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第第第第３３３３章章章章    大地大地大地大地にににに根根根根ざしたたくましいざしたたくましいざしたたくましいざしたたくましい産業産業産業産業がががが躍動躍動躍動躍動するまちするまちするまちするまち    

 

第第第第１１１１節節節節    活力活力活力活力にににに満満満満ちたちたちたちた魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる        

    

目標目標目標目標１１１１    魅力魅力魅力魅力あるあるあるある観光地観光地観光地観光地づくりづくりづくりづくり        

団体から小グループへと変化する旅行形態や、アウトドアスポーツ、観光

農業などの体験型が増えている観光行動など、観光客のニーズを的確に把握

するほか、ほかの観光地との差別化を意識しながら、豊かな温泉に加え、自

然、農業、漁業など地域の潜在資源を活用した観光地づくりを進めていきま

す。 

    

登別観光協会助成金登別観光協会助成金登別観光協会助成金登別観光協会助成金    1,1,1,1,000060606060 万円万円万円万円    

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を支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

登別観光協会特別助成金登別観光協会特別助成金登別観光協会特別助成金登別観光協会特別助成金（（（（衛生設備整備事業分衛生設備整備事業分衛生設備整備事業分衛生設備整備事業分））））    1,3001,3001,3001,300 万円万円万円万円            

観光産業の振興のためホテル・旅館が設置している専用水道施設の衛生設備

整備に対して助成します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

登別温泉登別温泉登別温泉登別温泉コンシェルジュサービス・アンテナショップコンシェルジュサービス・アンテナショップコンシェルジュサービス・アンテナショップコンシェルジュサービス・アンテナショップ運営事業費運営事業費運営事業費運営事業費    

（（（（ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別対策事業雇用再生特別対策事業雇用再生特別対策事業雇用再生特別対策事業））））    

1,7941,7941,7941,794 万万万万 2222 千円千円千円千円（（（（うちうちうちうち道道道道    1,7941,7941,7941,794 万万万万 2222 千円千円千円千円））））    

 増加する外国人観光客に対応し、通訳のできるコンシェルジュを配置した案

内所を開設するとともに、地域の特産品を備えたアンテナショップを運営し、

雇用・就業機会の創出を図ります。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

観光振興特別対策事業補助金観光振興特別対策事業補助金観光振興特別対策事業補助金観光振興特別対策事業補助金    4,1904,1904,1904,190 万円万円万円万円    

市の基幹産業である観光産業の振興を図るため、観光協会が行う誘客促進事

業などを支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

観光客誘致促進事業費観光客誘致促進事業費観光客誘致促進事業費観光客誘致促進事業費    442442442442 万万万万 8888 千円千円千円千円    

 各種イベントへの参加やポスター、パンフレットの作成・配布による観光Ｐ

Ｒのほか、誘客に資するソフト事業等に取り組み、観光客誘致を促進します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

観光観光観光観光ホスピホスピホスピホスピタリティタリティタリティタリティ推進事業補助金推進事業補助金推進事業補助金推進事業補助金    90909090 万円万円万円万円    

登別観光のイメージアップと誘客促進の一助として、地域ぐるみで観光客を

温かくもてなすホスピタリティ推進事業を支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 



 39

観光施設維持管理経費観光施設維持管理経費観光施設維持管理経費観光施設維持管理経費    322322322322 万万万万 5555 千円千円千円千円    

 国立公園内において観光客の安全を確保するための各観光施設の維持管理に

努めます。また、観光客が快適に利用できるよう、景観の向上や美化清掃等を

行います。 

・国立公園内観光施設維持事業 

カルルス駐車場トイレ清掃委託、遊歩道の補修、観光施設のための敷地借上

げ等 

・国立公園清掃活動事業補助金 

国立公園内の美化、施設の小破修繕を実施している（財）自然公園財団登別

支部に対し、補助金を交付し支援します。 

・登別フラワーファンタジーロード維持管理事業 

花の観光を推進するため、観光客の道路利用が多い道道洞爺湖登別線、中登

別町の分離帯や植樹帯に一年草を植栽し、適切な維持に努め、観光地の景観向

上を図ります。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

    

温泉供給施設維持管理経費温泉供給施設維持管理経費温泉供給施設維持管理経費温泉供給施設維持管理経費    1,01,01,01,000000000 万万万万 4444 千円千円千円千円    

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いま

す。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 

 

