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１ 策定の趣旨及び性格について

(1) 策定の趣旨
この実施計画は、第４次厚真町総合計画の基本構想に定める町の将来像「あつまる つながる

まとまる 大いなる田園の町 あつま」を実現するため、基本計画の施策に基づき、総合的かつ
計画的なまちづくりを推進するために策定するものです。

(2) 計画期間
実施計画の計画期間は、令和４年度から令和６年度の３年間とします。

(3) 計画の性格
この実施計画は、基本計画を達成するために必要な事務事業の実施期間、事業費等を明らかに

し、予算編成や各事務事業執行の指針とするものです。
住民ニーズや社会経済情勢の変化、財政見通しなどに的確に対応するため、計画期間内に毎年

度見直しを行うローリング方式とします。また、実施計画に掲載する事業は、３年間の事業期間
内に実施を予定する具体的な事務事業で、行政内部事務等は除きます。

(4) 計画の進行管理
総合計画の実行性を確保するため、「ＰＤＣＡサイクル」による進行管理を行います。基本計

画の施策ごとに定めた「まちづくり指標」の進ちょく状況を基に、より効果的・効率的な推進が
図られるよう、見直し・改善を図っていきます。「まちづくり指標」の進ちょく状況は、隔年で
掲載します。
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事業費（億円）

307.1    

19.6    

2.9    

保健事業勘定 18.0    

介護サービス事業 1.2    

20.3    

7.1    

376.2    実施計画３カ年事業費合計

会計

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

後期高齢者医療

介護保険事業

簡易水道事業

公共下水道事業

基本目標 基本施策 事業費（千円）

　１　子ども・子育て支援の充実 1,095,827    

　２　学校教育の充実 1,501,265    

　３　社会教育の充実 228,293    

　４　生涯スポーツの振興 168,106    

　５　まちづくり人材の育成 91,539    

小計 3,085,030    

　６　高齢者福祉・介護の充実 2,421,612    

　７　社会福祉・障がい者福祉の充実 1,055,516    

　８　保健・医療の充実 2,965,108    

小計 6,442,236    

　９　農業の振興 1,504,837    

１０　林業の振興 1,315,872    

１１　水産業の振興 103,948    

１２　商工業の振興 869,678    

１３　観光・交流のまちづくりの推進 822,571    

小計 4,616,905    

１４　都市基盤の充実 6,176,033    

１５　環境保全の推進 2,162,955    

１６　快適な住環境の確保と定住促進 4,038,505    

１７　消防・防災の強化 1,963,094    

１８　防犯・交通安全対策の強化 41,750    

小計 14,382,337    

１９　住民自治の推進 1,641,856    

２０　健全な行政運営の推進 7,454,158    

小計 9,096,013    

37,622,521    実施計画３カ年事業費合計

１　人が輝くあつま

２　健やかで安心なあつま

３　みのり豊かなあつま

４　快適に暮らせるあつま

５　みんなで支えるあつま

２ 計画期間中の事業費

基本施策別の事業費一覧 各会計別の事業費一覧
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基本目標１　人が輝くあつま

