
活力が湧き出るまち

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

雑海藻駆除事業補助金 ３１５万円
昆布着生の障害となる雑海藻を駆除することで、藻場の維持・回復と昆布の
増産を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

漁村環境改善総合センター外壁改修工事 １９１万円
施設の外壁塗装工事をすることで雨漏りの改善、施設の耐久性向上を図りま
す。

水産商工観光課 ２－０１７７

港湾施設詳細定期点検診断事業 ９９９万円
外南防波堤、南ふ頭第3岸壁、会所前第2船揚場の定期点検診断を行い、港湾
施設の安全利用と長寿命化を図ります。

港湾課 ２－０１８５

防げん材改修工事 ３，２１２万円

防げん材の取替改修により船舶の安全な係留を確保するとともに、効率的か
つ効果的な施設維持を図ります。

・受衝板付サークル防げん材1基（第4ふ頭第3岸壁）
・Ｖ型防げん材5基（第2ふ頭第2岸壁ほか）

港湾課 ２－０１８５

十勝港線転落防止柵改修工事 ９７４万円
転落防止柵（Ｌ＝225.00ｍ）を改修整備してことで道路利用者の安全確保を
図ります。

港湾課 ２－０１８５

港湾管理 貨物上屋改修事業 ２７７万円 公共上屋の屋根を塗装改修することで施設の長寿命化を図ります。 港湾課 ２－０１８５

イベント用備品購入事業 ６３万円
イベント業務等に使用する音響機材を新規に購入し、イベント等における音響
環境の充実を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

観光協会交付金 ５５５万円
解散した広尾おいしい町づくりの会が実施していた事業を観光協会が継承
するため、交付金を増額し、広尾町の観光振興を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

大丸山森林公園バーベキューハウス管理棟床改
修工事

２６万円 工事を行うことにより広尾町の商工観光振興・産業振興を図ります。 水産商工観光課 ２－０１７７

大丸山森林公園サンタの家改修工事 ２２７万円
施設の内装や屋外照明の改修を行い、施設を訪れる観光客などの利用環境
の向上を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

令和２年度 予算ダイジェスト(全体版）

今年度のまちの予算と実施予定の新規事業を紹介します。



幸せを感じるまち

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

養護老人ホーム運営事業 ６，４５３万円

入所者の食事内容の質の向上を図るため、給食業務を委託します。
また、入所環境の向上を図るため電灯のＬＥＤ化や老朽配管の改修を行いま
す。

・給食業務委託 2,554万円
・多目的ホール電灯取替工事 151万円
・配管改修工事 3,748万円

養護老人ホーム ２－２５１０

特別養護老人ホーム運営事業 ５，１４１万円

入所者の食事内容の質の向上を図るため、給食業務を委託します。
また、入所環境の向上を図るため入所者用備品の購入や冷暖房器を設置し
て夏季の熱中症対策と冬季の寒さ対策を行います。

