令和元年度「オホーツクの流氷と自然を守る寄付金」の使途について
皆様からいただいた寄附金は、一旦「オホーツクの流氷と自然を守る基金」に積み立て、皆様からご指定いただいた目的に合った形で下記の事業に使わせていた
だきましたのでお知らせいたします。
※「オホーツクの流氷と自然を守る寄附金」は、寄附をいただいた翌年度の事業に使わせていただきます。
（平成31年度にいただいた寄附金は、令和2年度の事業に使わせていただきました。）

令和２年度

オホーツクの流氷と自然を守る基金充当事業の内訳

1.アザラシの保護活動などオホーツク海の海洋環境に関する事業（延103,685名）
事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

流氷都市推進総務経費

北海道立オホーツク流氷科学センター市民開放事業補
助金のほか、オホーツクタワーの動物プランクトン分
析などの経費に充当させていただきました。

額

主な内容
・流氷科学センターの市民開放事業では、年間で35件の講座やイベ
ントが行われ、延べ47,590名の参加がありました。流氷や海洋に関
する科学的知識の普及、市民生活の向上、個性豊かな地域づくりに
貢献することができました。
・オホーツクタワー周辺の動物プランクトンの出現状況を、年間を
通して分析しました。このデータは紋別の海洋環境の基礎資料とし
てホームページで公開しており、オホーツク海の調査研究に広く活
用されています。

10,290,922円

10,000,000円

8,913,323円

8,500,000円

・エリア内の公共WI-Fi環境や周知スペースの整備に活用させていた
だき、年間利用者約28,000人に対し効果的な海洋情報の発信を行う
ことができました。

27,449,752円

26,700,000円

・海洋公園地区内の管理・整備により、海洋交流館漂着物の処理
等、海洋環境の保全を行うことができました。

18,287,500円

18,000,000円

・波の浸食・衝撃により破損が進む当該防波堤の維持のため効果的
な補修管理を行ったことで、陸域の安全を守ることができました。

28,904,000円

28,100,000円

・施設運営・維持及び海洋に関する調査研究員の育成に寄与すると
ともに、氷海見学・海洋教育の場として年間約16,000人の来場者も
安心・安全に同施設を利用いただくことができました。

28,556,000円

23,200,000円

・当該施設の安定した運営に活用させていただき、アザラシや海洋
関連情報の発信及びオホーツク海への興味・関心を増進するふれあ
いの場として多くの方々に利用いただきました。

38,657,000円

38,000,000円

・アザラシの保護活動では、アザラシの新生児保護や治療を行いま
した。また、治療を進めながらの飼育環境下では、アザラシの生
理・生態等の基礎情報を収集し、将来に向けたノウハウを蓄積して
おります。

13,075,260円

2,500,000円

・ガリヤ地区内の施設において、アザラシシーパラダイス敷地内の
舗装化や施設及び備品の修繕、氷海展望塔冷却塔設備などの施設整
備を行いました。

道の駅周辺維持管理経費

ガリヤ地区内にある道の駅エリアはオホーツク海の海
洋環境も含め地域の情報発信基地を担っており、同エ
リアの運用・整備費用に充当させていただきました。

海洋公園指定管理経費
ガリヤ地区内にある海洋公園は市内港湾緑地として位
置づけられており、同地区の整備・管理を行うことで
海洋環境の保全にも寄与しています。この経費に充当
させていただきました。

第3防波堤外維持管理経費

ガリヤ地区を津波や高潮から守る各防波堤の維持経費
に充当させていただきました。

氷海展望塔指定管理経費
氷海展望塔「オホーツクタワー」では、氷海観測や氷
海海洋科学技術の実験研究およびデータ収集を行って
おり、当該施設の運営維持経費に充当させていただき
ました。

海洋交流館指定管理経費
海洋交流館は、ガリヤ地区内に位置する氷海展望塔、
とっかりセンター、ガリンコ号等、紋別の海洋に関連
する多くの施設等の観光基地を担っており、同施設の
運営維持経費に充当させていただきました。

とっかりセンター指定管理経費
「オホーツクとっかりセンター」では、傷ついたアザ
ラシや親からはぐれた幼獣を保護・治療し、野生復帰
させる活動を行っております。この施設と保護活動を
運営する経費に充当させていただきました。

ガリヤ地区施設整備事業

ガリヤ地区内にあるアザラシ保護施設や氷海展望塔、
海洋・海象研究施設などの施設整備費用に充当させて
いただきました。

オホーツクプログラム推進事業
オホーツク海に関連した産業や学術研究に貢献するこ
とを目的として、海洋モニタリング観測や流氷分布の
観測、および魚類の飼育試験などを行っています。そ
の経費に充当させていただきました。

19,500,000円

・オホーツクタワーで水温や塩分、流氷初終日を観測し、ホーム
ページ等でデータの公開を行いました。
・大山山頂からレーダーで紋別周辺の流氷分布を観測し、リアルタ
イムで情報公開を行いました。
・魚類の飼育試験をはじめ、大学や試験研究機関が紋別市で実施し
た様々な共同研究や調査研究の受入れを行いました。

