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は じ め に 
 

 昨年３月１１日に発生した東日本大震災から１年が

経過しました。本町も大きな打撃を受けましたが、東

北・関東地方の太平洋沿岸部は壊滅的な被害を受け、未

だ、大きな傷跡からの復興には、多くの辛い現状が突き

付けられています。東日本大震災を大きな教訓として、

災害による被害をできる限り防ぐため、特に安心安全な

まちづくりへ向けた施策を早急に推進する必要がある

と考えています。 

 また、長引く景気の低迷、歴史的な円高の進行など、

地方財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況です

が、本町の財政は、これまでの行財政改革の取組みによ

り、国が示す全ての項目において健全化が図られていま

すが、引き続き身の丈に合った安定的な財政運営に努め

てまいります。 

 特に今年は、本町が蝦夷（箱館）奉行の管下となった

享和２年（１８０２）を開基としてから２１０年、並び

に町制施行６０周年の節目を迎えますので、町民の皆様

とともに祝意を表したいと思います。 

 さて、町の予算概要『平成２４年度まちづくり予算』

をお届けします。この説明書は「町がどのような事業に

どれだけのお金を使っているか」ということを分かりや

すくお知らせし、町の置かれている現状を理解していた

だき、町民の皆さん自らが、まちづくりに参画していた

だくための資料です。 

 まちづくりの指針である第８次総合計画のテーマ「町

民と歩む 個性あふれる 元気なまちづくり」を考える

うえでの皆さんの参考にしていただければ幸いです。 

 
平成２４年４月 

様似町長 坂 下 一 幸 
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平成 24 年度 
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    一一般般・・特特別別会会計計のの予予算算総総額額      

５５５５億億５５,,６６７７５５万万円円  （（前前年年度度対対比比  ００．．３３％％増増））    

■各会計別予算一覧 

会  計  名 平成２４年度 平成２３年度 増 減 額 伸 率 

一 般 会 計 3９億 2,500 万円 3８億 8,800 万円 3,700 万円 1.0％ 

特

別

会

計 

介 護 保 険 ３億 8,183 万円 4 億 670 万円 △2,487 万円 △6.1％ 

国民健康保険事業 6 億 5,884 万円 6 億 9,373 万円 △3,489 万円 △5.0％ 

後 期 高 齢 者 医 療 7,208 万円 6,379 万円 829 万円 13.0% 

下 水 道 事 業 ３億 1,927 万円 ３億 410 万円 1,517 万円 5.0％ 

水道事業 

会  計 

収益的支出 1 億 2,715 万円 1 億 2,821 万円 △106 万円 △0.8％ 

資本的支出 7,258 万円 5,653 万円 1,605 万円 28.4％ 

合    計 55 億 5,675 万円 55 億 4,106 万円 1,569 万円 0.3％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

●平成２４年度一般会計歳入の内訳 
                         （単位：千円、％） 

区    分 ２４年度 ２３年度 増 減 額 伸 率 

町 税 392,468 405,453 △12,985 △3.2 

地 方 譲 与 税 53,000 55,000 △2,000 △3.6 

利 子 割 交 付 金 1,800 1,000 800 80.0 

配 当 割 交 付 金 400 130 270 207.7 

株式等譲渡所得割交付金 270 50 220 440.0 

地 方 消 費 税 交 付 金 50,000 53,000 △3,000 △5.7 

自 動 車 取 得 税 交 付 金 7,000 12,000 △5,000 △41.7 

地 方 特 例 交 付 金 6,000 7,000 △1,000 △14.3 

地 方 交 付 税 2,238,000 2,276,000 △38,000 △1.7 

交通安全対策特別交付金 700 700 0 0.0 

分 担 金 及 び 負 担 金 13,403 29,844 △16,441 △55.1 

使 用 料 及 び 手 数 料 107,233 109,281 △2,048 △1.9 

国 庫 支 出 金 147,894 198,339 △50,445 △25.4 

道 支 出 金 144,833 178,990 △34,157 △19.1 

財 産 収 入 18,089 13,562 4,527 33.4 

寄 付 金 60 60 0 0.0 

繰 入 金 56,600 2,250 54,350 2,415.6 

繰 越 金 20,000 20,000 0 0.0 

諸 収 入 91,750 95,441 △3,691 △3.9 

町 債 575,500 429,900 145,600 33.9 

合    計 3,925,000 3,888,000 37,000 1.0 

 
 
●みなさんに納めていただく町税の内訳 
 

区  分 予算額 町民１人当たり 

町民税 １億8,596万円 36,707 円 

固定資産税 １億5,699万円 30,989 円 

軽自動車税 951 万円 1,877 円 

たばこ税 4,000 万円 7,896 円 

鉱産税 1 万円 2 円 

合  計 ３億9,247万円 77,471 円 

 

 
 
 

１ まちづくり予算 まちづくり予算 ２ 

■一般会計（当初予算）の推移 

※過去に別会計としていた廃棄物処理事業及び公共用地

取得を含む（繰出繰入分は相殺） 

 平成 24 年度の一般会計は 39 億 2,500

万円で、対前年度と比較して 1.0％の増、

全会計では55億5,675万円と同0.3％の

増となりました。 

 一般会計では、公債費が 2億 1,350 万

円の大幅減額をする中、アポイ岳ビジタ

ーセンター改修事業をはじめイチゴハ

ウス施設整備事業、漁村センター改修事

業、様似小学校建設事業や公営住宅建設

事業などの投資的経費が大幅な増額と

なりました。 

１人当りの金額は、予算額
を平成24年１月１日現在の
人口５,０６６人で割ったもの
です。 

単位：億円 

経常一般財源 
町税から交通安全対策

特別交付金までは、町

に毎年入り、かつ、自

由に使えるお金で、町

運営の基本となるもの

です 
 
地方交付税 
地方交付税は、地域に

よって格差のある財源

を調整し、全国どこで

も最低限の行政サービ

スが受けられるよう

に、国から都道府県や

市町村にその財政力に

応じて配られるお金で

す 
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地方交付税

22億3,800万円

（57.0％）

町 債

5億7,550万円

（14.7%）

町 税

3億9,247万円

（10.0%）

国庫支出金

1億4,789万円

（3.8%）

道支出金

1億4,483万円

（3.7%）

使用料及び手数料

1億 723万円

（2.7%）

諸収入

9,175万円

（2.3%）

地方譲与税

5,300万円

（1.4%）

その他

1億7,433万円
(4.4%)

歳入



平成 23 年度 
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平成 24 年度 
予算の概要 

 

●平成２４年度一般会計歳出の内訳（目的別性質別） 
 

区  分 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水費 商工費 土木費 消防費 

消

費

的

経

費 

人 件 費 57,246 216,936 100,158 108,421  79,191 49,428 43,650 116 

物 件 費 4,023 106,545 72,264 150,883 20 19,659 42,370 7,075 10,907 

扶 助 費   208,382 37,739      

補 助 費 等 295 34,644 58,698 106,234 159 41,079 22,378 861 198,527 

維 持 補 修 費  1,923 4,207 4,452  4,731 3,485 60,968 200 

計 61,564 360,048 443,709 407,729 179 144,660 117,661 112,554 209,750 

投

資

的 

普通建設事業費  1,150 58,326 12,500  193,895 199,395 81,240  

災害復旧事業費          

計  1,150 58,326 12,500  193,895 199,395 81,240  

そ

の

他

の

経

費 

公 債 費          

積 立 金  100,519        

出 資 金          

貸 付 金     10,000  35,000   

繰 出 金   120,166 20,836    238,781  

予 備 費          

計  100,519 120,166 20,836 10,000  35,000 238,781  

合   計 61,564 461,717 622,201 441,065 10,179 338,555 352,056 432,575 209,750 

事 業 支 弁 人 件 費          

国 保 人 件 費   △22,764 22,764      

介 護 人 件 費   △11,564 11,564      

再   計 61,564 461,717 587,873 475,393 10,179 338,555 352,056 432,575 209,750 

人 件 費 再 計 57,246 216,936 100,158 142,749  79,191 49,428 43,650 116 

 
  
 ●特別会計への繰出金の内訳 

  会 計 名 繰出金額 

介 護 保 険 6,539 万円 

 うち人件費分 1,157 万円 

国 民 健 康 保 険 5,478 万円 

 うち人件費分 2,276 万円 

後 期 高 齢 者 医 療 2,083 万円 

下 水 道 事 業 2 億 3,878 万円 

計 3 億 7,978 万円 

 うち人件費分 3,433 万円 

 

 
 
 
                          （単位：千円） 

教育費 災害復旧 公債費 予備費 合 計 H２3 当初 増減額 

178,225    833,371 888,174 △54,803 

148,014    561,760 511,437 50,323 

1,679    247,800 243,581 4,219 

16,163 64   479,102 473,842 5,260 

9,548    89,514 56,394 33,120 

353,629 64   2,211,647 2,173,428 38,119 

55,698    602,204 392,904 209,300 

 31,975   31,975 41,721 △9,746 

55,698 31,975   634,179 434,625 199,554 

  550,972  550,972 764,475 △213,503 

    100,519 71,730 28,789 

    0 0 0 

    45,000 45,000 0 

    379,783 395,742 △15,959 

   3,000 3,000 3,000 0 

  550,972 3,000 1,079,274 1,279,947 △200,673 

409,327 32,039 550,972 3,000 3,925,000 3,888,000 37,000 

    （0） (0) (0) 

    (22,764) (22,340) (424) 

    (11,564) (13,427) (△1,863) 

409,327 32,039 550,972 3,000 3925,000 3,833,000 37,000 

178,225    867,699 919,137 △51,438 

 

 

●町民１人当たりの支出額 
 
身障・老人・児童福祉などに（民生費）･･････ 116,043 円 

借金の返済に（公債費）････････････････････ 108,759 円 

保健医療やごみ処理などに（衛生費）････････  93,840 円 

町づくりや財産管理などに（総務費）････････  91,140 円 

道路・河川の整備などに（土木費）･･････････  85,388 円 

学校教育・生涯学習の推進などに（教育費）･･  80,799 円 

公園管理や観光振興などに（商工費）････････  69,494 円 

農林水産業の振興などに（農林水費）････････  66,829 円 

消防・防災対策などに（消防費）････････････  41,403 円 

※金額は、一般会計の予算額を平成 24 年１月１日現在の人口 5,066 人で割

ったものです 

まちづくり予算 ４ 

人件費 
職員の給与や議員、各種

委員の報酬 
物件費 
施設の維持管理費や事

務事業に必要な経費 
扶助費 
障害を持つかたがたの

支援や保育園の運営費、

就学援助費など 
補助費等 
消防などの一部事務組

合への負担や各種団体

への補助、保険料など 
維持補修費 
施設の管理や修繕 
普通建設事業費 
道路や施設の建設、改

修、造林、漁場整備など 
公債費 
借金（町債）の返済金 
積立金 
貯金（基金）への積立金 
出資金 
金融機構や社団法人等

に対する出資など 
貸付金 
商店や労働者などへの

融資に対する預託金な

ど 
繰出金 
特別会計への繰出し 

３ まちづくり予算 

人件費

8億3,337万円

（21.2%）

普通建設事業費

6億 231万円

（15.4%）

物件費

5億6,176万円

（14.3%）

公債費

5億5,097万円

（14.0%）

補助費等

4億7,910万円

（12.2%）

繰出金

3億7,978万円

（9.7%）

扶助費

2億4,780万円

（6.3%）

その他
2億6,991万円

（6.9%）

歳出
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■住みよい環境をつくるために                     ４億 ８９０万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

