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(7)仕事の改善・改革に関する姿勢

(8)職場の一体感

良いと思う・しっかりできている まあまあ良いと思う・ あまり良くない・あまりできていない とても悪い・全くできて 無回答

基本計画１ 行政経営  
 

 

【現状と課題】 

◆ 全国の市町村は、バブル経済のあと、民需の減少を公需で補う形で財政投

資が拡大しましたが、その後、「三位一体改革」による補助金・地方交付税の

実質的な削減により、投資的経費の大幅な削減を強いられているほか、経常経

費の縮減も余儀なくされています。 

◆ 「平成の大合併」という地方行政の大改革が進行する中、今金町は単独町

政を存続し、行政改革大綱、集中改革プラン等に基づく行政改革を推進し、財

政の健全化に努めてきました。今後、より一層公的サービスを充実させるため

には、町民と行政との共通理解に基づく協働のまちづくりを推進することが不

可欠となっています。 

◆ 行政においては、職員一人ひとりが意識改革と能力開発に鋭意努力すると

ともに、ＰＤＣＡサイクルに基づき、組織体制や施策・事業を評価し、随時、

改善・見直しを行っていくことが不可欠です。また、町民に行政情報を広く周

知し、町民の声をできるだけ多く聞き、施策に反映することが重要です。 

※ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）を実施する事で、効果的に

計画を遂行する、計画の進行管理の考え方。 

 

 

役場職員自身の職場に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月） 

※
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【めざす姿】 

職員の意欲・能力の向上を図り、ＰＤＣＡサイクルのもと、町民と行政が協

働で自律した行政経営を推進します。 

 
 

【町民の取り組み】 
 

(1) 地域づくり活動の活性化 

地域自治の基本組織である自治会町内会は、行政との協働のまちづくりの主要

な推進主体でもあるため、家族ぐるみで積極的に参加し、環境衛生活動、花の景

観づくり活動、生活安全活動、保健福祉活動など、多様な地域づくり・まちづく

り活動を展開します。 

また、その他の公益的活動についても、協働のまちづくりの担い手として、活

性化に努めます。 
 

(2) まちづくり情報の共有化 

行政の仕組みや動きに関心をもち、日々の活動に行政情報を活用します。また、

自らが関わっている地域情報などを、行政や他の地域に発信し、情報の共有と相

互理解に努めます。 

 

(3) 計画行政への参画 

行政主催の各種会議に積極的に参加し、政策に対する町民の意向をしっかり伝

えます。また、民間の専門的知識や技術を活かし、建設的な提言・助言を行いま

す。 

 

(4) 公共施設の管理・運営への積極的な参加 

個人・企業・団体などの枠にとらわれず、自らが培った専門的知識や技術を活

かし、公共施設の管理・運営に積極的に参加・協力します。 

 

(5) 納税義務の遂行 

税や受益者負担に対する理解を深め、納税や必要な負担を担います。 
 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 地域づくり活動の促進 

自助・共助・公助の考え方に基づき、地域住民の連帯意識・自治意識を高め、

自治会・町内会活動や各種の地域づくり活動の活性化につながる協働の取り組み

を進めるとともに、自治組織の基盤強化という点から、自治会・町内会体制のあ

り方について検討を進めます。 
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(2) まちづくり情報の共有化 

広報・広聴については、町民が知りたい情報を分かりやすく伝え、町民の声を

的確に行政運営に反映します。また、個人情報保護に十分留意しながら、行政情

報を積極的に公開していきます。さらに、町民との意見交換会などにより、町民

との情報共有を進めます。 
 
 

(3) 町民との協働による計画行政の推進 

計画策定や法制度の検討、施策及び事業の検討・評価などにあたっては、多様

な手法により町民参画を進め、町民の理解・協力を得ながら企画・立案し、策

定・制定後の協働の取り組みにつなげます。 

また、行政評価は、事務事業・施策・政策の評価を実施し、町民等による外部

評価方式を検討し、内部評価と合わせて評価水準を高めていきます。 

 

(4) 組織基盤の強化 

町民ニーズに適切に対応できる能力や資質を備えた職員の育成と、職場の活性

化を図るため、職員研修の充実や適正な職員配置、職員提案制度の実施などを進

めます。 

行政組織は、必要な部門への職員の重点配置など、随時、見直しを進めるとと

もに、公共施設の計画的な維持・改修、需要の変動に対応した転用・複合利用を

検討します。更に、管理運営等に民間ノウハウを活用することによって、サービ

ス提供や行政効率の向上が見込まれる部門については、指定管理者制度や委託制

度などの活用に努めます。 

また、既存の一部事務組合の広域事務事業を円滑に推進するとともに、国・道

からの更なる事務権限移譲への対応や具体的な取り組みを探るなど広域連携のあ

り方を検討していきます。 

 

(5) 財政の安定化 

未納者対策の強化などにより税・使用料等の収納率を向上させるなど、財源確

保策を進めるとともに、民間委託の推進や徹底した節約などにより、安定した財

政運営に努めます。また、財政状況は、随時、町民にわかりやすく周知します。 
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(1)非常用持ち出し袋などの準備

(2)家具の転倒防止対策

(3)防災についての家族会議や被災時の連絡方法の確認

(4)インターネットやテレビなどからの防災情報の収集

(5)避難場所や避難経路の確認

今金町

全国

基本計画２ 消防・防災  
 

 

【現状と課題】 

◆ 消防については、檜山広域行政組合今金消防署（17人：平成22年４月現

在）と、同組合今金町消防団（３分団8６人：同）が町民の生命・身体・財産

を守っています。この間、消防団員の確保に努めるとともに、消防署において

救急救命士の採用を進めるなど、体制強化を図ってきましたが、今後、高齢化

や過疎化が一層進む中で、地域消防力を安定的に確保していくことが課題です。 

◆ 防災については、今金町は、地形的に風水害の影響を受けやすく、床上浸

水155戸を記録した昭和37年水害をはじめ、多くの被害に悩まされてきまし

た。また、平成５年の北海道南西沖地震では、今金町でも重軽傷者15人、壊

住宅の全・半壊９棟など甚大な被害にみまわれました。近年、異常気象等によ

り、災害の危険性が高まる一方、高齢化や過疎化で地域防災力は弱まっており、

災害時要援護者への支援など、各地区での自主防災体制を維持・確保していく

ことが急務となっています。 

◆ また、平成16年に施行された国民保護法に基づき、すべての市町村は、大

規模なテロや武力攻撃などに対する危機管理体制を強化していく必要がありま

す。 

◆ 大規模災害や有事は、平穏な日常生活のなかでは想像しにくいものの、一

度起こると人命が失われたり、生活機能に支障をきたしたり、復旧に時間と経

済的負担を要します。日頃から、考えられるあらゆるケースを想定した防災体

制づくりを進めておく必要があります。 

災害時のために行っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月）、内閣府「環境問題に関する世論調査」（平成21年６月） 
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【めざす姿】 