・給食業務委託 ４，５40万円
・入所者用備品購入 ５４２万円
・冷暖房設置 ５９万円

特別養護老人ホーム ２－２１２７

広尾町国保病院医療機器・設置整備事業 ２億１，０００万円

ＭＲＩの導入など各種医療機器の導入と施設の増築により、安心安全な医療体
制の充実を図ります。

・医療機械購入費 １億 ４０万円
・増築改修工事費 １億９６０万円

病院 ２－３１１１



いきいきと輝くまち

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

ふるさと納税推進事業 ７，５１３万円
ふるさと納税寄附金の増加を図ることで、まちづくりへの資金調達、また地
域経済の活性化や町の魅力発信等に繋げます。

水産商工観光課 ２－０１７７

十勝地域と東京たいとう・すみだ連携交流事業 ６９万円
十勝１８町村と東京台東区・墨田区との連携事業を展開し、交流・関係人口の増
加を目指します。

企画課 ２－０１８４

小学校社会科副読本作成委託事業 ２５０万円
令和3年から小学校3・4年で使用する社会科副読本「ひろお」を作成すること
で、地域学習を推進します。

管理課 ２－０１８６

学校施設長寿命化個別計画策定委託事業 ３１９万円
各施設ごとに個別施設計画（長寿命化計画）を策定し、計画的・効率的な施設
の管理を図ります。

管理課 ２－０１８６

広尾小学校校内情報ネットワーク環境整備工事 １，２１７万円
既設の校内ＬＡＮ設備を更新するとともに、タブレット端末用保管キャビネット
を設置することにより、高速大容量の通信ネットワーク環境を整え、教育にお
けるＩＣＴを基盤とした先端技術等の効果的な活用を図ります。

管理課 ２－０１８６

広尾中学校放送室設備改修工事 ２９４万円 老朽化した放送室機器及び設備の更新により学校環境の整備を図ります。 管理課 ２－０１８６

広尾中学校校内情報ネットワーク環境整備工事 １，１２１万円
既設の校内ＬＡＮ設備を更新するとともに、タブレット端末用保管キャビネット
を設置することにより、高速大容量の通信ネットワーク環境を整え、教育にお
けるＩＣＴを基盤とした先端技術等の効果的な活用を図ります。

管理課 ２－０１８６

学校給食用備品購入事業 ２，１８５万円

厨房設備等を更新して、安心、安全な給食の提供を行います。
・給食用食缶消毒保管機購入 １，５８９万円
・給食用食缶購入 5５０万円
・電撃殺虫器購入 ４６万円

給食センター ２－２５４０

生涯学習推進計画策定事業 １１４万円
生涯学習の推進を図るため、その課題や方針を今後１０年間の計画として策
定します。

社会教育課 ２－０１８１

コミュニティ助成事業交付金 ２５０万円
広尾郷土芸能陣屋太鼓保存会の太鼓購入に対し助成を行い、郷土芸能の保
存活動の推進を図ります。

社会教育課 ２－０１８１

移動図書館車購入事業 １，６７０万円
老朽化した移動図書館車を更新して、安全性と利便性を整えます。また、車体
のラッピング効果により、町民の読書推進に繋げます。

図書館 ２－２１４１



安心して暮らせるまち

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

北海道総合行政情報ネットワーク衛星無線回線
更新整備工事負担金

３６５万円
北海道と市町村を結ぶ総合行政ネットワークに必要な衛星無線の更新整備
を行うことで、災害時における広尾町と北海道の迅速な情報共有の維持を
図ります。

企画課 ２－０１８４

消防用ホース購入事業 ９６万円
災害に備え迅速確実に対応できるよう、消防用ホース（65ｍｍ10本、40ｍｍ15
本）を更新します。

消防署 ２－２７３０

ＡＥＤ購入事業 ３４万円 購入したＡＥＤ1台を消防団へ配備し、緊急時の救命率を向上させます。 消防署 ２－２７３０

トランシーバー購入事業 ７３万円
災害活動時の連絡用手段として省電力トランシーバー（28台）、トランシー
バー用充電器（5台）を購入し、迅速な消防活動に活用します。

消防署 ２－２７３０

耐震性貯水槽新設工事 ２，２８７万円
大規模地震時にも対応できる６０㎥耐震性貯水槽を２基（広尾中学校裏、野塚
消防会館前）整備することにより、防災力の向上を図ります。

消防署 ２－２７３０

空き家対策総合支援事業補助金 １００万円
空き家の取り壊し費用の補助により解体・撤去を促進し、地域の安全性や公衆
衛生を確保します。

住民課 ２－０１７１

街路灯改修事業 ３３６万円
既設水銀灯31基をLED防犯灯へ交換して、節電・環境対策を図ります。（広尾市
街地、野塚地区、東豊似地区、紋別地区）

建設水道課 ２－０１７８

道路工事調査設計委託事業 １，０７４万円
並木通東2丁目の道路の調査測量を行い、路盤改良、舗装工事の設計を行い
ます。

建設水道課 ２－０１７８

道路舗装工事 ４，８５１万円
並木通東2丁目、並木通東3丁目、野塚8線の3路線の路盤改良、舗装工事を行
い、歩行者や通行車両が安全で快適に利用できる町道を確保します。