3,200,000円

3,000,000円

・令和3年2月20日から2月28日まで、紋別市立博物館で「紋別流氷シ
ンポジウムポスター展」を開催しました。環境保全や防災、市内中
学3校による総合的な学習の成果発表など6団体9件のポスターが展示
され、期間中の入場者数は156名でした。
・市内小学5年生対象の「子ども流氷シンポジウム」を、各校への出
前授業形式で開催しました。オホーツク流氷科学センター所長によ
る「オホーツク海と流氷」の特別授業とアニメ映画「地球との約
束」（環境省『ガラスの地球を救え！』プロジェクト）の上映を行
い、5校の合計で132名の児童が参加しました。

10,000,000円

10,000,000円

・コロナ禍においてもガリヤ地区内各施設の安定した維持管理を行
うことができました。

19,515,650円

北方圏国際シンポジウム開催事業
新型コロナウイルス感染症拡大のため、令和2年度北
方圏国際シンポジウムの開催を中止し、代替事業とし
て紋別市民向けの「紋別流氷シンポジウム2021」を開
催するとともに、北方圏国際シンポジウム記念誌の作
成を行いました。その経費に充当させていただきまし
た。

新型コロナウイルス対策事業（ガリヤ地区施設
支援）
ガリヤ地区内にあるアザラシ保護施設や氷海展望塔の
運営維持のため、コロナ禍により減収となった施設管
理団体向けに支援を行うことで同施設の存続に寄与し
ています。この事業経費に充てさせていただきまし
た。

2.森林、湖沼、河川等の環境保全啓発活動に関する事業（延35,046名）
事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

環境衛生事務経費

スズメバチ駆除に係る資材やスズメバチ、カラスの
巣撤去専門業者の業務委託料、環境保全業務員の報酬
や保険料、畜犬登録・狂犬病予防ワクチン接種に係る
資材等の経費に充当させていただきました。

2,000,000円

・担当職員が直営で行うスズメバチやカラスの巣撤去作業を補佐す
る役割の環境保全業務員を雇用しました。
・直営で対応できない巣の撤去を依頼するため、専門業者と業務委
託を締結し、スズメバチやカラスの巣の撤去を進めました。
・畜犬登録や狂犬病予防ワクチン接種に必要な案内ハガキの送付や
鑑札、門標、注射済票等を整備しました。

6,543,350円

6,000,000円

・市内６河川（７地点）で年に２～４回、２湖沼（３地点）で年３
回の水質検査分析を行いました。いずれも水質に問題はありません
でした。
・臭気測定については、４事業場の敷地境界において測定を行った
ところ、一部の事業場において規制基準値が超過している状況が確
認できました。また、臭気対策アドバイザーという臭気対策の専門
家にきていただき、事業場の問題点や改善方法等について意見や指
導を受けました。
・コムケ湖地域については、コムケの会に業務委託することで、周
辺環境の清掃・維持管理が行われました。
・自動車騒音の常時監視を行うことで、環境基準に適合しているこ
とが確認できました。

18,366,789円

4,000,000円

・埋立処分場および汚水処理施設の適切な運転管理を行うため、設
備修繕・消耗品の購入を実施しました。廃棄物の埋め立て地に異常
はなく、埋め立て地より発生した汚水の処理も正常に行われており
ます。

108,132,637円

54,100,000円

・紋別市指定ごみ袋の作成や、ごみ収集車による家庭ごみの収集運
搬、不法投棄ごみやポイ捨てごみの回収などを実施することによ
り、市内の衛生環境の向上を図ることができました。

76,257,416円

5,000,000円

・リサイクルセンターの適切な運転管理を行うため、設備修繕・消
耗品の購入を実施しました。西紋別地区の資源ごみを適正に処理で
きる機能を維持することで、ごみの減量化へと繋がっております。

2,830,035円

公害対策事務経費

紋別市は、オホーツク海に注ぐ渚滑川や、海に隣接
するコムケ湖といった水資源が豊富です。大切な水資
源を守るための水質検査分析経費に充当させていただ
きました。
その他、臭気対策、コムケ湖地域の環境保全、自動
車騒音監視等、紋別市の環境を把握するための業務に
係る経費に充当させていただきました。

最終処分場運営管理経費

廃棄物の適正な処理および埋立処分場、汚水処理施設
の維持管理するための経費に充当させていただきまし
た。

廃棄物処理及び清掃経費

環境への負荷を低減するまちづくりを目指し、長期に
わたる廃棄物の安定処理及び適正管理に努め、循環型
社会の形成を促進するための経費に充当させていただ
きました。

リサイクル施設運営管理経費

資源物の案的的な処理と、リサイクルセンターを維持
管理するための経費に充当させていただきました。

山火事予防緑化普及及び林業振興事務経費

961,900円

700,000円

山火事の予防や緑化運動の普及を図るため、市民への
啓発活動に充当させていただきました。

有害鳥獣防除対策経費

農地や森林等における獣害を減らし、農林業の経営安
定を図るため、有害鳥獣の捕獲や被害防止対策等に向
けた経費に充当させていただきました。

・山火事予防に向けた市民への啓発や山林の巡視活動、豊かな森を
育て次の世代につなげていくための緑化運動に係るPR等を行いまし
た。

・有害鳥獣の侵入を防ぐための草刈りや電気柵の設置等の出没防止
対策を行ったほか、有害鳥獣駆除に係る罠の設置等の駆除対策、ク
マ出没区域における市民等への注意喚起を行いました。
【捕獲実績】
エゾシカ 1,570頭
カラス
537羽
ヒグマ
22頭
キツネ
27頭

