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【第１章　子育てしやすく健康で安心して暮らせるまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

1
緊急通報用電話機設置事業
（緊急通報用電話機購入）

独居老人と中富良野の消防支署緊急通報セン
ター電話回線で直結し、独居老人の生活不安
の解消と福祉の推進を図る

R3～R4 3,892

2 子ども・子育て支援事業
地域子育て支援拠点事業やファミリーサポート
センター事業などの子育て支援サービスを推
進する

R3～R12 228,731

3
子どものための教育・保育給付費
事業

多様化する保育ニーズを踏まえ、、認定こども
園における保育ニーズの充実を促進する

R3～R12 1,389,312

4 障害児保育特別対策事業
認定こども園における障害児の受け入れを円
滑に推進し、保育に欠ける障害児の福祉の増
進を図る

R3～R12 73,024

5 発達支援センター通園事業
発達に不安のある子どもや保護者の基本的な
生活習慣の確立、知的発達及び運動発達等
の促進を図る

R3～R12 34,063

6 予約型乗合タクシー事業
高齢者等の交通弱者の交通移動手段を確保
し、生活支援や閉じこもりを予防する

R3～R12 113,930

7 障害者自立支援給付事業
国の基準に基づき障がい者が自立を支援する
ため、各種福祉サービスを提供することを目的
とする

R3～R12 1,803,061

8 地域生活支援事業
町の基準に基づき障がい者が自立を支援する
ため、各種福祉サービスを提供することを目的
とする

R3～R12 116,082

9 障害児施設給付事業
国の基準に基づき施設に入所・通所する障が
い児に必要な指導や援助、治療を行うことで福
祉の向上を図る

R3～R12 385,380

10 予防関係事業

健康増進法に基づく健康診査・健康相談・健康
教育の実施及び、高齢者の医療確保に関する
法律による特定健診・特定保健指導を実施す
る
後期高齢者医療広域連合の受託事業、健康
診査を実施する

R3～R12 160,332

11 予防接種関係事業
町民の定期予防接種に対し、その費用を負担
する

R3～R12 144,664

12 母子保健及び妊婦健診事業
妊産婦を含む母子の健診、健康相談、保健指
導を実施し、子どもを安心して生み育てられる
よう支援する

R3～R12 32,193

13 乳幼児検診事業
乳幼児の健やかな成長発達を遂げられるよ
う、母子相談、新生児訪問、乳幼児検診を実
施する

R3～R12 8,572

14 任意予防接種事業
町民の任意予防接種に対し、その費用を負担
する

R3～R12 24,020

15 がん健診総合支援事業
市町村が実施する胃・肺・大腸・乳・子宮がん
健診の受診を促し、がんの早期発見・がん死
亡の減少を図る

R3～R12 1,475

16
高齢者の保健事業と介護予防の一
体的実施事業

高齢者の医療・国保・健康づくり、介護等庁内
部局の連携体制整備し、重症化・介護予防の
ための保健指導を実施する

R3～R12 84,926

17 新規 福祉でつながる地域拠点事業
高齢者、子ども、障がい者誰もが利用できる多
世代交流サロンを設置する

R5 30,000

18 在宅介護手当支給事業
介護認定要介護４・５の者を、在宅で介護をし
ている者に対して介護負担の軽減のため支給
する

R3～R12 32,400

19
寝たきり者等おむつ購入費給付事
業

常時おむつを必要とする寝たきり者等に対し、
その費用の負担を軽減するため支給する

R3～R12 25,000

20 要援護者対策事業
災害時、速やかに情報伝達・共有を行えるよう
要援護対象者の台帳整備を行う

R3～R12 4,692

実施計画事業一覧（令和３年度～令和５年度）
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Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

