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はじめに

　町民の皆さまには、日ごろから斜里町のまち
づくりにご理解とご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。
　さて、一昨年来、新型コロナウイルスへの対
応に翻弄される日々が続いております。この困
難な状況の中で斜里町ではワクチン接種をはじ
めとした感染防止対策と、感染流行の状況を鑑
みながら、事業者支援と需要喚起策を並行して
実施してまいりましたが、新年度におきまして
も、最優先課題として国や道とも連携を取りな
がら町としての役割を果たすべく、対策を進め
てまいります。
　これと並行して、人口減少や少子高齢社会へ
の対応に加えて、加速度的に進む社会変容への
対応と持続可能な地域社会の再構築、DXの推
進や脱炭素化などをはじめ多くの課題に直面し
ています。
　これからのまちづくりは、役場だけでできる
ものではありません。町民の皆さまの知恵と行
動が必要です。この基盤となる「第 6次斜里町
総合計画」は、令和４年度で９年次目となり、
4 月からは次期計画の策定作業に着手します。
現計画と同様に、町民憲章と斜里町自治基本条
例の趣旨に則り、町民の皆さまと共に計画づく
りを行います。
　今後も引き続き、町民の皆さまとの対話を大
切にしながら、変化する時代の中でも持続でき
るまちづくりに取り組んでまいりますので、皆
様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
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一般会計の内訳

