
☎

【予算額 23,704 千円】 （継続）

１．健康診断等の実施

◆住民健診、がん検診、総合健診などで町民の皆さまの健康をチェックします。

① 住民健診、歯科健診、総合健診 

（町外の医療機関での受診も可能です。）

② 各種がん検診（前立腺がん、骨密度、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん）

③総合健診の受診対象者を拡大しました。

◆浜松医科大学・東栄医療センターと協力し運動器検診を実施し、運動機能の向上を図ります。

①運動器の測定（立ち上がり、ツーステップ、開眼片足立ち）

②骨密度測定（レントゲン撮影）

〇集団健診（がん検診含む）会場までの送迎支援を行います。

健康づくりを推進します
［お問合せ先］

住民福祉課保健衛生係

0536-76-0503
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２．健康に関する教室の開催や支援

① 男性の健康教室（シャレおじの会）

② 女性の健康教室（美魔女づくり教室）

③ 健診等受診勧奨訪問

④ 住民健診結果説明会（各地区集会所等訪問）・精密検査対象者へ受診勧奨

⑤ とうえい健康マイレージ事業の推進

⑥ 自主グループ活動の支援

⑦ 骨髄移植ドナー助成
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☎

【予算額 84,249 千円】 （継続）

地域の環境保全に取り組みます
［お問合せ先］

住民福祉課保健衛生係

0536-76-0503

環境保全条例に基づき、暮らしやすい環境を未来につなぐよう

地域の環境保全に取り組むことで、住民の安心な生活を守ります。

　　　　①環境美化活動の普及・啓発

　　　　②リサイクルの推進によるごみの減量化

　　　　③環境調査による地域環境の見守り

　　　　④不法投棄防止活動

　　　　⑤適正な廃棄物処理方法の普及・啓発

　　　　⑥北設広域事務組合負担金（東栄町負担割合：26.8％）
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☎

【予算額 496 千円】 （継続）

地球環境保全に取り組みます
［お問合せ先］

住民福祉課保健衛生係

0536-76-0503

1．住宅用太陽光発電施設設置費補助金　　426千円

◆住宅用太陽光発電システム等の設置に対し補助します。

  ・単体補助（蓄電池）

 （上限）100千円―1基

  ・一体的導入補助（太陽光発電、管理システム、蓄電池）

 （上限）326千円―2基

2．次世代自動車購入費補助金　　70千円

◆自家用電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の購入に対し補助します。

   対象自動車1台につき限度額70千円

   【対象自動車】電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)
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☎

☎

【予算額 639,396 千円】 （継続）

新診療所等の整備を行います

［お問合せ先］

住民福祉課保健衛生係

0536-79-3311

・既存の建物は建築後４５年以上を経過し、早急に整備する必要が生じてきているため新診療所の整備を行います。

・健康診断・保健指導・健康診査・母子保健等の活動に関し必要な事業を行うことを目的とする保健福祉センターの

整備も行います。

0536-76-0503

東栄医療センター
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☎

【予算額 779,364 千円】 （継続）

健康保険事業に取り組みます
［お問合せ先］

住民福祉課国保住民係

0536-76-0503

　　病気やケガをしたとき、安心してお医者さんにかかれるように

　保険料を出し合い、お互いに助け合う制度です。

○国民健康保険特別会計　　　歳入歳出予算額　652,575千円

　【加入する人】

　　・74歳以下で、職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、

　　　生活保護を受けている人以外のすべての人

○後期高齢者医療特別会計　　歳入歳出予算額　126,789千円

　【対象となる人】

　　・75歳以上の人

　　・65歳～74歳で一定の障害のある人のうち加入を希望する人

　　　＊生活保護を受けている人など、対象とならない人がいます
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☎

