
   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費 （単位：千円）

 6 農林水産業 407,445 465,127     △57,682 173,815 233,630

費

 1 農 業 費 269,915 328,419     △58,504 144,494 125,421

 1 農業委員会 8,684 8,127 557 道支出金 5,984

費 2,700  1 報      酬 6,372  1 農業委員会一般経費                                       8,138

    農業委員会委員報酬                                     (6,372)

 9 旅      費 1,721     費用弁償                                               (1,141)

    普通旅費                                                 (366)

10 交  際  費 50     交際費                                                    (50)

    消耗品費                                                  (18)

11 需  用  費 112     印刷製本費                                                (62)

    オホーツク農業委員会連合会負担金                         (119)

19 負担金、補 429     諸会議負担金                                              (10)

   助及び交付

   金  2 農業後継者対策事業                                         450

    普通旅費                                                 (150)

    農業後継者対策事業負担金                                 (300)

 3 農業者年金事業                                              96

    普通旅費                                                  (64)

    消耗品費                                                  (32)

 2 農業総務費 888 1,211        △323 888

 9 旅      費 117  1 農業総務一般経費                                           888

    普通旅費                                                 (117)

11 需  用  費 579     消耗品費                                                  (74)

    燃料費                                                   (261)

12 役  務  費 169     修繕料                                                   (244)

    手数料                                                   (127)

27 公  課  費 23     自動車損害保険料                                          (42)

    自動車重量税                                              (23)

 3 農業振興費 33,595 39,864      △6,269 国庫支出金 12,088

893  8 報  償  費 48  1 農作物栽培奨励事業                                         225

道支出金     地域特産物育成開発事業補助金                             (225)

884  9 旅      費 404

その他  2 農業関係団体助成事業                                     1,040

19,730 11 需  用  費 199     農業後継者地域実践活動事業補助金                         (300)

    畑作振興補助金                                           (540)

19 負担金、補 12,944     女性農業者団体活動推進事業補助金                         (200)

   助及び交付

   金  3 農業担い手対策事業                                       6,648

    普通旅費                                                 (189)

21 貸  付  金 20,000     消耗品費                                                  (20)

    燃料費                                                    (89)

    修繕料                                                    (20)

    北海道農業担い手育成センター負担金                        (90)

    農業担い手育成総合支援事業助成金                         (840)

    新規就農者誘致促進奨励金・助成金                         (400)

    就農支援対策事業補助金                                 (5,000)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費 （単位：千円）

 4 農業融資利子補給事業                                     4,680

    農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金                 (1,340)

    農業経営自立安定資金利子補給事業補助金                    (25)

    中核農業者応援資金利子補給事業補助金                   (3,315)

 5 農業資金貸付事業                                        20,000

    農業改良振興資金貸付金                                (20,000)

 6 農業振興一般経費                                         1,002

    各種実績発表大会出席報償費                                (48)

    普通旅費                                                 (215)

    消耗品費                                                  (70)

    北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金                   (4)

    オホーツク地域振興機構負担金                             (292)

    北海道農業会議負担金                                     (158)

    経営所得安定対策等推進事業補助金                         (215)

 4 畜産業費 47,340 65,045     △17,705 道支出金 17,090

7,950  9 旅      費 278  1 家畜防疫対策事業                                         1,490

その他     普通旅費                                                  (87)

22,300 11 需  用  費 251     家畜予防衛生事業負担金                                   (743)

    家畜防疫推進事業補助金                                   (660)

12 役  務  費 13

 2 酪農ヘルパー利用推進事業                                 7,465

19 負担金、補 46,798     酪農ヘルパー利用推進事業補助金                         (7,465)

   助及び交付

   金  3 畜産関連融資利子補給事業                                   678

    大家畜経営改善支援資金利子補給事業補助金                 (162)

    大家畜特別支援資金利子補給事業補助金                     (213)

    畜産経営維持緊急支援資金利子補給事業補助金               (303)

 4 畜産担い手育成総合整備事業                              29,000

    畜産担い手育成総合整備事業負担金                      (29,000)

 5 畜産関係団体助成事業                                     8,237

    酪農学園大学地域総合交流事業負担金                       (602)

    家畜品評会共進会事業補助金                               (350)

    乳牛検定事業補助金                                     (1,580)

    酪農振興事業補助金                                     (1,322)

    停電対策用非常用電源確保事業補助金                     (4,383)

 6 畜産一般経費                                               470

    普通旅費                                                 (191)

    消耗品費                                                  (40)

    燃料費                                                   (181)

    修繕料                                                    (30)

    手数料                                                    (13)

    北海道酪農振興町村長会議負担金                            (10)

    北海道公社営畜産事業推進協議会負担金                       (5)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費 （単位：千円）

 5 農 地 費 87,856 112,336     △24,480 国庫支出金 16,970

31,465  9 旅      費 293  1 畑地帯総合整備事業                                      11,270

道支出金     普通旅費                                                  (66)

13,481 11 需  用  費 924     用地購入費                                             (2,859)

地方債     北海道土地改良事業団体連合会負担金                       (185)

