
1 雇用対策救援事業費

2 登別市シルバー人材センター補助金

平成17年12月末会員数　523名　　受託件数　2,095件

3 労働振興事業助成金

　組合員総数　1,066名（平成17年10月１日現在）

4 勤労者特別融資積立金

　生活（一般）　１件当たり貸付限度額　100万円　
償還期間　10年以内　利率2.28％

　生活（特別）　１件当たり貸付限度額　 30万円
償還期間　３年以内　利率1.00％

　教　　　育　　１件当たり貸付限度額　150万円
償還期間　10年以内　利率1.94％

5 高校生のための企業見学会経費

6 婦人センター運営管理経費

7 事業所内職業訓練助成金

8

　地元の高校に在学する生徒の就職活動を支援する。

　労働環境の改善や雇用の安定確保等のため実施する労働相談事業に助成する。

　再就職準備講座等の開催

　技能労働者の育成を図るため事業所内職業訓練事業に対し助成。

　道道の拡幅に伴い駐車場用地が減少するため、代替用地を取得し整備する。さらに
利用者の利便性等を図るため、登別職業訓練協会で施工するトイレ改修と水洗化事業
に対し支援する。

職業訓練センター整備事業費

５ 労働費　１ 労働諸費

　季節労働者の通年雇用と冬季就労の場の確保に努め、季節労働者とその家族の福祉
を増進し、季節労働者の安定就労と社会生活の向上を図る。

　高齢者の就業機会の確保や生きがいの充実、社会参加を図る同センターの事業へ補
助する。

　融資内容（利率は平成18年２月末日現在）
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1 担い手育成総合支援協議会負担金

2 有害鳥獣駆除経費

3 農業振興特別補助金

4 農業経営基盤強化資金利子補給金

5 市民農園経費

　開設場所　札内地区　40区画　１区画あたり約50㎡
　開設期間　５月～10月

6 胆振西部乳牛検定組合補助金

経営改善指導業務
後代検定推進業務

7 畜産環境施設等整備事業費

資源リサイクル畜産環境整備事業負担金

  尿溜　１基　260㎥    処理機械（尿散布用）１台　  堆肥散布用　３台

畜産環境整備事業指導連絡調整事務費

8 牧場管理経費

家畜防疫事業
預託牛飼育管理事業

9 受精卵移植推進協議会補助金

受精卵購入　９頭

10 酪農ヘルパー事業運営補助金

加入予定農家数　　９戸

草地維持管理事業

受精卵採卵　９頭

事業主体　　　　　伊達市酪農ヘルパー利用組合

（２）
資源リサイクル畜産環境整備事業の円滑な推進のため、農業開発公社から指
導連絡調整業務を受託し、事業参加者の調整を行う。

　家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行により、平成16年11
月から畜産業を営む者は管理基準に従い、家畜排泄物の適正な管理が必要になる。こ
のため、家畜排泄物処理施設の整備が必要な農業者について、次の２事業により整備
を進める。

（１）

  草地整備  41.88ha    構内舗装  2,100㎡

事業実施主体　北海道農業開発公社

　土地改良事業の実施に伴う農業者の負担軽減を図る。

　平成18年度予定新規貸付金　11,000千円

　市民に農業・農村への理解や農地の有効活用を図ることを目的に市民農園を開園す
る。

牛群検定業務

・認定農業者制度の普及啓発
・担い手の育成・確保
・認定農業者のフォローアップ

　キツネ・鹿・カラスによる農業被害等を 小限に食い止めるため駆除を行う。

６ 農林水産費　１ 農業費

　担い手総合緊急支援事業
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11 農業用施設等管理経費

海岸吐口閉塞除去作業

12 中山間地域等直接支払推進事業費

13 特定農山村地域活動支援事業費

○地域特産品開発事業

　

○都市農村交流促進事業費

14 札内高原館運営管理経費

1 林業振興経費

事業内容　治山施設の修繕、保安林の保護

2 森林愛護啓蒙事業補助金

3 民有林造林推進事業補助金

4 森林整備地域活動支援交付金

　森林の保護や治山施設の効果を高めることにより急傾斜地等の保護等を行い、地域
住民の安全や生活環境の向上を図る。

　森林愛護組合連合会による、山火事、遭難防止のための巡視活動や啓発チラシの配
布を通じた入山者へのマナー遵守の呼びかけや、看板等の設置を行う。

　民有林のうち国、道の補助を受けた植栽、下刈、除間伐事業に対し国、道の補助額
を控除した残額に対して補助を行い森林を守る。

　森林所有者の経営意欲の低下、林業従事者の減少や高齢化等により森林の適切な管
理活動が十分に行なわれなくなっており、このままでは森林の有する多面的機能に支
障が生ずる恐れがある。これを防ぐため計画的な森林施業が適切に行われるようその
活動に支援を行う。