19,349,858円

10,300,000円

7,180,299円

6,000,000円

・園内の身障者用トイレ等の修繕や公園管理に必要な清掃・点検等
の実施、管理に必要な資機材の購入を行いました。
【来園者】
延べ7,148人

14,513,191円

13,600,000円

・施設内の老朽化したストーブなどの更新や、施設の管理に必要な
清掃・点検等の実施、管理に必要な資機材の購入を行いました。
【来館者数】
延べ15,947人

6,265,508円

5,000,000円

・林道及び森林公園の維持補修工事を計13本発注し、各施設の機能
保全に努めました。
・また、林道大山線の除雪については計22回の出動となりました。

11,411,000円

11,000,000円

・オムサロ原生花園にある流氷岬の看板及びオムサロ観光案内看板
上部枠の修繕やオムサロネイチャービューハウストイレの修繕を実
施することができました。

5,923,634円

3,900,000円

・コムケ国際キャンプ場の維持修繕を計5本、工事計3本発注した。
また、遊具点検を実施し、利用者が安全に施設を利用できるよう機
能保全に努めました。

213,630,186円

35,500,000円

・紋別市内における市道及び融雪施設等の修繕を実施し、機能の回
復に努め、快適な道路空間の提供を図ることができました。

2,068,415円

1,000,000円

・紋別市内における河川の草刈り等を実施し、環境の改善に努め、
快適な河川空間の提供を図ることができました。

オホーツク森林公園維持管理経費

市民等の憩いの場として利用されているオホーツク森
林公園の維持管理経費に充当させていただきました。

森林体験交流施設指定管理経費

大山スキー場やパークゴルフ施設の休憩所等に利用さ
れている、施設の運営に必要な管理経費等に充当させ
ていただきました。

林道・公園施設等維持補修経費

紋別市内における林道及びオホーツク森林公園の機能
保全のため維持管理補修等に充当させていただきまし
た。

オムサロ原生花園指定管理経費

オムサロ原生花園の外、施設の運営、維持管理に係る
費用に充当させていただきました。

コムケ国際キャンプ場維持管理経費

コムケ国際キャンプ場の機能保全のため維持管理補修
等に充当させていただきました。

道路維持経費

紋別市内の道路の機能保全のため、維持管理補修等に
充当させていただきました。

河川管理経費

紋別市内の河川の環境保全のため、維持管理等に充当
させていただきました。

街路灯ＬＥＤ化事業（債務負担）

町内会が所有する街路灯をＬＥＤ灯にすることによ
り、二酸化炭素排出量の削減、省エネによる電気量の
節約、防犯対策の向上に充当させていただきました。

11,634,120円

11,600,000円

・紋別市ＬＥＤ街路灯（1,757灯）を設置することができました。
（リース期間平成28年4月1日から令和8年3月31日）

4,736,685円

3,000,000円

・森林認証制度の普及拡大に向けた取組として、認証製品の展示や
PRパンフレットの作成、道内の森林認証取得に関する各地域の動向
や市内事業者による素材生産・販売実績調査、製材工場の動態調
査、西部流域の移出原木賦存量の推計等の各種調査を行いました。

43,712,000円

3,000,000円

・渚滑元新川に設置されている河川護岸施設の改修整備を実施し、
老朽化した護岸機能の回復・向上を図ることができました。

8,274,400円

7,000,000円

・紋別市内における河川及び河川施設等の修繕及び整備を実施し、
機能の回復と向上に努め、安全な河川空間の提供を図ることができ
ました。

緑の循環森林認証推進事業
自然生態系に配慮し持続可能な森林経営が行われてい
る森林お認定し環境と経済の両立を目指す「森林認証
制度」の普及拡大に向けた事業に充当させて頂きまし
た。

河川改修事業

紋別市内における河川護岸施設の機能回復及び保全の
ための整備費等に充当させていただきました。

河川維持補修事業

紋別市内の河川の機能向上のため、補修及び施設の整
備等に充当させていただきました。

3.市内経済の活性化に関する事業（延23,433名）
事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

食品加工センター運営管理経費

地域産品等を食材とした食品加工の研究・開発と、市
民の健康で豊かな食文化の向上を目的とした食品加工
施設である、「うまいっしょ工房」の運営管理経費に
充当させていただきました。

6,889,000円

6,300,000円

利用者数
：
663人
【施設利用内訳】
加工調理室 ：
580人
（主な調理内容…パン・味噌など）
魚・肉加工室：
80人
（主な調理内容…ソーセージ・魚肉燻製など）
乳製品加工室：
3人
（主な調理内容…アイスクリームなど）
・市民をはじめとするたくさんの方々にご利用いただき、健康で豊
かな食生活の向上が図られたほか、利用者間の交流が促進されまし
た。