目標目標目標目標２２２２    域内域内域内域内経済循環経済循環経済循環経済循環のののの基礎基礎基礎基礎となるとなるとなるとなる複合的産業基盤複合的産業基盤複合的産業基盤複合的産業基盤のののの形成形成形成形成        

民間企業主体の『登別市産業クラスター形成協議会』を核として、地域の

潜在資源を活用した新たなビジネスモデルの事業化に向けた取り組みを進め

るほか、観光産業を軸に、産学官の連携や環境・文化・教育・福祉・医療分

野などとの異業種交流・連携を深めるなど、複合的産業基盤の形成を図りま

す。 

    

産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスター構築支援事業費構築支援事業費構築支援事業費構築支援事業費    109109109109 万円万円万円万円            

地場の様々な産業を集積し、自立的発展を可能とする地域市場を創出するた

め、新たな事業モデルの構築及び新ビジネス創出等に関する研究を支援します。 

本年度も引き続き登別市産業クラスター形成計画により、新たな滞在型・健

康保養地型観光の促進事業に対する経費の一部を負担します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 

   

起業化支援事業補助金起業化支援事業補助金起業化支援事業補助金起業化支援事業補助金    300300300300 万円万円万円万円    

 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化の事業を支援し、市内経

済の活性化を図ります。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ 

    

ものづくりものづくりものづくりものづくり創出支援事業負担金創出支援事業負担金創出支援事業負担金創出支援事業負担金    260260260260 万円万円万円万円    

（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します。 

平成 21年度市内中小企業活用実績 3企業 計 1,713千円 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
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いいモノいいモノいいモノいいモノ発見発見発見発見「「「「のぼりべつのぼりべつのぼりべつのぼりべつ」（」（」（」（登別登別登別登別ブランドブランドブランドブランド推進事業推進事業推進事業推進事業））））    

（（（（明日明日明日明日のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり事業事業事業事業））））    478478478478 万万万万 2222 千円千円千円千円    

市内の既存資源や商品・製品の発掘を行うほか、「登別ブランド」推奨制度に

より推奨された商品に対し、販路開拓等に向けた支援事業を展開することによ

り、地域産業の活性化を促進します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

目標目標目標目標３３３３    活力活力活力活力あるあるあるある地場企業地場企業地場企業地場企業のののの育成育成育成育成        

地域の資源や技術を活用した新たな地場産品の創出や新技術の事業化、新

サービスの提供などを促し、起業化への意欲の向上などを図ります。 

    

新産業創造活動事業補助金新産業創造活動事業補助金新産業創造活動事業補助金新産業創造活動事業補助金    60606060 万円万円万円万円    

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、複合産業の基盤づくりや新産業の創造を促進し

ます。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

    

物産展参加補助金物産展参加補助金物産展参加補助金物産展参加補助金    20202020 万円万円万円万円    

地場企業の振興と経営の安定化を図るため、物産展や都市交流事業などのイ

ベント等に参加する事業に対し、経費の一部を支援します。 

・平成 22年度事業予定 白石市農業祭（11月） 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

    

札幌札幌札幌札幌のぼりべつのぼりべつのぼりべつのぼりべつ交流交流交流交流プラザプラザプラザプラザ開催経費開催経費開催経費開催経費    7777 万万万万 1111 千円千円千円千円    

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

流の拡大を図ります。  

・平成 22年度開催場所 登別市 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

    

中小企業相談事業補助金中小企業相談事業補助金中小企業相談事業補助金中小企業相談事業補助金    700700700700 万円万円万円万円    

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します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

登別商工会議所事業推進補助金登別商工会議所事業推進補助金登別商工会議所事業推進補助金登別商工会議所事業推進補助金    240240240240 万円万円万円万円    

登別商工会議所が市の施策と連携して行う市内経済の活性化事業を推進する

ため、その事務を取扱う職員の人件費を補助します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

中小企業特別融資利子補給金中小企業特別融資利子補給金中小企業特別融資利子補給金中小企業特別融資利子補給金    39393939 万万万万 5555 千円千円千円千円    

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、年間平均融資残高に応じて利子の補給を行います。 

・小口事業資金 年 0.4％ ・団体事業資金 年 1.5％ 

・新分野進出支援資金 年 0.7％ 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    
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中小企業特別融中小企業特別融中小企業特別融中小企業特別融資積立金資積立金資積立金資積立金    6,6006,6006,6006,600 万円万円万円万円            

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、

低利の融資を行います。 

○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 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

