031

年度別事業
内容

252 252

３年次 令和５年度

ひとり暮らし高齢者等の自
宅に安否確認のための機器
を設置します。

ひとり暮らし高齢者等の自
宅に安否確認のための機器
を設置します。

事業名 在宅障害者（児）施設等通所支援事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 3 1 5
総合計画 掲載ページ 61 基本目標・基本施策 4-⑤ 主要施策 2

事業目的
障害者（児）及び療育指導訓練を必要とする児童等のサービス利用にかかる負担の
軽減を図ります。

事業概要
障害者（児）及び療育指導訓練を必要とする児童等の自立を促進するため、指導訓
練施設等の通所に要する交通費を助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

65

令和５年度

障害者及び障害児が村外の
施設に通所するための交通
費を助成します。

障害者及び障害児が村外の
施設に通所するための交通
費を助成します。

障害者及び障害児が村外の
施設に通所するための交通
費を助成します。

963 970 970



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

事業名 身体障害者タクシー料金助成事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標４ 定住先として選ばれる村にします 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 104 担当部署 住民福祉課 予算ＩＤ 050315021

予算科目 3 1 5
総合計画 掲載ページ 61 基本目標・基本施策 4-⑤ 主要施策 2

令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 重度障害者（児）の生活圏拡大を容易にし、社会参加の促進を図ります。

事業概要

重度障害者（児）に対し、タクシー乗車料金を助成することにより、生活圏拡大を
容易にし、社会参加の促進を図ります。
身体障害者、療育手帳保持者、精神障害者が移動に必要なタクシーを利用した場合
限度額まで助成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

事業名 重度心身障がい者医療費助成事業
区分 継続 会計区分 一般

100

事業Ｎｏ 105 担当部署 保健医療課 予算ＩＤ 070315031

年度別事業
内容

94 100

３年次 令和５年度

重度障害者（児）に対し、
タクシー乗車料金を助成し
ます。

重度障害者（児）に対し、
タクシー乗車料金を助成し
ます。

重度障害者（児）に対し、
タクシー乗車料金を助成し
ます。

１年次

予算科目 3 1 5
総合計画 掲載ページ 61 基本目標・基本施策 4-⑤ 主要施策 5

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 重度心身障がい者について医療費の一部又は全部を助成することにより、疾病の早期診断及び早期治
療を促進し、経済的負担を軽減し、並びに健康の保持増進を図ります。

事業概要

満15歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある乳幼児等の診療等にかかった一部負
担金（条例に規定する額を控除した額）の全額について助成を行い、それ以外の対象者に
ついては、条例及び規則の定めに応じ助成します（北海事業対象外分は、村の単独事業と
して助成します。）。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

３年次

66

令和５年度

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

対象となる医療給付の一部負
担金（条例に規定する額を控
除した額）の一部又は全部を
助成します。

4,140 4,140 4,140



主要な施策・取組
①新エネルギー

新エネルギーの導入
風力発電事業化への支援
地熱発電事業化への支援

②公園・緑地
公園・緑地の整備
ルスツふるさと公園の活用
緑地の保全

③自然環境
自然環境の保全
良好な景観づくりの推進
生物多様性の保全
自然環境の有効活用

④環境衛生
ごみ減量化対策の推進
再資源・省資源の取組強化
不法投棄等の防止
し尿処理体制の維持
墓地の適正な管理

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

事業Ｎｏ 106 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ －
事業名 風力発電事業推進事務
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 7 1 2
総合計画 掲載ページ 65 基本目標・基本施策 5-① 主要施策

２年次 令和４年度 ３年次

2
他の計画 過疎計画 総合戦略

67

基本目標５ 環境先進地にします

令和５年度

管理道路工事、電気工事、風
車基礎工事、管理棟建設工事
に係る事業者との協議を行う
とともに住民説明会を事業者
等と共催で実施します。

風車据付工事、電気工事に係
る事業者との協議、試運転開
始に伴い村に関係する事務を
行います。

事業開始に伴い村に関係する
事務を行います。

0 0 0

事業目的 新エネルギーである風力発電の事業化を推進します。

事業概要

村内登及び旭野地区において、伊達市大滝地区や洞爺湖町富丘地区沿いの国有地・村有地
に民間事業者が風車15基を設置する風力発電事業を実施するにあたり、村として事業実施
に必要な事務を行います。
令和2年度から令和4年度まで準備工事、設置工事を実施し、令和5年度からは本事業開始
（発電開始）のスケジュールで進めており、村有地や村道等が関係していることから、村
は、道路や村有地について事業者と協議を行うとともに、事業に係る住民説明会を事業者
と共催で実施します。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
68

