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清里町洪水ハザードマップ作成業務委託事業【新規】　６６０万円
清里町の洪水ハザードマップを作成し、町民の皆さんに周知することで、

災害時の被害の軽減を図ります。
事業内容
担当部署

洪水ハザードマップの作成
管財グループ

～本書の見方～
事業名 事業実施にかかる予算

今年度新たに行う事業について
は【新規】と表記しています。

主な事業内容

この事業を担当するグループ

事業内容の説明
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～ことしの仕事とは～
　清里町では、子ども子育てにかかる環境づくりと教育の充実、
産業の安定と振興、交流人口の増大、高齢者福祉事業の充実など、
住みよいまちづくりの実現に向け、各種事業に取り組んでまいり
ます。
　「ことしの仕事」では、今年度の主な町の事業を各課・グルー
プごとに掲載し、その内容や予算額などをご紹介するとともに、
令和元年度の予算の概要も併せて掲載しています。
　本書をご一読いただき、今年度の町の重点事業や予算の内容に
ついて、理解を深めていただければ幸いです。

～令和元年度　町政執行方針～
 第１　住民参加と協働・共創のまちづくり
 第２　活力に溢れた産業の振興
 第３　快適環境のまちづくり
 第４　健やかに暮らせるまちづくり
 第５　豊かな心を育むまちづくり
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総務課
　総務グループ
　管財グループ
　総務グループは、行政改革や職員の給与・福利厚生、役場全体の組織運営な
どを担当するグループです。
　管財グループは、役場庁舎や公用車、公園などの町有財産の管理や、各種情
報システムの管理、防災などを担当するグループです。

職員住宅修繕事業　　　  　　　　　　　　　　 　　５７９万円
　築年数が古く、断熱効果が低くなった職員住宅を改修することにより、入居
している職員の福利向上を図ります。

窓およびドアの改修（5 戸）、床下断熱およびフローリング改修（1 戸）
総務グループ

職員住宅解体事業【新規】　　　　　　　　　　 　 　１７９万円
　使用予定の無い、老朽化した職員住宅１戸（昭和 38 年築・56 年経過）を解
体します。

職員住宅 1 戸の解体
総務グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署



ことしの仕事　5

清里町洪水ハザードマップ作成業務委託事業【新規】  ６６０万円
　清里町の洪水ハザードマップを作成し、町民の皆さんに周知することで、災
害時の被害の軽減を図ります。
事業内容
担当部署

洪水ハザードマップの作成
管財グループ

防災用発電機購入事業【新規】　　　　　　　１, ５３６万４千円
　災害による停電などの状況において町内各施設の機能を維持するため、電源
を賄う発電機を設置します。

防災用発電機の購入
管財グループ

庁舎暖房設備改修事業【新規】　　　　　　　　　  　７０５万円
　役場庁舎と町民会館の暖房を担っている 2 基のボイラーのうち、老朽化した
1 基（平成 9 年製）を更新します。

暖房ボイラーの更新
管財グループ

緑清荘屋上防水改修事業【新規】　　　　　　　   １, ４４６万円
　緑清荘の屋上の老朽化に伴い、防水性能が低下しているＣ館平屋部分の屋上
の防水改修を行います。

緑清荘の屋上の防水修繕
管財グループ

災害時用無線設備設置事業【新規】　　　　　１, ５５７万４千円
　災害発生時に避難者が利用できるよう、避難所である町民会館などに Wi-Fi
機器を設置し、避難所で Wi-Fi を利用できる環境を構築します。

避難所などへの Wi-Fi 機器の設置
管財グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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企画政策課
　地域振興グループ
　まちづくりグループ
　地域振興グループは、商工業や観光の振興、花と緑と交流のまちづくりの事
業を担当するグループです。
　まちづくりグループは、町施策の企画や調整をはじめ、財政や広報・広聴、
自治会活動、交通安全などを担当するグループです。

花と緑と交流のまちづくり事業　　　　　  　 　４３９万９千円
　花と緑による環境整備や地域間交流などを行うことにより、住民参加と協働
で清里町の魅力を発信し、交流の促進を図ります。

花壇植樹帯の整備、都市農村交流など
地域振興グループ

花壇植樹帯整備事業
　町民と行政のパートナ
ーシップ事業により、街
並みを花で飾り、賑わい
と温かみを感じ、自然と
触れ合い交流すること
ができる環境づくりを
推進します。

都市農村交流事業
　埼玉県鶴ヶ島市との
都市と農村を繋ぐ地域
間交流をはじめとし、清
里町の魅力を発信し、交
流促進を行います。

ふれあいの散歩道事業
　「美しい日本の歩きた
くなる道 500 選」など
に選ばれた「清里パノラ
マの丘コース」をはじめ
としたコースを活用し、
健康増進と交流人口の
増加を図ります。

事業内容
担当部署
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移住定住促進事業　　　　　　　　　　　　　   ５７６万３千円
　移住者や町内在住の賃貸住宅入居者が、家を建設または購入した際に交付金
を交付し、移住・定住の促進を図ります。

移住支援交付金、定住支援交付金
地域振興グループ

【移住支援交付金】
交付金対象者
　●申込みの日から起算して過去 1 年の間に清里町に住所を有しない者
　●町内に居住する住宅等の所有がないこと
　●住宅取得後 5 年以上の居住が見込める者
　●申込み時において 65 歳未満の者
交付金の額
　●新築住宅を取得した場合は、1 件 50 万円とする
　●中古住宅を取得した場合は、取得価格を交付額とし、上限を 50 万円とする
　●新築住宅が町内業者において建設したものである場合は、50 万円を加算
　　する
　●小学校以下の子どもがいる場合には、一人につき 50 万円加算し、加算上
　　限を 100 万円とする
その他
　●交付金は、5 年間の分割交付とする

