
安定的な農業経営を図るため、地域資源である農地
や農業水利施設などの有効活用と保全管理を推進
していきます。

【主な経費】
土地改良区への国営造成施設維持管理費を補助します

（予算額） 4,875千円

ニラ共同調製包装施設の共選料の負担軽減を図ります
（予算額） 19,097千円

ほうれん草の収穫作業等の効率化を図るための機械
導入に対して支援します （予算額） 13,935千円

農業次世代人材投資資金として就農直後の経営確立を
支援します（給付金額1,500千円/年） （予算額） 1,500千円
※２年目以降は総所得に応じて減額

知内ダムの適切な管理を行うため管理を委託します
（予算額） 20,475千円

豊かな森林資源を守るため、間伐や除伐、鳥獣被
害防止策を講じ、適切な森林管理を行います。

【主な経費】
植栽や間伐に対して補助を行います

（予算額） 1,978千円

鳥獣害被害防止策として、有害鳥獣駆除への支援や
緩衝帯整備を行います (予算額） 3,490千円
・捕獲推奨金（タヌキ：4,000円など）
・出動謝金 （ヒグマ：5,000円など）

鳥獣被害防止のため、ハンター資格の取得に対して
助成します（上限額300千円/名） （予算額） 300千円

間伐等の森林整備や林道等の維持管理を行います
（予算額） 32,900千円

一般民有林の整備意向調査や境界の確認を行います
（予算額） 2,000千円

漁家経営の安定化を図るため、漁場整備や養殖業へ
の支援等を行います。また、盗難等による漁業被害
が拡大していることから、漁港内の盗難防止策等へ
の支援も行います。

【主な経費】
漁港監視カメラの設置（中ノ川地区）を支援します

（予算額）1,008千円

ホタテ養殖業緊急支援のため、種苗500万個の購入を
支援します （予算額) 705千円

カキの品質確保のため海水殺菌装置の導入を支援
します （予算額) 6,063千円

エゾアワビやナマコ種苗を放流し、沿岸資源の増大
を図る取組を支援します （予算額)1,468千円

省力化や生産性向上等に資する機器導入に助成します
（予算額）3,000千円

商工業の振興や各種イベント等の開催、各種団体
への助成を行い、地域活性化や交流人口の拡大を
図ります。

【主な経費】
各種イベント開催費として実施団体に助成を行います

（予算額）4,650千円

知内商工会員の支援のため商工会への助成を行います
（予算額）7,600千円

こもれび温泉設備管理経費 （予算額） 7,607千円

雇用者・雇用主を支えるため、関係機関と連携を図りながら新たな人材の確保を進め、地域産業の維持
発展を目指します。

【主な経費】
担い手の確保の取組として知内町地域産業担い手対策連絡協議会へ支援を行います (予算額）1,196千円

知内無料職業紹介所の充実化を図り、求人事業者と求職者のマッチングを図ります
（ご登録の際は、町産業振興課商工観光係まで）

1）定住-産業振興・雇用
①まちに希望を持ち安心して住み続ける（定住）

農業に関すること 林業に関すること

水産業に関すること 商工業に関すること

雇用に関すること

６.令和2年度の主な事業
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災害に強いまちづくりを目指すため、自助･共助･公助の適切な役割分担による地域防災力の強化を進めます。
また、令和２年度中に現在の戸別防災行政無線機の更新を行い、スマートフォンアプリやタブレット端末機、
戸別受信機を配布し、防災情報等を配信します。