自然の保護 317 万円  ７ 

子育て支援の充実 482 万円  ８ 

公営住宅の整備 5,420 万円  8 

公園・緑化の整備 520 万円  8 

上水道の整備 8,211 万円  ９ 

下水道の整備 １億 350 万円  ９ 

排水路の整備 700 万円  ９ 

環境衛生の充実 1 億 4,866 万円  9～10 

公衆衛生対策の推進 24 万円  10 

 

■安全な生活をおくるために                       ２億２,３７２万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

防災体制の整備 1,375 万円  10 

交通安全対策の推進 373 万円  11 

防犯対策の推進 475 万円  11 

消防・救急体制の整備 １億 9,521 万円  11 

海難の防止 128 万円  11 

国土保全対策の推進 500 万円  11 

 

■健康で幸せな生活をおくるために                  １５億 １８０万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

消費生活の充実 7 万円  12 

保健衛生の推進 1,203 万円  12 

健康づくりの推進 2,506 万円  12 

地域医療体制の充実 2,425 万円  13 

高齢者福祉の充実 4 億 6,449 万円  13～15 

児童、母子・父子福祉の充実 8,525 万円  1６ 

障がい者福祉の充実 1 億 5,183 万円  17 

アイヌの人たちの福祉の充実 570 万円  17 

生活保護・低所得者福祉の充実 170 万円  18 

国民健康保険・後期高齢者医療制度の充実 7 億 3,092 万円  18 

 
 
 
 

 
 

■心豊かな人間性を養うために                     ２億４,３２３万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

幼児教育・保育の充実 5,093 万円  19 

義務教育の充実 １億 1,309 万円  19～20 

高等学校教育の充実 84 万円  20 

社会教育の推進 4,136 万円  21 

文化活動の推進 459 万円  21～22 

社会体育・スポーツの推進 3,242 万円  22 

 

■豊かな暮らしを生みだすために                    ３億４,５５０万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

農業振興対策の推進 1 億 1,006 万円  23～24 

林業振興対策の推進 1 億 3,382 万円  24～25 

水産業振興対策の推進 1,029 万円  25～26 

商業振興対策の推進 4,184 万円  27 

観光振興対策の推進 4,949 万円  27～28 

 

■発展の基盤づくりのために                       ３億５,１１４万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

ジオパークによるまちづくりの推進 １億 9,306 万円  28～29 

土地利用の推進 290 万円  29 

道路交通網の整備 8,250 万円  29～30 

地域情報化の推進 139 万円  30 

集会施設の整備 7,129 万円  30 

 

■推進体制の確立のために                          ８,７６５万円 
基     本     計     画 予 算 額 ページ 

行政の近代化 2,714 万円  30 

住民参画のまちづくり 195 万円  30 

男女共同参画の推進 4 万円  31 

広報・広聴活動の充実 288 万円  31 

地域間交流の推進 86 万円  31 

その他 5,478 万円  31～32 

 

※平成２３年度繰越明許事業（３２ページ）               １億 １２２万円 

５ まちづくり予算 
まちづくり予算 ６ 



住みよい環境をつくるために 住みよい環境を 
つくるために 

 
 

自然の保護 

 

アポイ岳ビジターセンター管理経費・・・・・・・・・ １６３万円 
 アポイ山麓ファミリーパーク事務所に併設されているビジターセンタ

ーの維持管理費。 

アポイ岳の保護活動経費・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７２万円 
 アポイ岳ファンクラブとの連携によるアポイ岳の調査やパトロール、

研究者の受入支援などを行うとともに、今年はアポイ岳の高山植物群落

の特別天然記念物指定 60 周年を迎えることから講演会等を行います。 

アポイ岳調査研究支援センター管理経費・・・・  ８２万円 
アポイ岳周辺の動植物や地質に関する研究者への支援施設の維持管理

費。 

 

 

アポイ岳とその周辺地域は、高山植物が特別天然記念物に指定される

とともに、地球内部のマントルを構成している「かんらん岩」が見られ

るなど、国内だけでなく世界的にも重要な山です。また、子どもでも登

山できる山として、多くのかたから愛される「みんなの名峰」です。 

日本、そして人類の宝とも言うべきこの貴重な自然を次の世代に引き

継いでいくため、全国の皆さんからのご支援やご意見をいただき、さま

ざまな活動を推進するため、平成 20年３月に「みんなのアポイ基金」を

創設しました。 

 基金への寄付は基本的に３,０００円以上で受け入れすることとし、

その際に希望する使い道を下記の事業から指定していただきます。 

 

・ＰＲ事業…… 例）パンフレット作成、盗掘防止看板作成など 

実施目途金額）３０～５０万円程度 

・実践活動事業…例）登山道整備、環境整備など 

Ｈ23実績：０円（０件）  基金残高：281,250 円 

   実施目途金額）３０～５０万円程度 

・教育事業…… 例）子どもたち向けの講演会、野外学習会など 

Ｈ23実績：０円（０件）  基金残高：236,500 円 

実施目途金額）１０万円程度 

・施設等整備事業…例）避難小屋改修、トイレ設置など 

Ｈ23実績：０円（０件）  基金残高：419,941 千円 

   実施目途金額）５００～１,０００万円程度 

 

Ｈ23実績：770,546 円（９件）  基金残高：4,211,812 円 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援の充実 

 

親子岩児童クラブ開設経費・・・・・・・・・・・・・・  ４８２万円 

 ｢親子岩児童クラブ｣は、町内の小学１～３年生を対象に、保護者が就

労等のため不在となる家庭に代わり、放課後及び土曜日に児童の安全な

居場所づくりとして様似小学校内（旧ことばの教室）に開設しています。 
 利用については無料ですが、事前に登録により保険に加入していただ

きます。指導員を配置し、施設内での管理・指導を行います。 
 開設日は平日（月～金曜日）の下校時から午後６時まで、土曜日、夏・

冬休み期間は午前８時 30 分から午後６時まで。また、休所日は日曜日、

祝日、お盆、年末年始、年度末年度始となっています。 

 

公営住宅の整備 
 

公営・町営住宅維持管理経費・・・・・・・・・・  ２,７７８万円 

 公営・町営住宅（４月１日現在：３５６戸）の修繕費や施設の維持管

理費など。また、アポイ団地の水洗化工事を行います。 

公営住宅建設経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２,６４２万円 

 様似町公営住宅等長寿命化計画に基づいて、西町第２団地の建替工事

を平成 25 年度に予定。そのための基本設計や実施設計、地質調査、用

地確定測量等の経費。 

 

公園・緑化の整備 
 

公園管理経費（アポイ・ふれ愛ビーチ除く）・・  ５２０万円 

 ふれあい広場・ソビラ公園（様似漁港内）・かもめ公園（鵜苫漁港内）

など町内の各公園と公衆トイレの管理経費。 

 

まちづくり予算 ８ 
７ まちづくり予算 

お問い合わせ 
アポイ岳ビジターセン

ター、アポイ岳調査研

究支援センターについ

ては 

●教育委員会（中央公民

館内）生涯学習課社会

教育係 

電話３６－２５２１ 

お問い合わせ 
みんなのアポイ基金に

ついては 

●総務課企画財政係 

電話３６－２１１１ 

 

 

お問い合わせ 
親子岩児童クラブにつ

いては 

●子育て支援センター 

 電話３６－５５２１ 

 

お問い合わせ 
公営・町営住宅につい

ては 

●管財建設課建築・住宅

係 

電話３６－２１１５ 



住みよい環境を 
つくるために 

 

 

上水道の整備 
 

施設維持管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４,４４３万円 

 上水道と幌満簡易水道の維持管理経費。 

建設改良事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３,７６８万円 

○ 錦町地区配水管新設工事   

○ 大通３丁目配水管新設工事  

○ 田代増圧ポンプ更新工事  

○ 冬島配水施設監視設備新設工事 

○ 様似川水源取水ポンプ２号取替工事 

 

下水道の整備 
 

施設維持管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６,６４０万円 

 終末処理場やマンホールポンプの維持管理費、下水道管渠調査費など。 

建設改良事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３,７１０万円 

 下水道長寿命化計画の策定や公共汚水桝設置工事、マンホール・管路

補修工事、舗装補修工事など。 

 

排水路の整備 
 

排水溝の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７００万円 

○ 田代地区（板橋宅付近）排水溝改修工事（Ｕ型側溝 延長＝100m） 
〇 緑町仲通り６線排水溝改修工事（可変勾配側溝 延長＝100m） 
〇 栄町遠藤線排水溝改修工事（可変勾配側溝 延長＝30m） 
 

環境衛生の充実 
 

浄化槽設置整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１０万円 

 下水道整備計画区域外で浄化槽を設置する場合、その一部を助成。 

 

 

 

し尿処理事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７４４万円 

 し尿の収集・処理を行っている日高東部衛生組合（浦河町・様似町・

えりも町による一部事務組合）への負担金。 

ごみ処理・リサイクル推進事業・・・・・   １億３,４４６万円 

 ごみ収集やクリーンセンターの維持管理費、ダイオキシンや水質など

の公害測定、資源ごみのリサイクル経費など。 

様似共同墓地・葬斎場管理費・・・・・・・・・・・・  ４６６万円 

 葬斎場の維持管理費と墓地内道路の整備。 

 

公衆衛生対策の推進 
 

狂犬病（畜犬登録・野犬掃討）対策経費・・・・・  １４万円 

 狂犬病予防注射の実施、畜犬登録、野犬掃討、町道における動物死体

処理費。 

ハチ駆除対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０万円 

 ひだか南森林組合が行っているハチの巣等の駆除について、その費用

の一部を支援します（個人負担は１回４,０００円）。 

 

 

 

 

 

 

 

防災体制の整備          安全な生活をおくるために 
 

防災対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９５６万円 

 防災行政無線の維持管理費、津波ハザードマップ作成費、標高表示板

設置費など。 

備蓄物資等整備経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４１９万円 

 非常時に備えて備蓄する飲用水・非常食、避難所等に配置する備品、

資機材の整備を図ります。 

お問い合わせ 
上水道については 

●水道課 

電話３６－２１１６ 

浄化槽設置補助 
５人槽   ４５万円 

６～７人槽 ６０万円 

8～10 人槽  ９５万円 
 

 

様似共同墓地 
新Ｆ区画   ３万円 
Ｆ以外の墓地改装区画 
       ２万円 
 
 
 
 
狂犬病予防注射 
毎年 6 月上旬に地区ご

とに分けて実施しま

す。（１頭 3,040 円） 

 
ハチ駆除 
１回６,000 円（うち

2,000 円を町が支援） 

●ひだか南森林組合 

電話３６－２０３１ 
 
 
お問い合わせ 
浄化槽・墓地・狂犬病

（畜犬登録）・ハチ駆除

については 

●町民課生活環境係 

電話３６－２１１２ 

 

まちづくり予算 １０ ９ まちづくり予算 

お問い合わせ 
下水道については 

●水道課下水道係 

電話３６－２１１６ 

 

お問い合わせ 
防災については 

●総務課防災・車両係 

電話３６－２１１１ 



安全な生活をおくるために 健康で幸せな生活をおくるために 
 

 

交通安全対策の推進 

 

交通安全対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３７３万円 

 各団体や事業所等で構成する交通安全運動推進協議会や交通安全協会

への補助、町道区画線の塗装工事など。 

 

防犯対策の推進 
 

防犯対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４７５万円 

 各自治会が所有する街路灯（防犯灯）の電気料（全額）・新設改修（半

額）補助や防犯協会への補助など。 

 

