
元気いまかね！！まちづくり懇談会

•演題
町長が考える

今金町の未来像！



平成１３年度に第４次総合計画の具現の旗を掲げ、
出航、３年目に船長が交代し、市町村合併という暴風
圏に突入したが、船団を組まずに単独航海を行ってき
ている。

みんなで 漕ぎだそう



第五次今金町総合計画 政策体系図

【 ３つの基本目標に沿い、17本の政策分野を掲げています。】

基本方向

地域の宝を活
かす

まちづくり

人々の定住を
促進する
まちづくり

みんなで支えあ
い、みんなで拓
くまちづくり

みんなで育てる『確かな地域力』



収入が確保されること・・・・・・・・

働く場があること

いざというときの医療が充実していること・・・

（救急時）命を守れること

町に住みたいという郷土愛の持てること・・・

町を自慢できること



若者が住みたいと感じること・・・・・

将来・未来に期待が持てること

高齢者にとって住みやすい環境であること・・・・・

福祉サービスがあること

人と人との良好な関係と生き甲斐を感じられること・・・・

近所つきあい、グループ活動、良き友がいること

水、空気、環境が素晴らしいこと・・・・究極は暮らし方

『 子どもたちが伸び伸びと暮らせること 』



町民の命を守れること・・・医療、防災

町民所得が向上すること・・・税収

地域産業が町を支えられること・・・産業

町づくり、団体活動を支える人がいること



町に住む人が、日常生活に

支障のない程度の便利さがある、

整っている町・・・

医療 ・ 福祉 ・ 教育 ・ 飲料水 ・ 除雪・金融機関・

ごみ処理・買い物・役所など そして 働けるところ

そのためには ！



〈人口・世帯数の推移〉

Ｓ４５ Ｓ５０ Ｓ５５ Ｓ６０ Ｈ２ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２

人 口 10,260 9,279 9,241 8,431 7,710 7,214 6,906 6,466 6,186 

人口増加率 -8.7% -9.6% -0.4% -8.8% -8.6% -6.4% -4.3% -6.4% -4.3% 

世 帯 数 2,656 2,598 2,824 2,615 2,489 2,505 2,570 2,470 2,388 

世帯数増加率 3.5% -2.2% 8.7% -7.4% -4.8% 0.6% 2.6% -3.9% -3.3% 

１世帯あたり
世帯員数 3.86 3.57 3.27 3.22 3.09 2.87 2.68 2.61 2.59 





〈自然動態の推移〉

Ｓ３７ Ｓ４０ Ｓ５０ Ｓ５５ Ｓ６１ Ｈ２ Ｈ４ Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ２２

出生 218 185 145 132 76 61 61 56 48 41 30 38
死亡 77 78 67 76 76 69 77 47 66 80 86 78

増減 141 107 78 56 0 -8 -16 9 -18 -39 -56 -40

Ｓ３６ Ｓ４０ Ｓ４５ Ｓ５０ Ｓ５７ Ｓ６３ Ｈ６ Ｈ１０ Ｈ１４ Ｈ１７ Ｈ２１ Ｈ２２

転入 448 574 589 490 424 345 313 280 234 235 181 219 

転出 684 820 1,128 602 612 500 369 341 309 326 236 227 

増減 -236 -246 -539 -112 -188 -155 -56 -61 -75 -91 -55 -8 



H12 H17
総数 3,630 総数 3,308

農業 1,093 農業 987
林業 52 林業 24
漁業 1 漁業 3
鉱業 - 鉱業 -
建設業 456 建設業 352
製造業 178 製造業 173
電気･ガス･熱供給･水道業 7 電気･ガス･熱供給･水道業 10

運輸･通信業 152 情報通信業 2
運輸業 106

金融･保険業 42 金融・保険業 27
不動産業 - 不動産業 4
卸売･小売業，飲食店 555 卸売・小売業 402

サービス業 910

飲食店，宿泊業 118
医療，福祉 301
教育，学習支援業 196
複合サービス事業 150
サービス業(他に分類されないも
の) 320

公務(他に分類されないもの) 182 公務(他に分類されないもの) 133
分類不能の産業 2 分類不能の産業 -

飲食部分

１０８５
プラス

１７５



町の存続は人口減少を
食い止めること

■ 町の産業の農業を基本として波及する

地域産業を興す

■ 各福祉・教育施設での雇用効果を高める

■ 子育て支援と保育・教育環境を確保する



人口ピラミッド（昭和40年）
0200400600800

100歳以上

90～94歳

80～84歳

70～74歳

60～64歳

50～54歳

40～44歳

30～34歳

20～24歳

10～14歳

０～４歳

0 200 400 600 800

男 女
人口ピラミッド（平成17年）

0200400600800

100歳以上

90～94歳

80～84歳

70～74歳

60～64歳

50～54歳

40～44歳

30～34歳

20～24歳

10～14歳

０～４歳

0 200 400 600 800

男 女



契約・取引・受託を増やす

売上げ・利用者を増やす

生産量を増やす





■ 保健も福祉も医療があってのこと

■ 高等養護学校、光の里等の存続

■ スタッフの確保・定着



家庭における学習、学校における学習、社会人としての学習、
グループや団体における学習など学び続けなければなりま
せん。そのための環境づくりは行政の役割です。

きっかけづくり

指導者の養成確保

団体の育成



■ 新たな分野、新たな起業への支援

■ 新規雇用への支援

■ 障がい者雇用への支援

情報提供 提案・指導 助成・補助



国営緊急農地再編整備で
農業のまちの礎を

今金町国営農地再編整備事業促進期成会
北 海 道 今 金 町・今金町議会
今金町農地再編整備事業推進本部
（今金町・JA今金・今金町農業委員会・狩場利別土地改良区）

