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まちのしごと

写真：高齢者福祉住宅（安心ハウス１･2）

２０１９年度予算総額

７３億３，１０４万円

一般会計予算総額は、昨年度から１億４６８万円減少し、４９億３ ,２１８万円（対
前年比２ .１％減）となります。また、６つの特別会計予算総額は、昨年度から１億１ ,
２８５万円増加し、２３億９，８８５万円（対前年比４.９％増）となります。予算総額は、
対前年比で０.１％増とほぼ横ばいとなっております。
増減の主な要因としては、二棟目の高齢者福祉住宅の完成による一般会計の減と、藤
見橋架替に伴う水道管橋梁添架工事による簡易水道特別会計の増が挙げられます。

２０１９年度
２０１９年度

予 算

一般会計予算総額

４９億３,２１８万円
その他 (16.4%)
8 億 939 万円
財産収入・寄付金・繰入金・諸収入など

施設の使用料・手数料など (4.2%)
2 億 377 万円

地方交付税など (47.1%)
23 億 2,420 万円
各自治体の財政規模に応じて国から交付される地方
交付税やその他国から譲与・交付されるお金

町債 (8.2%)
4 億 580 万円

歳 入

大きな事業を行うために借り入れるお金

国・道からの補助金など (10.1%)
4 億 9,889 万円

町税 (14.0%)
6 億 9,013 万円

その他 (11.7%)
5 億 7,465 万円

町民税・固定資産税・軽自動車税・
町たばこ税

繰出金（一般会計から特別会計へ
繰り出すお金など）

行政活動・施設維持管理費 (24.1%)
11 億 9,086 万円

建設事業費 (12.2%)
6 億 52 万円

各団体への負担金や補助金と、高齢者など
への支援費

公共施設・道路・産業基盤などの整備
に使うお金

歳 出

借入金返済費 (12.2%)
6 億 87 万円

団体補助・生活支援費 (22.8%)
11 億 2,674 万円

大きな事業を行うために借り入れた
お金の返済金

一般行政活動を行う経費や施設などの維持
管理に使うお金

人件費 (17.0%)
8 億 3,854 万円
職員・議会議員の給与など

特別会計予算総額

２３億９，８８５万円
今年度

簡

易

水

前年度

4 億 6,585 万円
3 億 2,895 万円

道

8 億 2,716 万円
8 億 4,499 万円

国民健康保険
2 億 2,533 万円
2 億 3,865 万円

公 共 下 水 道
介

護

保

5 億 2,621 万円
5 億 2,675 万円

険
2 億 6,236 万円
2 億 5,821 万円

介護サービス
9,194 万円
8,845 万円

後期高齢者医療
0
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事 業

２０１９年度
２０１９年度

※事業については、主なものを抜粋し、掲載しています。
※◎印の事業名と金額は、●印の事業金額の内数です。

まちづくり

～心豊かで快適なくらしを支えるまちをめざして～

町民参加のまちづくり
●文化・芸術活動、地域間交流や人材育成など、まちづくりの振興を図る取組みを行う団体や個人に対して、
事業費を助成します。（子ども達のヨロン島研修他）--------------●広報紙発行に係る経費です。---------------

2,274 千円

5,547 千円

●地域活動を促進するため、各自治会や集会施設の運営費と施設整備費を助成します。
また、地域内にある防犯灯の修理代や電気代を負担します。--------------◎地区集会施設解体費補助事業
◎地区集会施設整備費補助金

23,590 千円

1,409 千円

5,664 千円

●コミュニティセンター施設の維持管理を行います。--------------◎【新規】浜佐呂間活性化センター改修工事

24,338 千円

8,932 千円

●総合的・計画的かつ戦略的なまちづくり・行政運営の推進を図るため、第５期総合計画を策定します。
--------------

広

域

交

2,143 千円

流

●管内の空港、国道などを整備促進するための広域期成会に対する負担金のほか、東京サロマ会などふるさと
会との交流や町ＰＲ事業を行います。--------------◎JAL DE パンプキンキャンペーン事業

3,855 千円

1,357 千円

●ふるさと納税制度による本町への寄附促進と、返礼品の拡充による地元特産品などのＰＲを行い、活力ある
まちづくりを推進します。--------------

51,747 千円

●町外に居住し、佐呂間町に興味関心を持って頂ける方に「佐呂間町サポーターズ倶楽部」会員として登録し
てもらい、交流人口の増加や地場産品の消費拡大による地域振興を図ります。------------