消防・救急体制の整備 
 

消防・救急事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １億９,５２１万円 

 消防様似支署に係る経費（署員 18 人・団員 96 人）や日高東部３町（浦

河町・様似町・えりも町）で構成する日高東部消防組合本部に対する負

担金、小型動力ポンプ付積載車の更新、消防救急デジタル無線整備に向

けた基本設計など。 

 

海難の防止 
 

海難防止対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２８万円 

 様似・冬島の両水難救難所に対する補助や海難防止センターなどへの

負担金、プレジャーボートの漁港利用の管理費。 

 

国土保全対策の推進 
 

普通・準用河川維持管理費・・・・・・・・・・・・・・  ５００万円 

○ ポンヒラウ川護岸工新設工事（護岸工 延長＝50m） 

○ サヌシナイ川護岸工改修工事（護岸工 延長＝20m） 

 

 

消費生活の充実 
 

消費者協会補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７万円 

 様似消費者協会に対する運営補助。 

 

保健衛生の推進 
 

感染症対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １,２０３万円 

 結核検診、エキノコックス症血清検査、ポリオ、ＢＣＧ、ＭＲ（麻し

ん・風しん）ヒブワクチン、小児用及び高齢者肺炎球菌ワクチン等の各

種予防接種を行います。また、15 歳以下と 65 歳以上のかたに対して、

インフルエンザ予防接種の一部助成と年齢に関係なく町民税非課税世帯

に属するかたには全額助成をします。 

 

健康づくりの推進 
 

母子保健事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２７万円 

 母子手帳の交付やマタニティサークル、訪問指導、乳幼児健診、離乳

食講習会、むし歯予防教室などの事業を行います。 

妊婦一般健康診査補助・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３３４万円 

 妊婦が必要な回数とされる妊婦健診 14回と超音波検査 11回の受診助

成をすることで、妊娠合併症などを早期に発見し、安心安全な出産を迎

えられるよう取り組みます。 

周産期医療通院費等補助・・・・・・・・・・・・・・・・  １６万円 

 日高管内の産婦人科等を受診中のかたで、産婦人科医の診断により日

高管内以外の医療センターに入院した妊産婦及び日高管内の産婦人科等

で出生し、医師の診断により医療センターに入院した新生児を持つ妊産

婦に対して、交通費や宿泊費を助成します。 

成人保健事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １,９２９万円 

 特定健康診査やがん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）、骨密度

検査、肝炎検査、日帰り人間ドック、子宮頸がんワクチン接種及び健康

教育、健康づくり講習会など、生活習慣病予防に取り組みます。 

まちづくり予算 １２ 

がん検診等 
特定健診   500 円 

がん検診 

   500～1,800 円 

骨密度検査  700 円 

肝炎検査   700 円 

（70 歳以上及び生活

保護受給者は 500 円） 

 

お問い合わせ 
予防接種や各種検診

（健診）については 

●保健福祉センターきら

く・保健福祉課保健推

進係 

電話３６－５５１１ 

１１ まちづくり予算 

感染症 
ポリオは小児まひ、Ｂ

ＣＧは結核の予防です 

インフルエンザ 
予防接種 
三和医院・浦河赤十字

病院・勤医協浦河診療

所・藤井内科医院にて、

一部助成後の料金で接

種を受けられます 
乳児健康診査 
年６回 

幼児健康診査 
年３回 

離乳食講習会 
年４回 

むし歯予防教室 
年６回 

３歳児・４歳児歯

科検診 
年１回 

 

お問い合わせ 
プレジャーボートの漁

港利用については 

●産業課水産係 

電話３６－２１１３ 

○ ルサキ川護岸工改修工事（護岸工 延長＝10m） 



健康で幸せな生活を 
おくるために 

 

 

地域医療体制の充実 
 

地域医療対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２,４２５万円 

 三和医院や浦河赤十字病院へ夜間・休日の救急医療体制を確保するた

めの支援をはじめ、浦河赤十字病院への産婦人科医派遣支援や浦河赤十

字看護専門学校運営の支援など。 

 

高齢者福祉の充実 
 

外出支援サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５５８万円 

[社会福祉協議会委託事業] 

要介護者や腎臓機能障害者（人工透析）、車いす利用者などを対象に、

自宅から病院などの間の移送を支援します。 

軽度生活援助事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４０万円 

[社会福祉協議会委託事業] 

 介護保険制度において非該当と判定され、制度の対象外となるひとり

暮らしの高齢者などを対象に、ホームヘルパーによる軽度な日常生活援

助を行います。 

配食サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４２１万円 

[社会福祉協議会委託事業] 

 おおむね６５歳以上の高齢者などを対象に、定期的に自宅へ食事（夕

食）をお届けします。 

生きがい活動支援通所事業・・・・・・・・・・・・・  １９２万円 

[様似福祉会委託事業（デイサービスセンター）] 

 介護保険制度において非該当と判定され、制度の対象外となる高齢者

などを対象に、デイサービスセンターで食事や入浴などの日常生活上の

支援を行います。 

生活管理指導短期宿泊事業・・・・・・・・・・・・・・  １１万円 

[様似福祉会委託事業（ソビラ荘）] 

介護保険制度において非該当と認定され、制度の対象外となる高齢者

などを対象に、ソビラ荘で年間１０日間を限度とした短期入所を提供し

ます。 

 

 

 

老人福祉寮「エンルム荘」管理経費・・・・・  １,２３１万円 

[様似福祉会委託事業] 

生活環境上の問題等で自宅での日常生活を続けることが難しいひとり

暮らしや夫婦世帯の高齢者（おおむね６５歳以上）を対象に、食事管理

を含めた共同生活の場を提供します。 

老人等通院費助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３６万円 

 ６５歳以上の高齢者などを対象に、町内または隣町の医療機関に路線

バスで通院する際の運賃の半額を助成します。 

短期入所サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４８万円 

[様似福祉会委託事業] 

 特別な事情により、自宅で介護を受けている要介護または要支援認定

者が介護保険での短期入所支給限度額を超える場合、一時的に宿泊支援

を行います。 

緊急通報システム設置事業・・・・・・・・・・・・・  ３００万円 

 健康状態や身体状況に支障のあるひとり暮らしの高齢者（６５歳以上）

などの急病や不慮の事故に備えるため、簡単に通報できる端末（電話機）

を自宅に設置します。通報は札幌の受信センター経由で、日高東部消防

組合様似支署に伝達されます。 

家族介護等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１２万円 

 重度の要介護者を在宅で介護している家族などに対して、紙おむつな

どの介護用品の購入などに充てるための支援手当を支給します。ただし、

施設に入所したり、１か月以上継続して医療機関に入院した場合は支給

されません。 

老人福祉センター管理経費・・・・・・・・・・・・・・  ４４１万円 

 アポイ山荘に併設する老人福祉センターの光熱水費や燃料費、施設維

持に係る経費を助成します。 

アポイ山荘無料入浴券交付事業・・・・・・・・・・  ８４０万円 

 ７０歳以上の高齢者や障害者手帳等の交付を受けているかたを対象に、

年４８回分のアポイ山荘無料入浴券を交付します。 

老人福祉バス運行助成事業・・・・・・・・・・・・・  ２００万円 

 アポイ山荘入浴のための交通手段として、町内各地区とアポイ山荘と

を結ぶ福祉バスを週２回運行します。 

 

生活管理指導 
短期宿泊 
1 日 １,７００円 

外出支援サービス 
１回（往復分） 

・町内 200 円 

・町外 400 円 

生きがい通所 
○世帯が町民税非課税 

５８０円 

○その他 １,１７０円 

（いずれも 1 日当り） 
 

１３ まちづくり予算 

まちづくり予算 １４ 

介護支援手当 
要介護度３ 

５,０００円 

要介護度４ 

８,０００円 

要介護度５ 

１０,０００円 

通院費助成 
利用限度 

１ヵ月に往復８回 

緊急通報システム

設置事業 
設置に係る利用者の負

担はありません 

短期入所サービス 
１日 ２,７６０円 

軽度生活援助 
１時間 １５０円 

 
 
 
 
 
 
配食サービス 
１食 ４００円 

 

まちづくり予算 １４ 

老人福祉寮 
居 室 費 ９,４００円 

光熱水費 ８,５００円 

（いずれも月額） 

給 食 費 

１食３５０円 

 
 

 

福祉バス運賃 
１日３００円（往復） 

 

※福祉バスの運行は老

人クラブ連合会で行

っています 



健康で幸せな生活を 
おくるために 

 

 

社会福祉協議会運営補助・・・・・・・・・・・・・  ２,４９１万円 

 地域の福祉活動の中心となる様似町社会福祉協議会の活動体制を支援

するための運営費補助。 

様似福祉会（ソビラ荘）施設整備等補助・・・  １,１６５万円 

 様似福祉会が所有する特別養護老人ホーム・ソビラ荘の建設費償還金

分などの補助。 

老人クラブ連合会運営補助・・・・・・・・・・・・・・・  ３０万円 

 高齢者の自主的な活動に対する支援としての運営補助。 

高齢者事業団運営補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５０万円 

 高齢者援助サービス等を通じて、地域社会に貢献することを目的に活 

動している様似町高齢者事業団への運営補助。 

地域支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６７８万円 

保健福祉センター内に地域包括支援センターを設置して、高齢者や家

族の総合的な相談に応じたり、介護予防の推進に努めます。 

介護予防は、日常動作訓練（おたっしゃ教室）や認知症予防（ひまわ

りの会）、口腔機能向上（歯つらつ教室）、料理講習会、運動器の機能向

上などの通所型事業を行います。 

介護保険事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３億７,５０５万円 

介護保険は、４０歳以上のかたが納める保険料と、国や都道府県、市

町村からの公費（税金）を財源に、介護や支援が必要となった被保険者

に介護サービスを提供し、被保険者と家族を支援する制度で、様似町で

は別表のサービスを利用料をいただくなかで提供します。 

 

■在宅サービス 

訪問介護：ホームヘルパーによる介護や身の回りのお世話 

訪問入浴：移動入浴車による入浴サービス 

訪問看護：看護師などによる療養上の世話や診療の補助 

通所介護：デイサービスセンターでの入浴や食事の提供 

福祉用具の貸与：車いすや特殊ベッドなどのレンタル 

短期入所：特別養護老人ホームでの短期的な入所 

福祉用具購入費の支給：腰掛便座などの福祉用具購入費の支給 

  住宅改修費の支給：手すりの設置など小規模な住宅改修費用の支給 

 ■施設サービス 

  老人福祉施設などへの入所：特別養護老人ホーム、介護保険施設へ

の入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            おたっしゃ教室 

 

 

 

児童、母子・父子福祉の充実 
 

子どものための手当給付費・・・・・・・・・・・・  ６,２７４万円 

 時代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、０歳から中学校修了

（15 歳になった後の最初の３月 31 日）までの子どもに支給されます。 

 ※子どものための手当は「児童手当」に名称の変更予定あり。 

乳幼児等医療費助成事業・・・・・・・・・・・・・・・ １,７０８万円 

様似町では平成 23 年８月より、乳幼児から中学生までの医療費自己

負担分の全額を助成しています。 

ひとり親家庭等医療費助成事業・・・・・・・・・・  ３０５万円 

 母子・父子家庭の医療費自己負担分の一部を助成します。（子の入院・

通院と親の入院） 

※中学生までは、医療費自己負担分の全額を助成します。 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはまなす学園運営負担・・ ２３８万円 