【定住支援交付金】
交付金対象者
　●清里町内に居住する住宅等の所有がないこと（建て替え等による一時的に
　　所有の無い状態は除く）
　●住宅取得後 5 年以上の居住が見込める者
　●現在居住する住宅が賃貸借契約等に基づいた借家等に居住の者であること
　●申込み時において、65 歳未満の者
交付金の額
　●取得した住宅にかかる固定資産税額を基準に算定する
　●交付金は、固定資産税額の確定から５年間交付する

事業内容
担当部署



8　ことしの仕事

商店街活性化事業　　　  　　　　　　　　　　　１, ４００万円
　空き店舗などを活用する事業者や、現に店舗を構えている事業者に対して改
修費用などを助成することで、雇用対策と商業基盤の再構築を図ります。

起業・新事業創出支援補助、中小企業支援補助など
地域振興グループ

【起業・新事業創出支援事業補助】
補助対象者
　●事業を営んでいない個人または法人
　●事業を営んでいる個人または法人であって、現在の事業を継続しつつ、新
　　たに違う業種での事業開始を予定している者
補助対象事業
　●小売業、飲食業、サービス業、その他町長が特に必要と認める業種であり、
　　娯楽、風俗を伴わないもの
　● 1 日のうち概ね 3 時間以上、1 週間のうち 4 日以上営業すること
　●補助金を受けた年度内に営業を開始すること
補助対象経費
　●土地及び建物の取得、建築、改修、改装、修繕などに係る経費
　●機械装置及び設備の購入、改修、修繕などに係る経費　
　●工具又は備品等の購入に係る経費
　●移動販売用車両またはこれらに類するものの購入に係る経費
補助金額
　●対象経費の 3 分の 2 以内の額、300 万円上限（千円未満切り捨て）とする
　　ただし、空き店舗を活用する場合は、補助割合を 5 分の 4 以内とする
その他
　●交付の可否は審査委員会にて審査を行い、決定します
　●事業着手前に申請が必要です

事業内容
担当部署
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【店舗改修等支援事業補助】
補助対象者
　●清里町に住所を有する者
　●店舗の所有者で、現に 5 年以上営業を行っており、補助事業後も営業を継
　　続する者
補助対象店舗
　●町内に存する店舗であること
　●改修する場合、着手時において建築後 10 年を経過していること
　●過去に店舗出店、改修にかかる補助を活用している場合は、当該補助の確
　　定日から 5 年経過していること
補助対象経費
　●店舗の増築・改築・改修に要する費用または器具及び機械装置の購入に要
　　する費用。ただし、工事価格及び購入価格が 30 万円以上のものとする。
補助金額
　●対象経費の 3 分の 2 以内の額、100 万円上限（千円未満切り捨て）とする
その他
　●事業着手前に申請が必要です。

フォトキャンペーン事業　　　　　　　　　　 　  ２３万３千円
　清里町の魅力ある農村景観などを表現するフォトキャンペーンを実施し、新た
な視点で本町の魅力を発見・発信するとともに、交流滞在人口の増加を図ります。

フォトキャンペーンの実施
地域振興グループ

事業内容
担当部署
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住環境づくり促進事業 　　　　　　　　　　 　　 　８２０万円
　住宅の安全性や居住性など、町民の住環境の向上を図るとともに、空き家解
体や清掃などにかかる費用を補助することにより、景観美化を促進します。

住宅改修等事業補助、空き家活用促進事業補助
地域振興グループ

【住宅改修等事業補助】
補助対象者
　●清里町に住所を有する者（解体を行う場合はこの限りでない）
　●増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現にその住宅に居住し、か
　　つ、工事後もその住宅に居住する者であること
　●解体を行う住宅の所有者又はその者から委任を受けた者
補助対象住宅
　●増築・改築・改修の着手時において、建築後 5 年を経過していること。解
　　体の場合は、建築後 25 年を経過していること。
対象経費
　●増築工事、改築工事、改修工事、解体工事で工事費が 50 万円以上のもの
　●町内業者を活用して工事を施工するもの
補助金の額
　●対象経費の 3 分の 1 以内の額、30 万円上限（千円未満切り捨て）とする。
その他
　●着工前に申請が必要です

事業内容
担当部署

【空き家活用促進事業補助】
補助対象者
　●改修等を行う空き家の所有者又はその者から委任を受けた者
補助対象住宅
　●個人が所有する町内に存する空き家であること
　●改修等の着手時において、建築後 5 年を経過していること
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商工振興対策事業　　　　　　　　 　　　　 ２, ３１９万８千円
　少子高齢化および近隣大型店への消費流失などの状況が続いていることから、
地域商工業の振興などを目指し事業展開する商工会に補助を行います。

商工会補助事業、商工振興事業補助など
地域振興グループ

観光地整備事業【新規】　 　　　　　　  　   １, ５３１万 4 千円
　観光地整備基本計画により示された、神の子池の環境調査やさくらの滝の地
質調査などを行うほか、先行して基本設計を実施した神の子池のトイレ・駐車
場の実施設計を行います。

神の子池の環境調査やさくらの滝の地質調査など
地域振興グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

対象経費
　●増築・改築・改修又は家財道具の処分及び清掃に要する費用
　●町内業者を活用して行うもの
補助金の額
　●増築・改築・改修に要する費用の 3 分の 1 以内の額、30 万円上限（千円
　　未満切り捨て）とする
　●清掃・処分に要する費用の 2 分の 1 以内の額、10 万円上限（千円未満切
　　り捨て）とする
その他
　●着工前に申請が必要です