令和4年度各会計の予算額

会　計　区　分 令和4年度 令和3年度 対前年比

一　般　会　計 87億 7,569 万 7千円 84億　350万 4千円 4.4％

特別会計

国 民 健 康 保 険 事 業 17億 5,755 万 千円 17億 5,631 万 8千円 0.1％

国立公園内森林保全事業 4,413 万 6千円 4,131 万 8千円 6.8％

公 共 下 水 道 事 業 9億 1,608 万 5千円 7億 3,703 万 7千円 24.3％

介 護 保 険 事 業（ 保 険 ） 　12億 9,936…万 千円 　12億 7,835…万 9千円 1.6％

介護保険事業（サービス） 1,458 万 5千円 1,440 万 3千円 1.3％

後 期 高 齢 者 医 療 1億 8,926 万 2千円 1億 9,247 万 8千円 △ 1.7％

小　　　　　計 42億 2,097 万 8千円 40億 1,991 万 3千円 5.0％

企業会計

病 院 事 業 16億 3,472 万 2千円 16億 2,338 万 7千円 0.7％

水 道 事 業 6億 5,545 万 6千円 6億 1,642 万 4千円 6.3％

小　　　　　計 22億 9,017 万 8千円 22億 3,981 万 1千円 2.2％

合　　　　　計 152億 8,685 万 3千円 146億 6,322 万 8千円 4.3％

項　　　目 金　　　額 構成比

町 税 17億 6,476万 3千円 20.1％

地 方 譲 与 税 ……1 億 5,422万 9千円 1.8％

交 付 金 ……3億…2,607万7千円 3.7％

地 方 交 付 税 37億 5,278万　　円 42.8％

分担金及び負担金 4,520 万 4千円 0.5％

使用料及び手数料 2億 1,280 万 5千円 2.4％

国 庫 支 出 金 5億 5,179 万 4千円 6.3％

道 支 出 金 ……4 億 3,563万 1千円 5.0％

財 産 収 入 3,277 万 4千円………… 0.4％

寄 附 金 1億 693万 2千円 1.2％

繰 入 金 3億 714万 円 3.5％

繰 越 金 1億……　　　　　　円 1.1％

諸 収 入 1億 6,010 万 8千円 1.8％

町 債 8億 2,546万　　円 9.4％

合　　　計 87億 7,569万 7千円………… 100％

歳　　入　（収　入） 歳　　出　（支　出）

項　　目 金　　額 構成比

議 会 費 7,425 万 2千円 0.8％

総 務 費 7億 9,131万 円 9.0％

民 生 費 16億 5,110万 円………… 18.8％

衛 生 費 12億　916万 5千円 13.8％

労 働 費 146万 9千円 0.0％

農 林 水 産 業 費 4億 4,361 万 8千円 5.1％

商 工 費 …1 億 3,372 万 7千円 1.5％

土 木 費 …9 億 6,080 万 4千円………… 10.9％

消 防 費 ……4 億 7,121万 1千円 5.4％

教 育 費 8億 5,611 万 7千円 9.8％

公 債 費 11億 250万 8千円 12.6％

職 員 給 与 費 10億 7,941万 6千円 12.3％

予 備 費 　　　………100万　　円………… 0.0％

合　　計 87億 7,569万 7千円…………………… 100％
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項　目 内　　容 金　額 構成比

人 件 費 職員の給料や手当、議員報酬などにかかる経費です。 16億 7,362 万 7千円 19.0％

物 件 費 光熱水費や消耗品費、委託料などの経費です。 13億 8,442 万 1千円 15.8％

維 持 補 修 費 公共施設の維持管理にかかる経費です。 1億 8,391 万 5千円 2.1％

扶 助 費 児童手当、障害者支援費など福祉や医療にかかる経費です。 6億 8,791 万 1千円………… 7.8％

補 助 費 等 一部事務組合や各団体への補助金などです。 15億 3,154 万 3千円 17.5％

投 資 的 経 費 公共施設の改修やまちの基盤整備にかかる経費です。 13億 5,918 万 4千円 15.5％

公 債 費 まちが借り入れた借金の返済金です。 11億 250万 8千円 12.6％

積 立 金 まちの預貯金へ積み立てるお金です。 7,503 万 5千円 0.9％

貸 付 金 奨学金など、一時的に貸し付けるお金です。 1,523 万 2千円………… 0.2％

繰 出 金 特別会計の収入を補うためのお金です。 7億 6,132 万 1千円 8.7％

予 備 費 緊急時のために備えているお金です。 100万　　…円 0.0％

合　　　　計 87億 7,569 万 7千円………… 100％

一般会計歳出（支出）の内訳
＊性質別
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借入金（地方債）の状況

預貯金（基金）の状況
（町民一人当り　25万円）

区　　分 金　　額

財 政 調 整 基 金 14億 2,160万 1千円

減 債 基 金 4億 6,675 万 1千円

特 定 目 的 基 金 8億 2,293 万 6千円

合　　　計 27億…1,128万8千円

（町民一人当り　159万円）

＊令和 3年度末（見込み）
区　　分 金　　額

一般会計（臨財債以外） 82億 3,965 万 8千円

一般会計（臨財債分） 34億 2,122 万 9千円

下 水 道 会 計 34億 3,616 万 8千円

水 道 事 業 会 計 20億 2,663 万 1千円

病 院 事 業 会 計 2億 4,187 万 2千円

合　　　計 173億 6,555 万 8千円

（臨財債分を除く町民一人当り　128万円）

※臨財債（臨時財政対策債）
　いわゆる赤字地方債であり、償還財源は 100％地方
交付税で手当されることになっています。

※財政調整基金
　予算編成などにおいて財源が不足する場合に取り崩
すことで財源を調整するための貯金です。

※減債基金
　借入金（地方債）の返済に充てるための貯金です。
※特定目的基金
　特定の事業の財源とするための貯金です。（14基金）

＊令和 3年度末（見込み）
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令和４年度の主な事業
　今年度の主な事業について、「第 6次斜里
町総合計画」の 7つの基本目標に沿ってご
紹介します。

斜里町総合計画

自然と共に生きることができる
住みよいまちをめざす

100 平方メートル運動の森・トラスト参加件数（累計） 16,458 件 22,081 件 25,000 件
公共施設への再生可能エネルギー導入施設数 5件 (H24) 5 件 5 件以上

