
平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

1－1 総務課 庶務係 医師・保健医療技術者修学資金貸付事業

1－2 総務課 職員厚生係 職員研修事業

1－3 総務課 情報統計係 ブロードバンド・ゼロ地域解消事業

1－4 総務課 情報統計係 雄武町地域情報化計画策定事業

1－5 総務課 情報統計係 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）整備事業

1－6 総務課 情報統計係
北海道電子自治体プラットホーム（ＨＡＲＰ）
推進事業

1－7 総務課 情報統計係 雄武町公共ネットワーク整備事業

1－8 総務課 情報統計係 地上デジタル放送辺地難視聴解消事業

1－9 総務課 情報統計係 災害対策二次データバックアップ環境構築事業

1－10 総務課 情報統計係 町広報誌発行事業

1－11 総務課 情報統計係 雄武町統計調査員協議会補助事業

1－12 総務課 情報統計係 雄武町基本調査実施事業

2－1 財務企画課 財政係 住民向け財政情報開示事業

2－2 財務企画課 企画調整係 癒しのエリア振興調査事業

2－3 財務企画課 企画調整係 日の出岬未開発区域整備調査事業

2－4 財務企画課 企画調整係 生活交通路線維持確保事業

2－5 財務企画課 企画調整係 移住促進対策事業

2－6 財務企画課 企画調整係 ふるさと発信ＣＩ推進事業

2－7 財務企画課 企画調整係 まちづくり講座の開催

2－8 財務企画課 企画調整係 町勢要覧発行事業

2－9 財務企画課 企画調整係 まちづくり町民委員会の設置運営

2－10 財務企画課 企画調整係 自治基本条例策定事業

2－11 財務企画課 企画調整係 町民等からの政策公募事業

2－12 財務企画課 企画調整係 地域間交流推進事業
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平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

2－13 財務企画課 企画調整係 地域政策研究支援事業

2－14 財務企画課 企画調整係 第5期総合計画後期基本計画策定事業

2－15 財務企画課 企画調整係 広域連携調査事業

3－1 税財管理課 課税係 固定資産台帳経年変化補正更新委託業務

3－2 税財管理課 課税係 エルタックス審査システム導入事業

3－3 税財管理課 管財係 ホテル日の出岬施設整備事業

3－4 税財管理課 管財係 町有施設解体工事事業

3－5 税財管理課 管財係 職員住宅改修工事事業

3－6 税財管理課 管財係 公用車更新事業

3－7 税財管理課 管財係 役場庁舎維持管理事業

3－8 税財管理課 管財係 公用車車庫建設事業

3－9 税財管理課 管財係 役場庁舎建具(窓)改修工事事業

3－10 税財管理課 管財係 車両運行業務民間委託事業

4－1 住民生活課 戸籍住民係 住民基本台帳ネットワークシステム事業

4－2 住民生活課 戸籍住民係 公的個人認証サービス機器更新事業

4－3 住民生活課 戸籍住民係 住民基本台帳法改正対応システム改修委託事業

4－4 住民生活課 環境衛生係 雄武斎場火葬管理等業務委託事業

4－5 住民生活課 環境衛生係 雄武墓地整備事業

4－6 住民生活課 環境衛生係 一般廃棄物収集運搬等業務委託事業

4－7 住民生活課 環境衛生係 西紋別地区環境衛生施設運営事業

4－8 住民生活課 環境衛生係 リサイクル推進事業

4－9 住民生活課 環境衛生係 西紋ブロック広域資源ごみ処理事業

4－10 住民生活課 環境衛生係 廃木材等処理事業

4－11 住民生活課 環境衛生係 浄化槽整備事業
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整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

