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はじめに

本書は、町の財政状況を「見える化」し、本年度の町が取り組む事業等

について、町民の皆様へわかりやすくお伝えするものであり、昨年に引き

続き２回目の発行となります。

昨年は、新型コロナウイルス感染症に翻弄された１年でありました。ま

だまだ影響は続いているところですが、本年度は新しい生活様式や感染症

対策も踏まえた事業展開を図ってまいりますので、町民の皆様にも町の予

算や事業についてより身近に感じていただければ幸いです。

また、巻末には町庁舎の窓口案内図を載せておりますので、役場への各

種諸手続きやご相談等の際はご活用ください。

今後とも、町政の事業・施策にご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和３年４月

知内町長 西 山 和 夫

Ⅰ. まちに希望を持ち安心して住み続ける（定住）

Ⅱ. まちへ新しい人の流れをつくる（移住）

Ⅲ. まちの資源を生かして賑わいをつくる（交流）

Ⅳ. まちで結婚･出産･子育ての希望をかなえる（出生）

【第６次知内町まちづくり総合計画の基本方針】

「誰もが輝く定住・移住・交流のまち」
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一般会計：基礎的な行政サービスを行うための会計（45億8,233万円）

1.令和３年度の当初予算の概要

知内町の予算を見てみよう！

令和３年度の知内町の当初予算は、総額６２億７,１７５万円です。

町の会計には、「一般会計」「特別会計」「公営企業会計」の３種類の会計があります。

福祉、子育て、産業、教育、消防、道路や公園の整備など、町民の暮らしや
まちづくりに必要な基本的行政サービスを行う会計です。

町税は主にこの一般会計で使われています。

特別会計：特定の事業を行うための会計（14億9,368万円）

【国民健康保険事業特別会計】：6億3,876万円

国民健康保険加入者の医療費に対する保険給付などを管理する会計です。

【介護保険事業特別会計】： 5億3,898万円

介護保険サービスの利用にかかった経費のうち、保険負担分の支払いを処理する
会計です。

【後期高齢者医療事業特別会計】：8,219万円

後期高齢者医療制度に加入している人が病院にかかったときの医療費のうち、
保険負担分を処理する会計です。

【その他の特別会計】：公共下水道事業特別会計 1億4,698万円
農業集落排水施設整備事業特別会計 8,677万円

公営企業会計：事業の収益で運営している会計（1億9,574万円）

水道事業は地方公営企業法という法律によって定められた特別な会計方法を採用して
います。これを公営企業会計といいます。

主な収入：水道料金

主な支出：職員の給与、修繕費（浄水場設備等）、動力費（電気料等）、減価償却費

支払利息（借入金）など

本町の財政は、収入では地方交付税が減少してきており、一方支出では、社会保障関連経費

や公共施設の維持管理経費の負担が増加を続けています。そうした状況における一般財源の不

足に対応するため、平成25年度より財政調整基金の繰入れを行ってきました。令和２年度は財

政調整基金の繰り入れはなく、また財産売払収入などにより、令和２年度末で財政調整基金残

高は約4.5億円となる見込みです。しかし、基金全体では依然厳しい状況が続いているところで

す。

本年度の一般会計では、地域経済のさらなる活性化を図るため、各種産業振興施策の展開と

住民福祉の増進のための施策に要する財源を確保する一方で、昨年策定した知内町行財政改善

計画に基づき一般的な経費の削減や組織体制の見直しを行い、将来世代に負担を先送りしない

持続可能な財政運営を意識した予算を編成しました。
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特定の収入で特定の事業を行うため、お金の管理を一般会計とは区分している会計で
す。本町には５つの特別会計があります。