 心身の発達に遅れや心配のある児童や障がいのある児童への相談、訓

練などの専門的支援を行うはまなす学園の運営負担。 

 

 

 

 

１５ まちづくり予算 

お問い合わせ 
介護保険については 

●保健福祉センターきら

く・保健福祉課介護保

険係 

電話３６－５５１１ 

 

高齢者や家族の総合的

な相談については 

●地域包括支援センター

包括支援係（保健福祉

センターきらく内） 

電話３６－５５１１ 

サービス利用料 
介護サービスの利用料

は、要介護・要支援の

状態によって金額が違

います。 

１ヵ月の利用料が自己

負担の上限を超えた場

合、超えた分は高額介

護サービス費として払

い戻されます。 

【自己負担の上限】 

①生活保護受給者、老

齢年金受給者で世帯

全員が町民税非課税  

１５,０００円 

②世帯全員が町民税非

課税かつ本人の合計

所得金額と課税年金

収入額の合計が 80

万円以下 

１５,0００円 

③世帯全員が町民税非

課税で②に該当しな

い者 

２４,６００円 

④その他 

３７,２００円 
 

お問い合わせ 
老人福祉の各種支援事

業については 

●保健福祉センターきら

く・保健福祉課福祉推

進係 

電話３６－５５１１ 

 

子どものための手

当 
・３歳未満の子ども１人

につき 

月額 １５,０００円 

・３歳以上小学校修了前

（第１子・第２子）の

子ども１人につき 

月額 １０,０００円 

・３歳以上小学校修了前

（第３子以降）の子ど

も１人につき 

月額 １５,０００円 

・中学生修了前の子ども

１人につき 

月額 １０,０００円 

 

お問い合わせ 
子どものための手当に

ついては 

●町民課社会係 

電話３６－２１１２ 

 

 

お問い合わせ 
医療費助成については 

●町民課国保医療係 

電話３６－２１１２ 
 

まちづくり予算 １６ 



健康で幸せな生活を 
おくるために 

 

 

障がい者福祉の充実 
 

障がい者介護給付費・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７,４２０万円 

 障がい者や障がい児がホームヘルプサービスやデイサービス、施設入

所支援等を利用する費用を支援します。 

障がい者訓練等給付費・・・・・・・・・・・・・・・  ２,６６４万円 

 障がい者がグループホームへの入所や就労に向けた訓練を行う施設へ

通所する費用を支援します。 

障がい者旧法施設支援給付費・・・・・・・・・・・  ２６８万円 

 障がい者が更生施設等に入所または通所する費用を支援します。 

その他身体障がい者給付費・・・・・・・・・・・・  ２,７２０万円 

 車いすなどの補装具、入浴補助用具などの日常生活用具や更生医療を

支給するほか、利用者負担の軽減を図る費用、様似福祉会で行うデイサ

ービスでの入浴や食事を提供する費用を支援します。 

障がい者相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５０万円 

[浦河向陽会委託事業] 

 障がい者とその家族のかたの日常生活上での困り事や悩み事、福祉サ

ービスの利用等に対して、専門職員が相談に応じ、具体的なアドバイス

を行います。 

重度心身障がい者医療費助成事業・・・・・  １,９６１万円 

 重度心身障がい者の医療費自己負担分の一部を助成します。 

※中学生までは、医療費自己負担分の全額を助成します。 

 

アイヌの人たちの福祉の充実 
 

アイヌ福祉経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５７０万円 

 相談員による生活相談やアイヌ協会への運営補助、文化伝承保存事業

の支援を行うほか、ウタリ住宅資金の貸付を行います。 

 

 

 

 

 

 

生活保護・低所得者福祉の充実 
 

民生委員活動支援費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７０万円 

 生活保護世帯の生活指導や相談を行う民生委員協議会への運営補助。 
 

国民健康保険・後期高齢者医療制度の充実 
 

国民健康保険事業・・・・・・・・・・・・・・・・  ６億５,８８４万円 

国民健康保険は、被保険者が病気やケガをしたときの保険医療機関で

の医療行為に対し、必要な保険給付を行う制度で、必要なお金は、加入

しているみなさんの所得・資産・被保険者数などに応じて納めていただ

く国保税と国や都道府県、市町村からの公費（税金）によって構成され

ています。主な給付は以下のとおり。 

 

■疾病・負傷給付：医療機関にかかったときの医療費の一部負担金 

を除いた費用を療養給付、入院時食事療養また 

は生活療養費、療養費、移送費、高額療養費、 

高額介護合算療養費として給付します。 

■出 産 給 付：出産育児一時金として４２万円を支給します。 

■死 亡 給 付：葬祭費として１万円を支給します。 

 

 

後期高齢者医療制度・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７,２０８万円 

 75 歳以上のかた（65 歳以上 75 歳未満の障害認定を受けているかたを

含む）は、「後期高齢者医療制度」に加入します。 
この制度は高齢者の心身の特性に応じた医療を提供し、その医療費を

国民全体で支えるわかりやすい仕組みとしたもので、必要なお金は、加

入しているみなさんの所得に応じて納めていただく保険料と国や都道府 
県、市町村からの公費（税金）によって構成されています。 
 なお、制度の運営は道内全１７９市町村が加入する北海道後期高齢者

医療広域連合が主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務（申請・

届出の受付など）を行います。 

 

 

 

 

１７ まちづくり予算 

 

お問い合わせ 
障がい者支援費・給付

費については 

●保健福祉センターきら

く・保健福祉課福祉推

進係 

電話３６－５５１１ 

まちづくり予算 １８ 

北海道後期高齢者

医療広域連合 
被保険者の資格管理、被

保険者証などの発行、保

険料の決定・賦課、医療

給付に関する審査・支払

い。 

各市町村 
資 格 管 理 に 関 す る 申

請・届出の受付、被保険

者証などの引き渡し、保

険料の徴収、医療給付に

関する申請・届出の受付 

 

お問い合わせ 
国民健康保険・後期高齢

者医療保険については 

●町民課国保医療係 

電話３６－２１１２ 



心豊かな人間性を養うために 
心豊かな人間性を 

養うために 

 

 

幼児教育・保育の充実 
 

幼児センター運営経費・・・・・・・・・・・・・・・・  ５,０９３万円 

 幼児センターとして横断的な幼児教育・保育を進めるなかで、あすな

ろ幼稚園では３歳以上児、おおぞら保育園では３歳未満児をお預かりし

ます。 

 また、次世代育成支援対策の一環として、以下の保育サービスを提供

しています。 

■乳幼児をもつ親などを対象にした子育て相談の受付や親子の集い

の場の提供を行う「子育て支援センター」を幼児センター内に設置 

■保育時間の延長（１８時まで） 

 ■保育園の延長児を対象に、土曜保育を毎週実施 

■一時保育及び一時預かり保育の実施 

 

義務教育の充実 
 

学校教育指導主事配置経費・・・・・・・・・・・・・  ２８７万円 

 教育基本法等の改正により、新しい学習指導要領が実施されるなど、

多様化する教育課題に対応するため、指導主事を配置して各学校への支

援体制の強化を図ります。 

教育用コンピュータ事業・・・・・・・・・・・・・・・  １,１１５万円 

 情報化社会に対応するため、児童生徒及び教師用コンピューター等を

整備し、情報教育の推進を図ります。 

特別支援教育介助員配置経費・・・・・・・・・・・  ４２３万円 

 特別支援学級等における、特別な支援が必要な児童の介助のための介

助員を配置し、円滑な教育支援体制の充実を図ります。 

英語指導助手招致事業・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４４３万円 

 引き続き英語圏の外国人を招致し、小学校での外国語活動及び中学校

での英語指導並びに町民等との英会話学習の活動を推進します。 

通学自動車運行経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３９０万円 

 学校統合により、路線バスなどの公共交通手段がない地域の児童生徒

のための通学自動車運行経費。 

 

 

 

通学費交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４４９万円 

 遠距離地域や学校統合により交通運賃が必要な児童生徒に対する通

学費の助成。 

要保護・準要保護就学援助費・・・・・・・・・・・  １６８万円 

 経済的理由によって就学に必要な費用の負担が困難と認められる児

童生徒の保護者への援助で、学用品費や修学旅行費、給食費などがあり

ます。 

小学校プール管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８０万円 

 様似小学校水泳プールの維持管理費。 

小中学校・教員住宅管理経費・・・・・・・・・・  ３,７４５万円 

 様似小学校・様似中学校と教職員住宅の維持管理費。 

様似小学校改築関係経費・・・・・・・・・・・・・  ４,２０９万円 

 平成 25 年度から建替工事に取りかかる様似小学校の改築実施設計等

の経費。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           様似小学校完成予想図 

 

高等学校教育の充実 
 

奨学資金交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８４万円 

 経済的理由により高校修学が困難と認められる生徒の保護者への援

助。 

通学費交付金 
児童は４㎞、生徒は５

㎞を超える部分の運

賃、学校統合による通

学者は運賃の全額を助

成します 

 

お問い合わせ 
義務教育については 

●教育委員会（中央公民

館内）生涯学習課学校

教育係 

電話３６－２５２１ 

奨学資金 
月額 １０,０００円 

まちづくり予算 ２０ 

お問い合わせ 
保育園・幼稚園・子育

て相談などについては 

●幼児センター（保育

園・幼稚園） 

電話３６－３５２１ 

●子育て支援センター 

 電話３６－５５２１ 

指導主事 
学校における教育課程

や学習指導、その他学

校教育に関する専門的

事項の指導に関する事

務に従事する職員 

１９ まちづくり予算 

特別支援教育 
介助員 
支援を必要とする児童

の日常生活上における

介助や学習支援、学習

活動、健康・安全関係

における支援を行う職

員 

様似小学校改築

事業 
様似小学校改築事業の

くわしい内容は、４月

号広報に掲載していま

すので、そちらをご覧

ください 



心豊かな人間性を 
養うために 

 

 

社会教育の推進 
 

学校支援地域本部事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３０万円 

 学校の要望等を踏まえ、花壇整備などの環境整備、各種行事の支援を

地域ぐるみで支援します。 

青少年教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２７８万円 

 ウィークエンドスクールや少年少女宿泊研修、子ども文化クラブ、放

課後子ども教室、２０歳のつどい、成人式などを行います。 

高齢者教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４万円 

 高齢者大学、きらめきサークルなどを行います。 

社会教育団体育成補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６７万円 

 子どもや成人関係団体の育成を目的とした運営補助。 

○ 青少年育成協議会       ○ 子ども会育成連絡協議会 

○ 青年団体協議会        ○ 女性団体連絡協議会 

○ ＰＴＡ連合会 

中央公民館管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２,２３０万円 

 社会教育活動の拠点である中央公民館の維持管理費や屋上改修など

を行うための経費。 

図書館管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １,５１７万円 

 図書館では図書の貸出しのほか、ビデオやＤＶＤの鑑賞、視聴覚ホー

ルの利用も行っています。 

 

文化活動の推進 
 

芸術文化鑑賞事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７８万円 

 幼稚園児と小中学生を対象に、演劇や伝統芸能などの文化鑑賞会を行

うとともに、小樽市美術館で所蔵する絵画の作品展や本町出身の漫画

家・ひらかわしょうじろうさんの作品展などを開催します。 

文化協会文化祭開催補助・・・・・・・・・・・・・・・・  １４万円 

 文化協会で主催する文化祭、日高管内道民芸術祭の開催に係る補助。 

 

 

 