4－12 住民生活課 環境衛生係 雄武町廃棄物最終処分場等修繕事業

4－13 住民生活課 環境衛生係 雄武町廃棄物焼却処理場修繕事業

4－14 住民生活課 住民活動係 地域ぐるみ防災推進事業

4－15 住民生活課 住民活動係 住宅用火災報知器設置助成事業

4－16 住民生活課 住民活動係 雄武町防災対策事業

4－17 住民生活課 住民活動係 興部地区防犯協会連合会運営事業

4－18 住民生活課 住民活動係 雄武町防犯協会補助事業

4－19 住民生活課 住民活動係 雄武町暴力追放運動推進協議会補助事業

4－20 住民生活課 住民活動係 交通安全対策特別交付金事業

4－21 住民生活課 住民活動係 興部地区交通安全協会連合会運営事業

4－22 住民生活課 住民活動係 雄武町交通安全推進委員会補助事業

4－23 住民生活課 住民活動係 雄武町交通安全協会補助事業

4－24 住民生活課 住民活動係 自治会運営補助事業

4－25 住民生活課 住民活動係 雄武町自治会連合会補助事業

5－1 保健福祉課 保健係 歯科保健事業

5－2 保健福祉課 保健係 食育推進事業

5－3 保健福祉課 保健係 保健活動車更新事業

5－4 保健福祉課 保健係 救急医療情報キット配置事業

5－5 保健福祉課 保健係 地域保健予防事業

5－6 保健福祉課 保健係 がん予防対策事業

5－7 保健福祉課 保健係 エキノコックス症検診

5－8 保健福祉課 保健係 結核予防対策事業

5－9 保健福祉課 保健係 ５歳児発達支援事業

5－10 保健福祉課 保健係 予防接種事業

3



平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

5－11 保健福祉課 保健係 母子保健事業

5－12 保健福祉課 保健係 精神障害者・家族等支援事業

5－13 保健福祉課 保健係 広域紋別病院企業団運営事業

5－14 保健福祉課 保健係 遠軽厚生病院医療機器整備費補助事業

5－15 保健福祉課 保健係 訪問看護事業

5－16 保健福祉課 保健係 精神障害者通院通所交通費助成事業

5－17 保健福祉課 保健係 地域支援事業（保健係分）

5－18 保健福祉課 社会福祉係 指定訪問介護事業運営補助事業

5－19 保健福祉課 社会福祉係 介護サービス利用者負担軽減事業

5－20 保健福祉課 社会福祉係 老人福祉施設措置費

5－21 保健福祉課 社会福祉係 居宅老人交通費助成事業

5－22 保健福祉課 社会福祉係 高齢者等入浴優待事業

5－23 保健福祉課 社会福祉係 除雪サービス事業

5－24 保健福祉課 社会福祉係 緊急通報システム事業

5－25 保健福祉課 社会福祉係 在宅福祉推進事業補助金

5－26 保健福祉課 社会福祉係
介護予防・生活支援事業
（生活管理指導短期宿泊事業）

5－27 保健福祉課 社会福祉係 高齢者等の冬の生活支援事業

5－28 保健福祉課 社会福祉係 老人福祉施設等改修整備事業

5－29 保健福祉課 社会福祉係 敬老祝金支給事業

5－30 保健福祉課 社会福祉係 敬老会賄費等助成事業

5－31 保健福祉課 社会福祉係 老人クラブ連合会運営補助事業

5－32 保健福祉課 社会福祉係 乳幼児医療費助成事業

5－33 保健福祉課 社会福祉係 児童手当支給事業

5－34 保健福祉課 社会福祉係 子ども手当支給事業
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整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

