
【別表】様似町強靭化のための推進事業一覧 

１－１ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

住宅、建築物等の耐震化 住宅新築リフォーム等支援事業 個人住宅の新築及び増改築等の促進 建設水道課 

建築物等の老朽化対策 公営住宅建設事業（栄町） 8棟 32 戸を 8棟 16戸へ現地建替 建設水道課 

公営住宅建設事業（旭） 3棟 6戸を 2棟 4戸へ現地建替 建設水道課 

公営住宅長寿命化型改善事業（大通） 社会資本整備総合交付金の活用による長寿命化改修事業 

1棟 15 戸外部改修 

建設水道課 

公営住宅長寿命化型改善事業（錦町） 社会資本整備総合交付金の活用による長寿命化改修事業 

3棟 24 戸外部改修 

建設水道課 

公営住宅長寿命化型改善事業（港町） 社会資本整備総合交付金の活用による長寿命化改修事業 

1棟 12 戸外部改修 

建設水道課 

公営住宅維持管理事業（大通） 外壁・屋根の定期的修繕 10棟 32戸 建設水道課 

公営住宅維持管理事業（鵜苫） 外壁・屋根の定期的修繕 1棟 8戸 建設水道課 

生活館等改修事業 生活館（9館）・集会施設（10館）の改修・集約化 税務町民課 

中央公民館修繕 暖房用ボイラー延命修繕ほか 生涯学習課 

避難場所等の指定・整備・普及啓発 防災用備品整備事業 食糧や飲料水、衛生用品等の計画的な備蓄・更新 総務課 

防災備蓄倉庫整備事業 指定緊急避難場所の一部への防災備蓄倉庫を整備 総務課 

緊急輸送道路等の整備 国道 336号災害防除工事 落石対策工、越波対策工 建設水道課 

国道 336号安全対策事業 塩釜トンネル改良事業 建設水道課 

道道道路改良事業 道路改良舗装（新富様似停車線） 建設水道課 

橋梁保全対策事業 長寿命化計画に基づく修繕・定期点検 建設水道課 

町道改良舗装  建設水道課 

道路排水溝改良  建設水道課 

町道管理車両購入事業 グレーダー、トラック購入 建設水道課 



施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

啓発活動等の取組み 消防施設整備事業 消防車両の更新（水槽付消防ポンプ自動車、指令車、作業車） 

消防庁舎基本設計、実施設計、本工事、外構工事 

救助資機材更新 

高規格救急車更新 

消防組合 

 

１－２ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

砂防設備等の整備、老朽化対策 地すべり防止施設整備事業 地すべり調査・排水工・抑止工・擁壁工等地すべり防止施設

整備 

産業課 

小規模治山事業 法枠工、谷止工、山腹工、柵工ほか 産業課 

 

１－３ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

津波避難体制の整備 災害時情報伝達手段確保事業 防災行政無線（移動系）に代わる携帯電話回線を用いた IP

無線機等の導入 

総務課 

災害時情報伝達方法改善事業 スマートフォンアプリ等の検討の他、高齢者等に対する戸別

受信機設置 

総務課 

海岸保全施設等の整備 様似海岸局部改良事業 （鵜苫）護岸工嵩上 L=180m、 

（大通）消波工嵩上 L=990m、 

（平宇）護岸工嵩上 L=350m、護岸工改修 1箇所、 

（冬島）護岸工嵩上 L=135m、 

（幌満）護岸工嵩上 L=400m、離岸堤 L=238m、 

（旭）護岸工嵩上 L=450m 

建設水道課 

 

 



１－４ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

河川改修等の治水対策 二級河川整備事業 様似川、海辺川、幌満川 建設水道課 

準用河川・普通河川改修事業 河川改修 河川浚渫 建設水道課 

 

１－５ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

暴風雪時における道路管理体制の強

化 

国道 336号災害防除工事［再掲］ 落石対策工、越波対策工 建設水道課 

国道 336号安全対策事業［再掲］ 塩釜トンネル改良事業 建設水道課 

道道道路改良事業［再掲］ 道路改良舗装（新富様似停車線） 建設水道課 

橋梁保全対策事業［再掲］ 長寿命化計画に基づく修繕・定期点検 建設水道課 

町道改良舗装［再掲］  建設水道課 

道路排水溝改良［再掲］  建設水道課 

町道管理車両購入事業［再掲］ グレーダー、トラック購入 建設水道課 

 

１－６ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

積雪寒冷を想定した避難所等の対策 防災用備品整備事業［再掲］ 食糧や飲料水、衛生用品等の計画的な備蓄・更新 総務課 

防災備蓄倉庫整備事業［再掲］ 指定緊急避難場所の一部への防災備蓄倉庫を整備 総務課 

 

 

 

 

 



