令和２年度
ると、改めて強く感じている

げて取り組んでいく必要があ
ります。

くりを継続して推進してまい

いを持って暮らせる仕組みづ

的な指針とし、また、新たに

まちづくり総合計画」を基本

画であります「第６次知内町

強化にしっかり結びつく取り

集と団結を促し、生産環境の

志を高く持ち、生産組織の結

水産・商工業の更なる振興に

基幹産業においても、農林

で地域の活性化を一層進めて

となりましたが、新たな発想

起こるか不安な中での始まり

象の中での新春を迎え、何が

は、雪が極端に少ない異常気

町 政 ２ 年 目 を 迎 え、 今 年

の皆様におかれましては、引

議会議員各位、並びに町民

きるよう進めてまいります。

命化計画等をしっかり実行で

と し
･ ごと創生総合戦略、行
財政改善計画、公共施設長寿

立地が正式決定され今に至る

して昭和 年 月道南火力の

なって「笑顔輝く躍動の町へ

時代に行政と町民が一体と

今後も、令和という新しい

主要施策の概要

一つ目は、

令和２年第１回知内町議会

向けて全力で取り組んでまい

就任以来、各種の課題解決に

ますと、昨年２月 日の町長

は、町全体に安心感を与え、

と希望を持って暮らすこと

叫ばれ、高齢者の皆さんが夢

今、社会は人生百年時代が

いるところでもあります。

振興に繋がればと期待をして

りますし、更なる地域産業の

なければならないと考えてお

このような状況に備えるた

れるところであります。

界経済への影響も大変憂慮さ

ロナウィルスの流行による世

かない状況に加えて、新型コ

反動など、不安材料には事欠

更には東京オリンピック後の

費増税、消費税対策の終了、

しいとの見方もあります。消

２０２０年の日本経済は厳

間の第２期「知内町子ども

①子ども 子
･ 育て支援につい
ては、令和２年度から５か年

くり」を推進します。

もが安心して暮らせるまちづ

（１）
「子供から高齢者まで誰

子
･ 育て支援施
策を進めてまいります。本年

き、 子 ど も

･

2
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ところでございます。

組みを行っていかなければな

いくとともに、今暮らしてい

き続きご支援とご協力を賜り

スタートする第２期まち ひ
･

りません。

る方々が幸せな生活が送れる

ますよう心からお願い申し上

北海道電力知内発電所、
また、

の再挑戦」として、町民の皆

げます。

よう努めてまいります。

また、企業誘致第１号であ

社会福祉法人江差福祉会等の

えできるよう全力で取り組ん

ります三洋食品知内工場、そ

企業 事
･ 業所の皆様とは、重
要なパートナーとして今後も

でまいります。

定例会の開会にあたり、新年

りましたが、
やはり人口減少・

地域への愛着心を育み、これ

めにも、持続可能な行財政の

様からの負託にしっかりお応
関係の維持強化に務めていか

度の町政執行に臨む基本方針

少子高齢化をしっかりと踏ま

が心豊かな真の地域社会に繋

強い基盤を早急に構築する必

す。

と施策を申し述べさせて頂き

えた「まちづくり」として、

がるものと強く認識してお

も学校給食費及び保育園の給

「まちに希望を持ち
安心して住み続ける
（定住）
」施策

ます。

町の財政構造や公共施設のあ

り、小さな町だからこそでき

要があると考えております。

15

この一年間を振り返ってみ

早いもので町長に就任させ

り方、また、地域産業の担い

る出産・子育てに対する大胆

食費無料化を継続し、更に国

は じ め に

て頂き振り返ればあっとい

手対策など、待ったなしの課

なお、本年は町の最上位計

子育て支援事業計画」に基づ

う間の１年でありましたが、

な支援と高齢者が夢と生きが

12

題の整理に向けて、地域を挙

52

日々進む先は葛藤の毎日で

あったように思います。

今後のまちづくりの方向性や取組についてお伝えしま

まし た 。