　地場産品を活用した登別にふさわしい特産品開発と製品化を図るための調査を進
める。

　農村休暇法による農村滞在型余暇活動機能整備計画（市町村計画）に則した農業
体験サービスの拡充と地場畜産物の直売体制の整備などグリーンツーリズム的農業
展開を進める。

　コミュニティ施設（交流室、体育館等）の開放

６ 農林水産費　２ 林業費

○担い手農業者等支援事業費
　行政や農業関係団体が主催する各種研修会・講習会への積極的な参加により、経
営感覚に優れた視野の広い担い手農業者の育成を図る。

○乳質改善事業費
　消費者の酪農に対する信頼性を確保するために、生産者と農業協同組合、共済組
合など関係機関との連携により乳質改善向上対策を実施する。

　植林事業、農道維持管理活動、集落説明会等

　国は平成５年に特定農山村法を制定し、高収益・高付加価値型農業の展開、多様な
担い手育成、地域間交流の促進のための事業を計画的に取組むために、特定農山村総
合支援事業実施市町村の指定を受けたことから、地域の実情に応じた次の事業を計画
的に実施する。
○シカの農作物等食害対策事業費
　シカによる農作物等の食害を防止するために、受益者の負担が少なく実効性のあ
る食害防止策を探る。シカ忌避剤として地域に賦存する資源の利用可能性につい
て、試験研究を行う。

　既設排水路の修繕
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1 登別救難所運営事業補助金

2 漁業近代化資金利子補給金

3

開 催 日  ９月９日・10日（予定）

4 水産業振興対策事業補助金

5 エゾバフンウニ種苗放流事業補助金

6 漁業専門員設置補助金

7 いぶり中央漁業協同組合青年部・女性部合同研修事業補助金

8

9 沿岸漁業構造改善事業補助金

10 登別漁港維持管理事業補助金

11 鷲別漁港維持管理事業補助金

漁港まつり運営費補助金

　登別漁港の軽易な維持管理と港内照明灯電気料の補助を行う。

　港内照明灯電気料の補助を行う。

　地元水産物の地産地消や直販事業等、新たな販売手法の検討のため、実施する漁協
の研修事業に支援する。

沿岸漁業漁村振興構造改善事業補助金
　いぶり中央漁業協同組合が水産物の高度衛生管理を目的に建設する荷捌施設に対
し、北海道の補助金を受け支援をする。

　いぶり中央漁業協同組合が建設する荷捌所（製氷・冷蔵施設併設）及び水道管敷設
工事に対して支援する。

　加工残滓や漁業雑把を魚粕や魚油に加工する施設改良に伴う設備資金の利子補給。

　事業内容　海上安全大漁祈願祭、海産物即売、青空市、朝揚げ鮭の即売、花火大会

　稚ウニ20万粒中間育成放流

　地域海洋特性に適した魚介類の栽培や新しい資源づくりを推進するため、漁協、白
老町と広域的に専門員を配置し、漁家経営の安定を目指す。

６ 農林水産費　３ 水産業費

　救難活動、登別・虎杖浜・白老３救難所合同訓練等。

　平成18年度予定　新規貸付　20,000千円
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1 札幌のぼりべつ交流プラザ開催経費

2 商工会議所事業推進職員設置補助金

3 中小企業相談事業補助金

4 中小企業特別融資利子補給金

小口事業資金　　　　年1.0％
新分野進出支援資金　年0.7％

5 商業活性化イベント事業補助金
鷲別地区　　　　鷲別手づくり夏祭り
若草・新生地区　グリーンピア・サマーフェスティバル
登別地区　　　　わくわく広場のぼりべつ

6 物産展参加補助金

7 中小企業特別融資積立金（商店街近代化分を含む）

　中小企業特別融資資金
　　一般事業資金、団体事業資金、小口事業資金、事業所開設資金、
　　小規模商工業近代化資金、新分野進出支援資金

8 住宅改良促進特別融資積立金

　１件当たり融資限度額　300万円　償還期間　10年以内
　利率　住宅改良　1.95％、バリアフリー改良　1.75％、
　　　　新エネルギー関連改良　1.75％　
　利率は平成18年２月末日現在