地域イベント支援事業　　　　　  　 　  　　 　６４３万９千円
　ふるさと産業まつりや特産品の夕べなどのイベントを実施することで、清里
町を町内外にＰＲするとともに、交流人口の増加による地域活性化を図ります。

ふるさと産業まつり、特産品の夕べなどの実施
地域振興グループ

事業内容
担当部署
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中小企業融資貸付制度事業　　　　　　　　　　　   ４３５万円
　町内中小企業の育成と経営の合理化を促進し、事業運営の基礎となる金融の
円滑化のため、貸付利息の一部および保証協会保証料の補助を実施し、経営の
安定化を図ります。

中小企業融資貸付制度にかかる支援
地域振興グループ

若者交流活動支援事業　　　　　　　　　　　　　７４万９千円
　若者に交流と出会いの場を提供することにより、新たな人の流れをつくると
ともに、人口増加に向けた取り組みを推進します。

婚活イベントの開催など
地域振興グループ

観光周遊促進事業　　　　　　　　　　　　　　　５５万９千円
　清里町観光振興計画に基づき、観光客の周遊滞在を促進するための事業を行
い、観光による経済の好循環や交流人口の増加を図ります。

観光地スタンプラリーなど
地域振興グループ

観光協会補助事業　　　　　　　　  　 　  　１, １０６万１千円
　きよさと観光協会の円滑な運営を行うために支援を行い、観光全般の情報発
信や各種事業などを実施し、交流人口の増加を図ります。

観光協会への補助（登山道整備、グランフォンドなど）
地域振興グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

地域おこし協力隊事業　　　　　　　　　  　　 ８３５万７千円
　観光や移住定住業務、地域の活性化などに携わる地域おこし協力隊員 2 名の
支援を行います。

地域おこし協力隊にかかる経費など
まちづくりグループ

事業内容
担当部署
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地域活動推進事業交付金事業　　　　　　　  　  １, ３００万円
　自治会などが行う、地域の特性を生かした自らの参加と創意による地域おこ
しなどの提案型まちづくり活動に対して支援を行います。

自治会活動に対する支援、共創のまちづくり事業に対する支援
まちづくりグループ

【共創のまちづくり事業】
対象団体　町内で活動する団体、2 以上の自治会組織、自治会
要　　件　●活動拠点が町内にあること
　　　　　●活動内容や予算の内容が適切であること
　　　　　●法令・条例違反や公の秩序を害する活動をしていないこと
交付基準　1 事業 3 分の 2 以内（特に必要と認める場合は 10 分の 10 以内）、
　　　　　限度額 50 万円。他の公的機関からの支援がある場合は、その支
　　　　　援額を除いた額。
申請方法　所定の申請様式に必要書類を添付してお申し込みください
審査方法　審査基準に基づき事業内容の聞き取りを行います
平成 30 年度実績（一部）

サマーフェスティバル 2018　樽祭

第 6 回　雪のフェスティバル

大人盆踊り

映画「みんなの学校」自主上映会

事業内容
担当部署
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ふるさと特産品ＰＲ事業　　　　　　　　 　　  ７５４万８千円
　ふるさと寄附金の寄附者に対し、返礼品として清里町の特産品を贈呈し、特
産品をＰＲします。

ふるさと寄附金の寄附者に対する返礼品の送付
まちづくりグループ

第 6 次清里町総合計画策定事業【新規】　　　　  ５３３万３千円
　現行の第 5 次清里町総合計画が来年度で終了するため、新たな第 6 次清里町
総合計画を策定します。

第 6 次清里町総合計画の策定
まちづくりグループ

日本で最も美しい村推進事業　　　　 　　  　　２０４万１千円
　日本で最も美しい村としての地域づくりを行うことで、本町の知名度・認知
度の向上や交流人口の増加を図ります。

北海道連携事業、サポート企業交流など
まちづくりグループ

清里交流環境ＰＲ事業　　　　　　　　　　　   ３２６万７千円
　地域資源の掘り起こしと利活用に向け、清里 100％のロゴの活用や、滞在体
験型のグリーンツーリズムなどを行い、ブランディング力の向上を図ります。

清里町のブランド力向上に向けた情報発信など
まちづくりグループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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若者居住推進家賃補助事業　　　　　  　　　　 　　１４４万円
　若者および若年世帯の民間賃貸住宅居住者へ家賃の補助を行うことにより、
移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図ります。

民間住宅入居者の家賃の支援
まちづくりグループ

交付対象者
　●転入後、町内賃貸住宅に住所を有している者
　●入居者が当該賃貸住宅を所有する者またはその親族（2 親等以内）でない
　　こと
　●入居者が当該賃貸住宅を所有する法人の役員またはその親族（2 親等以内）
　　でないこと
　●世帯全員が町税の滞納がないこと
　※収入者が公務員の場合は対象外
交付金額など
　●若者世帯（※ 1）　家賃額の 20％（上限 10,000 円）
　●若者夫婦世帯（※2）および新婚世帯（※3）　家賃額の30％（上限15,000円）
　●小学生以下の子ども 1 人当たり月額 5,000 円加算（最大 2 人まで）
　●世帯員が増減した場合は、当該月より調整
　●期間は 36 カ月分の家賃
※ 1　若者世帯とは、全世帯員が 40 歳未満であり、世帯員のいずれかが転入
　　　前 1 年以上町外に住み、転入後 1 年以内に賃貸住宅に居住した世帯
※ 2　若者夫婦世帯とは、夫婦がいずれも 40 歳未満であり、転入前 1 年以上
　　　町外に住み、転入後 1 年以内に賃貸住宅に居住した夫か妻がいる世帯
※ 3　新婚世帯とは、夫婦がいずれも 40 歳未満であり、戸籍法の婚姻の届出
　　　をし、かつ婚姻の日から 1 年以内に賃貸住宅に居住した世帯