水産加工業振興経費

紋別市の基幹産業である水産加工業の振興を図るため
の経費に充当させていただきました。

305,000円

300,000円

・ホタテ加工品を製造する際に発生する廃棄物（貝殻、ウロ）の循
環利用を目的に活動している紋別市帆立貝廃棄物処理対策協議会へ
負担金を支出しました。

1,178,000円

1,000,000円

・市内商工業者全般の海外事業展開や、ブランド化に係る関係団体
との連携づくりに寄与することができました。

700,697円

500,000円

・豊富な起業等ネットワークや専門的見地を有する業者に支援業務
委託を行い、助言その他必要な協力を求めました。（紋別市企業誘
致等推進支援業務委託）
・企業誘致活動等を効果的に行うための情報収集を行うことができ
ました。

商工業育成経費

市内商工業全般の振興を促すため、各関係団体との連
携構築や情報収集に係る経費に充当させていただきま
した。

産業誘致対策経費

夏季の冷涼な気候や自然災害の少なさ、羽田直行便な
どの利点を活かし、戦略的に企業等の誘致を推進し地
域経済の活性化を図るほか、中心市街地活性化、医
療、福祉系サービスの充実など機能的なまちづくりの
推進に係る経費として充当させていただきました。

外国人観光客誘客事業

紋別市では、外国人観光客の増加を目的に国外のう
ち、北海道人気の高い東南アジア地区各国において観
光宣伝ＰＲを行い、本市の知名度向上、誘客活動を
行っております。
この観光宣伝ＰＲにかかる経費に充当させていただ
きました。

16,342,040円

8,000,000円

・東南アジア地区各国において、その国の事情にあったＰＲ宣伝方
法を用いて誘客事業を行い、本市への観光客増加を図りました。
・外国人観光客ＰＲ活動事業
ベトナム・ホーチミン市夏季宣伝(R2.6.1～R2.7.31)2,189千円
タイ・バンコク市夏季宣伝(R2.6.1～R2.7.31)
1,983千円
シンガポール夏季宣伝(R2.7.1～R3.8.31)
1,963千円
マレーシア・クアラルンプール市夏季宣伝(R2.6.1～R3.8.31)
990千円
ベトナム・ホーチミン市冬季宣伝(R2.9.1～R2.12.31)
1,848千円
タイ・バンコク市冬季宣伝(R2.9.1～R2.12.31)
814千円
マレーシア・クアラルンプール市冬季宣伝(R2.9.1～R3.12.31)
1,958千円
外国語ガイドブック作成（ベトナム語版）
2,287千円
紋別空港外国人搭乗者等分類調査業務
2,310千円

854,144,000円

8,600,000円

・令和2年度においては、牛舎の新築・増築などを新たに行った取組
主体が4件（うち、1件は3戸協業法人）であり、いずれも経営規模拡
大が図られるとともに、搾乳ロボットの導入による労働力の省力化
も進み。地域農業生産基盤の強化に繋げることが出来ました。

3,268,000円

3,100,000円

・商店街振興組合等が行う、活力ある商店街と消費者の密着を図る
ことを目的とした催事に対する補助を行いました。
・紋別市商店街連合会が行う、商店街の活性化や魅力ある商店街づ
くりの促進を目的とした事業に対する補助を行いました。
・コロナ禍における厳しい状況を乗り切るため、飲食事業者が連携
して取り組む事業へ補助を行いました。
・商店街振興組合の区域内に点在する、空き地・空き店舗を解消し
て、賑わい性のある商店街づくりの促進を目的として、出店に係る
家賃や借地料、店舗改修費等に対する補助を行いました。

2,875,000円

2,200,000円

・紋別市商店街連合会が発行する地域ポイントを、市の施策への市
民参加で付与したことにより、域内循環及び市の施策推進へと繋げ
ることができました。

1,338,000円

1,000,000円

・紋別の特産品をPRする、オホーツクもんべつ産品ガイドブック
「紋太の手みやげ」を15,000部作成し、市内だけではなく、道内外
の催事やアンテナショップなどを利用して、紋別市の魅力を伝える
ことができました。
・市内事業所が行う積極的な販路拡大への取組に支援し、事業所育
成と紋別のPRを図ることができました。

13,562,000円

13,500,000円

・市内における新たな事業の創出を促進し、産業の活性化及び発展
を図ることを目的として、創業に要する経費の一部を補助しまし
た。

畜産競争力強化整備事業

農業関係者にて組織する「農畜産業振興クラスター協
議会」が行う、地域の酪農・肉用牛経営の収益性向上
と、生産基盤強化への取組みに対し、牛舎新設等の必
要な施設整備等を支援するための経費に充当させてい
ただきました。

商店街活性化対策事業

中心市街地における空き地・空き店舗化の解消を図
り、中心市街地に活気を呼び戻すため、催事の実施や
空き店舗活用時の家賃補助等を行うための事業費に充
当させていただきました。

行政ポイント事業

市の各部署で行っている施策等への市民参加を推進
し、参加した市民へのポイント付与から域内循環の活
性化へ繋げる事業に充当させていただきました。

地域資源情報発信事業

地域資源を活用した市内の特産品について、情報発信
活動を行い、紋別ブランドや食と観光について推進
し、地域経済活性化を図る事業に充当させていただき
ました。

中小企業チャレンジ支援事業

地域の若手や担い手などが、創業・第二創業や新たな
ものづくりなどの革新的な取組にチャレンジしやすく
なる環境整備を目的として、創業に要する経費や先駆
的な取組を行う中小企業に対し、経費の一部を補助す
るための事業費に充当させていただきました。