22 こぶし苑施設整備事業

災害時の施設機能の維持のため、こぶし棟に
非常用発電機を設置。老朽化による屋上防水
工事等により安全な介護サービスの提供を図
る

Ｒ3～Ｒ7 148,528

23 国民健康保険事業

北海道の運営方針に基づき、長期的に安定的
な運営を目指す。町民の自主的な健康づくりを
促し、健康寿命の延伸と医療費の適正化に努
める

R3～R12 7,947,474

24 後期高齢者医療事業
広域連合の運営のもと、高齢者が安心して医
療を受けられるよう事業を推進する

R3～R12 702,726

25 福祉医療給付事業
重度心身障害者、ひとり親家庭等、乳幼児等
に対し、北海道の助成に加え、町独自の助成
を行い、健康の保持及び福祉の増進を図る

R3～R12 337,450

26 国民年金事業
広報・啓発活動等により、国民年金制度につい
ての正しい理解の浸透に努める

R3～R12 630

14,278,509

【参考】令和６年度以降の検討事業

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

27 新規
高齢者見守り安心システム構築事
業

５Ｇ及びBeyond５Gを活用し、高齢者の新たな
見守り安心システムを構築する

28 新規 町立病院建替事業
持続可能な規模の診療施設を整備するにあた
り、老朽化した施設の建替を行う

445,952

合　　　　　　　　　　計

21 医療機器等整備事業
医療機器の整備により、各種健診業務などを
行い、町民の健康維持と地域医療の水準の向
上を図る

R3～R12

3 



【第２章　活力あふれる人材を育てるまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

29 規模拡大支援補助金事業
農業者が規模拡大による経営の安定化を図る
ため、農地の売買と新規の賃貸借に対して支
援する

Ｒ３ 3,000

30
ほ場排水改善促進対策緊急支援事
業

農業者が農作物を安定的に生産・供給するた
めに農業生産基盤の整備に要する経費に対し
て支援する

Ｒ３～Ｒ４ 6,000

31
農業用ビニールハウス骨材等設置
事業

農業者が農業経営の安定と向上を図るために
ビニールハウスの設置に要する経費に対して
支援する

Ｒ３ 3,000

32 新農村づくり総合支援事業
農業者が自己責任において事業計画を構築す
る取組に対して支援する

Ｒ３ 1,000

33 産業担い手サポート事業（農業）
農業の後継者や新規参入者など多様な担い
手の育成、確保を推進するため支援する

Ｒ３～Ｒ５ 15,605

34 中山間地域等直接支払事業
多面的機能の低下が懸念されている中山間地
域において、農業生産等の維持を図るため支
援する

Ｒ３～Ｒ１２ 170,920

35
環境保全型農業直接支払交付金事
業

クリーン農業を推進する中で有機農業等に取
組み安全・安心な農作物を生産・供給するため
に支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 89,240

36 多面的機能支払交付金事業
農村の自然や景観の基礎となる農地・農業用
施設等の保全管理の推進を図るため支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 1,247,170

37 草地畜産基盤整備事業負担金
串内牧場（南富良野町）を広域で整備すること
により畜産農家の経営の安定を図るため支援
する

Ｒ３～Ｒ６ 122,855

38 畜産振興事業
畜産農家が経営の安定を図るため、草地更新
や改良精液等の導入に要する経費に対して支
援する

Ｒ３～Ｒ４ 2,600

39 造林事業
森林資源を守るため、森林を適正に管理し施
業するための経費に対して支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 5,370

40 豊かな森づくり推進事業
森林資源の循環利用を推進するため、伐採後
の植林等の経費に対して支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 45,670

41 商工みらい応援事業
商工業者の自主的な事業の取組に対して支援
する

Ｒ３～Ｒ５ 6,000

42
商工会（商工振興・経営改善対策）
事業

商工会運営費及び商工業者の経営改善事業
等に対して支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 94,730

43 産業担い手サポート事業（商工）
商工業者の後継者や新規起業者などの育成、
雇用の確保を推進するため支援する

Ｒ３～Ｒ４ 3,600

44 はたらく住環境応援事業
町内に社宅等を新たに建設した事業者に対し
て支援する

Ｒ３～Ｒ５ 6,000

45 観光振興事業
観光協会運営費及びラベンダーまつり等のイ
ベント事業等に対して支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 167,195