3,623 千円

行 財 政 改 革
●行政情報システムの管理、運用に係る経費です。また、社会保障・税番号制度の導入などに伴い、基幹
システムの改修・更新を推進し、住民サービスの向上を図ります。--------------●土地や建物などの町有財産の維持管理に係る経費です。---------------

生

活

環

74,710 千円

71,692 千円

境

●家庭から排出されるごみの収集や処理を行います。また、遠軽地区広域組合の運営するえんがるクリー
ンセンターの施設維持の本町分を負担します。---------------

98,074 千円

◎遠軽地区広域組合負担金（マテリアルリサイクル推進施設建設事業分） 28,231 千円
●リサイクル資源の収集運搬や分別作業を行い、ごみの減量化を図ります。-----------

－２－

24,453 千円
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●家庭から汲み取りした、し尿を処理する衛生センターの施設維持管理費などの
本町分を負担します。---------------

19,635 千円

●墓地や火葬場の維持管理を行います。--------------◎【新規】サロマ斎場火葬炉燃焼送風機取替工事

7,530 千円

2,376 千円

●公営住宅の維持管理を行い、入居されている方々の生活環境の維持に努めます。
----◎西富団地外壁等改修工事

水

73,642 千円

65,780 千円

道

●簡易水道施設の維持管理を行い、安全で安心な飲用水の提供に努めます。-------◎量水器検満改良工事

465,852 千円

13,519 千円

◎佐呂間浄水場浄水設備改修工事

6,776 千円

◎水道管移設補償工事（藤見橋） 113,313 千円
◎若佐簡易水道区域拡張事業

124,778 千円

◎【新規】佐呂間簡易水道事業変更認可業務委託
◎【新規】大共浄水場濾過地補砂工事

16,634 千円

8,228 千円

下 水 道・し 尿 処 理
●生活環境の改善や自然環境の保全を目的とし、下水道や漁業集落排水整備地区以外の
地区において合併処理浄化槽を設置する家庭に助成します。---------------

5,841 千円

●下水道管理センターや漁業集落排水終末処理場などの維持管理や汚水処理に係る経費です。
-----------◎特定環境保全公共下水道事業

225,328 千円

37,110 千円

安 全 な 生 活
●交通安全対策を図ることにより、事故を未然に防止します。-----

3,310 千円

●河川の維持補修と管理を行い、洪水対策に努めます。 -----------

12,011 千円

交 通 網 の 整 備
●ふれあいバスの運行や関係施設の維持管理を行います。---------------

93,817 千円

●町道及び橋梁の維持管理を行い、安全で快適な通行に努めます。------

212,184 千円

◎長寿命化修繕事業（橋梁） 61,800 千円
◎舗装路面性状調査事業

12,900 千円

●道路の凍上などにより車道の傷みが激しく、通行に支障が出ている道路の全面改良舗装を行います。
--------------◎若里基線道路整備事業

70,000 千円

◎佐呂間３０号道路整備事業

防

96,000 千円

26,000 千円

災

●防災行政無線の整備により、災害に強い安全・安心なまちづくりの実践に努めます。
----◎【新規】防災行政無線整備事業委託料
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8,635 千円

－３－

10,476 千円

産業振興
農

～豊かな自然と人が共存する産業をめざして～

業

●農地の移動斡旋や農業者年金への加入推進を図ります。---------------

6,060 千円

●農用地・水路・農道など地域資源の保全・維持管理のための共同活動に対する支援や、農業経営資金
借入に係る利子補給など、農業経営の安定化を図ります。--------------◎多面的機能支払交付金事業補助金

51,465 千円

49,663 千円

●公共牧場では酪農家から牛を預かり、牧場への放牧により個体を大きくし、足腰が強く健康な牛を
育てます。これにより、乳量の増量や牧場内での受胎率が高くなることを期待し、生産コストや牛
の管理労力などの軽減効率化を図ります。---------------

15,997 千円

●農業労働の環境改善を図るため、佐呂間町酪農ヘルパー利用組合の事業運営費を助成します。
--------------●農業後継者の確保・育成のため、新規就農者へ支援を行います。--------------◎新規就農予定者就農研修支援資金貸付金