予算編成の基本的な考え方



地地方方交交付付税税

3388%%

国国・・道道支支出出金金

1111%%

町町債債

2211%%

町町税税

1166%%

繰繰入入金金

44%%

そそのの他他

1100%%

依依存存財財源源

7700%%

自自主主財財源源

3300%%

２２..一一般般会会計計（（歳歳入入））

種 類 内 容 予算額

地方交付税 自治体の財政力に応じて国から配分されるお金 17億3,227万円

町 税
町民の皆さんや町内に事業所がある法人が納めた
町民税や固定資産税など

7億3,657万円

繰入金 基金（貯金）を取り崩したお金 1億6,508万円

国･道支出金
国や北海道が必要だと認めた事業に対して配分される
お金

4億8,526万円

町 債
施設の建設や地方交付税の不足を補うために銀行など
から借り入れるお金

9億6,952万円

その他
施設の利用料や証明書の発行手数料、保育料などの
負担金、寄附金や不動産の売り払い収入など

4億9,363万円

【【歳歳入入のの内内訳訳】】

4455億億
88,,223333万万円円

町町のの予予算算のの77割割はは国国かかららのの
補補助助金金・・交交付付税税やや借借入入金金でで
ままかかななわわれれてていいるるんんだだねね！！
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基基金金((貯貯金金))をを切切りり崩崩ししななががらら
予予算算をを確確保保ししてていいるるんんだだねね！！

町町債債のの割割合合がが
昨昨年年度度よよりり

大大ききいいののはは、、
「「ここどどもも園園」」をを建建設設
すするるたためめだだねね！！



人件費

18%

補助費

14%

公債費

13%
物件費

18%

普通建設事業費

22%

繰出金

6%

扶助費

5%

維持補修費

3%
その他

1%

額算予容内類種

人件費
職員の給料や手当、議員や各種委員の報酬などに
使われるお金（高校教職員含む）

8億1,476万円

円万727,4億6金おるれわ使にどな金助補のへ体団各費助補

公債費
道路や公共施設などをつくるときに借り入れたお金の
返済金

5億7,566万円

物件費 一般的な事務費、施設の管理運営などに使われるお金 8億 467万円

普通建設
事業費

道路や学校、公園などの整備に使われるお金 10億2,032万円

繰出金 国民健康保険、下水道などの特別会計に使われるお金 2億8,317万円

扶助費 高齢者や障がい者の支援などに使われるお金 2億2,671万円

維持補修費 道路や公共施設の修繕などに使われるお金 1億1,547万円

その他 各種基金積立金、奨学資金などの貸付金、予備費 9,430万円

45億
8,233万円

３.一般会計（歳出）

【歳出の内訳】
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議会費

1% 総務費

8%

民生費

27%

衛生費

5%

農林水産業費

4%
商工費

1%

土木費

9%

消防費

6%

教育費

10%

公債費

13%

職員給与費

16%

額算予容内類種

円万520,4金おるれわ使に営運会議町内知費会議

総務費 庁舎管理や役場の全般的な仕事に使われるお金 3億7,513万円

民生費 保育園の運営、高齢者や障がい者の支援などに使われるお金 12億2,852万円

衛生費 ゴミの収集や処理、住民健診などに使われるお金 2億5,014万円

円万32金おるれわ使に援支者働労費働労

円万985億2金おるれわ使にどな援支や興振の業産次一費業産水林農

商工費 商工業の振興や支援、イベント助成に使われるお金 4,368万円

土木費 道路や河川･公営住宅などの整備に使われるお金 4億 792万円

消防費 消防署の整備や管理、災害対策のために負担するお金 2億5,984万円

円万123,6億4金おるれわ使に営運・理管や備整の校学費育教

円万41金おるれわ使に業事旧復害災費旧復害災

公債費 道路や公共施設建設のために借り入れしたお金の返済金 5億7,566万円

職員給与費
役場職員等の給料など（高校教職員含む）
※議員や各種委員の報酬は除く

7億2,872万円

円万003金おるす応対に出支の外定予費備予

45億
8,233万円

４.一般会計（目的別予算内訳）
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【目的別予算の内訳】



５５..町町のの借借金金とと貯貯金金ににつついいてて

【特徴】
✓借金額は町民１人当たりに換算すると約126.2万円となっております。

✓一方、貯金は、平成14年においては町民１人当たり換算で66万円でしたが、現在は58.8万

円となっています。

【借金と貯金の総額】

【特徴】
✓町の借金は、毎年の返済によって53億円まで減少しています。一方で、貯金は平成14年の

39.2億円をピークに年々減少を続け、現在は24.7億円となっています。
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【毎年の借金の借入額と返済額】

