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歳 入
総 額 

44億9,500万円 

一般会計　44億9,500万円
福祉や教育、道路整備など 
町の基本的な事業の会計 

特別会計 24億7,071万円
国民健康保険、簡易水道事業、
公共下水道事業、介護保険、
後期高齢者医療の事業会計

繰越事業費

一般会計の内訳

6,850万円

平成27年度の予算を繰り
越して28年度に実施する
事業費 

病院事業会計
5億6,291万円

病院事業で民間企業のよ
うに利用料金などの収入
で運営している会計 

地方交付税 地方交付税 
23億5,000万円 23億5,000万円 

歳 出 
総 額 

44億9,500万円 

国・道支出金 国・道支出金 
5億5,291万円 5億5,291万円 

町債 町債 
4億4,620万円 4億4,620万円 

繰入金 繰入金 
3億7,156万円 3億7,156万円 

町税 町税 
2億7,762万円 2億7,762万円 

その他 その他 
4億9,671万円 4億9,671万円 

人件費 人件費 
6億600万円 6億600万円 

物件費 物件費 
7億2,249万円 7億2,249万円 

補助費 補助費 
10億7,820万円 10億7,820万円 

扶助費・ 扶助費・ 
維持補修費 維持補修費 
3億1,384万円 3億1,384万円 

普通建設費・ 普通建設費・ 
災害復旧費 災害復旧費 
8億4,958万円 8億4,958万円 

公債費 公債費 
4億5,144万円 4億5,144万円 

その他 その他 
4億7,345万円 4億7,345万円 
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水資源
水利用

●簡易水道施設整備 東丘浄水場建設、導水管移設実施設計 6億4,690

道路網
整　備

　町道バリアフリー化推進 バリアフリー化工事　4路線L=460m及び測量設計 9,860

　町道改修整備 ７号道路改良208m、路面改修6路線L=2,540m、
橋梁修繕1橋、橋梁点検及び修繕設計 1億5,550

公共交通 　町営バス運行 路線バス・スクールバス運行業務委託 3,161

雪対策

　町道除排雪 町道の除雪、排雪 6,818

　大通り除排雪 大通り商店街の排雪補助 315

　除雪サービス 70歳以上の除雪が困難な高齢者に対する除雪サービス 527

安心安心して暮らすことのできるまちづくりして暮らすことのできるまちづくり

◎恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

◎快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

（単位：万円）

住環境

　マイホーム応援 住宅新築、居住用の中古住宅購入・改修費用及び
合併処理浄化槽設置補助 2,350

○省エネルギー促進支援 太陽光発電システム設置・木質バイオマスストーブ・
省エネ住宅改修補助【平成29年度まで延長】 105

　ふれ愛住宅促進 高齢者・障がい者住宅改修、バリアフリー改修費用補助 210

●省スペース型賃貸住宅
　建設促進

民間企業等が建設する省スペースの賃貸住宅建設費用の
一部を補助 6,000

衛生
環境

　下水終末処理場施設整備
　改修 設備改修工事（機械・電気設備）、長寿命化計画策定委託 6,480

○下水汚泥農地還元 下水汚泥処理施設（堆肥盤）建設 1億5,323

　公共施設外灯ＬＥＤ化 公共施設の外灯をＬＥＤ照明に取替 90

　葬斎場・墓地周辺整備 葬斎場屋根・外壁等改修、火葬炉改修 1,454

消防
救急

●消防車の更新 水槽付消防ポンプ自動車更新 5,853

　消防設備整備 消防団の装備充実、洗車機 182

　救命サポート ＡＥＤを公共施設及び民間事業所に設置19か所→22か所
（民間事業所３ヶ所に増設）、救命講習の開催 194

　救命救急高度化 救命救急士の養成 242

梢梢
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◎ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

