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－ 本書の見方 －

2　ことしの仕事

職員住宅修繕事業【新規】　　　　　　　　　　　   　２５１万円
職員の入居住宅に係る修繕工事を行い、住環境を整備することで、職員の

福利厚生の向上を図ります。
事業内容
担当部署

職員住宅の玄関ドアの更新（6 戸）
総務グループ

事業名 事業実施にかかる予算
今年度新たに行う事業は【新規】、内容を
拡充した事業は【拡充】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



－ ことしの仕事とは －

～令和２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

ことしの仕事　3

　清里町では、暮らしと生活を支える産業の振興、次世代を担う
子どもや若者たちの健全育成と教育環境の充実、そして、健康づ
くりを重点に、「このまちに住んでいて良かったと実感のできる
まちづくり」を推進するため、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２年度の予算の概要も併せて掲載していますので、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。
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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【新規】 　　　　　　　　　　 　　２５１万円
　職員の入居住宅に係る修繕工事を行い、住環境を整備することで、職員の福
利厚生の向上を図ります。

職員住宅の玄関ドアの更新（6 戸）
総務グループ

職員住宅解体事業【新規】　　　　　　　　　　 　 　１７４万円
　使用予定の無い、老朽化した職員住宅１戸（昭和 48 年築・46 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
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旧新栄小学校解体事業【新規】　　　　　　　　　７, ３００万円
　旧新栄小学校と付随する施設を解体します。
事業内容
担当部署

旧新栄小学校および付随する施設の解体
管財グループ

国土強靭化計画策定事業【新規】　　　　　　　　  　５００万円
　防災計画や総合計画などの各分野別計画と連携しながら、産業やまちづくり、交
通などの国土強靭化に関する施策を推進するため、国土強靭化計画を策定します。

国土強靭化計画の策定
管財グループ

総合庁舎発電機設置事業【新規】　　　　　  　　 ５, ８８２万円
　停電時に庁舎機能を維持するため、自動で庁舎内の電力をまかなえるよう、
発電機を整備します。

総合庁舎における非常用発電機の整備
管財グループ

総合庁舎改修事業【新規】　　　　　　　　  　　 １, ５９４万円
　石綿を使用している庁舎煙突の改修を行い、石綿の飛散がないよう対策を行
います。また、老朽化した庁舎防火設備を修繕することにより、非常時の安全
性を確保します。

石綿が使用されている庁舎煙突の改修および防火設備の修繕
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
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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　　　　　  　 　５６６万４千円
　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。

ふれあいの散歩路事業
　「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　　　　　　　　　　　　　   ６４５万１千円
　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
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商店街活性化事業　　　  　　　　　　　　　　　　 ９００万円
　町内において新たに事業を行う方や、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・新事業創出支援事業補助、店舗改修等支援事業補助など
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

若者交流活動支援事業　　　　　　　　　　　　　６５万３千円
　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

事業内容
担当部署

神の子池外周園路塗装事業【新規】　  　　　　   ９０６万 4 千円
　整備から 5 年が経過した神の子池外周園路について、木道の保全のために塗
装を行い、施設の長寿命化を図ります。

神の子池外周園路の木道の塗装
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 　　　　　　　　　　 　　 　７２０万円
　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

【住宅改修等促進事業補助】
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（税別）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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対象経費
　●増築・改築・改修工事で工事費が 50 万円（税別）以上のもの
　●家財道具の撤去および清掃に要する経費
　●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

中小企業融資貸付制度事業　　　　　　　　　　　   ４５０万円
　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

事業内容
担当部署

ポイントカードシステム行政連携事業　  　　 　　８１万３千円
　商工会が運営するポイントカード事業において、町が実施する事業に対して
ポイントの付与を行います。

ポイントカード事業における町実施事業へのポイント付与
地域振興グループ

事業内容
担当部署

商工振興対策事業　　　　　　　　 　　　　 １, ５１８万１千円
　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

事業内容
担当部署



12　ことしの仕事

観光周遊促進事業　　　　　　　　　　　　　　　５７万３千円
　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, ００７万１千円
　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（斜里岳登山道整備、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