9 起業化支援事業補助金

10 新産業創造活動事業補助金

11 ものづくり創出支援事業負担金

　市内において、地域の資源や技術を活用した新たな地場産品の創出、新たな技術の
事業化及び新たなサービスの提供を行う起業家の事業を支援し、市内経済の活性化を
図る。

　地域の特性や技術などを活用した新技術、新製品、新サービス等の研究・開発事業
を行う団体等を支援し、複合産業の基盤をつくる。

　地場企業の振興と経営の安定化を図るため、物産会に所属する企業の商品を物産展
等で紹介・宣伝し、ビジネスチャンス拡大等の活動をしている登別商工会議所に対し
支援する。

　中小企業の円滑かつ積極的な事業活動を支援するため、市内中小企業に対し、低利
の融資を行う。

　市民の住環境の向上と地場産業の振興育成を図るため、市内業者を利用して住宅改
良、バリアフリー改良、新エネルギー関連改良を行う市民に対し、低利の融資を行
う。

　札幌のぼりべつ会と市内企業とのネットワークを構築し札幌圏との経済交流を図
る。

　登別商工会議所が行う各種事業の推進及び関係機関との連携強化のため商工会議所
に派遣する市職員に係る経費の一部を補助する。

　市内商工業者の発展と経営安定を図るため、金融や税務等の各種相談業務など、登
別商工会議所中小企業相談所が行う事業に対して補助する。

　中小企業の資金調達に係る負担を軽減し、その事業活動を支援するため、中小企業
特別融資制度の小口事業資金、団体事業資金、新分野進出支援資金の利用者に対し、
その利子を補給する。

団体事業資金　　　　年1.5％

７ 商工費　１ 商工費
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12 創造的産業活動育成事業補助金

13 登別市・白老町生活関連産業事業化推進協議会負担金

（北海道、白老町との共同研究事業）

14 産業クラスター形成計画推進経費

1 友好交流促進都市推進経費

2 登別市・白老町観光連絡協議会負担金

3 観光客誘致促進事業費

4 登別観光協会助成金

5 登別観光協会特別助成金（衛生設備整備事業分）

6 観光ホスピタリティ推進事業補助金

7 観光振興特別対策事業補助金

8

○国立公園清掃活動事業補助金

○登別ファンタジーロード維持管理事業
　（財）自然公園財団登別支部に対する補助金

　観光産業の育成と強化を図るため、観光事業者が広域な連携で誘客事業に取り組む
同協議会を支援する。

  花の観光を推進するため、観光客の道路利用が高い道道洞爺湖登別線、中登別町の
分離帯や植樹帯に植栽した宿根草の適切な維持に努め、観光地の景観向上を図る。

　カルルス駐車場トイレ清掃委託、観光案内板補修、観光施設のための敷地借上げ等
○国立公園内観光施設維持事業
観光施設維持管理経費

　新しい時代のニーズに対応できる観光地づくりを推進するため、その重要な役割を
担う観光協会の安定運営のための支援を行う。

　ホテルや旅館が設置している専用水道施設の高機能ろ過施設整備に対し、補助す
る。

　地域ぐるみで観光客を温かく迎えるため、ホスピタリティ精神の意識啓発を図り、
登別観光のイメージアップと誘客促進の一助として補助する。

　市の基幹産業である観光産業の振興を図るために支援する。

　中国広州市と友好交流を促進し地域レベルでの日中の友好親善を深め、観光振興を
図る。

　観光客誘致に係る各種イベントへの参加やパンフレット、リーフレット等の作成な
ど、ソフト事業を取り組み、市の基幹産業である観光産業の振興を図る。

　地域における生活産業の創出を図るため、具体的な事業化に向けた共同研究を実施
する。

　地域再生計画「産業クラスター形成計画」の推進及び「登別市産業クラスター形成
協議会」の活動を支援する。

７ 商工費　２ 観光費

　（財）室蘭テクノセンターが行う「ものづくり創出支援事業」に対し、市内中小企
業等が活用した経費を負担する。

　登別商工会議所が実施する中小企業経営革新セミナー・起業家セミナー・ＰＰＰ研
究会を内容とする創造的産業活動育成事業に対して補助する。
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9 カルルス・サン・スポーツランド運営管理経費

10 カルルス温泉スキー場運営管理経費

11 温泉供給施設維持管理経費

　市民や観光客のスポーツニーズに対応するため、同施設の適正な維持管理を行う。

　観光振興及びウィンタースポーツの振興並びにカルルス地区の活性化を図る。

　上登別地区への安定した温泉供給を目的として、施設の維持や補修等を行う。
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1

