
令和４年度 予算のあらまし

人と自然が彩
いろど

る なんか居心地のいいまち くろまつない

第４次黒松内町総合計画【第３年次】

北海道黒松内町
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令和４年度予算の重点事業

１ 産業・観光・自然

豊かな自然と資源を活
い

かし、稼ぐ産業で幸せをつくる

 林業専用道開設事業

　林業専用道東山中里線と道道大成黒松内

停車場線を接続する東山中里２号線（延長

1,800 ｍ）の開設工事（延長 600 ｍ）を実

施します。

 畜産管理事業

　堆肥センター発酵棟の撹
かくはん

拌システムを含

めた抜本的な改修に着手します。

【令和４年度～令和６年度】

【担当　産業課】

【担当　産業課】

 農業振興管理事業

　中ノ川地区の種子馬鈴しょ共選施設の老

朽化による改修と形状選別カメラの更新な

どを行うほか、町内農家が安定的な経営を

行えるよう、各種補助事業を行います。

【主な補助事業】

新時代農業技術導入支援事業補助金

　農作業の省力化及び経営分析の効率化のために、

ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を駆使した農

業機械の導入に対して補助します。　（3,000 千円）

農畜産物生産規模拡大拠点施設整備支援事業

　農業所得の向上など「稼ぐ産業」の実践に向け

て経営規模拡大のために施設整備を行う農地所有

適格法人や個人農業者に対し補助します。

（3,000 千円）

New！

【担当　産業課】

27,992 千円

237,136 千円

27,000 千円

 新型コロナウイルス感染症対策補助事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、

低迷する町内の消費喚起及び町内商店の売

上向上と町外へ向けて町のＰＲを図るため、

プレミアム付き商品券の販売、ふるさと応

援特産品宅配事業を実施します。

【担当　企画環境課】

22,980 千円

※             ＝新規事業             New！
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３ 保健・医療・福祉

心とからだの健康とお互いの支え合いで幸せをつくる

 地域子ども・子育て事業

　保護者の疾病やリフレッシュなど、育児

に伴う心理的、身体的負担を軽減するため、

黒松内保育園で実施する一時預かり事業に

係る費用の一部を補助します。

【担当　教育委員会】

 診療所整備事業

　ブナの森診療所の充実した機能を最大限

発揮するため、内視鏡システム及び眼底カ

メラ等の医療機器を更新します。

New！

【担当　保健福祉課】

2,676 千円

12,610 千円

New！

２ 教育・スポーツ・文化

本物に触れ、自ら学んで生きる力を育み幸せをつくる

 生涯学習館管理事業

 ( 景観づくり推進事業 )

