
　平成３1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

◎快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

住環境
●公営住宅整備 若草団地建替え 1億9,288

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

消　防
救　急

消防本部庁舎改築 士別消防本部及び高機能消防指令センターの施設整備にか
かる負担金 2,104

救命サポート 公共施設及び民間事業所へのＡＥＤ配置（22箇所） 154

防　災

河川改修整備 町管理河川の改修整備 6,750

地域防災力強化推進 地域防災活動、資器材整備支援、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、ポンプ発電機借上げ 631

不良排水対策 大雨対策のための不良排水路を改修 1,130

衛　生
環　境

下水終末処理場施設整備改修 下水終末処理場改修（電気設備・機械設備） 1億1,020

下水汚泥農地還元 下水汚泥移設維持管理、下水汚泥の運搬ほか 542

街路灯ＬＥＤ化整備 防犯灯のLED化 850

生　活
安　全

交通安全広報活動街頭啓蒙指導 学校との連携、交通安全指導員活動 157

生活安全推進会議 交通安全・防犯対策の充実 12

◎恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり （単位：万円）

水資源
水利用 水道管移設整備 マタルクシュケネブチ川、橋梁改修に伴う水道管移設工事 2,400

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 3,889

雪対策
町道除排雪 町道の除雪、排雪 7,211

大通り除排雪 大通り商店街除排雪補助 304

除雪支援 70歳以上の除雪が困難な低所得者に対する除雪サービス 376

道路網
整　備

町道改修整備 橋
きょうりょう

梁点検及び修繕、町道路面改修工事 13,060

町道バリアフリー化整備 バリアフリー化 2,500

町道除排雪作業 交通事故ゼロを願い　旗波運動
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児　童
福　祉

●新生児聴覚検査 新生児聴覚検査費用の助成 ８

保育料軽減 保育料を国基準の３割とする７割軽減 1,986

●子ども・子育て支援事業計画
策定 第2期子ども・子育て支援事業計画策定 264

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 1,041

●保育所整備事業 2～5歳児保育室・事務室のエアコン設置 724

子育て支援センター（子育て
サロン）活動 育児相談、遊びの場の提供 409

心身障
がい者
福　祉

障がい者（児）自立支援給付 障がい福祉サービスに対する支援給付 1億1,6６2

障がい者（児）地域生活支援 障がいのある方の地域生活の支援【広域基幹相談支援セン
ター事業運営】 299

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 34

社会福祉施設等交通費助成 社会福祉施設への通園費助成 175

●成年後見センター運営事業 高齢者、障がい者等の権利擁護の推進を目的として広域で
センターを運営するための負担金 191

重度心身障がい者等医療費助成 重度心身障がい者の医療費助成 1,110

◎ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり

高齢者
福　祉

お出かけハイヤー支援 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
賃を助成 314

なごやかサロン支援 住民の集いの場（サロン）の運営補助（５箇所） 69

●高齢者福祉施設整備 施設老朽化による改修整備（構想業務委託） 110

○高齢者安心見守り通報装置整備 緊急通報装置の設置・維持管理 160

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を補助 40

介護従事者等確保推進 介護職員等の人材確保のため、家賃を補助【就業応援金及
び人材募集費用を助成】 121

介護サービス利用料支援 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 275

芳生苑健楽苑指定管理 芳生苑・健楽苑指定管理料 7,100

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 8,909

社　会
福　祉
団体等

社会福祉協議会運営支援 社会福祉の向上を推進する活動への支援、社協運営費（事
務局配置分） 1,069

高齢者生活支援 ふれあい昼食会、安否確認サービス、紙オムツ購入助成 390

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 84

いつまでもお元気で　芳生苑敬老会こども館　ベビーマッサージ
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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、かぼちゃマルチ購入補助 280

特産品振興 特産品振興に要する経費 480

●和寒町フードツーリズム推進
協議会

着地型観光推進協議会のモニターツアー等と特産品振興事
業の各種物産展、商談会、食と観光情報案内所等の事業を
地域一体となって推進する組織へと改組して実施する経費

1,353

農村生活体験 体験実習生の受け入れ（実習期間６月～10月を２月まで
延長可能） 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 2,749

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 387

土づくり対策 粉砕バークの供給 1,099

有害鳥獣被害対策 有害鳥獣焼却施設の管理運営、有害鳥獣対策連絡協議会補
助、有害鳥獣捕獲奨励補助 1,206

担い手出会い交流支援 農業、商業後継者等の出会いふれあい交流ツアーの開催 122

林　業
林業専用道開設 西和東線整備　Ｌ＝820ｍ 1,000

町有林整備 町有林造林・皆伐・下刈・間伐、間伐材運搬 4,485

新エネルギー導入推進 木質バイオマス燃料製造事業 1,494

◎活気あふれる　元気なまちづくり

観　光

塩狩峠夫婦岩周辺整備 擬木柵、雪柳ゾーン、暗渠排水整備 1,086

観光イベント補助 観光イベント補助（どんとこい！夏まつり、全日本玉入れ選
手権、わっさむハロウイーン、全日本トライアル選手権） 457

観光推進 観光協会補助、塩狩峠周辺環境整備 604

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 180

地場産業開発 調査試験研究及び販路促進に対する補助 160

商工会活動支援 商工会運営補助 1,557

商工会振興融資・利子補給 中小企業補償融資・商工業活性化融資ほか 8,181

医　療 各種健診事業の充実 ＣＴ画像の読影専門医による重複診断 278

保　健

基本健康診査等健（検）診 基本健診、エキノコックス症血液検査ほか
【被扶養者健診オプション項目助成】 698

歯科検診 幼児の歯科検診実施【成人歯周病検診】 26

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 552

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、人工授精、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 823

◎いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

除レキ工事

どんとこい夏まつり

夜桜まつり
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ひとが輝くまちづくり

ま　ち
づくり

●公共施設の計画的な改修 保健福祉センター照明LED化、老朽施設解体 1,010

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
（転入該当者へ商品券を交付） 180

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 120

自治会活動支援 自治会活動推進交付金 1,391

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

●わっさむ120年記念 120年記念事業（記念タオル・リーフレット作成） 113

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 2,910

●日本ハムファイターズ応援大
使企画 北海道日本ハムファイターズ和寒町応援に係る負担金 110

学　校
教　育

●情報教育推進事業 情報教育推進のため人型ロボットのＩＣＴ整備(小学校） 27

学力向上推進 漢字検定、英語検定、数学検定に対する補助 49

国際理解教育 外国語指導助手による英語学習の実施 506

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
配置 433

学校給食費負担軽減 給食費の３割を軽減 331

高校生徒通学費等支援 高校生徒の通学費等を支援 509

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） 193

教育アドバイザー配置 教育環境充実のための教育アドバイザーを配置 358

社　会
教　育
・

スポーツ

郷土資料整理保存 郷土資料館収蔵資料整理保存 11 

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 445

図書館資料整備 書籍及び視聴覚資料購入 383

体育施設整備 総合運動公園パークゴルフ場9ホール増設、研修館楡備品
整備 357

スポーツ交流活動促進 町民運動会・各種スポーツ大会の実施 270

●スポーツ振興体制強化 青少年のスポーツ振興及び町民の健康づくり推進 405

◎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

町民運動会 小学校での英語授業
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