事業内容
担当部署
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町民課
　町民生活グループ
　税務・収納グループ
　町民生活グループは、ごみ処理や町営住宅、国民健康保険、戸籍年金などを
担当するグループです。
　税務・収納グループは、町税や国民健康保険税の賦課徴収、固定資産の評価
などを担当するグループです。

公営住宅改修事業　　　　　　　　　　　　　　  １, ５６３万円
　公営住宅の改修を行い、住宅の長寿命化を図り、快適な住環境づくりを推進
します。

さくらんぼ団地 2 棟 8 戸外壁改修
町民生活グループ

事業内容
担当部署
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子育て支援医療費扶助事業　　　　　　　  　１, ８４４万９千円
　満 18 歳年度末（高校修了相当）までの入院・通院を対象に、保険医療の自己
負担分を扶助します。

満 18 歳年度末（高校生終了相当）の入院、通院費の助成
町民生活グループ

対象者
　●清里町に住所がある満 18 歳を迎え、最初の 3 月 31 日（高校生終了年度末）
　　までの方
　※仕事に就く・婚姻・保護者の監護を外れる場合は、受給資格を失います。
　　また、進学や入学などで住所が清里町にない方の場合には、その監護を行
　　う保護者が清里町に住んでいる場合は対象となります。
助成の内容
　●医療保険（社会保険・共済組合・国民健康保険）の適用を受けた診療にか
　　かる、自己負担相当額を助成します
留意事項
　●申請期間は、医療を受けた日の属する月の月末から起算して 2 年間です
助成を受けるには
　● 0 歳児～中学生（満 15 歳年度末）
　　北海道内の医療機関受診時
　　子育て支援医療受給者証を窓口で提示してください
　●高校生（満 18 歳年度末）
　　医療機関で自己負担額をいったん支払った後、その領収書を添えて町民課
　　町民生活グループへ申請してください

事業内容
担当部署
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産業建設課
　産業振興グループ
　建設グループ
　産業振興グループは、農業・畜産振興、畑地かんがい、林業振興などを担当
するグループです。
　建設グループは、町道・河川管理、土木・建築、上下水道などを担当するグルー
プです。

多面的機能支払交付金事業　　　　　 　 １億１, ８２４万８千円
　地域共同による農地・農業用水などの資源保全管理活動や農村環境の取り組
みに対して支援を行います。

活動組織交付金など
産業振興グループ

事業内容
担当部署

農地整備事業　　　　　　　　　　　　　  　１, ７２２万７千円
　道営農地整備事業の小清水町、斜里町出作者にかかる町負担金支出、道営水
利施設等保全高度化事業清里第 2 地区の事業実施を推進します。

道営農地整備事業にかかる出作者の町負担金補助など
産業振興グループ

事業内容
担当部署



ことしの仕事　19

住宅用太陽光発電システム導入費補助事業　　　　　　９０万円
　家庭から排出される二酸化炭素削減のため、住宅用対応光発電システムを設
置する世帯へ補助金を交付し、再生可能エネルギーの普及推進を図ります。

住宅用太陽光発電システム導入世帯への補助
建設グループ

事業内容
担当部署

農業振興事業費補助事業　　　　　　　　　 　　 １, ７３９万円
　農作物の安定的生産を維持していくため、現状課題の解決に向けた取り組み
に対して支援します。

じゃがいも生産振興対策、畜産振興対策などへの支援
産業振興グループ

事業内容
担当部署

町有林新植事業　　　　　　　　　　　　　　   ７１８万４千円
　町有林管理計画に基づく計画的な森林整備を進め、町の資産形成および森林
の多面的機能を発揮するため、計画的な保育を実施します。

町有林管理計画に基づく町有林の新植
産業振興グループ

事業内容
担当部署

畑作構造転換補助事業　　　　　　　　　 　 ５, ４３９万９千円
　ばれいしょ、てん菜の省力作業体系の導入や反収向上のための新技術の導入
などの取り組みに対して支援を行います。

省力作業機械の導入、先進的生産技術の導入などへの支援
産業振興グループ

事業内容
担当部署
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道路新設改良事業　　　　　　　　　  　　 ２億５４５万８千円
　道路の改良、舗装による道路網の整備と、老朽化した道路施設等の調査設計
や橋梁の修繕を行い、交通基盤の確立と施設の長寿命化を図ります。

町道の改良や長寿命化など
建設グループ

21 号道路舗装補修
Ｌ＝ 500m

長栄橋橋梁補修
Ｌ＝ 40m

新町公住通り改良
Ｌ＝ 95m

15 号道路歩道整備
Ｌ＝ 240m

事業内容
担当部署

道路等整備事業　　　　　　　　 　　　　 　１億６, ８１１万円
　町道の補修および維持管理による道路環境の整備などを行い、交通基盤の確
保を図ります。

町道の補修・維持管理など
建設グループ

事業内容
担当部署
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保健福祉課
　　福祉介護グループ
　　保健グループ
   　子ども・子育てグループ
　福祉介護グループは、高齢者福祉、介護保険などを担当するグループです。
　保健グループは、健康づくり対策や各種検診などを担当するグループです。
　子ども・子育てグループは、保育所運営や児童福祉、子育て支援センターな
どを担当するグループです。

福祉医療従事者人材確保支援事業　　　　　　　　　３５５万円
　町内で福祉・医療事業を行う事業者が従事者を確保するため、当該従事者へ
の修学資金貸付支度金などの給付の 2 分の 1 を補助します。