4.次世代を担う人材育成に関する事業（延51,235名）

事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

・参加学校

海外青少年短期留学事業
中高生の国際理解の向上と国際感覚の醸成を図るた
め、タイ王国バンコク市内の連携協定関係にある３校
から短期留学生の受入とオンライン交流の実施を予定
していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に
より渡航が困難となったため、短期留学生の受入が中
止となり、オンライン交流を中心としたタイ青少年と
の交流を行うための経費に充当させていただきまし
た。

主な内容

額

361,143円

200,000円

34,100,000円

20,000,000円

・交流内容

紋別市～市内中学校、紋別高校
バンコク～ビーコンハウス・ヤームサアート学校、
バーンパコック・ウィタヤーコム学校、
ウドムスックサー学校
中学生～自己紹介、伝統文化紹介、
近況報告等情報交換
参加人数 紋別15名 タイ23名 回数５回
高校生～自己紹介、Ｔシャツの共同製作、
近況報告等情報交換
参加人数 紋別27名 タイ11名 回数４回

小学校机椅子更新事業

古くなった市内小学校全校の机・椅子の更新に充当さ
せていただきました。

・市内小学校全校の机・椅子を更新し、児童の教育環境の向上につ
ながりました。

紋別高等校活性化支援事業（補助金）
紋別高等学校の活性化を図り、生徒に選ばれ魅力ある
高校づくりを実現するため、紋別高等学校同窓会教育
振興会が行う学力向上、部活動支援、生活支援の各事
業の経費に充当させていただきました。

29,742,000円

29,000,000円

・学力向上支援として、ネット学習による経費補助、模試・資格取
得受験料補助、部活動支援事業として、遠征費等補助、生活支援事
業として、下宿等家賃補助及びバス通学費等補助を行いました。

138,501,000円

125,000,000円

・民間事業者が建設した学生寮を買取、令和2年6月16日より供用を
開始したほか、寮周辺の外構工事を行いました。

買取型学生寮建設事業
紋別高校の間口維持を行う支援の一つとして、新たに
学生寮を建設。早期建設及び開設を目指すため、民間
事業者が建設した物件を買取る買取型建設事業により
実施し、その建設経費として充当させていただきまし
た。

・次の事業を実施し、学校施設の教育環境向上につながりました。

小学校施設整備事業

学校、PTAの要望事項を考慮し、計画的に施設整備を
実施するための経費に充当させていただきました。

44,522,917円

・紋別小学校の児童用下駄箱及び地下重油タンクの改修並びに煙突
の石綿の除去を行いました。
・潮見小学校体育館の暗幕を更新しました。
・南丘小学校の図書館の改修をしました。
・上渚滑小学校の教室複式化の改修をしました。
・紋別・潮見・南丘小学校の鉄棒を更新しました。

12,000,000円

中学校施設整備事業

・次の事業を実施し、学校施設の教育環境向上につながりました。

学校、PTAの要望事項を考慮し、計画的に施設整備を
実施するための経費に充当させていただきました。

18,256,658円

18,000,000円

1,300,000円

1,000,000円

・紋別中学校のダムウェーターの更新及び受電設備の改修をしまし
た。
・潮見中学校の教室ロッカーの改修及び格技場温風ボイラーの更新
をしました。
・渚滑中学校体育館遠赤暖房機電気制御基盤の更新をしました。

音楽合宿誘致事業

地域の芸術文化振興を図るため、音楽合宿の誘致に係
る経費に充当させていただきました。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりましたが、
音楽セミナー開催期間の拘束に係る対価として、参加予定であった
講師に対し報償費また中止決定前の事業着手経費を支出に充てるこ
とができました。

5.医療、福祉又は子育て支援の充実に関する事業（延126,104名）

事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

３歳未満児保育料無償化事業
国が実施する幼児教育・保育無償化制度の対象となっ
ていない、3歳未満の課税世帯における児童の保育料
の免除を実施しており、その対象経費に充当させてい
ただきました。

8,500,000円

・対象者 紋別市に住所を有し、認定こども園や保育所等に入園
（所）している０歳から２歳児クラスの児童の保育料免除すること
ができました。
・実績 対象児童数 42人の保育料免除に充てることができまし
た。

406,727,000円

298,600,000円

・常勤医師の増加などにより、診療体制の整備拡充が図られまし
た。これにより、外来診療の拡大を図ることができ、循環器内科や
整形外科などの入院患者の増加にもつながっております。
・地域住民にとりましては、身近な医療機関で良質な医療の提供を
継続して受けられることにつながっており、患者の負担軽減が図ら
れることとなりました。

137,714,002円

68,000,000円

・医師をはじめとした、スタッフの確保、適切な施設および医療器
材の維持・管理を行うことができ、通年（365日）開院することがで
きました。

10,207,310円

広域紋別病院企業団負担金（拡大分）
広域紋別病院はオホーツク海沿岸のほぼ中央に位置す
る紋別市にある総合病院です。
西紋別地域２次医療圏は、神奈川県より広大な面積を
カバーしており、その役割を果たすために１７診療科
を有しております。
地域住民に安心して暮らせる医療の提供を持続するた
めの経費に充当させていただきました。