【町民1人当たり換算の借金と貯金】

54.0万円

59.2万円

63.3万円

67.5万円

69.3万円

69.0万円
69.0万円

65.5万円
60.1万円

57.0万円
50.1万円

5588..88万万円円

170.1万円
159.5万円

150.7万円

141.6万円

139.3万円
139.9万円

135.8万円

130.7万円
134.7万円

128.8万円
124.2万円

112266..22万万円円

5,274人

5,224人
5,103人

5,007人
4,880人

4,797人

4,683人
4,583人

4,475人4,388人
4,290人

4,199人

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

0万円

20万円

40万円

60万円

80万円

100万円

120万円

140万円

160万円

180万円

200万円

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貯金 借金 人口

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

借入額 2.8億円 3.8億円 2.5億円 2.8億円 5.4億円 8.5億円 4.6億円 4.4億円 8.1億円 4.6億円 6.3億円 6.1億円

返済額 9.0億円 7.8億円 7.3億円 7.6億円 7.1億円 7.2億円 7.2億円 7.4億円 7.4億円 7.8億円 6.7億円 6.7億円

28.8億円
28.5億円

30.9億円

32.3億円
33.9億円

33.8億円
33.1億円

32.3億円
30.0億円

26.9億円

25.0億円
21.4億円

2244..77億億円円

97.9億円
89.7億円

83.3億円
76.9億円

70.9億円

68.0億円
67.1億円

63.6億円

59.9億円

60.3億円
56.5億円

53.3億円

5533..00億億円円

0億円

10億円

20億円

30億円

40億円

50億円

60億円

70億円

80億円

90億円

100億円

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貯金 借金

【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） 5,261千円

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

新規就農者への経営確立支援を行います
（予算額） 1,500千円

知内ダムを適切に運用するため管理を委託します
（予算額）19,516千円

農地造成地の活用を促進するため営農支援・賃借料
支援を行います （予算額） 2,200千円

漁家経営の安定化を図るため、漁場整備や養殖事
業への支援、軽労化に向けた取組を進めます。

安定的な農業経営を図るため、各種農業振興施策
や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。

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

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。

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。

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３年度の主な事業
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【主な経費】
植栽や間伐に対して補助を行います

（予算額） 1,256千円

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） 3,247千円
・捕獲奨励金（エゾシカ：10,000円など）

・出動謝金 （ヒグマ ： 5,000円など）

国補助の対象とならない私有林の整備に対して支援

円千000,4）額算予（すまし

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）29,547千円

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

林道専用道「成田の沢線」開設工事設計費

（予算額） 6,000千円

【主な経費】
ウニ籠の付着生物洗浄作業の軽減を図るため、特殊繊
維・塗料を使用したウニ籠への更新を支援します

（予算額）4,400千円

ホタテ養殖事業緊急支援のため、種苗500万個の購入
を支援します （予算額） 588千円

エゾアワビ(30千個）やナマコ種苗（25千個）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）1,275千円

藻場の保全や海洋汚染対策等の取組を支援します
（予算額） 891千円

【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
※新型コロナ感染症の感染状況により実施判断

（予算額） 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）6,616千円

こもれび温泉設備管理経費 （予算額）9,781千円

しりうち観光推進機構の運営に対して助成します
（トマト収穫体験、観光パンフ、修学旅行誘致事業など）

（予算額）1,400千円

【主な経費】
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）1,110千円
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）
町の公式SNS（インスタグラムなど）を活用して企業PRを図ります

ま
ち
に
希
望
を
持
ち
安
心
し
て
住
み
続
け
る



【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） 5,261千円

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

新規就農者への経営確立支援を行います
（予算額） 1,500千円

知内ダムを適切に運用するため管理を委託します
（予算額）19,516千円

農地造成地の活用を促進するため営農支援・賃借料
支援を行います （予算額） 2,200千円

漁家経営の安定化を図るため、漁場整備や養殖事
業への支援、軽労化に向けた取組を進めます。

安定的な農業経営を図るため、各種農業振興施策
や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。

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

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。

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。

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３年度の主な事業

9

【主な経費】
植栽や間伐に対して補助を行います

（予算額） 1,256千円

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） 3,247千円
・捕獲奨励金（エゾシカ：10,000円など）

