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（平成23年度～平成32年度）





☆みんなで創る協働プロジェクト

１．町民参画と協働のまちづくり

施策の内容

主な事業

【D-165】行財政運営の適正化と効率化の推進

行政改革の推進 町

総合窓口の導入 町

【D-166】自治会活動への支援

地域振興補助事業 町

自治会活動推進交付金事業 町

【D-167】人づくりとまちづくり活動の推進

分村100年記念事業 町

【D-168】交流ネットワークの形成

パートナーシップ推進事業 町

☆活力ある産業プロジェクト

１．持続的農業への発展

施策の内容

重点プロジェクト

事業主体

事業主体
主な事業

【D-37】農業所得の確保

農地・水保全管理支払交付金 地元

環境保全型農業直接支払交付金 地元

【D-38】生産基盤の計画的推進

生産基盤整備事業 道

ポスト農地パワーアップ対策事業 道

【D-39】農畜産物の販路拡大

農産物付加価値向上事業 町

【D-40】鳥獣による農業被害の防止

有害鳥獣被害対策事業 町

２．魅力ある商工業の活性化

施策の内容

主な事業

【D-64】商店街活性化の支援

空き地空き店舗対策事業 町

【D-65】地域に根ざした工業生産

企業振興促進補助事業 町

【D-72】地元産品の地元消費

地場産業開発事業 町

事業主体

事業主体



３．担い手後継者対策の推進

施策の内容

主な事業

【D-45】多様な担い手の育成、確保

新規就農対策事業 町

担い手育成・確保事業 町

農村生活体験事業 町

【D-60】林業の担い手育成の取り組み

林業従事者の育成確保 町

４．環境にやさしい地域資源の有効活用

施策の内容

主な事業

【D-48】環境問題への対応

新エネルギーの導入推進 町

【D-55】木材生産と調和した多機能発揮のための計画的整備

一般民有林取得事業 町

５．定住促進対策の展開

施策の内容

事業主体

事業主体

事業主体
主な事業

【D-51】魅力ある農村の構築

「和寒町で暮らしましょう」促進事業 町

「和寒町で暮らしましょう」移住体験事業 町

６．観光資源の有効活用

施策の内容

主な事業

【D-74】自然に親しむ観光地の整備

塩狩峠周辺環境整備事業 町

【D-75】体験型観光の研究

地域資源を活用した体験型観光の研究 町

☆ふれあい安心生活プロジェクト

１．人と環境にやさしい快適で安心した生活環境の整備

施策の内容

主な事業

【D-2】水の安定供給と管理業務の強化

簡易水道施設整備事業 町

【D-3】交通弱者に配慮した町道の整備

町道バリアフリー化推進事業 町

【D-13】インターネットを利用した情報発信

インターネットによる情報発信 町

事業主体

事業主体

事業主体



【D-20】環境美化の推進

美しいまちづくり推進事業 町

【D-21】下水道終末処理施設の整備

下水道終末処理場施設設備改修事業 町

【D-29】環境にやさしいクリーンなエネルギーの導入推進

新エネルギー導入推進事業 町

【D-34】防災意識の高揚

自主防災組織の確立 町

２．豊かな心を育む教育の推進

施策の内容

主な事業

【D-82】地域の特性を生かす教育の推進

総合的・体験学習事業 町

【D-95】廃校施設の活用

学校施設跡地活用事業 町

【D-97】子どもの健やかな成長・発達のための家庭教育と子育て支援の充実

子どもの生活リズム・体力向上事業 町

【D-99】生涯各期における学習活動の促進

生涯学習活動支援 町

事業主体

【D-101】生涯学習環境の整備活用と人材育成

未来を拓く人づくり推進事業 町

【D-102】芸術文化活動の充実

文化活動支援 町

【D-110】スポーツを通した交流活動の促進

スポーツを通した交流活動の促進 町

３．安心して子どもを生み育てられる環境の充実

施策の内容

主な事業

【D-113】子育て支援の充実

保育所の適正運営 町

子育て支援センター事業 町

【D-116】保育所、子育て支援センターの整備

保育所周辺環境整備事業 町

【D-145】育児支援の充実

乳幼児等医療費助成事業 町

予防接種費用助成事業 町

事業主体



４．いつまでも元気に暮らせる医療福祉の充実

施策の内容

主な事業

【D-121】地域社会づくり

高齢者安心生活推進事業 町

【D-135】福祉団体の育成と組織化

小地域ネットワーク事業等地域福祉活動支援事業 町

【D-156】経営のさらなる合理化と経営の創意工夫

病院経営健全化の推進 町

事業主体



≪第1節　基盤整備計画≫

１．水資源・水利用

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-1】水源の保全対策の推進

【D-1】水源かん養林の育成、整備の推進

国有林2348林班整備事業 町

【C-2】水の安定供給

【D-2】水の安定供給と管理業務の強化

漏水調査業務 町

浄化槽ろ過砂入替事業 町

水道管網図整備事業 町

簡易水道施設整備事業 町 ★

２．道路網整備

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-3】町道の整備推進

【D-3】交通弱者に配慮した町道の整備

町道バリアフリー化推進事業 町 ★

町道改修整備事業 町

【C-4】広域幹線道路の整備促進

【D-4】国道の整備

国道40号歩道・路肩拡幅工事の促進（塩狩・大成地区） 国

【D-5】道道の整備

道道雨竜旭川線整備の促進（改良舗装） 道

道道和寒幌加内線整備の促進（線形改良と橋梁拡幅） 道

道道和寒鷹栖線整備の促進（18線付近直線化・中和地区歩道未設置区間・市街地歩道拡幅と交通安全対策） 道

【D-6】北海道縦貫自動車道の整備促進

北海道縦貫自動車道の整備促進 期成会

事業主体 重点

基本方針

重点

第１章　恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

【B-1】水源の保全と水の安定供給

【A-1】恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

【B-2】町道の整備推進と広域幹線道路の整備促進

事業主体

基本方針

基本目標



３．雪対策

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-5】除排雪体制の充実

【D-7】重機械類の整備充実

道路維持管理機械整備事業 町

【D-8】除排雪業務の充実

町道除雪事業 町

４．公共交通

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-6】町営バスの適正運行

【D-9】町営バスの適正運行

町営バス更新 町

町営バス運行事業 町

地方公共交通検討事業 町

【C-7】各種交通機関の利便性の確保

【D-10】バス・鉄道路線の利便性の確保

バス・鉄道路線の利便性の確保 町

【D-11】高速交通アクセスの利便性の確保

高速交通路線の利便性の確保 町

５．情報通信

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-8】地域の高度情報化の推進

【D-12】防災無線の運用

防災行政無線システム運用事業 町

【D-13】インターネットを利用した情報発信

インターネットによる情報発信 町 ★

高速通信網の整備検討 町

【D-14】難視聴解消対策の推進

電波受信障害解消対策事業 町

基本方針 【B-4】豊かな暮らしを支える交通体系の確保

基本方針

基本方針 【B-3】迅速で効率的な除排雪体制の充実

【B-5】新しい時代を支える高度な情報通信の推進

事業主体 重点

事業主体 重点

事業主体 重点



≪第1節　生活環境整備計画≫

１．住環境

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-9】公営住宅整備の推進

【D-15】公営住宅整備の推進

公営住宅用途廃止事業 町

公営住宅営繕事業 町

【C-10】住宅整備への支援

【D-16】住宅整備への支援

防災対策促進支援事業 町

空き家住宅解消支援策の検討 町

省エネルギー促進支援事業（再掲D-29） 町

【D-17】福祉対応型住宅への支援

介護保険による住宅改修事業 町

ふれ愛住宅補助（再掲D-122） 町

【C-11】定住に向けた住宅確保への支援

【D-18】定住に向けた住宅確保への支援

「和寒町で暮らしましょう」促進事業（再掲D-51） 町

【C-12】公園の整備と維持管理

【D-19】公園の整備と維持管理

公営住宅営繕事業（再掲D-15） 町

【C-13】環境美化の推進

【D-20】環境美化の推進

国道40号移動式花壇設置事業 町

美しいまちづくり推進事業 町 ★

２．衛生環境整備

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-14】下水道終末処理施設の整備

【D-21】下水道終末処理施設の整備

下水道終末処理場施設設備改修事業 町 ★

下水道管網図整備事業 町

下水汚泥農地還元事業 町

第２章　快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本目標 【A-2】快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本方針 【B-6】安心して暮らせる住環境の整備

事業主体 重点

【B-7】快適な衛生環境の充実

重点

基本方針

事業主体



【C-15】浄化槽の適正管理

【D-22】浄化槽の適正管理

浄化槽の適正管理 町

【C-16】水洗化の普及推進とし尿処理の適正化

【D-23】水洗化の普及推進とし尿処理の適正化

士別市下水処理場し尿合併処理業務 町

３．ごみ処理

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-17】ごみの減量・資源リサイクルの促進

【D-24】ごみの減量・資源リサイクルの促進

ごみ減量化啓発活動推進事業 町

ごみ有料化の検討 町

【C-18】廃棄物の処理体制の充実

【D-25】廃棄物の処理体制の充実

廃棄物処理体制の検討 町

旧焼却施設整理事業 町

４．葬斎場・墓地

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-19】葬斎場・墓地環境の整備推進

【D-26】葬斎場・墓地環境の整備推進

葬斎場・墓地周辺環境整備事業 町

５．公衆浴場

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-20】公衆浴場施設整備の推進

【D-27】公衆浴場施設整備の推進

保養センター整備事業 町

基本方針 【B-8】ごみの減量化と資源リサイクルの促進

事業主体 重点

基本方針 【B-10】公衆浴場の計画的な施設整備の推進

事業主体 重点

事業主体 重点

基本方針 【B-9】葬斎場・墓地環境の整備推進



６．地球温暖化対策

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-21】地球温暖化対策の推進

【D-28】地球温暖化対策の情報提供

地球温暖化対策の啓蒙啓発 町

【D-29】環境にやさしいクリーンなエネルギーの導入推進

新エネルギー導入推進事業 町 ★

省エネルギー促進支援事業 町

【B-11】環境にやさしい地球温暖化対策の推進

重点事業主体

基本方針



≪第2節　消防・救急・防災・生活安全計画≫

１．消防・救急

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-22】消防・救急体制の充実

【D-30】消防体制の整備

消防施設等整備事業 町

【D-31】救急業務の高度化

救急業務高度化の検討 町

２．防災

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-23】防災施設の整備、管理

【D-32】河川の整備

河川改修事業 町

【D-33】管理監視体制の強化

河川管理監視体制の強化 町

防災行政ネットワーク機器更新 町

備蓄資材の整備 町

【C-24】防災体制の整備

【D-34】防災意識の高揚

自主防災組織の確立 町 ★

【B-13】総合的な防災体制の強化

事業主体 重点

基本方針

第２章　快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本目標 【A-2】快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本方針 【B-12】消防・救急体制の充実