建設水道課 ２－０１７８

道路補修事業 １，１２７万円
丸山通歩道や町内一円の老朽化した道路を補修することにより、安全・安心
な道路網を確保します。

建設水道課 ２－０１７８

ドローン購入事業 ４０万円 ドローンを購入し、道路や河川等のインフラ点検等に活用します。 建設水道課 ２－０１７８

都市公園改修事業 １０２万円
老朽化した新丸山公園の丸太階段・ベンチを改修することで、安全・安心な公
園施設を確保します。

建設水道課 ２－０１７８

旧教員住宅解体撤去工事 １，２１８万円 旧教員住宅４棟の解体撤去により生活環境の向上を図ります。 管理課 ２－０１８６

林道補修事業 １５０万円
林道の経常的な維持管理と軽易な補修を迅速に行うことにより、林道交通の
安全を確保します。

農林課 ２－０１７９



幹線林道大丸山線改良事業 ３１４万円 崩落の恐れがある大丸山線林道の改修設計を行います。 農林課 ２－０１７９

給水管切替改修工事 １０２万円 配水管改良工事の実施に伴い、各使用者に接続する給水管を切替します。 建設水道課 ２－０１７８

配水管・計装設備整備事業 ４，８１２万円

配水管を更新し、生活用水の安定供給を図ります。
・配水管改修工事 ４，４２９万円

（本通１１～１３丁目、丸山通北2丁目）
・配水管工事実施設計委託 38３万円

建設水道課 ２－０１７８

水道料金システムサーバー機器更新事業 ４２４万円 耐用年数が経過する水道料金システムサーバーの更新を行います。 建設水道課 ２－０１７８

排水処理施設事務所屋根改修工事 １６９万円
施設の屋根を改修をすることで雨漏りの改善、施設の耐久性向上を図りま
す。

水産商工観光課 ２－０１７７

簡易水道事業 維持管理費 ５，９８７万円

安全・安心な水を安定供給を維持するため、簡易水道施設の整備と維持管理
を行います。

豊似水源地土砂除去委託料 107万円
・野塚浄水場屋根改修工事 146万円
・豊似浄水場ろ過砂取替工事 440万円
・野塚市街配水流量計機器更新工事 380万円
・音調津浄水場テレスコープ更新工事 350万円
・音調津浄水場動力盤更新工事 1,397万円

建設水道課 ２－０１７８

楽古地区配水管整備事業 ４，８３２万円
配水管を整備するために、測量・調査設計を行い、水を安定的に供給します。

・工事設計委託料 832万円
・配水管改良工事 4,000万円

建設水道課 ２－０１７８

公共下水道事業 １億８，５５１万円

下水管を整備するために、測量・調査設計を行うほか、下水終末処理場の設
備の更新を行い、安定した汚水処理を行います。

・並木通東１丁目汚水枝線工事実施設計委託料 355万円
・公共下水道事業計画変更委託料 800万円
・公共下水道台帳図修正委託料 163万円
・修繕・改築工事積算資料作成委託料 200万円
・公共汚水ます新設工事 102万円
・下水終末処理場修繕・改築工事 7,000万円
・西通排水区流末改修工事 9,900万円

建設水道課 ２－０１７８



みんなで創るまち

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

第６次まちづくり推進総合計画印刷製本事業 ２１０万円
令和３年度からスタートする新たなまちづくり計画の冊子とダイジェスト版を
印刷製本し、町民と協働のまちづくりを推進します。