地域ぐるみであらゆる災害・有事に備えるとともに、安心できる防災体制の

維持・確保を進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 防火・防災の意識の徹底 

日頃から、防火・防災の意識の徹底を図り、非常用持ち出し袋の準備や家族と

の連絡方法の確認、家具の転倒防止策の実施、防災訓練等への参加、応急手当や

救急救命法の知識・技術の習得、防火対象物の適切な防火管理などに努めます。 

 

(2) 地区ごとの自主防災体制の確立 

地区ごとに近隣の高齢者世帯や障がいのある人などとのコミュニケーションを

日頃から図り、自主防災活動に積極的に参加します。 

 

(3) 消防・防災活動への協力 

消防団や婦人防火クラブなどの活動に積極的に協力します。また、防火水槽な

ど地域消防施設の日常管理に協力します。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 防火意識の啓発と防火指導の徹底 

防火訓練などを通じて、町民の防火意識の高揚を図るとともに、応急手当の講

習会などを開催し、救急・救命に関する普及に努めます。 

また、建築確認時における防火指導や、危険物施設等の管理指導の徹底を図り

ます。 

 

(2) 消防力の強化 

消防職員の計画的配置と救急救命士の育成、消防団員の確保に努めるとともに、

訓練等により知識・技術等の向上に努めます。また、消防車や高規格救急自動車、

消防や救助の資機材、消防水利の整備を計画的に進めます。 

 

(3) 災害予防対策・危機管理対策の強化 

町民・行政職員の防災・危機管理意識を高めるため、ＡＥＤなど救急・防災資

機材を活用した訓練などを通じた知識・技術の普及や、地区や事業所単位での自

主防災組織の育成に努めます。また、一人暮らしの高齢者や障がいのある人など

災害時要援護者の防災対策のほか、治山・治水、防火対策などの予防対策に努め

ます。 

 

※ＡＥＤ：(Automated External Defibrillator) 電気ショックにより心臓の動きを取り戻す装置。 

※
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(4) 応急体制の強化 

大災害・有事の際、初動を迅速・的確に対応できるよう、情報伝達や避難、応

援要請、医療救護などの体制を充実します。 
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基本計画３ 住生活  
 

 

【現状と課題】 

◆ 安全・快適な住生活を保障するためには、良質な水の安定供給や、住宅環

境の向上、公園・緑地の充実、防犯対策の充実が欠かせません。 

◆ 水道については、今金町には簡易水道が７カ所、専用水道が1ヶ所、飲料

水供給施設が１カ所あり、人口普及率は約９割となっています。平成14年度

に八束簡易水道（稲穂地区）の管網整備を図ったほか、道路整備事業等にあわ

せ配水管の布設替え等を実施してきました。今後も適切な維持管理を図ってい

く必要があります。また、一部集落には利用組合が管理する飲雑用水供給施設

がありますが、今金町の給水区域内については水道への加入促進、未普及地域

（給水区域外）の施設については適切な維持管理への支援を促進していくこと

が望まれます。 

◆ 住宅政策については、わが国では、これまで、昭和４1年以降の8期にわた

る住宅建設五箇年計画に基づき、人口増に対応する住宅ストックの充足や住宅

困窮者の解消という 低限の生活環境基準の政策が進められてきました。今金

町でも町営住宅の整備や宅地の造成・分譲を進めてきました。人口減少時代を

迎える中、空洞化する市街区域への居住を推進します。また、平成18年６月

に住生活基本法が施行され、バリアフリー化や、環境・景観への配慮、耐震性

など、質を重視した政策への転換が進められており、今金町の住宅も、こうし

た面の向上を誘導していくことが重要です。 

※住宅ストック：住宅需要に対し、現実に供給されている量のこと。 

 

◆ 公園・緑地については、今金町には、今金総合公園、中央緑地公園、後志

利別川河川緑地運動公園、高美公園や、自治会などが管理する公園などがあり、

健康づくりや憩いの場として、また、町民や来訪者の交流の場として、さらに

は、災害時など緊急な状況において、暫定的な避難場所としても想定されます。

今後も、地域の協力を得ながら、適切に維持・管理していくことが大切です。 

◆ 近年、全国的に地域における人間関係の希薄化が進み、犯罪の抑止機能が

低下しつつあり、また、振り込め詐欺や子どもへの凶悪犯罪などが社会問題化

しています。今金町の犯罪発生率は高くはありませんが、今後も、警察をはじ

め、関係団体、家庭、学校、地域等と緊密な連絡体制を築き、多様化する犯罪

の防止に努め、地域ぐるみの防犯体制を強化していくことが必要です。 

 

 

※
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【めざす姿】 

安全な水の安定供給、住宅環境の向上、防犯対策の充実により、安全・快適

に生活できるまちづくりを進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 水道の安定供給の促進 

節水意識の向上に努め、水の有効活用を図ります。 
 
 

(2) 良好な住生活の確保 

住宅の新築、建て替えなどにあわせて、シックハウス症候群の予防や地域の景

観や環境などに配慮した住環境づくりに協力します。 

また、義務化されている火災警報器の設置のほか、耐震診断・耐震改修などの

必要性を理解の上、可能な限り実施に努めます。 

 

(3) 公園・緑地の環境維持への協力 

公園・緑地はマナーを守って利用します。また、遊具・ベンチ等の施設整備は

愛着をもって使用するほか、自ら維持管理などに協力します。 

 

(4) 防犯活動の強化 

あいさつ、鍵かけなど自主的な防犯活動を心がけるとともに、悪質な商法など、

消費に関わる学習を進めます。また、地区の防犯活動に積極的に協力します。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 水道の安定供給 

水源地域の環境整備などにより、水質を保全するとともに、老朽化した施設の

更新に努めます。また、施設の適正な維持･管理などにより、水道事業の安定運

営に努めます。 

 