児童
福祉

　幼児教育推進 茶道、英語、スポーツ教室の開催 19

　保育料軽減 保育料を国の基準から７割軽減 2,040

　にれっこ祝金 新生児一人につき10万円贈呈 250

　健やかこども医療費助成 ０歳から中学生までの入院・通院医療費全額助成 1,398

●子ども健診（にれっこ健診） 小学5年生及び中学2年生を対象に健診及び保健指導 23

社会
保障

　後期高齢者医療負担支援 療養給付費負担金、保険基盤安定負担金繰出 9,133

　介護サービス利用料支援 訪問・通所介護サービス利用者（所得税非課税世帯）の
負担軽減 262

心身障
がい者
福　祉

　身体・知的障がい者
　施設入通所等支援 身体・知的障がい者（児）への支援給付 1億152

○腎臓機能障がい者
　通院交通費助成

人工透析受診のための通院費助成
【基準単価の見直し】 32

　社会福祉施設等通園費助成 社会福祉施設への通園費助成 116

　重度障がい者ハイヤー助成 重度障がい者手帳保持者へのハイヤー利用券配布 50

防災

　防災情報ラジオ整備 防災情報ラジオ配付、アンテナ設置 19

　地域防災力強化推進 モデル地区の防災訓練、防災士養成研修補助 90

　備蓄資材整備 非常食更新、防災資器材整備 59

　不良排水対策 大雨対策のため不良排水路を改修 3,600

　河川改修 ワッカウエンナイ川、４号川、川西川 1億1,000

高齢者
福　祉

○なごやかサロン支援 住民の集いの場（サロン）の運営補助【補助基準見直し】 65

　芳生苑健楽苑改修 芳生苑西棟居室改修（床張替・壁天井改修・洗面台取替） 2,085

　高齢者おでかけハイヤー支援 日常生活充実のため、75歳以上の方を対象に
ハイヤー初乗り運賃610円のうち410円を助成 269

　高齢者道北バス利用運賃助成 高齢者の道北バス利用者運賃助成 7

　高齢者安心見守り通報装置
　整備 緊急通報装置の設置 219

●介護従事者等資格取得支援 介護職員等の資質向上のための資格取得研修受講料を補助 40

●介護従事者等確保推進 介護職員等の人材を確保するため、家賃の一部を補助 120

生活
安全

　危険家屋等解体支援 危険な家屋等の解体費用を補助（平成27年度から3年間） 160

　交通安全広報活動街頭
　啓発指導 啓発看板の設置、交通安全指導員活動 405

社　会
福　祉
団体等

　社会福祉協議会支援 社会福祉協議会の運営を支援 533

　社会福祉活動支援 ふれあい昼食会、訪問サービス、紙オムツ購入助成、
小地域ネットワーク事業、ボランティアセンター運営補助 481

　高齢者事業団運営支援 高齢者事業団運営補助 180

　老人クラブ活動支援 老人クラブ連合会活動補助 98
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産業育成産業育成による活力あるまちづくりによる活力あるまちづくり

保健

　基本健康診査等健（検）診 基本健康診査等健（検）診の実施、費用の助成 765

○予防接種費用助成 定期予防接種、任意予防接種【日本脳炎ワクチンの追加）】 961

　生活習慣等改善促進 節目検診・追加検診の実施、費用の助成 98

　がん検診総合推進 子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の無料化 586

○妊産婦健診料助成 妊産婦の健康診査に対する助成【産後健診も対象に拡充】 182

●不妊治療費助成 一般不妊治療、人工授精、特定不妊治療費用の助成 30

●禁煙治療費助成 禁煙外来受診終了者の受診費用のうち、1万円を助成 10

●フッ化物洗口 保育所年長児を対象にフッ化物洗口の実施 1

農業

○農業経営力支援 施設整備、機械導入に対する補助【作業機械を追加】 2,500

○特産品振興 和寒町のＰＲ及び特産品の振興 1,368

　地域振興推進 北海道から地域振興に関わる職員の派遣受け入れ 138

　農業活性化センター運営 農業活性化センター運営費負担金 2,038

　農業活性化センター設備整備 アクリル温室改修、多機能FAX更新 581

　農産加工センター設備更新 殺菌保管庫更新、換気扇取替 340

　土地改良農家負担軽減対策
道営土地改良事業地元負担に対する農家負担軽減対策
和寒中部地区、和寒東部第１地区、和寒東部第２地区
和寒西部地区、和寒北部地区、わっさむ地区、和寒地区