本間茂裕教育長がそれぞれ令和２年度の執行方針を述べ

３月に行われた 第１回町議会定例会で、西山和夫町長、

知内町行政執行方針
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令和２年度知内町行政執行方針

業として保育料の負担軽減を

らない世帯に対し、町単独事

育・保育の無償化の対象とな

月から実施されました幼児教

の子育て支援策として昨年

いても調査検討を進めます。

バー人材センターの設立につ

く た め の 組 織 と し て、 シ ル

して、社会で活躍していただ

者の方々が経験や技能を生か

した一年でした。

ん草やトマトの販売額も苦戦

円下回る結果となり、ほうれ

なり生産額が前年を約６千万

増えた一方、平均単価が低く

有林化も視野に検討してまい

くなる民有林については、町

理を進め、今後管理が出来な

用により、これらの課題の整

で、森林環境譲与税の有効活

たに始めるナマコの種苗放流

るアワビの種苗放流と今年新

また、永年継続実施してい

確保に努めます。

併せて担い手と後継者の育成

ストを考慮した結果、複合化

が、教育活動への影響や総コ

校との協議を実施しました

活用することについて、中学

としても中学校の空き教室を

多くの意見を頂きました。町

ら、既存施設の活用に関する

行や建設費用が多額なことか

において、今後の少子化の進

ました「しりうち対話集会」

につきましては、昨年実施し

次に、認定こども園の建設

アハウス

イ 名）
、
軽費老人ホーム（ケ

活介護事業所（ショートステ

おさい園

名）
、通所介護事

より、
特別養護老人ホーム
（し

す。従って、本施設の整備に

内で開所することになりま

年４月からこもれび温泉敷地

による設置・運営により、本

は、社会福祉法人江差福祉会

ホーム２ユニット
（ 名入所）

した認知症高齢者グループ

業計画」に基づき進めてきま

者保健福祉計画・介護保険事

の受け入れを積極的に進める

新規就農希望者や体験希望者

担い手センター」を核とした

絡協議会と連携し「地域産業

知内町地域産業担い手対策連

は、
昨年北海道の支援のもと、

また、担い手確保について

積極的に支援を致します。

定であることから、町として

草包装調整機」を導入する予

率化を図るための「ほうれん

を目指して、収穫作業等の効

おいて、生産拡大と所得向上

に立ち上げたプロジェクトに

ほうれん草の生産拡大のため

生産組合」の若手生産者が、

した。

施を見合わせることと致しま

果を得たものとして本年の実

事業」については、一定の成

した「地域材活用住宅等助成

ため、これまで助成してきま

地元建築事業者の仕事創出の

なお、地域材の有効利用と

いります。

に関する調査検討を進めてま

が、捕獲した鹿肉の有効活用

助成について継続実施します

の補助やハンター資格取得等

獣被害防止のため捕獲奨励金

続実施します。更に、有害鳥

も、町独自の上乗せ補助を継

また、民有林整備に対して

等既存企業については人手不

ことが出来ましたが、製造業

より買い物利便性を向上する

さっぽろしりうち店の出店に

④ 商 工 観 光 業 で は、 コ ー プ

についても継続支援します。

ブロック係留環改善整備事業

の支援や老朽化が著しい養殖

るとともに、ホタテ生産者へ

策のため関係機関と連携を図

更には、ホタテのへい死対

す。

菌装置に対して支援を致しま

るため、本年導入する海水滅

なむき身カキを市場に供給す

て行くとともに、安心・安全

により浅海資源の増大を図っ

を断念致しました。従って、

業所（デイサービス 名）の

ことができましたので、本年

ります。

建設場所は、当初計画どおり

介護施設が充実することにな

もこの取り組みを推進致しま

本年は「知内町ほうれん草

旧知内小学校跡地として、本

りましたので、町の要介護認

次に、
「 第７期知内町高齢

年は実施設計、令和３年度に