(2) 良好な住生活の確保 

町営住宅・特定公共賃貸住宅については、老朽化の動向をみながら、今金町町

営住宅ストック総合活用計画に基づき、団地の移転・集約等に努めます。 

また、火災報知器の設置や、耐震診断や耐震改修などを働きかけるとともに、

シックハウス症候群など住宅問題について啓発していきます。 

 

(3) 公園・緑地の維持･管理 

今金町の公園・緑地の魅力を保てるよう、芝や樹木の手入れ、遊具等の補修な

ど、適切な管理運営を進めます。 
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(4) 防犯体制の強化 

防犯灯・街路灯など防犯施設の適切な配備に努めるとともに、警察など関係機

関と連携し、町民の協力を得ながら、地域ぐるみの防犯対策を進めます。また、

消費者被害防止のため、関係団体との協力・連携に努めます。 
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65%

全国は調査項目なし

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1　レジ袋や使い捨て型の容器など
を使わないようにしている 

2　家庭で出たごみはきちんと種類ごとに
分別して、定められた場所に出している 

3　節電・節水を心がけている

4　冷暖房温度が冷えすぎたり、温まり
過ぎたりしないよう調節している　

5　近くへ行くときは、なるべく自動車
を使用しないようにしている

今金町

全国

基本計画４ 環境保全  
 

 

【現状と課題】 

◆ 自然環境保全については、今金町は、町域の８割が山林に覆われ、後志利

別川が過去1１度「清流日本一」となるなど、豊かな自然が多く残された地域

と言えます。不必要な乱開発やごみの不法投棄等を防ぎ、この豊かな自然を後

世に引き継いでいくことが求められます。 

◆ 清らかな川や海を次世代に引き継ぐとともに、快適な居住環境を確保する

ために、今金市街地に公共下水道事業を導入し、その他の地域では合併処理浄

化槽の普及を図っています。公共下水道は、平成15年度の供用開始後、急速

に普及し、平成21年度現在、処理可能世帯1,76７世帯のうち1,356世帯が

接続し、加入率は77％となっています。合併処理浄化槽は、平成21年度現在、

設置数11７基。処理人口478人となっています。今後も公共下水道と合併処

理浄化槽の普及を図ることが求められます。公共下水道の終末処理場では、平

成22年度から、し尿の処理も開始しています。 

◆ 一般廃棄物の処理は、せたな町とともに北部桧山衛生センター組合を組織

し、広域で処理にあたっています。埋め立て処分する量を限りなくゼロに近づ

けることをめざし、減量化（リデュース）、再利用（リユース）・再生利用

（リサイクル）といういわゆる３Ｒを推進することが求められています。 

◆ その他、農村景観づくりや環境美化に取り組むとともに、省エネルギー、

地球温暖化防止などの重要性を考えていく必要があります。 

 

町民の環境に対する行動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月）、内閣府「環境問題に関する世論調査」（平成21年６月） 
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【めざす姿】 

生態系や水、資源、エネルギーなど自然の循環メカニズムの保全を図るとと

もに、美しい景観のまちづくりを進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 自然環境の保護・再生 

開発行為や土地の売買、利用にあたっては、自然環境との調和を図ります。 

また、今金町の本来あるべき生態系の変化に留意し、自然再生活動などに積極

的に参加・協力します。 

 

(2) 下水道の利用 

私たちの誇る川や海をいつまでもきれいに保つため、公共下水道や合併処理浄

化槽の利用を進めます。合併処理浄化槽については、適切な維持管理に努めます。 

 

(3) ごみの減量化の実践 

生ごみの堆肥化、家具や家電などの長期使用、買い物袋の持参など、ごみの出

ない取り組みを実践します。 

各家庭では、ごみの出し方のルールを守り、きちんと分別します。 

事業所等は、使い捨て容器の使用削減、過剰包装の防止など事業系廃棄物の減

量化に努めるとともに、法に基づくリサイクルや適正処理に努めます。 

 

(4) 公害防止・環境美化・景観形成の推進 

事業所等は、公害発生の未然防止に努めます。 

町民は、ペットの糞尿の始末など飼い主としての責任を自覚し、また各家庭や

公共スペースの環境美化や景観形成に積極的に協力し、美しいまちを次の世代に

受け渡します。 

 

(5) 地球環境保全対策の推進 

地球環境問題への理解を深め、地域実情にあった取り組みを推進します。 
 
 

(6) エネルギーの有効利用 

暖房などの適正な温度管理の徹底など、省エネルギーに努めます。 

 

【行政の取り組み】 
 

(1) 自然環境の保護・再生 

自然環境の保護・再生に向けた啓発に努めます。 
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(2) 汚水処理の普及促進 

合併処理浄化槽の設置促進に努めるとともに、水質汚濁及び生活環境の悪化防

止の必要性や有効性を啓発し、水洗化を働きかけます。また、日常の施設の適正

な維持・管理などにより、下水道事業の安定運営に努めます。 

 

(3) 一般廃棄物の適切な処理の推進 

せたな町、北部桧山衛生センター組合とともに、ごみの３Ｒ等、ごみの減量化

の取り組みへの、一層の啓発に努めます。 

 

(4) 公害防止・環境美化・景観形成の推進 

各種公害や健康被害の未然防止に向け、関係機関と連携しながら、公共部門が

率先してウォームビズなど具体的な行動を実践し、地球環境保全意識の啓発に努

めます。 

また、環境美化活動や花と緑の景観づくり、不法投棄の監視活動などを推進し

ます。 

 

(5) エネルギーの有効利用 

省エネルギー機器の利用、照明や空調の適正管理など、省エネルギーを啓発し

ます。 
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基本計画５ 健康  
 

 