基本施策１　子ども・子育て支援の充実

施策項目１－１　妊活期から子育て期にかけた包括的事業の推進

　　　　１－２　就学前教育・保育の充実

　　　　１－３　子育て支援の充実

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

子育て世代包括支援事業

住民課 子育て世代包括支援Ｃ ○ ○ ○ 58,562

こども園魅力化指導事業

住民課 子育て支援Ｇ ○ ○ ○ 13,585

子育て支援給付事業

住民課 子育て支援Ｇ ○ ○ ○ 43,115

基本施策２　学校教育の充実

施策項目２－１　才能や個性を伸ばし、ふるさとを愛する教育の推進

　　　　２－２　国際社会に絆を広げるコミュニケーション能力の育成

　　　　２－３　豊かな心の力を育む子どもの育成

　　　　２－４　健やかな体を育む子どもの育成

　　　　２－５　質の高い教育を支える教育環境の確保

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

英語教育推進事業

生涯学習課 学校教育Ｇ ○ ○ ○ 8,910

学校給食センター整備事業

生涯学習課 学校給食Ｃ ○ ○ ○ 76,702

厚真中学校陸上グラウンド整備事業

生涯学習課 学校教育Ｇ ○ 230,684

実施年度

子育て家庭の経済的支援のため、医療費・保育料・高校生通学費

のポイント還元と、結婚・出産費用の一部を補助します。

アレルギー専用調理室及び厨房機器を設置することで、給食を安

全に調理・提供します。

特色ある英語教育によりコミュニケーション能力の素地や基礎の

充実を図り、児童生徒の英語活用力を高めます。

厚真中学校グラウンドを、陸上競技の公認競技場に改修すること

で、本町のスポーツ競技環境の充実とスポーツ振興を図ります。

実施年度

妊活期から子育て期におけるあらゆるニーズに対応するワンス

トップ窓口機能を設け、相談、援助の充実を図ります。

町が目指す保育実現のため、先進園の指導者を招へいし、幼児教

育の実践方法や環境整備の技術的指導を受けます。

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

事業概要

事業概要

３ 主な実施事業＜基本目標１ 人が輝くあつま＞
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基本施策３　社会教育の充実