・出動謝金 （ヒグマ ： 5,000円など）

国補助の対象とならない私有林の整備に対して支援

円千000,4）額算予（すまし

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）29,547千円

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

林道専用道「成田の沢線」開設工事設計費

（予算額） 6,000千円

【主な経費】
ウニ籠の付着生物洗浄作業の軽減を図るため、特殊繊
維・塗料を使用したウニ籠への更新を支援します

（予算額）4,400千円

ホタテ養殖事業緊急支援のため、種苗500万個の購入
を支援します （予算額） 588千円

エゾアワビ(30千個）やナマコ種苗（25千個）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）1,275千円

藻場の保全や海洋汚染対策等の取組を支援します
（予算額） 891千円

【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
※新型コロナ感染症の感染状況により実施判断

（予算額） 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）6,616千円

こもれび温泉設備管理経費 （予算額）9,781千円

しりうち観光推進機構の運営に対して助成します
（トマト収穫体験、観光パンフ、修学旅行誘致事業など）

（予算額）1,400千円

【主な経費】
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）1,110千円
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）
町の公式SNS（インスタグラムなど）を活用して企業PRを図ります
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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。令和３年度からはスマートフォン向けの「防災情報アプリ」や「デジタル戸別受信機」により防
災情報をはじめ、各種お知らせを配信します。

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
の有効活用を図ります。

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。

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。

利用者の予約に応じて「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。

２）定住-基盤整備

湯の里団地C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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【android】【iPhone】

【防災情報アプリ】
【主な経費】

円千486,2）額算予（すまし成作をプッマドーザハ災防

旧知小前の敷地に防災倉庫を設置します （予算額）3,311千円

庁舎の非常用電源や機器等を2階以上へ移設します （予算額）9,258千円

みれん峠付近に屋外避難場所用ソーラー照明を設置します（予算額）1,500千円

【主な経費】
「不良住宅」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）3,000千円

空き家の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） 600千円

効果的かつ計画的な空き家対策を講じるため
「知内町空家等対策計画」を改訂します

（予算額）2,800千円

住民に危害を及ぼす空き家等については条例に基づき
緊急安全措置を実施します （予算額）1,000千円

外壁塗装箇所

海岸に漂着したゴミ

【主な経費】
あけぼの団地Ｃ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Ｃ棟改修工事として外壁塗装や屋上防水
工事共用廊下塗装を実施します

（予算額）36,000千円

スミレ団地Ａ棟の内部改修を実施します
（予算額）62,000千円

その他、修繕が必要な箇所があれば、
町建設水道課管財係へお問い合わせください。

【主な経費】
町道（きらく・元町・前浜）補修を実施します

（予算額） 3,500千円

町道舗装工事を実施します
（元町線 延長250ｍ・知内駅停車線延長240ｍ）

（予算額）33,000千円

湯の里クリーンセンター電気設備更新
（予算額）50,800千円

【主な経費】
渡島西部広域事務組合負担金等

（予算額）113,246千円

デマンドバス運行経費等 （予算額） 7,783千円

町内海岸に漂流・漂着した海洋ゴミの回収と処分を
行います（６月議会で計上予定） （予算額） 8,000千円
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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。

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、学校、
家庭、地域との連携を図ります。

特定健康診査・特定保健指導など保健事業の実施
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。

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。

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。
また、地域医療の充実化を図るため、令和２年12月１日より「医療法人亀田病院」が知内診療所を設置・
運営しております。

３）定住-福祉・健康・教育・文化

高齢者・障がい者に関すること 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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【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） 989千円

60歳以上の高齢者を対象に、シルバースポーツ大会を
開催します （予算額） 194千円

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

※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

（予算額）2,800千円

障がい者の方が属する世帯に対して住宅改修を支援し
円千002）額算予（すま

高齢者、障がい者を対象に温泉施設入浴助成券を交付
円千264,1）額算予（すまし

【主な経費】
英語教育の充実を図るため、英語指導助手（ALT）
を2名配置します （予算額）10,489千円

保育園、幼稚園、小・中学校の給食費無償化を継続
円千438,71）額算予（すまし

知内幼稚園閉園式を実施します（予算額） 1,000千円

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）14,400千円

小中高校生の各種検定取得への支援を行います
（予算額） 1,162千円

【主な経費】
国民健康保険の運営に必要な経費として、35,171千円
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）638,755千円