就学資金貸付支度金などへの支援
福祉介護グループ

福祉医療従事者人材確保事業　　　　　　　　　　　　９６万円
　町内での福祉・介護・医療従事者を確保するため、新卒者を雇用する事業者
に対して補助を行います。

福祉施設、医療施設への雇用支援
福祉介護グループ

難病者等通院交通費支援事業　　　　　　　　　　   ２４０万円
　障がい者や特定疾患者の方が通院・通所する際の交通費の助成を行うことで、
経済的負担を軽減を図ります。

難病者などの通院に係る交通費の助成
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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高齢者等の暖房費等支援事業　　　　　　　　 　　  １５６万円
　高齢者世帯、身体障がい者世帯、ひとり親世帯などの生活困窮者に対して、
冬期間における暖房費の一部を助成します。

生活困窮者に対する暖房費の支援
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

老健きよさとワゴン更新事業【新規】　 　　　    ４３５万５千円
　老健きよさとのワゴン車が老朽化していることから、後継車ワゴン車 1 台の
更新を行います。

老健きよさとのワゴン車更新
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

老人保健施設ナースコール設備更新事業【新規】　１, ２４０万円
　老健きよさとのナースコール設備が老朽化していることから、新たなハンデ
ィーナースコールシステムへ更新を行います。

ナースコール設備の更新
保健グループ

事業内容
担当部署

老人保健施設冷房設備新設事業　　　  　　　　　 　２３０万円
　夏季期間の老健きよさと入所者の安定した健康管理を図るため、2 階居室に冷
房設備を備えます。

老健きよさとへの冷暖房設備の設置
保健グループ

事業内容
担当部署



ことしの仕事　23

各種検診事業　　　　　　　　　　　　　　  １, ００３万２千円
　特定健康診査や脳ドック検診などの実施により、生活習慣の改善を促し、将
来的な疾病の発症リスクの低減を図り、疾病の早期発見・治療に繋げます。

各種検診の実施
保健グループ

実施月日 会場 検診項目 対象年齢 自己負担額

12 月 6 日 札弦センター

○特定健康診査
　・若年
　・清里町国保加入者
　・後期高齢者
○胃がん検診
○大腸がん検診
○肝炎ウイルス検査

○前立腺がん検診
○エキノコックス症検査

○ピロリ菌抗体検査

20 歳～ 39 歳
40 歳～ 74 歳
75 歳以上
30 歳以上
30 歳以上 
40 歳以上 

（受診歴のない方）
50 歳以上 
20 歳以上

（5 年に 1 度）
20 歳以上

（受診歴のない方）

1,000 円
1,000 円
   500 円
1,000 円
   500 円
     無料

500 円
     無料

500 円

12 月 7 日 保健センター

●ミニドック検診

実施月日 会場 検診項目 対象年齢 自己負担額

12 月 6 日 札弦センター

○胸部Ｘ線間接撮影

○喀痰検査

・結核検診 65 歳以上
・肺がん検診 40 歳以上

40 歳以上の　
ハイリスク者

無料
無料

1,000 円

12 月 7 日 保健センター

●結核・肺がん検診（ミニドック検診と同時実施）

事業内容
担当部署
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実施月日 会場 検診項目 対象年齢 自己負担額

12 月 7 日 保健センター

○乳がん検診
○子宮がん検診
○大腸がん検診
○骨粗しょう症検診

40 歳以上
20 歳以上
30 歳以上
20 歳以上

（現在治療中の方を除
 く）

1,500 円
1,000 円

500 円
500 円

●レディース検診

実施月日 会場 検診項目 対象年齢 自己負担額

8 月上旬～
12 月下旬

網走の丘
総合病院

脳ドック検診 30 歳以上
（平成 28 年度以降、町
 の脳ドック検診を受診
 されていない方）

11,340 円

簡易脳ドック検診 8,100 円

●脳ドック検診

不妊治療助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　６６万円
　特定不妊治療や人工授精に要する費用の一部を助成することにより、経済的
負担の軽減を図ります。

特定不妊治療・人工授精の費用助成
保健グループ

事業内容
担当部署

予防接種事業　　　　　　　　　　　　　　  １, ９３０万６千円
　子どもや高齢者に対する予防接種を行い、感染症に対する免疫力の向上や発
症予防・健康維持を図ります。

四種混合、インフルエンザなどの予防接種
保健グループ

事業内容
担当部署
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【不妊治療助成事業】
助成対象者
　特定不妊治療や人工授精治療を受けている方で、次の要件にすべて当てはまる方
要件
　●法律上の婚姻をしている 43 歳未満の女性
　●夫婦ともに清里町内に住所があること
　●夫婦ともに町税および使用料などの滞納がないこと
　●特定不妊治療については、北海道知事が指定する医療機関や北海道知事が
　　定めた医療機関で治療していること。また、所得 730 万円未満の方につ
　　いては、「北海道特定不妊治療費助成事業」の適用を受けている方
申請に必要なもの
　●印鑑・通帳・特定不妊治療または人工授精にかかる費用の領収証の写し。
　　その他、治療の方法により必要となる書類がありますので、事前に保健セ
　　ンターまでお問い合わせください。（☎ 25-3850）
助成内容（所得によって助成の内容が変わります）
●特定不妊治療（体外受精、顕微授精）

夫婦合算の所得額 所得が 730 万円未満 所得が 730 万円以上

助成内容

　採卵を伴う治療 1 回につき 15 万円
を上限、以前に凍結した胚を用いるな
ど採卵を伴わない治療、状態が良い卵
が得られないなどのため治療を中止し
た場合は、1 回につき 7 万 5 千円が上
限です。
　ただし、「北海道特定不妊治療費助
成事業」から助成された額を差し引い
た費用を助成します。