施策項目３－１　生涯を通じた多様な学習活動の推進

　　　　３－２　社会教育環境の整備

　　　　３－３　文化の継承と文化財の保護・活用

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

ふるさと教育推進事業

生涯学習課 社会教育Ｇ ○ ○ ○ 30,065

埋蔵文化財整理事業

生涯学習課 社会教育Ｇ ○ ○ ○ 14,939

基本施策４　生涯スポーツの振興

施策項目４－１　生涯を通じた多様な体力づくりの推進

　　　　４－２　スポーツ・レクリエーション環境の整備

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

町民体育祭開催事業 中止

生涯学習課 社会教育Ｇ ○ ○ ○ 5,222

新町パークゴルフ場代替施設整備事業

建設課 土木Ｇ ○ ○ 163,401

基本施策５　まちづくり人材の育成

施策項目５－１　地域産業を担う人材の育成

　　　　５－２　まちづくり人材の育成

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

地域おこし協力隊活動事業

まちづくり推進課 復興推進Ｇ

産業経済課 農業Ｇ

産業経済課 林業水産Ｇ

生涯学習課 学校教育Ｇ

生涯学習課 社会教育Ｇ

起業家人材育成事業

まちづくり推進課 復興推進Ｇ ○ ○ ○ 123,954

642,158

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

埋蔵文化財やアイヌ民族及び明治開拓期以降の歴史民俗文化財を

収集、調査、保存、公開し、歴史文化への意識高揚を図ります。

事業概要
実施年度

地域おこし協力隊制度を活用し、地域産業を担う人材を確保・育

成します。農業支援員、起業型、協働型、教育魅力化支援員、漁

業支援員、スポーツ振興支援員の他、インターンシップ型地域お

こし協力隊の受入を行っています。

新町町民広場パークゴルフ場の代替施設を整備します。

ローカルベンチャースクールの開催や情報発信事業等により、起

業家人材の確保・育成を図ります。

事業概要

事業概要

町民の健康維持増進と親睦を図るため、集まリンピック（町民体

育祭）を開催します。

○○

実施年度

○

小中一貫の９年間で「厚真の未来を語れる子」の育成を目指し、

ふるさと厚真の教育資源をフル活用した取組を推進します。

実施年度
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基本目標２　健やかで安心なあつま

基本施策６　高齢者福祉・介護の充実

施策項目６－１　地域包括ケアの推進

　　　　６－２　介護予防・生きがいづくりの推進

　　　　６－３　福祉・介護サービスの充実

　　　　６－４　高齢者の生活支援の推進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

認知症総合支援事業

住民課 福祉Ｇ ○ ○ ○ 13,875

小規模多機能ホーム「ほんごう」運営事業

住民課 福祉Ｇ ○ ○ ○ 73,014

高齢者在宅生活支援事業

住民課 福祉Ｇ ○ ○ ○ 11,800

基本施策７　社会福祉・障がい者福祉の充実

施策項目７－１　人権・権利擁護の推進

　　　　７－２　地域福祉活動の活性化

　　　　７－３　療育・発達支援の推進

　　　　７－４　障がい福祉サービスの充実

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

成年後見制度中核機関運営事業 新 新規

住民課 福祉Ｇ ○ ○ ○ 6,153

発達支援センター運営事業

住民課 福祉Ｇ ○ ○ ○ 9,276

複合型地域福祉拠点整備事業 新 新規

住民課 福祉Ｇ ○ 28,067

事業概要
実施年度

実施年度

国が定める成年後見制度利用促進基本法に基づき、中核機関を設

置し、制度活用と普及及び人材育成支援を実施します。

発達支援センターを設置し、発達の遅れ又は障がいのある児童と

その家族に対し相談・支援を行います。

複合型地域福祉活動拠点を、多様な就労メニューや地域支援活動

に対応でき、かつ訪れやすい空間に改修します。

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

小規模多機能事業所において、２４時間対応する介護サービスを

提供します。

一人暮らしの高齢者に各種サービスを提供し、在宅生活を支援し

ます。

事業概要

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、認知症地域支援推進員を配置します。

３ 主な実施事業＜基本目標２ 健やかで安心なあつま＞
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基本施策８　保健・医療の充実

施策項目８－１　健康増進事業の推進

　　　　８－２　国民健康保険・後期高齢者医療保険の健全運営

　　　　８－３　地域医療の維持・強化

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

住民健康診査事業

住民課 健康推進Ｇ ○ ○ ○ 40,150

特定健康診査事業

住民課 町民生活Ｇ ○ ○ ○ 14,730

保健衛生一般管理事業

住民課 健康推進Ｇ ○ ○ ○ 7,215

事業概要
実施年度

＜所管課・担当グループ＞

各種健（検）診を実施し、町民の主体的な健康づくりを推進しま

す。

東胆振圏域地域医療構想に基づく地域医療の確保のため、補助

金・負担金の交付します。

国保被保険者を対象に特定健診を実施し、受診データの系統的な

分析を行って重症化予防に取り組みます。
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基本目標３　みのり豊かなあつま

基本施策９　農業の振興

施策項目９－１　いきいきとした人づくりの推進

　　　　９－２　安全・安心な食づくりの推進

　　　　９－３　生産を強化するシステムづくりの推進

　　　　９－４　農業を通じた豊かな地域づくりの推進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

農業後継者育成総合対策事業

産業経済課 農業Ｇ ○ ○ ○ 41,033

スマート農業推進事業

産業経済課 農業Ｇ ○ ○ ○ 31,927

小規模土地改良事業

産業経済課 農業農村整備Ｇ ○ ○ ○ 14,418

基本施策１０　林業の振興

施策項目１０－１　林業・林産業の担い手の確保

　　　　１０－２　被災森林の機能回復と適切な森林管理の推進

　　　　１０－３　地域産材の活用促進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

森林再生・林業復興事業

産業経済課 森林再生推進Ｇ ○ ○ ○ 953,756

被災町有林造林事業

産業経済課 林業水産Ｇ ○ ○ ○ 123,917

事業概要
実施年度

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

労働時間の大幅な短縮や、作業効率化による経費削減等に寄与す

る技術や機械の整備を支援します。

農業者が実施する農地の保全に対して支援することで、遊休農地

の発生を防止します。

事業概要

北海道胆振東部地震により被災した森林を再生させ、将来、森林

資源として利用できるよう人口造林や路網整備を推進します。

農業後継者及び新規参入者の育成・確保対策を実施し、将来にわ

たり町の農業を支え地域に貢献する担い手を育成します。

実施年度

北海道胆振東部地震により被災した町有林の人工造林及び作業道

設置を行い、森林再生、林業復興に取り組みます。

３ 主な実施事業＜基本目標３ 実り豊かなあつま＞
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基本施策１１　水産業の振興