【現状と課題】 

◆ 食生活の変化や生活全般の運動量の低下などにより、生活習慣病予防の重

要性が高まっています。また、社会の多様化から増加する心の病気やストレス

など、潜在的なものも含めて、多様な問題の改善・解決に努めていくことが必

要です。 

◆ 今金町では、疾病の早期発見のため、健康診査やがん検診等を実施すると

ともに、健康教育・健康相談などを通じて、町民の健康づくりを支援してきま

した。高齢者に対しては、平成14～20年度に、温泉を活用した「あったかサ

ロン友･悠･湯」を、平成20年度からは地区巡回型の「いきいき元気塾」を開

催し、要介護になることの予防を支援してきました。 

◆ 平成20年度から、生活習慣病予防のための健診・指導は、内臓脂肪症候群

予防に重点化して医療保険者単位に行うことが法定化され、40～74歳の今金

町国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査と特定保健指導を実施してい

ます。社会保険の被保険者には、従来から、労働安全衛生法上の事業主健診が

行われており、これが特定健康診査とみなされ、社会保険の被保険者の被扶養

者とともに、今金町国保病院などの健診機関で受診する流れとなっています。 

◆ また、青年期（町内の２０～３９歳）、後期高齢者医療保険加入者に対し

ては、住民健診として実施し、生活習慣病・介護予防などに支援をしています。 

◆ 地域医療については、今金町国保病院と町内の開業医等が支えていますが、

医療需要がますます増加、多様化することが予想される中、身近な地域で安心

して医療が受けられる体制を確保するとともに、２次医療圏の中核病院や都市

部の医療機関と一層、連携を強化していくことが必要です。 

◆ 医療保険については、今金町は、国民健康保険の保険者であり、道内の全

市町村が加入する広域連合が運営を行う「後期高齢者医療制度」への拠出も行

っています。今後も、生活習慣病予防などにより医療費の抑制を図りながら、

これらの制度の安定化に努めていくことが重要です。 

 

【めざす姿】 

健康で、元気に暮らせるまちづくりを推進し、保健サービスの提供を充実し、

安定した医療体制を確保します。 
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【町民の取り組み】 
 

(1) 一人ひとりの健康づくりの推進 

いきいきと自分らしく人生を過ごすための「資源」として健康を捉え、「自ら

の健康をコントロールできる」という意識を持ち、食事・運動等の方法について、

自分に合った健康づくりの方法を選択します。 

また、健診や健康相談等保健サービスを積極的に利用し、その結果を自らの健

康づくりに活かします。 

 

(2) 職域・地域での健康づくりの推進 

事業所内や地域で、ウォーキングやラジオ体操、健康学習など、継続可能な健

康づくりの取り組みを進めます。 

また、健康づくりの場として、公園や体育館など、既存の施設や設備の有効活

用に努めます。 

 

(3) 心の病気の予防 

心の病気・ストレスなどの予防のために、講演会に参加するなど、これらの症

状に対する知識と理解を得て、相談窓口の活用や、町民一人ひとりが孤独になら

ないように、地域活動への誘いや普段からの声かけなどに努めます。 

事業所では、普段から従業員の状態をよく見極め、必要な予防に努めます。 

 

(4) 適切な受療の推進 

薬の飲む量や頻度など、医師や看護師の指示をきちんと守るとともに、医師や

看護師に自分の悩みや不安を気軽に相談し、わからないことは納得できるまで質

問するなど、医療との適切な関係づくりに努めます。また、加入者の義務として、

医療保険の保険税（料）の支払い義務を遂行します。 

 

【行政の取り組み】 
 

(1) 主体的な健康づくりの促進 

多くの町民が健康づくり活動に自ら取り組めるよう、各関係機関と協力し合い、

食生活・運動等様々な健康づくり事業を推進します。 

 

(2) 成人保健の充実 

特定健康診査やがん検診などにより、疾病の早期発見に努めるとともに、生活

習慣病予備群の方などに対して適切な保健指導を実施し、重度化を防止します。 

 

(3) メンタルヘルス対策の推進 

うつなどの心の病気や強いストレスなどに対して、相談窓口や専門機関の取り

組みを周知し、また、これらの症状への正しい知識を得る機会を設けるなど、メ

ンタルヘルス対策を推進します。 
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(4) 医療に関する相談の推進 

将来的な医療相談窓口の導入も視野に入れ、必要な治療科目や診察の受け方等、

医療に関する様々な問い合わせに対し、その家族も含めた外来・入院患者の抱え

る悩みや不安などの相談について、積極的な対応に努めます。 

また、患者との更に良好な信頼関係を築きます。 

 

(5) 地域医療体制維持の確立 

町民が安心して地域で暮らし続けていけるよう、町内の医療体制や広域での休

日当番医制の維持・確保に努めるとともに、一次医療の役割を発揮し、八雲町や

函館市等の二次・三次医療との連携を図ります。 

 

(6) 国民健康保険・後期高齢者医療保険運営の安定化 

制度の周知・啓発や、適切な納付相談、受診の適正化、特定健康診査・特定保

健指導などの展開により、国民健康保険・後期高齢者医療保険運営の安定化に取

り組みます。 
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基本計画６ 福祉  
 

 

【現状と課題】 

◆ 介護保険制度の施行（平成12年度～）、障害者支援費制度の施行（平成

15年度～）と障害者自立支援制度への拡充（平成18年度～）などにより、公

的福祉サービスは質・量ともに大幅に拡充してきました。 

◆ 今金町においても、高齢者に対しては介護保険サービスとして、介護老人

福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）、小規模多機能型居宅介護、通所介護（デイサービ

ス）、更に今金町の単独事業として高齢者共同生活施設、知的障害者入所更正

施設、知的障害者通所授産施設と３カ所のグループホームが、入所や通所の拠

点となっています。 

◆ また、障がいのある人の在宅におけるサービスとして、訪問介護、訪問看

護、配食サービス（委託事業）が実施されるとともに、高齢者の相談機能とし

て、地域包括支援センターと、居宅介護支援事業所（町内２カ所）が、障がい

のある人の相談機能として、相談支援事業所（町内１ヵ所）が利用されていま

す。 

◆ 町民がいつまでも今金町で暮らしていけるよう、介護や支援が必要になっ

ても、こうした公的福祉サービスを維持・確保していくことが求められます。 

◆ 安心感の向上した生活を目指し、町民一人ひとりが健康づくり・介護予防

を実践し、地域で声かけ・見守りを行い、町民有志が自主的にボランティア活

動を行うなど、地域福祉力の向上のために、自助・共助・公助の視点が求めら

れます。そのため、今金町では、「高齢者役割研究事業」（平成16～17年

度）、「今金町健康な町づくりネットワーク推進事業」（平成19～21年度）

などを展開してきました。今後も、障がいや認知症があっても、地域で安心し

て暮らせるよう、災害等の有事はもちろんのこと、日頃の地域福祉課題に対応

するために、協働を重視した小地域ネットワークの推進に努めていくことが求

められます。 

◆ 障がいのある人への福祉制度は、国全体としても様々な変遷があります。特

に、精神障がいのある人に対しては、医療費助成である「自立支援医療」等が

あるほか、今金町では保健所とともに当事者の自主的な活動である「ピュアサ

ークル」への支援等を行っていますが、福祉的就労の場がないなど、障がいが

あってもいきいきと地域で生活を継続していくには課題があります。また、地

域生活移行を希望する施設入所者や今金高等養護学校卒業生が地域で働くなど、

障がいのある人たちが地域に受け入れられ、地域の支えを受けながら暮らして

いける環境づくりも重要です。 
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【めざす姿】 

誰もが住み慣れた地域で自立して生活し、地域で支えあいながら、様々な活

動にいきいきと参加するまちづくりを推進します。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 福祉への理解と実践 

