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平成24年第１回町議会定例会の３月２日、伊藤町長が町政執行方針、星教育長が教育行政執行方針

をそれぞれ表明し、議会や町民に理解と協力を求めました。

平成24年度予定されている主な施策・事業についてお知らせいたします。
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農業関係の主な施策・事業
農林業関係については、生産基盤の整備を積極的に取り組むとともに、不良排水路の改修事業を加速

させていきます。また、環境対策として再生可能エネルギー活用実証事業を位置づけるなど各種事業に

取り組み基幹産業である農業、林業の振興に努めていきます。

農業振興関係

・新規就農対策事業補助

受入農家支援補助、生活支援補助【補助拡充】

・農家経営安定対策

平成23年度長雨等被害支援利子補給補助

・環境保全型農業直接支援事業

環境保全型農業直接支払交付金

・わっさむ農村元気づくり支援事業

ふるさと資源の発掘と利活用を支援

経営構造対策関係

・農業活性化センター運営費

分光光度計更新、ＰＨ計更新 他

・担い手対策

わっさむ担い隊増員・集落支援員設置

・特産物振興対策

加工センタートイレ設置

土地改良関係

・不良排水路改修事業

【Ｈ23豪雨被災対策】

・農業体質強化基盤整備促進事業

生産性向上のため24年度から25年度の２カ年で暗

渠排水工事を進めていきます。

・道営事業

和寒中央地区地域水田農業支援緊急整備事業

和寒北地区経営体育成基盤整備事業

第１幹線地区新農業水利システム保全整備事業

農村活性化対策関係

・再生可能エネルギー活用実証事業

林業振興関係

・林業振興事業

林業専用道開設事業、未来につなぐ森づくり推進

事業補助（造林事業26ha）、除間伐事業補助（間

伐事業30ha）

・有害鳥獣被害対策事業

有害鳥獣捕獲奨励補助、有害鳥獣対策連絡協議会

補助

青年の就農意欲の喚起と農業の担い手の育

成を図るために４月１日から受け入れ農家支援

補助を拡充し、生活支援補助の導入を行います。

近年、局部的な豪雨が発生する中、その被害

対策・防止対策として不良排水路の改修を計画

的に行います。

平成24年度工事区間

普通河川三和川改修L=420m、北原北排水路改修

L=800m、4号道路兼用排水路改修L=500m、普通

河川朝日川改修１箇所

新エネルギービジョンを策定し、環境に配慮

した再生可能エネルギー導入の検討から、今後

地域循環型の新産業の創出が可能か産学官連

携による実証事業に取り組みます。

なお、町内の森林資源を活用した「木質チップ

製造施設」と公共施設（役場総合庁舎・町立図書

館・保健福祉センター）の暖房用熱源を木質チ

ップボイラーで行う「地域熱供給施設」を整備す

ることとし、現在国に計画書を提出しています。

増え続けている有害鳥獣（エゾシカ）の処理

対策として、和寒町と剣淵町との共同で「有害

鳥獣焼却施設」の整備をめざし、国に計画書を

提出しています。
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商工観光関係の主な施策・事業
商工観光関係については、昨年に引き続き春・夏・秋を通して彩りを楽しめる塩狩峠の魅力向上のた