　採卵を伴う治療 1 回につき 7 万
5 千円を上限、以前に凍結した胚
を用いるなど採卵を伴わない治療、
状態が良い卵が得られないなどの
ため治療を中止した場合は、1 回
につき 3 万 7 千円が上限です。

助成回数 年度内２回

●人工授精

夫婦合算の所得額 所得が 730 万円未満 所得が 730 万円以上

助成内容 1 回の助成限度額は 2 万円
助成の対象外

助成回数 年度内 6 回
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24 時間電話健康相談サービス事業　　　　　　  １０９万９千円
　夜間・休日の急病やけが、救急要請や応急措置などの相談に、医師や看護師
が 24 時間電話で助言するサービスを行います。

24 時間電話健康相談
保健グループ

救急医療体制づくり事業　　　　　　　　　　　　　２９０万円
　救急医療体制（救急搬送）整備のため、近隣医療機関（網走医師会など）と
の協力体制を確立し、安心安全な救急医療体制を構築します。

網走医師会、小清水赤十字病院、斜里国保病院への委託経費
保健グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

診療所支援事業　　　　　　　　　　　　 　　　 ６, ０００万円
　診療所に対して支援を行うことで、運営の安定化と清里町の地域医療を確保
します。

診療所への支援
保健グループ

事業内容
担当部署
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子育て支援保育料補助事業　　　　　　　　　　 　  ６１９万円
　第 2 子以降の子どもが保育所および幼稚園に通っている方の保育料の 2 分の
1 を補助し、子育てにかかる経済的な負担を軽減します。

第 2 子以降の児童の保育料補助
子ども・子育てグループ

出産祝い金支給事業　　　 　　　　　　　　　  １５０万６千円
　出生児一人につき 5 万円を支給することで、出産・子育てにかかる費用負担
の軽減を図ります。

出産祝い金の支給
子ども・子育てグループ

対象者
　清里町内に住所がある方で、中学生以下の児童を 2 人以上育てている世帯の
うち、第 2 子以降の児童が保育所ならびに幼稚園に通う方
　● 4 月から 9 月までの対象者は、9 月 30 日現在、清里町に住所がある方
　● 10 月から 3 月までの対象者は、3 月 31 日現在、清里町に住所がある方
補助内容
　納めた保育料の2分の1の金額を交付します。前期分（4～9月）と後期分（10
～ 3 月分）の年 2 回の交付となります。
留意事項
　●保育料…保育所および幼稚園に入所（園）児童の扶養義務者から徴収する
　　　　　　保育料（午後保育・夏冬預かり保育料を含む）。ただし、入学金、
　　　　　　在園料、暖房費、教材費、保護者会費、施設整備費などを除く。
　●幼稚園に通っている方は就園奨励費を控除した額の 2 分の 1 を交付
　※町税などの未納がある場合には、交付できない場合があります。

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

安心出産支援事業　　　　　　　　　　　　　　　６２万８千円
　斜里郡以外の市町村にある産科医療機関への妊産婦健康診査受診および出産
準備に要する交通費の一部を助成し、経済的な負担を軽減します。

妊婦健康診査受診などにかかる交通費の一部を助成
保健グループ

事業内容
担当部署
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　学校教育グループは、学校施設の管理や児童・生徒への支援、学校給食など
を担当するグループです。
　社会教育グループは、社会教育事業の実施や文化活動、スポーツ振興などを
担当するグループです。

学校給食費補助事業　　　　　　　　　　　　　  １, ７８２万円
　幼児および小中学校に在籍する児童生徒の給食費を補助することで、保護者
の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進します。

小中学校およびやまと幼稚園の給食費補助
学校教育グループ

教育支援員配置事業　　　　　　　　　　　　　５６４万３千円
　学校教育・社会教育の充実や生涯学習および子育て支援の推進を図るため、
教育支援員を配置します。

教育支援専門員、学習支援員にかかる経費
学校教育グループ

特別支援教育支援員配置事業　　　　　　　  １, ２４８万８千円
　特別な支援を要する児童生徒への指導の充実のため、小・中学校に特別支援
教育支援員を配置します。

小中学校に配置する特別支援教育支援員 4 名にかかる経費
学校教育グループ

生涯学習課
　学校教育グループ
　社会教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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郷土読本「きよさと」改訂版作成事業【新規】　  ２１３万５千円
　学習指導要領の改訂に伴い、主に小学校３・４年生の社会科で使用する副読本を
改訂し、清里町の歴史などについての学びを深め、郷土愛を育む教育を推進します。

小学校で使用する副読本の改訂
学校教育グループ

新入学児童記念品贈呈事業    　　　　　　　 　 １３８万６千円
　児童の新入学時における学用品の格差解消および保護者負担の軽減を図るた
め、ランドセルを贈呈します。

新入学児童全員に対するランドセルの贈呈
学校教育グループ

清里小学校等改修工事実施設計業務委託事業【新規】  １, ６８５万円
　清里小学校校舎および外構と学校給食センターの老朽化による改修工事実施
に向け、設計業務を行い、改修工事に向けた準備を進めます。

清里小学校および学校給食センターの改修工事に向けた設計業務委託
学校教育グループ

事業内容
担当部署

学校施設長寿命化計画作成業務【新規】　　 　　　　 ５７０万円
　公共施設等総合管理計画に基づく学校教育施設の長寿命化計画を策定し、計
画的な改修工事を実施することにより、施設の長寿命化を図ります。