福祉の制度や理論、技術について学び、その必要性についての理解に努めると

ともに、福祉行事やボランティア活動に積極的に参加します。また、公的福祉サ

ービスの財源となる税や介護保険料の支払い義務を遂行するとともに、サービス

を適切に利用します。 

 

(2) 地域での支えあい活動の展開 

あいさつ運動や見守り活動などを通して、地域で支援が必要な人を支えます。

また、老人クラブや高齢者事業団の活動に参加するなど、高齢期になっても役割

を持ち続け、自分自身の健康づくりにつなげるとともに、地域のつながりを深め

ます。 

更に、障がいのある人たちを地域で見守り、自立を支え、地域にとけ込めるよ

うに協力するとともに、障がいのある人および障がいに正面から向き合う家族へ

の理解を深め、地域で支えあいます。 

 

(3) 地域にやさしい事業所づくり 

町内の事業所は、可能な限り、障がいのある人や高齢者の生きがい就労の受け

入れに努めます。福祉事業所は、経営者・従事者双方が日々のケアやコーディネ

ートの中での「気づき」を重視し、創意・工夫のもと、利用者本位のサービスの

提供に努めます。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 福祉に携わる人（スタッフ）の育成と確保 

地域福祉の充実には、福祉に関する専門知識と経験を積んだ人の力が不可欠で

あることから、福祉に携わる人の育成や、ボランティアとして必要な知識の習得

などに対して支援するほか、町民が福祉現場の実態を理解し、福祉に対する正し

い認識を育む機会を設けます。また、今金町に必要な福祉スタッフの確保に努め

ます。 

 

(2) 高齢者介護・福祉の充実 

身体の衰えや認知症など要介護状態になることや重度化することの予防に力を

入れながら、介護保険制度の安定的な運営に努めます。ケアやコーディネートの

場面では、「気づき」を重視し、創意・工夫のもと、利用者本位の提供に努めま
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す。また、認知症の理解への啓発を図るとともに、認知症の方とその介護者の精

神的負担軽減を下支えする自主組織への支援に努めます。 

 

(3) 障がいのある人への福祉の推進 

生涯にわたる一貫した取り組みにより、地域でいきいきと自立して生活を継続

していけるよう、一人ひとりの障がい等の状況にあわせ、障害者自立支援法に基

づく障がい福祉サービスや、その他の障がいのある人や子どもへのきめ細かな支

援サービスの提供を行い、就労や日中活動、移動、住まいなど、生活の総合的な

支援と、地域の一員としてとけ込める環境づくりに努めます。 

また、乳幼児の発達障害等においては、症状の重度化を抑えるための早期発見

や、発達段階にあわせた適正な処置に必要な環境の整備に努めます。 

 

(4) 低所得者福祉の推進 

民生児童委員や今金町社会福祉協議会、檜山保健福祉室などとの連携のもと、

低所得者への相談・支援を進めます。 

 

(5) 地域福祉の推進 

今金町社会福祉協議会と連携しながら、ボランティアの育成や地域での支えあ

い活動の促進に努めます。 

 

(6) 年金相談の実施 

国民年金や厚生年金など、年金に関する主要な事務は日本年金機構函館年金事

務所が行っていますが、町民の年金受給権の確保を図るため、今後も今金町にお

いて、年金制度の意義や役割、各種減免制度について、広報・周知に努めるとと

もに、各種申請の受理・進達などの業務を円滑に推進します。 
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基本計画７ 人の育成  
 

 

【現状と課題】 
 

◆ 乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージに応じた発達課題へ

の対応は、人格形成や生活を支える根幹であることから、今金町の特性に合わ

せたプログラムやシステムづくりが必要です。 

◆ 今金町は、自然の恵みを活かした農業を基幹産業としながら、様々な産業

が密接に関わりあって地域産業を形成しています。農家人口は約1,500人と

人口の４分の１を占め、町民の多くは農業と何らかの関わりを持って生活して

います。 

◆ 近年は全ての産業において担い手不足が深刻化しており、産業の担い手育

成とともに、第１次産業と連携する農産物加工や観光の振興などの取り組み、

いわゆる「第６次産業」の振興は、今金町の課題の一つです。今後は、高品質

の農畜産物の安定生産に加え、多様な形態による販売や農業体験提供など、新

たな価値を見出すことが必要です。 

※第６次産業：もとは、農業（第１次産業）において、製造加工（第２次産業）と販売流通（第３次産業）まで一

貫した農業づくりを提唱した言葉。自然や歴史といった地域の宝を掘り起こし、加工し、付加価値

をつけ、地域経済に相乗効果をもたらそうとする考え方。 

◆ 福祉に関する施策の充実を図ってきた今金町では、今後更に加速するであ

ろう高齢社会に備え、福祉の現場を支えるマンパワーの育成がますます重要に

なってきています。 

 ※マンパワー：特定の仕事にあてがうことのできる人的資源。労働力。 

◆ 今金町で生まれた多くの人々は、町を離れて生活しています。離れた後に

おいても、多方面で活躍できる基本的な能力を養うとともに、ふるさと応援団

として他所で培った経験を今金町のまちづくりに協力できる関係づくりが求め

られています。 

◆ 自治会町内会をはじめ、企業・サークルなど、地域で活動する様々な団体

において、今後の活動を担うリーダーが不足してきており、まちづくり活動

をけん引していく地域リーダーの育成が急務となっています。 

◆ お祭りや各種イベントなど地域行事を通して子どもから大人までが一体と

なって関わる仕組みが、人の育成やまちづくりの原動力となっています。今

後も様々な活動を通して今金らしい地域人の育成が期待されます。 

 