フォトキャンペーン事業　　　　　　　　　　 　  ４０万４千円
　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

観光情報発信事業　 　　　　　　  　   　　　　１２６万５千円
　インスタグラムに清里町のバナー広告を掲出するとともに、新たに特設ウェ
ブサイトを開設し、フォトキャンペーン事業と連動した情報発信を行います。

インスタグラムへのバナー広告の掲出および特設ウェブサイトの開設
地域振興グループ

事業内容
担当部署

清里交流環境推進事業　　　　　　　　　　　   ３３０万２千円
　地域資源の掘り起こしと利活用に向け、滞在体験型のグリーンツーリズムなど
を行い、清里100％のロゴの活用などにより、ブランディング力の向上を図ります。

ブランド力の向上に向けた体験型観光の推進や情報発信など
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　　　　　　　 　　　　　  　  １, ２００万円
　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
令和元年度実績（一部）

樽祭 緑町地域食堂

事業内容
担当部署

第６次清里町総合計画策定事業　　　 　　　　  ８９８万３千円
　現行の第 5 次清里町総合計画・総合戦略が終了となるため、新たな総合計画・
総合戦略を策定します。

第 6 次清里町総合計画および第２期清里町総合戦略の策定
まちづくりグループ

事業内容
担当部署
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ふるさと特産品ＰＲ事業　　　　　　　　 　　  ７２８万８千円
　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およびＰＲ
まちづくりグループ

事業内容
担当部署

清里町ハイヤー利用助成事業【新規】　 　　　  　  　６９９万円
　高齢者などの外出を促し、福祉の増進と町の活性化を図ることを目的として、
ハイヤー利用助成券を交付します。

ハイヤーの利用助成券の発行
まちづくりグループ

事業内容
担当部署

交付対象者
　町内に住所を有し、かつ在宅の者のうち、次のいずれかの要件を満たす方
　●運転免許証を所持していない 75 歳以上の者
　●身体障害者手帳（１～２級）の交付を受けた 65 歳以上の者
　●療育手帳（Ａ）の交付を受けた 65 歳以上の者
　●精神障害者保健福祉手帳（１～２級）の交付を受けた 65 歳以上の者
助成券
　町内事業所が運行するハイヤーで使用できる助成券を年度ごとに交付します。
　券面額は１枚につき 500 円で有効期限は券の発行年度の３月末日です。
交付枚数
　自治会館などの集会施設から清里町駅までの距離により５区分に分類して枚
数を設定しています。

地　区 月交付
枚数

12 か月分
交付枚数

上斜里中、上斜里南、市街地区、向陽地区 ３枚 36 枚
上斜里東、上斜里、上斜里西、江南地区、神威東、神威中、神威第１ ４枚 48 枚
上斜里大和、神威西、神威南、札弦町第１、札弦町第２ ５枚 60 枚
札弦町第３ ６枚 72 枚
緑町 ７枚 84 枚
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若者居住推進家賃補助事業　　　　　  　　　　 　　１１４万円
　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。

民間賃貸住宅に入居する若者などへの家賃の支援
まちづくりグループ

交付対象者
　町内の賃貸住宅に住所を有している者のうち、次のいずれの要件も満たす方
　●入居者が当該賃貸住宅を所有する者（法人、その役員を含む）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）
　● 12 ヵ月ごとに、最大 36 カ月分を交付します
※ 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

日本で最も美しい村事業　　　　　　 　　  　　　　１９９万円
　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

事業内容
担当部署

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。

公営住宅解体事業　　　　　　　　　　　　　　  　 ４５２万円
　老朽化した公営住宅の解体を行うことで、安心安全な住環境づくりを推進し
ます。

麻園団地 1 棟 4 戸の解体
町民生活グループ

事業内容
担当部署

公営住宅改修事業　　　　　　　　　　　　　　  　 ７７６万円
　公営住宅の改修を行い、住宅の長寿命化を図ることで、快適な住環境づくり
を推進します。

さくらんぼ団地 1 棟 4 戸（屋根・外壁改修）
町民生活グループ

事業内容
担当部署
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出産・子育て支援事業　　　  　　 　　　  　１, ８８１万１千円
　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, ０７４万８千円
　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。