郷土館管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９９万円 

 郷土の歴史資料などを展示保管する郷土館の維持管理費。文化財（古

文書・様似山道）の保全や歴史講座の開催など。 

古文書レプリカ作成委託事業・・・・・・・・・・・・・・  ６８万円 

 国の重要文化財として指定されている等澍院古文書を永く保護する

ため、レプリカ（複製）を作成し展示します。 

 

社会体育・スポーツの推進 
 

少年スポーツ活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２万円 

 各種スポーツ教室の開催やアヒルロードレースを行います。 

町民スポーツの集い・成人スポーツ事業・・・  １２６万円 

 今年も町民スポーツの集い（４競技：ソフトボール、テニポン、ミニ

バレー、卓球）を開催するとともに、エアロビックス教室、ヤングシニ

アスクールなどを行います。 

スポーツ推進委員活動費・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６０万円 

 スポーツ推進委員が各スポーツ教室を指導するほか、中学校体育部の

外部コーチとして派遣します。 

スポーツ振興会活動費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５０万円 

 各自治会のスポーツ振興会の活動を支援します。 

スケートリンク管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１７万円 

 様似小学校グラウンド内での町民スケートリンク設置・管理費。 

体育団体育成補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４９万円 

 スポーツ少年団への運営補助。 

スポーツセンター管理経費・・・・・・・・・・・・  １,３４６万円 

 スポーツ活動の拠点となるスポーツセンターの維持管理費。 

第２体育館・生涯ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ管理費・・・  ３７４万円 

 第２体育館と柔道場併設の生涯スポーツ研修センターの維持管理費。 

観音山スポーツ公園管理経費・・・・・・・・・・・ １,１０８万円 

まちづくり予算 ２２ 

お問い合わせ 
社会教育事業等につい

ては 

●教育委員会（中央公民

館内）生涯学習課社会

教育係 

電話３６－２５２１ 

●図書館 

 電話３６－４１８１ 

２１ まちづくり予算 

観音山スポーツ公園管理経費・・・・・・・・・・  １,１０８万円 

 ナイターを完備した野球場やソフトボール場の維持管理費。 



豊かな暮らしを生みだすために 
豊かな暮らしを 
生みだすために 

 

 

農業振興対策の推進 
 

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ競馬売上増進対策費・・・・・・・・・・・・・  １３万円 

 管内各町と農協など関係団体が協力して、ホッカイドウ競馬の振興を

図ります。 

特産品等奨励事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １８０万円 

 いちごの親苗やにんにく種子購入費などの特産品及び経営転換によ

る新規作物などの導入に関する支援をします。 

農地・水保全管理支払事業費・・・・・・・・・・・・・  ４２万円 

 農地や農業用水などの資源を「地域ぐるみ」で保全し、環境にやさし

い良好な農村形成を図る共同活動に関する支援をします。 

軽種馬経営強化改善資金利子補給・・・・・・・・  １３万円 

 軽種馬経営に必要な資金の借り換えのための軽種馬経営強化改善資

金に係る利子の一部を補給します。 

農作物鳥獣被害防止対策補助・・・・・・・・・  １,３６３万円 

 エゾシカの農作物への食害が全道的に深刻化しているため、その防衛

策として電気牧柵等を設置する費用を補助します。 

施設園芸ハウス設置費等助成事業・・・・・・・  ３７３万円 

 野菜の導入並びに安定した経営確立のためにビニールハウスなどの

施設園芸に必要な設備を整備する費用を補助します。 

優良肉用繁殖素牛貸付事業・・・・・・・・・・・・・  ２８０万円 

 優良黒毛和種肉用牛の導入を促進し、複合経営の振興を図るために肉

用牛の後継めす牛を貸付する費用を補助します。 

新規参入者就農促進対策事業・・・・・・・・・・・  ３１５万円 

 新たに農業経営に取り組む意欲のある担い手の確保を図るために、新

規就農者の研修等費用及び就農に必要な施設等を整備する費用を補助し

ます。 

集落営農補助事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３０万円 

 集落営農組織が共同利用するために農業用機械の設備を整備する費

用を補助します。 

 

 

 

イチゴハウス施設等整備事業・・・・・・・・・・  ８,０００万円 

 新規就農予定者への農業技術の研修等を行うため夏秋取りイチゴ用

ハウスと付帯設備一式を整備する工事のほか、地域農業者への栽培技術

の指導等も行う。 

農道維持工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １００万円 

 ○ 農道平宇線道路維持工事（法面工 二重フトン籠 延長＝８m） 

町有牧野管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４７万円 

 利用料等をいただくなかで、酪農家の乳用牛を飼育管理します。 

 

林業振興対策の推進 
 

未来につなぐ森づくり推進事業・・・・・・・・・・・  ３８７万円 

 民有林の新植などの造林事業に、国・道と協調して支援します。 

民有林振興指導事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １００万円 

 民有林の下刈り、除間伐、枝打ちなどの造林事業に、国・道と協調し

て支援します。 

森林整備地域活動支援事業・・・・・・・・・・・・・  ５１６万円 

 町や大企業所有の森を除く民有林について、作業路網の改良活動など

の整備に支援をします。 

町有林造林事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３,７２３万円 

 町有林の新植、除間伐、下刈り、地拵えなどを行い、町有財産と環境

の保全を図ります。 

◆平成２３年度繰越明許 

 分収造林事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３,９７２万円 

  分収林の除間伐、作業道整備などを行い、町有財産と環境の保全 

 を図ります。 

森林担い手対策推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・   ６２万円 

 森林作業員の長期就労対策として、道や町、事業主が一定の掛け金を

負担して、就労日数に応じた年末奨励金を作業員に支給します。 

 

 

 

まちづくり予算 ２４ 

２３ まちづくり予算 

除・間伐 
除伐とは、下刈りを終了

してから数年経過して、

植栽木の成長を妨げる侵

入木を切り捨てる作業の

こと 

間伐とは、林の立木密度

を下げるために行う間引

きのこと 

 

地拵え（じごしらえ） 
人工造林の準備のため、

林地にある伐採木の枝

条、葉や雑草木を取り除

き、苗木を植付けしやす

い状態に整理すること 

 

まちづくり予算 ２４ 
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有害鳥獣駆除奨励事業・・・・・・・・・・・・・・・  ３,２７７万円 

 エゾシカやヒグマ等の有害鳥獣の駆除等に対して奨励金・出動手当を

支給するほか、ハンター保険料を助成します。 

 また、新たな施設を設置してエゾシカの適正な処理を推進します。 

林道維持補修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２,２１７万円 

 林道の維持管理費及び法面改良や維持補修工事 

奥地林道松岡奥新富線地すべり調査委託事業 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,１００万円 

 林道の上部斜面で発生した地すべりについて、調査・測量・設計を行

い、地すべり機構を解明して、適切な防止工法を検討します。 

 

水産業振興対策の推進 
 

ウニ種苗放流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４０万円 

[総事業費：７７５万円] 

日高中央漁協様似支所・えりも漁協冬島支所が行うウニ放流経費の一

部を助成します。 

沿岸漁場保全事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３６２万円 

[総事業費：２,０６６万円] 

 日高中央漁協様似支所・えりも漁協冬島支所が行う雑海藻駆除・投石

経費の一部を助成します。 

○ 日高中央漁協様似支所：面積＝１０,０００㎡ 

○ えりも漁協冬島支所：面積＝３４,０００㎡、投石＝３００㎥ 

栽培漁業対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６９万円 

[総事業費：４００万円] 

 エゾボラ（真ツブ）・ハタハタ・ナマコの試験種苗生産・育成費、

えりもサブセンターで行っているマツカワの増殖事業の助成をします。 

タコ・ツブ産卵礁設置事業・・・・・・・・・・・・・・・  ８９万円 

[総事業費：２６８万円] 

日高中央漁協様似支所が行うタコ・ツブ産卵礁設置の一部を助成します。 

 

 

 

 

ヒトデ駆除事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４０万円 

[総事業費：８０万円] 

日高中央漁協様似支所・えりも漁協冬島支所が漁場を維持・保全する

ために行うヒトデ駆除経費（主に浦河町広域水産リサイクルセンター処

理）の一部を助成します。 

漁業関係資金利子補給・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２７万円 

 漁業経営に必要な漁業設備資金として借り入れている漁業近代化資

金や昨年３月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震により被害を受けた漁

業者への災害資金の利子の一部を補給します。 

様似漁港外来船誘致推進協議会補助・・・・・・  １０万円 

 道南や本州方面から様似漁港に寄港し、水揚げするイカ釣り漁船の誘

致活動に対する補助金。 

北海道大学との連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７万円 

 北海道大学北方生物圏フィールド科学センターとの連携の一環とし

て、北大の教授などによる講演会の開催と小学生に海に興味を持っても

らう「ひらめきときめきサイエンス」を本町で開催します。 

日高昆布フォーラム2012開催助成・・・・・・・・・  ５５万円 

 日高昆布の減産が続き、生産者はもとより日高管内の昆布加工業者も

昆布の確保が大きな課題となってきました。そのため、昆布の増産に向

けた取組みを促進するとともに、日高昆布の魅力と活用法を広めること

を狙いとして、日高管内で開催する「日高昆布フォーラム」への助成金。 

幌満先階段（東側）修復工事補助金・・・・・・・・  ２０万円 

 昆布生産のために必要な海岸に設置している階段が破損して使用不

能のため、その改修費の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            日高昆布フォーラム 

まちづくり予算 ２６ ２５ まちづくり予算 

鳥獣駆除奨励金 
ヒグマ  10,000 円 

エゾシカ  6,000 円 

キツネ・タヌキ・アラ

イグマ   3,000 円 

カラス    500 円 

（いずれも１頭・１羽

につき） 
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商業の振興 
 

中小企業等融資資金預託事業・・・・・・・・・  ３,５００万円 

 中小企業や商店の設備・運転資金を低利に融資できるよう、金融機関 

に一定の金額を預託します。 

○ 中小企業特別融資（運転・設備改善資金、信用保証協会保証付き） 

○ 中小企業振興資金（運転資金） 

○ 商店街振興資金（店舗改装資金） 

 なお、中小企業特別融資の設備改善資金と商店街振興資金の利子の一

部を補給します。 

東北地方太平洋沖地震商工業災害資金利子補給 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８４万円 

 昨年３月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震により被害を受けた商工

業者への災害資金の利子の一部を補給します。 

商工業活性化事業（商工会）・・・・・・・・・・・・・  ６００万円 

 商工会の運営費や経営改善普及事業への補助。 

 

観光振興対策の推進 
 

ｱﾎﾟｲ山麓ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ管理経費・・・・・・・・・・・  ５３６万円 

 キャンプ場や遊具施設を備えたアポイ山麓ファミリーパークの維持

管理費。 

アポイ山麓パークゴルフ場管理委託経費・・・  ５３０万円 

 アポイ山荘に隣接するパークゴルフ場の運営管理費。 

親子岩ふれ愛ビーチ管理経費・・・・・・・・・・・  ５４４万円 

 海水浴場とキャンプ場を備えた親子岩ふれ愛ビーチ維持管理費。 

海水浴場は７月上旬から８月中旬まで、開設します。 

観光案内所管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０８万円 

 ＪＲ様似駅に併設している観光案内所「みな様に」の管理運営費で、

今年から観光協会に運営を委託し、お土産品等の販売も行います。（開設

期間：４月中旬～１２月） 

 

 