休日夜間急病センタ－運営管理事業

紋別市にとって喫緊の課題である、逼迫した地域医療
体制再構築に際し、休日夜間急病センターの運営管理
経費に充当させていただきました。

6.人口減少対策に関する事業（延17,820名）

事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

紋別暮らし促進事業

紋別市への移住・定住を促進するため、一定期間「紋
別暮らし」を体験することができる「お試し住宅」の
管理・運営・ＰＲ経費等に充当させていただきまし
た。

3,000,000円

・人口減少に歯止めをかける対策の一つとして、定住・二地域居住
を希望している方に対し、生活に必要な家具や家電を備え付けた住
宅を整備し、紋別暮らしを体験してもらい、定住等につなげるため
の事業を実施しました。

3,427,905

2,345,884円

●国際交流サロン来館者数
のべ1,025人（外国人：596人、日本人：429人）
●次の様々な事業を行い、国籍問わず多くの方にご参加いただき
ました。
・日本語講座…初級・中級・N4・N3のクラス別に実施。
・社会科見学会…救急時の対応や市内産業、観光施設等を見学。
・バスの乗り方教室…市内公共交通機関を容易に利用すること
により、生活の利便性を高めることを目
的として実施。
・日本文化体験講座…日本食・和菓子調理体験、写真の撮り方、
アレンジフラワークラシックギターの講
座をそれぞれ実施。
・写真展…外国人住民が市内を撮影した写真を展示。
・新年書初め会…日本の新年行事である書初めを体験し、今年
一年の抱負や目標を展示。
・タイ料理教室…市内の親子と技能実習生が料理を通じて交流
しました。

2,800,000円

2,500,000円

・１名の道内専門学校に在籍する外国人留学生に奨学金の給付を行
いました。この方は専門学校での就学期間を終えた令和４年度から
紋別市内の介護施設で就業する予定となっています。

21,557,400円

21,000,000円

・中学生までの入通院にかかる医療費の自己負担分（初診時一部負
担金を除く）を助成しています。
・これにより中学生までの子どもは初診時一部負担金（医科580円、
歯科510円、柔整270円）のみで診療を受けられます。

420,892円

400,000円

・北海道特定不妊治療費助成事業に10万円を上限に上乗せして助成
を行いました。

300,000円

300,000円

・遠紋圏域外の医療機関で定期受診から出産までにかかる通院費用
等に対して支援を行いました。

7,800,000円

6,000,000円

3,979,000円

国際交流サロン運営事業

生活者である外国人材のための多文化共生社会の実現
に向け、技能実習生を対象とした国際交流サロン運営
にかかる経費として充当させていただきました。

外国人介護人材育成事業

紋別市内の介護福祉施設等の人材確保対策として、介
護福祉士の国家資格取得を目指す外国人留学生に対し
て、奨学金を給付する経費に充当させていただきまし
た。

子ども医療給付拡大事業

紋別市は子どもの健やかな成長と子育て世帯の経済的
負担の軽減を目的に、子どもの医療費の助成を行って
おり、その経費に充当させていただきました。

特定不妊治療費助成事業

不妊に悩む夫婦の特定不妊治療費の助成に充当させて
いただきました。

出産支援緊急対策事業

遠紋圏域で分娩できないハイリスク妊婦が、圏域外の
医療機関で定期受診を受けた際に支出する支援金に充
当させていただきました。

医療従事者養成確保事業

将来、紋別市内の医療機関等で看護業務に従事しよう
とする者に対しての貸付及び助成等に充当させていた
だきました。

・将来、紋別市内の医療機関等で看護業務に従事しようとする者に
対して修学資金の貸し付けを行いました。

雇用開発及びＵターン促進事業

求人・求職者及びUターン希望者に対する情報提供や
相談業務など、雇用の確保に向け取り組みに係る経費
に充当させていただきました。

9,812,000円

9,500,000円

・求職者やU・Iターン希望者、移住希望者に対する情報提供及び相
談業務、また市内事業所の雇用開発などを行いました。
・紋別市へのU・Iターンに係る宣伝広告として、Facebookによる広
告を実施しました。
・事業の周知のため、パンフレット等を作成しました。
・U・Iターンに係る助成や資格取得費用の一部助成などに対する補
助を行いました。

9,207,841円

4,500,000円

・国際化推進員を2名（ベトナム、タイ）を配置し、生活者である外
国人の相談業務や、市内企業の産業活動の新たな担い手として外国
人材の新規受入に係る支援を行いました。

1,137,600円

1,000,000円

・北海道森林整備担い手支援センターを通じ市内の林業従事者に奨
励金を支給する林業労働者の通年雇用化や長期就労化に向けた取組
を行いました。
【実績】
市内の林業労働者５１名

13,812,771円

7,500,000円

・空家等が放置され管理不全な状態となったときに、所有者等が自
ら除却しようとする場合にその除却費用の一部を補助することに
よって、所有者への経済的負担を減らし、管理不全な空家の抑制に
寄与することができました。