１－７ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

関係行政機関相互の連絡体制の整備

及び情報共有化 

災害時情報伝達方法改善事業［再掲］ スマートフォンアプリ等の検討の他、高齢者等に対する戸別

受信機設置 

総務課 

住民等への情報伝達体制の強化 災害時情報伝達方法改善事業［再掲］ スマートフォンアプリ等の検討の他、高齢者等に対する戸別

受信機設置 

総務課 

災害時情報伝達手段確保事業［再掲］ 防災行政無線（移動系）に代わる携帯電話回線を用いた IP

無線機等の導入 

総務課 

高度無線環境整備推進事業 ＮＴＴによる光ファイバー整備 企画調整課 

 

２－１ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

非常用物資の備蓄促進 防災用備品整備事業［再掲］ 食糧や飲料水、衛生用品等の計画的な備蓄・更新 総務課 

 

２－２ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

救急活動等に不可欠な情報基盤、資

機材の整備 

消防施設整備事業［再掲］ 消防車両の更新（水槽付消防ポンプ自動車、指令車、作業車） 

消防庁舎基本設計、実施設計、本工事、外構工事 

救助資機材更新 

高規格救急車更新 

消防組合 

 

 

 

 

 



２－３ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

災害時における福祉的支援 高齢者緊急通報システム整備事業 高齢者への通報等ができる電話機の貸与 保健福祉課 

障害福祉サービスの提供 障がい者が地域で生活していくための生活援助等各種サー

ビスや就労訓練等及び施設入所サービスなど 

保健福祉課 

地域生活支援事業 地域に応じた障がい者向けサービス 保健福祉課 

防疫対策 予防接種 BCG、MR、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、日本脳炎、B型肝炎、

四種混合、二種混合、ロタウイルス、インフルエンザ、高齢

者肺炎球菌、子宮頸がん 

保健福祉課 

 

３－１ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

災害対策本部機能等の強化 生活館等改修事業［再掲］ 生活館（9館）・集会施設（10館）の改修・集約化 税務町民課 

防災用備品整備事業［再掲］ 食糧や飲料水、衛生用品等の計画的な備蓄・更新 総務課 

業務継続体制の整備 防災用備品整備事業［再掲］ 食糧や飲料水、衛生用品等の計画的な備蓄・更新 総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４－２ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

食料生産基盤の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町有牧野事業 乳用牛、肉用牛 産業課 

地域振興作物等奨励事業 地域振興作物の苗購入費、牧草の更新及び麦、大豆の作付経

費に対する助成 

産業課 

優良肉用繁殖素牛貸付事業 優良繁殖素牛の貸付 産業課 

集落営農補助事業 農業用機械の整備費に対する補助 産業課 

優良肉用繁殖後継牛保留 

奨励金事業 

優良黒毛和種肉用牛群の形成を促進するため、優良繁殖後継

牛保留に対する補助 

産業課 

農作物鳥獣被害防止対策事業 電気柵整備費に対する補助 産業課 

新規導入乳牛購入費助成事業 乳牛（妊娠牛）新規導入への補助 産業課 

栽培漁業推進事業 栽培漁業に係る種苗生産～放流事業 

①ハタハタ・ナマコ：様似町水産振興協議会 

②マツカワ：えりも以西、日高管内栽培漁業推進協議会 

③サケ：北海道、日高管内増殖協会 

④ウニ：町 

⑤資源調査：町、漁協（日高中央・えりも）、振興局（水産

技術普及指導所） 

産業課 

水産基盤整備事業 

（水域環境保全事業） 

漁場底質改善による昆布藻場の保全に係る広域事業 

事業範囲：様似町字平宇～えりも町目黒 

産業課 

水産多面的機能発揮対策事業 藻場の保全及び食害生物除去 産業課 

沿岸漁場保全事業 藻場の保全及び未利用漁場の利活用 

①雑海藻駆除事業 

②投石事業 

産業課 

ヒトデ等駆除事業  産業課 



施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

食料生産基盤の整備 水産基盤整備事業 

（水産生産基盤整備事業） 

未利用海域での漁場造成 産業課 

水産業強化支援事業 

（水産流通基盤整備事業） 

製氷施設整備 

トラックスケール整備 

産業課 

水産業振興構造改善事業 昆布加工施設整備 

購買店舗施設整備 

産業課 

護岸海岸斜路及び階段等修復工事事業 斜路及び階段等の修復 産業課 

農水産業の体質強化 施設園芸ハウス設置費等助成事業 新規就農者等の独立就農、既存農家のビニールハウスの増棟

に対する補助 

産業課 

農業後継者就農促進対策事業 施設設備等の整備費に対する補助 産業課 

新規参入者就農促進対策事業 研修費用及び施設設備費等の整備費に対する補助 産業課 

漁業担い手支援事業 新規就業者及び漁業後継者の育成・確保 産業課 

地場産食料品の販路拡大 イチゴハウス施設等整備事業 新規就農予定者のハウス及び付帯設備一式の整備 産業課 

 

 

４－３ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

水道施設等の防災対策 

 

 

 

 

 

 

 

栄町浄水場施設機能増設実施設計 浄水池増設・電気設備及び自家発電機移設実施設計・工事 建設水道課 

西様似駅前配水管更新工事(2工区目)  建設水道課 

上水道導水管配水管更新工事(2工区目)  建設水道課 

栄町浄水場上屋鉄骨柱耐震補強改修工事 栄町浄水場上屋鉄骨柱耐震補強・劣化改修工事 建設水道課 

栄町浄水場沈殿池・ろ過池・浄水池流入流

出管布設替工事 

 