学校教育施設にかかる長寿命化計画の策定
学校教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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●高体連等出場経費補助
　・高体連や高野連、高文連、吹連主催の大会出場経費を全額補助
●進路指導強化対策等補助
　・進学に向けた学力テスト、模擬試験などの経費を全額補助
　・大学、短大、専門学校などへの学校視察経費の 2 分の 1 を補助
　・東進ハイスクール在宅受講コース（通期講座 1 講座分）の受講料を補助
●資格取得等対策費補助
　・英検、漢検、簿記、情報処理などの資格取得試験の経費を全額補助
●入学支度金補助
　・新入学生徒の保護者に対し、10 万円相当の商品券などを贈呈
●特色ある学校づくり推進事業補助
　・学力向上支援対策事業として、夏・冬休み学習サポート教室を実施
　・部活動支援対策として、トップアスリートなどの外部指導者を招へい
●大学等入学資金貸付
　・大学などへの進学に際し、保護者に対して入学事前納付金（入学金・前期
　　授業料など）として最高 100 万円まで無利子で貸付け
●町外からの通学支援
　・小清水町からの通学者に対するスクールバスの運行（月額 1 万円の自己負
　　担）、その他町外から通学する、学業に意欲的に取り組んでいる者に対し、
　　ＪＲ運賃の 2 分の 1 を補助
●国公立大学入学者支援
　・国公立大学に入学した場合、入学金および初年度授業料を補助
●英語教育の推進強化
　・外国人英語指導助手を重点配置し、英語力の強化を推進
●学校給食の提供
　・希望者に対し、町の学校給食を提供（自己負担）

清里高等学校総合支援対策事業　　　　　　  ２, ０９９万４千円
　清里高校の特色ある教育活動に対し、総合的な支援を行います。

清里高校生および保護者への補助など
学校教育グループ

事業内容
担当部署
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生涯学習総合センター多目的ホールステージ床改修工事【新規】　１６４万円
　劣化により床材の傷や剥離がみられる多目的ホールステージ床の改修を行い、
安心安全な利用環境の整備を図ります。

多目的ホールステージ床の改修
社会教育グループ

高校生海外派遣研修事業　　　　　　　　  　１, ６６８万６千円
　ニュージーランドモトエカ町に清里高等学校１年生の希望者全員を派遣し、
外国の文化に触れる機会を提供するとともに、モトエカ町との友好関係を深め、
たくましく生きる青少年の育成に努めます。

清里高等学校 1 年生の希望者全員の海外派遣
社会教育グループ

児童生徒登下校安全管理器具購入事業 　　　    　 ６７万４千円
　児童生徒の登下校時の安全確保のため、主要通学路に防犯カメラを設置し、
安心安全な通学路の整備を図ります。

通学路への防犯カメラの設置
学校教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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町営野球場整備事業  　　　　　　　　　　　    ５６９万８千円
　経年劣化が進んでいる町営野球場のバックネットの張り替えを行い、より安
心安全な利用環境の整備を図ります。

町営野球場バックネットの張り替え
社会教育グループ

緑スキー場受電設備改修事業【新規】　 　　　　 　　８５３万円
　緑スキー場の受電設備の更新を行い、安定的な電気供給によりリフト利用者
の安全を確保します。

緑スキー場の受電設備の更新
社会教育グループ

清里トレーニングセンターバスケットゴール更新事業【新規】　８２２万円
　経年劣化によりフレームが破断したバスケットゴールの更新を行い、安全な
利用環境の整備を図ります。

清里トレーニングセンターのバスケットゴールの更新
社会教育グループ

町民海外派遣研修事業  　　　　　　　　　　　　　 １２０万円
　一般町民を海外に派遣し、外国の産業経済文化などに触れ、国際的な視野を
広めることにより、まちづくりを推進する人材を育成します。

人材育成のための一般町民の海外派遣
社会教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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図書館パソコン更新事業 【新規】　 　　　　　　 １１７万４千円
　ＯＳのメーカーサポートが終了する図書館のパソコンを更新します。

図書館パソコンコーナーに配置されたパソコンの更新（6 台）
社会教育グループ

外国人英語講師招へい事業　　　    　 　　　　 ３９９万８千円
　姉妹都市のニュージーランドモトエカ町より講師を招へいし、各学校におけ
るきめ細やかな英語指導と国際理解教育の推進を図ります。

外国人英語講師の派遣
社会教育グループ

合宿等誘致活動支援事業 　　　　　　 　　　　　 　１７０万円
　清里町で合宿を行う団体や町内の合宿支援団体に対して支援を行うことによ
り、交流人口の拡大や、町民の競技力向上を図るとともに、児童生徒との交流
の機会を提供します。

本町で行う合宿活動に対する支援
社会教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

外国人英語指導業務委託事業　　　　　　　　 　４７５万２千円
　各保育所、幼稚園、小・中・高校において、国際理解教育や英語の授業を推
進するために、安定的で質の高い講師の派遣を行います。

外国人英語指導業務委託（講師派遣）
社会教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署



　予算とは、町に入ってくるお金（歳入）と、使うお金（歳出）を社会情勢の変化などにより見
積もった経費のことをいいます。
一般会計とは
　町の基本的な活動に必要なあらゆる経費を計上した会計で、町のメインとなる会計です。
　歳入としては、大部分を占める地方交付税をはじめ、住民税や固定資産税、各種施設の使用料
などがあります。
　歳出としては、公共施設などの建設費や町民の皆さまに対する補助金、行政運営にかかる経費
などがあります。
　これらの予算の用途はすべて、議会の議決により決定されることとなります。
特別会計とは
　特定の事業を行う場合や、特定の資金を保有してその運用を行う場合など、一般会計から区分
して経理を行う必要がある場合に設置する会計です。
　介護保険会計や国民健康保険会計など、法律によって設置が義務付けられているものと、焼酎
会計のように条例によって設置しているものの 2 種類があります。
　清里町には、6 つの特別会計が設置されています。