事業主体 重点



３．生活安全

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-25】交通安全運動・防犯体制の強化

【D-35】交通安全運動・防犯体制の強化

交通安全広報活動街頭啓蒙指導事業 町

交通安全関係団体活動の支援 町

公用車デイライト推進事業 町

地域振興補助事業（再掲D-166） 町

【C-26】生活安全向上への連携強化

【D-36】生活安全向上への連携強化

生活安全推進会議事業 町

基本方針 【B-14】町民ぐるみの交通安全運動・防犯体制の強化

事業主体 重点



≪第1節　産業振興計画≫

１．農業

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-27】収益性の高い地域農業の展開

【D-37】農業所得の確保

中山間地域等直接支払事業 町

農業活性化センター運営事業 町

バーク供給センター設備更新 町

農業活性化センター設備更新 町

牧場放牧料助成事業 町

農地・水保全管理支払交付金 地元 ★

環境保全型農業直接支払交付金 地元 ★

土づくり対策事業 町

経営体育成交付金 町

【D-38】生産基盤の計画的推進

国営造成施設管理体制整備事業 町

不良排水対策事業 町

生産基盤整備事業 道 ★

ポスト農地パワーアップ対策事業 道 ★

農業経営高度化支援事業 町

農地・水保全管理支払交付金（再掲D-37） 地元

【D-39】農畜産物の販路拡大

南宗谷線地区広域米穀類乾燥調製貯蔵施設基金 町

農産物加工センター運営事業 町

農産物加工センター設備更新 町

受精卵移植事業補助 町

草地改良事業補助 町

農産物付加価値向上事業 町 ★

【D-40】鳥獣による農業被害の防止

有害鳥獣被害対策事業 町 ★

【D-41】新たな技術開発の推進

農産物加工センター運営事業（再掲D-39） 町

農業活性化センター運営事業（再掲D-37） 町

【C-28】多様でゆとりある農業経営の促進

【D-42】農地の利用集積

農地集団化促進事業 町

農地利用集積斡旋事業 町

【D-43】労働力の確保

酪農ヘルパー事業補助 町

集落営農組織の組織化・法人化 町

コントラクター組織の育成 町

第３章　活気あふれる　元気なまちづくり

基本目標 【A-3】活気あふれる　元気なまちづくり

基本方針 【B-15】大地を育む農業農村の構築

事業主体 重点



【D-44】金融対策の支援

各種農業制度資金利子補給補助 町

農業被害等支援利子補給補助 町

【C-29】農業の担い手の育成確保

【D-45】多様な担い手の育成、確保

農業後継者技術取得事業 町

新規就農対策事業 町 ★

わっさむ農村元気づくり支援事業 町

担い手育成・確保事業 町 ★

農村生活体験事業 町 ★

各種農業制度資金利子補給補助（再掲D-44） 町

【D-46】女性が活躍できる環境づくり

農産物加工センター運営事業（再掲D-39） 町

【D-47】高齢農業者の活用と福祉対策

高齢農業者の活用策の検討 町

【C-30】環境と調和した農業の促進

【D-48】環境問題への対応

環境負荷軽減対策の推進 町

新エネルギーの導入推進 町 ★

土づくり対策事業（再掲D-37） 町

環境保全型農業直接支払交付金（再掲D-37） 地元

【D-49】有機物の環境利用の促進

土づくり対策事業（再掲D-37） 町

【C-31】豊かさと活力ある農村の構築

【D-50】農村の環境整備と過疎化への対応

新規就農対策事業（再掲D-45） 町

農村生活体験事業（再掲D-45） 町

担い手育成・確保事業（再掲D-45） 町

【D-51】魅力ある農村の構築

「和寒町で暮らしましょう」促進事業 町 ★

「和寒町で暮らしましょう」移住体験事業 町 ★

グリーンツーリズムへの支援 町

【C-32】食の安全安心の確保

【D-52】農産物の安全確保の推進

農産物の安全確保の推進 町

【D-53】地産地消の推進

地産地消の推進 町

【D-54】食育の推進

食育の推進 町

２．林業

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-33】間伐、保育その他森林整備の促進

【D-55】木材生産と調和した多機能発揮のための計画的整備

事業主体 重点

【B-16】大地を育む北の森づくり基本方針



町有林整備事業 町

一般民有林取得事業 町 ★

植樹推進事業 町

国有林野取得事業 町

【D-56】森林所有者の整備促進啓発

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

一般民有林取得事業（再掲D-55） 町

【C-34】森林施業の共同化の促進

【D-57】森林施業のための組織づくり

除間伐推進事業 町

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町

【D-58】施業効率化に向けた団地化推進

民有林の森づくり推進事業 町

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

【D-59】森林組合との連携

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町

【C-35】林業従事者の養成、確保

【D-60】林業の担い手育成の取り組み

林業従事者の育成確保 町 ★

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町

植樹推進事業（再掲D-55） 町

【C-36】林業等作業路網の整備

【D-61】幹線林道の適正維持管理

林道整備事業 町

【D-62】林内路網の整備

基幹作業道開設事業 町

【C-37】林産物の利用促進

【D-63】低質材・間伐材の有効利用

町有林整備事業（再掲D-55） 町

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

新エネルギー導入推進事業（再掲D-29） 町



３．商工業

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-38】時代に応じた魅力ある商店街の形成

【D-64】商店街活性化の支援

空き地空き店舗対策事業 町 ★

【C-39】地域に根ざした工業生産

【D-65】地域に根ざした工業生産

企業振興促進補助事業 町 ★

地場産業開発事業（再掲D-72） 町

農産物付加価値向上事業（再掲D-39） 町

【C-40】経営基盤の強化

【D-66】金融対策の支援

融資・利子補給事業 町

【D-67】商工業団体の支援

商工会運営補助 町

商業振興協同組合補助 町

【D-68】福利厚生の充実

企業振興促進補助事業（再掲D-65） 町

【C-41】後継者育成と人材の確保

【D-69】地域雇用の促進

地域雇用促進対策事業 町

緊急雇用創出推進事業 町

商工業新規就業者対策事業 町

【C-42】起業化と企業誘致活動の推進

【D-70】起業化と企業誘致活動の推進

企業誘致推進事業 町

商工業新規就業者対策事業（再掲D-69） 町

【D-71】工業団地の環境整備

工業団地環境整備事業 町

【C-43】消費者と協働による消費生活運動の展開

【D-72】地元産品の地元消費

地場産業開発事業 町 ★

【D-73】消費生活運動の展開

消費生活推進事業 町

事業主体 重点

基本方針 【B-17】時代に応じた魅力ある商工業の振興



４．観光

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-44】観光施設の整備と観光ルートの活用

【D-74】自然に親しむ観光地の整備

塩狩峠周辺環境整備事業 町 ★

三笠山自然公園整備事業 町

三笠山自然公園・東山スキー場指定管理者 町

南丘森林公園管理運営事業 町

広域観光ルートの活用 町

【C-45】地域の特性を活かした体験型滞在型観光の研究

【D-75】体験型観光の研究

地域資源を活用した体験型観光の研究 町 ★

【D-76】滞在型観光の研究

滞在型観光の研究 町

「和寒町で暮らしましょう」移住体験事業（再掲D-51） 町

【C-46】個性を活かしたイベントの育成

【D-77】イベント・地場産品の広報活動

各種イベント補助事業 町

地場産品の宣伝 町

【D-78】観光組織への支援

観光協会支援 町

事業主体 重点

基本方針 【B-18】自然環境と調和した観光資源化の推進



≪第1節　教育・文化・スポーツ振興計画≫

１．学校教育

主要な施策

施策の内容

主な事業

【D-79】学習指導の充実

指導教本購入事業 町

総合的・体験学習事業（再掲D-82） 町

（仮）未来を拓く教育推進事業 町

【D-80】情報教育の推進

情報教育推進事業 町

情報教育機器更新 町

【D-81】特別支援教育の充実

特別支援教育推進事業 町

【D-82】地域の特性を生かす教育の推進

副読本発行事業 町

総合的・体験学習事業 町 ★

【D-83】進路指導の充実

体験的学習機会・進路相談の充実 町

【D-84】生徒指導の充実

青少年育成町民会議との連携 町

【D-85】家庭・地域と連携した教育の推進

地域に開かれた学校づくり 町

子どもの生活リズム・体力向上事業（再掲D-97） 町

【D-86】国際理解教育の推進

国際理解教育事業 町

【D-87】道徳教育の推進

ボランティア活動・社会体験学習の充実 町

小中学校福祉実践教育育成支援 町

【D-88】人権教育・男女平等教育の充実

教育活動の推進・指導 町

【D-89】体力・運動能力の向上

子どもの生活リズム・体力向上事業（再掲D-97） 町

【D-90】学校における食育の推進

学校給食の提供（再掲D-92） 町

第４章　未来を拓く　心豊かなまちづくり

基本目標 【A-4】未来を拓く　心豊かなまちづくり

基本方針 【B-19】豊かな人間性を育む教育活動の推進と学習環境の充実

事業主体 重点

【C-47】自立した生き方を支える基本的な資質・能力の確実な定着と、社会の変化に対応した新しい時
代を生きていくための実践的な力を培う教育

【C-48】思いやりや豊かな心を育むとともに、正しい生活習慣の確立や体力の向上による健やかな心身
を育てる教育



学校における食育の推進 町

【C-49】学習環境の整備充実

【D-91】教育・学習等の環境整備

教育学習環境整備事業 町

【D-92】学校給食の提供

学校給食の提供 町

【D-93】通学環境の充実

下校支援事業 町

遠距離通学費助成事業 町

高校生徒通学費等の支援 町

【D-94】修学機会の確保

奨学資金貸付事業 町

就学支援事業 町

【D-95】廃校施設の活用

学校施設跡地活用事業 町 ★

【D-96】札幌自由が丘学園三和高等学校への支援

札幌自由が丘学園三和高等学校への支援 町

２．社会教育（１）教育・文化活動

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-50】家庭、地域の教育力の向上への支援と充実

【D-97】子どもの健やかな成長・発達のための家庭教育と子育て支援の充実

子どもの生活リズム・体力向上事業 町 ★

【D-98】地域で子どもたちを守り育てる環境づくりの促進

学校支援地域本部事業 町

青少年育成町民会議の活動充実 町

子ども安全促進事業 町

【C-51】社会教育活動の充実

【D-99】生涯各期における学習活動の促進

生涯学習活動支援 町 ★

【D-100】町民参画や協働による社会教育活動の充実

国際交流の会への支援 町

生涯学習活動支援（再掲D-99） 町

子ども安全促進事業（再掲D-98） 町

学校支援地域本部事業（再掲D-98） 町

【C-52】社会教育推進と文化振興のための基盤整備

【D-101】生涯学習環境の整備活用と人材育成

社会教育中期計画の推進 町

未来を拓く人づくり推進事業 町 ★

基本方針
【B-20】自ら学び、豊かな心とうるおいのある地域づくりと人づくりをめざす社会教育の
推進

事業主体 重点



公民館設備更新 町

公用車更新 町

生涯学習活動支援（再掲D-99） 町

文化活動支援（再掲D-102） 町

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-53】芸術文化活動の充実

【D-102】芸術文化活動の充実

文化活動支援 町 ★

町民文化祭への支援 町

芸術文化公演会の充実 町

【C-54】郷土文化の継承

【D-103】文化財の保存と活用の推進

郷土資料館施設整備事業 町

指定文化財の保存 町

２．社会教育（２）図書館

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-55】生涯学習支援の強化と読書推進活動の充実

【D-104】情報・資料の充実とレファレンスサービスの強化

図書館資料整備事業（再掲D-105） 町

【D-105】町民のニーズに合った蔵書の構築

図書館資料整備事業 町

【C-56】読書環境の整備

【D-106】図書館施設設備の整備

図書館設備更新 町

【C-57】読書に親しめる事業の推進

【D-107】家庭読書支援と自主事業の推進

各種学習支援 町

基本方針 【B-22】魅力ある図書館づくり

事業主体 重点

基本方針 【B-21】豊かな心を育む芸術文化活動の充実と郷土文化の継承

事業主体 重点



２．社会教育（３）スポーツ活動

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-58】誰もが楽しめるスポーツ機会の拡充

【D-108】スポーツに親しむ機会の拡充

スポーツ機会の拡充 町

【D-109】スポーツ人口の拡大と組織強化

スポーツ人口の拡大と組織強化 町

【D-110】スポーツを通した交流活動の促進

スポーツを通した交流活動の促進 町 ★

【C-59】スポーツの基盤の整備充実

【D-111】各種スポーツ指導者の育成・強化

各種スポーツ指導者の養成･強化 町

【D-112】スポーツ施設の整備、管理運営の充実

研修館楡設備更新 町

総合体育館設備更新 町

東山スキー場設備更新 町

体育施設等指定管理 町

事業主体 重点

基本方針 【B-23】健康で明るく豊かな生涯スポーツの促進



≪第1節　社会福祉計画≫

１．児童福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-60】子育て支援の充実

【D-113】子育て支援の充実

保育所の適正運営 町 ★

０歳児保育の導入 町

放課後児童対策事業 町

子育て支援センター事業 町 ★

【D-114】乳幼児の健診事業、医療費用の助成

妊婦健診料助成事業（再掲D-145） 町

乳幼児等医療費助成事業（再掲D-145） 町

【D-115】通園対策事業

こども通園センター通所旅費助成 町

【D-116】保育所、子育て支援センターの整備

保育所周辺環境整備事業 町 ★

２．高齢者福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-61】高齢者福祉施策の充実

【D-117】在宅生活支援事業の充実

緊急通報装置整備事業 町

高齢者共同福祉住宅運営事業 町

寝たきり介護手当･認知症介護手当支給 町

地域包括支援センター運営事業 町

介護予防事業（再掲D-139） 町

高齢者安心生活推進事業（再掲D-121） 町

【D-118】保健サービスの向上

後期高齢者健康診査事業（再掲D-146） 町

基本健康診査等健（検）診事業（再掲D-146） 町

機能訓練事業（再掲D-126） 町

第５章　ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

基本目標 【A-5】ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

基本方針 【B-24】安心して子どもを生み育てる環境づくり

事業主体 重点

基本方針 【B-25】ともに支え合う心豊かな高齢者福祉の推進充実

事業主体 重点



【C-62】生涯元気を保つ健康づくり

【D-119】健康づくり活動の推進

介護予防事業（再掲D-139） 町

老人クラブ健康相談・健康教室 町

【C-63】生きがいと社会参加の促進

【D-120】生きがい活動支援

生きがいセンター運営事業 町

老人クラブ活動支援 町

高齢者事業団運営支援事業 町

【C-64】支え合う地域社会づくり

【D-121】地域社会づくり

高齢者安心生活推進事業 町 ★

小地域ネットワーク事業等地域福祉活動支援事業（再掲D-135） 町

【C-65】安心して暮らせる生活環境の整備

【D-122】生活環境の整備

ふれ愛住宅補助 町

保健福祉センター改修事業 町

道北バス利用者運賃助成事業 町

町道バリアフリー化推進事業（再掲D-3） 町

【C-66】総合的なサービス供給体制の確立

【D-123】相談窓口と推進体制の確立

相談窓口と推進体制の確立 町

３．心身障がい者福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-67】自立生活支援とノーマライゼーション意識の高揚啓発

【D-124】自立生活支援とノーマライゼーション意識の高揚啓発

自立生活支援の充実とﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ意識の高揚啓発 町

【C-68】福祉サービスの充実

【D-125】在宅生活支援事業の提供

身障・知的障がい者（児）施設入通所等支援Ｓの推進 町

障がい者特別対策事業 町

【C-69】保健医療サービスの確保

【D-126】機能訓練の実施

機能訓練事業 町

【D-127】社会的弱者への医療費・その他助成

障がい者自立支援医療の提供 町

重度心身障がい者等医療費助成事業 町

社会福祉施設等通園費助成事業 町

事業主体 重点

基本方針 【B-26】生きがいと自立を促す社会参加の促進



【C-70】障がい者にやさしい生活環境の整備

【D-128】生活環境の整備

ふれ愛住宅補助（再掲D-122） 町

重度障がい者ハイヤー助成事業 町

町道バリアフリー化推進事業（再掲D-3） 町

【C-71】ボランティアの育成支援

【D-129】障がい者支援ボランティア育成支援

ボランティア研修事業参加促進事業（再掲D-138） 町

４．ひとり親等世帯福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-72】母子世帯の就業機会の確保と自立