施策項目１１－１　漁業担い手の確保

　　　　１１－２　資源管理型漁業の促進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

漁業安全操業対策事業 新 新規

産業経済課 林業水産Ｇ ○ 2,595

漁業振興事業

産業経済課 林業水産Ｇ ○ ○ ○ 7,913

基本施策１２　商工業の振興

施策項目１２－１　商工業活性化への支援

　　　　１２－２　起業・新分野への進出と６次産業化への支援

　　　　１２－３　企業誘致の推進

　　　　１２－４　雇用機会の確保

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

起業・新規事業創出支援事業

まちづくり推進課 復興推進G ○ ○ ○ 49,009

サテライトオフィス運営事業

産業経済課 経済Ｇ ○ ○ ○ 11,791

基本施策１３　観光・交流のまちづくりの推進

施策項目１３－１　観光資源の魅力化

　　　　１３－２　多様なツーリズムの推進

　　　　１３－３　多様な交流の促進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

交流促進センター整備事業

産業経済課 経済Ｇ ○ ○ ○ 84,479

豊沢森林エリア交流促進事業

まちづくり推進課 復興推進Ｇ ○ ○ 3,845

都市住民と町民のふれあいや交流をとおして、産業の振興と住民

福祉の増進を図ります。

都市住民との交流拠点や関係人口を創出するため、豊沢地区の環

境保全林を中心としたエリアを一体的に整備します。

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

事業概要

シェアサテライトオフィス及びリモートワークハウスを設置し、

利用者ニーズや社会情勢に対応できるよう運営します。

事業概要

漁業振興団体の目的遂行のために、負担金及び補助金を交付しま

す。

新規事業者の立ち上げ時に必要な経費を支援することで、町内事

業者の裾野の拡大と地域経済の活性化を図ります。

漁船の安全操業に必要な無線機やレーダーの購入費用の一部を補

助することで、漁業者の安全操業を図ります。

事業概要
実施年度

実施年度

実施年度
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基本目標４　快適に暮らせるあつま

基本施策１４　都市基盤の充実

施策項目１４－１　都市計画の推進と都市基盤の充実

　　　　１４－２　情報通信基盤の充実

　　　　１４－３　道路・橋りょうの整備

　　　　１４－４　地域公共交通の充実

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

宅地耐震化推進事業

建設課 都市計画Ｇ ○ ○ ○ 2,316,944

幌内左岸線整備事業

建設課 土木Ｇ ○ ○ ○ 456,561

表町バイパス線整備事業

建設課 土木Ｇ ○ ○ ○ 148,983

基本施策１５　環境保全の推進

施策項目１５－１　自然環境の保護・保全

　　　　１５－２　公害の未然防止

　　　　１５－３　再生可能エネルギーの有効活用

　　　　１５－４　適切なごみ処理の推進

　　　　１５－５　生活排水の適正処理

　　　　１５－６　環境衛生の推進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

ゼロカーボン推進事業 新 新規

まちづくり推進課 復興推進Ｇ ○ ○ ○ 573,956

環境保全林整備事業

産業経済課 林業水産Ｇ ○ ○ ○ 10,044

エネルギー地産地消事業

産業経済課 経済Ｇ ○ ○ ○ 257,259

事業概要
実施年度

大規模盛土造成宅地の今後の活動崩落事故を防止するため、地盤

調査及び滑動崩落防止対策を推進します。

厚真大通から本郷地区へ抜けるバイパス道路の整備を行います。

事業概要
実施年度

２０５０年二酸化炭素排出量実質ゼロ達成に向け、持続可能な地

域づくりを推進します。

舗装が劣化し、狭小で車両のすれ違いの困難な道路の拡幅整備を

実施します。

地域の再生可能エネルギーの有効活用と防災強化を図るため、厚

真町エネルギー６次産業化プロジェクトを実施します。

新町、豊沢、宇隆地区環境保全林内において、散策路及び既存散

策路の拡幅、補修、整備を実施します。

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

３ 主な実施事業＜基本目標４ 快適に暮らせるあつま＞
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基本施策１６　快適な住環境の確保と定住促進