5－35 保健福祉課 社会福祉係 ひとり親家庭等医療給付事業

5－36 保健福祉課 社会福祉係 雄武町母子会運営補助事業

5－37 保健福祉課 社会福祉係 障がい者計画策定事業

5－38 保健福祉課 社会福祉係 障害者自立支援給付事業

5－39 保健福祉課 社会福祉係 重度心身障害者医療給付事業

5－40 保健福祉課 社会福祉係 自立支援医療（更生医療）給付事業

5－41 保健福祉課 社会福祉係 障がい者等地域生活支援事業（福祉分）

5－42 保健福祉課 社会福祉係 心身障害者年金支給事業

5－43 保健福祉課 社会福祉係 重度身体障害者ハイヤー料金助成事業

5－44 保健福祉課 社会福祉係 障害程度区分認定事業

5－45 保健福祉課 社会福祉係 雄武町身体障害者福祉協会運営補助事業

5－46 保健福祉課 社会福祉係
西紋地区療育センター・西紋地域発達支援センター
運営事業

5－47 保健福祉課 社会福祉係 社会福祉協議会補助事業

5－48 保健福祉課 社会福祉係 雄武町戦没者追悼式

5－49 保健福祉課 社会福祉係 雄武町民生児童委員協議会運営補助事業

5－50 保健福祉課 社会福祉係 雄武町遺族会運営補助事業

5－51 保健福祉課 社会福祉係 紋別地区保護司会雄武支部運営補助事業

5－52 保健福祉課 社会福祉係 雄武町人権擁護委員協議会運営補助事業

5－53 保健福祉課 社会福祉係 社会福祉施設等改修整備事業

5－54 保健福祉課 社会福祉係 沢木住民センター建設事業

5－55 保健福祉課 社会福祉係 法外援助扶助事業

5－56 保健福祉課 社会福祉係 社会福祉施設等解体事業

5－57 保健福祉課 社会福祉係 特別養護老人ホーム等整備事業

5－58 保健福祉課 社会福祉係 地域支援事業（福祉分）
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5－59 保健福祉課 保険給付係 後期高齢者医療事業療養給付費負担金

5－60 保健福祉課 保険給付係 後期高齢者健康診査事業受託業務

5－61 保健福祉課 保険給付係 特定健診・特定保健指導事業

5－62 保健福祉課 保険給付係 国民健康保険保健事業

5－63 保健福祉課 保険給付係 高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画策定事業

5－64 保健福祉課 保険給付係 介護認定審査会資料作成システム導入事業

6－1 地域包括
支援センター

介護予防係
在宅支援係

居宅介護支援運営事業

6－2 地域包括
支援センター

介護予防係
在宅支援係

介護予防支援運営事業

6－3 地域包括
支援センター

介護予防係
在宅支援係

地域包括支援センター運営事業①

6－4 地域包括
支援センター

介護予防係
在宅支援係

地域包括支援センター運営事業②

6－5 地域包括
支援センター

介護予防係
在宅支援係

特定高齢者把握事業

7－1 児童センター 児童センター係 放課後子どもプラン推進事業

7－2 児童センター 児童センター係 児童ふれあい交流促進事業

7－3 児童センター 児童センター係 印刷機購入事業

8－1 保育所 児童保育係 子育て支援拠点事業

8－2 保育所 児童保育係 入所児童通所事業

8－3 保育所 児童保育係 一時預かり事業

8－4 保育所 児童保育係 保育所地域活動事業

8－5 保育所 児童保育係 保育所調理業務委託事業

8－6 保育所 児童保育係 障がい児、低年齢児保育事業

8－7 保育所 児童保育係 保育所用備品購入事業

9－1 産業振興課 農務係 道営かんがい排水事業（国営附帯）雄武中央地区

9－2 産業振興課 農務係 枝幸南部地区国営総合農地開発事業償還負担金

9－3 産業振興課 農務係 営農用水施設維持管理事業
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9－4 産業振興課 農務係 基幹水利施設管理事業