【D-130】就業促進

就労機会の確保と相談支援 町

【C-73】居宅生活支援

【D-131】在宅生活支援事業の活用

生活福祉資金の活用啓発 町

【C-74】児童の健全育成

【D-132】子育て支援の充実

放課後児童対策事業（再掲D-113） 町

子育て支援センター事業（再掲D-113） 町

【C-75】医療の確保、養育支援

【D-133】社会的弱者への医療費、その他助成

遺児手当事業 町

ひとり親家庭医療費助成事業 町

乳幼児等医療費助成事業（再掲D-145） 町

５．社会福祉団体等

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-76】社会福祉協議会の組織財政基盤の確立

【D-134】社会福祉協議会の支援

社会福祉協議会の支援 町

芳生苑健楽苑指定管理（再掲D-139） 町

【C-77】社会福祉法人、民間事業者等の組織化等促進

【D-135】福祉団体の育成と組織化

小地域ネットワーク事業等地域福祉活動支援事業 町 ★

基本方針 【B-27】明るく豊かな生活支援の充実

事業主体

事業主体 重点

【B-28】地域ぐるみの地域福祉活動の促進

重点

基本方針



【D-136】民間事業化の促進

福祉民間事業者等の参入促進と支援 町

【C-78】福祉意識の高揚と実践

【D-137】福祉意識の啓発実践支援

小中学校福祉実践教育育成支援 町

【D-138】研修強化とリーダー養成支援

ボランティア研修事業参加促進事業 町

６．社会保障

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-79】安心できる介護体制づくり

【D-139】介護サービス供給体制の確立と安定した在宅生活の継続支援

芳生苑健楽苑指定管理 町

福祉民間事業者等の参入促進と支援（再掲D-136） 町

介護予防事業 町

【C-80】介護保険事業の提供

【D-140】介護サービスの利用促進

要介護認定の公平性・迅速性の確保 町

介護保険システム改修事業 町

【D-141】低所得者対策

介護サービス利用料の支援 町

【C-81】年金制度の啓発活動の強化

【D-142】年金制度全般の情報提供

皆年金対策の促進 町

【C-82】国民健康保険税の適正な負担と収納率の向上

【D-143】医療給付費に即した税率設定

医療給付費に即した税率設定 町

生活習慣等改善促進 町

【C-83】後期高齢者医療の運営

【D-144】後期高齢者医療の運営

後期高齢者医療の運営 町

基本方針 【B-29】ぬくもりのある生活を支える社会保障の充実

事業主体 重点



≪第1節　保健医療計画≫

１．保健

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-84】各種保健事業の充実

【D-145】育児支援の充実

乳幼児等医療費助成事業 町 ★

妊婦健診料助成事業 町

予防接種費用助成事業 町 ★

乳幼児健診事業 町

【D-146】健（検）診事業と事後指導の充実

基本健康診査等健（検）診事業 町

女性特有のがん検診推進事業 町

後期高齢者健康診査事業 町

特定健康診査事業 町

【D-147】高齢者に対する健康相談・衛生教育の充実

介護予防事業（再掲D-139） 町

老人クラブ健康相談・健康教室（再掲D-119） 町

【D-148】各年齢期に対応した歯科保健事業の実施

幼児歯科検診 町

【D-149】精神保健事業の充実

精神保健や相談指導の強化と関係機関との連携 町

【D-150】相談指導と健康意識の高揚

保健推進員協議会事業 町

健康相談・健康教育・家庭訪問の推進 町

【C-85】栄養相談、教室の充実

【D-151】各年齢期における栄養相談・教室の開催

各年齢期に応じた栄養指導・教室の推進 町

第６章　いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

基本目標 【A-6】いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

基本方針 【B-30】健康づくりの推進

事業主体 重点



２．医療

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-86】医療サービスの充実

【D-152】医療機器の整備（導入・更新）

医療機器整備事業 町

【D-153】健診機関としての体制充実

各種健診事業の充実 町

【D-154】他医療機関との医療連携

上川北部地域第2次救急医療事業 町

【C-87】経営の適正化

【D-155】信頼される医療機関づくり

信頼される医療機関づくり 町

【D-156】経営の更なる合理化と経営の創意工夫

病院経営健全化の推進 町 ★

【C-88】医療体制の整備

【D-157】より利用しやすい施設整備

病院改修事業 町

【D-158】医師等住宅改築

医師等住宅改築事業 町

基本方針 【B-31】信頼できる医療サービスの提供

事業主体 重点



≪第1節　行財政計画≫

１．行財政

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-89】行政情報化の推進

【D-159】町民の意見の反映

広報活動の充実 町

インターネットによる情報発信（再掲D-13） 町 ★

【D-160】行政情報システムの充実

総合行政システム（イントラ）整備事業 町

パスポート窓口開設事業 町

公的個人認証サービス機器更新 町

住民基本台帳ネットワークシステム改修事業 町

【C-90】広域行政の推進

【D-161】連携の強化と事業の拡充

上川北部地区広域市町村振興計画の推進 圏域

天塩川「環境・交流」リンケージプロジェクトの推進 圏域

定住自立圏構想の推進 町

【D-162】広域事業の推進

一部事務組合等広域事業の充実 町

【C-91】健全な財政運営の推進

【D-163】歳入の確保

有利な財政措置の活用促進 町

収納率の向上 町

固定資産評価更新 町

【D-164】歳出の適正化と節減

事務事業経費の適正支出 町

公共設備等の計画的な改修 町

行政改革の推進（再掲D-165） 町

総合計画進行管理（再掲D-169） 町

【C-92】行財政運営の適正化と効率化の推進

【D-165】行財政運営の適正化と効率化の推進

行政改革の推進 町 ★

総合窓口の導入 町 ★

第７章　参画と協働による　きずな育むまちづくり

基本目標 【A-7】参画と協働による　きずな育むまちづくり

基本方針 【B-32】健全で効率的な行財政の確立

事業主体 重点



２．まちづくり

主要な施策

施策の内容

主な事業

【C-93】町民参画と協働のまちづくり

【D-166】自治会活動への支援

地域振興補助事業 町 ★

自治会活動推進交付金事業 町 ★

自治会館改修事業 町

【D-167】人づくりとまちづくり活動の推進

交流施設ひだまり改修事業 町

開拓先人の塔周辺整備事業 町

和寒町表彰式 町

分村100年記念事業 町 ★

【D-168】交流ネットワークの形成

パートナーシップ推進事業 町 ★

友好都市交流事業 町

ふるさと会等交流事業 町

【D-169】総合計画の推進

総合計画進行管理 町

町政懇談会 町

基本方針 【B-33】町民参画の充実と協働のまちづくりの推進

事業主体 重点



前期５ケ年事業計画

事 業 費 総 括 表

（平成23年度～平成27年度）





前期５ケ年事業計画　事業費総括表

計画

分類 総 事 業 費 国　費 道　費 起　債 その他 町　費

水資源・水利用 B-1 191,968 46,200 2,390 142,093 1,285

道路網整備 B-2 1,743,430 588,500 216,000 901,000 37,930

雪対策 B-3 409,355 110,200 41,200 257,955

公共交通 B-4 49,617 10,000 600 39,017

情報通信 B-5 7,220 7,220

2,401,590 744,900 218,390 952,200 142,693 343,407

住環境 B-6 311,748 10,649 1,455 4,625 295,019

衛生環境整備 B-7 376,389 168,350 169,495 38,544

ごみ処理 B-8 100,750 100,750

火葬場・墓地 B-9 870 870

公衆浴場 B-10 100,000 100,000

地球温暖化対策 B-11 212,356 74,500 110,000 27,856

計 1,102,113 253,499 1,455 110,000 174,120 563,039

消防・救急 B-12 126,477 83,000 43,477

防　災 B-13 135,560 28,060 25,000 82,500

生活安全 B-14 12,799 12,799

計 274,836 111,060 25,000 138,776

1,376,949 253,499 1,455 221,060 199,120 701,815

農　業 B-15 1,995,900 774,361 425,784 147,410 648,345

（平成23～27年度）　（単位：千円）

財　　　　　源　　　　　内　　　　　　訳

基本目標 分  野  項  目

A-1

恵みの大地と
共生する　う
るおいのまち

づくり

基盤
整備

小　　計

A-2

快適に安心し
て暮らせる

やすらぎのま
ちづくり

生活
環境
整備

消防･
救急･
防災･
交通
安全

小　　計

A-3 農　業 B-15 1,995,900 774,361 425,784 147,410 648,345

林　業 B-16 159,524 16,500 50,026 1,863 91,135

商工業 B-17 132,093 1,375 130,718

観　光 B-18 224,216 224,216

2,511,733 790,861 477,185 149,273 1,094,414

学校教育 B-19 444,193 92,230 351,963

社会教育(1) B-20 49,453 1,900 500 47,053

社会教育(2) B-21 43,500 43,500

社会教育(3) B-22 62,134 4,174 57,960

ｽﾎﾟｰﾂ活動 B-23 384,795 340 384,455

984,075 6,074 500 92,570 884,931

児童福祉 B-24 167,428 46,700 6,045 265 114,418

高齢者福祉 B-25 82,973 12,039 8,038 8,093 54,803

心身障がい者福祉 B-26 527,751 215,772 138,621 7,240 166,118

ひとり親世帯等福祉 B-27 7,328 1,921 260 5,147

社会福祉団体等 B-28 58,189 58,189

社会保障 B-29 777,238 11,795 129,730 3,663 632,050

小　　計 1,620,907 286,306 284,355 19,521 1,030,725