住宅改良促進特別融資積立金住宅改良促進特別融資積立金住宅改良促進特別融資積立金住宅改良促進特別融資積立金    2,5002,5002,5002,500 万円万円万円万円            

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

の融資を行います。  

・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 22年 1月末日現在 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

商店街近代化融資積立金商店街近代化融資積立金商店街近代化融資積立金商店街近代化融資積立金    800800800800 万円万円万円万円            

市内の商店街の近代化を図るため、北海道中小企業高度化資金制度の対象と

なる商店街近代化に関する事業に対し、低利の融資を行います。 

・商店街近代化融資資金 ・店舗改造等資金 ・環境整備資金 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

目標目標目標目標４４４４    雇用雇用雇用雇用とととと就業環境就業環境就業環境就業環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進        

ハローワークと連携するなど、きめ細かな雇用情報の提供を行うほか、若

年者や女性、高年齢者、障がい者の就業を支援し、誰もが生涯を通して働け

る環境づくりを進めます。 

    

住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費    143143143143 万万万万 2222 千円千円千円千円            

 離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している

者等を対象に最大 6か月間を上限に住宅手当を支給します。 

・支給対象見込数 6名 

▼ 問い合わせ  社会福祉グループ    

 

高校生高校生高校生高校生のためののためののためののための企業見学会経費企業見学会経費企業見学会経費企業見学会経費    13131313 万万万万 6666 千円千円千円千円    

登別市・室蘭市・伊達市の 3市合同で、高校生を対象に企業見学会等を実施

することにより、働くことへの意識の醸成、地域産業や企業に対する理解の深

化、職業選択の視野を広げるなど、就職に向けた支援を行います。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

     

雇用対策救援事業費雇用対策救援事業費雇用対策救援事業費雇用対策救援事業費    2,7312,7312,7312,731 万万万万 2222 千円千円千円千円        

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ります。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    
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地域職業相談室運営管理経費地域職業相談室運営管理経費地域職業相談室運営管理経費地域職業相談室運営管理経費    290290290290 万万万万 9999 千円千円千円千円    

 登別中央ショッピングセンター・アーニスの 2階に設置した登別市地域職業

相談室（ジョブガイドのぼりべつ）をハローワーク室蘭と連携して運営管理を

行います。 

・求職者の求職受理・職業相談・職業紹介・求人情報の提供などを行い、市民

の就職の促進及び利便性の向上を図る。 

・平成 21年 12月末現在の延利用者数 15,493人 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

労働相談事業助成金労働相談事業助成金労働相談事業助成金労働相談事業助成金    100100100100 万円万円万円万円        

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しま

す。 

・組合員総数 864名（平成 21年 10月１日現在） 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

勤労者特別融資積立金勤労者特別融資積立金勤労者特別融資積立金勤労者特別融資積立金    3,5003,5003,5003,500 万円万円万円万円    

 市内に居住する勤労者の生活安定を目的に、生活などに必要な資金の融資を

行います。       

○融資内容（利率は平成 22年１月末日現在） 

・生活（一般） 1件当たり融資限度額 100万円、償還期間 10年以内 

利率 2.28％ 

・生活（特別） 1件当たり融資限度額  30万円、償還期間 ３年以内 

 利率 1.00％  

・教育 1件当たり融資限度額 150万円、償還期間 10年以内（うち据置

期間 4年以内） 利率 1.94％  

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

緊急雇用対策事業費緊急雇用対策事業費緊急雇用対策事業費緊急雇用対策事業費（（（（緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業））））    

187187187187 万万万万 4444 千円千円千円千円（（（（ううううちちちち道道道道    187187187187 万万万万 4444 千円千円千円千円））））    

経済雇用情勢の悪化を受け、緊急雇用対策に取り組む必要があるため、国の

緊急雇用対策による緊急雇用創出推進事業の更なる取り組みを行うため、それ

らの業務の強化を図ります。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

 

事業所内職業訓練助成金事業所内職業訓練助成金事業所内職業訓練助成金事業所内職業訓練助成金    210210210210 万円万円万円万円    

技能労働者の育成を図るため、職業能力開発促進法に基づき事業所内職業訓

練事業を実施している登別職業訓練協会に助成金を交付します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    

    

商工業振興事業費商工業振興事業費商工業振興事業費商工業振興事業費（（（（緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業））））    