施策項目１６－１　公営住宅の整備・維持管理

　　　　１６－２　移住・定住の促進

　　　　１６－３　水道の安定供給

　　　　１６－４　公園・緑地の維持管理

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

子育て支援住宅建設事業

建設課 建築住宅Ｇ ○ ○ 294,122

水道未普及地域解消事業

建設課 上下水道Ｇ ○ ○ ○ 331,500

基本施策１７　消防・防災の強化

施策項目１７－１　消防・救急体制の維持・強化

　　　　１７－２　災害に強いまちづくり

　　　　１７－３　地域防災力の向上

　　　　１７－４　防災体制の強化・充実

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

胆振東部消防組合負担金

総務課 防災Ｇ ○ ○ ○ 842,874

日本海溝千島海溝地震防災津波防災対策事業 新 新規

総務課 防災Ｇ ○ ○ ○ 399,275

防災備蓄倉庫整備事業 新 新規

総務課 防災Ｇ ○ ○ 273,486

基本施策１８　防犯・交通安全対策の強化

施策項目１８－１　地域防犯活動の促進

　　　　１８－２　交通安全対策の推進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

交通安全防犯等推進事業

住民課 町民生活Ｇ ○ ○ ○ 21,384

交通安全防犯灯管理事業

住民課 町民生活Ｇ ○ ○ ○ 9,862

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

＜所管課・担当グループ＞

事業概要
実施年度

交通安全対策及び防犯対策を推進する各種団体への活動支援を実

施ます。

交通安全防犯灯の維持管理を実施します。

子育て支援住宅の設計及び建設を実施します。

事業概要
実施年度

水道施設の延伸により水道未普及地域の解消を図ります。

事業概要
実施年度

各種災害ハザードにさらされていない用地に、災害備蓄倉庫を建

設し、町の防災・減災機能強化を図ります。

日本海溝・千島海溝特別措置法及び津波防災地域づくり法に基づ

き、地震防災・津波防災地域づくりを総合的に推進します。

常備消防力の維持・強化を目的に、胆振東部消防組合への負担金

を支出します。
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３ 主な実施事業＜基本目標５ みんなで支えるあつま＞
基本目標５　みんなで支えるあつま

基本施策１９　住民自治の推進

施策項目１９－１　地域活動の活性化

　　　　１９－２　広報・広聴の充実

　　　　１９－３　協働のまちづくりの推進

　　　　１９－４　男女共同参画の推進

　　　　１９－５　地域間交流の促進

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

災害復興推進事業

まちづくり推進課 復興推進Ｇ ○ ○ ○ 71,303

広報あつま発行事業

まちづくり推進課 企画調整Ｇ ○ ○ ○ 45,507

町史編さん事業

まちづくり推進課 町史・災害史編さん室 ○ ○ 10,800

事業概要
実施年度

＜所管課・担当グループ＞

集落支援員の配置、総合相談窓口の設置、地域の再生に係る計画

の作成等により復旧・復興を推進します。

平成１０年に発行された増補厚真町史以後の町の史実を記録・保

存するため新たな町史を編さんします。

町の行政に関する情報を一般町民に周知するため広報「あつま」

を発行します。
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基本施策２０　健全な行政運営の推進

施策項目２０－１　着実な行政改革の推進

　　　　２０－２　強固な行政組織づくりの推進

　　　　２０－３　公共施設の総合管理の推進

　　　　２０－４　健全な財政運営の推進

　　　　２０－５　官学連携の推進

　　　　２０－６　広域行政の推進

　　　　２０－７　行政情報の適正な管理運営

主な実施事業名 ３カ年事業費

R4 R5 R6 （千円）

デジタル化推進事業

議会事務局 ○ ○ ○ 15,788

入札参加資格共同審査事業 新 新規

総務課 財政Ｇ ○ ○ 477

庁舎及び周辺施設整備事業

総務課 総務人事Ｇ

住民課 福祉Ｇ

建設課 都市計画Ｇ

生涯学習課 社会教育Ｇ

○ 2,446,112

＜所管課・担当グループ＞

北海道胆振東部地震や新型コロナウィルス感染症の拡大により、

本町の情勢が大きく変化したことから、新たに震災を教訓とした

防災力の向上を図るとともに、町民に親しまれ集まれる場所とな

るよう、役場庁舎及び周辺施設の整備に向けた取組を進めます。

○

建設工事及び測量・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の入札参加資格審査手続きをデ

ジタル化し、事業者の利便性向上と保存文書削減を図ります。

事業概要
実施年度

タブレット及びシステムの導入により資料等をペーパーレス化す

ることで、議会及び議員活動の活性化・効率化を図ります。
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要望事項