【予算額 10,500 千円】 （継続）

（1）かんがい排水整備

　農業の経営基盤となるかんがい用排水路の整備を行います。

＜事業個所＞川角地区

（2）農道整備

　農業の経営基盤と農道の整備を行います。

＜事業個所＞農道山中線、農道外貝津線

（3）維持工事

　かんがい排水・農道の維持補修

山村振興営農環境整備事業
［お問合せ先］

事業課土木係

0536-76-1813
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☎

【予算額 168,201 千円】 （継続）

（1）林道開設・改良・舗装工事

　　　林業の基盤となる林道の開設・改良・舗装を行います。

＜林道開設工事＞林道峯山線

＜林道改良事業＞林道稲目平釜沢線、林道下ッ沢線橋梁補修、林道戸沢線橋梁補修、林道小田沢登線橋梁補修

＜林道舗装工事＞林道小田沢登線

＜小規模林道(改良）＞林道駒久保線、林道反沢線、林道名倉線、林道小田沢登線、林道林線、林道峯地線

　　　　 林道下ッ沢線橋梁補修、林道戸沢線橋梁補修

＜小規模林道(舗装）＞林道よらき線、林道下モ山線

（2）林道設計業務

　　　林道の工事のための調査・設計を行います。

　　　　　林道峯山線詳細設計、林道下ッ沢線橋梁補修設計、林道戸沢線橋梁補修設計

　　　　　林道小田沢登線橋梁補修設計

（3）維持工事

　　　　林道及び林道施設の維持補修

林道整備事業
［お問合せ先］

事業課土木係

0536-76-1813
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☎

【予算額 8,539 千円】 （継続）

　南海トラフ地震を始めとした大地震の発生確率が引き上げられ、住宅や建築物の耐震化は

喫緊の課題となっています。

１．「東栄町耐震改修促進計画」の策定〈新規〉

　建築物の耐震化の実施に関する目標を定め、耐震化に取り組みます。

２．木造住宅耐震診断の推進　〈継続〉

　昭和56年以前に建てられた木造住宅について、無料で耐震診断を行います。

３．木造住宅耐震改修の推進　〈継続〉

　耐震診断を受診いただいた家屋のうち、改修費用の一部を補助します。

4．「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断　〈新規〉

　避難所に指定された公共施設のうち、防災上重要な建築物として愛知県地域防災

　計画附属資料に記載された「指定避難所」について耐震診断を行います。

※　住宅リフォーム補助事業＜継続＞　　予算額：1,500千円

　　居住住宅等の改修・模様替え工事などを実施される場合に費用を補助します。

耐震化計画を立て、耐震診断・改修を促進します
［お問合せ先］

事業課登記管理係

0536-76-1813

避 難 所
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☎

【予算額 129,228 千円】 （継続）

（1）町道橋梁調査設計業務及び橋梁補修工事

　　　町道に架かる橋の調査設計や補修工事を行います。

共栄橋橋梁補修工事、高橋橋梁補修設計業務、煮渕橋橋梁補修設計業務、大橋橋梁補修設計業務

柿平橋橋梁補修設計業務、高橋橋梁補修工事、枇杷ノ香橋橋梁補強工事、橋梁点検業務

（2）町道改築・改良・舗装修繕工事

　　　町道の改築・改良・舗装修繕工事を行います。

町道折線詳細設計業務、町道下柿野尾呂線詳細設計業務、町道折線道路改良工事、

町道下柿野尾呂線道路改良工事、町道西薗目坪沢線舗装修繕工事、町道東薗目赤羽根線舗装修繕工事

（3）維持工事

　　　町道及び町道施設の維持補修

道路の整備を推進します
［お問合せ先］

事業課土木係

0536-76-1813
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☎

安心安全な水を安定的に供給するため、水道施設の整備点検を進めます。

1．簡易水道事業特別会計　　 予算額　321,355千円

【主な事業】

　・公営企業会計化業務委託（R2～4年度）（継続） 　・ろ過砂入替工事（継続）

　・水道水質検査業務委託（継続） 　・導水管更新工事実施設計業務委託（継続）

　・水道技術支援業務委託（継続） 　・導水管更新工事（新畑・御園）（継続）

　・施設点検清掃業務委託（継続） 　・中設楽浄水場前処理施設整備工事（新規）

　・メーター検針業務委託（継続） 　・本郷下川農免線水道管移設工事（新規）

　・量水器取替工事（継続）

上下水道事業に取り組みます
［お問合せ先］

事業課上下水道係

0536-76-1813

良好な生活環境の確保と、河川の水質保全のため、公共下水道施設・農業集落排水事業施設の維持管

理、また、合併浄化槽の設置を推進します。
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2．公共下水道事業特別会計 予算額　209,909千円

