
   （款）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

 7 商 工 費 919,176 890,089 29,087 491,514 427,662

 1 商 工 費 919,176 890,089 29,087 491,514 427,662

 1 商工業振興 67,977 78,995     △11,018 その他 67,477

費 500  1 報      酬 92  1 商工業融資利子補給事業                                  11,625

    町融資利子及び保証料補助金                            (11,625)

 7 報  償  費 2,152

 2 物産振興事業                                             5,985

 8 旅      費 534     ふるさと物産紹介事業報償費                             (2,090)

    普通旅費                                                 (452)

10 需  用  費 68     有料道路通行料                                            (23)

    オホーツクえんがる産業振興協議会負担金                   (500)

13 使用料及び 23     ドキドキＦＯＯＤパーク出店負担金                         (290)

   賃借料     遠軽物産協会補助金                                       (630)

    遠軽町特産品等開発支援事業補助金                       (2,000)

18 負担金、補 65,108

   助及び交付  3 商工関係団体助成事業                                    25,907

   金     商工会運営費補助金                                    (12,667)

    商工会議所等運営費補助金                              (13,240)

 4 商店街助成事業                                          10,918

    商工業振興補助金                                      (10,918)

 5 企業振興促進助成事業                                    13,143

    企業振興促進補助金                                    (13,143)

 6 商工観光労政審議会事業                                     111

    商工観光労政審議会委員報酬                                (92)

    費用弁償                                                  (19)

 7 商工振興一般経費                                           288

    表彰等記念品                                              (62)

    普通旅費                                                  (63)

    消耗品費                                                  (40)

    印刷製本費                                                 (7)

    光熱水費                                                  (21)

    北海道中小企業団体中央会負担金                            (50)

    北海道中小企業総合支援センター負担金                      (45)

 2 消費者行政 784 889        △105 道支出金 540

推進費 244  7 報  償  費 155  1 消費行政一般経費                                           784

    消費生活講座講師謝礼金                                    (75)

 8 旅      費 89     消費者啓発報償費                                          (80)

    普通旅費                                                  (89)

12 委  託  料 360     地域物価調査委託料                                       (360)

    遠軽消費者協会補助金                                     (180)

18 負担金、補 180

   助及び交付

   金

 3 観 光 費 122,426 123,439      △1,013 122,426

 1 報      酬 1,926  1 地域イベント事業                                        29,040

    大雪山ウルトラトレイル実行委員会補助金                   (400)

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

 3 職員手当等 185     太陽の丘コスモスフェスタ委員会補助金                   (7,700)

    遠軽がんぼう夏まつり委員会補助金                       (3,200)

 4 共  済  費 286     コスモス開花宣言花火大会実行委員会補助金               (4,000)

    いくたはらヤマベまつり実行委員会補助金                 (2,600)

 7 報  償  費 74     まるせっぷ観光まつり実行委員会補助金                   (5,300)

    まるせっぷ藤まつり実行委員会補助金                     (3,000)

 8 旅      費 443     アンジくんのふるさとまつり実行委員会補助金             (2,340)

    えんがる屋台村雪提灯実行委員会補助金                     (500)

10 需  用  費 2,759

 2 湧別原野クロスカントリースキー大会事業                  22,508

11 役  務  費 1,299     自動車損害保険料                                           (8)

    クロスカントリースキー大会負担金                       (4,500)

12 委  託  料 351     クロスカントリースキー大会補助金                      (18,000)

13 使用料及び 215  3 観光関係団体助成事業                                    59,414

   賃借料     遠軽町観光振興協議会補助金                             (1,500)

    観光協会補助金                                        (57,914)

17 備品購入費 3,833

 4 観光一般経費                                            11,464

18 負担金、補 111,016     会計年度任用職員報酬                                   (1,926)

   助及び交付     期末手当                                                 (185)

   金     報酬職社会保険料                                         (286)

    ＳＬ・ラッセル車清掃謝礼金                                (74)

26 公  課  費 39     費用弁償                                                  (43)

    普通旅費                                                 (400)

    消耗品費                                                 (366)

    燃料費                                                   (610)

    印刷製本費                                               (875)

    光熱水費                                                 (102)

    修繕料                                                   (806)

    通信運搬費                                                (66)

    広告料                                                   (610)

    手数料                                                   (551)

    自動車損害保険料                                          (64)

    植樹桝植栽委託料                                         (351)

    有料道路通行料                                            (21)

    物品借上料                                               (194)