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

ごみの排出量（年間） 5,295ｔ ☆3,871ｔ 4,380ｔ

人と自然が共生する
豊かな環境づくりの推進

持続的発展が可能な
循環型社会づくりの推進

廃棄物処理事業

・廃棄物収集事業　（家庭から出された一般ごみや生ごみ
　等の収集を行います） …    　    9,327 万円
・廃棄物処理事業（一般ごみと粗大ごみからバイオ燃料
　を作り、その他は埋立てます） …　2億 9,198 万円
・以久科処理施設管理事業（以久科処分場の水処理を行
　います）…  　     2,302 万円
・堆肥化処理事業（家庭や事業所から出された生ごみか
　ら堆肥をつくります。） …　1,038 万円

4 億 1,865 万円

　100 ㎡運動の取り組みをより理解しやすく、共感がで
きるメッセージ性の高い展示にリニューアルし、運動の
支援の輪を広げます。

しれとこ 100 ㎡運動 45 周年
運動ハウス展示更新事業

121 万円

　斜里町の現状や今後の二酸化炭素排出量の推計、再生
可能エネルギーの導入可能性などの調査・分析を行い、
再生可能エネルギー導入の戦略策定に取り組みます。

1,020 万円

基本目標１

二酸化炭素排出抑制対策事業

　役場の公用車を、段階的にプラグインハイブリッド車
やハイブリッド車などの低公害車に移行を進めます（6
台）。

2,730 万円
低公害車購入事業

☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

新規

新規

　美しい斜里の景
観、環境を維持す
るため、ポイ捨て・
不法投棄対策とし
て、ボランティア
へのごみ袋配布や
啓発活動を行いま
す。

35 万円
ポイ捨て・不法投棄対策事業新規

新規

　斜里町は 2022 年 3 月、「2050 年二酸化炭素
排出量実質ゼロを目指す『ゼロカーボンシ
ティ』」を宣言しました。

しれとこ 100 ㎡運動ハウスしれとこ 100 ㎡運動ハウス
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＜主な成果指標＞

斜里町総合計画

足腰の強い産業をめざす

農業生産額 103 億円 ☆118 億円 100 億円
漁獲高 118 億円 51 億円 110 億円

H25 R3 実績 R5 目標

観光消費額 124 億円 62 億円 160 億円

力強い産業基盤の構築 病害虫まん延防止対策支援事業
664 万円

　農地法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の路面維持
などの農地周辺環境維持・保全のため、農業者による
維持管理活動を支援します。

多面的機能支払支援事業
1 億 3,699 万円

　みどり工房のキャンプ場炊事場が老朽化し、利便性
が低下していることから修繕します。

そよ風キャンプ場炊事場修繕事業
121 万円

　網走、大空、清里、小清水、斜里の 1市 4町で、緑
ダムの有する「包蔵水力」を活用した小水力発電施設
を整備し、畑地かんがい施設の維持管理費の軽減をは
かります。

道営地域用水環境整備事業
531 万円

　病害虫まん延防止対策として、でん粉原料用馬鈴しょ
の集荷を運送会社等への依頼に切り替えたことへの農
協の行う支援事業に対して、補助金を交付します。

　持続可能な町有林資源の維持を図るため、現況調査
を行うとともに、除間伐による森林保育と主伐植栽に
よる森林の更新を進めます。
　・調査箇所：越川・以久科学校林・以久科保安林
　・施業箇所：越川・日の出・峰浜・来運

2,841 万円

基本目標２

町有林整備事業

　近年の釣りなどの海浜レジャーによる課題への対応
に向けて、北海道や漁業協同組合などと協力して、要
請活動や調査、検討を行います。

33 万円
海浜利用適正化調査事業

　斜里第一・ウトロの両漁協が行う資源増大や養殖の
ための試験事業（シロザケ、ナマコ）に対して助成し
ます。

90 万円
水産増養殖試験事業

　民有林の各種施業に対し、森林環境譲与税基金を活
用して補助することで、森林整備の促進を図ります。

1,313 万円
みどり豊かな森林環境整備促進事業

☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

新規

新規

新規

漁港整備事業

　国・道と連携して斜里漁港の護岸補修、知布泊漁港
の岸壁補修を行い、両漁港の機能保全をはかります。

1,753 万円
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※地方版総合戦略事業区分　…　雇用創出・結婚・子育て・住み続けたいまちづくり