保　健 B-30 200,772 8,894 21,751 21,970 148,157

医　療 B-31 272,839 18,130 138,852 115,857

473,611 27,024 21,751 160,822 264,014

行財政 B-32 265,084 6,250 376 258,458

まちづくり B-33 172,293 4,000 168,293

437,377 10,250 376 426,751

合　　　　　計 9,806,242 2,118,914 1,004,012 1,173,260 763,999 4,746,057

行財
政

A-3

活気あふれる
元気なまちづ

くり

産業
振興

小　　計

A-4

教育･
文化･
ｽﾎﾟｰﾂ

振興

未来を拓く
心豊かなまち

づくり 小　　計

A-7

参画と協働による
きずな育むまちづ
くり

小　　計

A-5

ぬくもりで支
えあう　思い
やりのまちづ

くり

社会
福祉

A-6 保健
医療

いきいき元気に暮
らせる　健やかな

まちづくり
小　　計



事業費総括表　　町が事業主体となる事業計画 （平成23～27年度）　（単位：千円）

計画

分類 総 事 業 費 国　費 道　費 起　債 その他 町　費

水資源・水利用 B-1 191,968 46,200 2,390 142,093 1,285

道路網整備 B-2 1,203,000 264,500 901,000 37,500

雪対策 B-3 409,355 110,200 41,200 257,955

公共交通 B-4 49,617 10,000 600 39,017

情報通信 B-5 7,220 7,220

1,861,160 420,900 2,390 952,200 142,693 342,977

住環境 B-6 311,748 10,649 1,455 4,625 295,019

衛生環境整備 B-7 376,389 168,350 169,495 38,544

ごみ処理 B-8 100,750 100,750

火葬場・墓地 B-9 870 870

公衆浴場 B-10 100,000 100,000

地球温暖化対策 B-11 212,356 74,500 110,000 27,856

計 1,102,113 253,499 1,455 110,000 174,120 563,039

消防・救急 B-12

防　災 B-13 132,000 24,500 25,000 82,500

生活安全 B-14 12,799 12,799

計 144,799 24,500 25,000 95,299

1,246,912 253,499 1,455 134,500 199,120 658,338

農　業 B-15 1,198,318 406,732 181,341 126,620 483,625

消防･
救急･
防災･
交通
安全

小　　計

A-3

A-2

快適に安心し
て暮らせる

やすらぎのま
ちづくり

基本目標 分  野  項  目

A-1

恵みの大地と
共生する　う
るおいのまち

づくり

生活
環境
整備

財　　　　　源　　　　　内　　　　　　訳

小　　計

農　業 B-15 1,198,318 406,732 181,341 126,620 483,625

林　業 B-16 159,524 16,500 50,026 1,863 91,135

商工業 B-17 132,093 1,375 130,718

観　光 B-18 224,216 224,216

1,714,151 423,232 232,742 128,483 929,694

学校教育 B-19 444,193 92,230 351,963

社会教育(1) B-20 49,453 1,900 500 47,053

社会教育(2) B-21 43,500 43,500

社会教育(3) B-22 62,134 4,174 57,960

ｽﾎﾟｰﾂ活動 B-23 384,795 340 384,455

984,075 6,074 500 92,570 884,931

児童福祉 B-24 167,428 46,700 6,045 265 114,418

高齢者福祉 B-25 82,973 12,039 8,038 8,093 54,803

心身障がい者福祉 B-26 527,751 215,772 138,621 7,240 166,118

ひとり親世帯等福祉 B-27 7,328 1,921 260 5,147

社会福祉団体等 B-28 58,189 58,189

社会保障 B-29 777,238 11,795 129,730 3,663 632,050

小　　計 1,620,907 286,306 284,355 19,521 1,030,725

保　健 B-30 200,772 8,894 21,751 21,970 148,157

医　療 B-31 272,839 18,130 138,852 115,857

473,611 27,024 21,751 160,822 264,014

行財政 B-32 265,084 6,250 376 258,458

まちづくり B-33 172,293 4,000 168,293

437,377 10,250 376 426,751

合　　　　　計 8,338,193 1,427,285 543,569 1,086,700 743,209 4,537,430

A-7

参画と協働による
きずな育むまちづ
くり

小　　計

A-5

ぬくもりで支
えあう　思い
やりのまちづ

くり

社会
福祉

A-6 保健
医療

いきいき元気に暮
らせる　健やかな

まちづくり
小　　計

小　　計

A-4

教育･
文化･
ｽﾎﾟｰﾂ

振興

未来を拓く
心豊かなまち

づくり 小　　計

活気あふれる
元気なまちづ

くり

産業
振興

A-3



事業費総括表　国・道・団体等が事業主体となる事業計画 （平成23～27年度）　（単位：千円）

計画

分類 総 事 業 費 国　費 道　費 起　債 その他 町　費

水資源・水利用 B-1

道路網整備 B-2 540,430 324,000 216,000 430

雪対策 B-3

公共交通 B-4

情報通信 B-5

540,430 324,000 216,000 430

住環境 B-6

衛生環境整備 B-7

ごみ処理 B-8

火葬場・墓地 B-9

公衆浴場 B-10

地球温暖化対策 B-11

計

消防・救急 B-12 126,477 83,000 43,477

防　災 B-13 3,560 3,560

生活安全 B-14

計 130,037 86,560 43,477

130,037 86,560 43,477

農　業 B-15 797,582 367,629 244,443 20,790 164,720

消防･
救急･
防災･
交通
安全

小　　計

A-3

A-2

快適に安心し
て暮らせる

やすらぎのま
ちづくり

基本目標 分  野  項  目

A-1

恵みの大地と
共生する　う
るおいのまち

づくり

生活
環境
整備

財　　　　　源　　　　　内　　　　　　訳

小　　計

農　業 B-15 797,582 367,629 244,443 20,790 164,720

林　業 B-16

商工業 B-17

観　光 B-18

797,582 367,629 244,443 20,790 164,720

学校教育 B-19

社会教育(1) B-20

社会教育(2) B-21

社会教育(3) B-22

ｽﾎﾟｰﾂ活動 B-23

児童福祉 B-24

高齢者福祉 B-25

心身障がい者福祉 B-26

ひとり親世帯等福祉 B-27

社会福祉団体等 B-28

社会保障 B-29

小　　計

保　健 B-30

医　療 B-31

行財政 B-32

まちづくり B-33

合　　　　　計 1,468,049 691,629 460,443 86,560 20,790 208,627

A-7

参画と協働による
きずな育むまちづ
くり

小　　計

A-5

ぬくもりで支
えあう　思い
やりのまちづ

くり

社会
福祉

A-6 保健
医療

いきいき元気に暮
らせる　健やかな

まちづくり
小　　計

小　　計

A-4

教育･
文化･
ｽﾎﾟｰﾂ

振興

未来を拓く
心豊かなまち

づくり 小　　計

活気あふれる
元気なまちづ

くり

産業
振興

A-3





前期５ケ年事業計画

事 業 計 画 表

（平成23年度～平成27年度）





≪第1節　基盤整備計画≫

１．水資源・水利用

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-1】水源の保全対策の推進

【D-1】水源かん養林の育成、整備の推進

国有林2348林班整備事業 町 国有林（分収林）下刈9.81ha/年 3,675 2,390 1,285

【C-2】水の安定供給

【D-2】水の安定供給と管理業務の強化

漏水調査業務 町 漏水調査（隔年）　全町一円 4,494 4,494

浄化槽ろ過砂入替事業 町 東丘浄水場ろ過池（全11池）・三和浄水場（全2池） 9,799 9,799

水道管網図整備事業 町 水道管網図のデータベース化 20,000 20,000

簡易水道施設整備事業 町 ★ 東丘・三和浄水場計器更新・東丘浄水場ろ過池（3池）修繕工事 154,000 46,200 107,800

重点
財源内訳

事業費事業の内容

第１章　恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

【B-1】水源の保全と水の安定供給

【A-1】恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

基本方針

基本目標

事業主体

簡易水道施設整備事業 町 ★ 東丘・三和浄水場計器更新・東丘浄水場ろ過池（3池）修繕工事 154,000 46,200 107,800

191,968 46,200 2,390 142,093 1,285

２．道路網整備

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-3】町道の整備推進

【D-3】交通弱者に配慮した町道の整備

町道バリアフリー化推進事業 町 ★ バリアフリー化13条測量設計L=2,980・工事L=2,985 634,000 606,600 27,400

町道改修整備事業 町 路面改修7条工事L=10,300　改良工事L=2,200　他 569,000 264,500 294,400 10,100

【C-4】広域幹線道路の整備促進

【D-4】国道の整備

国道40号歩道・路肩拡幅工事の促進（塩狩・大成地区） 国 塩狩・大成地区路肩拡幅要請

【D-5】道道の整備

道道雨竜旭川線整備の促進（改良舗装） 道 改良舗装 100,000 60,000 40,000

道道和寒幌加内線整備の促進（線形改良と橋梁拡幅） 道 線形改良と橋梁拡幅 440,000 264,000 176,000

道道和寒鷹栖線整備の促進（18線付近直線化・中和地区歩道未設置区間・市街地歩道拡幅と交通安全対策） 道 18線付近直線化・中和地区歩道未設置区間・市街地歩道拡幅と交通安全対策