1,100

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 108 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030712061

事業概要
ルスツふるさと公園内に設置している遊具については、老朽化が進行していること
から、必要最低限の修繕等を行い維持するとともに、必要に応じ撤去工事を行いま
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

ルスツふるさと公園の遊器
具の修繕等を行います。

ルスツふるさと公園の遊器
具の修繕等を行います。

ルスツふるさと公園の遊器
具の修繕等を行います。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

1,100 1,100

総合計画 掲載ページ 67 基本目標・基本施策 5-②

－

総合計画 掲載ページ 65 基本目標・基本施策 5-①

主要施策 1

事業目的
ルスツふるさと公園の整備を行い、子どもたちの遊び場及び村民の憩いの場を提供
することを目的とします。

事業名 ルスツふるさと公園遊具整備事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 7 1 2

令和３年度 ２年次 令和４年度

令和２年度の発掘調査の解析を
行い、再発掘調査の探索精度向
上を図るため、事業者からの申
請及び報告を受け、調査に係る
事務を行います。

再発掘調査実施に当たり、事業
者との協議を行います。

【令和３年度版】基本目標５ 環境先進地にします

他の計画 過疎計画 総合戦略

事業Ｎｏ 107 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ
事業名
区分

地熱発電事業推進事務

３年次 令和５年度

3

事業目的 新エネルギーである地熱発電の事業化に向けた取組を支援します。

事業概要

村内の尻別岳南西麓地下に高温域の広がりがあると見込まれていることから、地熱
発電事業として民間事業者が国の助成を受け、発掘調査により地下の地質構造・熱
構造を確認し、地熱資源量を評価するものです。村有地で事業実施することから事
業者との協議を行います。

主要施策

継続 会計区分 一般
予算科目 7 1 2

令和４年度の結果により事業化
できる場合、事業者による発電
所建設・運用に向けて計画策定
するに当たり、村と事業者で協
議を進めます。

0 0 0

年度別事業
内容

１年次



主要な施策・取組

①協働の村づくり
地域活動の支援の充実
村づくりへの住民参画の促進
各種団体の活動支援

②広報・広聴
広報・広聴における統一的な指針づくり
自治体運営における戦略的な情報発信の実施
情報公開・文書管理の適切な実施

③情報化
AI・RPA等ICTを活用した行政運営の推進
Society5.0の推進

④行財政
安定的な財源確保
組織機構改革の推進・定員の適正化
公共施設の維持管理及び計画的な修繕・改修・建設
職員の人材育成等の推進

⑤広域行政
市町村間の連携・広域行政事業の推進

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円
69

基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます

令和５年度

ルスツふるさとまつり実行
委員会が行うルスツふるさ
と祭りに要する経費を補助
します。

ルスツふるさとまつり実行
委員会が行うルスツふるさ
と祭りに要する経費を補助
します。

ルスツふるさとまつり実行
委員会が行うルスツふるさ
と祭りに要する経費を補助
します。

2,660 2,660 2,660

事業目的
祭りを通じて村民の郷土愛を深めるとともに、村内外に本村を広くＰＲし、村の活
性化に寄与することを目的とします。

事業概要

ルスツふるさとまつり実行委員会が行う留寿都村民コミュニティ事業（ルスツふる
さとまつり）に要する経費を補助します。
【事業内容】
開催時期:毎年９月上旬頃
場所:留寿都村役場駐車場特設会場外
内容:タレントステージ、カラオケ大会、参加型イベント外