知床しゃりの展開

担い手の育成と確保

　体験型観光スポットとして人気が高かった一の滝以奥
エリアの再利用に向けて、関係機関・団体と協力し、試
行事業に取り組みます（以下、時期は予定）。
　試行事業 A：ガイド引率型（6月中旬～ 7月中旬）
　試行事業 B：個人利用型（6月中旬～ 7月中旬、10 月）
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雇
用
創
出
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雇
用
創
出
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ワークショップ事業

203 万円

・オロンコ岩トイレ解体
・オロンコ岩遊歩道等修繕
・オシンコシントイレ照明等修繕
・道の駅うとろ裏口ドア等修繕
・夕陽台の湯温泉排水管等修繕

観光施設修繕事業
1,146 万円

新規

新規
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斜里町総合計画

快適なまちをめざす

公園施設長寿命化計画の進捗率 8.0％ 57.1％ 64％
橋梁長寿命化計画の進捗率 14.8％ 33.3％ 37％

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

町営住宅長寿命化計画に基づく建替、改修割合 11.2％ 73.7% 77％

快適に暮らせる
住環境の整備

　老朽化した公園・広場の遊具を更新し、設備を修繕
します。
・漁民団地広場　遊具更新 3基
・文光なかよし広場　遊具移設 1基
・あさひ広場親水設備改修
・公園トイレ自動洗浄装置　2か所

公園整備事業
470 万円

　公営住宅等長寿命化計画に基づき、改修、整備を進め
ます。
・かえで東団地 9号棟改修 …　3,806 万円
・長寿命化改修に向けた実施設計
　（光陽東団地・中斜里団地）　…　1,234 万円
・新望岳団地エレベーター基盤更新／中通路路盤等改修
　…　2,277 万円

町営住宅改善事業・再生整備事業
7,317 万円

基本目標３

道路整備事業

・道路保全事業（舗装修繕） …   　3,426 万円
　以久科豊倉 6号道路
・中斜里 6号道路整備事業  …       4,200 万円
　道路改良、舗装工事など
・羅萠（ラムイ）道路整備事業 …       4,433 万円
　道路改良、舗装工事など
・ウトロ環状道路整備事業  …        5,600 万円
　歩道・ロードヒーティング改修など
・地方道路長寿命化事業  …1 億 9,000 万円
　改良工事（6路線）・舗装工事（1路線）

3 億 6,659 万円

快適に暮らせる
社会基盤の整備

※地方版総合戦略事業区分　…　雇用創出・結婚・子育て・住み続けたいまちづくり

　住環境の整備や寒冷地向け住宅の普及促進のため、持
ち家住宅や中古住宅などのリフォーム工事費の一部を支
援します。
　一般世帯分　560 万円／子育て世帯分　160 万円

720 万円
快適住まいのリフォーム事業結

婚
・

子
育
て

　空き家の発生抑制や利活用の促進、管理不全な空き家
の解消を目指し、空き家の調査を行うほか、措置につい
て協議、決定を行う空き家対策協議会を開催します。

48 万円
空き家対策事業

　令和 6年度から第 7次総合計画がスタートするのに併
せて、総合計画に即した今後のまちづくり（公園・街路・
下水道等の都市計画事業）の方向性を示すため、都市計
画マスタープランと立地適正化計画を策定します（令和
4年度～令和６年度のうち、1年目）。

1,128 万円
都市計画マスタープラン策定事業

新規

新規
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新規

新規

☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

斜里町総合計画

安全安心なくらしをめざす

「ほっとメール＠しゃり」の登録者数 1,900 人 ☆5,562 人 2,500 人
下水道の水洗化率 87.8％ ☆ 95.1％ 90％

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

認定救命士（薬剤投与）資格者数 11 人 ☆23 人 21 人

命とくらしを守る防災体制の整備

　地域の防災力と意識向上のため

　安全で安定した飲料水を供給するため、水道施設を整
備します。
〇老朽管更新（朝日町 1丁目通他 5か所）など
      　 …  9,853 万円
〇配水管新設（1か所）    　  …　300 万円
〇浄水場等の施設改良
　・来運配水池光回線敷設・防犯施設設置… 497 万円
　・ウトロ香川配水池送水ポンプ場非常用発電機設置
　　  　　　　　　　　　　　　　　　…    5,200 万円
　・ホロベツ受水槽増圧ポンプ更新　  …　   762 万円
〇メータ器の更新　　　　　 　  …　2,695 万円　