    備品購入費                                             (3,833)

    北海道観光地所在町村協議会負担金                          (12)

    層雲峡・オホーツクシーニックバイウェイ負担金              (50)

    自動車重量税                                              (39)

 4 観光施設費 727,989 686,766 41,223 地方債 237,219

430,600  1 報      酬 2,458  1 ノースキング管理事業                                    49,563

その他     修繕料                                                 (2,500)

60,170  2 給      料 4,763     生田原コミュニティセンター指定管理料                  (39,875)

    生田原コミュニティセンター木質バイオマスボイラー設置工事設計

 3 職員手当等 1,325     業務委託料                                             (6,688)

    備品購入費                                               (500)

 4 共  済  費 1,389

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

 8 旅      費 375  2 木のおもちゃワールド館管理事業                          37,394

    消耗品費                                                 (906)

10 需  用  費 44,790     燃料費                                                 (3,476)

    印刷製本費                                               (286)

11 役  務  費 6,504     光熱水費                                               (4,836)

    修繕料                                                   (600)

12 委  託  料 223,241     通信運搬費                                               (237)

    手数料                                                   (458)

13 使用料及び 6,648     清掃業務委託料                                         (4,993)

   賃借料     管理業務委託料                                        (18,447)

    電気保安管理業務委託料                                   (233)

14 工事請負費 411,718     エレベーター保守業務委託料                               (726)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (718)

15 原材料費 3,849     自動ドア装置保守業務委託料                                (88)

    暖房給水空調設備保守業務委託料                           (957)

17 備品購入費 19,538     テレビ受信料                                              (68)

    その他使用料                                             (155)

18 負担金、補 1,265     物品借上料                                                (78)

   助及び交付     事務機器借上料                                           (132)

   金

 3 太陽の丘えんがる公園管理運営事業                        22,543

26 公  課  費 126     消耗品費                                                 (527)

    燃料費                                                    (47)

    光熱水費                                               (1,995)

    修繕料                                                   (750)

    通信運搬費                                                (48)

    手数料                                                   (386)

    公園管理業務委託料                                    (17,655)

    テレビ受信料                                               (8)

    機械借上料                                               (202)

    物品借上料                                               (393)

    原材料費                                                 (532)

 4 虹のひろば管理運営事業                                  26,146

    消耗品費                                               (1,100)

    燃料費                                                    (55)

    印刷製本費                                               (209)

    光熱水費                                               (1,300)

    修繕料                                                   (782)

    通信運搬費                                               (138)

    手数料                                                   (641)

    清掃業務委託料                                           (148)

    電気保安管理業務委託料                                   (142)

    警備業務委託料                                           (162)

    草刈業務委託料                                         (6,836)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (492)

    公園管理業務委託料                                    (11,059)

    車両誘導業務委託料                                       (121)

    機械借上料                                               (246)

    物品借上料                                               (137)

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

    虹のひろばコスモス園圃場改良工事                         (676)

    原材料費                                               (1,902)

 5 源泉施設管理事業                                         2,929

    光熱水費                                               (2,160)

    修繕料                                                   (200)

    通信運搬費                                                (33)

    手数料                                                    (60)

    引湯管清掃業務委託料                                     (449)

    土地借上料                                                (27)

 6 平和山公園管理事業                                       5,992

    消耗品費                                                 (206)

    燃料費                                                    (19)

    光熱水費                                                 (160)

    修繕料                                                   (450)

    通信運搬費                                                (47)

    手数料                                                    (42)

    自動車損害保険料                                           (7)

    公園管理業務委託料                                     (4,488)

    原材料費                                                 (573)

 7 ふるさと公園管理事業                                    15,593

    消耗品費                                                 (529)

    燃料費                                                 (1,578)

    光熱水費                                               (2,545)

    修繕料                                                   (450)

    通信運搬費                                                (33)

    手数料                                                   (278)

    清掃業務委託料                                         (2,538)

    自動ドア装置保守業務委託料                               (341)

    公園管理業務委託料                                     (7,123)

    テレビ受信料                                              (22)

    物品借上料                                                (86)

    道の駅連絡会負担金                                        (70)

 8 いこいの森管理事業                                      47,549

    会計年度任用職員報酬                                   (2,458)

    一般職給                                               (4,763)

    期末手当                                               (1,325)

    報酬職社会保険料                                         (446)

    給料職社会保険料                                         (943)

    費用弁償                                                  (76)

    普通旅費                                                  (80)