3,105

　農村生活体験 農村生活体験実習生の受け入れ 550

　農業基盤整備促進 団体営の暗渠排水事業 114

　食用かぼちゃ種子生産振興 ペポカボチャ生産者団体へ生産普及のための作付け種子代
補助 50

　農地集団化促進 農地利用集積支援 810

○新規就農対策 就農奨励補助、受入農家支援補助、生活支援補助
【対象年齢の拡大、奨励金支給方法の見直し】 259

　土づくり対策 バーク原料供給 1,137

　有害鳥獣被害対策 有害鳥獣焼却施設の管理運営、有害鳥獣捕獲奨励補助・
有害鳥獣対策連絡協議会補助 1,061

　担い手育成・確保対策 わっさむ担い隊経費・集落支援員報償 708

医療
　医療機器整備 医事会計システム更新、電子カルテシステム更新 4,536

　病院設備整備 エレベーター修繕、内視鏡室・調理室冷房整備 318

林業

　植樹推進 町民植樹祭の開催 110

　林業専用道開設 西和東線整備　L=900m 1,075

　町有林整備 町有林造林・皆伐・下刈・間伐、間伐材運搬 2,769

　新エネルギー導入推進 木質バイオマス燃料製造事業 1,416

◎いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

◎活気あふれる　元気なまちづくり
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ひとひとが輝くまちづくりが輝くまちづくり

商工業
○商工業新規就業者対策 新規就業者、後継者奨励補助

【対象年齢の拡大、支給方法の見直し】 130

○地場産業開発 調査試験研究及び販路促進に対する補助
【補助率及び上限の拡大】 280

　商工会活動支援 商工会運営補助 1,761

観光

　各種イベント補助 各種イベント補助
（どんとこい！夏まつり、全日本玉入れ選手権） 412

　観光推進 観光協会補助 737

●塩狩峠周辺活用検討 跡地利活用の検討、塩狩・夫婦岩周辺区域測量 183

●三浦綾子小説「塩狩峠」
　50周年記念事業

三浦綾子記念文学館、旭川市、上富良野町との広域連携
事業 70

●公衆無線LAN環境整備 観光拠点・防災施設に情報配信装置
（Wi-Fiアクセスポイント）整備 3,782

学校
教育

　『学ぶ力』を育む推進 教育事情先進地視察、授業力向上研修事業、教育講演会の
開催 130

　教育アドバイザー設置 教育アドバイザーの配置 358

　特別支援教育推進 特別支援員３名配置 422

　国際理解教育 外国語指導助手による英語学習の実施 350

　学校給食費負担軽減 給食費の３割を軽減 334

　高校生徒通学費等支援 高校生徒の通学費等支援 540

●ふるさと生活応援 卒業後、町内に居住する者の奨学資金貸付金の返還額の
1/2を免除（医師は全額免除） 68

●札幌自由が丘学園
　三和高等学校支援 三和高校と地域が連携して行う教育活動を支援 10

●フッ化物洗口 小学生を対象にフッ化物洗口の実施 9

ま　ち
づくり

　にれの町ようこそ祝金 転入者へ２年間で一人につき３万円の祝い金を交付 150

　わっさむ元気づくり支援 町民自らが行う地域が元気になる活動や取り組みを支援 240

　自治会活動推進 自治会活動推進交付金 1,490

　農村体験・移住促進 空き家、空き店舗、空き地情報提供、農村体験移住促進事
業負担金、北海道移住促進協議会負担金 48

●担い手出会い交流支援 農業、商業後継者等のパートナーとの交流ツアーの開催 132

○ふるさとギフト ふるさとまちづくり応援寄付（ふるさと納税）の特典によ
る特産品PR【インターネット決済の導入】 520

　役場庁舎・町民センター
　・西町町民センター改修

役場庁舎・町民センター床にタイルカーペット布設
西町町民センター玄関スロープ設置 890

●交流施設ひだまり改修 外壁・屋根塗装、ミーティングルーム床改修、網戸設置他 1,950

社会
教育
・

スポーツ

　未来を拓く人づくり推進 町内児童生徒に対する国内外研修派遣・交流事業への費用
補助 481

　生涯学習活動支援 公民館講座、三笠山大学、女性セミナー等学習支援 79

　体育施設整備 総合体育館非常灯取替、芝刈り機等更新 621

　東山スキー場設備整備 スキー少年団ロッジ屋根・外壁塗装、第１リフト減速機オ
ーバーホール 1,070

◎未来を拓く　心豊かなまちづくり

◎参画と協働による　きずな育むまちづくり
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日本脳炎 ワクチンの定期接種を開始