3,000 千円

2,548 千円

1,200 千円

●地場産品開発研究センターの維持管理を行います。--------------

2,587 千円

●農業生産基盤整備として区画整理、土地改良（暗渠排水など）を行い、生産環境基盤整備にて老朽化し
た営農用水施設整備を実施し、家畜・畑作用水や生活用水の安定供給を図ります。また、地区内に存在
する重粘土対策の整備改良を進め、酪農生産基盤の強化を図ります。 -------- 163,895 千円
◎道営畑地帯総合整備事業（若佐地区） 127,693 千円
◎道営畑地帯総合整備事業（サロマ東部地区） 36,077 千円
●農業用排水路の維持管理経費です。------------------

林

2,636 千円

業

●有害鳥獣による農林業被害と人的被害を未然に防止し、町民の暮らしと安全を守るために駆除を実施
します。---------------

5,118 千円

●佐呂間町森林整備計画に基づく民有林事業推進のため、民有林人工造林推進事業及び野ねずみ駆除事
業に対して助成し、森林整備を促進します。--------------◎民有林人工造林推進事業費補助金

14,062 千円

13,696 千円

●林業関係団体の運営費の負担に対して助成し、体制の強化を図ります。--------------●健全な森林の育成を目指すため、町有林を計画的に整備します。---------◎町有林保育事業

24,351 千円

◎町有林造林事業

11,615 千円

◎町有林素材生産事業

水

産

989 千円

61,435 千円

19,437 千円

業

●サロマ湖の環境保全、漁業活動の効率化及び安全性の向上を図ります。---------

4,532 千円

●老朽化の著しい漁港施設の改修を行い、漁港機能の維持保全及び漁業者の利便性の向上を
図ります。---------

15,946 千円

◎漁港修繕事業地元負担金（水産物供給基盤機能保全事業） 14,666 千円
◎漁港修築事業地元負担金（漁村再生交付金事業） 1,280 千円

－４－
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商

工

業

●商工業の振興と安定を図るため、商工会が行う振興対策や後継者の方々が行う各種活動に
対して支援します。--------------◎商工会運営費補助金

30,861 千円

8,676 千円

◎トーヨータイヤ販売促進事業補助金

1,435 千円

◎プレミアム付全町共通商品券発行事業補助金

20,600 千円

●町内中小企業の事業運営の円滑化を図るため、事業資金融資制度による借入利子に対して
助成します。---------------

1,486 千円

●町民健康菜園の管理や広域組織加入による連携、商工業支援、消費者トラブルを防止するための情報
提供、非正規労働者の就労支援などを行い、商工業の振興・発展を図ります。---◎住宅建設促進事業費補助金
◎商工業活性化事業補助金

観

22,609 千円

10,000 千円
11,200 千円

光

●観光パンフレットなどによるサロマ湖観光のＰＲを行い、観光客の増加を目指します。また、観光
物産協会の運営費を助成し、観光客の受入体制の整備や各種ＰＲ事業を行います。--●サロマ湖や幌岩山周辺の観光関連施設の維持管理を行います。--------------◎【新規】悠林館冷蔵庫更新工事

10,203 千円

11,101 千円

2,376 千円

◎【新規】キムアネップ休憩所改修工事

4,688 千円

●道の駅と周辺施設の管理運営を委託し、民間主導による観光・物産の展開を図ります。
また、道の駅連絡会に加入し、各地の道の駅との情報交換やスタンプラリー事業へ
参加します。---------------

12,107 千円

●シンデレラ夢まつりを支援し、町の活性化と観光振興を図ります。------

社会福祉
地

域

福

2,026 千円

～ふれあいとやすらぎのある社会をめざして～

祉

●各福祉団体の運営費や活動費を助成し、福祉の向上を図ります。--------------◎民生児童委員協議会運営費補助金
◎社会福祉協議会運営費補助金

36,841 千円

3,000 千円

33,551 千円

高 齢 者 福 祉
●社会福祉協議会などが実施している高齢者に対する生活支援・訪問介護事業などに対して助成します。
また、高齢者の日常生活を支援します。---------------◎外出支援サービス委託料

6,404 千円

◎在宅介護支援センター業務委託料

8,093 千円

◎ホームヘルプサービス事業運営費補助金
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7,025 千円