アポイの火まつり開催補助・・・・・・・・・・・・・・  ９００万円 

 今年のアポイの火まつりは８月４～５日に開催されます。開基 210
年・町制施行 60 周年を記念し、花火大会も行われます。 

観光協会及び日高王国推進協議会、四町広域 

宣伝協議会負担補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３８４万円 

 観光協会の運営補助（写真コンテストやウニまつりなど）及び日高王

国推進協議会やえりも岬周辺四町（浦河町～様似町～えりも町～広尾町）

での広域観光活動への助成。 

 

 

 

 

 

ジオパークによるまちづくりの推進 
                       発展の基盤づくりのために 
 

アポイ岳ビジターセンター改修事業・・・・ １億８,９０５万円 

 アポイ岳ビジターセンターとアポイ山麓公園事務所が入っている建

物全体を改修し、様似町の地質や自然、歴史文化を分かりやすく紹介す

る施設に拡充します。本年秋から改修工事に取りかかり、平成 25 年春

にリニューアルオープンします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            アポイ岳ビジターセンター完成予想図 

中小企業特別融資 
【運転資金】 

貸付額 300 万円以内 

返 済 ３年以内 

【設備改善資金】 

貸付額 500 万円以内 

返 済 ７年以内 

 

中小企業振興資金 
貸付額 200 万円以内 

返 済 2 年以内 

 

商店街振興資金 
貸付額 300 万円以内 

返 済 5 年以内 

 

お問い合わせは 
●商工会 

 電話３６-２４１６ 

パークゴルフ場 
１日券（大人）300 円 

１日券（小人）200 円 

会員券（年間） 

15,000 円 

回数券（12 回分） 

3,000 円 

用具貸出   300 円

キャンプ場 
大人     600 円  

小人     400 円 

スクリーン・タープ 

 （各 1 張）300 円 

バンガロー  

（各 1 棟・アポイのみ） 

      2,000 円 

 

お問い合わせ 
アポイキャンプ場につ

いては 

●公園管理事務所 

 電話３６-２４１５ 

 

パークゴルフ場につい

ては 

●パークゴルフ場事務所 

 電話３６-３６３６ 

●アポイ山荘 

 電話３６-５２１１ 

２７ まちづくり予算 まちづくり予算 ２８ 



発展の基盤づくりのために 発展の基盤づくりのために 
 
 

アポイ岳ジオパーク推進協議会補助・・・・・・  １７９万円 

 ジオパークの推進母体である推進協議会の運営を支援するとともに、

ふるさと再発見の住民学習会や観光ツアーの実施・誘致などを行います。 

ポスター作製・既存リーフレット等増刷事業… ２２２万円 

 様似町の地形を俯瞰する鳥瞰図ポスターを作製し、新しいビジターセ

ンター来館者等に販売します。また、既存の観光リーフレット等を増刷

します。 

 

土地利用の推進 
 

地籍図移動図面更新経費ほか・・・・・・・・・・・  ２９０万円 

 地籍図の更新や用地測量など、町有地の管理費。 

 

道路・交通網の整備 
 

町道維持工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,４００万円 

 ○ 錦栄線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝100m 幅員＝7.5m 面積＝750 ㎡) 
 ○ 電工西平宇線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝100m 幅員＝7.0m 面積＝700 ㎡) 
 ○ 様似ダム線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝300m 幅員＝4.0m 面積＝1,200 ㎡) 
 ○ アポイ山荘線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝200m 幅員＝5.5m 面積＝1,100 ㎡) 
 ○ 西様似駅前線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝200m 幅員＝5.5m 面積＝1,100 ㎡) 
 ○ 錦町遠藤横線道路舗装補修工事 

   (舗装工 延長＝123m 幅員＝4.0m 面積＝492 ㎡) 
 ○ 幌満大泉線道路防護柵新設工事 

   (防護柵工 延長＝150m) 
 

町道管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６,６８２万円 

 町道の舗装補修や草刈、側溝の浚渫、除雪などの管理経費と道路照明

電気料などの経費。 

 

 

ＪＲバス関係経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６８万円 

 ペイントバスの運行による広告料及びバス停留所の維持管理。 

 

地域情報化の推進 
 

テレビ中継局管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １３９万円 

 町で設置しているテレビ中継局設備（エンルム岬・西様似）の維持管

理。 

 

集会施設の整備 
 

生活館等管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７,１２９万円 

 各地区の生活館等２０館に係る維持管理費。 

○ 漁村センター改修工事 

 

 

 

 

行政の近代化              推進体制の確立のために 
 

電算機器管理経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２,７１４万円 

 住民記録や国保、年金、税務、上下水道、公営住宅、給与、起債など

の電算処理費と住民基本台帳ネットワークや総合行政ネットワークの運

用費。 

 

住民参画のまちづくり        推進体制の確立のために 
 

自治会活動支援費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９５万円 

 各自治会の活動を支援するための振興奨励金と自治会活動での事故

に対応するための加入保険料の一部助成。 

 

 
まちづくり予算 ３０ 

２９ まちづくり予算 

お問い合わせ 
ジオパークについては 

●商工観光課ジオパーク

推進係 

電話３６－２１２０ 

生活館等 
●生活館（9 館） 

 西町・港町・栄町・

東様似・緑町・岡田・

平宇・東平宇・旭 

●会館（４館） 

 西町第 2・本町 2・

大通公住・むつみ 

●センター（7 館） 

 鵜苫住民・西様似畜

産・漁村・栄町ふれ

あい・田代研修・冬

島生活改善・幌満コ

ミュニティ 

 



推進体制の確立のために 推進体制の 
確立のために 

 

 

男女共同参画の推進 
 

男女共同参画審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４万円 

 男女共同参画審議会の意見をいただきながら、さまざまな機会をとら

えて、男女共同参画に対する意識の高揚を図るとともに、仕事と子育て

が両立できる環境づくりなど、社会における女性参加を支援していきま

す。 

 

広報・広聴活動の充実 
 

広報「さまに」発行経費・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２８８万円 

 月１回発行している広報「さまに」の内容の充実を図るなど、町民へ

の分かりやすい情報提供に努めます。 

 

地域間交流の推進 
 

ふるさと会交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２６万円 

 東京・札幌・苫小牧様似会との交流経費。 

友好町村交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６０万円 

 岩手県野田村及び新潟県味方地区との交流経費。 

 

 

その他 
 

勤労者生活資金預託事業・・・・・・・・・・・・・  １,０００万円 

 町内に住む勤労者を対象に、生活資金などを低利に融資できるよう、

金融機関に一定の金額を預託します。 

開基 210 年・町制施行 60 周年記念事業・・・ １,４４３万円 

 平成 24 年度は本町にとって開基 210 年・町政施行 60 周年の記念すべ

き年。写真史の発行や記念映像の作成、ＮＨＫ公開番組の実施、よねむ

らでんじろうサイエンスショーなどを行います。 

 

 

 

各種統計調査費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３３万円 

 経済センサスや工業統計調査などの実施。 

町税等賦課・徴収経費・・・・・・・・・・・・・・・・  １,０５９万円 

 町税等の賦課・徴収に係る課税電算経費など。 

戸籍等事務経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １,１８５万円 

 戸籍や住民票、印鑑証明、外国人登録などの事務経費のほか、本年８

月から戸籍電算化がスタートします。 

選挙執行経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５０万円 

 ７月に予定されている日高海区漁業調整委員会委員選挙に係る経費。 

各行政機関活動費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６０８万円 

 議会や教育委員会活動に要する経費。 

○ 議会 

○ 教育委員会 

○ 選挙管理委員会 

○ 監査委員 

○ 公平委員会 

○ 農業委員会 

○ 情報公開・個人情報保護審査会 

 

 

 

 

 

 

    平成２３年度繰越明許事業 
 

 平成 23 年度内に完了（完成）できない事業は、予算議決を経て翌年度に繰り越すことができますが、

平成 24 年度への繰越明許事業は下表記のとおりです。 
        

事    業    名 事  業  内  容 事 業 費（単位 ：万円） 

林業の整備 分収造林事業  ※詳細は２４ページに掲載 3,972  

町道の災害復旧 町道山中ルランベツ線災害復旧工事 6,150  

 

勤労者生活資金 
貸付額 150 万円以内  

返 済 7 年以内 

 

お問い合わせ 
●商工観光課商工観光係 

 電話３６-２１１9 

３１ まちづくり予算 まちづくり予算 ３２ 



その他・資料編 
その他・資料編 

 

 

 

財政状況 
 

普通（一般）会計決算の推移 

 普通会計決算のここ数年の推移は、平成１６年度から平成２０年度ま

では４０億円を割込む状況でしたが、平成２１年度からは国の補正予

算に伴う地域活性化等の臨時交付金事業（平成２３年度までの４年間

で本町への交付総額は約８億円）により、４０億円を超える状況とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支比率・公債費負担比率・実質公債費比率の推移 

厳しい財政状況に陥ったため、町民みなさんのご協力をいただきなが

ら、さまざまな経費の削減を行い、また、過去に行った社会資本整備

の際に借り入れたお金の返済金（公債費）が年々減ってきているため、

経常収支等の各比率は改善傾向にあるものの、主要な収入である地方

交付税の増減により各比率に影響が及ぶため、依然として安心できる

状況ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借金（町債）と貯金（基金）残高の推移 

 借金（町債）は年々減少し続け５０億円を割り込み、一方で貯金（基

金）はアポイ基金や地域活性化対策基金により年々増えている状況に

あります。しかし、様似小学校や公営住宅の建設など、今後の社会資

本整備も予定され、前述の経常収支比率が示すとおり財政の自由度が

小さい状況でもあるため、余裕のない財政状況といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税等 
地方交付税には、普通

交付税と特別交付税が

あるほか、普通交付税

から町の借金に振り替

えられた臨時財政対策

債があります。 

地方交付税と臨時財政

対策債は様似町の税収

入の約６割弱を占める

基幹収入－。三位一体

改革等（平成 16 年か

ら３年間）により、地

方交付税が大幅に削減

され、地域間格差が生

じたため、格差の是正

や景気悪化に伴う財政

支出の拡大により、復

元・増額傾向といえま

すが、先行き不透明な

状況は変わりません。 

数値の見方 
このページのグラフ中

の数値は、２２年度以

前は実績額、２３年度

は見込み額、２４年度

は当初予算額となって

います。 

経常収支比率 
町に毎年入り、かつ、

自由に使えるお金のう

ち、どれだけのお金が

毎年経常的にかかる経

費に使われているかを

示す指標で、７５～８

０％以下が望ましいと

されています。 

 

公債費負担比率 
自由に使えるお金（一

般財源）のうち、借金

の返済（公債費）にど

れだけが使われている

かを示す指標で、２

０％を超えると、借金

の負担が重い状態とい

えます。 

 

※経常収支比率は臨時

財政対策債を含め、

公債費負担比率は繰

上償還を除いた率で

表記しています。 

 

実質公債費比率 
地方債の協議制度移行

に伴い 18 年度から導

入された「その団体の

公債費（元利償還費）」

の水準を図る指標。 

実質公債比率が 18％

以上の団体の起債につ

いては、引き続き許可

を要することとされ、

また 25％以上の団体

については、一定の地

方債が制限されます。 

町債・基金 
左のグラフは町債・基

金とも一般会計に属す

るもののみを表記して

います。 

町債にあっては下水道

事業会計で、基金にあ

っては介護保険会計で

別途財産を保有してい

ます。 

３３ まちづくり予算 まちづくり予算 ３４ 

  そ の 他   

 

  投資的経費   

 

  公 債 費   

 

  人 件 費   



その他・資料編 
 

 

町の財政状況等 

一覧表（平成２２年度） 

   （単位：百万円） 

 