定を受けた方が、安心して地

す。更に、障がい者等が農業

継続致します。

建設工事、そして令和４年４

元の施設で生活が出来るよう

名）
、短期入所生

今後も関係機関との連携を進

ての農福連携についても、検

分野で活躍する取り組みとし

よる検討組織を立ち上げ、知

地元関係者や学識経験者等に

で地域漁業の振興を図るため、

③漁業では、中長期的な視点

助成、サマーカーニバルやカ

新たな商工イベントに対する

また、商工振興指導事業や

に取り組んでまいります。

ら、より一層雇用の確保対策

が家庭菜園等で収穫した野菜

きがいづくりとして、高齢者

①農業では、近年、ニラ生産

に取組みます。

（２）
「 活力ある産業の推進 」

分からない森林の増加等が大

源増大対策を進めるとともに、

設等の生産環境整備や沿岸資

合宿等の交流人口の拡大によ

か、矢越クルーズやスポーツ

めてまいります。

内町水産振興計画を新たに策

キニラまつりなどイベント事

足が深刻な状況であることか

月の開園を目指すことと致し
ます。
②高齢者を対象とした取り組

討組織を立ち上げて調査研究

定してまいります。今後は、

業についても継続支援するほ

を㈱スリーエスの協力により

量・生産額は右肩上がりの状

きな課題となっていますの

②林業では、所有者や境界が

物産館で販売する取り組みを

況でしたが、昨年は生産量が

みとしましては、本年は、生

を進めてまいります。

本計画を踏まえた、増養殖施

30

57

18

25

10

進めます。また、元気な高齢

広報しりうち 令和２年 4 月号

3
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も、町内各事業所に対して助

入に係る初期費用について

更に、外国人技能実習生受

援を図ってまいります。

る商業・観光振興のための支

しい「きらく町内会館」の建

年は、町内会館で老朽化が著

化を進めてまいりますが、本

公共施設の総量や配置の適正

施設長寿命化計画に即して、

施設毎の管理計画である公共

化、集約化等を進めるため、

１億３８００万円となってい

理事業費が

年度実績で約

た、 町 と し て の 年 間 ゴ ミ 処

協 力 を お 願 い 致 し ま す。 ま

す が、 引 き 続 き ご 理 解 と ご

果、分別は改善傾向にありま

を お 願 い し て 来 ま し た。 結

ため、各町内会に多大な負担

Ｔ）を１名増員し２名体制で

ため、外国語指導助手（ＡＬ

に通用する人材を育てていく

英語教育を通じて、国際社会

幼保・小・中・高の一貫した

学校中・高学年の英語教育と、

①教育については、新たに小

育」
に取り組んでまいります。

てまいります。

校の統合について協議を進め

関係者の皆様と将来的な小学

を安定的に供給出来るよう水

より「安心・安全」な水道水

た、老朽施設・設備の更新に

収入の見通し等を整理し、ま

策定し、水需要の予測や料金

「知内町水道事業経営戦略」を

ため、令和元年から か年の

①快適な暮らしの基盤確保の

いります。

ついて、アナログ方式からＩ

布している戸別防災無線機に

えて、本年は、現在各戸に配

また、電波法の改正を踏ま

練を実施指導してまいります。

大規模洪水に対応した避難訓

迅速に避難行動できるよう、

に対応して町民が主体的かつ

を全戸に周知し、災害リスク

示す「洪水ハザードマップ」

進めた河川の洪水想定区域を

め、令和元年度に策定作業を

③ 安全安心な町づくりのた

いる現状を踏まえて、本年か

金や減債基金残高が減少して

あります。また、財政調整基

務も質・量ともに増大傾向に

て広範多岐にわたり、行政事

情勢に伴い、行政需要は極め

⑤激しく変化する社会・経済

理解をお願い致します。

する予定でありますので、ご

には一部ゴミ袋を無料で配布

が、町民税非課税高齢世帯等

金改定を予定しております

おります。従って本年は、料