【主な経費】
防災行政無線更新委託事業 （予算額） 232,543千円

知内町強靭化計画策定業務委託料 （予算額） 2,662千円

戸別受信機設定取付委託料 （予算額） 100千円

防災行政無線消耗品等 （予算額） 1,080千円

町民の安全・安心な暮らしを確保するため、周辺に
悪影響を及ぼす危険な空き家の除却や、空き家の
有効活用を図るための経費です。

【主な経費】
危険な空き家等の除却に対する支援を行います
補助額：事業費の1/2（最大600千円） （予算額）6,000千円

空き家の有効活用を図るため、リフォームに係る支援
を行います 補助額：事業費の1/2（最大1,000千円）

（予算額） 1,000千円

空き家の有効活用を図るため、家財道具等の処分に係
る支援を行います 補助額：事業費の1/2（最大300千円）

（予算額） 300千円

公営住宅にお住いの方が安心して暮らしていける
ように公営住宅の維持管理を行うための経費です。

【主な経費】
あけぼの団地B棟改修工事として外壁塗装や屋上防水
工事を実施します （予算額）50,000千円

湯の里団地B棟改修工事として外壁塗装や屋上防水工事
を実施します （予算額）34,000千円

紅葉団地外壁改修工事として外壁の貼替や断熱材の
入れ替えを実施します （予算額）19,000千円

ハマナス団地共用部のLED化工事を行い、省エネ化を
図ります （予算額）4,000千円

町道の適切な維持管理を図るため、改良舗装工事
等を実施する経費です。また、町民の皆さんに
安全な水の供給を行うための経費や下水道事業を
運営していくための経費です。

【主な経費】
上水道施設維持管理等の経費 （予算額）21,500千円

上水道建設改良等の経費 （予算額）50,953千円

下水道施設維持管理等の経費 （予算額）63,500千円

町道各路線舗装補修工事の経費 （予算額）4,700千円

町道渡島知内2号線改良舗装工事の経費
（予算額） 6,000千円

町道重内1号線交通安全施設工事の経費
（予算額） 3,500千円

町道きらく7号線改良舗装工事の経費
（予算額） 4,000千円

利用者の予約に応じて運行する「デマンドバス」が
運行しています。ご予約は、函館バス㈱知内出張所
（TEL:01392-5-5127）までお電話ください。
また、令和２年４月１日より消費増税や近隣町の
状況を踏まえて、各種ゴミ袋料金が変更となります
ので、ご理解くださいますようお願いいたします。

【変更点】
各種ゴミ袋 31円/枚⇒40円/枚へ変更します
※20Lは料金改定がありません

【主な経費】
渡島西部広域事務組合負担金等（予算額） 138,969千円
デマンドバス運行経費等 （予算額） 7,000千円

2）定住-基盤整備

外壁塗装箇所

あけぼの団地B棟

空き家に関すること 公営住宅に関すること

道路・上下水道に関すること 交通・環境衛生に関すること

防災に関すること
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本町では人口減少とともに、少子高齢化が進んで
います。高齢者が生きがいをもって、安心して住み
続けられるまちづくりを目指して、高齢者対策を
充実していきます。

【主な経費】
高齢者の社会参加を促進するため、75歳以上を対象
とした高齢者の集いを開催します (予算額）1,746千円

60歳以上の高齢者を対象に、生きがいづくりとして
シルバースポーツ大会を開催します (予算額） 288千円

高齢者や障がい者などに対して、灯油購入費を支援
します (予算額） 2,850千円
※非課税世帯の70歳以上の高齢者、障がい者世帯、ひとり親
世帯に対して10,000円を支援