－5－

26,801 千円

●特別な事情により居宅での生活が困難な方が、養護老人ホームに入所する費用を負担します。
---------------

5,264 千円

●老人クラブ連合会への助成や在宅介護支援センターで使用している車両の維持管理、高齢者福祉施設
への補助を行います。---------------

13,031 千円

◎サンガーデンさろまデイサービス車両購入事業費補助金
◎老人クラブ連合会運営費補助金

11,742 千円

1,223 千円

●老人福祉センターの運営を社会福祉協議会に委託しています。----------------

14,140 千円

●屋内ゲートボール場の運営を社会福祉協議会に委託しています。 ---------------

2,170 千円

●介護保険とは、すべての被保険者が納める保険料と国・道・町からの公費を財源にしています。被保
険者の方ができるだけ介護や支援が必要とならないように予防するサービスや、介護や支援が必要と
なった被保険者には介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家庭を支援します。また、
地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが安心して生活できるための相談や支援を行います。
--------------◎居宅介護サービス給付費

255,297 千円

◎施設介護サービス給付費

175,400 千円

◎居宅介護サービス計画給付費

526,211 千円

17,586 千円

◎特定入所者介護サービス給付費

24,971 千円

●特別養護老人ホームでは、介護を常時家庭で受けることが困難な方（施設入所）や、一時的に困難な方（短
期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）の介護サービスを提供します。--◎【新規】特別養護老人ホーム外壁改修工事

262,363 千円

32,967 千円

障 が い 者 福 祉
●難病や腎機能障がい者の方が、通院などに必要な費用を支援します。---------------

6,039 千円

●障がい者、障がい児が社会生活を営むための支援にかかる費用を支援します。施設入所の費用や居宅で
の介護費用、日常生活用具や補装具購入の費用、就労を継続するための費用などを支援します。
--------------◎障がい者総合支援費

児

童

福

197,333 千円

194,639 千円

祉

●中学 3 年生までの子どもがいる世帯に対して、国が定める児童手当を支給します。---

62,393 千円

●佐呂間、若佐、浜佐呂間各保育所を運営します。また、保育所通所バス利用以外の
遠距離通所世帯に対しての通所費用の一部負担をはじめ、新たな子育て支援を目的
として保育料の一部を助成します。--------------◎子育て支援保育料補助金

35,775 千円

5,824 千円

●子育て家庭への支援活動の拠点である子育て支援センターを運営します。-------------

－６－

2,319 千円
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保

健

医

療

●重度の障がいを負った方々の医療費の一部を助成します。-------------●ひとり親世帯の医療費の一部を助成します。 ---------------

9,251 千円

2,719 千円

●高校卒業までの子どもにかかる医療費を助成します。 ---------------

20,456 千円

●遠軽地区３町の第二次救急医療体制（患者の転送など）にかかる運営費の本町負担分です。
--------------◎病院群輪番制病院運営事業補助金

23,019 千円

3,104 千円

◎遠軽地区地域医療対策連携負担金（遠軽厚生病院財政支援） 18,826 千円
●３歳までの乳幼児健診や発達支援、妊婦検診に対して助成します。--------

6,348 千円

●定期予防接種の実施や、インフルエンザ、おたふくかぜ、肺炎球菌などの任意予防接種費用
を全額又は一部助成します。------------

12,252 千円

●健康診査料やがん検診料を一部負担します。--------

11,694 千円

●若佐歯科診療所の運営を委託します。 ---------------

59,094 千円

●将来に渡って継続した医療環境の整備を行い、安心して暮らせるまちづくりを進めます。
--------------◎クリニックさろま運営費負担金

100,541 千円

100,000 千円

●国民健康保険は、北海道が財政運営の中心となり国・道からの公費や被保険者の納める国保税を財源と
して運営しています。病気やケガの時に安心して病院にかかれるよう、医療費の一部給付や保険給付・
高齢者医療に対する支援金介護保険事業への拠出に充てられる国保事業費納付金などを負担します。
--------------◎入院や通院などの医療費の一部を国民健康保険から医療機関などに支払います。
◎医療費が高額になる方の自己負担を軽減します。

449,279 千円

62,048 千円

◎出産一人に対して 42 万円を出産育児一時金として給付します。
◎国保事業費納付金を負担します。

827,161 千円

2,940 千円

300,491 千円

◎40 歳以上 75 歳未満の方を対象にした特定健康診査を行います。

3,951 千円

●後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療をみんなで支えあう健康保険制度で、運営する広域連合へ保
険料などを負担します。---------------