25,700 12 役  務  費 547     安国地区道営土地改良事業負担金                         (8,160)

その他

240 13 委  託  料 20,000  2 農地一般経費                                               986

    普通旅費                                                 (227)

14 使用料及び 1,512     消耗品費                                                  (68)

   賃借料     燃料費                                                    (76)

    修繕料                                                   (121)

16 原材料費 93     手数料                                                    (41)

    自動車損害保険料                                          (26)

17 公有財産購 2,859     その他借上料                                              (76)

   入費     北海道土地改良事業団体連合会負担金                        (40)

    標準積算システム保守管理負担金                           (286)

19 負担金、補 61,603     自動車重量税                                              (25)

   助及び交付

   金  3 用排水路整備事業                                         2,668

    光熱水費                                                 (324)

27 公  課  費 25     修繕料                                                   (335)

    通信運搬費                                               (318)

    手数料                                                   (162)

    機械借上料                                             (1,424)

    土地借上料                                                (12)

    原材料費                                                  (93)

 4 多面的機能支払事業                                      52,932

    多面的機能支払事業交付金                              (52,932)

 5 営農飲雑用水整備事業                                    20,000

    豊里地区営農飲雑用水整備実施設計業務委託料            (20,000)

 6 農業施設費 91,552 101,836     △10,284 道支出金 72,401

169  9 旅      費 34  1 丸瀬布活性化施設管理事業                                 9,782

地方債     消耗品費                                                 (130)

2,200 11 需  用  費 36,471     燃料費                                                 (2,023)

その他     光熱水費                                               (3,170)

16,782 12 役  務  費 4,151     修繕料                                                   (614)

    通信運搬費                                                (37)

13 委  託  料 44,159     手数料                                                   (458)

    清掃業務委託料                                           (972)

14 使用料及び 3,078     管理業務委託料                                         (2,038)

   賃借料     電気保安管理業務委託料                                   (144)

    ボイラー保守業務委託料                                    (71)

15 工事請負費 1,264     自動ドア装置保守業務委託料                               (110)

    テレビ受信料                                              (15)

18 備品購入費 25

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費 （単位：千円）

19 負担金、補 2,370  2 丸瀬布農村集落多目的共同利用施設管理事業                 3,114

   助及び交付     消耗品費                                                  (40)

   金     燃料費                                                   (123)

    光熱水費                                                 (720)

    修繕料                                                   (487)

    手数料                                                   (398)

    浄化槽維持管理業務委託料                                  (67)

    テレビ受信料                                              (15)

    丸瀬布農村集落多目的共同利用施設風雪防止柵改修工事     (1,264)

 3 農作業準備休憩施設管理事業                               1,039

    消耗品費                                                  (30)

    燃料費                                                    (78)

    光熱水費                                                 (269)

    修繕料                                                    (70)

    手数料                                                    (25)

    管理業務委託料                                           (138)

    テレビ受信料                                              (15)

    機械借上料                                               (389)

    備品購入費                                                (25)

 4 白滝活性化施設管理事業                                   5,078

    消耗品費                                                  (60)

    燃料費                                                 (1,704)

    光熱水費                                                 (914)

    修繕料                                                   (253)

    通信運搬費                                                (60)

    手数料                                                   (336)

    電気保安管理業務委託料                                   (138)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,598)

    テレビ受信料                                              (15)

 5 白滝地場産品加工施設管理事業                             5,551

    消耗品費                                                 (111)

    燃料費                                                   (712)

    光熱水費                                               (1,003)

    修繕料                                                   (200)

    通信運搬費                                                (32)

    手数料                                                   (374)

    電気保安管理業務委託料                                   (139)

    管理・清掃業務委託料                                   (2,980)

 6 やまびこ管理事業                                        46,603

    消耗品費                                               (1,732)

    燃料費                                                (10,447)

    光熱水費                                               (6,993)

    修繕料                                                 (2,591)

    通信運搬費                                                (48)

    手数料                                                 (2,383)

    清掃業務委託料                                         (5,559)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費 （単位：千円）

    管理業務委託料                                        (13,353)

    電気保安管理業務委託料                                   (182)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (644)

    ボイラー保守業務委託料                                   (284)

    自動ドア装置保守業務委託料                                (70)

    ろ過機保守業務委託料                                     (138)

    券売機保守業務委託料                                     (228)

    テレビ受信料                                              (51)

    その他使用料                                           (1,800)

    土地借上料                                                 (3)

    物品借上料                                                (79)

    北海道温泉協会負担金                                      (18)

 7 農林水産物直売・食材供給施設管理事業                     5,529

    普通旅費                                                  (34)

    消耗品費                                                 (255)

    光熱水費                                                 (332)

    修繕料                                                   (400)

    清掃業務委託料                                         (1,865)

    電気保安管理業務委託料                                   (150)

    白滝農林水産物直売・食材供給施設指定管理料             (2,210)

    物品借上料                                               (213)

    道の駅連絡会負担金                                        (70)

 8 見晴牧場看視舎管理事業                                     991

    消耗品費                                                  (10)

    光熱水費                                                 (200)

    修繕料                                                   (200)