 

標準税収入額等 

A 

普通交付税額 

B 

臨時財政対策債 

発行可能額 C 

標準財政規模 

A＋B＋Ｃ 

 552  2,189  243  2,984  

 ■一般会計等の財政状況（主として普通会計に係るもの）     

会 計 名 歳 入 歳 出 形式収支 実質収支 
他会計から 

の繰入金 

地方債 

現在高 

一般会計  4,147  4,108  39  27  0  5,058 

 ■公営企業会計等の財政状況                                      

会 計 名 
総収益 

（歳入） 

総費用 

（歳出） 

純損益 

（形式収支） 

資金剰余額／ 

不足額（実質収支） 

他会計等から 

の繰入金 

地方債 

現在高 

左のうち一般会計 

等繰入見込額 
備 考 

介護保険 377 365 12 12 52 － －  

国民健康保険 748 640 108 108 51 － －  

後期高齢者医療 62 62 0 0 18 － －  

老人保健 1 1 0 0 0 － －  

下水道 299 298 1 1 237 2,380 2,120 法非適用 

水道 131 120 11 137 4 343 － 法適用 

計    258  2,723 2,120  

 ■関係する一部事務組合等の財政状況                     

一部事務 

組合等名 

総収益 

（歳入） 

総費用 

（歳出） 

純損益 

（形式収支） 

資金剰余額／ 

不足額（実質収支） 

他会計等から 

の繰入金 

地方債 

現在高 

左のうち一般会計 

等繰入見込額 
備 考 

日高東部衛生組合 128 126 2 2 － － －  

日高東部消防組合 788 784 4 4 － 98 2  

日高管内地方税滞納整理機構 33 33 0 0 － － －  

日高地区交通災害共済組合 19 15 4 4 － － －  

計    10  98 2  

 ■地方公社、第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況         

地方公社、 

第三セク 

ター等名 

経常損益 
純資産または 

正味財産 

町からの 

出資金 

町からの 

補助金 

町からの 

貸付金 

町からの

債務保証に 

係る債務残高 

町からの

損失保証に 

係る債務残高 

一般会計等 

負担見込額 

様似観光開発公社 1 44 30 － － － － － 

様似町土地開発公社 0 30 5 － － － － － 

計   35 － － － － － 

 ■基金の状況                                                （単位：百万円） 

充当可能基金名 
平 成 21 年 度 

Ａ 

平成 22 年度 

Ｂ 

差  引 

Ｂ－Ａ 
 充当可能基金名 

平 成 21 年 度 

Ａ 

平成 22 年度 

Ｂ 

差  引 

Ｂ－Ａ 

財政調整基金 222 352 130  備荒資金(超過) 40 40 0 

減債基金 537 558 21  合併特例債により造成された基金 － － － 

その他充当可能基金 132 298 166  その他 1 0 △1 

小 計 891 1,208 317  合  計 932 1,248 316 

 

 

 ■財政指標の状況 

財政指標名 
平成 21 年度 

Ａ 

平成 22 年度 

Ｂ 

差 引 

Ｂ－Ａ 

早期健全化

基準 

財政再生

基準 
 

資金不足率 

(公営企業会計名) 

平成 21 年度 

Ａ 

平成 22 年度 

Ｂ 

差 引 

Ｂ－Ａ 

実質赤字比率 0.98 0.91 △0.07 △15.0 △20.0  水道会計 － －  

連結実質赤字比率 8.24 9.57 1.33 △20.0 △40.0  下水道会計 － －  

実質公債費比率 20.6 18.3 △2.3 25.0 35.0      

将来負担比率 91.6 76.7 △14.9 350.0       

財政力指数 0.19 0.18 △0.01        

経常収支比率 88.7 81.8 △6.9        

 

日高管内各町の財政指標の状況（平成２２年度） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率 財政力指数 経常収支比率 

日高町 － － 16.2  96.6 － 0.263 86.6 

平取町 － － 14.7   1.8 11.4 0.170 82.5 

新冠町 － － 18.1  64.6 － 0.194 81.6 

新ひだか町 － － 16.0 106.5 － 0.337 84.5 

浦河町 － － 17.5 111.8 － 0.307 82.2 

様似町 － － 18.3  76.7 － 0.184 81.8 

えりも町 － － 16.2  70.9 － 0.160 85.5 

 

 ■健全化判断比率 

  （１）実質赤字比率 

    福祉や教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指

標化し、財政運営の悪化の度合いを示す数値 

  （２）連結実質赤字比率 

    全会計の赤字や黒字を合算したうえで、町全体としての赤字の

程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す数値 

  （３）実質公債費比率 

    一般会計の借入金返済額のほか、特別会計の借入金に対する負

担額や借入金に準じた経費の負担額を合算して指標化し、資金繰

りの程度を示す数値 

  （４）将来負担比率 

    実質公債費比率の算定に基づく経費のほか、職員の退職手当や

設立した法人、一部事務組合などの将来負担する可能性のある額

等の現時点での残高を指標化し、将来の財政を圧迫する可能性の

度合いを示す数値 

 ■資金不足比率 

   それぞれの公営企業会計の赤字額を料金収入などの事業規模と費

化して指標化し、経営状況の悪化の度合いを示す数値 

健全化判断比率

及び資金不足比

率 
地方公共団体の財政の

健全化に関する法律に

基づき、平成 19 年度

決算から新たに算出す

ることとなった指標。

左記の指標のいずれか

１つでも基準を超えた

場合には、財政の早期

健全化等または公営企

業の経営健全化等を図

るために必要な行財政

の措置を講じることが

義務付けられていま

す。 

まちづくり予算 ３６ ３５ まちづくり予算 

お問い合わせは 
財政状況については 

●総務課企画財政係 

 電話３６－２１１１ 
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財政健全化へ向けた行財政改革の取組み 

  町では、平成 17 年２月に策定した新たな行財政改革の方針となる「行財

政運営の基本的考え方」（対策期間：平成 17 年度から 22 年度までの６年間）

に沿って行政運営を行ってきました。 
この間、対策期間の６年間を２年ごとの３期に分けて具体的な実施計画に

より実施したところであり、財政状況は行財政改革の成果と平成 20 から 22
年度に断続的に実施された国の補正予算による経済危機対策等により、一時

的ではありますが改善されてきました。 
しかしながら、国の税収の落ち込みに影響される地方交付税の先行きが不

透明な状況であること、また、今後において小学校や公営住宅の建設など大

規模な投資的事業が予定されていることから、引き続き経常経費の抑制と行

財政改革を進めてまいります。 
なお、平成 24 年度予算に反映した新たな実施項目は下表のとおりです。 

 ■平成２４年度予算に反映した行財政改革実施項目 

分  類 内   容 節減額等 

職員数の削減（退職） △８人（全職員１０４人→９６人） 4,320 万円 

組織・機構の見直し 

（職員の採用） 

一般職８人を採用 

（全職員９６人→１０４人） 

 

△3,360 万円 

事務事業の見直し 

町内各種団体補助金、広域団体負担金等の

見直し 

施設維持管理費等の見直し 

206 万円 

投資的事業の見直し 

事業費における一般財源の額を毎年 2 億

円を目処とし、各事業の廃止・先送り・

縮小の見直しを毎年行う 

－  

税外収入の見直し 

町有財産の売払いの見直し 

町主催各種事業参加に係る個人参加料の 

見直し 

22 万円 

非常勤特別職報酬等 

の見直し 
議会議員報酬の削減 379 万円 

職員給の見直し 

（独自削減等） 
特別職（３役）給与の削減 269 万円 

計  1,836 万円 

その他（財源対策） 

下水道資本費平準化債の調達による公債

費負担の平準化 

※調達することなく予算編成が図られた 

―  

 ※節減額等は平成 22 年度ベースのもの。ただし、職員給与の見直しについては

平年ベースを計上。 

 

 

 ■平成 17 年度から平成 23 年度までの行財政改革実績 

分  類 内   容 節減額等 

職員数の削減（退職） △２６人（全職員数 120 人→10０人） 1 億 4,040 万円 

組織・機構の見直し 

（職員の採用） 

町長部局：８課→７課→８課 

教委部局：管理課と社会教育課を統合し「生涯

学習課」を創設 

     子育て支援センターの創設 

一般職・専門職の採用（全職員数 100 人→104

人） 

△5,040 万円  

事務事業の見直し 

町内各種団体補助金・広域団体負担金等の見直し 

特別職交際費の見直し 

町長専用公用車の廃止・公用車保有台数の減 

旅費規程の見直し 

施設維持管理費等の見直し（一部直営化） 

嘱託・臨時職員賃金の見直し 

事務（内部経費）・事業の見直し 

償還金の繰上返済 

１億 3,522 万円  

投資的事業の見直し 

投資的事業の一般財源の額を 5 年間(Ｈ18～

22)で 7 億５千万円とする各事業の廃止・先送

り・縮小を含めた全般的な見直し 

（H23 決算見込み額のＨ17 当初計画比：約７

億４千万円余り減） 

―  

税外収入の見直し 

公共施設等使用料の見直し 

河川堤防敷地使用料の見直し 

各種交付手数料、総務手数料等の見直し 

各種事業参加に係る個人参加料の徴収 

561 万円  

非常勤特別職報酬等 

の見直し 

議会議員、農業委員会委員定数の見直し 

議会議員報酬及び期末手当の支給停止 

広報委員会委員の廃止 

8,522 万円  

職員給の見直し 

特別職（３役）給与の削減 

一般職給与の適正化、手当等の独自削減等 

超過勤務手当の削減 

給与・手当等の削減に伴う共済費への影響 

3 億 1,311 万円  

計  6 億 2,916 万円  

その他（財源対策） 
下水道資本費平準化債の調達による公債費負担

の平準化 

1 億 8,130 万円  

 ※節減額等は各年度の削減額等を積算。ただし、職員給与の見直しについては平

年ベースの積算計上。 

３７ まちづくり予算 まちづくり予算 ３８ 

お問い合わせは 
行財政改革については 

●総務課行財政改革推進

係 

 電話３６－２１１１ 

数値の見方 
各項目の節減額等の数

値は、歳出については

減少額、歳入について

は増収額となっていま

す。 

なお、「組織・機構の見

直し(職員の採用)」欄

の△3,360 万円は、歳

出増加額の数値です。 

 

国の補正予算に

よる経済危機対

策 
平成 20～22 年度に

おいて、国の補正予算

に伴う地域活性化等の

臨時交付金（本町への

交付総額約 7 億円）に

より、投資的事業の前

倒し実施や財政負担を

軽減することができま

した。 
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職員給与の内容（２４年度予算） 
 

特別職（町長などの三役、議員、各種委員）や一般職に支給される給

与については、条例や規則などによって支給される報酬や給与、手当の

額・種類などが決められています。 

給与は、特別職のうち議員や各種委員にあっては報酬、三役及び一般

職にあっては基本給にあたる給料と扶養・通勤・住居などの各種手当か

ら構成されます。 

給料は、町職員として採用されたときに、初任給基準に基づき学歴や

経験年数により算定し、条例で定められた給料表により決定されます。 

23-24年度においては21-22年度に引き続き、三役は給料の削減を行って

いるほか、議員においても 23 年７月から 25 年３月までの間、報酬の削減を

行っています。 

 