特定健康診査・保健事業を実施します
（予算額） 5,583千円

【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

中央公民館照明器具をLED化します（６月～）
（予算額）46,800千円

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） 2,000千円

スポーツセンタートレーニング室屋根を修繕します
（６月～） （予算額） 4,700千円

【主な経費】
新型コロナワクチン接種事業を実施します ※国の動向に応じて別途お知らせします

知内診療所開設のため必要な医療機器を整備します（予算額）17,031千円
円千908,1）額算予（すまし施実を業事健保人成
円千765,5）額算予（すまし施実を業事診検んが
円千670,11）額算予（すまし施実を業事種接防予

地域医療や介護などの状況を把握し、包括的な事業を展開します

今年の国民健康保険証の
送付は、令和３年７月頃
の予定です。
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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。

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、行財政改善計画の確実な
遂行を図り、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。

広報・広聴に関すること 行政に関すること
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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、移住者の
確保を図るための経費です。

町ではホームページやSNSを活用した情報提供体制
を構築し、関係人口の増加を図ります。

町HP

町公式SNS

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）

定住・移住に関すること 関係人口に関すること

http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/

【主な経費】
広報誌の印刷に必要な経費 （予算額）2,320千円

町のウェブサイト運用にかかる経費
（予算額） 455千円

広報誌や各種パンフのデジタル化を図ります
（予算額） 400千円

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

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

【主な取組など】
行財政改善計画を実行し、健全な財政運営を推進
します（３ケ年計画)
決算が終わり次第、広報誌で進捗状況をお知らせする予定です。

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

【主な経費】
定住移住に関する相談会や情報発信
（PR動画、ポスター、パンフレットの製作）

（予算額）4,393千円

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

しりうち地域産業担い手センターを活用して、短期移
住体験等の積極的な受入を行います。
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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。

友好町である青森県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。

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。

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

13

③まちの資源を生かして賑わいをつくる（交流）

特産品に関すること

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。

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。
なお、開催は新型コロナ感染症の感染状況を踏ま
え判断しますので、ご理解くださいますようお願
い申し上げます。

観光に関すること

イベントに関すること

【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）9,880千円

国際社会に対応した豊かな感性・知識を養うため、

英語に触れあう機会の創出を図ります

【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 など

【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） 260千円

しりうち観光推進機構運営事業（予算額） 1,400千円

矢越山荘運営事業 （予算額） 1,972千円

食のスポット（施設関連経費） （予算額） 1,423千円
※5月リニューアルオープン（予定）

物産館管理費（さわやかトイレ及び新幹線展望塔を含む）

（予算額）15,791千円

【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（６月議会で計上予定）

（予算額）3,000千円

カキVSニラまつり助成事業（６月議会で計上予定）

（予算額）1,300千円

大漁まつり開催事業 （予算額） 350千円

【会員数】
函館会：166名、札幌会：96名、東京会：86名

【主な取組】
各地区総会・交流会の開催 など
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ実施を検討します。

【主な経費】
特産品販売促進協議会助成事業

（予算額） 300千円

ふるさと納税推進事業
（寄附目標額）150,000千円

新分野進出・新商品開発等支援事業
（予算額） 5,000千円

ふるさと納税寄附金制度を通じて、地域事業者の
活性化と町の貴重な財源として展開することがで
きたため、更なる発展に向けて取組を進めます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少し、新たな分野の進出又は新たな商品を
開発した場合に支援を図ります。
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７７..新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策事事業業ににつついいてて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、未だ緊急事態宣言の発令や不要不急の外出自粛