9－5 産業振興課 農務係 地域農業水利施設ストックマネジメント事業

9－6 産業振興課 農務係 道営畑地帯総合整備事業

9－7 産業振興課 農務係 団体営かんがい排水事業

9－8 産業振興課 農務係 利子補給補助事業

9－9 産業振興課 農務係 酪農ヘルパー制度強化推進事業

9－10 産業振興課 農務係 農業経営改善促進事業

9－11 産業振興課 農務係 新規就農者支援事業

9－12 産業振興課 農務係 畜産指導者育成事業

9－13 産業振興課 農務係 農業生産拡大緊急対策事業

9－14 産業振興課 農務係 中山間地域等直接支払制度

9－15 産業振興課 農務係 農畜産物を活用した食品の開発調査推進事業

9－16 産業振興課 農務係 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備型事業）

9－17 産業振興課 林務係 森林整備地域活動支援交付金

9－18 産業振興課 林務係 町有林除間伐事業

9－19 産業振興課 林務係 未来につなぐ森づくり推進事業

9－20 産業振興課 林務係 町有林造林事業

9－21 産業振興課 林務係 森林整備推進事業

9－22 産業振興課 林務係 町有林下刈事業

9－23 産業振興課 林務係 森づくり循環促進事業

9－24 産業振興課 林務係 森林整備担い手対策推進事業

9－25 産業振興課 林務係 林業担い手対策事業

9－26 産業振興課 林務係 野ねずみ駆除事業

9－27 産業振興課 林務係 生活環境保全林維持管理事業
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整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

9－28 産業振興課 林務係 林道維持管理事業

9－29 産業振興課 林務係 みどりと親しむ町民のつどい

9－30 産業振興課 林務係 森林情報緊急整備事業

9－31 産業振興課 林務係 北の魚つきの森環境整備事業

9－32 産業振興課 林務係 森林認証取得管理事業

9－33 産業振興課 林務係 有害鳥獣捕獲事業

9－34 産業振興課 林務係 猟友会雄武部会運営補助金

9－35 産業振興課 林務係 民有林火災予防巡視事業

9－36 産業振興課 水産係 ほたて漁場中間育成施設整備事業

9－37 産業振興課 水産係 新規ほたて貝増産事業

9－38 産業振興課 水産係 ほたて漁場造成事業

9－39 産業振興課 水産係 雄武地区特定漁港漁場整備事業（漁場整備）

9－40 産業振興課 水産係 ほたて漁場貝殻散布事業

9－41 産業振興課 水産係 ほたて新規漁場整備事業

9－42 産業振興課 水産係 雄武地区特定漁港漁場整備事業（漁港整備）

9－43 産業振興課 水産係 漁業近代化資金利子補給事業

9－44 産業振興課 水産係 漁業施設低気圧被害借入資金利子補給事業

9－45 産業振興課 水産係 救難所整備事業

9－46 産業振興課 水産係 雄武地区特定漁港漁場整備事業（漁港整備・幌内）

9－47 産業振興課 水産係 雄武地区特定漁港漁場整備事業（漁港整備・沢木）

9－48 産業振興課 水産係 水産物供給基盤機能保全事業

9－49 産業振興課 水産係 漁業経営健全化促進資金利子補給事業

9－50 産業振興課 商工観光係 商工業振興事業

9－51 産業振興課 商工観光係 中小企業等振興事業
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平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