全町内会でいきいきサロンを開催します
(予算額） 3,000千円

高齢者、障がい者、ひとり親家庭を対象と
して温泉施設入浴優待券を交付します

（予算額）2,357千円

子ども達が故郷に誇りを持ち、幼児家庭教育から
高齢者教育に至る生涯学習の充実に向けて学校、
家庭、地域との連携を図ります。

【主な経費】
英語教育の充実を図るため、英語指導助手（ALT）
を増員します (予算額） 5,680千円

幼稚園から中学校までの給食費の無料化を
継続します (予算額） 17,521千円

情報化社会に対応するため、学校施設における
ＩＣＴ整備を行います (予算額) 1,050千円

中学校体育館の老朽化した暖房の修繕を行います
(予算額)  2,300千円

知内高校にバス通学する生徒に助成を
行います ※補助額35千円上限

(予算額) 14,000千円

優秀な生徒育成のため、小中高校生の
各種検定取得への支援を行います

(予算額) 1,000千円

特定健康診査・特定保健指導などの保健事業の実施
により被保険者の自主的な健康づくりを推進し、
医療費の適正化や健全な保険運営を図ります。

【昨年との変更点】
国民健康保険税における資産割が賦課されません
所得割と均等割の税率を引き下げます
課税限度額が引き上げられます
（限度額96万円⇒99万円）

【主な経費】
国民健康保険の運営に必要な経費として、41,350千円
を一般会計から繰り出します

国民健康保険特別会計 （予算額） 654,120千円

特定健康診査・保健事業を実施します
（予算額） 5,711千円

スポーツやレクリエーションを通じて、交流人口
の拡大や健康的な身体をつくり、明るく豊かな
心を育てます。

【主な経費】
文化・スポーツで優秀な成績を収めた個人や団体に
対して大会参加経費を支援します （予算額） 9,859千円

町営スキー場リフトの修繕を行います
（予算額） 2,360千円

スポーツ合宿の誘致を図り、交流人口の拡大を図り
ます ※宿泊費の一部を助成（上限2,500円/人）

（予算額）3,000千円

スポーツセンター照明器具をLED化し、省エネ化を
図ります （予算額） 30,000千円

子どもからお年寄りまでの誰もが元気で健康に暮らし続けるまちづくりを目指します。

【主な経費】
令和２年度より健康マイレージ事業を実施します
マイレージ事業とは、町が実施する保健事業に参加した場合にポイント（1P)が付与され、
10ポイント貯まるとゴミ袋と交換する仕組みとなっております
更に、抽選で10名様に知内商工会商品券3,000円分が贈呈されます
ぜひ積極的ご参加ください （予算額） 80千円

その他、各町内会にて転倒予防教室の実施やいきいきサロンを実施
しますので、そちらもご参加ください

３）定住-福祉・健康・教育・文化

高齢者に関すること 教育に関すること

国民健康保険に関すること 文化・スポーツに関すること

健康に関すること
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【行財政改革の基本的な姿勢】

（1）財源の確保
①税負担の公平性を確保し、収納率を引き続き高水準に維持するなど滞納者対策の推進を図ります
②国、道の交付金・補助金などの外部資金の活用を積極的に進めます
③ふるさと納税など、新たな財源確保に向けた検討を進めます

（2）歳出構造の見直し
①歳出構造を見直し、人口減少を見据えた行財政改善計画の策定を行います
②各種事業、補助金などについて費用対効果や町民ニーズを踏まえた検討を進めます

（3）公共施設の適正管理と有効活用
①公共施設の長寿命化計画に基づき、各施設の更新に係る長期的コストの圧縮を図ります
②人口減少や少子化に伴い、公共施設の集約化や廃止、未利用施設の売却など有効活用を進めます

（4）人材育成・組織の見直し
①人事評価や研修を通じて、職員自ら意欲的に質の向上を図るような組織を目指します
②町民のニーズに迅速かつ的確に対応できる体制の構築を努めます

（5）町民への情報提供
①町民にわかりやすく、広報誌や集会、町のウェブサイトを通じて情報発信を行います

わかりやすく親しみやすい広報誌を毎月1回発行
します。また、町民皆様のご意見やご要望を
お聞きする「しりうち対話集会」を開催します。

【主な経費】
広報誌の印刷に必要な経費 (予算額）2,013千円

町のウェブサイト運用にかかる経費 (予算額） 455千円

SNSを活用して町の情報や取組を首都圏などへ広く
発信します

４）定住 - 行財政

人口減少や社会・経済情勢に対応できる信頼ある
行政運営を目指すため、行財政改善計画を策定し、
持続可能な行財政の強い基盤を構築するほか、
職員一人ひとりの資質向上に向けた取組を積極的
に進めます。

【主な取組など】
行財政改善計画を策定し、健全な財政運営を推進
します（３ケ年計画)

人材育成に係る研修や職場環境の向上を図り、職員
一人ひとりの資質向上を目指します

公共施設の長寿命化に向けて、適正な維持や補修
工事を行います

町民一人ひとりの声を聞く
ため「しりうち対話集会」を
開催します

広報・広聴に関すること 行政に関すること

行財政改善計画に関すること
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本町の財政運営は、平成26年度以降、実質単年度収支が６期連続の赤字になるなど歳出超過の
傾向が続き、更には今後も人口減少の進行が見込まれる中にあって、今後益々厳しさが増すこと
が想定されます。
また、基金は総額で約21.4億円まで減少しているほか、特に財源不足に備えた財政調整基金は

約1.8億円まで減少しており、現在の財政運営を早期に見直すことが喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、町では「知内町行財政改善計画」を策定し、行政事務におけるコスト