    消耗品費                                               (1,920)

    燃料費                                                 (1,004)

    印刷製本費                                               (806)

    光熱水費                                               (1,700)

    修繕料                                                 (1,800)

    通信運搬費                                               (363)

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

    手数料                                                 (1,717)

    自動車損害保険料                                           (7)

    電気保安管理業務委託料                                   (202)

    ごみ処理業務委託料                                       (971)

    公園管理業務委託料                                    (23,397)

    看板作成業務委託料                                       (219)

    有料道路通行料                                             (8)

    機械借上料                                             (2,421)

    土地借上料                                                 (3)

    原材料費                                                 (792)

    備品購入費                                                (86)

    日本鉄道保存協会負担金                                    (12)

    北海道オートキャンプ協会負担金                            (30)

 9 山の家・文化村ロッジ管理事業                             6,638

    消耗品費                                                 (165)

    燃料費                                                 (2,027)

    光熱水費                                               (1,100)

    修繕料                                                   (250)

    通信運搬費                                                (40)

    手数料                                                   (555)

    管理・清掃業務委託料                                   (2,464)

    テレビ受信料                                              (37)

10 多目的ハウス管理事業                                       222

    光熱水費                                                 (180)

    手数料                                                    (42)

11 北見峠休憩施設管理事業                                     425

    消耗品費                                                   (5)

    燃料費                                                     (9)

    光熱水費                                                 (150)

    修繕料                                                   (100)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (138)

    土地借上料                                                (23)

12 クロスカントリースキーコース管理事業                     9,091

    消耗品費                                                 (150)

    燃料費                                                    (90)

    光熱水費                                                  (30)

    修繕料                                                   (380)

    通信運搬費                                                (99)

    手数料                                                   (162)

    自動車損害保険料                                          (51)

    クロスカントリースキーコース整備業務委託料             (7,678)

    土地借上料                                                (35)

    物品借上料                                               (388)

    備品購入費                                                (28)

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

13 ゲートボール公園管理事業                                10,935

    消耗品費                                                 (256)

    燃料費                                                   (406)

    光熱水費                                               (1,060)

    修繕料                                                   (513)

    通信運搬費                                                (32)

    手数料                                                   (534)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (163)

    公園管理業務委託料                                     (7,403)

    機械借上料                                               (330)

    物品借上料                                               (188)

    原材料費                                                  (50)

14 白滝高原キャンプ場管理事業                               3,181

    消耗品費                                                  (50)

    燃料費                                                    (17)

    光熱水費                                                 (400)

    修繕料                                                   (200)

    通信運搬費                                                (35)

    手数料                                                   (209)

    自動車損害保険料                                           (7)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (308)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,947)

    テレビ受信料                                               (8)

15 ふるさとの駅管理事業                                     3,681

    消耗品費                                                 (100)

    燃料費                                                   (234)

    光熱水費                                                 (353)

    修繕料                                                   (729)

    手数料                                                    (45)

    管理・清掃業務委託料                                   (2,217)

    土地借上料                                                 (3)

16 オホーツク文学碑公園管理事業                             1,911

    消耗品費                                                  (14)

    光熱水費                                                  (69)

    修繕料                                                   (100)

    手数料                                                    (10)

    浄化槽維持管理業務委託料                                  (92)

    公園管理業務委託料                                     (1,626)

17 道の駅遠軽森のオホーツク管理事業                       484,196

    普通旅費                                                 (219)

    消耗品費                                                 (107)

    修繕料                                                   (650)

    手数料                                                   (165)

    自動車損害保険料                                          (23)

    道の駅遠軽森のオホーツク指定管理料                    (49,437)

    道の駅遠軽森のオホーツクトイレブース装飾業務委託料       (700)

    （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）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費 （単位：千円）

    物品借上料                                             (1,650)

    道の駅遠軽森のオホーツク遊具施設等整備工事           (218,742)

    道の駅遠軽森のオホーツク外構整備工事                  (38,000)

    ロックバレースキー場ゲレンデ整備工事                 (113,000)

    ロックバレースキー場人工降雪機給水管整備工事          (19,700)

    ロックバレースキー場屋外トイレ整備工事                (10,800)

    ロックバレースキー場電気柵整備工事                     (9,600)

    ロックバレースキー場ウッドペッカー解体工事             (1,200)

    備品購入費                                            (18,924)

    公共下水道受益者分担金                                 (1,153)

    自動車重量税                                             (126)

    （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　