9－52 産業振興課 商工観光係 商業活性化推進事業

9－53 産業振興課 商工観光係 ふるさと夏まつり盆踊り大会補助事業

9－54 産業振興課 商工観光係 地域交流センター管理・清掃業務委託事業

9－55 産業振興課 商工観光係 大通り商店街協同組合運営費補助事業

9－56 産業振興課 商工観光係 移動販売及び雇用再生対策推進事業

9－57 産業振興課 商工観光係 勤労者雇用促進事業

9－58 産業振興課 商工観光係 道の駅振興調査事業

9－59 産業振興課 商工観光係 産業観光まつり運営助成事業

9－60 産業振興課 商工観光係 観光協会運営助成事業

9－61 産業振興課 商工観光係 神門プロジェクト事業

9－62 産業振興課 商工観光係 観光ＰＲ用印刷物作成事業

9－63 産業振興課 商工観光係 観光施設維持管理事業

9－64 産業振興課 商工観光係 メモリアル広場等維持管理事業

9－65 産業振興課 商工観光係 サンライズ王国運営助成事業

9－66 産業振興課 商工観光係 オホーツクサイクリング事業

9－67 産業振興課 商工観光係 消費者協会運営補助事業

9－68 産業振興課 商工観光係 消費者行政活性化推進事業

10－1 建設水道課 土木管理係 梅小路道路整備事業

10－2 建設水道課 土木管理係 除雪事業

10－3 建設水道課 土木管理係 道路台帳補正更新事業

10－4 建設水道課 土木管理係 町内小工事事業

10－5 建設水道課 土木管理係 町道排水管路清掃事業

10－6 建設水道課 土木管理係 町道等維持業務委託事業

10－7 建設水道課 土木管理係 町道防雪柵設置事業

9



平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

10－8 建設水道課 土木管理係 ロードヒーティング改修事業

10－9 建設水道課 土木管理係 町道等除草作業他環境保全事業

10－10 建設水道課 土木管理係 町道路面清掃事業

10－11 建設水道課 土木管理係 宮の森３号線法面補修事業

10－12 建設水道課 土木管理係 元沢木線舗装事業

10－13 建設水道課 土木管理係 元沢木中央線道路改良事業

10－14 建設水道課 土木管理係 都市対策附帯事業

10－15 建設水道課 土木管理係 緑町１号線道路整備事業

10－16 建設水道課 土木管理係 雄武墓地線道路整備事業

10－17 建設水道課 土木管理係 沢木市街地線道路改修事業

10－18 建設水道課 土木管理係 元沢木海岸線道路改修事業

10－19 建設水道課 土木管理係 町道橋修繕事業

10－20 建設水道課 土木管理係 町道歩道整備事業

10－21 建設水道課 土木管理係 日の出幹線道路整備事業

10－22 建設水道課 土木管理係 町内河川小工事事業

10－23 建設水道課 土木管理係 道路区画線塗装事業

10－24 建設水道課 土木管理係 日の出岬線街灯設置事業

10－25 建設水道課 都市計画係 公園維持管理事業

10－26 建設水道課 都市計画係 公園等施設遊具修繕事業

10－27 建設水道課 都市計画係 都市公園整備事業

10－28 建設水道課 都市計画係 みんなの路改修事業

10－29 建設水道課 都市計画係 雄武町都市計画図修正印刷事業

10－30 建設水道課 都市計画係 雄武町都市対策事業

10－31 建設水道課 水道業務係 上下水道事業料金管理電算機更新導入事業
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平成２４年度　事務事業評価対象事務事業一覧

整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

10－32 建設水道課 水道係 沢木・幌内浄水場電気機械設備更新整備事業

10－33 建設水道課 水道係 簡易水道事業量水器更新事業

10－34 建設水道課 水道係 雄武・沢木・幌内簡易水道統合認可事業

10－35 建設水道課 水道係 曙1号線配水管整備事業

10－36 建設水道課 水道係 幌内簡易水道管路漏水調査事業

10－37 建設水道課 下水道係 雄武浄化センター機器分解整備事業

10－38 建設水道課 下水道係 雄武公共下水道事業

10－39 町有施設整備室 建築係 公営住宅整備事業

10－40 町有施設整備室 建築係 雄武町快適住まいづくり促進事業

10－41 町有施設整備室 建築係 既設町営住宅団地環境整備事業

10－42 町有施設整備室 建築係 町有施設耐震化事業

11－1 教育委員会
教育振興課

教育総務係 要保護・準要保護児童生徒援助事業

11－2 教育委員会
教育振興課

教育総務係 言語治療児童援助事業

11－3 教育委員会
教育振興課

教育総務係 遠距離児童生徒通学費補助事業

11－4 教育委員会
教育振興課

教育総務係 語学指導を行う外国青年招致事業

11－5 教育委員会
教育振興課

教育総務係 小中学校教師用指導書購入事業

11－6 教育委員会
教育振興課

教育総務係 社会科副読本作製事業

11－7 教育委員会
教育振興課

教育総務係 雄武町特別支援教育推進事業

11－8 教育委員会
教育振興課

教育総務係 ふるさと教員配置事業

11－9 教育委員会
教育振興課

教育総務係 山村留学推進事業

11－10 教育委員会
教育振興課

教育総務係 教育施設等管理委託業務

11－11 教育委員会
教育振興課

教育総務係 小中学校教育備品整備事業

11－12 教育委員会
教育振興課

教育総務係 各学校施設修理改修事業

11－13 教育委員会
教育振興課

教育総務係 生徒教育振興事業
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整理番号 所管課（施設） 所管係 事業名