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度 ３年次

1
他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略

予算科目 2 1 4
総合計画 掲載ページ 73 基本目標・基本施策 6-① 主要施策

事業名 留寿都村民コミュニティ事業
区分 継続 会計区分 一般

事業Ｎｏ 109 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214021



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

留寿都村未来会議実施事業

３年次 令和５年度

2

事業目的
幅広い世代の村民の方が村づくりに参加出来るよう意見交換の場を提供することを
目的とします。

事業概要
協働の村づくりを促進する一環として、村民の方を対象とした「留寿都村未来会議
（ワークショップ）」を開催し、各種計画策定時等において広く村民の意見を取り
入れるものです。

主要施策

継続 会計区分 一般
予算科目 2 1 4

留寿都村未来会議（ワーク
ショップ）を開催します。

0 50 50

総合計画 掲載ページ 73 基本目標・基本施策 6-①

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

留寿都村未来会議（ワーク
ショップ）を開催します。

【令和３年度版】基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます

他の計画 過疎計画 総合戦略

事業Ｎｏ 110 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ
事業名
区分

事業名 暮らしのガイドブック発行事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 2
総合計画 掲載ページ 75 基本目標・基本施策 6-② 主要施策 1

事業目的
村政に係る情報を広く住民に発信・提供し、村政への理解を深めてもらうことを目
的とします。

事業概要

村民の生活に役立つ情報を掲載した「留寿都村暮らしのガイドブック」を編集・発
行します。
暮らしのガイドブックは、電子データによりホームページに掲載するほか、転入者
を対象とした冊子を作成します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

「留寿都村暮らしのガイド
ブック」を編集・発行しま
す。

「留寿都村暮らしのガイド
ブック」を編集・発行しま
す。

「留寿都村暮らしのガイド
ブック」を編集・発行しま
す。

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

307 307
70

307

３年次 令和５年度

事業Ｎｏ 111 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030212011

030214031



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

71

令和５年度

他町村の活用事例や導入に
よる効果などについて検討
します。

他町村の活用事例や導入に
よる効果などについて検討
します。

他町村の活用事例や導入に
よる効果などについて検討
します。

0 － －

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
質の高い行政サービスの向上と業務の効率化が図られるよう、AI・IoT・ビッグ
データ等を活用して業務の効率化を行う取組を行うものです。

事業概要 他町村の活用事例や導入による効果などについて検討します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 － － －
総合計画 掲載ページ 77 基本目標・基本施策 6-③ 主要施策 1

事業名 AI、IoT、ビッグデータ等の活用検討事業
区分 新規 会計区分 一般

0

事業Ｎｏ 113 担当部署 総務課 予算ＩＤ －

年度別事業
内容

0 4,000

３年次 令和５年度

現在のホームページの問題
点、掲載ページデータ及び
構成等を整理し再構築へ向
けた検討を行います。

留寿都村公式ホームページ
のシステムの更新を行いま
す。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
村ホームページの充実を図り、村政と行政を結ぶ情報の更なる共有化を図るととも
に、村の情報発信の強化に努めます。

事業概要
留寿都村公式ホームページのシステムの更新を行います。システムの更新に併せて
ページ構成やレイアウト構成の見直しを行うとともに、施設予約機能や災害時画面
の追加等住民のニーズに合わせた機能の追加を検討します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 2 1 2
総合計画 掲載ページ 75 基本目標・基本施策 6-② 主要施策 1

事業名 留寿都村ホームページ更新事業
区分 新規 会計区分 一般

基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 112 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030212011



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

72

令和５年度

未整備となっている地域へ
の光ファイバ網の整備工事
を実施します。

145,072 0 0

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 本村で未整備となっている地域への光ファイバ網の整備を行うものです。

事業概要

民設民営方式により村内で未整備となっている地域への光ファイバ網の整備を行
い、実施事業者であるNTT東日本に対し、整備に係る費用の一部を負担するもので
す。
【事業概要】
新設光ケーブル:85㎞、自営柱新設:1,233本、引上管新設:6箇所、IP-BOX新設
１か所、事業期間:令和2年9月から令和4年3月まで