 保健体育振興事業

　町民の生涯スポーツ・健康づくりを推進

するため、今年度から新たに１名の地域活

性化起業人を受け入れ、地域課題であるス

ポーツ少年団や部活動、スポーツクラブ活

動の支援策や体育施設の運営などの提案を

受け、今後の展開につなげていきます。

　熱郛地区生涯学習館の老朽化している旧

校舎棟を解体し、跡地を駐車場として整備

するとともに、旧熱郛小学校時代の郷土資

料を屋体ステージに展示・保管するスペー

スを設ける工事を実施します。

 学校給食センター更新事業

　老朽化に伴う学校給食センターの建替事

業（２か年工事の２年目）を行うほか、現

給食センターの解体工事などを行います。

 小中学校自動水栓設置事業

　新型コロナウイルス感染症の感染防止の

ため、各小中学校の手洗い場にある蛇口の一

部を自動水栓に変更します。

New！

【担当　教育委員会】
【担当　教育委員会】

【担当　教育委員会】

【担当　教育委員会】

New！

5,600 千円
18,521千円

533,766 千円

3,773 千円

※イラストは完成イメージです

※地域活性化起業人とは ・ ・ ・

　地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業

　等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知

　見を活
い

かしながら地域独自の魅力や価値の向上等

　を図るための取組

New！

 防犯カメラ設置事業

　通学路の安全確保や犯罪の抑止などの

ため、黒松内地区と白井川地区の通学路に

合計 15 台の防犯カメラを設置します。

【担当　教育委員会】

3,454 千円

New！
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5 自　治

一人ひとりが主役となり、想いをつなげて幸せをつくる

４ 生活基盤・生活安全

災害に強く、安全安心な生活環境で幸せをつくる

 橋梁長寿命化修繕計画策定事業

　町管理の橋梁の長寿命化計画を策定するほ

か、老朽化が進行している東栄静狩線の東栄

橋の修繕に係る実施設計及び工事を行いま

す。

 消防費負担金（黒松内消防施設費）

　老朽化した高規格救急車を更新するほか、

防火水槽採水管の改修、消火栓の更新工事

を実施します。

 ふるさと納税事業

　近年好調なふるさと納税について町内

業者から寄附者へ送付する返礼品及び送

料に係る経費などを計上し、黒松内の魅

力を全国に PR します。

 防災管理事業

　大規模災害に備え、非常食や毛布、衛生用

品など防災備品の備蓄を引き続き進めるほ

か、防災拠点施設の公衆無線 LAN 設備の維

持管理を行います。
【担当　総務課】

【担当　建設水道課】

【担当　総務課】

【担当　企画環境課】

New！

5,117 千円

69,000 千円

 町営住宅個別改善事業

　時代に合った住宅水準が確保されていな

い旭団地５号棟の居住性向上（窓断熱化、3

箇所給湯、ユニットバス化）、長寿命化（屋

根葺替）を行います。

【担当　建設水道課】

34,000 千円

100,260 千円

39,999 千円

 下水道整備事業

　下水道施設の設備が耐用年数を迎えたこと

から、事故発生や機能停止などを未然に防ぐ

ため、計画的な施設改築事業を進めます。

【担当　建設水道課】

145,418 千円

 河川維持事業

　河川環境を良好に維持するため、河川

内の土砂掘削及び伐木などを行うほか、
市街地での豪雨による水害を未然に防ぐた

め実施する寺の沢川護岸改修のための実測

実施設計を行います。

【担当　建設水道課】

17,693 千円

New！
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予算ってなに？
お財布の仕組み

収入 ( 歳入 )
● 町税

● 国などからの交付金

　（地方交付税など）

● 国庫支出金

● 町債（借金）

● 使用料・手数料など

予算とは黒松内町の１年間の収入（歳入）と支出（歳出）の計画のこと。
予算を見れば、この１年間、どれくらいの収入が見込めて、

何にいくら使うかが分かります。

支出（歳出）
● 子供の育成支援や

　 教育のための経費

● 高齢者や障がいの

    ある方のための経費

● 産業振興

● ゴミの処理

● 借金の返済など

令和４年度の予算

57 億 5,922 万 2 千円

一般会計

特別会計

福祉や教育、道路整備など、行政の基本的な事業の会計
令和 4 年度予算

47 億 8,967 万 7 千円

国民健康保険や上下水道事業など保険料や水道料金を徴収し

ている事業など、一般会計と区別する必要がある事業の会計

令和 4 年度予算

９億 6,954 万５千円

黒松内町には、一般会計と特別会計の２種類のお財布（会計）があります。