173173173173 万万万万 7777 千円千円千円千円（（（（173173173173 万万万万 7777 千円千円千円千円）））） 

 地域の商工業振興を図るため、市内の空き店舗等の実態調査を行うとともに、

企業や商店会等向けの支援策等情報発信の充実を図ります。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ    
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社会教育業務推進事業費社会教育業務推進事業費社会教育業務推進事業費社会教育業務推進事業費（（（（緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業））））    

171171171171 万万万万 2222 千円千円千円千円（（（（うちうちうちうち道道道道    171171171171 万万万万 2222 千円千円千円千円））））    

緊急雇用創出推進事業を活用し、事務補助を配置することにより、社会教育

事業の推進を図ります。 

▼ 問い合わせ 社会教育グループ    

 

新規卒業者新規卒業者新規卒業者新規卒業者ワークシェアリングワークシェアリングワークシェアリングワークシェアリング事業費事業費事業費事業費（（（（緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業））））    

642642642642 万円万円万円万円（（（（うちうちうちうち道道道道    642642642642 万円万円万円万円））））    

 近年の経済雇用情勢の悪化を受け、厳しい求人情勢となっている新規卒業者

等で、就職が決まっていない求職中の方を支援するため、市の臨時職員として

雇用し、就業経験を通じて、社会人としてステップアップを図り、民間企業な

どへの就業促進を図ります。 

▼ 問い合わせ  人事・行政管理グループ    
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第第第第２２２２節節節節    自然自然自然自然をををを活活活活かしたかしたかしたかした産業産業産業産業のののの育成育成育成育成        

    

目標目標目標目標１１１１    特色特色特色特色あるあるあるある農業農業農業農業・・・・漁業漁業漁業漁業のののの推進推進推進推進        

農水産物の地産地消に取り組むほか、観光と連携したグリーンツーリズム

（農村との交流を楽しむ余暇活動）、マリンツーリズム（漁村との交流を楽し

む余暇活動）を推進し、農水産業の振興などを図ります。 

    

農農農農地台帳整理事業費地台帳整理事業費地台帳整理事業費地台帳整理事業費（（（（緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業緊急雇用創出推進事業））））    

109109109109 万万万万 6666 千千千千円円円円（（（（うちうちうちうち道道道道    109109109109 万万万万 6666 千円千円千円千円）））） 

 農業委員会の許可等の業務について、法令に基づく適正な審議及び透明性の

確保が求められており、農地地図情報システム及び台帳照合システムの整理が

必要となることから、農地台帳の整理を行い、耕作放棄地を出さないよう農地

管理の適正に努めます。 

▼ 問い合わせ 農業委員会事務局総務グループ 

 

有害鳥獣駆除経費有害鳥獣駆除経費有害鳥獣駆除経費有害鳥獣駆除経費    70707070 万万万万 2222 千円千円千円千円    

キツネ・鹿・カラス等の有害鳥獣による農業被害や生活環境被害を最小限に

食い止めるため、市民からの被害届及び苦情相談に基づき、捕獲協議会などへ

出動要請をし、駆除を行います。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

農業振興特別補助金農業振興特別補助金農業振興特別補助金農業振興特別補助金    555555555555 万万万万 9999 千円千円千円千円    

土地改良事業の円滑な推進を図るため、昭和４３年以降に実施した土地改良

事業（道営農免農道整備事業）に係る受益者負担金相当分を市が負担し、農業

者の負担軽減を図ります。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

担担担担いいいい手育成総合支援協議会負担金手育成総合支援協議会負担金手育成総合支援協議会負担金手育成総合支援協議会負担金    3333 万円万円万円万円    

農業の担い手の育成・確保を目的に、市・伊達市農業協同組合・胆振農業改

良普及センター・農業者によって設立した担い手育成総合支援協議会に係る負

担金です。 

○協議会の実施事業 

・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 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

胆振西部乳牛検定組合補助金胆振西部乳牛検定組合補助金胆振西部乳牛検定組合補助金胆振西部乳牛検定組合補助金    45454545 万円万円万円万円        

 乳質の向上と生産乳量の高い優良牛を確保することを目的に、胆振西部乳牛

検定組合に補助金を交付し、活動を支援します。 

牛群検定業務、経営改善指導業務、後代検定推進業務 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
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酪農酪農酪農酪農ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー事業運営補助金事業運営補助金事業運営補助金事業運営補助金    72727272 万円万円万円万円            