（
期
成
会
へ
の
支
援
と
要
請
強
化
）



“農地を守り” “水を確保し”
“土を作り”“担い手を育て”

“食料の全体生産量を増やし”
安定的な所得向上を目指す

① 反収低い ② 用排水路の腐食 ③ や
ませ ④ 湿潤被害 ⑤ 地力低下
⑥ 作業効率悪化



● 展望を持ち後継者の定着を

● 生産量の増加、労働力と経費軽減

● 安定的な輪作体系と多様な作物選択

● 土壌改良と汎用性農地の確保

● 新しいシステムの導入で 冷害’

‘湿潤’と‘高温障害’の改善



町民の希いと英知を結集した
第５次総合計画の実現を図る
ことが公約の総て



太古の歴史の里、清流
の里のイベージが高まり、
田舎の原風景によるなご
み・安らぎを求められる
町としての存在が広がっ
ている

渡島半島横断道路が国縫までは開通し、桧
山・後志・渡島方面からの行き交う人も増え、
近隣町との連携で観光交流モデルコースや
ゾーニングのもとに、特に高齢者の知恵と行
動力そして集落の人たちの手作り経営のレス
トランや交流スポットが設けられ、農産物販
売や各種イベントによりコミニュテイー活動、
グリーンツーリズムが展開されている

農業は、水稲・畑作・酪農畜産農家が、町あげて育てた後継者が
希望をもって高品質・高収益をめざし明るい農業を営んでいる。
又、それぞれの産物加工や食材をいかした特産料理が評判を受け、

グリーンツーリズムなどの交流も展開されている。
特に、名声高き今金男爵を前面に売り込み、「食」ネットワークの

組織充実と産品開発が積極的にとりくまれている



建設業においても、
本業はもとより、情報、
他業種業界とのネット
ワーク、そして技術力、
労働力をもって他分野
に進出し、新規の仕事
づくりを創出し、町を
支えている企業として
の存在を高めている

商業においては、一店一品違い
作り運動とフラワーガーデン・
アートギャラリー・ちびっ子広場、
若者サロンとして商店街全体が形
成され集客があることから終日賑
わいのある中で商店街活動と営業
を連動している

施設・教材・スタッフの
整った教育環境で学力の向
上やスポーツ、文化、歴史
学習等を通じ元気に活動を
行っている今金っ子たちが
伸び伸びと育っている

生涯現役を目指した高齢者
の生涯学習活動や生産活動が
盛んに行われ高齢者が元気。
仕事に、育児に、家事にと一
生懸命動いている女性パワー
がみなぎっている明るいまち
となっている



障害を持つ人、高齢者を地域で、
町で支え守っていくという強い絆
ができ、在宅サービスや福祉対策
も行われ、ふれ合い・優しさの福
祉の町となっている

職員は少なくなっていても、情報公開や町民の意見が反映され、行
政運営にもボランテイアとして、町民として参加することができ、行
政がスリム化したことにより町民負担が増えないように改善・改革が
おこなわれている協働社会となっている

林業は、地元林産
物の特色と理解が深
まり、活用の研究が
進み、町中の公私問
わぬ建造物等に多角
的に導入され木のぬ
くもりを感じる町づ
くりの重要な産業と
なっている





“ あなたがいてこそ 今金町 ”

和と知恵と皆の汗で興すまち
■ 特技、知識、技術の力が発揮出来る舞台づくり

■ 各層の意見反映できる各種委員構成

■ 組織・団体・グループ活動の奨励

■ ボランテイアとして

の活躍を・・・



■ 居住空間・店舗再生のための

支援

■ 魅力ある個店づくり支援

■ 人が行き交う場づくり



■ 森林の多面的な機能を活かす

■ 作業路の整備で施業奨励

■ 地場材利・活用への補助

■ 公共施設等における活用

■ “木”の燃料等多目的活用



○ あらゆる手段を使って“今金町”を売り込む

○ 今金で産み出された“モノ”を売って、対価を得る

○ 現物をそのまま売ることと、加工して売る

○ その加工と売り方の調査・研究、

そして、開発



町民の移動に スクールバス、患者輸送バスが
運行されています。しかし、乗る人が決められ、
限られていたり、時間帯や回数に不便をしてい
ると言われる方が多くおります。

町のバスを、利用する方の事、

時間帯、回数などの工夫が出来

ないかの調査・検討



『確かな地域力』