 

建設水道課 

栄町浄水場水質計器更新 原水濁度計・沈殿池濁度計・残留塩素計・フロック形成池 ph

計更新 

建設水道課 



施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

水道施設等の防災対策 緊急給水整備事業 車輛積載型給水タンク（軽トラック用 260ℓ350kg） 

車輛積載型給水タンク（2tトラック用 1,650ℓ350kg） 

建設水道課 

上水道配水池更新設計・工事 上水道配水池更新（新設）実施設計・工事 建設水道課 

東地区管網計算作成業務  建設水道課 

検満メーター取替工事  建設水道課 

配水管新設・更新工事  建設水道課 

水道資産台帳情報整備  建設水道課 

公営企業会計システム入替及び機器更新  建設水道課 

栄町浄水場テレメーター装置更新  建設水道課 

栄町浄水場№2フロキュレーター更新  建設水道課 

栄町浄水場浄水処理設備新設工事 沈殿池傾斜板装置新設工事 

中次亜塩素注入設備新設工事 

建設水道課 

栄町浄水場薬品注入設備更新 次亜注入設備更新 

PAC 注入設備更新 

建設水道課 

栄町浄水場取水流量計更新  建設水道課 

水源ポンプ室自家発電設備更新 自家発電設備及び動力盤更新 建設水道課 

西様似ポンプ場（配水・増圧）機器更新工事  建設水道課 

下水道施設等の防災対策 下水道事業ストックマネジメント計画策定 処理場及びポンプ場（ストックマネジメント計画策定） 建設水道課 

下水道事業基本計画策定 5年間事業計画策定 建設水道課 

下水処理場 下水終末処理場改築・更新工事 

下水施設電気修繕 

下水終末処理場他維持管理・運営 

建設水道課 

下水管渠計画・工事 錦町管渠布設替実施設計・工事 

公共汚水桝設置工事 

建設水道課 

下水管渠維持管理・修繕 下水管渠カメラ調査、人孔及び公共桝修繕 建設水道課 

浄化槽設置整備事業 公共下水道区域以外の合併処理浄化槽の整備に対する助成 税務町民課 



 

４－４ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

道路施設の防災対策等 国道 336号災害防除工事［再掲］ 落石対策工、越波対策工 建設水道課 

国道 336号安全対策事業［再掲］ 塩釜トンネル改良事業 建設水道課 

道道道路改良事業［再掲］ 道路改良舗装（新富様似停車線） 建設水道課 

橋梁保全対策事業［再掲］ 長寿命化計画に基づく修繕・定期点検 建設水道課 

町道改良舗装［再掲］  建設水道課 

道路排水溝改良［再掲］  建設水道課 

町道管理車両購入事業［再掲］ グレーダー、トラック購入 建設水道課 

林道維持補修事業 既設森林作業道等を活用し新たに、林業生産基盤整備道へ開

設し森林施業の集約化や森林施業の低コスト化 

産業課 

 

５－１ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

企業における事業継続体制の強化 商工会活性化事業 商工会活性化事業補助金 

・一般補助 

・特別事業補助等 

商工観光課 

被災企業等への金融支援 中小企業等融資資金預託事業 融資資金の原資預託 

（中小企業特別融資、中小企業振興融資、商店街振興融資） 

商工観光課 

 

 

 

 

 



 

６－１ 

 

施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課 

森林の整備・保全 地すべり防止施設整備事業［再掲］ 地すべり調査・排水工・抑止工・擁壁工等地すべり防止施設

整備 

産業課 

小規模治山事業［再掲］ 法枠工、谷止工、山腹工、柵工ほか 産業課 

林道維持補修事業［再掲］ 既設森林作業道等を活用し新たに、林業生産基盤整備道へ開

設し森林施業の集約化や森林施業の低コスト化 

産業課 

町有林整備事業 町有林の新植、下刈、除伐、間伐、森林保険等 産業課 

分収造林事業 水源林造成事業 

除伐、間伐、森林作業道整備等 

産業課 

未来につなぐ森づくり推進事業 伐採後の確実な植林を支援 

植栽（町有林、大企業を除く） 

産業課 

様似町民有林振興指導事業 民有林の下刈、除伐、間伐、枝打ちなどの造林事業を支援 産業課 

森林作業員就業条件整備事業 森林作業員の長期就労対策として、作業員を支援 産業課 

森林監視事業 山火事警防交付金・7組合 産業課 

有害鳥獣捕獲奨励事業 エゾシカやヒグマ等の有害鳥獣の駆除等に対し奨励金・出動

手当支給 

産業課 

森林環境譲与税推進事業 新たな森林管理制度において、森林所有者への意向調査を実

施し、未整備森林の整備に取り組む 

産業課 

農地・農業水利施設等の保全管理 中山間総合整備事業 圃場、排水路整備費に対する補助 産業課 

 