※

※
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【めざす姿】 

自分自身の生活や仕事のほか、広くまちづくりについて、知識や技能を高め

実践する人づくりを進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 家庭・地域における地域人教育の推進 

家庭でのお手伝いや地域行事などへの参加を通して、小さい頃から地域人とし

ての役割を持たせるよう努めるとともに、「働くこと」や「人や地域との関わり

方」などについて考える動機づくりに努めます。 

 

(2) 人づくりへの支援 

産業や福祉などを支える人、まちづくりに積極的に関わる人の育成に関する系

統的なプログラムを推進するにあたり、持っている知識や技術、経験などを、講

師や指導者として、地域や町民に還元します。 

 

(3) まちづくり活動への参画 

まちづくりの根幹を支える自治会町内会や各種団体・サークル活動において交

流を深めるとともに、地域の活性化を図るため、地域の一員として各種の行事や

イベントなどに積極的に参画します。 
 
 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 子どもたちへの地域人教育の推進 

小・中・高校生を対象に、「働くこと」や「人との関わり」、「地域」や「ま

ちづくり」に興味、関心を促す取り組みを推進します。 

 

(2) 産業人の育成 

全ての産業の担い手の育成を推進するとともに、地域内の様々な産業が情報や

課題を共有し、農産物加工や観光につながる体験プログラム開発など、新たなビ

ジネスモデルにチャレンジする産業人の育成に努めます。 

 

(3) 福祉分野におけるマンパワーの充実 

 制度の根幹を支える専門的知識・技能を有する人材の充実とともに、温もりの

ある福祉施策を推進するためには、生活基盤である地域内での理解を促すことが

必要です。日常生活の場面での見守りやコミュニケーションなどのボランテイア

活動、災害時の対応などに理解と認識が深まるよう努めます。 
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(4) まちづくり人材の育成 

町民一人ひとりの知識・経験・技術・人脈などを町の発展に継続的に活かせる

よう、各種施策への参画機会を創出し、まちづくりに関する系統的な取り組みを

推進します。また、それをサポートする行政職員の資質向上と能力開発に努めま

す。 
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基本計画８ 子育て支援  
 

 

【現状と課題】 

◆ 子どもたちが健やかに育つためには、子どもたち一人ひとりが、安全、安

心な環境のもと、いきいきと活動できる地域づくりが重要です。また、子育て

の喜びを感じ、子どもと親が共に成長していくためには、ゆとりを持って子育

てができる地域づくりが重要です。 

◆ こうした「子育て」への支援のために、乳幼児健診や健康教育・健康相談、

こんにちは赤ちゃん訪問事業などにより、親子の健やかな成長を支援するとと

もに、保育所・へき地保育所・幼稚園・学童保育所を拠点に教育・保育を推進

してきました。また、障がいや発達の心配のある子どもたちに対しては、母子

通園センターできめ細かな療育・発達支援に努めています。さらに、経済的支

援として、乳幼児医療費助成や子ども手当、児童扶養手当の支給などを行って

います。 

◆ 乳幼児期は人間の一生のうちで心身共にもっともめざましく発達し、人間

形成の基礎を培う大事な時期です。平成23年度に開設される「認定こども

園」（民設民営）や町立のへき地保育所・学童保育所・母子通園センターと、

学校、家庭、地域が一体となって、一人ひとりの個性や成長にあわせた教育・

保育を推進していくことが求められます。 

 

【めざす姿】 

子育てを地域全体で支えながら、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、

安心して子どもを産み育てられるまちづくりを進めます。 

 
 

【町民の取り組み】 
 

(1) 自治会･町内会による子育て支援の推進 

「地域で子どもを育てる」という意識を持ちながら、子どもたちへの声かけや、

多世代の交流を積極的に進めます。また、地域活動の場に、子どもたちや子育て

中の親が積極的に参加しやすい環境づくりに努めます。 
 

(2) 家庭教育の理解と実践 

子育てに関する学習や相談の機会を活用し、家庭での教育・しつけについて、

理解と実践に努めます。 
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(3) 子育て家庭が働きやすい職場づくり 

町内の企業・組合等の事業所は、事業主行動計画の策定、育児休業制度の遵守、

ひとり親家庭世帯への配慮など、子育てをしながら働ける環境づくりに努めます。 
 

(4) 自治会・町内会によるひとり親家庭を支える地域活動の推進 

地域活動を通じ、ひとり親家庭を支える体制を図ります。 
 

(5) 子育てボランティアへの参画 

子育てに関するボランティアへ積極的に参画し、地域で協力して子育ての支援

体制をつくります。 
 

 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 幼児教育・保育の充実 

子どもたちの基本的な生活習慣の形成に も力を注ぎながら、自然体験や多世

代交流、絵本読み聞かせなどを積極的に採り入れた教育・保育の推進を図ります。 

心身の発達に不安のある子どもについては、母子通園センターにおいて一人ひ

とりの子どもの発達に添った療育を実施し、運動・認知・感覚・言語などの健や

かな成長・発達を親と一緒に見守りながら支援していきます。 

 

(2) 親と子の健やかな成長の支援 

保健部門と教育部門が連携しながら、思春期から、結婚や出産・育児、家庭を

持つことの意義・大切さを啓発・教育していきます。 

妊娠期から乳幼児期については、両親が育児について正しい知識を得て、子育

てができるよう、啓発・教育を行う環境づくりに努めます。 

乳幼児期については、健康診査、健康教育・健康相談、家庭訪問により、疾病

などの早期発見・早期治療、子どもの健全育成につなげるとともに、親の悩み・

不安の解消に努めます。 

特に、生活習慣が確立してくる５歳児においては、しつけや子育てについて積

極的な健康づくりに取り組む必要性があり、町独自施策として５歳児健診を実施

し、言葉の相談も含めて充実させていきます。 

 

(3) 子育て支援の強化 

仕事や地域活動を続けながら、安心して子どもを育てられるよう、乳児保育や

延長保育、一時保育、学童保育など、多様な支援に努めます。 

また、認定こども園内に設置される子育て支援センターを拠点に子育て情報の

提供や相談、学習事業を行い、子育て不安の軽減や子育ての仲間づくりを促進し

ます。 

 

(4) ひとり親家庭支援の充実 

民生児童委員や今金町社会福祉協議会などと連携しながら、相談体制を充実す
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るとともに、各種経済的支援制度の周知と活用を促進し、ひとり親家庭の経済的