1 道路台帳図作成委託料

2 市道用地確定測量委託料

3 市道用地買収費
　市道用地確定測量により、確定した未処理用地の買収を実施する。

4

5 ロードマーク設置費

6 除雪委託料

7 冬道対策経費

8 道道上登別室蘭線柏木通改良受託事業費

平成18年度事業概要
　用地買収　一式
　移転補償　一式

9 道道上登別室蘭線中央通改良受託事業費

平成18年度事業概要
　用地買収　一式
　移転補償　一式

10
○カルルス路線改良事業費
　道路改良工　　      　　　Ｌ＝　50ｍ　  Ｗ＝7.5ｍ
　盛土工　　　      　　　　Ｌ＝ 400ｍ
　切土工　　　　　　      　Ｌ＝ 480ｍ
　移転補償（水道管）　      一式

のぼりべつ・クリーン＆フレッシュ事業費

市道常時補修費
　歩行者や通行車両の安全確保のため、市道の維持管理・補修を実施する。

　車道センターライン及びドット線等の区画線塗布。

　除雪及び融雪剤散布等。

　砂箱等の補修、融雪剤購入等。

広域幹線、市内幹線道路網の整備 （含む　８ 土木費　４ 都市計画費）

　柏木地区の安全で円滑な交通の確保を目的として施行する柏木通（大英寺交差点か
ら柏葉団地付近交差点までの区間）の拡幅改良整備事業のうち、用地補償業務を北海
道の委託を受け実施する。

　若山地区の安全で円滑な交通の確保を目的とする中央通拡幅改良整備事業（富穂橋
交差点から登別室蘭インター入口までの区間）のうち、第１期工区（富穂橋交差点か
ら総合体育館までの区間）の用地補償業務を北海道の委託を受け実施する。

　個人のグループや企業・各種団体が主体となり、きれいなまちづくりの推進を図る
ため、道路・公園・河川敷など公共施設の清掃や、美化のボランティア活動を支援す
る。

８ 土木費　２ 道路橋梁費

　新規認定や変更認定した路線の現況測量及び台帳作成、また、道路工事により、整
備された道路の台帳修正等の業務を委託し、市道管理のデータ整理を行う。

　市道の適切な管理を遂行するため、道路整備を完了している市道で未処理用地と
なっている用地の現況測量や用地確定測量を年次的に行う。

８ 土木費　１ 土木管理費
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○富岸西路線改良事業費

　用地確定測量　　　　      一式
　用地買収　　　　　      　一式
　移転補償　　　　　      　一式
○中央通り改良事業費

　永久杭埋設　　　      　　一式
○市道舗装排水整備事業費
　市道整備に伴う測量調査委託
　市道の改良、舗装及び排水工事
　　道路改良工事　６本　　　Ｌ＝ 610ｍ
　　　　　　　　　７本　　　Ｌ＝ 920ｍ
　　排水路工事　　２本　　　Ｌ＝ 120ｍ
　市道整備に伴う用地買収、移転補償等
○カルルス路線外１改良事業費
　道路改良舗装工　　　　　　Ｌ＝  23.3ｍ  Ｗ＝7.5ｍ
　実施設計　　　　　　　　　１式
○登別温泉中央通り外１改良事業費

　用地買収　　　　　　　　　Ａ＝  60㎡
　移転補償        　　　　　一式

　橋梁下部工（右岸）　　    Ｎ＝  １
　橋梁上部工          　　　一式
○新川50号線外１改良事業費
　歩道改良工　　　　　　　　Ｌ＝  84ｍ　  Ｗ＝7.5ｍ
　車道舗装工　　　　　　　　Ｌ＝ 132ｍ
　歩道舗装工　　　　　　　　Ｌ＝ 120ｍ
○東町34号線改良事業費
　歩道改良舗装工　　　　　　Ｌ＝  50ｍ
　実施設計　　　　　　　　　一式
　実測線測量　　　　　　　　一式