46 新規 観光サイン整備事業
観光看板等の適切な設置と看板デザインの統
一を図る

Ｒ５～Ｒ７ 2,500

47 新規 国営土地改良事業負担金償還
国営土地改良事業負担金を事業終了後に一
括償還する

R3、R9 2,241,500

48 新規 農地整備事業
道営土地改良事業による、ほ場及び排水整備
等を行う

R4～R12 127,600

4,361,555合　　　　　　　　　　計

4 



【参考】令和６年度以降の検討事業

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

49 新規 農産物処理加工施設整備事業
農作物の加工と地域住民の交流施設、建物等
の老朽化にともない農産物加工施設を整備す
る

50 新規 観光交流センター（仮）整備事業
地域の活性化等を図るため、観光等の交流拠
点を整備する

51 新規 北星山リフト整備事業
観光の拠点施設、施設の老朽化にともない施
設を整備する

52 新規 北星山ハウス整備事業
観光の拠点施設、施設の老朽化にともない施
設を整備する

5 



【第３章　心豊かな人と文化を育むまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

53 新規
中富良野小学校・中学校改築工事
基本設計

中富良野小学校及び中富良野中学校を１校に
統合改築するための基本設計を行う

R2～R3 42,900

54 新規 学校施設老朽化対策事業（小学校）
中富良野小学校及び中富良野中学校を１校に
統合改築するための実施設計・改築工事を行
う

R3～R7 2,526,182

55 新規 学校施設老朽化対策事業（中学校）
中富良野小学校及び中富良野中学校を１校に
統合改築するための実施設計・改築工事を行
う

R3～R7 2,848,675

56 ＩＣＴ関連事業（小学校） 学校のＩＣＴ関連の環境整備の推進を図る R3～R12 141,719

57 ＩＣＴ関連事業（中学校） 学校のＩＣＴ関連の環境整備の推進を図る R3～R12 47,797

58 青少年育成推進事業
次代を担う青少年の豊かな成長を支えるた
め、交流・自然体験活動などの様々な活動を
通じ、生きる力を育む

R3～R12 19,930

59 新規 なかふらの夢・未来応援事業
子どもたちの「夢への挑戦」を募集し、発表や
提案内容を審査の上、選考された夢の実現を
支援する

R3～R12 5,980

5,633,183

【参考】令和６年度以降の検討事業

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

60 新規 学校施設老朽化対策事業（その他）
西中小学校の長寿命化改修事業、旭中・宇
文・西中小学校の温風暖房機改修事業を行う

61 新規 改善センター改修事業
多目的ホールの照明・音響設備の改修、ボイ
ラーを更新する

62 新規 郷土館改修事業
郷土資料展示・内装の整備、児童館機能を整
備改修する

63 新規 スポーツ施設修繕事業
スポーツセンター・各スポーツ施設・設備を修
繕・更新する

64 新規 グラウンド改修事業（中富小）
中富良野小学校・中学校改築後の中富良野小
学校跡地のグランド改修を行う

合　　　　　　　　　　計
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【第４章　自然と共生する美しく安全なまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