○都市計画道路の道道昇格と早期の事業化（苫小牧厚真通）

○道道豊川遠浅停車場線の車道再整備及び歩道設置

○道道千歳鵡川線路肩の拡幅整備

○道道千歳鵡川線の線形改良整備

○道道千歳鵡川線の町道交差点整備

○道道上幌内早来停車場線整備事業の推進

○道道上幌内早来停車場線松浦橋の架け替え

○道道厚真浜厚真停車場線整備事業の推進

○道道厚真浜厚真停車場線歩道の改良整備

○苫小牧東部地域の開発促進

○ゼロカーボンの推進に向けた支援の拡充

○２級河川改修事業の促進（厚真川の完成断面による整備の早期完成）

○２級河川入鹿別川改修事業の推進（未改修区間の事業推進と早期完成）

○入鹿別川の２級昇格

砂防 ○厚真川水系特定緊急砂防事業の促進

○大規模災害時における迅速な地域支援の強化

○停電時における踏切の遮断機対策

○治山事業の推進

主要道道及

び一般道道
道路の整備

区分

国土保全と

防災対策

河川改修

その他

地域経済の振興

町域の一体的発展及び厚真町第４次総合計画の推進に向け、次の事項について、国・北海道に
対し要望しています。

４ 国、道等への要望事項
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要望事項

○生活交通バス路線の維持・確保（地域間幹線系統確保維持補助金に係る特例措置の継続）

○公共交通の維持存続及び乗務員の確保

○北海道新幹線札幌延伸に伴う支援

○鉄路の維持存続及び利便性の向上

住環境 ○子育て支援住宅建設事業への支援（子育て世代の移住・定住促進に向けた住宅整備）

その他 ○苫東地区等での積極的なシカ捕獲の推進

○幼児教育・保育の無償化の在り方に関する検討

○直轄災害復旧事業　勇払東部地区の促進

○国営かんがい排水事業　勇払東部（二期）地区の早期完了

○農地整備事業（経営体育成型）の推進

　（１区上流地区、幌内沢地区、上鹿沼第１地区、上鹿沼第２地区）

○鳥獣被害防止総合対策交付金及び鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業の継続

○被災地域の事情を踏まえた水田活用の直接支払交付金制度の運用について

震災要望

住まい・く

らしの速や

かな再建

○加配教員措置等の継続

区分

快適な住環

境の整備

交通

教育・文化の振興と環境

農業の振興

農業農村整

備

その他
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要望事項

○宅地耐震化事業に対する財政支援

○道路の維持補修

○庁舎等の整備に係る公共施設等適正管理推進事業債の交付税措置率の引き上げ

○胆振東部消防組合消防署厚真支署の再整備に対する支援

○大規模土砂災害の恒久的な対策

○道道上幌内早来停車場線松浦橋の架け替え

○治山対策の継続

○砂防堰堤に係る管理道の設置

○農業水利施設の復旧

○道営農業農村整備事業の促進

○米政策にあたっての配慮

○特定森林再生事業の継続及び予算確保

○路網整備対策の継続及び予算確保

○林業・林産加工品機械導入に向けた支援

○新たな森林再生手法確立に向けた検討及び支援

○復興まちづくりへの支援

○デジタル技術の活用促進による復興への支援

○レジリエントでサスティナブルなまちづくりへの支援

○新たな地域資源の活用による復興事業への支援

○緊急防災・減災事業債の恒久化

○人的支援

○防災の専門性を有する人材確保に係る財政支援の拡充

インフラの

強靭化

地域産業の

持続的な復

興

森林再生・

林業復興

復旧・復興

に向けた支

援

区分

震災要望
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