水道施設の整備事業
1 億 9,307 万円

基本目標４

・処理場設備修繕（焼却炉煙道） …　　   360 万円
・ポンプ所の設備修繕など  …　　   883 万円
・処理場設備更新工事等業務委託
　（遠方監視装置、建築設備） …2億 2,800 万円
・防災倉庫設置　　　　　　　　　 …　　   360 万円
・汚泥運搬車／積込車購入　　　 …　　4,860 万円
・汚水桝新設工事（斜里・ウトロ） …   　　 783 万円
・その他事業　　　  …         2,298 万円

3 億 2,344 万円
下水道施設の整備事業

　下水道事業会計を令和 5年度末までに地方公営企業
法に基づく会計処理方式（発生主義・複式簿記）に移
行するため、固定資産調査や評価、台帳作成など一部
業務を委託します。

1,676 万円
地方公営企業法適用移行業務

水を守る安定した上下水道の整備

命を守る消防救急体制の充実

【主な投資的事業】
・消火栓新設工事（斜里 1） 　…　184 万円
・消火栓取替工事（斜里 1、ウトロ 1）…   167 万円
・救助服型活動服購入  　…　175 万円
・第 5分団庁舎シャッター改修 　…　187 万円
・ウトロ分署庁舎暖房給湯ボイラー取替… 270 万円

斜里地区消防組合負担金

新規 総合防災訓練事業
62 万円

　災害時の応急対策活動の強化と町民の皆さんの防災意
識向上のため、3年に 1度の総合防災訓練を実施します。
　〇8月 28 日（日）　9:00 ～ 14:00
　〇斜里中学校グラウンド・校舎・体育館　（予定）

新規

4 億 7,121 万円

下水処理場下水処理場
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☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

斜里町総合計画

いきいきと自分らしく
健やかに暮らせるまちをめざす

特定健診受診率 26％ 25.0％ 向上
いきいき百歳体操実施団体数 ー ☆18 団体 15 団体

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

障がい福祉サービス利用者数 104 人 ☆159 人 向上

いつも元気に安心して
暮らせるまちの実現

　妊産婦健診などの受診にかかる経費の一部を北海道の
助成に加えて上乗せ助成します。

妊産婦安心出産支援事業
155 万円

　町民が健康づくりに興味をもち、継続して健康行動
に向かう動機づけとして、100 歳体操とウォーキングに
「健幸ポイント」を付与します。また、禁煙治療費の一
部を助成し、禁煙を促します。

健康意識向上事業
415 万円

　斜網地域の地域センター病院である網走厚生病院の
救急医療や専門医療に不可欠な血管造影装置の更新の
ため、1市 4町でその経費の一部を支援します。

網走厚生病院血管造影装置
更新支援事業
470 万円

　国保病院の老朽化した医療機器を更新します。
　・CT機器更新  　 …　7,205 万円
　・小型便潜血測定装置更新 …　　70 万円

国保病院医療機器等更新事業
7,275 万円

574 万円

基本目標５

HPV 感染症定期予防接種事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大抑止のため、町民
への円滑なワクチン接種に向けて、必要な体制を整備
します。

3,636 万円

新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種体制確保事業（繰越事業）

　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、町民
の利用する公共施設等のトイレの洋式化を進めます。
　・役場庁舎ほか 9施設トイレ 23 基ほか

3,215 万円

感染症対策（トイレ洋式化等）
事業（繰越事業）

結
婚
・

子
育
て

※地方版総合戦略事業区分　…　雇用創出・結婚・子育て・住み続けたいまちづくり

新規

　積極的勧奨が差し控えられていたHPV 感染症予防接
種（子宮頸がんワクチン）の定期予防接種について、
解除となったことから、個別勧奨を再開します。

新規

新規

新規

ワクチン接種ワクチン接種
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結
婚
・

子
育
て
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新規
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新規