令和４年度の一般会計の内訳は下記のとおりです。

収入（歳入）

科目名 予算額（千円） 割合（％）

地方交付税 2,282,000 47.6

町　　　債 816,964 17.1

国庫支出金 374,871 7.8

繰　入　金 319,190 6.7

町　　　税 234,954 4.9

寄　附　金  　 200,001  　 4.2

道 支 出 金 149,116 3.1

使用料・手数料 94,982 2.0

そ　の　他 317,599 6.6

合　　　計 4,789,677   100.0

支出（歳出）

科目名 予算額（千円） 割合（％）

総　務　費 1,014,924 21.2

教　育　費 836,174 17.5

民　生　費 747,658 15.6

公　債　費 721,342 15.0

土　木　費 424,189 8.8

農林水産業費 407,601 8.5

衛　生　費 348,773 7.3

消　防　費 185,188 3.9

そ　の　他 103,828 2.2

合　　　計 4,789,677 100.0
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「子育て」

のサポート 　黒松内町で結婚・出産・子育てをする方に向けた支援制
度を御紹介します。　

どんなサポートがあるの？

黒松内の支援制度あれこれ

乳幼児・児童・生徒医療費助成

18 歳（高校生）までの医療費（食事代を除く）

の自己負担分を全額助成します。

（6,562 千円）

住

新生児聴覚検査事業

新生児の聴覚検査費用の一部を助成する受診票

を交付します。　　　　　　　　　　（43 千円）

保

妊産婦安心出産支援

妊婦一般健康診査及び産後 1 か月健診受診の

際と出産時の医療機関までの交通費を助成しま

す。　　　　　　　　　　　　　　（400 千円）

保

学校給食費無償化

子育て世帯の経済的負担軽減のため、学校給

食費の自己負担分を全額、町が補助します。

（6,253 千円）

教

食育振興事業

学校給食に道の駅製のパンを取り入れている

ほか、バイキング給食を実施してトワ・ヴェー

ル製のハム・ウインナーやチーズ、アイスク

リーム、収穫期には町内産有機野菜などを使っ

たメニューを提供します。　　　（1,600 千円）

教

地域子育て支援センター

黒松内保育園において、子育て親子が交流を行

う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言等をします。

また、保護者の疾病やリフレッシュなど様々な

事情により、保育を必要とする就学前の児童を

対象とした一時預かり事業を実施します。

（6,667 千円）

教

妊婦健診・産婦健診事業

妊娠中の健診の受診票交付と合わせて、産後 2

週間と 1 か月健診に係る費用の一部を助成する

受診票を交付します。　　　　　（129 千円）

保

出産祝い金

お子さんの出産に際し、第 1 子 5 万円、第 2

子 10 万円、第 3 子以降 20 万円の祝い金を支

給します。　　　　　　　　　　（1,150 千円）

教

のサポート

妊産婦等への育児用品支援事業

令和 3 年４月 1 日以降に母子健康手帳を交付

した方を対象に、妊娠経過に合わせて「黒松

内町ママ＆べビ応援ギフト」をお渡しします。

（240 千円）

保

適応指導教室「ふぁーがす」

不登校や転校間もない児童生徒に対して、教

育相談や適応指導を通して、心の解放を図り、

自立心を養い、社会性を身につけることで、

学校生活への復帰を支えるための適応指導教

室を開いています。

教

子ども発達相談・乳幼児健康相談

乳幼児の成長・発達に係る相談や保護者の育

児不安解消のため、相談・支援します。

保

医療保健福祉職員養成修学資金貸付金

将来、町内の事業所に従事する意思がある方に

修学に要する資金を貸与します。

貸与を受けた期間に相当する期間を関係施設で

業務に従事された場合は、修学資金の返還を免

除します。                               （3,240 千円）

保
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「福祉」
「暮らし」
のサポート

　黒松内町に住むみなさんの生活を支援する各種助成制
度を御紹介します。

学童保育「放課後児童クラブ」（児童館）

保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生

に対し、児童館を利用して適切な生活や遊び

の場を提供します。

教

英語教室（総合町民センター）

国際的な知識や感覚を養うため、町内外から

の人材を活用し、小学生から大人まで「聞く・

話す・読む・書く」をバランスよく学ぶ英語

教室を開催します。

教 親子スポーツ教室 ( 総合体育館 )