他の計画 過疎計画 ○ 総合戦略 ○

予算科目 2 1 2
総合計画 掲載ページ 77 基本目標・基本施策 6-③ 主要施策 2

事業名 高度無線環境整備推進事業
区分 継続 会計区分 一般

－

事業Ｎｏ 115 担当部署 企画観光課 予算ＩＤ 030214111

年度別事業
内容

0 －

３年次 令和５年度

次期システムの導入事業者
について検討を行います。

次期システムの導入事業者
について検討を行います。

次期システムの導入事業者
について選定を行います。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
本村における住民基本台帳や各税等の行政事務について電算処理を行うことによ
り、事務を円滑に進めるためのシステムを更新するものです。

事業概要
現行の総合行政システムについてはクラウドサービスにより、令和元年度から令和
5年度までの使用契約であることから、次期システムの導入準備を進めるもので
す。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 － － －
総合計画 掲載ページ 77 基本目標・基本施策 6-③ 主要施策 1

事業名 総合行政システム更新事業
区分 新規 会計区分 一般

基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 114 担当部署 総務課 予算ＩＤ －



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

３年次

73

令和５年度

0 － －

年度別事業
内容

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的 老朽化が進む役場庁舎について、災害等があった場合でも安定した住民サービスなどの提供体制の維持を図り、
他の公共施設も含めた複合化など、住民の利便性向上に繋がるような施設として建替えすることを検討します。

事業概要

役場庁舎にあっては昭和38年建設、昭和53年増築し、現在に至っています。老朽化が著し
く、躯体の耐震強化が施されていないことから震度5を超える震度には耐えられません。現
庁舎の大規模改修や耐震補強工事は現実的でないことから、建替えをすることで検討し、
その際拠点としての機能はもとより他の公共施設も含めた複合的な活用についても併せて
検討する必要があります。

他の計画 過疎計画 総合戦略

予算科目 － － －
総合計画 掲載ページ 79 基本目標・基本施策 ⑥-4 主要施策 3

事業名 役場庁舎建替等検討事業
区分 新規 会計区分 一般

137,000

事業Ｎｏ 117 担当部署 総務課 予算ＩＤ －

年度別事業
内容

137,000 137,000

３年次 令和５年度

寄附者に対して提供する特
産品の購入、送料等の費用
を計上しています。

寄附者に対して提供する特
産品の購入、送料等の費用
を計上しています。

寄附者に対して提供する特
産品の購入、送料等の費用
を計上しています。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

事業目的
村に対する寄附を通じて、村外の方々から地域を応援してもらうとともに、村のＰ
Ｒ及び村内事業者の受注による地域経済の活性化を目的とします。

事業概要 寄附者に対して、お礼として特産品等を提供します。

他の計画 過疎計画 総合戦略 ○

予算科目 2 1 1
総合計画 掲載ページ 79 基本目標・基本施策 6-④ 主要施策 1

事業名 ふるさと納税推進事業
区分 継続 会計区分 一般

基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 116 担当部署 総務課 予算ＩＤ 020211061



款 項 目

予算額 千円 計画額 千円 計画額 千円

74

1,000

年度別事業
内容

970 1,000

３年次 令和５年度

北海道市町村職員研修セン
ター、北海道町村会などが実
施する研修に職員を派遣し、
また、外部から講師を招き、
研修を実施します。

北海道市町村職員研修セン
ター、北海道町村会などが実
施する研修に職員を派遣し、
また、外部から講師を招き、
研修を実施します。

事業概要
上記目的を達成するため、北海道市町村職員研修センター、北海道町村会などが実
施する研修に職員を派遣し、また、外部から講師を招き、研修を実施します。

他の計画 過疎計画 総合戦略

北海道市町村職員研修セン
ター、北海道町村会などが実
施する研修に職員を派遣し、
また、外部から講師を招き、
研修を実施します。

１年次 令和３年度 ２年次 令和４年度

掲載ページ 79 基本目標・基本施策 6-④ 主要施策 4

事業目的
行政運営の効率化や透明化、職員の意識改革を行い、職員の資質の向上を目指しま
す。

基本目標６ 健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます 【令和３年度版】

事業Ｎｏ 118 担当部署 総務課 予算ＩＤ 020211021
事業名 職員スキルアップ事業
区分 継続 会計区分 一般

予算科目 2 1 1
総合計画