【D-6】北海道縦貫自動車道の整備促進

北海道縦貫自動車道の整備促進 期成会 士別剣淵インター以北の整備促進 430 430

1,743,430 588,500 216,000 901,000 37,930

事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

【B-2】町道の整備推進と広域幹線道路の整備促進

事業主体 重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

基本方針

事業の内容



３．雪対策

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-5】除排雪体制の充実

【D-7】重機械類の整備充実

道路維持管理機械整備事業 町 トラック・グレーダー・ドーザー・大型ロータリー 123,400 82,200 41,200

【D-8】除排雪業務の充実

町道除雪事業 町 除雪維持（委託（除雪・排雪）・補助） 285,955 28,000 257,955

409,355 110,200 41,200 257,955

４．公共交通

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

事業の内容 事業費
財源内訳

事業主体 重点

基本方針 【B-4】豊かな暮らしを支える交通体系の確保

事業主体 重点

基本方針 【B-3】迅速で効率的な除排雪体制の充実

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-6】町営バスの適正運行

【D-9】町営バスの適正運行

町営バス更新 町 バス更新（中和線） 10,000 10,000

町営バス運行事業 町 路線バス委託・道北バス負担 39,515 600 38,915

地方公共交通検討事業 町 地域公共交通連絡会議 102 102

【C-7】各種交通機関の利便性の確保

【D-10】バス・鉄道路線の利便性の確保

バス・鉄道路線の利便性の確保 町 バス・鉄道路線の利便性の確保

【D-11】高速交通アクセスの利便性の確保

高速交通路線の利便性の確保 町 高速交通路線の利便性の確保

49,617 10,000 600 39,017合　　　　　　　　　　　　　　　　計



５．情報通信

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-8】地域の高度情報化の推進

【D-12】防災無線の運用

防災行政無線システム運用事業 町 防災行政無線システム運用 1,420 1,420

【D-13】インターネットを利用した情報発信

インターネットによる情報発信 町 ★ ホームページ再構築 4,200 4,200

高速通信網の整備検討 町 光ケーブル等の整備検討

【D-14】難視聴解消対策の推進

電波受信障害解消対策事業 町 難視聴地区テレビ受信設備整備補助 1,600 1,600

7,220 7,220合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

基本方針 【B-5】新しい時代を支える高度な情報通信の推進

事業主体 重点



≪第1節　生活環境整備計画≫

１．住環境

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-9】公営住宅整備の推進

【D-15】公営住宅整備の推進

公営住宅用途廃止事業 町 東丘団地4棟20戸・朝日団地2棟8戸・若草団地1棟4戸 21,300 7,920 13,380

公営住宅営繕事業 町
若草団地塗装7棟26戸・若草団地戸別改善設計委託19
棟72戸・若草団地営繕6棟24戸

279,426 279,426

【C-10】住宅整備への支援

【D-16】住宅整備への支援

防災対策促進支援事業 町 既存住宅耐震診断・耐震改修補助 1,200 414 300 486

空き家住宅解消支援策の検討 町

事業の内容 事業費
財源内訳

第２章　快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本目標 【A-2】快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本方針 【B-6】安心して暮らせる住環境の整備

事業主体 重点

省エネルギー促進支援事業（再掲D-29） 町

【D-17】福祉対応型住宅への支援

介護保険による住宅改修事業 町 介護保険による住宅改修事業 9,250 2,315 1,155 4,625 1,155

ふれ愛住宅補助（再掲D-122） 町

【C-11】定住に向けた住宅確保への支援

【D-18】定住に向けた住宅確保への支援

「和寒町で暮らしましょう」促進事業（再掲D-51） 町

【C-12】公園の整備と維持管理

【D-19】公園の整備と維持管理

公営住宅営繕事業（再掲D-15） 町

【C-13】環境美化の推進

【D-20】環境美化の推進

国道40号移動式花壇設置事業 町 国道景観維持管理 200 200

美しいまちづくり推進事業 町 ★ 美しいまちづくり運動の推進 372 372

311,748 10,649 1,455 4,625 295,019合　　　　　　　　　　　　　　　　計



２．衛生環境整備

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-14】下水道終末処理施設の整備

【D-21】下水道終末処理施設の整備

下水道終末処理場施設設備改修事業 町 ★ 機械電気設備工事・汚泥槽劣化補強工事　他 320,200 168,350 151,850

下水道管網図整備事業 町 下水道管網図のデーターベース化 3,500 3,500

下水汚泥農地還元事業 町 下水汚泥の運搬・処理・堆肥盤管理費・ﾊﾞｰｸ購入費 14,145 14,145

【C-15】浄化槽の適正管理

【D-22】浄化槽の適正管理

浄化槽の適正管理 町 合併浄化槽管理組合助成 11,349 11,349

【C-16】水洗化の普及推進とし尿処理の適正化

【D-23】水洗化の普及推進とし尿処理の適正化

士別市下水処理場し尿合併処理業務 町 し尿、浄化槽汚泥の最終処分 27,195 27,195

376,389 168,350 169,495 38,544

【B-7】快適な衛生環境の推進

事業の内容 事業費
財源内訳

重点

基本方針

事業主体

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

３．ごみ処理

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-17】ごみの減量・資源リサイクルの促進

【D-24】ごみの減量・資源リサイクルの促進

ごみ減量化啓発活動推進事業 町 クリーンタウンわっさむ運営補助 750 750

ごみ有料化の検討 町

【C-18】廃棄物等の処理体制の充実

【D-25】廃棄物等の処理体制の充実

廃棄物処理体制の検討 町 廃棄物処理体制の検討

旧焼却施設整理事業 町 三和ごみ処理場焼却炉解体 100,000 100,000

100,750 100,750

事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業主体 重点 事業の内容

【B-8】ごみの減量化と資源リサイクルの推進基本方針



４．葬斎場・墓地

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-19】葬斎場・墓地環境の整備推進

【D-26】葬斎場・墓地環境の整備推進

葬斎場・墓地周辺環境整備事業 町 中和墓地無縁塔整備 870 870

870 870

５．公衆浴場

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-20】公衆浴場施設整備の推進

【D-27】公衆浴場施設整備の推進

保養センター整備事業 町 保養センターの改修 100,000 100,000

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

事業の内容
財源内訳

基本方針 【B-9】葬斎場・墓地環境の整備推進

事業費事業主体 重点

基本方針 【B-10】公衆浴場の計画的な施設整備の推進

事業主体 重点

保養センター整備事業 町 保養センターの改修 100,000 100,000

100,000 100,000

６．地球温暖化対策

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-21】地球温暖化対策の推進

【D-28】地球温暖化対策の情報提供

地球温暖化対策の啓蒙啓発 町 温室効果ガス削減に向けた啓蒙啓発

【D-29】環境にやさしいクリーンなエネルギーの導入推進

新エネルギー導入推進事業 町 ★ バイオマス燃料製造事業（木質ペレット製造） 200,356 74,500 110,000 15,856

省エネルギー促進支援事業 町 太陽光・バイオマス燃料ストーブ・省エネ住宅改修補助 12,000 12,000

212,356 74,500 110,000 27,856合　　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

事業主体 重点

基本方針 【B-11】環境にやさしい地球温暖化対策の推進



≪第2節　消防・救急・防災・生活安全計画≫

１．消防・救急

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-22】消防・救急体制の充実

【D-30】消防体制の整備

消防施設等整備事業 地方事務組合 水槽付消防ポンプ自動車更新・高規格救急車更新　他 126,477 83,000 43,477

【D-31】救急業務の高度化

救急業務高度化の検討 町 救急業務高度化の検討

126,477 83,000 43,477

２．防災

事業の内容 事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

【B-13】総合的な防災体制の強化

第２章　快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本目標 【A-2】快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