■特  別  職 

●給料及び報酬額 

区  分 給料・報酬月額 区  分 給料・報酬月額 

三 役 

町 長 696,600 円 教 育 

委員会 

委員長 48,000 円 

副町長 619,400 円 委 員 35,000 円 

教育長 577,600 円 
監 査 

知 識 45,000 円 

議 会 

議 長 252,000 円 議 選 35,000 円 

副議長 198,000 円 農 業 

委員会 

会 長 43,000 円 

委員長 189,000 円 委 員 33,000 円 

議 員 180,000 円 
その他 

委員長 6,500 円（日額） 

   委 員 6,000 円（日額） 

●給与費総額                                （単位：千円） 

区 分 
職員

数 

給        与        費 

報  酬 給  料 職員手当 
期末勤勉

手当 
計 

三 役 3  22,724 351 8,602 31,677 

議 員 12 27,324   6,718 34,042 

その他 196 13,696    13,696 

計 211 41,020 22,724 351 15,320 79,415 

注）その他は、上表の教育委員からその他委員までの委員に係る分で、職員数と報

酬額は一般・介護・国保会計の合計です。 

 

 

■一  般  職 

●給与費総額                                             （単位：千円） 

会計区分 
職員数 

Ａ 

給        与        費 １人当たり

給 与 費        

Ｂ/Ａ 
給料 職員手当 

期末勤勉 

手当 
計  Ｂ 

一般会計 
101 

(119) 

365,074 

(430,564) 

46,656 

(63,119) 

128,387 

(151,997) 

540,117 

(645,680) 

5,348 

(5,426) 

介護会計 0 0 0 0 0 0 

下水道会計 2 6,890 1,536 2,657 11,083 5,542 

水道会計 6 23,014 2,290 8,166 33,470 5,578 

計 
109 

(127) 

394,978 

(460,468) 

50,482 

(66,945) 

139,210 

(162,820) 

584,670 

(690,233) 

5,364 

(5,435) 

注１）（ ）は日高東部消防組合様似支署職員を含んだ給与費です。 

注２）職員手当には扶養・寒冷地・管理職・通勤・住居・子ども・超過勤務手当などがあります。 

 

●平均給料・給与月額及び平均年齢の状況 

 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

平成 24 年４月１日現在 

（平成 23 年４月１日現在） 

308,538 円 

（324,808 円） 

337,452 円 

（356,699 円） 

41 歳 6 月 

（43 歳 9 月） 

注１）日高東部消防組合様似支署職員を除いた職員の平均。 

注２）平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養・管理職・通勤・住居・子どものための手当を加算したも

ので、期末勤勉・寒冷地・超過勤務手当は含んでいません。 

 

●初任給の状況（平成２4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 

一     般     職 

初 任 給 
採用 2 年目経過日 

給 料 月 額 

大 学 卒 172,200 円 184,200 円 

短 大 卒 152,800 円 164,300 円 

高 校 卒 140,100 円 148,500 円 

注１）学校を卒業してすぐ採用された職員の初任給と、その後引き続き２年間勤務

したときの給料月額です。 

注２）一般職とは、保健師・保育士・教諭・労務職員・技能職員以外の職員です。

様似町の規則においてこの分類により初任給が決められております。 

 

三役給料の削減 
左表の三役給料月額は

17-22 年度に引き続

き、23・24 年度の 2

ヵ年間の時限措置とし

て行っている独自削減

後の金額です。 

●町長（△10％） 

 774,000 円 

   → 696,600 円 

●副町長（△5％） 

 652,000 円 

   → 619,400 円 

●教育長（△5％） 

 608,000 円 

   → 577,600 円 

 

その他委員 
その他委員の日額報酬

は、審議会などの時間

が 4 時間未満の場合は

委員長：4,500 円、委

員：4,000 円となりま

す。 

 

議員報酬の削減 
左上表の議員の報酬月

額は、23 年７月から

25 年３月の時限措置

として行っている独自

削減後の金額です 

●議長（△10％） 

 280,000 円 

   → 252,000 円 

●副議長（△10％） 

 220,000 円 

   → 198,000 円 

●委員長（△10％） 

 210,000 円 

   → 189,000 円 

●議員（△10％） 

 200,000 円 

   → 180,000 円 

 
３９ まちづくり予算 まちづくり予算 ４０ 
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●経験年数別・学歴別平均給料月額（平成２3 年４月１日現在） 

区 分 

一     般     行     政     職 

10 年以上 

15 年未満 

20 年以上 

25 年未満 

30 年以上 

35 年未満 

大学卒 281,733 円 352,350 円 403,484 円 

高校卒 205,400 円 320,800 円 383,817 円 

注１）表中の年数は、卒業後すぐに採用されて勤務している場合は、採用後の年数

をいい、採用前に民間歴などのある場合は、その期間を換算し採用後の年数

に加算した年数をいいます。 

注２）一般行政職とは、技能労務職員・税務職員・保育士・保健師・歯科衛生士・

上水道（企業）職員・社会教育主事・幼稚園教諭を除いた職員で、主に国の

調査に使われる分類です。ラスパイレス指数（国家公務員との給料の比較）

においては、この経験年数別分類方法が用いられます。 

 

●級別職員数（平成２4 年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職 員 数 構 成 比 

６級 課長等  9 人  8.3％ 

５級 課長等・課長補佐・主幹等 16 人 14.8％ 

４級 課長補佐・主幹・係長等 16 人 14.8％ 

３級 係長・主査等 40 人 37.1％ 

２級 主事等  7 人  6.5％ 

１級 主事補等 20 人 18.5％ 

計  108 人 100.0％ 

注 様似町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数で、標準的な職務内容

とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

●職員手当の状況（平成２4 年４月１日現在） 

手当の名称 内                    容 

扶養手当 

（月 額） 

・配偶者         13,000 円 

・配偶者以外の扶養親族 

２人目以降   １人 6,000 円 

・配偶者以外の扶養親族で１６歳～２２歳の子及び孫 

  5,000 円を加算 

 

 

 

 

●職員手当の状況（平成２4 年４月１日現在） 

手当の名称 内                    容 

住居手当 

（月 額） 

・借家の場合(12,000 円を超える場合に限る) 

家賃の額に応じて 27,000 円を限度に支給 

・持家居住者    13,000 円 

通勤手当 

（月 額） 

・交通機関利用者   最高支給限度額 55,000 円 

・交通用具(自動車など)利用者 

片道２㎞以上：3,800 円に超える距離１㎞につき 300 円を加

算した額 

片道５㎞以上 5,000 円に超える距離１㎞につき 300 円を加

算した額 

最高支給限度額  9,500 円 

超過勤務手当 

休 日 給 

勤務時間を超えて勤務した場合や休日に勤務した場合、１時間あた

りの給与額に１００分の 1２５から１００分の１6０までの範囲内

の割合（１カ月 60 時間を超える超過勤務をした場合、その超えた

時間につき１００分の１５０から１００分の１７５までの範囲内の

割合）を勤務した時間に乗じた額を支給 

管理職手当 

（月 額） 

・管理又は監督の地位にある職員に対し、給料月額にそれぞれの割

合を乗じた額を支給 

課長等（課長・参事・議会事務局長・館長・管理者）10.0％ 

課長補佐等（課長補佐・選挙管理委員会書記長・ 

      農業委員会事務局長・園長）      7.0％ 

主幹等（主幹・副館長）              5.0％ 

※管理職には、上欄の超過勤務手当等は支給されません。 

管 理 職 

特別勤務手当 

・管理職が必要により休日等に勤務した場合に支給 

勤務１回につき 4,000 円（６時間を超える場合は 6,000 円） 

寒冷地手当 

（月 額） 

・１１月から３月までにぞれぞれの月に在勤する職員に世帯の区分

に応じて支給 

世帯主で扶養親族のある職員        23,360 円 

その他の世帯主である職員         13,060 円 

その他の職員                8,800 円 

 

 

 

 

ラスパイレス指数 
団体別の給与水準を比

較するための指数で、

国家公務員の平均給料

月額を 100 とした場

合の町の平均給料月額

の割合で、23 年度の

様似町のラスパイレス

指数は９６．1 となっ

ています。 

４１ まちづくり予算 
まちづくり予算 ４２ 



その他・資料編 
 

 

 

手当の名称 内                    容 

期末・勤勉手当 

・６月及び１２月に在職する職員に支給されます。期末手

当は給料と扶養手当の合計額に役職に応じた額を加算し

た額、勤勉手当は給料に役職に応じた額を加算した額に

次の割合を乗じた額を支給 

       期  末     勤  勉 

 ６月期   1.225 月分    0.675 月分 

１２月期   1.375 月分    0.675 月分 

  計     2.60 月分     1.35 月分 

・役職に応じた加算措置 

    6 級に該当する職員 給料の 15％ 

  ４・５級に該当する職員 給料の 10％ 

  ２・３級に該当する職員 給料の 5％ 

特殊勤務手当 

・一般業務のほか特殊な業務に従事した場合に支給 

  感染症防疫作業手当、野犬掃とう作業手当、死体処理

及び火葬作業手当などがあります。 

退職手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 国との同異 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 同 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 同 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 同 

最高限度 59.28 月分 59.28 月分 同 

※退職手当の支給率は北海道市町村職員退職手当組合の退

職手当条例で定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部門別職員数の状況と主な増減理由（平成２4 年４月１日現在） 

区     分 
職員数 

増減 主 な 増 減 理 由 
Ｈ24 Ｈ23 

一 

般 

会 

計 

議会 

出納室 

総務課・選挙 

税務課 

 

町民課 

保健福祉課 

産業課 

商工観光課 

管財建設課 

教育委員会 

内生涯学習課・図書館 

内幼児センター 

消防 

２ 

２ 

１2 

7 

 

8 

１0 

８ 

6 

7 

３1 

１4 

１7 

１7 

２ 

２ 

１2 

6 

 

９ 

１0 

８ 

5 

9 

３0 

１4 

１6 

１７ 

０ 

０ 

０ 

１ 

 

△１ 

０ 

０ 

１ 

△２ 

１ 

０ 

１ 

０ 

 

 

 

日高管内地方税滞納整理機構への派遣

による増 

職員配置の見直しによる減 

 

 

職員配置の見直しによる増 

退職△2 

職員配置の見直しによる増 

 

 

 

特
別
会
計 

上水道 

下水道 

国民健康保険 

介護保険 

6 

１ 

3 

5 

５ 

１ 

3 

４ 

１ 

０ 

０ 

１ 

職員配置の見直しによる増 

 

 

職員配置の見直しによる増 

 計 １２５ １２３ 2  

注）職員数は、実際の業務に携わっている職員数です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは 
職員給与については 

●総務課庶務係 

 電話３６－２１１１ 

まちづくり予算 ４４ ４３ まちづくり予算 

期末・勤勉手当 
一般職の期末・勤勉手

当については、行財政

改革の取り組みの中

で、15 年度から 22

年度までの８年間にわ

たって独自削減を行っ

てきましたが、行財政

改革の成果が表れてき

たことから、23 年度

から独自削減を行って

おりません。 











発　行　日　　平成 24 年 4月 6日

発行・編集　　様似町総務課企画財政係

　〒 058-8501　様似郡様似町大通 1丁目 21 番地

　TEL　0146-36-2111　FAX　0146-36-2662

　http://www.hokkai.or.jp/samani/

※平成 24 年度まちづくり予算の 1部当たりの制作費は約 122 円です。

アポイへの道  /  撮影 タッド・オーヴィック氏
' The  Road  to  Apoi '　Todd  Ovic
　第 1 回さまに写真コンテスト　準グランプリ作品

新登場！　コスプレ　アポイちゃん・カンランくん

登山家

消防士

テニポン地質学者山ガール

救命士救命士消防士

昆布漁師

お祭り
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