成元年以来 円で据え置いて

ており、令和４年度の開園に

や園舎建設内容の協議を進め

に、知内保育園と教育・保育

ども園」開園に向けては、既

合による「幼保連携型認定こ

③次に、幼稚園と保育園の統

（ GIGA
スクールネットワー
ク）事業を小 中
･ 高
･ で実施

は校内通信ネットワーク整備

画的な整備を進め、特に本年

活用した取り組みに関する計

国の方針を踏まえてＩＣＴを

②情報活用教育については、

談会」を実施し、ＵＩＪター

①継続的な「くらしと仕事相

して取り組んでまいります。

策連絡協議会と連携し、継続

みを知内町地域産業担い手対

町の自然や充実した各種支援

様々な地域や世代の方々に、

地方への移住を検討している

人口が減少していることから、

行に伴う人口減少により就労

「まちへ新しい人の
流 れ を つ く る（ 移
住）」施策

二つ目は、

成を継続します。
て替えを実施致します。

のぞむことと致します。

（３）
「安心・安全な暮らしの

る一方、ゴミ袋の料金は、平

また、下水道事業・農業集

Ｐ通信を活用したスマート

ら令和４年度まで３年間の

ンの促進や学生をターゲット

基盤づくり」に取り組んでま

落排水事業の公営企業会計の

フォンやタブレット受信機、

向けて本年は実施設計を実施

道事業を運営致します。

施策を積極的に発信すること

により、新たな担い手の確保

や定住人口の維持による地域

ほか、組織のスリム化と事業

て、行政事務の効率化を図る

進めてまいります。

し、令和３年度に施設建設を

ます。

にした移住施策を推進いたし

活力の創出が図られる取り組

④ゴミの処理については、町

再編を積極的に進め、持続可

画を策定致します。

少子・高齢化等の一層の進

適用に向けた法適用化基本計

戸別受信機等に移行する事業

「行財政改善計画」を策定し

防保全型改修を実施しており

民の皆様のご協力により可燃

④町内の児童・生徒数の減少

を維持するために計画的な予
ます。本年は、あけぼの団地

能な行財政の強い基盤を構築

町の公式ＳＮＳ（インスタグ

一般廃棄物と資源ごみ等に分

我々がしなければならない苦

ラム、ツイッター、フェイス

Ｂ棟・湯の里団地Ｂ棟の改修

渋の選択も近づいています。

②多岐に渡る移住 定
･ 住促進
に関する情報発信については、
昨年からごみの分別が適正に
（４）
「豊かな心をはぐくむ教

から、小学校統合も視野に、

また、将来の公共施設の需

処理されていない事例がある

してまいります。

要を踏まえて適正な長寿命

別して収集していますが、一

31

工事等を実施致します。

致します。

②町営住宅長寿命化計画によ

を実施致してまいります。

30

り、良好な居住水準及び環境

10
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入れを進めてまいります。

円滑な情報発信と移住等の受

ブック）を活用するなどして、
祉法人江差福祉会が指定管理

び温泉」は、４月から社会福

①健康保養センター「こもれ

者として運営し、再オープン

四つ目は、

を増員し、子育て相談や健康

躍動の舞台がある」
を原点に、

考えます。
「 地方にこそ輝く

③少子 高
･ 齢化等の進行に伴
い町内の空き家数が増加して
げとなるほか、知内町産の牛

オープン後は利用料金が値下
化の傾向は今後も続くことが

本町の人口減少や少子高齢

し、町単独事業として保育料

の対象とならない世帯に対

よる幼児教育・保育の無償化

ら実施されました国の制度に

と発想力で踏ん張ってまいり

きかを、職員共々、創意工夫

続けられるためには何をすべ

きながら住民が安心して住み

を思い返し、町の姿を思い描

ま た、
『地方自治の原点』

て行きたいと思います。

安心して暮らせる環境を整え

教育の体制強化を図ります。
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