企画課 ２－０１８４

戸籍住民基本台帳事業 ２万円
戸籍総合システム機器の更新を行い、安定したシステム運用を図ります。（事
業費1,485万円）

住民課 ２－０１７１

役場庁舎電気室高圧器機器経年劣化改修事業 ４０２万円 高圧器機器を改修し、役場庁舎設備の適切な維持管理を行います。 総務課 ２－０１７５

役場庁舎３階床改修工事 ２０２万円
経年劣化した現在のカーペット仕様を、ビニールタイルに改修することによ
り、庁舎の適切な維持管理を行います

総務課 ２－０１７５

電算システム改修委託事業 １，１５０万円 システム改修を行い事務の統一化を図ります。 住民課 ２－０１７１

OA化推進事業 ５４万円
情報系サーバーを更新することにより、情報資産の適切な維持管理を行い
ます。（事業費 ３５６万円）

総務課 ２－０１７５

とかち広域消防事務組合負担金 ２億２，１２５万円

消防事務の円滑な共同処理により、地域住民に対する消防行政サービスの向
上を図ります。

・署費分（広尾消防署諸経費） １億９，７３７万円
・共通経費分（とかち広域消防事務組合、消防局運営費） ２，３８８万円

消防署 ２－２７３０

※広報紙には役場庁舎電気室高圧器機器経年劣化改修事業は４０６万円と記載してありますが、正しくは402万円です。

その他

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

統計調査事業 ３９５万円
国から委託される統計調査（国勢調査、経有センサス 等）を実施すること
で、各種施策立案のための基礎資料を得ることを目的とします。

企画課 ２－０１８４

議会広報研修事業 ５１万円
議員等を対象とした広報の基礎知識についての講義と演習形式の実践的な
研修を行い、町民に「読まれ、伝わる」議会だよりを発行します。

議会事務局 ２－０１８０

ドライブレコーダー購入事業 ４５万円
共用車１１台分にドライブレコーダーを設置することにより、事故・トラブル等の
証拠を記録します。

総務課 ２－０１７５



コロナ対策

事業名 事業費 事業効果 担当 電話

飲食店応援クーポン配布事業 ３３５万円
新型コロナウイルスの影響を受けた町内飲食店への支援事業として全町民
に限定クーポンを配布することで飲食業を応援し、併せて、地域の経済対策
を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

商工振興事業補助金 ６９万円
新型コロナウイルスの影響を受けた町内飲食店への支援事業として商工会
の限定プレミアムクーポンに対し補助することで飲食業を応援し、併せて、地
域の経済対策を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

令和2年度広尾町新型コロナウイルス感染症対策
漁業支援活力資金利子補給等補助金

２８５万円
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている漁業者の運転資金の借り
入れに対し利子補給を行なうことにより、漁業経営の改善を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

中小企業緊急支援事業給付金 ３，９００万円
新型コロナウイルスによって経営に影響を受けた中小企業・個人事業主へ給
付金を支給することにより事業の継続と雇用の確保を図ります。

水産商工観光課 ２－０１７７

広尾町地域振興プレミアム付商品券発行事業補
助金

２，５２０万円
新型コロナウイルスの影響を受けた商工業者への支援事業として、商工会発
行のプレミアム付商品券に対し補助することにより、地域の経済対策を図り
ます。

水産商工観光課 ２－０１７７

新型コロナウイルス感染症対策事業 ２４万円
７０歳以上の高齢者に対し、マスクを無償配布し、住民の感染拡大対策を行い
ます。

保健福祉課 ２－０１７２

小学校 就学援助事業 ４９８万円
新型コロナウイルスの影響を受けた家庭への支援事業として就学援助費を
支給することにより、保護者の負担軽減を図ります。

管理課 ２－０１８６

中学校 就学援助事業 ６１６万円
新型コロナウイルスの影響を受けた家庭への支援事業として就学援助費を
支給することにより、保護者の負担軽減を図ります。

管理課 ２－０１８６

傷病手当金 １００万円
国保の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われ、出勤停
止を余儀なくされた場合でも、傷病手当を支給することで休みやすい環境
を整備することができます。

住民課 ２－０１７１