縮減や機構の見直しによる組織のスリム化と人件費の抑制を行うほか、各種事業の再編等を積極
的に進めることにより、持続可能な行財政の強い基盤を構築することとしました。
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【推進期間】
令和２年度～令和４年度 ３ケ年計画

【具体的な取り組み】
（1）事務経費の見直し

①旅費規定を見直し、出張旅費の削減を図ります
②消耗品費等の経費は毎年度削減を図ります

（2）組織機構の見直し
①新規採用職員の抑制を図り、一般職員数を８％削減します
②再任用職員数の適正化を図ります
③会計年度任用職員※の適正化を図ります
④知内高等学校における教職員数（嘱託等）の見直しを進めます

（3）事務経費の見直し
①令和２年度予算に対して、毎年度２％の削減を図ります

（4）各種事業の再編を図り、経費の削減
①しりうち観光推進機構の体制を見直し、効率化を図ります
②ものづくり産業振興事業の制度運用期間を短縮し、経費の削減を図ります
③知内高校の魅力化に係る事業の見直しを行います
④地域材活用住宅助成事業を廃止します
⑤下水道会計への繰出金は対前年度１％の削減を図ります

（5）各種公共料金の見直し
①使用料及び手数料等は、消費増税を踏まえ見直しを行います
②ゴミ袋料金は、消費増税及び近隣自治体の状況を踏まえ値上げ（R2.4以降）を行います

【参考（西部４町のゴミ袋料金の対比）】 （10枚当たり）

（6）年度別の目標
区 分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

財政調整基金残高 1.80億円 2.40億円 1.75億円 2.04億円

物件費等 12.05億円 11.21億円 10.99億円 10.77億円

人件費 8.30億円 8.23億円 8.40億円 8.09億円

繰出金 2.84億円 2.84億円 2.81億円 2.78億円

実質公債費率 12.8 12.6 11.7 11.3

経常収支比率 92.9 92.0 91.4 89.6

※会計年度任用職員とは

非常勤職員の任用方法の適正化を図る
ため、令和２年度から新たに導入される
１会計年度内を任期とする職員で、

フルタイムとパートタイムに
区分されます

13

種 別 容量 松前町 福島町 木古内町 知内町

燃やせるゴミ 45L 720円 500円 470円 400円

燃やせないゴミ 45L 400円 500円 470円 400円

空き缶 45L 400円 500円 30L:310円 400円

ビン・ペット 45L 400円 500円 30L:310円 400円

プラスチック 45L 400円 500円 30L:310円 400円

ゴミ処理券 — 300円 350円 310円 400円

行財政改善計画に関すること
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町の魅力を多様な媒体や手段によって広く情報を発信し、
町の知名度の向上や交流人口及び移住者の確保を図るた
めの経費です。

【主な経費】
定住移住に関する相談会や情報発信 (予算額） 3,268千円

お試し暮らし住宅経費 (予算額） 410千円

知内町移住就労者支援事業補助金 （予算額） 1,000千円

町では移住相談窓口をワンストップで行い、移住者が
安心して暮らせるようサポートします

町には不動産業者がないため、町のHPを活用して
民間アパートの情報を掲載しています

町ではHPやSNSを活用した情報提供体制を構築し関係
人口増加を図ります。
町HP：http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/

町公式SNS

町では都市住民との交流人口を拡大することを目的に
町の観光資源を最大限に活用した取り組みを行います。

【主な経費】
知内観光パンフレット印刷費 （予算額） 500千円
観光協会活動助成事業 (予算額） 480千円
しりうち観光推進機構運営事業 （予算額） 2,748千円
矢越山荘運営事業 （予算額） 2,086千円
食のスポット施設関連経費 （予算額） 1,043千円
物産館管理費（新幹線展望塔を含む） （予算額） 15,763千円

町では特産品や魅力をPRするようなイベントを開催する
に当たっての支援を行います。

【主な経費】
春のカキまつり助成事業 （予算額） 350千円
サマーカーニバルin知内助成事業 （予算額） 3,000千円
カキVSニラまつり助成事業 （予算額) 1,300千円
大漁まつり開催事業 （予算額） 300千円

新たな特産品の開発等に対し支援します。
また、ふるさと納税寄附金制度を通じて寄附を頂いた町外の方に、町の特色を活かした返礼品を送ることによりを特産
品をPRします。