11－14 教育委員会
教育振興課

教育総務係 学校図書整備事業

11－15 教育委員会
教育振興課

教育総務係 雄武町学校教育振興推進協議会補助事業

11－16 教育委員会
教育振興課

教育総務係 教職員教育振興事業

11－17 教育委員会
教育振興課

教育総務係 教育相談員配置事業

11－18 教育委員会
教育振興課

教育総務係 教委・学校間情報共有等ネットワーク整備事業

11－19 教育委員会
教育振興課

教育総務係 学校環境整備事業

11－20 教育委員会
教育振興課

教育総務係 各学校給排水改修事業

11－21 教育委員会
教育振興課

教育総務係 共栄小学校開校１００周年記念事業

11－22 教育委員会
教育振興課

教育総務係 へき地小学校教員住宅水洗化改修事業

11－23 教育委員会
教育振興課

教育総務係 武道センター改修事業

11－24 教育委員会
教育振興課

教育総務係 教員住宅解体事業

11－25 教育委員会
教育振興課

教育総務係 雄武高等学校存続対策事業

11－26 教育委員会
教育振興課

教育総務係 雄武高等学校振興事業

11－27 教育委員会
教育振興課

教育総務係 雄武高等学校生徒資格取得支援助成事業

11－28 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 学校支援活動推進事業

11－29 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 生涯学習推進事業

11－30 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 武雄市児童交流事業

11－31 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 家庭教育推進事業

11－32 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 おうむ通学合宿事業

11－33 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 町民センター施設更新事業

11－34 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 社会教育事業用公用車更新事業

11－35 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 沢木公民館解体事業

11－36 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 芸術文化公演事業

11－37 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 陶芸推進事業
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11－38 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 社会教育関係団体活動費補助事業

11－39 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 社会体育団体活動費助成事業

11－40 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 スポーツ大会推進事業

11－41 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 雄武町スポーツ振興事業

11－42 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 スポーツ教室推進事業

11－43 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 スポーツ等合宿招致調査研究事業

11－44 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 スポーツイベント参加助成金

11－45 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 社会体育施設委託業務事業

11－46 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 農村広場改修事業

11－47 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 スポーツセンター整備事業

11－48 教育委員会
教育振興課

生涯教育係 オムイ杯交流パークゴルフ大会協賛金

11－49 教育委員会
教育振興課

図書業務係 読書促進事業

11－50 教育委員会
教育振興課

図書業務係 図書館施設改修事業

11－51 教育委員会
教育振興課

学校給食係 給食センター調理業務委託事業

11－52 教育委員会
教育振興課

学校給食係 学校給食センター施設整備事業

12－1 農業委員会 振興係 雄武町農業後継者対策事業

12－2 農業委員会 振興係 雄武町農地基本台帳システム更新事業

13－1 国保病院
庶務係
医事係

介護老人保健施設開設準備事業

13－2 国保病院
庶務係
医事係

医師確保対策事業

13－3 国保病院
庶務係
医事係

病院情報ネットワークシステム整備事業

13－4 国保病院
庶務係
医事係

医療機器整備事業

13－5 国保病院
庶務係
医事係

臨床検査システム更新事業

14－1 雄武消防支署 庶務係 消防団活性化事業

14－2 雄武消防支署 庶務係 消防職員教育訓練事業
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14－3 雄武消防支署 警防係 消防資機材整備事業

14－4 雄武消防支署 警防係 消防施設整備事業

14－5 雄武消防支署 警防係 救急業務体制整備事業

15－1 議会事務局 庶務係 複写機（複合機）更新事業

15－2 議会事務局 議事係 議場録音機更新（デジタル化）事業
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