65
一般廃棄物処理施設整備事業
（現一般廃棄物最終処分場改修）

一般廃棄物最終処分場をかさ上げ工事によ
り、延命化を図る

R3～R5 212,603

66 新規
一般廃棄物処理施設整備事業
（新一般廃棄物最終処分場建設）

現一般廃棄物最終処分場の埋め立て完了予
定が令和１０年度であることから、新処分場の
整備を行う

R4～R9 892,000

67 新規 塵芥焼却施設整備事業
埋め立てごみ縮減に向けた焼却施設を整備す
る

R4～R10 1,713,000

68
簡易水道配水管新設改良事業
（水道管更新）

水道施設の計画的な整備と長寿命化を図る R3～R12 1,236,000

69
公共下水道事業ストックマネジメン
ト計画（更新実施設計・処理場更
新：電気・機械・建築工事）

下水道施設の計画的な整備と長寿命化を図る R3～R12 418,500

70
合併浄化槽設置整備事業
（新合併処理浄化槽設置事業）

生活排水を適切に処理する合併処理浄化槽
の設置に対して補助する

R3～R5 4,380

71
簡易水道事業一般簡易事業
（維持運営経費）公営企業法適用化

企業会計を導入し、中長期的な収支計画に基
づき、健全な事業運営に努める

R3～R4 12,300

72
公共下水道・維持管理事業
公営企業法適用化

企業会計を導入し、中長期的な収支計画に基
づき、健全な事業運営に努める

R3～R4 8,083

73 新規 消防自動車整備事業 消防自動車を更新する Ｒ４ 36,700

74 新規 景観計画策定業務 景観計画を策定する Ｒ３～５ 17,567

75 新規 防災行政無線施設整備事業
防災行政無線のデジタル方式の機器に更新す
る

Ｒ３～Ｒ４ 513,632

76 新規 通話録音装置等設置事業
特殊詐欺防止等を目的とし、６５歳以上の世帯
に対し通話録音装置等購入補助を実施する

Ｒ３～５ 5,450

77 新規 自動車急発進抑制装置設置事業
高齢者の安全運転を目的とし、７０歳以上の方
に対し自動車への後付けの急発進抑制装置
の設置費に補助する

Ｒ３～Ｒ５ 3,000

5,073,215

【参考】令和６年度以降の検討事業

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

78 新規 墓地施設整備事業 合同墓地を整備する

79 新規 消防自動車整備事業 消防自動車等各車両を更新する

80 新規 救急自動車整備事業 高規格救急自動車を更新する

合　　　　　　　　　　計
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【第５章　さらなる発展への生活環境をつくるまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

81 新規 農地整備事業
老朽化した農道の点検診断、更新整備等の保
全対策を行う

R3～R12 953,325

82 住宅リフォーム促進事業補助金
住宅のリフォーム工事を行った方に工事費の
一部を補助する

R3～R4 20,000

83 橋梁長寿命化事業 橋梁点検・修繕工事を行う R3～R12 836,530

84 冷水川改修事業 河川改修工事を行う　L＝３．２㎞ R3～R12 3,008,429

85 新規 除雪車更新事業
除雪車を更新する（タイヤドーザ・除雪ダンプト
ラック・大型ロータリ）

R3～R12 163,147

86 新定住応援促進事業 町内に新築住宅を建設した方へ補助する Ｒ３～Ｒ５ 33,000

87 新規 結婚新生活支援事業
結婚後の新生活をスタートする夫婦へ補助金
（家賃・敷金・礼金・引越費用等）を交付する

Ｒ３～Ｒ５ 4,500

88 子育て世代等応援定住促進事業
子育て世帯に対し家賃及び入居時補助金を交
付する

Ｒ３～Ｒ５ 3,450

89 新規 空き家解体事業 町内の空き家等を解体する方へ補助する Ｒ３～Ｒ５ 6,000

90 新規 空き家バンク促進事業
空き家バンク事業の促進を図るため、売り手
（利用者）に家財処分補助、買い手（希望者）に
引越補助を行う

Ｒ３～Ｒ５ 900

91 潤いのあるまちづくり事業
チャイルドシートを購入またはリースした方に
補助する

Ｒ３～Ｒ５ 450

92 新規 北海道移住支援事業 東京２３区から本町に移住した方に補助する Ｒ３～Ｒ６ 4,000

5,033,731

【参考】令和６年度以降の検討事業

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

93 新規 総合車庫建替事業 総合車庫の建替を行う（建替場所の検討含む）

【第６章　みんながつながるまち】

Ｎｏ． 新規 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 事業期間 総事業費

94 フラワー都市交流連絡協議会事業
全国を代表する花の町による各自治体との地
域間交流事業を行う

Ｒ３～Ｒ１２ 36,730

95 地域間交流人材育成事業
個性豊かで活力あるまちづくりを進めるため、
団体や個人の研修事業を支援する

Ｒ３～Ｒ５ 1,200

96 自主防災組織等活動支援事業
地域防災力の向上を図るため、防災活動等に
対して支援する

Ｒ３～Ｒ１２ 16,000

97 町民手づくり事業
町民がまちづくりのため、創意工夫し企画した
事業及び活動を支援する

Ｒ３～Ｒ５ 900

98 ふるさと納税事業
町外者からの寄付（1万円以上）に対し、町の
特産品を返礼品として送付する

Ｒ３～Ｒ１２ 733,840

99 新規 庁舎前庭整備事業
子どもから高齢者までの幅広い世代が利用す
る役場庁舎前庭の整備事業を行う

Ｒ３～Ｒ５ 20,974

100 新規 職員派遣事業
職員の行政能力の向上と道との緊密な連携を
図ることを目的に行う

Ｒ３～Ｒ１２ 7,010

816,654合　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　計
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