安定と自立につなげます。 

 

(5) 子育てボランティア等に対する支援体制の充実 

子育てボランティアを養成する講習会の開催など、町民の自主的なボランティ

ア活動への参画に対する支援に取り組みます。 

また、子育てに関する知識取得や相談について、保護者を対象とした学習・指

導の機会を設けることに取り組みます。 
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基本計画９ 学校教育  
 

 

【現状と課題】 
 

◆ 学校教育の現場では、平成1４年度から「生きる力を育む教育」として、

教科横断・地域連携による「総合的な学習の時間」がスタートしました。今金

町においても、創意・工夫しながら、自然体験や職場体験、高齢者等とのふれ

あいなどの活動を展開しています。 

◆ その後、子どもたちの学力や規範意識の低下などの問題に対応するため、

平成18年度に教育基本法が改正され、翌年度には、学校教育法等も改正され、

全国学力・学習状況調査や学校評価などが実施されています。 

◆ 平成21年４月から一部導入された「新しい学習指導要領」（完全実施は小

学校が23年度、中学校が２４年度）では、「生きる力」の基礎となる言語活

動や体力充実のために、小学校からの外国語教育が強化されており、中学校で

の武道の必修化とその対応が求められます。 

◆ 今金町では、現在、今金小、種川小、美利河小、今金中では町教育目標に

基づき学校教育が推進されています。人づくりは、まちづくりにとって大変重

要であるため、大学との連携による専門的で多彩な学習機会の提供や、特別な

支援が必要な子どもたちへのきめ細かな教育などに力を入れています。また、

平成22年度からは、子どもの教育・保育に関する窓口を教育委員会に一元化

し、一人ひとりの継続的な支援に努めています。 

◆ 児童数が減少し、八束小、金原小、花石小、神丘小のそれぞれの地域住民

と年月をかけて協議を重ね、各地域の小学校統合への意向が確認されたうえで、

平成19年度には老朽化が進んでいた今金小を建て替えられたのを機に、統合

を実施しました。また、老朽化の進む中学校、給食センターの改築が求められ

ます。 

◆ 平成２０年度全国学力・学習状況調査によると、今金町の小中学生は、学

校以外での勉強時間が30分以下の子が４割、学校以外で読書をまったくしな

い子が２割、毎日４時間以上テレビを見ている子が半数以上、体育の授業以外

で運動していない子がいるなどといった克服すべき課題があります。 

◆ 子どもたちが基本的な生活習慣を確立し、学力や運動能力を伸ばし、健や

かに成長していくために、家庭、学校、地域のそれぞれが教育機能を一層発揮

し、地域全体の教育力の向上に努めます。 
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【めざす姿】 

ふるさと今金の「人・自然・生活」などを活かし、「生きる力」（確かな学

力・豊かな心・健やかな体）を地域とともに育みます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 地域ぐるみの学校教育の推進 

ＰＴＡ活動や、学校運営協議会、学校評議員、学校支援地域本部などの活動へ

の参加、子どもたちの校外活動の受け入れなどを行います。 
 
 

(2) 家庭の８カ条の実践 

学校に任せきりにせず、学校と家庭の役割を理解して、家庭での教育・しつけ

に関する以下の８カ条を実践し、学力・体力の向上と自律心の育成を図ります。 

 

家庭の８カ条 

 

①「おはよう」「おやすみ」「ありがとう」などあいさつをしよう。 

②早寝早起きを心がけよう。 

③規則正しい食事に努めよう。 

④学校でのできごとを話し合えるように努めよう。 

⑤子どもが家事を手伝えるようにしていこう。 

⑥家で読書や勉強する環境づくりに努めよう。 

⑦子どもと一緒に地域の活動に参加しよう。 

⑧まなびと生活習慣について学校と協力しよう。 

 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 小中学校の教育内容の充実 

児童生徒一人ひとりの個性を尊重しながら、基礎・基本を定着させる教育、そ

して、自ら学ぶ意欲を引き出す教育を推進します。 

また、自然体験や職業体験、国際理解教育、情報教育、食育、読書活動推進な

ど、地域に根ざした特色のある学習を推進します。 

 

(2） 学校給食による食育推進 

近年、子ども達の食生活の乱れに伴う健康等への影響が問題となっており、子

ども達に望ましい食習慣等を身に付けさせることが課題となっていることから、

「学校給食食育推進委員会」を設置し、「食に対する感謝の心」を育むことを目

標に、学校給食を「学びの場」としながら地産地消を含めた学校・家庭・地域が

連携した総合的な食育を推進します。 
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(3） 特別支援教育環境の充実 

障がいのある子どもたちが、心豊かにたくましく育ち、将来の社会参加と自立

を実現する教育の推進に努めます。推進策としては特別支援教育支援員の適正配

置をはじめ、福祉部局や各関係諸機関との連携を強化し、幼児期から就労まで途

切れることのない、一本化した支援を目指します。また、学童保育所における障

がいのある子どもへの保育においても推進を図ります。 

 

(4) 各種就学援助の充実 

学校教育法に基づく、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童

生徒の保護者」に対する就学支援をはじめ、今金町奨学資金貸付基金条例による

奨学金の貸与と修学に関する総合的な相談窓口機能の充実に努めます。 

また、道内の特別支援教育における専門機関とも連携し、今金町特別支援学校

児童生徒帰省費支給要綱に基づく独自の支援等も継続実施します。 

 

(5) 教育環境の充実 

道教育委員会と連携しながら、研修の充実などにより、教職員等の資質と指導

力の向上につとめるともに、整備済みの各パソコンや大型地デジ対応テレビ、電

子黒板等を活用した学校ＩＣＴ教育の推進を図ります。 

施設面では、中学校、給食センターなどの計画的な整備・改修を進めます。ま

た、地域ぐるみの学校安全対策を推進します。 

 

※ＩＣＴ：（Information and Communication Technology）「情報通信技術」 

 

(6) 子どもたちへのサポートの推進 

いじめや不登校などに迅速・的確に対応するため、携帯電話やインターネット

等の適正な所有・使い方などを伝える授業などを実施するとともに、学校、家庭、

地域のほか、警察等各関係機関との緊密な連携のもと、相談・指導に努め、未然

防止や事後の立ち直りの支援、教育相談の窓口の充実に取り組みます。 

 