めの整備に努め、商工業の振興発展のため各種事業に取り組んでいきます。

商工業振興関係

・緊急雇用創出推進事業

地域特産品研究開発事業

ペポカボチャ：おもちゃカボチャともいわれ主に

種子を食品利用する品種

公園整備関係

・三笠山自然公園整備事業

展望広場整備、合併処理浄化槽補修、看板設置、

東斜面管理・植栽

観光関係

・観光協会補助

塩狩峠環境整備事業

新たな特産物の可能性を追求するため、ペポ

カボチャなど農産物の種や果肉の活用方法の研

究、試作品の開発などを実施し、食と農の連携の

中から雇用が生まれるよう取り組むものです。

和寒町の玄関口である塩狩峠を、四季を通し

て楽しめる癒しの空間として整備を進めます。

花壇の整備、桜の補植、広葉樹の植栽等

保健福祉関係の主な施策・事業
24年度は、これまでの乳幼児等医療費助成制度をわっさむ健やかこども医療費に名称を改め、医療費

無料化の対象を中学生まで拡大し、子育て支援に力を注ぐとともにがん検診、予防接種の費用助成を継

続するなど各種事業に取り組み町民の保健福祉の向上に努めます。

高齢者等福祉関係

・高齢者安心生活推進事業

救急医療情報キット（命のカプセル）配備

・在宅福祉事業委託

ふれあい昼食会

（75歳以上の全てのかたに対象者拡充）

障がい福祉関係

・腎臓機能障がい者通院交通費補助

子育て支援、保健の向上

・母子保健事業

わっさむ健やかこども医療費

中学生までの入院・外来にかかる医療費助成

【対象拡充】

・がん検診（胃・大腸・子宮・乳・前立腺・喉頭）

子宮頸がん・乳がん・大腸がん

国の基準の対象年齢を拡充し検診料の無料化

【継続実施】

・予防接種

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌

国の基準を拡充し接種費用の無料化【継続実施】

・福祉避難所設置事業【拡充分】

災害時に保健福祉センターを援護を必要とするか

たの避難所とするための備品整備

高齢者や障がい者などの安全・安心を確保す

るため、かかりつけ医や持病などの医療情報を

専用の容器に入れ、自宅冷蔵庫に保管しておく

ことで万一の緊急時に備えるのが、救急医療情

報キットです。23年度から対象者の把握、キッ

ト配付を進めており、24年度も希望者にも配付

するなど対象者を拡大し継続して事業を進めて

いきます。

わっさむ健やかこども医療費については、９

ページに詳しく掲載しています。

人工透析による治療を受ける為の通院に要す

る交通費を助成する制度を設け、腎臓機能障が

い者の費用負担軽減と福祉の向上を図ります。

主な内容

・週に２回を超える通院者１人につき

月額5,000円を補助

一般避難所での生活が困難な高齢者や障が

い者、妊婦など特別なかたの避難所が福祉避難

所となります。
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住民関係の主な施策・事業
お客さまから好評をいただいています「お客さま窓口」は、平成24年度からさらなる利便性の向上を

図るため、パスポート申請窓口を開設し、役場で申請・交付事務を取り扱います。

今後も町民の皆さまが便利で利用しやすい体制づくりに努めていきます。

戸籍住民基本台帳関係

・パスポート窓口開設事業

７月からパスポート申請・交付窓口開設

環境衛生関係

・墓地環境整備工事

中和墓地駐車場新設工事、松岡墓地駐車場整備工事

・美しいまちづくり推進事業

環境美化、景観保全等の推進

清掃総務関係

・士別市し尿前処理施設更新負担金

士別市し尿前処理施設の機械設備更新に係る負担

金

・最終埋立処分場整備事業

砂ろ過機制御盤パネル交換、ブロワ分解修理、調

整池周辺排水路等設置工事

パスポート窓口開設については10ページに

詳しく掲載しています。

総務関係の主な施策・事業
自治会関係については、各自治会館の改修、防災組織体制強化に係る支援などを実施し、自治会活動を

推進していきます。

また、省エネルギー促進支援事業、札幌三角山放送局での番組制作など各種事業に取り組み住みやす

いまちづくりと情報発信を推進します。

自治会館関係

・自治会館改修

財産管理関係

・町民センター改修事業

町民センター及び西町町民センター内部改修

企画関係

・パートナーシップ推進事業

札幌三角山放送局で毎月30分番組を

制作し町の情報を発信

・わっさむふるさと交流委員会負担金

天塩町・札幌西区との友好交流事業並びに各和寒

会との交流事業実施

・省エネルギー促進支援事業

防災関係

・地域防災力向上推進事業

自主防災組織体制強化支援補助

・食料品など備蓄備品の整備

自治会館の改修については、計画的に順次整

備をしています。24年度においては、下記の事

業を予定しています。

◎トイレ洋式化

若草、かたくり、中和、三和菊野自治会館

◎屋根外壁塗装

西町、若草、かたくり、松岡北原自治会館

◎駐車場整備

中和自治会館

23年度においては、総合庁舎大規模改修工事

を実施し、耐震補強及び外壁改修工事を完了い

たしました。24年度においては、町民センター

については、子供会室・大集会室床の張り替

え、管理人室の改修、西町町民センターについ

ては、畳表替えや放送設備等の改修を予定して

います。

地球環境にやさしいまちづくりの推進に向

け各種支援事業を実施しています

◎住宅用太陽光発電システム設置事業

対象システム設置者に１kwあたり３万円助成

（上限15万円）

◎木質バイオマス燃料ストーブ設置事業

対象木質バイオマスストーブ設置者に本体

価格の1/2助成

１世帯２台まで（１台につき上限15万円）

◎省エネルギー住宅改修事業

窓の断熱など対象となる住宅改修を行った

かたに対象経費の1/2助成（上限15万円）

自治会の自主防災組織の結成及び防災活動

に対する経費を支援するもの

対象となる事業の例

防災研修会、防災訓練、要援護者台帳作成、

講師謝礼、広報紙の発行など
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消防関係の主な施策・事業
消火栓及び消防用ホースを更新し、火災や災害発生時おける消防活動に万全を期します。