の要請、学校の臨時休業など地域経済・社会に多大な影響が及ぼされております。

本町では、住民の安全・安心な暮らしの確保を図るとともに、地域経済・社会の活性化を図る

ため、多様な取組や支援を実施してきたところです。

今後も、国や北海道の動向を踏まえつつ、地域実情を注視しながら新型コロナウイルス感染症

対策を実施してまいります。

❑❑令令和和２２年年度度 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策（（住住民民向向けけ）

事事業業名名 内内 容容
実実績績額額
（（見見込込））

しりうち地域応援券
【内容】
・町内消費喚起と事業者の事業継続を図るため、

６月と11月に１万円/人の地域応援券を配布
84,903

地域活性化イベント
【内容】
・商工会が住民の元気を取り戻し、コロナの早期終息を祈念

して打上げた花火イベントを支援
1,000

修学支援金
【内容】
・学生（大学・短期大学・高等専門学校・専修学校・大学

院）のいる世帯に５万円/人を給付
3,100

臨時特別出産祝金
【内容】
・令和２年４月27日以降に出生した子どもがいる世帯に

10万円/人を給付
1,400

避難所感染対策事業

【内容】
・空気清浄機１台/各町内会
・発電機・LED投光器・ランタン・折りたたみ簡易ベッド
・テント型パーテーション・マスク・消毒液などを整備

11,568

青少年交流センター改
修関連

【内容】
・内部改修

（宿泊室を23室から32室へ改修・24時間換気設備）
・備品整備（間仕切りスクリーン・ベッド周りカーテン）

35,811

高齢者感染症対策
事業

【内容】
・重症化するリスクが高い高齢者（70歳以上）を対象に

マスクやアルコールスプレー、ハンドソープを配布
3,529

（単位：千円）

✔緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来は控えてください。

✔黙食の実践をお願いします。

（４人までの少人数、短時間、深酒せず、大声出さず、会話ではマスクの着用）

✔業種別ガイドラインや新北海道スタイルの実践をお願いします。

北北海海道道警警戒戒スステテーージジ「「３３」」R3.3.18現在

15

～令和２年度の実施状況と令和３年度の取組～

14

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。

令和３年度は「オンライン婚活イベント」の開催に向けて検討します。
ぜひ、積極的にご参加ください！

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行うために「子育て世代包括支援センター」を
開設します。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。

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

町では、すべての子どもに対し、質の高い幼児期の教育と必要な保育の提供や支援の充実を図り、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。
また、令和４年度の開設に向けて「しりうち認定こども園」を整備します。

子育てに関すること

【主な経費】
円千929,986）額算予（すまし備整を園もどこ定認ちうりし

障がいの有無に関わらず共に教育を受けられるようインクルーシブ教育を実施します （予算額） 2,020千円
円千339,1）額算予（すまし施実を診健児幼乳
円千55）額算予（すまし施実を会談相て育子
円千696,5）額算予（すまし施実を）育保童学（業事成育全健童児後課放

出生児の保護者へ支援金を交付します 支給額：出生児1人につき70,000円 （予算額） 1,400千円
中学生までの児童に児童手当を支給します 支給額：一人当たり月額5,000円～15,000円 （予算額） 44,145千円

円千797,41）額算予（すまし化償無を費療医のでま生校高

しりうち認定こども園イメージパース

【主な経費】
円千315）額算予（すまし置設をータンセ援支括包代世て育子

妊産婦の健康診査にかかる費用を支援します。 （予算額）1,726千円
円千004）額算予（すまし援支を用費るかかに療治妊不

※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

健診・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） 646千円
交通費 1,860円/回（上限あり）・宿泊費 5,000円/回（上限あり）

その他、妊娠・出産で不安な事や心配な事などございましたら、お気軽に保健センターまでお問い合わせください。
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７７..新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策事事業業ににつついいてて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、未だ緊急事態宣言の発令や不要不急の外出自粛