8,000,000円

8,000,000円

・空家の取得及び取得に伴う改修に係る費用の一部を補助すること
によって、取得等希望者の経済的負担を減らし、地域資源としての
空家の利活用を促進することができました。

19,974,000円

17,100,000円

・令和2年6月16日に開設し、入寮生への食事の提供や生活指導を行
う管理人の委託経費、光熱水費、食材費など維持経費のほか、生活
に必要な物品（家電製品、机、椅子、ベッド等）の購入を行いまし
た。

外国人就労推進事業

本市の生産年齢人口の減少に伴い、市内企業へ新たな
労働力として外国人材の雇用を推進するための経費と
して充当させていただきました。

森林作業員長期就労促進事業

市内に在住する林業労働者の雇用状況改善による長期
就労化を進めるため、北海道森林整備担い手支援セン
ターが実施する「森林作業員就業条件整備事業」の負
担金に充当させて頂きました。

廃屋・空家対策事業

地域の良好な景観の保全のため、廃屋･空家を除却す
る経費の一部を補助する事業費に充当させて頂きまし
た。

空家利活用促進事業

空家を未然に防止するため、移住促進や中心市街地の
活性化･子育て支援を図りながら、空家を取得等する
経費の一部を補助する事業費に充当させて頂きまし
た。

学生寮運営事業

紋別高校に通学する近隣町村及び管外からの通学が困
難な生徒の生活の場を提供する学生寮の運営管理経費
として充当させていただきました。

7.公共施設の整備に関する事業（延6,149名）

事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

学校ＩＣＴ整備事業
児童生徒、教員によるＩＣＴを活用した授業を展開
し、学力の向上を図る整備に充当させていただきまし
た。

19,441,362円

19,000,000円

・校務用ノートＰＣを全教員分整備を実施することができました。
・職員室ネットワークを整備することができました。
・校務支援システムを導入することができました。

11,042,000円

10,900,000円

第１リフト、第２リフト及び圧雪車の整備を実施することができま
した。

スキー場整備事業
オホーツク海を一望できる「大山スキー場」を、安
心・安全に利用するための整備費等に充当させていた
だきました。

８.その他、市長が必要と認める事業（延507,679名）

事

業

名

事

業

費

基

金

充

当

額

主な内容

公共施設等整備基金積立金

地域住民の生活や、様々な活動の場として利用される
市内公共施設の整備等に活用する基金への積立金に充
当させて頂きました。

553,030,005円

553,000,000円

・今後予定されている市役所新庁舎の建設や、施設の老朽化対策な
どに活用される基金への積立を行い、将来的な公共施設の整備に備
えることができました。

750,000,640円

750,000,000円

・紋別市の医師確保対策の推進等に要する費用に充てることができ
ました。

393,476,000円

236,000,000円

・西紋別地区広域ごみ処理センターが正常に運転されることによ
り、西紋別地区の燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみを問題な
く処理することができました。

18,082,086円

17,000,000円

・もんべつ観光港まつり代替イベント
3,858,013円
・もんべつ流氷まつり代替イベントなど
14,244,073円
まつり等観光イベントについては、コロナ禍のため中止とせざるを
得ない状態でしたが、地域経済の維持に努めるべく代替イベントに
活用させて頂き、地域の活性化が図られました。

45,110,306円

45,000,000円

・㈱紋別観光振興公社観光事業課
・紋別観光戦略委員会

95,690,000円

・常勤医師の増加などにより、診療体制の整備拡充が図られまし
た。これにより、外来診療の拡大を図ることができ、循環器内科や
整形外科などの入院患者の増加にもつながっております。
・地域住民にとりましては、身近な医療機関で良質な医療の提供を
継続して受けられることにつながっており、患者の負担軽減が図ら
れることとなりました。

161,575,441円

102,500,000円

・市民旅行補助経費
12,024千円
・空港利用促進事業負担金
138,532千円
紋別市及び関係市町村、地元関係者等で組織する協議会、
期成会が、各種事業を実施いたしました。（その他会員負担金で
実施)
（事業内訳）
首都圏搭乗対策
127,702千円
地元搭乗対策
13,898千円
その他対策経費
1,383千円
・紋別観光振興公社支援事業
10,890千円
・その他事務経費
130千円

13,786,399円

13,500,000円

・地域の活性化及び「紋別ー羽田」線の搭乗者確保を図ることを目
的とし、スポーツ合宿を行う団体に対し、宿泊費、航空機、レンタ
カー・バス使用料に係る費用の一部助成を行いました。

489,294,000円

77,100,000円

・市内事業所の中でも、新型コロナウイルス感染症の影響が特に大
きい小売・サービス業を中心に、延べ1,839件の店舗等へ支援するこ
とができ、感染症の影響により事業を廃止した事業所はありません
でした。

医療確保対策基金積立金

紋別市の医療確保対策の推進のため充当させていただ
きました。

西紋別地区広域ごみ処理センター運営負担金

西紋別地区広域ごみ処理センターの運営費及び、一般
廃棄物処理事業債への償還金に係る経費に充当させて
いただきました。

観光イベント事業補助金

市内３大まつり（「港まつり」「グルメまつり」「流
氷まつり」）の他、市民が中心となったイベント活動
などの充実を図り、地域の活性化を推進するための経
費に充当させていただきました。