【主な事業】

　・公営企業会計化業務委託（令和2～4年度）（継続）

　・浄化センター等維持管理業務委託（継続）

　・公共下水道長寿命化事業（継続）

　　　東栄浄化センター設備等更新工事

　・東栄浄化センターポンプ等分解整備工事（新規）

　・維持管理工事費（継続）

　　　機器分解修繕及び管渠補修工事

3．農業集落排水事業特別会計 予算額　31,916千円

【主な事業】

　・公営企業会計化業務委託（令和2～4年度）（継続）

　・浄化センター等維持管理業務委託（継続）

　・修繕料（継続）

　　　川角及び月農集排施設の機器分解修繕

4．合併処理浄化槽整備事業 予算額　2,796千円

　・合併浄化槽設置者補助金（継続）

　　　計画基数：5人槽×2基、7人槽×3基　計5基
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☎

【予算額 30,324 千円】 （拡充）

1．鳥獣害対策事業 11,161 千円

（1）有害鳥獣駆除委託料 9,998 千円

有害鳥獣の駆除を猟友会へ委託し、農業被害の軽減に努めます。

（2）カモシカ捕獲委託料 833 千円

林業被害防止のため捕獲と生態調査を委託します。

（3）有害鳥獣対策事業補助金 300 千円

有害鳥獣の農地への侵入を防ぐため、電撃柵とワイヤーメッシュの購入費を補助します。

（4）狩猟担い手育成事業補助金 30 千円

有害鳥獣駆除担い手の増加に向け、狩猟免許取得に要する費用の1/2を補助します。

2．中山間地域等直接支払交付金事業 1,301 千円

農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業生産活動等を継続する集落に対し支援します。

農業の振興を推進します
［お問合せ先］

経済課農林係

0536-76-1812
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3．多面的機能支払交付金事業 493 千円

　用水路や農道の保全等の多面的機能発揮のため、5年以上地域活動や営農を継続する農業者団体に対し支援します。

４．農業振興地域整備計画の見直し 5,000 千円

農業振興地域整備計画を現状に合った計画に変更するため、令和4～5年度の2ヵ年で計画の見直しを行います。

５．千代姫荘運営 12,369 千円

都市住民との交流を促進する中で、農家のもつ技術を伝承するとともに、地元農林水産物の提供と特産品の販売等による雇用と地域

農家の所得向上を図ります。
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☎

【予算額 92,242 千円】 （拡充）

林業等の振興を推進します　
［お問合せ先］

経済課農林係

0536-76-1812

１．あいち森と緑づくり事業　　　 32,258千円

　　　愛知県が行う県民税均等割の超過課税を原資にした事業に協力し、間伐等を推進します。

２．水源林対策事業　　　　　　 　6,750千円

      　豊川水源基金の助成により、下刈・枝打ち・除伐・間伐の事業を実施します。

３．水源林保全流域協働事業　　　13,373千円

　　　豊川を水源とする市町村の水道料金から１トン当たり１円を積み立てて、下記の事業を行います。

　（1）人材育成事業　　　　　　  6,000千円

　　　　林業後継者の人材育成を支援します。

　（2）間伐材搬出事業　　　　 600千円

　　　　間伐材の搬出を支援します。

　（3）特別強化間伐事業　　　　  4,100千円

　　　　4齢級から12齢級の間伐を支援します。
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　（4）協定事業　　　　　　　　  2,673千円

　　　　森林所有者と協定を結び、放置林等の針広混交林化を図ります。

４．森林環境保全直接支援事業　　440千円

　　  森林経営計画等に基づく搬出間伐に係る事業を支援します。

５．間伐材搬出補助事業　　　　2,275千円

　　 山林所有者が市場等へ搬出した際の搬出経費を支援します。

 

６．間伐材利用事業　　　　　　　192千円

        とうえい木の駅プロジェクト実行委員会の活動を支援します。

山主が

業者に依頼

業者が

間伐材搬出

山主が

補助金申請

↓

↓

間伐材はチップ会社が引き取りに来る
↓

出荷者は材積に応じてオニ券を受け取る
↓

オニ券を使って、町内の登録店で買い物をする

「とうえい木の駅プロジェクト」

とうえい木の駅実行委員会
↓

「木の駅」に集める（各自で検尺）
↓

間伐材の短材を軽トラで土場

間伐材搬出補助事業

間伐材利用事業
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７．里山林環境整備事業　　　　　  3,070千円

　　  環境・景観整備のため、集落や道路に接近した農地等に植えた立木竹の伐採等を支援します。

８．境界明確化事業　　　　　　　 3,520千円

         適正な森林管理を行うため森林境界の確認の推進に努めます。

９．森づくり基本計画策定業務委託　    8,943千円（新規）

　     新たな財源や仕組みを活かした森づくりの目指す方向をまとめます。

１０．森林等地番図作成業務委託　 8,250千円（新規）

　　　森林管理の意向調査に必要な地番図作成を進めます。

１１．木育教室業務委託　　　　     598千円（新規）

　　　地域材とふれあう体験型学習を実施します。
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１２．危険木伐採補助事業　　　　　　4,500千円（新規）