農地の維持活動を行う活動組織への交付金など
産業振興グループ

事業内容
担当部署

農地整備事業　　　　　　　　　　　　　  　４, ４９３万９千円
　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
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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組みを
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

農業集落排水処理施設機能強化事業【新規】　　  １億２００万円
　経年劣化が進んでいる清里地区、札弦地区の両汚水処理施設の設備を更新し、
安全かつ安定した汚水処理の継続を図ります。

清里地区、札弦地区の汚水処理施設の設備更新
建設グループ

事業内容
担当部署

地域用水環境整備事業　　　　　  　　　　　２, ４０９万６千円
　緑ダムから放流される農業用水を利用した発電施設の整備（道営地域用水環
境整備事業）を推進します。

道営地域用水環境整備事業に係る負担金の支出
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　　　　　　　  　　　２億１, １８３万２千円
　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などの調査設
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。

歩道の整備や道路、橋梁の長寿命化など
建設グループ

事業内容
担当部署

道路等整備事業　　　　　　　　 　 　　１億６, ４４２万７千円
　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、障がい福祉、高齢者福祉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。

福祉サービス事業【拡充】　  　　　　　　　　　５７５万３千円
　高齢者や障がい者などに対して、各種在宅生活の支援を行うほか、18 歳未満
の障がい児の補装具作成費の負担軽減を図ります。

各種ケアサービスの委託や障がい児の補装具作成費の支援など
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

障がい者計画・障がい福祉計画策定業務委託事業【新規】　３９５万６千円
　清里町障がい者計画・清里町障がい福祉計画を見直し、障がい者などが自立
した日常生活や社会生活を営むことができるよう、令和 3 年度から令和 5 年度
の計画を策定します。

障がい者計画・障がい福祉計画の策定
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

高齢者保健福祉計画・第８期介護保険計画策定事業【新規】　４３１万４千円
　高齢者に関する保健福祉事業や介護保険の円滑な実施に関する総合的な計画
として、清里町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定します。

高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定
福祉介護グループ

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支援します。

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【拡充】　　　 　    　　５４２万円
　老健きよさとバスの廃車により、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

ケアハウス冷房設備新設工事事業　　　  　　　　２, ２９２万円
　夏季期間における入居者の健康管理を図るため、ケアハウスきよさとに冷房
設備を設置します。

ケアハウスきよさとへの冷房設備の設置
福祉介護グループ

事業内容
担当部署

福祉医療従事者人材確保支援事業　　　　　　　　　２１５万円
　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。

修学資金貸付支度金などへの支援
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、
経済的負担の軽減を図ります。

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
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各種検診事業　　　　　　　　　　　　　　  １, ０９３万２千円
　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

事業内容
担当部署

２４時間電話相談サービス事業　　　　 　　　  １０９万９千円
　夜間や休日の急病やけがなど、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、町民の健康と安心な生活の確保を図ります。

２４時間電話健康相談
保健グループ

事業内容
担当部署

こころの健康づくり事業【拡充】　　  　　 　　 　　 １０２万円
　孤立や自殺を防止するため、心の悩みを抱える方に対して、対面相談窓口の
設置や電話相談を行い、専門家と連携を図りながら相談支援を行います。

心の悩みを抱える方への対面相談窓口の設置や電話相談の実施
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　　　　　　　　　　　　　　　　　６６万円
　人工授精や特定不妊治療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。

人工授精・特定不妊治療の費用助成
保健グループ

【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

事業内容
担当部署
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●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

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房設備の設置
保健グループ

事業内容
担当部署

保健センターホール冷房設備新設事業【新規】　　　  ２８７万円
　乳幼児や高齢者の利用が多い保健センターのホールにエアコンを設置し、夏
季の利用時における身体的負担の軽減を図ります。

保健センターへの冷房設備の設置
保健グループ

事業内容
担当部署

予防接種事業　　　　　　　　　　　　　　  １, ８９４万４千円
　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。

風しん麻しん、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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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