 酪農経営の安定的な発展と生活環境の改善向上を図るため、酪農ヘルパー事

業の普及、ヘルパー要員の研修・確保を行う伊達市酪農ヘルパー利用組合に補

助金を交付します。 

・伊達市酪農ヘルパー利用組合 加入予定農家数 9戸 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

牧場管理経費牧場管理経費牧場管理経費牧場管理経費    116116116116 万万万万 5555 千円千円千円千円    

 草地不足の酪農家の育成牛などを市牧場（鉱山町）で預託することにより、

飼養管理、労働の省力化を図ります。 

・草地維持管理事業 ・家畜防疫事業 ・預託牛飼育管理事業 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

農業用施設等管理経費農業用施設等管理経費農業用施設等管理経費農業用施設等管理経費    59595959 万万万万 3333 千円千円千円千円    

農業用通路などの施設の補修などを行います。 

・農業用通路の修繕 ・海岸吐口閉塞除去作業 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

  

中山間地域等直接支払交付金中山間地域等直接支払交付金中山間地域等直接支払交付金中山間地域等直接支払交付金・・・・中山間地域等直接支払推進事務費中山間地域等直接支払推進事務費中山間地域等直接支払推進事務費中山間地域等直接支払推進事務費    

190190190190 万万万万 6666 千円千円千円千円（（（（うちうちうちうち国国国国 88888888 万万万万 5555 千円千円千円千円、、、、道道道道 50505050 万万万万 5555 千円千円千円千円））））    

 耕作放棄地の発生防止、農地の多目的機能の確保を図るため、中山間地域等

直接支払交付金事業を実施し、農業生産条件の不利な地域における農業者を支

援します。 

実施事業 農道維持管理活動、集落説明会等 

 事業費 交付金 1,770千円／事務費 136千円 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

札内高原館運営管理経費札内高原館運営管理経費札内高原館運営管理経費札内高原館運営管理経費    537537537537 万万万万 3333 千円千円千円千円    

体験学習を通して地域間の交流を深めるとともに、体育館等の開放により札

内地区におけるコミュニティの場としての活用を図ります。 

コミュニティ施設（交流室、体育館等）の開放 

管理委託（指定管理者） 平成 21年度～平成 23年度 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

漁港漁港漁港漁港まつりまつりまつりまつり運営費補助金運営費補助金運営費補助金運営費補助金    30303030 万円万円万円万円    

・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 

・開催予定日 ９月 11日（土）・12日（日）  

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

漁業専門員設置補助金漁業専門員設置補助金漁業専門員設置補助金漁業専門員設置補助金    120120120120 万円万円万円万円    

 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します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
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沿岸漁業構造改善事業補助金沿岸漁業構造改善事業補助金沿岸漁業構造改善事業補助金沿岸漁業構造改善事業補助金    699699699699 万万万万 5555 千円千円千円千円    

 いぶり中央漁業協同組合が建設した荷捌所（製氷・冷蔵施設併設）及び水道

管の敷設事業費について補助します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

    

登別救難所運営事業補助金登別救難所運営事業補助金登別救難所運営事業補助金登別救難所運営事業補助金    25252525 万円万円万円万円    

海難事故の防止啓発や救助活動を行う登別救難所の運営費の一部を補助しま

す。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

 

漁業近代化資金利子補給金漁業近代化資金利子補給金漁業近代化資金利子補給金漁業近代化資金利子補給金    89898989 万万万万 6666 千円千円千円千円    

 漁業経営の近代化を促進し、負担を軽減するため、漁業近代化資金に係る借

入金利子の 1％を負担します。 

平成 22年度予定 新規貸付 20,000千円 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

  

水産振興対策事業補助金水産振興対策事業補助金水産振興対策事業補助金水産振興対策事業補助金    150150150150 万円万円万円万円            

 いぶり中央漁業協同組合が行う事務所建設に対し、水産業の振興を図る観点

から、同組合の負担軽減策として水道管配水管から建物までの給水管敷設工事

費に対して補助を行います（補助上限額 1,500千円） 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

   

登別漁港維持管理事業補助金登別漁港維持管理事業補助金登別漁港維持管理事業補助金登別漁港維持管理事業補助金    31313131 万万万万 2222 千円千円千円千円    

 登別漁港の軽易な維持管理に要する費用と港内照明灯電気料の一部を補助し

ます。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

    

鷲別漁港維持管理事業補助金鷲別漁港維持管理事業補助金鷲別漁港維持管理事業補助金鷲別漁港維持管理事業補助金    10101010 万万万万 2222 千円千円千円千円    

鷲別漁港内照明灯電気料の一部を補助します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 

      