教育文化
学

91,935 千円

～こころを育む魅力ある教育をめざして～

校

●教職員住宅の維持管理を行います。---------------

4,028 千円

●小中学校と周辺施設の環境整備や維持管理を行います。---------------

25,448 千円

●小学校の適正な管理により、児童の活発な活動のための環境整備を行います。-----◎【新規】佐呂間小学校校舎地下タンク給油管改修工事
◎【新規】浜佐呂間小学校消防用設備機器更新工事
◎【新規】浜佐呂間小学校改修工事
◎ＩＣＴ教育環境整備事業

2,530 千円

1,522 千円

28,171 千円

25,889 千円

●中学校の適正な管理により、生徒の活発な活動のための環境整備を行います。------●本町と姉妹都市であるアラスカ州パーマ市の各学校と町内各学校との姉妹校

ＳＡＲＯＭＡ2019

125,577 千円
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16,783 千円

交流を推進します。---------------

2,226 千円

●学校給食センターの管理運営を適正に行い、安全安心な給食の提供に努めます。-----

76,351 千円

◎調理配送業務委託料 20,548 千円
◎【新規】配送車更新事業

人

づ

く

9,856 千円

り

●様々な年齢層に対応した各種社会教育事業を展開し、町民の方々の学習活動を
支援します。---------------

4,007 千円

●社会体育事業を実施し、スポーツの普及に努めます。-----------◎サロマ湖１００km ウルトラマラソン負担金

3,472 千円

3,000 千円

●各種社会体育事業にかかる経費の負担や各社会体育団体を支援します。また、町内
スポーツ団体や個人の全道・全国大会への参加費用を助成します。 ---------------

学

習

支

3,091 千円

援

●町民センター、図書館、町体育館、武道館・温水プールなどの社会教育施設の環境整備や維持管理を
行います。 ---------------

39,974 千円

◎教育施設管理等業務委託料

34,456 千円

●町民の文化活動などの中核施設である町民センターの維持管理を行います。-------

13,217 千円

●パークゴルフ場や総合グラウンドなどの屋外体育施設を安全に利用できるよう
管理運営します。--------------◎パークゴルフ場等芝生整備工事

12,874 千円
5,616 千円

●体育館を安全に利用できるよう施設の維持管理を行います。---------------

5,944 千円

●スキー場のリフトやゲレンデ整備、管理棟の維持管理を行います。---------

5,709 千円

●町民の生涯学習の場のひとつとして、図書館資料の充実を図り、町民の利用に供すると共に各種事業
を行います。また、読書活動を支える場としての役割を果たします。---------------

7,237 千円

●図書館を便利で快適に利用できるよう施設の環境・整備等の維持管理を行います。
----------

5,110 千円

●スイミングスクールをはじめ、武道館などを利用した健康運動教室を開催し、町民の方々の健康
維持・増進と体力の向上を図るための事業を行います。また、武道館・温水プールの維持管理を
行い、快適かつ安全に利用できるよう努めます。---------◎【新規】武道館・温水プール建具改修工事

2,112 千円

◎武道館・温水プールトレーニング機器更新事業

文

39,755 千円

6,026 千円

化

●各種社会教育事業にかかる経費負担や各社会教育団体を支援します。-------------◎佐呂間町芸術文化事業費補助金

6,470 千円

2,500 千円

－8－
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■

国・道

が

行

う

事

業

■

◎国（網走開発建設部）が行う事業
○第４種サロマ湖漁港整備事業～第１湖口及び第２湖口の調査・整備
○一般国道３３３号大成視距改良工事～大成地区（道路改良）

◎道（オホーツク総合振興局）が行う事業
【網走建設管理部】
○留辺蘂浜佐呂間線の橋梁整備工事

共立地区（錦橋：護岸工）

○留辺蘂浜佐呂間線の防災安全対策

仁倉地区（冠水対策：道路設計・用地買収・函渠工）

○佐呂間別川の河川改修工事

富丘地区（掘削工・護岸工）、上流地区（樋門・護岸設計）
藤見橋（橋梁上部架設・床版工・護岸工）

○小野の沢川の河川改修工事
○仁倉川の河川改修工事

仁倉地区（掘削工・護岸工）

仁倉地区（掘削工・護岸工・用地測量）
室井橋（下部工・上部工製作）

〇浜佐呂間漁港水産物供給基盤機能保全事業
○浜佐呂間漁港漁村再生交付金事業

係留施設及び外郭施設機能保全工事

係留施設及び用地整備実施設計

【産業振興部】
○土地改良事業

道営畑地帯総合整備事業 若佐地区
道営畑地帯総合整備事業 サロマ東部地区
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発
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