11 登別温泉中央通り道路災害防除事業費

枠内緑化工（客土吹付）    　Ａ＝ 380㎡
水質水量調査　　　　　　    一式

12 橋梁維持補修経費

1 河川用地測量経費

2 河川維持補修経費

3 河川防護柵設置事業費

客土吹付　　　　　　　　    Ａ＝ 500㎡　　　　　　　　

フリーフレーム工　　　    　Ａ＝  70㎡

  路肩拡幅工                Ｌ＝ 148ｍ

　河川築堤草刈業務委託、河川維持工事等

　伏古別川に防護柵を設置する。

　歩行者や通行車両の安全確保のため、橋梁の維持管理・補修を実施する。

８ 土木費　３ 河川費

　河川の管理事務を円滑に遂行するため、普通河川・準用河川の現況調査や用地確定
測量を年次的に行う。

  実施設計                  一式

　道路改良舗装工　      　　Ｌ＝ 140ｍ　　Ｗ＝ 9.0ｍ+ 3.5ｍ＠２

　道路改良舗装工　　      　Ｌ＝ 230ｍ　　Ｗ＝9.0ｍ＋ 3.5ｍ＠２
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1
　市内１１７箇所の公園・広場及び街路樹の維持・補修等

2 街区公園等清掃交付金

　実施予定町内会　44町内会　　　実施予定公園数　60か所

3 亀田記念公園整備事業費

樹木移設工　　　一式　　駐車場（バス専用）工　一式

4 キウシト湿原緑地保全事業費

事業内容　用地買収　一式　　　立入防止柵設置工　一式
　　　　　実施設計　一式

5 緑化推進経費

沿道美化事業　　　　　　　

市民記念植樹事業　　　　　

沿道緑化推進事業　　　　　

試験育苗事業　　　　　　　

みどりの講演会、みどりの教室等
　　　　　　　　　　　

グリーンデータバンク　

6 幌別鉄南地区海浜地緑化経費

7 地籍調査管理経費

家庭で不要になった樹木等の有効活用を図るため、受取
希望者への仲介を行う。

　地域のみどりの環境づくりを進めるため、地域住民と協働で海浜地に植樹を行う。

　地籍調査事業成果の地籍図・地籍簿の閲覧を行い、安心して個々の財産(土地)管理
ができるよう努める。
地籍調査事業成果の適切な管理を行うため、成果の誤りについて調査を行う。

結婚・誕生などの記念植樹者を募り、記念者やその家族
が植樹を行う。（秋実施）
みどりの少ない国道沿い空地や道道沿いに市民が中心と
なって植栽を行う。
町内会等の協力のもとビニールハウス内で、花苗の試験
育苗を行う。

市民の緑化意識の高揚・啓発のため、自然やみどりにつ
いての講演会や家庭園芸などについての講習会を行う。

　また、当湿原は、都市の中の貴重な緑の空間であり、子供たちの環境教育の場とし
ても将来にわたって残す必要がある。

市民緑化推進事業 町内会へ公共施設に植栽する樹木等を配布する。
道道弁景幌別線などの沿道へ花苗を植栽する。
（春、夏実施）

公園維持管理経費

　公園は、その地域の身近な憩いの場として利用されることから、維持管理の一部を
協力していただき、その協力に対して交付金を交付する。

　園路・広場工　　一式　　照明灯工　　　　　　　一式

　貴重な動植物が確認されている当湿原は、環境省の重要湿地に選ばれており、緑の
ネットワークとしても重要な位置付けをしている。

８ 土木費　４ 都市計画費
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1 市営住宅改善経費（高齢者・身体障害者施策）

浴室スノコ設置等

2 市営住宅（幌別東団地）建替事業費

　事業内容　１棟　24戸　４階建住宅建設
　　　　　　（平成18・19年度の２か年継続事業）

　登別市営住宅ストック総合活用計画に沿って、平成16・17年度で実施した建替事業
に引き続き、高齢者や身体に障害を持つ方にやさしい住宅の確保を図る。

８ 土木費　５ 住宅費

　市営住宅に入居している高齢者や身体に障害を持つ入居者に対し、日常生活の利便
性に配慮した居住環境の改善を図る。
　住戸内の段差解消、便器の取替、便所・階段・浴室への手すり設置、
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1 救急救命士養成経費

現在有資格者　　16名（養成13名、新規採用者３名）
平成18年度養成　１名

2 消防用機器（空気呼吸器）購入費
消防活動における隊員の安全性及び活動面の充実強化を図る
事業内容　空気呼吸器（自動陽圧切替型）更新　22式

3 自動体外式除細動器等購入費

4 消防施設等維持補修経費

5 消火栓整備事業費

　消火栓更新　10基
　消防水利の整備を行い、消防活動の充実強化を図る。

　消防署、登別温泉支署、鷲別支署に配置。

  救命率の向上を図るため、消防署に自動体外式除細動器等を配備する。

　消防施設の補修を行い職場環境の整備と施設の延命を図る。

９ 消防費　１ 消防費

事業内容　梯子車車庫排煙設備改修、鷲別支署ホース乾燥室
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