基本方針 【B-12】消防・救急体制の充実

事業主体 重点

基本方針

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-23】防災施設の整備、管理

【D-32】河川の整備

河川改修事業 町 6線川瑞穂橋架替・大成小川・ワッカウエンナイ川・川西川・16線川 132,000 24,500 25,000 82,500

【D-33】管理監視体制の強化

河川管理監視体制の強化 町 河川管理

防災行政ネットワーク機器更新 道 地上系デジタル無線機器更新 3,560 3,560

備蓄資材の整備 町 防災資材

【C-24】防災体制の整備

【D-34】防災意識の高揚

自主防災組織の確立 町 ★ 自主防災組織の確立

135,560 28,060 25,000 82,500

重点 事業の内容 事業費
財源内訳

【B-13】総合的な防災体制の強化

事業主体

基本方針

合　　　　　　　　　　　　　　　　計



３．生活安全

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-25】交通安全運動・防犯体制の強化

【D-35】交通安全運動・防犯体制の強化

交通安全広報活動街頭啓蒙指導事業 町 交通安全指導員報酬・費用弁償 7,611 7,611

交通安全関係団体活動の支援 町 交通安全協会・交通安全スポーツ大会　他 3,970 3,970

公用車デイライト推進事業 町 公用車デイライト装着 483 483

地域振興補助事業（再掲D-166） 町

【C-26】生活安全向上への連携強化

【D-36】生活安全向上への連携強化

生活安全推進会議事業 町 交通安全・防犯防止対策の充実 735 735

12,799 12,799

事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

基本方針 【B-14】町民ぐるみの交通安全運動・防犯体制の強化

事業主体 重点 事業の内容



≪第1節　産業振興計画≫

１．農業

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-27】収益性の高い地域農業の展開

【D-37】農業所得の確保

中山間地域等直接支払事業 町 多面的機能の保全を図るための直接支払制度 478,896 239,448 119,724 119,724

農業活性化センター運営事業 町 農業活性化センター運営費 109,150 26,420 82,730

バーク供給センター設備更新 町 ケーシング交換 1,039 1,039

農業活性化センター設備更新 町 屋根改修・ハウスボイラー更新・土壌硬度計・車更新 4,878 4,878

牧場放牧料助成事業 町 大和牧場への放牧料助成 1,800 1,800

農地・水保全管理支払交付金 地元 ★ 共同活動支援 117,194 117,194

環境保全型農業直接支払交付金 地元 ★ 営農活動支援

事業費
財源内訳

事業主体 重点

第３章　活気あふれる　元気なまちづくり

基本目標 【A-3】活気あふれる　元気なまちづくり

基本方針 【B-15】大地を育む農業農村の構築

事業の内容

環境保全型農業直接支払交付金 地元 ★ 営農活動支援

土づくり対策事業 町 バーク供給施設運営管理業務 63,200 22,750 40,450

経営体育成交付金 町 高性能機械導入や施設整備に対する助成 69,570 69,570

【D-38】生産基盤の計画的推進

国営造成施設管理体制整備事業 町 管理体制の整備 103,279 51,638 25,818 25,823

不良排水対策事業 町 不良排水路改修 32,900 4,860 28,040

生産基盤整備事業 道 ★ 和寒中央地区・和寒北地区・第1幹線地区・西和地区・剣和幹線地区 643,401 408,845 234,556

ポスト農地パワーアップ対策事業 道 ★ 和寒中央地区・和寒北地区・第1幹線地区・西和地区・剣和幹線地区 111,925 36,122 26,040 49,763

農業経営高度化支援事業 町 土地利用調整活動費 4,000 2,194 1,806

農地・水保全管理支払交付金（再掲D-37） 地元

【D-39】農畜産物の販路拡大

南宗谷線地区広域米穀類乾燥調製貯蔵施設基金 町 大規模改修の際の財源確保のための基金 57,080 57,080

農産物加工センター運営事業 町 加工センター運営費 19,785 15,120 4,665

農産物加工センター設備更新 町 ストーブ2台更新・床改修・トイレ設置・生活研修センター解体　他 8,466 8,466

受精卵移植事業補助 町 優良家畜増進事業補助（採卵、受精卵移植） 2,235 2,235

草地改良事業補助 町 草地更新事業補助（種子・土壌改良剤） 4,320 4,320

農産物付加価値向上事業 町 ★ 起業化支援事業補助金

【D-40】鳥獣による農業被害の防止

有害鳥獣被害対策事業 町 ★ 有害鳥獣捕獲奨励補助・被害対策事業 16,504 16,504

【D-41】新たな技術開発の推進

農産物加工センター運営事業（再掲D-39） 町

農業活性化センター運営事業（再掲D-37） 町



【C-28】多様でゆとりある農業経営の促進

【D-42】農地の利用集積

農地集団化促進事業 町 農地取得費、賃貸料の一部に助成 27,111 27,111

農地利用集積斡旋事業 町 改善組合運営補助（３組合） 5,850 5,850

【D-43】労働力の確保

酪農ヘルパー事業補助 町 酪農ヘルパー組合運営事業補助 2,950 2,950

集落営農組織の組織化・法人化 町 集落営農組織の組織化・法人化

コントラクター組織の育成 町

【D-44】金融対策の支援

各種農業制度資金利子補給補助 町 農業経営基盤強化資金利子補給補助・次世代農業者支援融資事業　他 13,649 7,370 6,279

農業被害等支援利子補給補助 町 平成16年度台風被害支援利子補給補助　他 1,255 1,255

【C-29】農業の担い手の育成確保

【D-45】多様な担い手の育成、確保

農業後継者技術取得事業 町 農業活性化センター研修生受入事業 18,353 18,353

新規就農対策事業 町 ★ 受入農家支援・海外研修・新規就農研修・家賃支援 8,500 8,500

わっさむ農村元気づくり支援事業 町 特産品開発・地域イメージ向上・地産地消の取り組み 1,500 1,500

担い手育成・確保事業 町 ★ 担い隊の地域協力活動・集落支援員の配置 48,960 48,960

農村生活体験事業 町 ★ 農村生活体験事業補助 16,100 16,100農村生活体験事業 町 ★ 農村生活体験事業補助 16,100 16,100

各種農業制度資金利子補給補助（再掲D-44） 町

【D-46】女性が活躍できる環境づくり

農産物加工センター運営事業（再掲D-39） 町

【D-47】高齢農業者の活用と福祉対策

高齢農業者の活用策の検討 町 高齢農業者の活用策の検討

【C-30】環境と調和した農業の促進

【D-48】環境問題への対応

環境負荷軽減対策の推進 町 環境負荷軽減対策の推進

新エネルギーの導入推進 町 ★ 新エネルギーの導入促進

土づくり対策事業（再掲D-37） 町

環境保全型農業直接支払交付金（再掲D-37） 地元

【D-49】有機物の環境利用の促進

土づくり対策事業（再掲D-37） 町

【C-31】豊かさと活力ある農村の構築

【D-50】農村の環境整備と過疎化への対応

新規就農対策事業（再掲D-45） 町

農村生活体験事業（再掲D-45） 町

担い手育成・確保事業（再掲D-45） 町

【D-51】魅力ある農村の構築

「和寒町で暮らしましょう」促進事業 町 ★ 空き家住宅調査、データー更新 1,050 1,050

「和寒町で暮らしましょう」移住体験事業 町 ★ 短期・長期型体験事業負担金 1,000 1,000



グリーンツーリズムへの支援 町

【C-32】食の安全安心の確保

【D-52】農産物の安全確保の推進

農産物の安全確保の推進 町 農産物の安全確保の推進

【D-53】地産地消の推進

地産地消の推進 町 地産地消の推進

【D-54】食育の推進

食育の推進 町 食育の推進

1,995,900 774,361 425,784 147,410 648,345

２．林業

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-33】間伐、保育その他森林整備の促進

【D-55】木材生産と調和した多機能発揮のための計画的整備

町有林整備事業 町 造林事業・除間伐・枝打ち事業・下刈・つる切り事業 47,685 27,526 143 20,016

【B-16】大地を育む北の森づくり基本方針

重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業費
財源内訳

事業主体 事業の内容

町有林整備事業 町 造林事業・除間伐・枝打ち事業・下刈・つる切り事業 47,685 27,526 143 20,016

一般民有林取得事業 町 ★ 一般民有林取得 4,910 4,910

植樹推進事業 町 町民植樹祭 2,060 1,720 340

国有林野取得事業 町

【D-56】森林所有者の整備促進啓発

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

一般民有林取得事業（再掲D-55） 町

【C-34】森林施業の共同化の促進

【D-57】森林施業のための組織づくり

除間伐推進事業 町 民有林間伐推進補助 1,400 1,400

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町

【D-58】施業効率化に向けた団地化推進

民有林の森づくり推進事業 町 民有林造林補助 15,589 9,500 6,089

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

【D-59】森林組合との連携

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町

【C-35】林業従事者の養成、確保

【D-60】林業の担い手育成の取り組み

林業従事者の育成確保 町 ★

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

民有林の森づくり推進事業（再掲D-58） 町



植樹推進事業（再掲D-55） 町

【C-36】林業等作業路網の整備

【D-61】幹線林道の適正維持管理

林道整備事業 町 林道開設工事 30,000 16,500 13,500

【D-62】林内路網の整備

基幹作業道開設事業 町 基幹作業道開設工事（東和線）　他 57,880 13,000 44,880

【C-37】林産物の利用促進

【D-63】低質材・間伐材の有効利用

町有林整備事業（再掲D-55） 町

除間伐推進事業（再掲D-57） 町

新エネルギー導入推進事業（再掲D-29） 町

159,524 16,500 50,026 1,863 91,135

３．商工業

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

財源内訳
事業主体 重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費

基本方針 【B-17】時代に応じた魅力ある商工業の振興

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-38】時代に応じた魅力ある商店街の形成

【D-64】商店街活性化の支援

空き地空き店舗対策事業 町 ★ 空き地空き店舗の調査に関する支援

【C-39】地域に根ざした工業生産

【D-65】地域に根ざした工業生産

企業振興促進補助事業 町 ★

地場産業開発事業（再掲D-72） 町

農産物付加価値向上事業（再掲D-39） 町

【C-40】経営基盤の強化

【D-66】金融対策の支援

融資・利子補給事業 町 中小企業補償融資・商工業活性化融資　他 16,290 16,290

【D-67】商工業団体の支援

商工会運営補助 町 商工会運営費 77,532 77,532

商業振興協同組合補助 町 商業振興協同組合補助 6,000 6,000

【D-68】福利厚生の充実

企業振興促進補助事業（再掲D-65） 町

【C-41】後継者育成と人材の確保

【D-69】地域雇用の促進

地域雇用促進対策事業 町 町道・林道景観整備 14,780 14,780

緊急雇用創出推進事業 町 町有地等環境整備 1,375 1,375

商工業新規就業者対策事業 町 新規就業対策 7,206 7,206



【C-42】起業化と企業誘致活動の推進

【D-70】起業化と企業誘致活動の推進

企業誘致推進事業 町 企業誘致の推進

商工業新規就業者対策事業（再掲D-69） 町

【D-71】工業団地の環境整備

工業団地環境整備事業 町 工業団地環境整備

【C-43】消費者と協働による消費生活運動の展開

【D-72】地元産品の地元消費

地場産業開発事業 町 ★ 地場産業開発試験補助 3,500 3,500

【D-73】消費生活運動の展開

消費生活推進事業 町 消費生活推進会議負担金・消費者行政広域化負担金 5,410 5,410

132,093 1,375 130,718

４．観光

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

基本方針 【B-18】自然環境と調和した観光資源化の推進

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業主体 重点 事業の内容 事業費
財源内訳

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-44】観光施設の整備と観光ルートの活用

【D-74】自然に親しむ観光地の整備

塩狩峠周辺環境整備事業 町 ★ 遊歩道・植栽　他 4,000 4,000

三笠山自然公園整備事業 町 遊具新設・更新 23,000 23,000

三笠山自然公園・東山スキー場指定管理者 町 指定管理者による管理運営 144,630 144,630

南丘森林公園管理運営事業 町 配水ポンプ・送風機更新 3,028 3,028

広域観光ルートの活用 町 広域観光ルートの活用 2,000 2,000

【C-45】地域の特性を活かした体験型滞在型観光の研究

【D-75】体験型観光の研究

地域資源を活用した体験型観光の研究 町 ★ 体験型観光の研究

【D-76】滞在型観光の研究

滞在型観光の研究 町 滞在型観光の研究

「和寒町で暮らしましょう」移住体験事業（再掲D-51） 町

【C-46】個性を活かしたイベントの育成

【D-77】イベント・地場産品の広報活動

各種イベント補助事業 町 各種イベント補助 18,700 18,700

地場産品の宣伝 町 ふるさと便 1,398 1,398

【D-78】観光組織への支援

観光協会支援 町 観光協会運営費 27,460 27,460

224,216 224,216合　　　　　　　　　　　　　　　　計



≪第1節　教育・文化・スポーツ振興計画≫

１．学校教育

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【D-79】学習指導の充実