事業内容
担当部署

安心出産支援事業　　　　　　　　　　　　　　　７３万４千円
　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。

妊産婦健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

産後ケア事業【新規】　　　  　　　　　　　　　　　　４８万円
　助産師が 1 歳未満の赤ちゃんのいる家庭を訪問し、母親の授乳ケアや育児相
談などを行うことで、心理的な安定を促すとともに、安心して育児を行えるよ
うに支援します。

赤ちゃんや母親への助産師による訪問支援
保健グループ

事業内容
担当部署

母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　４９７万８千円
　妊産婦健診に係る費用助成や乳幼児健診、出産・育児などの保健指導を行うととも
に、産後うつケアなどの予防を図るため、出産後間もない時期に産後ケアを行います。

妊産婦健診の費用助成や乳幼児健診、妊娠・出産・育児の保健指導など
保健グループ

事業内容
担当部署

清里町診療所支援事業　　　　　　　　　 　　　 ６, ０００万円
　清里町の地域医療を確保することを目的に、診療所の運営に対して支援を行います。

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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子ども・子育て支援対策事業　  　　　　　 　 　 １, ６２３万円
　国の幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園および町立保育所の保育料を無
償とするとともに、町立保育所の給食費を補助することで、子育て支援を推進します。

私立幼稚園および町立保育所の保育料の無償化など
子ども・子育てグループ

事業内容
担当部署

子育て支援保育料補助事業【拡充】　  　　　　　　   ７７４万円
　国の幼児教育・保育無償化の対象外となっている私立幼稚園・町立保育所の
園児の保育料を全額補助し、子育て世代の負担軽減を図ります。

国の幼児教育・保育無償化対象外となっている園児の保育料の全額補助
子ども・子育てグループ

■保育料
対象者
　●３歳児クラス～５歳児クラスに在籍する保育所園児
　●満３歳から５歳児クラスに在籍する幼稚園園児
　●３歳未満児クラスの町民税非課税世帯に該当する園児
無償化の対象経費
　●町立保育所の保育料
　●私立幼稚園の入園料、保育料
　●私立幼稚園の預かり保育事業に係る保育料（保育の必要性がある園児のみ）
　　※ただし、幼稚園は無償化対象保育料の上限額あり
■給食費
　３歳児クラス～５歳児クラスの町立保育所園児の給食費を全額補助
　※私立幼稚園の給食費については、生涯学習課の「学校給食費補助事業」で
　　補助されています。

事業内容
担当部署

対象者
　清里町内に住所がある方で、国の幼児教育・保育無償化の対象外となってい
る園児（３歳未満児クラスの町民税課税世帯、就労などの要件を満たしていな
い幼稚園預かり保育利用）
補助内容
　対象園児の保育料を全額補助
留意事項
　※町税などの未納がある場合には、補助できない場合があります。



28　ことしの仕事

　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, ７５７万１千円
　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、子育て支援および食育活動を推進します。

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

生涯学習課
　学校教育グループ
　社会教育グループ

新入学児童記念品贈呈事業    　　　　　　　 　　　 １３２万円
　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

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署
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清里高等学校総合支援対策事業　　　　　　  １, ８９９万５千円
　清里高校の入学者に対する各種支援を充実させるとともに、清里高校ならで
はのきめ細やかな教育活動に対する支援を行い、より一層魅力ある高校づくり
を推進していきます。

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

●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
　・交換留学にかかる経費を補助
　・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）
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高校生海外派遣研修事業　　　　　　　　  　１, ４８８万４千円
　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

事業内容
担当部署

町民海外派遣研修事業　　　　　　　　　 　　　　  １２０万円
　一般町民を海外に派遣し、外国の産業や文化などに触れ、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

遠距離通学バス業務委託事業　  　　　　　　　  ６, ８００万７千円
　町内全域にわたり、遠距離通学する児童・生徒の交通手段を確保するため、
業務委託により通学バスを運行します。