　　　 住居への倒木被害未然防止のため危険木伐採費用の一部を支援します。

１３．森林作業道補修整備補助事業　　1,000千円（新規）

　        施業計画地での作業道補修費の一部を支援します。

１４．「とうえいの木」家づくり事業　1,500千円

            地域材の需要拡大及び木造住宅建築を促進します。

※５～14の事業については、財源に森林環境譲与税を充てており、森林の保全・適切な管理等の推進を目的

としています。

１５．ヤマビル対策事業　　　　　　　　198千円

　　　防除剤の散布とヤマビル生息調査への協力者へ防除剤を配布し、生息数の抑制を図ります。

１６．森林組合育成事業　　　　　　　1,145千円

　　　　経営体としての森林組合を育成支援するため、水源林対策事業費用等の１割を補助します。
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１７．林業振興事業補助金　　　　　　 1,628千円

　 　　国産材の供給量増加に対応するため、高性能林業機械の導入費用の１割を補助します。

１８．農林漁業振興事業　　　　  　　　2,602千円

　　　漁業協同組合が行う放流事業に関し、河川に適合した稚鮎試験放流等を支援します。また、カワウ

　　による被害の拡大防止のため、早朝の見回りやレーザーポインターによる威嚇等を行います。
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☎

【予算額 56,868 千円】

労働対策と商工業の振興を推進します
［お問合せ先］

経済課商工観光係

0536-76-1812

１．商工業振興事業　　18,504千円

（１）移動販売事業　　　　　　　　　　2,447千円

買物弱者である高齢者の方が楽しんで買い物をしていただけるよう、商工会が行う移動販売車による巡回販売事業

を支援します。 令和4年度は車両更新（リース）を行います。

（２）中小企業制度資金利子補給事業　　 630千円

　借入金支払利子の一部を補給します。

（３）商工業振興対策事業　　　　　　3,508千円

　小規模事業者の経営や技術の改善発達を支援します。

（４）商工業振興資金預託金事業　　　10,000千円

　小規模事業者が必要とする資金を低利率で融資します。

（５）地域活性化推進事業　　　　　　  319千円（一部新規）

　商工会が推進する商店振興事業を支援します。

 （６）起業家支援事業　　　　　　 1,000千円

　東栄町内で新規に起業する個人・団体・企業に対し、起業にかかる借入金額の一部を支援します。

（継続・拡充）
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（７）特産品開発等事業　　　　　　600千円