指導教本購入事業 町 教師用指導教本購入 1,900 1,900

総合的・体験学習事業（再掲D-82） 町

（仮）未来を拓く教育推進事業 町 小中学生の社会性や創造力を養う教育への支援 2,400 2,400

【D-80】情報教育の推進

情報教育推進事業 町 情報教育として指導者の育成、資料購入、研修費 750 750

情報教育機器更新 町 小学校情報教育機器更新・中学校情報教育機器リース　他 22,223 22,223

第４章　未来を拓く　心豊かなまちづくり

基本目標 【A-4】未来を拓く　心豊かなまちづくり

基本方針 【B-19】豊かな人間性を育む教育活動の推進と学習環境の充実

財源内訳

【C-47】自立した生き方を支える基本的な資質・能力の確実な定着と、社会の変化に対応した新しい時
代を生きていくための実践的な力を培う教育

事業費事業主体 重点 事業の内容

情報教育機器更新 町 小学校情報教育機器更新・中学校情報教育機器リース　他 22,223 22,223

【D-81】特別支援教育の充実

特別支援教育推進事業 町 和寒小学校特別支援員配置 7,000 7,000

【D-82】地域の特性を生かす教育の推進

副読本発行事業 町 ３・４年生用社会科副読本作成 1,890 1,890

総合的・体験学習事業 町 ★ 小中連携ボランティア活動・勤労体験学習　他 1,050 1,050

【D-83】進路指導の充実

体験的学習機会・進路相談の充実 町 体験的学習機会・進路相談の充実

【D-84】生徒指導の充実

青少年育成町民会議との連携 町 青少年育成町民会議との連携

【D-85】家庭・地域と連携した教育の推進

地域に開かれた学校づくり 町 学校評議員制度の充実 600 600

子どもの生活リズム・体力向上事業（再掲D-97） 町

【D-86】国際理解教育の推進

国際理解教育事業 町 外国語指導助手配置 13,470 13,470

【D-87】道徳教育の推進

ボランティア活動・社会体験学習の充実 町 ボランテｲア活動・社会体験学習の充実

小中学校福祉実践教育育成支援 町 ボランティア活動実践教育の支援 500 500

【D-88】人権教育・男女平等教育の充実

教育活動の推進・指導 町 教育活動の推進・指導

【C-48】思いやりや豊かな心を育むとともに、正しい生活習慣の確立や体力の向上による健やかな心身
を育てる教育



【D-89】体力・運動能力の向上

子どもの生活リズム・体力向上事業（再掲D-97） 町

【D-90】学校における食育の推進

学校給食の提供（再掲D-92） 町

学校における食育の推進 町

【C-49】学習環境の整備充実

【D-91】教育・学習等の環境整備

教育学習環境整備事業 町 教員住宅屋根塗装19棟・風呂改修7棟・解体5棟　他 29,733 29,733

【D-92】学校給食の提供

学校給食の提供 町 給食ｾﾝﾀｰ負担金 191,865 65,230 126,635

【D-93】通学環境の充実

下校支援事業 町 スクールバス委託事業 100,330 100,330

遠距離通学費助成事業 町 遠距離通学の支援 2,010 2,010

高校生徒通学費等の支援 町 高校生徒通学費等の支援 22,952 22,952

【D-94】修学機会の確保

奨学資金貸付事業 町 修学支援 27,000 27,000

就学支援事業 町 要保護・準要保護児童生徒就学扶助費　 17,550 17,550

【D-95】廃校施設の活用【D-95】廃校施設の活用

学校施設跡地活用事業 町 ★ 中学校跡地活用検討委員会 970 970

【D-96】札幌自由が丘学園三和高等学校への支援

札幌自由が丘学園三和高等学校への支援 町 札幌自由が丘学園三和高等学校への支援

444,193 92,230 351,963

２．社会教育（１）教育・文化活動

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-50】家庭、地域の教育力の向上への支援と充実

【D-97】子どもの健やかな成長・発達のための家庭教育と子育て支援の充実

子どもの生活リズム・体力向上事業 町 ★ 早ね早起き朝ごはん・集団宿泊体験　他 1,300 1,300

【D-98】地域で子どもたちを守り育てる環境づくりの促進

学校支援地域本部事業 町 学校支援ボランティア保険代・実行委員等研修費用弁償 1,500 500 500 500

青少年育成町民会議の活動充実 町 青少年育成町民会議補助 1,000 1,000

子ども安全促進事業 町 子どもの安全安心を守る地域ボランティア活動

【C-51】社会教育活動の充実

【D-99】生涯各期における学習活動の促進

生涯学習活動支援 町 ★ 公民館講座・三笠山大学・女性大学セミナー等学習支援 4,205 4,205

重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

事業主体

基本方針
【B-20】自ら学び、豊かな心とうるおいのある地域づくりと人づくりをめざす社会教育の
推進



【D-100】町民参画や協働による社会教育活動の充実

国際交流の会への支援 町 国際交流の会運営補助 900 900

生涯学習活動支援（再掲D-99） 町

子ども安全促進事業（再掲D-98） 町

学校支援地域本部事業（再掲D-98） 町

【C-52】社会教育推進と文化振興のための基盤整備

【D-101】生涯学習環境の整備活用と人材育成

社会教育中期計画の推進 町 第8次社会教育中期振興計画策定 380 380

未来を拓く人づくり推進事業 町 ★ 町内児童生徒に対する道外研修、交流事業への費用補助 28,400 28,400

公民館設備更新 町 ホール音響設備更新・舞台・客席吊物ワイヤーロープ更新　他 8,300 8,300

公用車更新 町 公用車更新2台 3,468 1,400 2,068

生涯学習活動支援（再掲D-99） 町

文化活動支援（再掲D-102） 町

49,453 1,900 500 47,053

主要な施策

施策の内容

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

基本方針 【B-21】豊かな心を育む芸術文化活動の推進と郷土文化の継承

事業の内容 事業費重点
財源内訳

事業主体施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-53】芸術文化活動の充実

【D-102】芸術文化活動の充実

文化活動支援 町 ★ 文連補助、文化振興基金補助 3,400 3,400

町民文化祭への支援 町 町民文化祭運営補助 1,500 1,500

芸術文化公演会の充実 町 芸術文化鑑賞事業 18,600 18,600

【C-54】郷土文化の継承

【D-103】文化財の保存と活用の推進

郷土資料館施設整備事業 町 既存郷土資料館の整備改修 20,000 20,000

指定文化財の保存 町

43,500 43,500

２．社会教育（２）図書館

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-55】生涯学習支援の強化と読書推進活動の充実

【D-104】情報・資料の充実とレファレンスサービスの強化

図書館資料整備事業（再掲D-105） 町

事業の内容 事業費

事業主体 重点

【B-22】魅力ある図書館づくり

重点

基本方針

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳

事業主体



【D-105】町民のニーズに合った蔵書の構築

図書館資料整備事業 町 資料の購入 22,500 4,174 18,326

【C-56】読書環境の整備

【D-106】図書館施設設備の整備

図書館設備更新 町 除雪機更新・コピー機更新・視聴覚機器更新　他 37,984 37,984

【C-57】読書に親しめる事業の推進

【D-107】家庭読書支援と自主事業の推進

各種学習支援 町 ブックスタート・図書館ボランティア支援　他 1,650 1,650

62,134 4,174 57,960

２．社会教育（３）スポーツ活動

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-58】誰もが楽しめるスポーツ機会の拡充

【D-108】スポーツに親しむ機会の拡充

スポーツ機会の拡充 町 各種スポーツ教室の開催 1,900 1,900

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容事業主体 重点

基本方針 【B-23】健康で明るく豊かな生涯スポーツの推進

事業費
財源内訳

スポーツ機会の拡充 町 各種スポーツ教室の開催 1,900 1,900

【D-109】スポーツ人口の拡大と組織強化

スポーツ人口の拡大と組織強化 町 スポーツ活動の支援・スポーツ団体との連携強化 16,785 16,785

【D-110】スポーツを通した交流活動の促進

スポーツを通した交流活動の促進 町 ★ 町民運動会負担金・総合型地域スポーツクラブ 11,550 11,550

【C-59】スポーツの基盤の整備充実

【D-111】各種スポーツ指導者の育成・強化

各種スポーツ指導者の養成･強化 町 スポーツ指導者の養成､強化､発掘・スポーツ講演の開催 740 340 400

【D-112】スポーツ施設の整備、管理運営の充実

研修館楡設備更新 町 入口屋根改修・宿泊室網戸更新・サウナ内装改修　他 10,774 10,774

総合体育館設備更新 町 放送機器更新・トレーニング機器更新・芝刈機更新 7,840 7,840

東山スキー場設備更新 町 第1ﾘﾌﾄ改修・第2ﾘﾌﾄ改修・ｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙ更新・圧雪車更新 82,410 82,410

体育施設等指定管理 町 指定管理者による管理運営 252,796 252,796

384,795 340 384,455合　　　　　　　　　　　　　　　　計



≪第1節　社会福祉計画≫

１．児童福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-60】子育て支援の充実

【D-113】子育て支援の充実

保育所の適正運営 町 ★ 保育所の適正運営 84,353 84,353

０歳児保育の導入 町 ０歳児保育の導入

放課後児童対策事業 町 留守家庭児童の健全育成指導の推進 10,570 6,045 225 4,300

子育て支援センター事業 町 ★ 子育て支援センター運営事業 26,480 19,700 40 6,740

【D-114】乳幼児の健診事業、医療費用の助成

妊婦健診料助成事業（再掲D-145） 町

乳幼児等医療費助成事業（再掲D-145） 町

重点 事業の内容

第５章　ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

基本目標 【A-5】ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

基本方針 【B-24】安心して子どもを生み育てる環境づくり

事業主体 事業費
財源内訳

乳幼児等医療費助成事業（再掲D-145） 町

【D-115】通園対策事業

こども通園センター通所旅費助成 町 交通費の3/4助成 1,025 1,025

【D-116】保育所、子育て支援センターの整備

保育所周辺環境整備事業 町 ★ 季節保育所解体・保育所周辺環境整備・屋外遊具更新 45,000 27,000 18,000

167,428 46,700 6,045 265 114,418

２．高齢者福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-61】高齢者福祉施策の充実

【D-117】在宅生活支援事業の充実

緊急通報装置整備事業 町 緊急通報装置設置新規取付・再構築 11,298 11,298

高齢者共同福祉住宅運営事業 町 高齢者共同福祉住宅管理 6,808 1,969 4,839

寝たきり介護手当･認知症介護手当支給 町 介護扶助費 1,800 1,800

地域包括支援センター運営事業 町 地域包括支援センター運営費 30,101 12,039 6,019 6,024 6,019

介護予防事業（再掲D-139） 町

高齢者安心生活推進事業（再掲D-121） 町 救急医療情報キットの配備

【D-118】保健サービスの向上

後期高齢者健康診査事業（再掲D-146） 町

基本方針 【B-25】ともに支え合う心豊かな高齢者福祉の推進

事業主体 重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳



基本健康診査等健（検）診事業（再掲D-146） 町

機能訓練事業（再掲D-126） 町

【C-62】生涯元気を保つ健康づくり

【D-119】健康づくり活動の推進

介護予防事業（再掲D-139） 町 介護予防事業

老人クラブ健康相談・健康教室 町 老人クラブ健康相談・健康教室

【C-63】生きがいと社会参加の促進

【D-120】生きがい活動支援

生きがいセンター運営事業 町 管理運営経費 1,600 100 1,500

老人クラブ活動支援 町 老人クラブ連合会運営補助 4,230 2,019 2,211

高齢者事業団運営支援事業 町 運営費の一部を助成 9,000 9,000

【C-64】支え合う地域社会づくり

【D-121】地域社会づくり

高齢者安心生活推進事業 町 ★ 救急医療情報キットの配備 232 232

小地域ネットワーク事業等地域福祉活動支援事業（再掲D-135） 町

【C-65】安心して暮らせる生活環境の整備

【D-122】生活環境の整備

ふれ愛住宅補助 町 高齢者・障がい者住宅の改修費用助成 6,750 6,750ふれ愛住宅補助 町 高齢者・障がい者住宅の改修費用助成 6,750 6,750

保健福祉センター改修事業 町 防水面洗浄・劣化部分補修後全面防水処理 10,500 10,500

道北バス利用者運賃助成事業 町 70歳以上の高齢者への運賃に対する助成 654 654

町道バリアフリー化推進事業（再掲D-3） 町

【C-66】総合的なサービス供給体制の確立

【D-123】相談窓口と推進体制の確立

相談窓口と推進体制の確立 町 相談窓口と推進体制の確立

82,973 12,039 8,038 8,093 54,803

３．心身障がい者福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-67】自立生活支援とノーマライゼーション意識の高揚啓発

【D-124】自立生活支援とノーマライゼーション意識の高揚啓発

自立生活支援の充実とﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ意識の高揚啓発 町 自立生活支援の充実とﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ意識の高揚啓発

【C-68】福祉サービスの充実

【D-125】在宅生活支援事業の提供

身障・知的障がい者（児）施設入通所等支援Ｓの推進 町 在宅・施設等障がい福祉サービス利用負担給付費 424,790 211,170 106,218 107,402