・消防施設等整備事業

消火栓８基更新、消防用ホース55本更新

建設関係の主な施策・事業
市街地区で進めています町道バリアフリー化推進事業を本年度も下記の区域において引き続き工事を

予定しています。また、災害に強いまちづくりを目指し河川改修事業、耐震改修助成など各種事業を展

開し町民が暮らしやすいまちづくりに努めていきます。

住宅管理

・公営住宅整備事業

屋根塗装工事11棟32戸

公営住宅解体２棟12戸

・防災対策促進支援事業

耐震診断・耐震改修補助

道路維持・新設改良

・町道除排雪事業

除雪トラック更新事業

・町道改修整備事業工事

町道バリアフリー化

町道改良工事

町道路面改修工事

町道等維持補修

橋梁長寿命化計画作成委託

六線川橋梁（瑞穂橋）架替事業負担金

河川

・河川改修事業

ワッカウエンナイ川改修工事

万世橋～小鮒橋 L=250m（防災対策事業）

平成24年度町道改修・改良工事区間一覧

◎町道バリアフリー化

日の出道路

北４丁目通り～14線道路 L=100m

14線道路

国道40号～日の出道路 L=465m

北１丁目通り

国道40号～１条通り L=125m

若草２条通り

道道和寒幌加内線～若草中央通り L=230m

４条通り

道道和寒鷹栖線～南４丁目通り L=190m

１条中通り

道道和寒幌加内線～南３丁目通り L=350m

中央通り

ＪＲ和寒駅～国道40号 L=33m

東大通り

道道上士別和寒線～東３丁目通り L=150m

◎町道改良工事

７号道路

七宝橋（中和川）～18線道路 L=975m

◎町道路面改修工事

20線道路

３号道路～道道和寒鷹栖線 L=650m

７号道路～８号道路 L=550m

７号道路

16線道路～道道和寒幌加内線 L=1600m

８線道路

６号道路～７号道路 L=550m

新大通り

道道和寒鷹栖線～道道和寒幌加内線 L=550m

改修工事終了後の様子Ｈ23.9月大雨により河川が増水
している様子（万世橋付近）
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このほかに平成23年度からの繰越事業として下記の事業を実施します

・ＴＶｈデジタル中継局整備事業

10月放送開始を目指して整備しています。

・保育所耐震改修設計業務委託

保育所については、改修設計業務が終了次第、安全に配慮した耐震補強工事を行う予定です。

教育関係の主な施策・事業
未来を拓く人づくり推進事業をはじめ、高校通学補助などの事業を実施し、「確かな学力を身につけ

る」「豊かな心を育む」「健やかで逞しい心と体を育てる」の３項目を柱にこどもたちの心身の健全な

発達のための環境を整備していきます。また、町民一人ひとりが文化やスポーツに親しみ、健康で充実

した生活を送ることができるよう、生涯をとおして学習できる多様な学習機能の充実や、教育環境の整

備に努めながら、「未来を拓く心豊かなまちづくり」を基本に、教育行政を推進していきます。

学校教育関係

・高校生徒通学費補助

新１年生26名、２年生31名、３年生26名

・学校跡地看板設置事業

・小中学校連携教育推進協議会補助

小中学校連携教育に係る事業補助

社会教育関係

・指定文化財保存支援事業

指定文化財稚児舞衣装整備補助

・和寒町未来を拓く人づくり推進事業

児童・生徒への国内研修や国際交流事業に参加す

る際の補助

・文化団体連絡協議会50周年記念事業補助

・公民館改修事業

屋上ウレタン防水、地下タンク腐食防止改修

社会体育関係

・和寒町体育協会60周年事業補助

・スポーツ施設改修整備事業

青少年会館解体、研修館楡内部改修、東山スキー

場リフト改修、体育施設等修繕、スポーツ施設備

品購入

廃校の跡地のうち、現在存在しない学校跡地

に学校名、歴史、校歌などを標記した看板の設置

設置場所

東陵小、東和小中、西和中、朝日小、塩狩小

子どもたちの広い見識と豊かな感性や国際感

覚を育むことを目的に、23年度では、和寒中学校

２年生12名がカナダで実施した交流学習事業に

参加しました。24年度については、台湾での交

流学習事業を予定しています。

特別会計関係の主な施策・事業
特別会計については、町立病院での医療機器更新や芳生苑での耐震診断のほか各分野において、生活

に密着したサービスを提供していきます。

簡易水道事業関係

・水道管網図整備事業

水道管網図面のデータベース化

・水道配水管漏水調査委託

全町一円

・三和浄水場残留塩素計取替工事

公共下水道事業関係

・下水終末処理場長寿命化計画策定委託

・下水終末処理場外壁等改修工事

下水終末処理場（管理棟、水処理棟）の外壁改修

及び屋根防水等工事

介護保険関係

◎サービス事業勘定

・芳生苑耐震診断業務委託

町立病院事業関係

・医療機器整備

ＣＴ(更新)、骨塩量測定装置(更新)、電子カルテ

端末画像管理診断システム端末増設

・備品購入

検査データシステム（更新）、病棟ベッド更新他

平成24年度介護保険料、後期高齢者医療保険

料についてはお知らせがございますので、12ペ

ージ（介護保険）、14ページ（後期高齢者医

療）をご覧ください。
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