新規

ワクチン接種ワクチン接種

気持ちの通う高齢者福祉の充実

　ウトロ地区の高齢者福祉サービスの確保のため、ウト
ロデイサービス事業の収支不均衡分について、事業者責
任において補えない分を助成します。

ウトロデイサービス事業
運営費助成事業

988 万円

　障がいのある方が、地域社会で自立した生活ができる
ように介護や訓練などの経費を支援します。

障がい者介護給付費
・訓練等給付事業
3 億 1,908 万円

・理美容サービス  ・移送サービス
・除雪サービス  ・布団乾燥サービス
・介護用品支給
・介護保険低所得利用者負担金軽減助成　など

高齢者生活支援事業
1,835 万円

　斜里の福祉サービスの中核を担う斜里福祉会に対
し、安定した施設事業運営と介護サービス体制確保の
ため、緊急・特例的な措置として経営安定資金を助成
します。

斜里福祉会
緊急経営安定資金助成事業

6,309 万円

介護従事者マンパワー確保事業

　介護・障がい福祉職場のマンパワーの確保と、在宅介
護力の向上に向けて、事業を展開します。
　・介護職員初任者研修の開催　・資格取得費の支援　
　・高校生初任者研修助成　など

304 万円
　高齢者等の生活に必要な交通手段を確保するため、
「地域公共交通活性化協議会」の事業を支援します。
＜主な事業内容＞
①市街地巡回バス（しゃりぐる）運行事業（斜里市街地）
②路線バス利用料金助成事業（ウトロ～斜里市街地）
③ハイヤー利用料金助成事業（郡部～斜里市街地）
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1,287 万円
地域公共交通活性化事業

　経年劣化により故障が頻発している特殊浴槽と給湯ボ
イラを更新します。

892 万円

ウトロデイサービスセンター
機械浴整備事業

住
み
続
け
た
い

ま
ち
づ
く
り

住
み
続
け
た
い
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り

　障がいのある方やその家族の方の最初の相談窓口と
なる「基幹相談支援センター」を、網走、大空、清里、
小清水、斜里の 1市 4町で共同設置します。

379 万円

基幹相談支援センター運営事業

新規

新規

　8050 世帯や、介護と子育てのダブルケア、引きこも
りなど、福祉的な課題が複合化していることから、地
域共生社会の実現に向けて、対象者の属性（高齢者・
子ども・障がい者・生活困窮など）を問わず一体的に
実施する包括的な支援体制に向けて準備を進めます。

重層的支援体制整備事業への
移行準備事業
1,904 万円

新規

一緒に支え合う地域福祉の充実
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　乳幼児や小学生の預かりの援助を希望する方（おね
がい会員）と、援助することを希望される方（あずか
り会員）がそれぞれ会員となり助け合う、有償ボラン
ティア組織「ファミリー・サポート・センター」を開
設しています。斜里町では開設経費のほか、利用料金
の一部を助成しています。

ファミリー・サポート
・センター事業

運営委託事業　　160万円
利用料助成事業　   35 万円

はまなす保育園環境整備事業

　保育環境整備のため、一部改修等を行います。
　・遊具改修  …　340 万円
　・外壁補修  …　  54 万円
　・給水配管修繕 …　  70 万円

464 万円

新規

子育て支援員研修受講補助事業

　子育て支援員研修を受講し、町の子育て関係施設で勤
務する意思のある町民に、受講費用の一部を補助し、町
の子育て支援に関わる人材の育成をはかります。

20 万円

新規

　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、保育施
設での密集リスクの回避のため、空調（冷房）設備を増
設します。
　・双葉、はまなす、中斜里、ウトロ保育施設各 1カ所