東栄町の特産品の開発、改良又は販路拡大する方に対して、予算の範囲内において必要な資金の一部を支援しま

す。

２．『とうえい健康の館』の運営　　　　　　18,749千円

　地域内外住民の健康づくりや交流促進とともに地域の活性化を図ります。

３．『とうえい温泉』の運営　　　　　　　　19,474千円

高齢者を中心とする利用者の健康増進施設を整備することにより、町内外の交流を活発化させ、高齢者等の健康増

進と山村地域の観光と地場産業の活性化を図ります。

４．オンライン相談で消費生活相談体制の充実を図ります　141千円

消費者行政相談の拠点となる東三河広域連合とのオンラインネットワーク・端末を活用した常設の生活相談事業

を実施します。
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☎

【予算額 14,549 千円】 （継続・拡充）

観光によるまちづくりの推進を通して地域活性化を図ります
［お問合せ先］

経済課商工観光係

0536-76-1812

１．「サイクリスト歓迎のまち構築事業」を通して地域活性化を図ります　　2,447千円　（継続）

東栄町に自転車で訪れる方やレンタサイクル利用者が地域資源を巡り、経済循環を図る仕組みづくりを行います。

２．「東栄フェスティバル」の開催を通し地域資源の魅力を発信します　　 3,929千円　（継続）

　花祭を中心とした東栄町ならではの文化・芸能イベントを『文化・芸能エリア』、併せて、まちなかエリア（本郷地区）内スポットを

巡る「まち巡りイベント」「まちなかワークショップ」を『まちなかエリア』と位置付け、とうえい温泉や

町内の宿泊施設、飲食店等の利用など、まち巡りを促す仕組みづくり等を進め、本事業を通して観光により

経済が循環する仕組みを構築します。

45



３．観光まちづくり協会の運営補助を通して地域の魅力向上を図ります　　5,750千円（拡充）

　観光まちづくり協会は、町・事業者等と協働で美と健康のストーリーにより来訪客が町内で消費することを目的とした「ビューティー

ツーリズム」事業など、地域資源を活かした地域経済の循環、地域産業の活性化につながる取り組みを展開しています。

　令和４年度は、下記の３つの事業に加え、事業開拓・拡大を図ることを目的に、法人化に向けた準備を進めます。

４．「ホタルのさんぽ道」 の開催を通して地域資源の魅力を発信します 　 500千円（継続）

地域資源の一つであるホタルを活用して、まちめぐりを楽しむ仕組みづくりを行うことにより、観光による消費を活発にさせ、観光振興

につなげます。

【事業の概要】

実  施 日　 令和４年６月中旬～下旬

実施場所　大千瀬川、足込川周辺

概　　要　趣きの異なる２つのエリアでホタルを

　　　　　楽しむまち巡りイベントを実施。同日

　　　　　に商工会青年部と連携したイベントも

　　　　　実施。

 

５．観光施設等の整備・維持管理を通して地域の魅力向上を図ります 　1,923千円（継続）

蔦の渕、明神山登山ルート、さんぽ道コース等の観光スポット、公衆トイレ等の観光客が利用する施設の整備・維持管理等を行います。
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☎

【予算額 8,486 千円】 （継続）

○現職教育委員会への研究委託 351 千円

　　　「天地人教育」の理念に基づいた教育の研究・実践を行います。

○特別支援教育支援員の配置 4,610 千円

　　　特別支援教育支援員を配置し、特別な支援を必要とする児童生徒の学習支援をします。

○高校生通学費等補助金 3,453 千円

　　　高等学校生徒の保護者負担の軽減を図るため、通学費の一部（46千円～83千円）を補助します。

○私立高等学校授業料補助金 72 千円

　　　私立高等学校生徒の保護者負担の軽減を図るため、授業料の一部（12千円）を補助します。

教育の機会を広げます
［お問合せ先］

教育課学校教育係

0536-76-0509
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☎

【予算額 13,832 千円】 （継続）

○外国語指導助手（ALT）の配置 4,505 千円

　　　東栄中学校、東栄小学校に外国語指導助手（ALT）を配置し、英語教育の充実を図ります。

○中学生海外派遣事業 9,327 千円

　　　中学３年生をカナダに派遣し、言語の違いや文化の違いを体験して国際感覚を身に着けた人材の育成を

　　目指します。

豊かな国際感覚を身につける教育を推進します
［お問合せ先］

教育課学校教育係

0536-76-0509
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☎

【予算額 11,106 千円】 （継続）

・学校給食費補助

　子育て世帯への経済的負担の軽減を目的に、学校給食費の半額を補助します。

　　＜小学校＞

　　　給食費　２７０円（保護者負担１３０円、公費負担１４０円）

　　＜中学校＞

　　　給食費　３００円（保護者負担１５０円、公費負担１５０円）

学校給食費の一部を補助します
［お問合せ先］

教育課学校教育係

0536-76-0509
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☎

【予算額 2,488 千円】 （継続）

○二十歳の集い（仮） 277 千円

　　　新成人の皆さまを人生の節目としてお祝いします。

○文化祭、生涯学習 981 千円

　　　文化祭関連行事の開催　　557千円

　　　生涯学習講座の開催　　　424千円

○スポーツ教室、愛知駅伝 1,230 千円

　　　名古屋グランパスサッカー教室　　　　　　　　294千円

　　　北設野球教室　中日ドラゴンズ野球教室　　　　377千円

　　　三遠ネオフェニックス・バスケットボール教室　160千円

　　　愛知県市町村対抗駅伝大会への出場　　　　　　399千円

生きがいの持てる生涯学習活動を実践します
［お問合せ先］

教育課学校教育係

0536-76-0509
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☎

【予算額 89,320 千円】 （継続）

・Ⅹ線一般撮影装置

・全身用Ⅹ線骨密度撮影装置

・デジタルⅩ線透視撮影装置

・多項目自動血球分析装置

・心電図検査装置

・正立生物顕微鏡

・内視鏡システム

・ポータブル超音波診断装置

・全身用Ⅹ線ＣＴ装置他移設費

・一般備品購入費

医療機器等の整備を行います
［お問合せ先］

東栄医療センター

0536-79-3311

新診療所の開設に合わせて、老朽化している医療機器等の整備と移設を行います。
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