の要請、学校の臨時休業など地域経済・社会に多大な影響が及ぼされております。

本町では、住民の安全・安心な暮らしの確保を図るとともに、地域経済・社会の活性化を図る

ため、多様な取組や支援を実施してきたところです。

今後も、国や北海道の動向を踏まえつつ、地域実情を注視しながら新型コロナウイルス感染症

対策を実施してまいります。

❑❑令令和和２２年年度度 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策（（住住民民向向けけ）

事事業業名名 内内 容容
実実績績額額
（（見見込込））

しりうち地域応援券
【内容】
・町内消費喚起と事業者の事業継続を図るため、

６月と11月に１万円/人の地域応援券を配布
84,903

地域活性化イベント
【内容】
・商工会が住民の元気を取り戻し、コロナの早期終息を祈念

して打上げた花火イベントを支援
1,000

修学支援金
【内容】
・学生（大学・短期大学・高等専門学校・専修学校・大学

院）のいる世帯に５万円/人を給付
3,100

臨時特別出産祝金
【内容】
・令和２年４月27日以降に出生した子どもがいる世帯に

10万円/人を給付
1,400

避難所感染対策事業

【内容】
・空気清浄機１台/各町内会
・発電機・LED投光器・ランタン・折りたたみ簡易ベッド
・テント型パーテーション・マスク・消毒液などを整備

11,568

青少年交流センター改
修関連

【内容】
・内部改修

（宿泊室を23室から32室へ改修・24時間換気設備）
・備品整備（間仕切りスクリーン・ベッド周りカーテン）

35,811

高齢者感染症対策
事業

【内容】
・重症化するリスクが高い高齢者（70歳以上）を対象に

マスクやアルコールスプレー、ハンドソープを配布
3,529

（単位：千円）

✔緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来は控えてください。

✔黙食の実践をお願いします。

（４人までの少人数、短時間、深酒せず、大声出さず、会話ではマスクの着用）

✔業種別ガイドラインや新北海道スタイルの実践をお願いします。

北北海海道道警警戒戒スステテーージジ「「３３」」R3.3.18現在
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～令和２年度の実施状況と令和３年度の取組～



❑令令和和２２年年度度 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策（（事事業業者者向向けけ））

事事業業名名 内内 容容 実実績績額額
（（見見込込））

事業持続化支援金
【対象者など】
・令和２年２月～12月の事業収入が前年比30％以上減少

した事業者等を対象に支援金を給付
21,447

漁業者支援金
【対象者など】
・組合員を対象に10万円/人を給付

6,500

環境衛生向上事業
【対象者など】
・感染症対策支援を行った事業者を対象に必要な経費の一部

を支援：事業費の3/4以内を支援
16,161

販売促進支援事業
【対象者など】
・新たな流通形態や顧客の掘り起こしに必要な経費の一部を

支援：事業費の3/4以内を支援
6,755

渡島西部4町地域間幹
線系統木古内松前線
維持奨励金

【対象者など】
・地域公共交通の運行維持を図るため奨励金250万円を給付

2,500

観光促進支援事業

【取組内容】
・函館圏、札幌圏での観光PR広告の実施
・宿泊事業者パンフレット製作支援
・宿泊プラン支援（しりうち割）

3,169

地元産材活用支援事業

【取組内容】
地域経済の活性化と地域材の利用促進を図るため、公共施設等
へ地元産材を使用した木製製品を導入

8,858

❑令令和和３３年年度度 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策

事事業業名名 内内 容容

事業持続化支援金
（製造業等）

【目 的】町内製造業者等を対象に事業継続を支援
【対 象 者】雇用調整助成金の支給決定を受けた町内事業者
【支援内容】休業対象者に係る社会保険料等の事業者負担分

事業持続化支援金
（スナック・バー）

【目 的】町内スナック・バー事業者を対象に事業継続を支援
【対 象 者】町内でスナック・バーを営む者
【支援内容】10万円～30万円

新分野進出・新商品
開発等支援事業

【目 的】売上減少の改善を図るため、新分野進出や新商品開発を
進め、事業の持続化を図ろうとする事業者を支援

【対 象 者】町内中小事業者（個人・法人）
【支援内容】新たな展開に必要な設備投資等

事業費の1/2（補助下限10万円、補助上限100万円）

観光促進事業
「しりうち割」

【目 的】旅行需要の回復のため宿泊費を支援する
【対 象 者】町内宿泊事業者及び観光事業者
【支援内容】宿泊プラン支援

地域経済循環事業

【目 的】地域製品等の利用により地域経済の活性化を図る
【対 象 者】住民・事業者
【支援内容】住宅、付帯設備等の新増築等に係る地域材、地域製

品の使用量に応じて助成（町内事業者の施工に限る）
構造材、内外装材、建具、アスファルト等
（補助下限５万円、上限50万円）

16

（単位：千円）

※今後の状況により、対策事業の追加等を検討していきます
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資料編 - まちの人口状況