保育環境等改善事業（繰越事業）
246 万円

へき地保育所環境整備事業

＜旧以久科・朱円へき地保育所＞
　・閉所に伴う設備等撤去　 …　142 万円
＜ウトロへき地保育所＞
　・遊具改修ほか  …　216 万円

358 万円

※地方版総合戦略事業区分　…　雇用創出・結婚・子育て・住み続けたいまちづくり

希望を持って子育てできるまちの実現

保育園・保育所・仲よしクラブ（学童保育）・子育て関連施設の運営
常設保育園　　1億 4,016 万円　 へき地保育所　 　6,157 万円
仲よしクラブ　　　 4,577 万円　 児童館　　　　　　　1,261 万円
子育て支援センター　456万円　 子ども通園センター　1,966 万円

＜常設保育園（2か所）＞    ・双葉　　・はまなす
＜へき地保育所（2か所）＞・中斜里　・ウトロ　
＜仲よしクラブ（3か所）＞・斜里　・朝日　・ウトロ
＜児童館（あそぼっくる）＞
　　遊びを通じて子どもたちを健全に育てるための施設
　です。
＜子育て支援センター＞
　　育児不安や悩みを持つ家庭への助言や、保護者同士
　の情報交換・交流を行い、地域の子育てを応援します。
＜斜里地域子ども通園センター＞
　　関係機関と連携しながら、発達に関する相談や個別
　的な発達支援が必要な児童の早期療育事業を行います。

新規

新規
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新規

新規

☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

斜里町総合計画

心豊かにつながり
学び合うまちをめざす

全国学力・学習状況調査の全科目平均
（全道対比　上段：小学６年生・下段：中学３年生）

△15.2％
△19.4％

△5.4％
△5.9％ 

同等
同等

ゆめホール知床利用人数 80,934 人 ☆87,616 人 87,000 人

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

図書館利用人数 18,000 人 25,849 人 31,500 人

地域とつながる学校教育の推進

　特別支援教育を必要とする児童生徒の、成長に応じた教
育の場と体制を整備します。
　・特別支援教育支援員の配置（計 9名）

特別支援教育充実事業
1,852 万円

　児童生徒の基礎学力定着をめざし、学習用デジタルド
リルを導入し、個別に最適化された効果的・効率的な学
習を推進します。
　また、家庭学習の定着に向けて、必要に応じてモバイ
ルWi-Fi ルーターの貸出しを行います。

学習用デジタルドリル等整備事業
684 万円

　斜里中学校グラウンド北側通路部の本舗装工事を行い
ます。

斜里中学校グラウンド等整備事業
1,500 万円

　知床ウトロ学校の教職員住宅を新たに建設します。
　・木造 2階　1棟 4戸

知床ウトロ学校
教職員住宅整備事業

7,500 万円

　 各学校が、感染リスクを最小限にしながら教育活動を
継続するための備品や消耗品を整備します。
　〇感染症対策備品　加湿器、空気清浄機など
　〇子どもたちの学習保障支援用備品
　　大型テレビ、マグネットスクリーンなど

学校保健特別対策備品等
整備事業（繰越事業）

495 万円

　乗車人数の多いスクールバス内の密集を防ぐため、中
斜里・来運線（登校便）の 1便を増便します（6か月間）。

スクールバス密集軽減
運行事業（繰越事業）

309 万円

基本目標６

・間口維持対策事業　 　…　127 万円
・斜里高等学校振興会助成 　…　380 万円
　斜里高校の学習環境の向上に向けて応援します。

507 万円
斜里高等学校支援事業

　「斜里町学校施設管理計画」に基づき、朝日小学校の
長寿命化改修に向けて実施設計に着手します。

1,500 万円

学校長寿命化改良事業
（朝日小学校）

新規

結
婚
・

子
育
て

新規

新規
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　国史跡となったチャシコツ岬上遺跡を適切に保存管理
し、その価値を広く一般に普及するために、遺跡公開に
むけた方針を検討します。