町内での
予防接種の
費用は、町が
全額負担
します

日本脳炎とは？

対　象　者

　蚊を媒介して感染する感染症。症状には発熱や頭痛、悪心、おう吐、めまい、項
部硬直、光線過敏、意識障害、神経系障害などがありますが、感染しても症状が現
れない場合が多く、発症する割合は100～1,000人に１人程度です。
　しかし、発症した場合の死亡率は20～40％と高い確率となっています。

※②、③の対象者について
平成17～21年度まで予防接種の副反応等により積極的な接種勧奨を控えていたことから、特例制度として、その
間に接種する機会を逃した方に対し接種の機会を設けています。

※過去に接種歴のある方は、保健福祉課保健係までご連絡ください。

※「接種対象者①(ｱ)」以外は、この限りではない。

　北海道の『接種優先順位の考え方』に基づき、下記の定期接種対象者のうち、標準的な接種期間の
方や接種期間が短い方を優先させていただきます。優先的な接種対象者にはすでに個別にご案内して
いますので、送付された書類をよくお読みのうえ、予約の手続きをしてください。
　なお今後、当該年度中に『優先者』に該当される方には、次年度以降も随時ご案内します。

定期接種対象者

標準的な接種スケジュール

平成28年度の優先的な接種対象者

②平成19年4月2日
～平成21年10月1日生まれ

①平成21年10月2日生まれ以降

③平成8年4月2日
～平成19年4月1日生まれ

②９歳以上10歳未満（H19.4.2～H20.4.1生まれ）

①(ｱ)３歳以上４歳未満（H25.4.2～H26.4.1生まれ）

①(ｲ)６歳、７歳に達する者のうちH21.10.2以降生まれ
（H21.10.2～H23.4.1生まれ）

③16歳～20歳に達する者（H8.4.2～H13.4.1生まれ）

のうち

い、項
症状が現
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３月５（土）東山スキー場で、開村100周年記念