【主な経費】
新名物創造プロジェクト （予算額） 1,030千円
特産品販売促進協議会助成事業 （予算額） 350千円
ふるさと納税推進事業の推進を図ります

その他企業及び団体が新商品を開発する際に支援します

Instagram

Twitter

Facebook

知内町の魅力や
各種イベント情報
及び職業紹介など
を配信しています

②まちへ新しい人の流れをつくる（移住）

③まちの資源を生かして賑わいをつくる（交流）

定住・移住に関すること 関係人口に関すること

観光に関すること イベントに関すること

特産品に関すること
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町では国際化に対応した人材育成事業を推進するため、
知内高校生による海外派遣研修事業に対して支援して
いきます。また知内中学生の英語研修事業に関しても支
援していきます。

【主な経費】
知内高等学校生海外留学支援事業 （予算額） 2,700千円
知内高校海外見学旅行助成事業 （予算額） 8,000千円
イングリッシュキャンプ負担金 （予算額） 110千円

友好町である今別町との交流事業を実施する団体に対し
て支援します。

【主な取組】
知内小学校による今別小学校との学校間交流事業
ママさんバレーボール交流試合
老人クラブ連合会による交流研修会
知内・今別友好町締結30周年記念事業 など

町では｢函館｣｢札幌｣｢東京｣にある「知内ふるさと会」
と連携を強化しながら、各会の活発化を図り、町のPR
を進めています。

【主な取組】
各地区総会・交流会の開催 など

町では各種団体間の交流活動について支援します。

【主な取組】

知内中学校北海道教育大学付属函館中学校生徒会
交流事業

渡島西部4町スポーツ合宿誘致協議会負担金
（予算額） 100千円

文化スポーツ合宿誘致補助事業 （予算額） 3,000千円

国際交流に関すること 今別町との交流に関すること

ふるさと会に関すること その他交流に関すること
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出会いから結婚までのストーリーを大切にした婚活イベ
ントを開催します。
イベント開催の際は積極的にご参加ください！

安心して出産できる体制を構築します。
平成31年度から妊娠中の方の安心確保のため、緊急時に
対応するサポート体制（ホッとサポート事業）も開始
されておりますので、詳しくは保健センター
（TEL：01392-5-3506）までお問い合わせください。

【主な経費】
妊産婦の健康診査にかかる費用を支援します

母子健康手帳交付時に受診票を支給
（予算額）1,909千円

不妊治療にかかる費用を支援します
※一回の治療につき20万円を上限、通算10回を超えない範囲

（予算額） 500千円

健康診査・出産のための通院に必要な
交通費及び宿泊費を支援します

（予算額）626千円
交通費 1,860円/回（上限あり）
宿泊費 5,000円/回（上限あり）

知内町では、すべての子どもに質の高い幼児期の教育と必要な保育を提供することや、子ども子育て
支援の充実を図るため、令和２年度を始期とする第２期「子ども･子育て支援事業計画」を策定しました。
各種事業や支援を通して、地域が一体となった誰もが安心して子育てできる環境づくりを目指します。

【主な経費】
出生児の保護者へ支援金を交付します （予算額）1,000千円
(支給額：出生児1人につき50,000円)

高校生までの医療費を無償化します （予算額）16,109千円

乳幼児の歯科検診、フッ素塗布を無償で行います （予算額）308千円
（対象者：1歳～3歳6カ月、町内の幼稚園・保育園通園児）

小・中学生に対しフッ化物洗口を実施し虫歯予防に取り組みます（予算額）150千円

中学生までの児童に児童手当を支給します （予算額）43,990千円
（支給額：一人当たり月額5,000円～15,000円）

育児相談や子育てサロンを実施します （予算額）70千円

保育園、幼稚園、小・中学校の給食費無償化を継続します （予算額）18,577千円

町独自支援による保育料の軽減を継続し、必要な保育を提供します
（予算額）1,233千円

乳幼児健診にかかる費用を支援します （予算額）1,793千円

各種予防接種にかかる費用を支援します （予算額）9,989千円

保健師と管理栄養士による子育て訪問指導を行います （予算額）23千円

④まちで結婚・出産・子育ての希望をかなえる（出生）

結婚に関すること 出産に関すること

子育てに関すること
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