令和元年度 予算の概要

区　分 令和元年度
（当初＋ 6 月補正予算）

平成 30 年度
（当初予算） 比　較

一般会計 49 億 3,609 万円 50 億 3,300 万円 ▲ 9,691 万円

特別会計 15 億 9,713 万 9 千円 16 億 696 万 8 千円 ▲ 982 万 9 千円

介護保険事業
特別会計 4 億 7,022 万 9 千円 4 億 6,984 万 8 千円 38 万 1 千円

国民健康保険
事業特別会計 7 憶 3,114 万 1 千円 7 億 5,161 万円 ▲ 2,046 万 9 千円

後期高齢者医
療特別会計 7,249 万 7 千円 7,120 万 6 千円 129 万 1 千円

簡易水道事業
特別会計 6,059 万 5 千円 6,171 万 2 千円 ▲ 111 万 7 千円

農業集落排水
事業特別会計 1 億 2,271 万 3 千円 1 億 1,078 万 9 千円 1,192 万 4 千円

焼酎事業
特別会計 1 億 3,996 万 4 千円 1 億 4,180 万 3 千円 183 万 9 千円

合　計 65 億 3,322 万 9 千円 66 憶 3,996 万 8 千円 ▲ 1 憶 673 万 9 千円

※令和元年度については、骨格予算のため、当初予算と 6 月補正予算の合算額を掲載しています。
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依存財源
国または北海道から交付される収入
（地方交付税、国・道交付金など）

32 億 4,015 万 2 千円

令和元年度　一般会計予算
　令和元年度は統一地方選挙の年であり、骨格予算※となっているため、当初予算と 6 月補正予
算の合計額を掲載しています。
　今年度予算は、歳入歳出ともに 49 億 3,609 万円となっており、町民の皆さまがこの町に住ん
でいて本当に良かったと思えるような環境づくりのために、さまざまな事業が展開されます。
※骨格予算とは、首長選を控えた自治体が、人件費などの必要最低限の予算を計上した予算のこ
　とです。選挙後の補正予算で、町長の意向を反映させた事業などを肉付けしていきます。

町税
4 億 4,462 万円

その他
（分担金および負担金、繰越金
 財産収入、諸収入など）
12 億 5,131 万 8 千円

地方交付税
22 億 7,000 万円

国・道交付金
5 億 3,258 万 1 千円

町債
2 億 5,220 万円

各種交付金
1 億 8,537 万 1 千円

一般会計
歳入予算

49 億 3,609 万円

一般会計
歳出予算

49 億 3,609 万円

議会費
4,462 万円

総務費
12 億 1,146 万 2 千円

民生費
7 億 8,254 万 3 千円

衛生費
4 億 8,428 万 7 千円農林水産業費

3 億 1,759 万 6 千円

商工費
1 億 2,682 万 8 千円

土木費
4 億 1,915 万 3 千円

消防費
2 億 453 万円

教育費
5 億 890 万 7 千円

公債費
8 億 3,516 万 4 千円

予備費
100 万円

歳入

歳出
議会費　議会運営事務など
総務費　財産管理、防災など
民生費　老人福祉、子育てなど
衛生費　疾病予防、環境衛生など
農林水産業費　農畜産業、林業など
商工費　商工業・観光振興など
土木費　道路橋梁、公園など
消防費　消防、救急など
教育費　学校、社会教育など
公債費　地方債償還金元金、利子
予備費　予備

自主財源
町が自主的に収入する財源

（町税、使用料、繰入金など）
16 億 9,593 万 8 千円
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役場庁舎内
総務課　総務グループ
　　　　☎ 0152-25-2131
　　　　管財グループ
　　　　☎ 0152-25-2130

町民課　町民生活グループ
　　　　☎ 0152-25-3577
　　　　（戸籍年金・医療保険窓口）
　　　　☎ 0152-25-2157
　　　　税務・収納グループ
　　　　☎ 0152-25-2136

産業建設課　産業振興グループ
　　　　　　☎ 0152-25-2153
　　　　　　建設グループ
　　　　　　☎ 0152-25-3572

企画政策課　まちづくりグループ
　　　　　　☎ 0152-25-2135
　　　　　　地域振興グループ
　　　　　　☎ 0152-25-3601

出納室　　　☎ 0152-25-2172

議会事務局　☎ 0152-25-2188

農業委員会事務局  ☎ 0152-25-2448

保健センター内
保健福祉課　保健グループ
　　　　　　☎ 0152-25-3850
　　　　　　福祉介護グループ
　　　　　  ☎ 0152-25-3847

清里保育所内
保健福祉課　子ども・子育てグループ
　　　　　　☎ 0152-25-2100
清里保育所　☎ 0152-25-3182
子育て支援センター
　　　　　　☎ 0152-25-3192

札弦保育所　☎ 0152-26-2150

生涯学習総合センター内
生涯学習課　学校教育グループ
　　　　　　☎ 0152-25-2139
　　　　　　社会教育グループ
　　　　　  ☎ 0152-25-2005

学校給食センター  ☎ 0152-25-2730

清里焼酎醸造所　☎ 0152-25-2227

斜里地区消防組合清里分署
☎ 0152-25-2110

施設ごとの電話番号一覧

Instagramホームページ

議会中継 YouTube お知らせメール
＠きよさと登録

Facebook

令和元年度　ことしの仕事
　令和元年 8 月 1 日発行
　清里町企画政策課
　まちづくりグループ
　☎ 0152-25-2135
　FAX 0152-25-3571
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