    清掃業務委託料                                           (379)

    トイレ保守管理業務委託料                                 (202)

 9 公共牧場管理事業                                        13,865

    消耗品費                                                 (600)

    牧野指定管理料                                        (10,500)

    機械借上料                                               (483)

    北海道土地改良事業団体連合会負担金                        (32)

    道営草地整備事業負担金                                 (2,250)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    2  林 業 費 （単位：千円）

 2 林 業 費 137,530 136,708 822 29,321 108,209

 1 林業振興費 128,953 128,380 573 道支出金 99,775

29,078  1 報      酬 34  1 鳥獣被害防止対策事業                                    29,564

その他     鳥獣捕獲報償金                                         (7,676)

100  4 共  済  費 107     猟友会報償金                                           (2,960)

    普通旅費                                                  (30)

 7 賃      金 1,674     消耗品費                                                 (330)

    修繕料                                                   (400)

 8 報  償  費 11,190     通信運搬費                                                (98)

    手数料                                                (15,727)

 9 旅      費 948     その他保険料                                           (1,001)

    エゾシカ囲いわな設置等業務委託料                         (829)

11 需  用  費 3,196     機械借上料                                                (39)

    原材料費                                                  (50)

12 役  務  費 22,649     遠軽町鳥獣被害防止対策協議会負担金                        (10)

    鳥獣捕獲担い手育成事業補助金                             (414)

13 委  託  料 23,814

 2 緑化推進事業                                             4,749

14 使用料及び 2,122     消耗品費                                                  (12)

   賃借料     緑化整備業務委託料                                     (4,737)

15 工事請負費 25,277  3 町有林整備事業                                          52,840

    賃金職分社会保険料                                       (107)

16 原材料費 960     日々雇用職員賃金                                       (1,674)

    費用弁償                                                  (68)

18 備品購入費 126     普通旅費                                                  (36)

    消耗品費                                                 (668)

19 負担金、補 36,809     燃料費                                                   (382)

   助及び交付     光熱水費                                                   (7)

   金     修繕料                                                   (788)

    医薬材料費                                               (301)

27 公  課  費 47     手数料                                                   (106)

    自動車損害保険料                                          (51)

    その他保険料                                           (5,570)

    森林管理道点検診断事業業務委託料                       (6,000)

    町有林管理業務委託料                                   (8,867)

    野ねずみ駆除剤散布委託料                                 (129)

    自動車借上料                                             (404)

    機械借上料                                             (1,679)

    造林事業請負費                                        (25,277)

    原材料費                                                 (553)

    備品購入費                                               (126)

    自動車重量税                                              (47)

 4 民有林振興対策事業                                      33,523

    森林整備担い手対策事業負担金                           (1,248)

    民有林振興対策事業補助金                              (31,225)

    森林整備地域活動支援交付金                             (1,050)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　



   （款）  6  農林水産業費
 （項）    2  林 業 費 （単位：千円）

 5 森林・林業活用事業                                       4,266

    展示林活用検討会議報償費                                 (554)

    普通旅費                                                 (439)

    消耗品費                                                  (50)

    展示林活用業務委託料                                   (2,396)

    ビレッジプラザ木材提供業務委託料                         (350)

    原材料費                                                 (357)

    森林認証負担金                                           (120)

 6 林業振興一般経費                                         4,011

    森林整備推進協議会委員報酬                                (34)

    費用弁償                                                   (1)

    普通旅費                                                 (374)

    消耗品費                                                 (203)

    印刷製本費                                                (55)

    手数料                                                    (96)

    市町村森林所有者情報整備業務委託料                       (506)

    北海道治山・林道協会オホーツク支部負担金                  (11)

    北海道造林協会負担金                                     (178)

    林業木材製造業労働災害防止協会負担金                      (36)

    網走西部流域森林・林業活性化センター負担金               (147)

    森林レクリエーション協会負担金                            (20)

    遠軽地区林業推進協議会負担金                             (140)

    オホーツク森林産業振興協会負担金                         (200)

    北海道森と緑の会負担金                                    (10)

    就業体験助成金                                         (1,200)

    遠軽地区森林組合助成金                                   (800)

 2 林業施設費 8,577 8,328 249 その他 8,434

143  9 旅      費 5  1 国産材需要開発センター木楽館管理事業                     8,577

    普通旅費                                                   (5)

11 需  用  費 6,177     消耗品費                                               (1,296)

    燃料費                                                 (2,651)

12 役  務  費 330     印刷製本費                                               (173)

    光熱水費                                               (1,790)

13 委  託  料 1,066     修繕料                                                   (267)

    通信運搬費                                                (39)

14 使用料及び 139     手数料                                                   (291)

   賃借料     清掃業務委託料                                           (251)

    電気保安管理業務委託料                                   (148)

16 原材料費 860     警備業務委託料                                           (131)

    ボイラー保守業務委託料                                   (319)

    自動ドア装置保守業務委託料                               (129)

    木材運搬業務委託料                                        (88)

    テレビ受信料                                              (26)

    物品借上料                                               (113)

    原材料費                                                 (860)

    （一般会計）

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　