障がい者特別対策事業 町 特別対策事業 693 462 231

基本方針 【B-26】生きがいと自立を促す社会参加の促進

重点事業主体

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

事業の内容 事業費
財源内訳



【C-69】保健医療サービスの確保

【D-126】機能訓練の実施

機能訓練事業 町 機能訓練事業

【D-127】社会的弱者への医療費・その他助成

障がい者自立支援医療の提供 町 更生医療利用負担給付費 9,205 4,602 2,301 2,302

重度心身障がい者等医療費助成事業 町 重度心身障がい者の医療費助成 85,760 29,640 7,240 48,880

社会福祉施設等通園費助成事業 町 交通費の3/4助成 4,330 4,330

【C-70】障がい者にやさしい生活環境の整備

【D-128】生活環境の整備

ふれ愛住宅補助（再掲D-122） 町

重度障がい者ハイヤー助成事業 町 身障手帳1級及び一部2級・3級所持者ハイヤー助成券交付 2,973 2,973

町道バリアフリー化推進事業（再掲D-3） 町

【C-71】ボランティアの育成支援

【D-129】障がい者支援ボランティア育成支援

ボランティア研修事業参加促進事業（再掲D-138） 町

527,751 215,772 138,621 7,240 166,118

４．ひとり親等世帯福祉

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

４．ひとり親等世帯福祉

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-72】母子世帯の就業機会の確保と自立

【D-130】就業促進

就労機会の確保と相談支援 町 就労機会の確保と相談支援

【C-73】居宅生活支援

【D-131】在宅生活支援事業の活用

生活福祉資金の活用啓発 町 生活福祉資金の活用啓発

【C-74】児童の健全育成

【D-132】子育て支援の充実

放課後児童対策事業（再掲D-113） 町

子育て支援センター事業（再掲D-113） 町

【C-75】医療の確保、養育支援

【D-133】社会的弱者への医療費、その他助成

遺児手当事業 町 遺児手当事業 828 828

ひとり親家庭医療費助成事業 町 ひとり親家等に対する医療費助成 6,500 1,921 260 4,319

乳幼児等医療費助成事業（再掲D-145） 町

7,328 1,921 260 5,147

重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

基本方針

事業費
財源内訳

【B-27】明るく豊かな生活支援の充実

事業主体 事業の内容



５．社会福祉団体等

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-76】社会福祉協議会の組織財政基盤の確立

【D-134】社会福祉協議会の支援

社会福祉協議会の支援 町 社会福祉協議会運営経費の助成 52,939 52,939

芳生苑健楽苑指定管理（再掲D-139） 町

【C-77】社会福祉法人、民間事業者等の組織化等促進

【D-135】福祉団体の育成と組織化

小地域ネットワーク事業等地域福祉活動支援事業 町 ★ 自治会単位のネットワークづくりに対する助成 5,000 5,000

【D-136】民間事業化の促進

福祉民間事業者等の参入促進と支援 町 福祉民間事業者等の参入促進と支援

【C-78】福祉意識の高揚と実践

【D-137】福祉意識の啓発実践支援

小中学校福祉実践教育育成支援（再掲） 町 ボランティア活動実践教育の支援

【D-138】研修強化とリーダー養成支援

基本方針 【B-28】地域ぐるみの地域福祉活動の推進

事業主体 重点 事業の内容 事業費
財源内訳

【D-138】研修強化とリーダー養成支援

ボランティア研修事業参加促進事業 町 ボランティア活動に対する助成 250 250

58,189 58,189

６．社会保障

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-79】安心できる介護体制づくり

【D-139】介護サービス供給体制の確立と安定した在宅生活の継続支援

芳生苑健楽苑指定管理 町 芳生苑健楽苑指定管理

福祉民間事業者等の参入促進と支援（再掲D-136） 町

介護予防事業 町 介護予防事業の実施 7,328 1,832 917 3,663 916

【C-80】介護保険事業の提供

【D-140】介護サービスの利用促進

要介護認定の公平性・迅速性の確保 町 広域認定審査会運営経費 21,444 21,444

介護保険システム改修事業 町 H24年度介護保険制度改正関連・機器更新・住基法改正関連対応 7,200 7,200

【D-141】低所得者対策

介護サービス利用料の支援 町 低所得者層の負担軽減とサービス利用促進 9,980 9,980

事業主体 重点

基本方針 【B-29】ぬくもりのある生活を支える社会保障の推進

事業の内容 事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　計



【C-81】年金制度の啓発活動の強化

【D-142】年金制度全般の情報提供

皆年金対策の促進 町 皆年金対策の促進

【C-82】国民健康保険税の適正な負担と収納率の向上

【D-143】医療給付費に即した税率設定

医療給付費に即した税率設定 町 医療給付費に応じた税率の設定 327,890 9,963 64,114 253,813

生活習慣等改善促進 町 節目検診 7,522 7,522

【C-83】後期高齢者医療の運営

【D-144】後期高齢者医療の運営

後期高齢者医療の運営 町 高齢者医療の円滑運営 395,874 64,699 331,175

777,238 11,795 129,730 3,663 632,050合　　　　　　　　　　　　　　　　計



≪第1節　保健医療計画≫

１．保健

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-84】各種保健事業の充実

【D-145】育児支援の充実

乳幼児等医療費助成事業 町 ★ 小学生までの通院・入院費用助成 43,880 10,350 33,530

妊婦健診料助成事業 町 妊婦の健康診査に対する助成 8,800 475 8,325

予防接種費用助成事業 町 ★ 子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌　他ワクチン接種費用の助成 29,569 1,626 27,943

乳幼児健診事業 町 乳幼児健診事業 3,110 3,110

【D-146】健（検）診事業と事後指導の充実

基本健康診査等健（検）診事業 町 基本健診、エキノコックス症血液検査　他 50,395 570 70 49,755

女性特有のがん検診推進事業 町 子宮頸がん・乳がん検診無料化 5,199 164 5,035

事業主体 事業の内容 事業費
財源内訳

重点

第６章　いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

基本目標 【A-6】いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

基本方針 【B-30】健康づくりの推進

女性特有のがん検診推進事業 町 子宮頸がん・乳がん検診無料化 5,199 164 5,035

後期高齢者健康診査事業 町 75歳以上の健康診査 22,565 21,280 1285

特定健康診査事業 町 40歳～74歳の健康診査 34,054 8,730 8,730 16,594

【D-147】高齢者に対する健康相談・衛生教育の充実

介護予防事業（再掲D-139） 町

老人クラブ健康相談・健康教室（再掲D-119） 町

【D-148】各年齢期に対応した歯科保健事業の実施

幼児歯科検診 町 幼児歯科検診 1,100 500 600

【D-149】精神保健事業の充実

精神保健や相談指導の強化と関係機関との連携 町 精神保健や相談指導の強化と関係機関との連携

【D-150】相談指導と健康意識の高揚

保健推進員協議会事業 町 保健推進員活動 1,775 1,775

健康相談・健康教育・家庭訪問の推進 町 健康相談・健康教育・家庭訪問の推進

【C-85】栄養相談、教室の充実

【D-151】各年齢期における栄養相談・教室の開催

各年齢期に応じた栄養指導・教室の推進 町 栄養指導・教室の開催 325 120 205

200,772 8,894 21,751 21,970 148,157合　　　　　　　　　　　　　　　　計



２．医療

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-86】医療サービスの充実

【D-152】医療機器の整備（導入・更新）

医療機器整備事業 町 Ｘ線一般撮影装置更新・患者監視モニター更新　他 168,625 18,130 80,428 70,067

【D-153】健診機関としての体制充実

各種健診事業の充実 町 各種検診・遠隔読影事業 18,045 18,045

【D-154】他医療機関との医療連携

上川北部地域第2次救急医療事業 町 名寄・士別市立病院への上川北部８市町村費用負担 7,790 7,790

【C-87】経営の適正化

【D-155】信頼される医療機関づくり

信頼される医療機関づくり 町 職員意識改革の推進

【D-156】経営の更なる合理化と経営の創意工夫

病院経営健全化の推進 町 ★ 病院経営健全化の推進

【C-88】医療体制の整備

事業の内容 事業費
財源内訳

事業主体 重点

基本方針 【B-31】信頼できる医療サービスの提供

【C-88】医療体制の整備

【D-157】より利用しやすい施設整備

病院改修事業 町 待合室拡張・薬局事務室改修 50,000 25,000 25,000

【D-158】医師等住宅改築

医師等住宅改築事業 町 医師等住宅改築 28,379 15,379 13,000

272,839 18,130 138,852 115,857合　　　　　　　　　　　　　　　　計



≪第1節　行財政計画≫

１．行財政

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-89】行政情報化の推進

【D-159】町民の意見の反映

広報活動の充実 町 広報誌発行　1年12部 7,285 7,285

インターネットによる情報発信（再掲D-13） 町 ★

【D-160】行政情報システムの充実

総合行政システム（イントラ）整備事業 町 各種機器・端末機等更新 14,388 14,388

パスポート窓口開設事業 町 一般旅券発給申請受理・交付事務権限委譲 639 376 263

公的個人認証サービス機器更新 町 公的個人認証サービス機器更新 352 352

住民基本台帳ネットワークシステム改修事業 町 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ改修 6,300 6,300

事業主体 事業の内容 事業費重点
財源内訳

第７章　参画と協働による　きずな育むまちづくり

基本目標 【A-7】参画と協働による　きずな育むまちづくり

基本方針 【B-32】健全で効率的な行財政の確立

住民基本台帳ネットワークシステム改修事業 町 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ改修 6,300 6,300

【C-90】広域行政の推進

【D-161】連携の強化と事業の拡充

上川北部地区広域市町村振興計画の推進 圏域 上川北部地区広域市町村圏振興

天塩川「環境・交流」リンケージプロジェクトの推進 圏域 天塩川「環境・交流」リンケージプロジェクトの推進

定住自立圏構想の推進 町 定住自立圏構想の推進

【D-162】広域事業の推進

一部事務組合等広域事業の充実 町 一部事務組合等広域事業の充実

【C-91】健全な財政運営の推進

【D-163】歳入の確保

有利な財政措置の活用促進 町 有利な財政措置の活用促進

収納率の向上 町 収納率の向上

固定資産評価更新 町 固定資産管理システム導入・宅地鑑定評価　他 7,214 7,214

【D-164】歳出の適正化と節減

事務事業経費の適正支出 町 事務事業経費の適正支出

公共設備等の計画的な改修 町 役場庁舎・町民センター外壁等改修工事　他 228,906 6,250 222,656

行政改革の推進（再掲D-165） 町

総合計画進行管理（再掲D-169） 町



【C-92】行財政運営の適正化と効率化の推進

【D-165】行財政運営の適正化と効率化の推進

行政改革の推進 町 ★ 事務事業・組織機構の見直し

総合窓口の導入 町 ★ 総合窓口の導入

265,084 6,250 376 258,458

２．まちづくり

主要な施策

施策の内容

主な事業 国費 道費 起債 その他 町費

【C-93】町民参画と協働のまちづくり

【D-166】自治会活動への支援

地域振興補助事業 町 ★ 地域振興補助 19,200 19,200

自治会活動推進交付金事業 町 ★ 自治会活動推進交付金 59,000 59,000

自治会館改修事業 町 会館取壊補助・三笠南自治会館改修 8,464 4,000 4,464

【D-167】人づくりとまちづくり活動の推進

交流施設ひだまり改修事業 町 外壁・屋根塗装 10,500 10,500

事業の内容 事業費
財源内訳

基本方針 【B-33】町民参画の充実と協働のまちづくりの推進

事業主体 重点

合　　　　　　　　　　　　　　　　計

交流施設ひだまり改修事業 町 外壁・屋根塗装 10,500 10,500

開拓先人の塔周辺整備事業 町 塔周辺整備（囲い工・平板工一式） 2,625 2,625

和寒町表彰式 町 功労章・功労表彰・善行表彰・褒章　他 6,385 6,385

分村100年記念事業 町 ★ 分村記念事業等の開催 55,000 55,000

【D-168】交流ネットワークの形成

パートナーシップ推進事業 町 ★ 札幌三角山放送局番組制作 3,530 3,530

友好都市交流事業 町 天塩町との交流事業・札幌西区との交流事業 1,150 1,150

ふるさと会等交流事業 町 各ふるさと和寒会運営、交流会費　他 3,350 3,350

【D-169】総合計画の推進

総合計画進行管理 町 総合計画審議会運営 3,089 3,089

町政懇談会 町 町政懇談会

172,293 4,000 168,293合　　　　　　　　　　　　　　　　計


