
水資源
水利用

　簡易水道施設整備 東丘浄水場建設、導水管・配水池工事 13億3,400

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実施　3路線 L=335m及び測量設計 7,300

　町道改修整備 7号道路改良108m、路面改修4路線 L=1,160m、
橋梁修繕2橋、橋梁点検及び修繕設計 1億4,483

公共交通
●生活交通路線維持運行補助 道北バス名寄線運行経費への補助 94

　町営バス運行 路線バス・スクールバス運行業務委託 3,270

雪対策

　町道除排雪 町道の除雪、排雪 7,129

　大通り除排雪 大通り商店街除排雪補助 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 435

　平成29年度　和寒町の主な政策

安心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

●公営住宅整備事業（若草団地）中心市街地への公営住宅整備 1億360

　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 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（8戸） 4,000

衛生
環境

●街路灯ＬＥＤ化 街路灯のＬＥＤ照明化に向けた調査（防犯灯、街路灯） 800

　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）、実施設計等委託 8,880

　下水汚泥農地還元 下水汚泥の肥料化 566

　葬斎場・墓地周辺整備 葬斎場駐車場排水路整備、松岡墓地内通路整備 116

消防
救急

●消防設備整備 ゴムボート、ドライスーツ一式、消防団活動服 190

　救命サポート ＡＥＤを公共施設及び民間事業所に設置（22か所）、
救命講習の開催 146

　救命救急高度化 救命救急士の養成 233
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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

●子育て特別支援給付金 町民税非課税のひとり親世帯等に給付金を支給 120

●保育所わんぱく広場整備 保育所前庭の整備 679

●子育て支援センター環境整備 児童用の椅子、テーブル、エアコン等設置 229

　幼児教育推進 茶道、英語、スポーツ教室の開催 18

　保育料軽減 保育料を国基準の3割に軽減 1,918

　にれっこ祝金 新生児一人につき10万円贈呈 200

　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 1,327

　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

○介護サービス利用者負担軽減 町民税非課税世帯のホームヘルプ・デイサービス利用者
負担軽減【収入要件の算定基礎見直し】 288

　後期高齢者医療負担支援 事務費・療養給付費負担金、保険基盤安定制度繰出 9,042

心身障
がい者
福　祉

　障がい者（児）
　施設入通所等支援 身体・知的障がい者（児）への支援給付 1億226

　腎臓機能障がい者
　通院交通費助成 人工透析療法受診のための通院費助成 42

　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 134

　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 46

防災

●災害用水中ポンプ整備 水中ポンプ、発電機等の借上（7月～9月） 412

●災害用移動無線整備 災害用移動無線機の確保 311

　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 地域防災活動、資器材の購入、防災士養成研修補助 46

　備蓄資材整備 非常食更新、防災資器材整備 37

　不良排水対策 大雨対策のため不良排水路を改修 1,786

　河川改修 ワッカウエンナイ川、6号川、川西川、ペンケ支流川 6,500

高齢者
福　祉

○高齢者おでかけハイヤー支援 高齢者の日常生活充実のため、75歳以上のハイヤー初乗
り運賃610円のうち410円を助成【上限4組→8組48枚】 432

　なごやかサロン支援 住民の集いの場（サロン）の運営補助 77

　芳生苑健楽苑改修 芳生苑健楽苑内部改修
（ナースコール・空調整備、健楽苑浴室ろ過装置更新） 3,030

　高齢者道北バス利用運賃助成 高齢者への道北バス利用運賃助成 7

　高齢者安心見守り通報装置
　整備 緊急通報装置の設置 170

　介護従事者等資格取得支援 介護職員等の資質向上を図るための研修受講費用の
一部を補助 25

　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 81

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 160

　交通安全広報活動街頭
　啓発指導

交通安全教室用信号機更新、啓発看板設置、
交通安全指導員活動 319
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産業育成による活力あるまちづくり

農業

●特産物生産振興 ペポかぼちゃ種子代、南瓜マルチ購入補助 610

●農業被害等支援利子補給 平成28年度の大雨被害融資に対する利子補給 5

　農業経営力支援 施設整備、機械導入に対する補助 3,500

　特産品振興 和寒町のＰＲ及び特産品の振興 1,012

　農業活性化センター設備整備 マメダス新設、暗渠工事、耕運機等購入 1,105

　農村生活体験 農村生活体験実習生の受け入れ 550

　土地改良事業農家負担軽減 道営土地改良事業地元負担額に対する農家負担軽減策 1,523

　農業基盤整備促進 団体営の暗渠排水事業 2,167

　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 307

　土づくり対策 粉砕バークの供給 1,108

　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 1,086

　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 899

林業

　林業専用道開設 西和東線整備　L=500m 700

　町有林整備 町有林造林・皆伐・下刈・間伐、間伐材運搬 4,602

　新エネルギー導入推進 木質バイオマス燃料製造事業 1,431

保健

●公共施設受動喫煙防止対策 役場庁舎喫煙室撤去、西町町民センター分煙改修 290

　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

　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 563

　妊産婦健診料助成 妊産婦の健康診査に対する助成 132

　不妊治療費助成 一般不妊治療、人口授精、特定不妊治療費用の助成 30

　予防接種費用助成 定期予防接種、任意予防接種費用の一部助成 834

医療 　医療機器整備 下部消化管用スコープ、検体検査システムの導入 869

◎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

社　会
福　祉
団体等

　社会福祉協議会支援 社会福祉の向上を推進する活動への支援 569

　高齢者生活支援 ふれあい昼食会、訪問サービス、紙オムツ購入助成 357

　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 老人クラブ連合会運営補助 85
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ひとが輝くまちづくり

観光

●塩狩峠・夫婦岩周辺整備 塩狩広場・夫婦岩周辺整備、フットパスの実施 975

○地域資源を活用した
　体験型観光の推進

体験型・着地型観光の推進　
【士別・和寒・剣淵・幌加内着地型観光推進協議会負担金】 160

　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） 534

　観光推進 観光協会補助 589

学校
教育

●児童生徒用ヘルメット
　購入費助成 小学生・中学生の通学用ヘルメットの購入費補助 36

●学力向上推進 漢字検定、英語検定に対する補助 65

●「新しい学びへの対応」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 122

○国際理解教育 外国語指導助手による英語学習の実施
【指導助手の町単独配置を開始】 499

　特別支援教育推進 授業のサポートを要する児童生徒を支援する
特別支援員を3名配置 429

　学校給食費負担軽減 給食費の3割を軽減 326

　高校生徒通学費等支援 高校生徒の通学費等支援 530

　奨学資金貸付
　（ふるさと生活応援免除）

無利子奨学資金の貸付。卒業後町内に居住する方は
返還額の1/2を免除（医師は全額免除） 197

ま　ち
づくり

●公共施設案内看板整備 道路沿いに公共施設の案内看板を設置 105

　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 170

　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、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 49

　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 122

　和寒ふるさとギフト 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 1,950

社会
教育
・

スポーツ

○郷土資料整理保存 第2郷土資料館収蔵資料の移設及び解体
（旧西和小学校舎解体） 1,050

　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 389

　図書館資料等整備 図書資料及び備品購入（テーブル、ソファ等） 740

　体育施設整備等 テニスハウス修繕、屋外放送機器購入、
スキー場リフト改修 2,065

◎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

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 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 220

　商工会活動支援 商工会運営補助 1,784
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