チャシコツ岬上遺跡
保存活用事業
157 万円

中斜里分館改修事業

　老朽化により外壁の劣化が著しいことから、外壁の改
修を進めます。

3,920 万円

町営パークゴルフ場
芝刈機更新事業

319 万円

　老朽化により施設の維持が困難となった埋蔵文化財セ
ンターを旧以久科小学校に移転し、一部に収蔵展示スペー
スを設けます。

187 万円

埋蔵文化財センター移転事業

　旧役場庁舎（旧図書館）を保存し、町民団体等とも連
携協力しながら施設の活用を進め、あわせて必要な補修
等を実施します。

101 万円

旧役場庁舎保存活用事業新規

新規

野球場フェンスカバー更新事業

　野球場のフェンスカバーが劣化しているため、カバー
を更新します。

215 万円

スケートリンク休憩棟改修事業

　スケートリンク休憩棟の屋根・外壁が劣化しているこ
とから張替えを行い、施設の長寿命化を図ります。

499 万円

新規

地域を育む社会教育活動の推進

　町営パークゴルフ場等の整備に使用している自走式芝
刈機が老朽化していることから更新します。

B&G 海洋センター
インストラクター養成研修事業

　B&G海洋センターに指導員資格保有者を配置するため、
沖縄県で行われる指導者養成研修に派遣します。

56 万円

新規

社会教育主事講習受講事業
22 万円

新規

新規

　ゆめホール知床の電気陶芸窯が劣化していることから
更新します。

電気陶芸窯更新事業
209 万円

新規

　社会教育について専門的・技術的な指導と助言を行う
社会教育主事を配置するため、社会教育主事資格取得の
ための講習に派遣します。

ゆめホール知床開館
25 周年記念準備事業

20 万円

新規

　令和 5年度に迎える「ゆめホール知床開館 25 周年」
に向けた準備事業として、芸術文化講座を開催します。

新規

チャシコツ岬上遺跡チャシコツ岬上遺跡
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チャシコツ岬上遺跡チャシコツ岬上遺跡

☆は計画最終年度目標を達成した成果指標です。

斜里町総合計画

町民が主役になって
住みよいまちをめざす

町民アンケートにおける町政に積極的に参加したい
と思う町民の割合

5.1％ 5.8％(H30) 10.0％

幸福度調査における地域社会との関係への満足度 3.62 ☆3.72(H30) 3.70

H25 R3 実績 R5 目標
＜主な成果指標＞

行革実施計画推進項目の実施率 ー ☆95.5％(H30) 90％

地域が輝くつながりのあるまちの実現

　住民票の写しや戸籍等の各種証
明書をコンビニエンスストアで取
得できるサービスを利用すること
により、住民の利便性や感染症対
策、危機管理対策の向上をはかり
ます。

2,492 万円

基本目標７

証明書自動交付
サービス事業

　町づくりの基本となる現在の「総合計画」が令和 5
年度で終了するため、新しい総合計画の策定に向けて、
策定委員会を開催し、町民の皆さんと一緒に議論を進
め、計画骨子の作成を進めます。

356 万円

新規 新規新規

社会変化に対応できる健康なまちの実現

　住民との協働によるまちづくりを推進し、自治会の自
主的な活動ができるよう自治会を支援します。
【主な助成の内容】
　・自治会運営助成金　 　　…　428 万円
　・自治会連合会運営助成金　…　546 万円

自治会活動助成事業
974 万円

　国の制度を活用し、企業から ICT
分野に関する専門人材の派遣を受
け入れ、町の業務や町内のデジタ
ル化の推進をはかります。

660 万円

地域活性化
企業人事業

第 7次総合計画策定事業

　口座振替納付の普及に向けて、
4/1 ～ 8/1 の期間中に口座振替登
録・振替を完了した方に、抽選で
町の特産品などをプレゼントする
キャンペーンを実施します。

口座振替納付推進
キャンペーン事業

81 万円

新規

　町民との協働によるまちづくりを推進するため、自治
会・自治会連合会の活性化に向けて、制度の充実を図り、
ハード事業・ソフト事業に対して助成します。
　・ハード事業　 　…　100 万円
　・ソフト事業　 　…　250 万円
　・旧制度事業継続分　 　…　  50 万円

協働によるまちづくり推進事業
400 万円
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