幼児から小学生親子を対象に、運動を通して

心身の健やかな成長を育むことの大切さと親

子の絆
きずな

を深めるため、様々な運動に取組み、

運動能力の向上とスポーツの楽しさや魅力を

伝えます。

教

老人医療費助成

69 歳の方の医療費を原則１割助成します。（た

だし、令和 2 年 4 月 1 日現在町内に住所を有し

ていた方に限ります。）（334 千円）

住ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の親及び子供の医療費につい

て、住民税課税世帯には原則２割を、非課税

世帯には全額を助成します。（1,244 千円）

住

福祉灯油助成

高齢者・障がい者・ひとり親の低所得世帯の経

済的負担を軽減するため、冬季採暖に必要な灯

油等を助成します。（1,618 千円）

保 在宅高齢者福祉金

満 70 歳以上の低所得世帯に、単身者月額 4,800

円、世帯 2 人以上の場合 1 人当たり月額 4,300

円を支給します。（1,947 千円）

保

放課後子ども教室

放課後の子供たちの居場所づくりのため、長

期休業期間を除き、黒松内小学校区「夢っ子

クラブ」は毎週月・水・金曜日、白井川小学

校区「元気っ子クラブ」は毎週月曜日から金

曜日まで、放課後子ども教室を開設します。

教

まる元運動教室

高齢者の保健・介護の一体型事業として、外

出の機会、集いの場づくりとなる、送迎付き

の運動教室を毎週水曜日に保健福祉センター

で実施します。（4,559 千円）

保 移送サービス

公共交通機関の利用が困難で身内等の送迎が

受けられない高齢者・障がい者の方を住居か

ら医療機関等へ送迎します。（989 千円）

　利用料：町内 500 円 / 回　町外 1,000 円 / 時間

保

高齢者世帯等除雪サポート助成

自力で除雪することが困難な在宅の高齢者世帯

等が事業者へ依頼した除雪に要する経費の一部

を助成します。（2,878 千円）

   助成額：収入に応じて除雪委託代金の４割から７  

    割にあたる額を助成しています。

保 行政連携ポイント

町主催のイベントや教室、健診等に参加した

方に、行政連携ポイント（ブナカ）を付与し

ます。　　　　　　　　　　　　 （400 千円）

企
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若者定住促進奨学金返還助成金

満 35 歳未満の事業主又は被雇用者（公務員を

除く）で、大学等の進学の際に借りた奨学金

の返還月額の 2 分の 1 以内の額（上限 1 万円）

をブナカポイントで助成します。（1,008 千円）

企 若者定住促進生活応援助成金

満 35 歳未満で賃貸住宅に入居している単身

者（公務員を除く）で、家賃から住宅手当を

控除して 2 万円を超える金額をブナカポイン

トで助成します。（2,112 千円）

　限度額：満 30 歳未満 月額 1 万円まで

　　　　　満 30 歳以上 35 歳未満 月額 5 千円まで

企

お出かけサポート券

満 70 歳以上（ひとり親・障がいのある方は年

齢要件なし）の方に、温泉券または額面 500

円のタクシー券として利用できる共通券を年

間 60 枚（施設入所者は 50 枚）交付します。

（11,568 千円）

保

自家住宅リフォーム奨励金

町内業者施工による自家住宅のリフォーム費

用を一部助成します。また、同居する 18 歳ま

での子供がいる世帯には限度額を10 万円増額

します。（300 千円）

　 限度額：10 分の１以内上限 20 万円

　　　　　 （子育て世帯上限 30 万円）

建

世帯向け民間賃貸共同住宅新設事業補助金

賃貸共同住宅の建設費用の一部を助成します。

　１㎡当たり 3 万円（町外業者施工 1.5 万円）

建

景観修景奨励金

敷地内の建築物全ての色彩を町で定める指定

色に変更した場合や敷地内の全ての廃屋を解

体した際の廃棄物に係る費用の一部を助成し

ます。　　　　　　　　　　　　（3,600 千円）

【外観整備事業奨励金】

・初 回 : 町内業者施工 2 分の 1 以内 30 万円上限（町

　　　　外業者施工 15 万円上限） 、自己施工 10 分

            の 10 以内５万円上限