登下校時間帯に合わせた通学バスの運行委託
学校教育グループ

事業内容
担当部署

事業内容
担当部署

外国人英語講師事業　　　　　　　　　　　　 　９５０万４千円
　本町の子どもたちの国際理解の推進、英語力の向上を図るため、業務委託に
より安定的で質の高い外国人英語講師の派遣を行います。

業務委託による外国人英語講師の派遣
社会教育グループ

事業内容
担当部署
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生涯学習総合センター内部修繕事業【新規】　１, ７０１万８千円
　建設から２０年以上経過している生涯学習総合センターについて、故障や不
具合が起きている箇所の修繕を行います。

生涯学習総合センターの内部修繕（移動観覧席、多目的ホール舞台幕など）
社会教育グループ

事業内容
担当部署

清里中学校体育館床改修事業【新規】　　 　　　　　 ７３０万円
　劣化がみられる床面の張替えや床面保護の塗装、コートラインの引き直しな
どを行い、生徒が安全に使用できるよう修繕を行います。

清里中学校体育館床の改修
学校教育グループ

事業内容
担当部署

清里トレーニングセンター煙突改修事業【新規】　　  ８７５万円
　石綿が使用されている清里トレーニングセンターの煙突を封鎖し、新たに鋼
管製の煙突を設置することで、石綿による健康被害を防止します。

清里トレーニングセンターの煙突の改修
社会教育グループ

事業内容
担当部署

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



　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、公共施設の維持管理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２年度 予算の概要

区　分 令和２年度 令和元年度
（当初＋ 6 月補正予算） 比　較

一般会計 49 億 1,800 万円 49 億 3,609 万円 ▲ 1,809 万円

特別会計 16 億 9,161 万 4 千円 15 億 9,713 万 9 千円 9,447 万 5 千円

介護保険事業
特別会計 4 億 6,796 万 8 千円 4 億 7,022 万 9 千円 ▲ 226 万 1 千円

国民健康保険
事業特別会計 7 億 3,394 万 7 千円 7 億 3,114 万 1 千円 280 万 6 千円

後期高齢者医
療特別会計 7,603 万 5 千円 7,249 万 7 千円 353 万 8 千円

簡易水道事業
特別会計 6,464 万 9 千円 6,059 万 5 千円 405 万 4 千円

農業集落排水
事業特別会計 2 億 114 万 4 千円 1 億 2,271 万 3 千円 7,843 万 1 千円

焼酎事業
特別会計 1 億 4,787 万 1 千円 1 億 3,996 万 4 千円 790 万 7 千円

合　計 66 億 961 万 4 千円 65 億 3,322 万 9 千円 7,638 万 5 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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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）
15 億 9,519 万 1 千円

令和２年度　一般会計予算
　今年度予算は、歳入歳出ともに 49 億 1,800 万円となっています。行財政を取り巻く環境は、
人口減少や少子高齢化に伴う社会保障関連費用の増加などにより、依然厳しい状況にありますが、
将来をしっかりと見据え、「未来」への投資ができるよう、政策と財源の選択と集中による健全な
財政運営の推進と、行政サービスの維持・向上に努めてまいります。

地方譲与税
9,506 万 2 千円

地方交付税
23 億 7,000 万円

町債
2 億 9,760 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

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）

33 億 2,280 万 9 千円
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各種交付金
9,022 万円

国庫支出金および道支出金
4 億 6,992 万 7 千円

町税
4 億 4,832 万円

使用料および手数料
繰入金など

6 億 3,268 万 7 千円

繰越金
5,000 万円

諸収入
4 億 6,418 万 4 千円

一般会計
歳入予算

49 億 1,800 万円

議会費
4,778 万 7 千円

総務費
13 億 2,293 万 8 千円

民生費
8 億 4,430 万 8 千円

衛生費
4 億 8,130 万 4 千円農林水産業費

2 億 8,438 万 5 千円

商工費
1 億 1,183 万 3 千円

土木費
4 億 1,613 万 3 千円

消防費
1 億 9,295 万 4 千円

教育費
4 億 2,328 万 8 千円

公債費
7 億 9,207 万円

一般会計
歳出予算

49 億 1,800 万円

予備費
100 万円



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２年度ことしの仕事
　令和２年４月１５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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