1 人口の推移

（住民基本台帳より※各年12月末時点）

2 社会増減

✓近年、本町の人口は減少傾向となっており、現在(2021.2月)の人口は4,167人となっています。

そのうち外国人は61人となっています。
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✓転出者数は、人口減少とともに減少傾向ですが、未だ転入者を上回っている状況です。

✓主な転出場所は、近隣の函館市が多くなっています。
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出納室

産業振興課 政策調整課 総務課 税務会計課 生活福祉課

副町長

町長室

出入口

サーモグラフィー
（体温計）

【政策広報係】
◆空き家等対策
◆ふるさと納税
◆デマンドバス運行
◆まちづくり総合計画
◆移住・定住対策
◆統計調査
◆広報誌取材・発行
◆公害・環境保全対策
◆対話集会
◆ホームページ、SNS

【総務係】
◆町内会業務
◆防災対策
◆防災無線
◆選挙各種手続き
◆新型コロナ対策本部
◆その他お困りごと

【財政係】
◆町有地各種手続き
◆予算・決算
◆定住団地手続き

【税務係】
◆「町民税」

「固定資産税」
「国民健康保険税」
「軽自動車税」等の賦課・
徴収や納税相談

◆滞納処分
◆税に関する証明発行

（完納証明など）
◆土地・家屋評価の実施
◆確定申告に関すること

【会計係】
※出納室を参照

【戸籍住民係】
◆転入・転出等住所異動手続き
◆出生・死亡・婚姻・離婚各種届出
◆戸籍・住民票・印鑑証明等発行手続き
◆ゴミに関すること
◆パスポート発行手続き
◆マイナンバーカード発行手続き
◆交通安全対策
◆畜犬登録に関すること
◆墓地に関すること

【福祉医療係】
◆生活保護相談・年金関係
◆子ども・ひとり親・高齢者・

障がい者に関する手続き・給付業務
◆保育園の手続き

【保険係】
◆国民健康保険各種手続き
◆介護保険各種手続き
◆後期高齢者保険各種手続き

【農業振興係・農業委員会】
◆農業振興に関すること
◆国・道交付金手続き
◆農地の権利移動
◆農地転用

【林業振興係】
◆林業振興に関すること
◆町有林・私有林等の手続き
◆山火事予防対策
◆有害鳥獣対策
◆森林資源の循環利用

【水産振興係・
産業担い手対策推進係】

◆水産振興に関すること
◆海難防止対策
◆漁船登録手続き
◆担い手の確保に関すること

【商工観光係】
◆商工業観光業振興に

関すること
◆こもれび温泉に関すること
◆物産館に関すること
◆季節労働者に関すること
◆職業紹介に関すること
◆各種イベント

【管理係】
◆入札・契約等手続き
◆除雪に関すること
◆浄化槽に関すること
◆樋管・樋門に関すること

【土木係】
◆道路・橋梁に関すること
◆災害復旧に関すること
◆河川に関すること

【建築係】
◆建築基準法に関すること
◆建築物の防災・災害復旧
◆住宅改善指導

【管財係】
◆公営・町営住宅入退居・

修繕に関すること
◆町内会館等の管理

【上下水道係】
◆上下水道料・開閉栓

に関する手続き
◆上下水道施設整備等

に関すること
◆排水整備、水洗化工

事完了検査

【会計係】
各種現金
支払窓口

庁 舎 ２ 階 案 内 図
（住民・事業者手続きなどに関連する業務を掲載）

建設水道課

新型コロナ対策
実施中

令和２年度分の
確定申告は、

令和３年４月１５日
までです

※入庁の際は、以下の
ことをお願いします。

・マスク着用
・手指消毒の実施
・体温測定
（37.5度以下）
・必要最小限度の人数
・体調が悪い時は来庁を
控える

★令和３年４月から新しい防災無線の利用が始まります★
・ 対象者の方は、新しい防災無線受信機の受取をお早めに！
・ スマホに防災情報アプリのインストールはお済ですか？

令和３年４月１日現在

※新型コロナワクチン接種、母子手帳交付、
　妊娠・子育て支援、健康診断、介護予防、
　障がい者・高齢者に関する相談について
　は保健センターで受け付けています。
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