・２回目 : 町内業者施工 3 分の１以内 20 万円上限 （町

            外業者施工 10 万円上限）、自己施工 10 分の

　　　　10 以内３万円上限

【廃屋除却事業】

・限度額 : 廃屋等の解体及び解体後の廃棄物の処分に

　　　　係る費用の 10 分の８以内 50 万円上限

            （町外業者施工 30 万円上限） 

企

住宅用太陽光発電システム導入補助金

住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部

を助成します。

　限度額：10 分の 2 以内上限 50 万円

企

自家住宅取得奨励金

中古住宅の購入費用の一部を助成します。

（500 千円）

　限度額：10 分の１以内上限 50 万円

建

自家住宅建築奨励金

新築住宅の建築費用の一部を助成します。

（2,000 千円）

　限度額：10 分の１以内上限 200 万円

　　　　　基本額 25 万円

               町内業者施工 112.5 万円加算

　            屋根形状と屋根・壁色指定色 12.5 万円加算

              黒松内型北方住宅基準該当 50 万円加算

建

　黒松内町での定住を希望する方に、中古住宅の取得や
住宅の新築に際しての経済的負担を軽減する施策を御紹
介します。

「住まい」

のサポート
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・・・教育委員会　℡７２ー３１６０

店舗改修奨励金

町内で現在営業している方が店舗を改修する

場合、改装に要した経費の３分の１以内で、

上限 100 万円を助成します。

「仕事」

のサポート

各種支援制度に関するお問合せ先

・・・保健福祉課　℡７２ー４２８５保

住 ・・・住民課　　　℡７２ー３３１２

企 ・・・企画環境課　℡７２ー３３７６ 教

・・・建設水道課　℡７２ー４４３２建

産 ・・・産業課　　　℡７２ー３８３５

新規開業奨励金

新しくお店等を始める方の開業経費として、

５年間を限度に支払済みの経費の２分の１以

内の額とし、単年度上限 300 万円、５年間

合計で上限 500 万円を助成します。

　　　　　　　　　　　　　　（2,170 千円）

企優良食品販売促進事業

町の産物やその加工品、本町のまちづくりに

合致するものなどの「優良食品」を販売する

ために作成する容器包装資材の制作経費の３

分の１以内で、上限 50 万円を助成します。

企

企

新規就農者奨励金

農業経営開始から 1 年及び 5 年経過後に 100

万円ずつ交付します。

産

新規就農者農地等貸借料助成金

農用地等の貸借料の 2 分の１を就農から 6 年

間助成します。

産

　新規就農者農用地等取得費助成金

就農から 5 年以内の農用地等の取得費の 3 分

の 1 の額（上限 300 万円）を 1 回のみ助成

します。

産

新規就農者農用地等取得借入金利子補給

就農から 5 年以内の農用地等の取得に要した

借入金の利子相当額を 5 年間助成します。

産

　黒松内町で新たに農業を始めたい方や町内でお店を始め

たい方などに向けた支援制度を御紹介します。

農業体験実習／就農研修

農業体験実習（１か月から１年以内）

　　　月額３万円と住宅料１万円加算

就農研修者（１年以上２年以下）

　　　単身者月 15 万円

　　　 配偶者又は扶養者がいる場合 20 万円

産
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北海道黒松内町

〒０４８－０１９２　

寿都郡黒松内町字黒松内 302 番地１

Tel　０１３６－７２－３３１１　

Fax　０１３６－７２－３３１６

http://www.kuromatsunai.com/

本町の学校給食の歴史 （表紙）

▲昭和 39 年に黒松内小学校に給食センターを併設し、

　学校給食を開始しました。

　こちらは、給食センターで作られた給食が旧大成小

　学校に届けられる様子で、暖かい給食が提供されて

　いました。

▲令和４年 8 月から供用開始予定の新給食センター。

　食物アレルギーへの適正対応のためアレルギー設備

　を併設し、これまで以上に安全・安心な学校給食を

　提供していきます。