第58回町民スキー大会を和寒町・和寒町防犯協会

の主催で開催しました。

和寒小学校５年生　鬼頭 春
は る の

乃さんの選手宣誓に

より大会が開幕し、クロスカントリー競技とアル

ペン競技に出場した選手たちの日頃の成果を発揮

した熱いレースが行われました。

その他には、２人一組でソリを引いてリレーす

る「スレッドリレー」と景品を目指して走る「宝

探し大会」も行われ、ウインタースポーツを満喫

した笑顔が一杯の１日となりました。

剣淵町から初参加の家族からは、「このような

楽しい大会に呼んでもらって、とても楽しめまし

た。来年も親子で参加しにきます。」と喜びの声がありました。

大会結果は次のとおりです。（敬称略）

○クロスカントリーの部

クラス別 1位 2位 3位

小学1、2年生女子 酒　井　碧　子 和　久　葉　澄 -

小学1、2年生男子 尾　崎　　　駿 小　林　柊　也 -

小学3、4年生女子 窪　田　くるみ 和　久　穂　香 尾　崎　みなみ

小学3、4年生男子 渡　邊　柊太郎 半　澤　理　玖 村　上　楓　人

小学5、6年生女子 窪　田　さくら 鬼　頭　春　乃 -

小学5、6年生男子 和　久　　　泰 後　藤　大　志 -

中学生女子 松　村　美　緒 鬼　頭　くるみ -

中学生男子 村　上　伊　吹 工　藤　隼　人 村　岡　来　玖

高校生以上男子 栗　中　貴　敏 精　進　裕　介 和　久　　　誉

○大回転の部

クラス別 1位 2位 3位

幼児（男女混合） 和　久　　　玄 宮　崎　結　梨 長　井　　　結

小学1、2年生女子 長　井　栞　奈 塚　崎　陽　菜 高　橋　　　響

小学1、2年生男子 諸　岡　洸　佑 伊　藤　　　楽 栗　山　由　葵

小学3、4年生女子 窪　田　くるみ 和　久　穂　香 諸　岡　杏　那

小学3、4年生男子 牧　　　将　多 吉　田　遼　生 宮　崎　悠　雅

小学5、6年生女子 朝　日　美依奈 窪　田　さくら -

小学5、6年生男子 和　久　　　泰 吉　原　誠大郎 川　江　拓　翔

○スノーボードの部

クラス別 1位 2位 3位

小学生女子 鈴　木　は　る 田　住　結　菜 -

小学生男子 小笠原　大　翔 - -

高校生以上女子 鈴　木　美千恵 - -

高校生以上男子 尾　崎　　　満 村　上　孝　之 鈴　木　健一郎

元気に選手宣誓

大回転競技

笑顔いっぱい。楽しかったね。

お宝まで走れ～！「宝さがし」

開村100周年記念

和寒町・剣淵町合同

第58回 町民スキー大会
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○課長職は、課長のほかに会計管理者、参事、次長、事務局長、事
務長、看護科長、支署長

○課長補佐職は、課長補佐、主幹、次長補佐、看護科副科長、事務
次長、支署次長、支署主幹

○係長職は、係長、主査、主任

○係職は、副主査、副主任、主事、技師、書記、その他資格による
職名で表示しています。

○定年退職後の再任用職員は、再任主事、再任看護師、再任技師

（兼）・・・他の係との兼務発令を示す

（準）・・・準職員

（嘱）・・・嘱託職員
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梢

p18_19.indd   19 2016/03/30   10:36:44



４月の特集 「平成27年度 ベストリーダー」
過去１年間の貸し出し回数の多い本をまとめて
展示貸出します。読み損ねていた本を、この機
会に手にお取りください。

第22回読書感想文コンクール
　　　 応募総数208点の中から、下記の方たちが優秀賞に選ばれました。　　　
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健康を支える画像診断装置

　参考文献「医学教育における被ばく医療関係の教育・学習のための参考資料」
　　　　　　独立行政法人　放射線医学総合研究所　平成24年4月　P41・42
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保険料額が改正されます

保険料前納制度の割引額が改正されます

平成28年度　国民年金保険料 納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

平成27年度
１５，５９０円

平成28年度
１６，２６０円

分類 能力要素 内　容
前
に
踏
み

出
す
力

主体性 物事に進んで取り組む力
働きかけ力 他人に働きかけ巻き込む力
実行力 目的を設定し確実に行動する力

考
え
抜
く
力

課題発見力 現状を分析し目的や課題を明らかに
する力

計画力 解決に向けたプロセスを明らかにし
準備する力

創造力 新しい価値を生み出す力

チ
ー
ム
で
働
く
力

発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力
傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力
柔軟性 意見や立場の違いを理解する力

状況把握力 自分と周囲の人々や物事との関係性
を理解する力

規律性 社会のルールや人との約束を守る力
ストレスコン
トロール力 ストレスの発生源に対応する力
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澁　 眞

士別警察署かわら版
警察官募集中

平成28年度(第１回)警察官採用試験
　受付期間
　３月８日（火）～４月15日（金）
　※電子申請は４月13日(水)まで
 　第１次試験日　５月８日（日）
　詳しくは、士別警察署 ㈹23-0110番
か採用センターフリーダイヤル
　 0120-860-314
にお問い合わせいただくか
北海道警察ホームページアドレス
　http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/
をご確認下さい。

●組織見直しの目的
•男女ともに働きやすい雇用環境を実現するた
め、「女性活躍推進」や「働き方改革」等の施
策をワンパッケージで推進します。

•労働相談の利便性をアップするため、パワハラ
や解雇等に関する相談窓口とマタハラやセクハ
ラ等に関する相談窓口を一つにします。

•個別の労働紛争を未然に防止する取組（企業指
導等）と、解決への取組（調停・あっせん等）を、
同一の組織で一体的に進めます。

●実施する業務
•男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世
代育成支援対策推進法、女性活躍推進法等の雇
用均等関係業務

•働き方改革、労働契約法、パワーハラスメント
関係業務

•個別労働紛争に関する相談、労働相談業務　など
●連絡先
　　札幌市北区北８条西２丁目
　　　　　　　　札幌第一合同庁舎９階
　　　　　　　　TEL：011-788-7874

番
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僕は食べることが大好きです♪
でも１番好きなことはハイハイで動き回ること！！
お兄ちゃん達の後ろをついて遊んでいます。
「ついてこないで」って怒られることもありますが、めげずについて行

くのが僕です♡
皆さん、町で見かけたら手を振ってくださいね～♪
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