観光振興補助金
市内観光産業の先導役として平成29年に誕生した㈱紋
別観光振興公社観光事業部門の育成を目的に運営費及
び宣伝費のほか
市内の観光誘客事業の推進のため、観光事業者など
で組織する紋別観光戦略委員会の活動費に充当させて
いただきました。

40,933,000円
4,177,306円

広域紋別病院企業団負担金（拡大分）
広域紋別病院はオホーツク海沿岸のほぼ中央に位置す
る紋別市にある総合病院です。
西紋別地域２次医療圏は、神奈川県より広大な面積
をカバーしており、その役割を果たすために１７診療
科を有しております。
地域住民に安心して暮らせる医療の提供を持続するた
めの経費に充当させていただきました。

406,727,000円

紋別空港利用促進事業

遠紋地区唯一の空港であるオホーツク紋別空港の需
要拡大、搭乗者数の安定的確保を図り、交流人口の拡
大、観光客の増加、医療の確保など目指すため、各種
搭乗対策を実施し、路線存続、通年運航各確保に係る
事業経費に充当させていただきました。

スポーツ合宿誘致事業

全国からスポーツ団体の合宿を誘致し、オホーツクの
豊かな自然環境の下で技術向上を図ってもらうととも
に、地域の活性化を推進するための経費に充当させて
いただきました。

新型コロナウイルス対策事業（経済対策）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける市内事
業所の経営継続を支援するため、融資制度の特別枠創
設や、支援金の給付、感染症拡大防止対策に対する支
援に充当させていただきました。

プレミアム付商品券発行事業

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市
内消費の活性化を目的とする、プレミアム付き商品券
事業の実施に充当させていただきました。

108,682,000円

13,400,000円

①子育て世帯臨時特別給付金給付事業 国施策分（6月以降支給分）
●対象者：令和2年4月分の児童手当（本則給付）の支給を受けて
いる者。
●支給額：対象児童１人につき10,000円
●実 績：1,304世帯 児童数 2,150名

子育て世帯臨時特別給付金給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て
世帯を支援する観点から、臨時特別の給付金を支給す
ることで、子育て世帯全体の支援につなげておりま
す。この経費に充当させていただきました。

140,171,107円

1,310,000円

2,800,000円

・学校の集団感染のリスクを避けるため、保健衛生用品等の整備や
感染症対策等を徹底しながら学習保障するための新たな試みを実施
するにあたり、学校教育活動の再開支援の経費として消耗品や備品
などの購入をしました。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、各学校の教室に換気扇を
設置するとともに、手洗いの自動水栓化及び冬の手洗いのための給
湯管の改修を実施しました。
・各学校が感染症対策を徹底しながら、児童生徒の学習保障をする
ための取組を実施するにあたり、学校教育活動の円滑な運営を支援
するための経費として消耗品や備品などの購入をしました。

29,364,630円

1,200,000円

・学校の集団感染のリスクを避けるため、保健衛生用品等の整備や
感染症対策等を徹底しながら学習保障するための新たな試みを実施
するにあたり、学校教育活動の再開支援の経費として消耗品や備品
などの購入をしました。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、各学校の教室に換気扇を
設置するとともに、手洗いの自動水栓化及び冬の手洗いのための給
湯管の改修を実施しました。
・各学校が感染症対策を徹底しながら、児童生徒の学習保障をする
ための取組を実施するにあたり、学校教育活動の円滑な運営を支援
するための経費として消耗品や備品などの購入をしました。

54,000,000

54,000,000円

・コロナ禍においてもガリヤ地区内各施設の安定した維持管理を行
うことができました。

69,103,439円

新型コロナウイルス対策事業（中学生対策）

中学校の新型コロナウイルス対策経費に充当させてい
ただきました。

②子育て世帯臨時特別給付金給付事業 市独自施策分（6月以降支給
分）
●対象者：令和2年4月分の児童手当（本則給付）の支給を受けて
いる者。
●支給額：対象児童1人につき20,000円
●実 績：1,226世帯 児童数 2,002名
③子育て世帯臨時特別給付金給付事業（再支給） 市独自施策分
（12月以降支給分）
●対象者：平成14年4月2日から令和2年12月1日までに生まれた紋
別市に住民登録のある児童がいる保護者。
●支給額：対象児童1人につき30,000円
●実 績：1,521世帯 児童数 2,529名

新型コロナウイルス対策事業（小学生対策）

小学校の新型コロナウイルス対策経費に充当させてい
ただきました。

・市内532店舗が取扱店として参加したプレミアム付き商品券事業に
より、商品券分のみで約4億2千万円が市内消費され、市内経済化の
活性化を図ることができました。

新型コロナウイルス対策事業（ガリヤ地区施設
支援）
ガリヤ地区内にあるアザラシ保護施設や氷海展望塔の
運営維持のため、コロナ禍により減収となった施設管
理団体向けに支援を行うことで同施設の存続に寄与し
ています。この事業経費に充当させていただきまし
た。

お一人で複数の使いみち指定がありますので、寄附者数と各事業への寄附者は一致しません。
なお、前年度からの繰越や、予算化の時期の関係から、平成３１年度（令和元年度）の寄附金総額とは一致しません。