(7) 高等教育との連携の推進 

檜山北高等学校教育振興会を通じ、同校における教育活動や農業教育振興を支

援します。また、今金高等養護学校に対しては後援会の運営や、職場体験等を通

じての支援に努めます。 

 

(8) 子どもたちの生活習慣改善 

家庭教育や社会教育と連携して、子どもたちの学習習慣や生活習慣の改善を図

ります。 

 

 

※
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【学校の取り組み】  
 

(1) 学校の９ヵ条の実践と検証                       

子どもたちの基本的な生活習慣を確立し、学力や体力の向上を図るため、学校

における９ヵ条を掲げ、実践と検証を行います。 

 

～学校の９カ条～ 

 

①始業前時間を有効活用し、朝読書や学習等を実施します。 

②ＴＴや特別支援員による決め細やかな指導の充実を図ります。 

③少人数指導による取り組みを実践します。(中学校) 

④基礎・基本の学習内容の充実を図り授業改善をしていきます。 

⑤「家庭学習の手引き」を作成し配付します。 

⑥学習の定着を図るため保護者と連携を図っていきます。 

⑦人の話をきちんと聞く態度を育てます。 

⑧自分の考えを相手に伝えようとする態度を育てます。 

⑨健やかな子どもの成長のため保護者との対話に努めます。 

 

（※ＴＴ：一つの教室に２名以上の教員が入り、協力して一人ひとりの学習をサポートします。） 

（※特別支援員：特別な配慮を要する児童生徒への学習活動等をサポートします。) 

 
   

参考資料「今金町の子どもたちを今金町民の手で育むために」平成21年3月発行リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

※ ※
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基本計画10 社会教育  
 

 

【現状と課題】 

◆ 国際化、情報化の進展に伴って、それぞれの年代やライフスタイルに応じ

て常に新しい知識や技術を習得していくことが必要です。また、心の豊かさが

求められる時代状況の中で、生きがいや自己実現につながる学習活動へのニー

ズが一層高まっています。 

◆ 一方、自治会・町内会などでは、身近な地区を単位とした学習活動が活発

に展開されてきましたが、少子高齢化や過疎化により、活動を先導するリーダ

ーが不足するなど、地区によっては活動が低迷しているケースもみられます。

閉校校舎の利活用を図るなど、地区ごとに創意・工夫し、身近な地区を単位と

した学習活動を引き続き展開していくことが求められます。 

◆ こうした要請から、今金町教育委員会では、各種学習講座の開催や、文化

団体、青年団体、女性団体をはじめとする社会教育団体の育成と連携、青少年

健全育成の充実強化や生涯学習の町づくりに向けた体制強化、町民センター図

書室の運営などを通じて、町民の学習を支援してきました。 

◆ 今後も、引き続きこうした取り組みを推進し、生涯学習社会の実現のため

にも、町民の学習・創作活動の機会を確保し、団体間の連携強化と情報共有化

を図ることが求められます。 
 
 

【めざす姿】 
 

町民一人ひとりが、それぞれの年代やライフスタイルに応じて、学び、創る

活動を楽しみ、ともに心豊かに生活できるまちづくりを推進します。 

 
 

【町民の取り組み】 
 

(1) 意欲的な学習・創作活動の推進 

町主催や地区主催による学習講座や行事、団体活動などに積極的に参加し、余

暇を楽しみ、健康づくりや仲間づくりを行います。 

 

(2) みんなで創る生涯学習環境づくり 

自分が持っている知識や技術、経験などを講師や指導者として地域に還元し、

地域全体で学び育み合える「学び循環型」体制を図ります。 
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施設や備品を大切に使い、お互い譲り合いの気持ちを持って、気持ち良く利用

します。 

社会教育施設の運営・管理等に、積極的に協力します。閉校校舎について、そ

れぞれの地区で有効な利活用を検討していくとともに、市街地の空き店舗の学習

拠点としての利用を研究していきます。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 学習活動の促進 

多様な媒体を通じて積極的な学習情報の提供に努めるとともに、町民ひとり一

人の学習ニーズに応じた多様な講座・講演会・イベント等の開催に努めます。ま

た、自主グループの活性化を図るとともに、学習者と支援者とを結ぶコーディネ

ート体制を一層強化し、相談・助言体制の充実に努めます。 

 

(2) 青少年教育の推進 

関係機関の連携と協力のもと非行防止などの青少年健全育成活動を活性化する

とともに、青少年の創造性と情熱をまちづくりに活かすため、こども会やジュニ

アリーダーなど青少年組織の育成に努めます。また、他地域との交流事業などを

通じ、青少年の健全育成に努めます。 

 

(3) 成人教育の充実 

明日の今金を担う若者達が主体性をもってまちづくりに参画できるよう、イベ

ント等への積極的な参加を促し、まちづくりの主役としての意識啓発を図ります。 

また、青年層が集い活発な交流ができる場を設置するなど、様々な支援を図り

ます。 

 

(4) 読書活動の推進 

「今金町図書振興計画」が目的とする「生きている図書室活動」の実現を目指

し、図書施設の整備、蔵書の充実化を図るとともに、イベント活動やボランティ

ア団体への支援、子どもの読書環境向上をねらいとした子育て層への支援に努め

ます。また、移動図書館車の巡回や「本のふれあい便事業」を通じて近隣町との

連携・情報交流を図り、より広域的な図書振興に努めます。 

 

(5) 国際交流活動の推進 

国際交流については、ニュージーランドバーンサイド高校生受入事業及び中学

生派遣事業を発展的に継続し、広い見識を持つ人材の育成を図ります。また、事

業の趣旨を広く町民に周知するため、受け入れ家庭の新規拡大をはじめ、より多

くの町民が関われる事業展開を図ります。 
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(6) 社会教育団体の育成支援 

 女性団体や文化団体、地域単位の学習グループや趣味サークル等の運営に関す

る要望や相談に対し、的確に対応できる支援体制を強化するとともに、「人づく

り推進会議助成金」を活用した団体育成に努めます。また、学校教育及び社会教

育団体が一堂に会する人づくりフォーラム、教育推進会議等の開催や、他地域・

異職種間の交流事業を通じて団体間の連携や情報共有化を図ります。 
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基本計画11 スポーツ振興  
 

 

【現状と課題】 

◆ スポーツ・レクリエーションは、健康増進や体力向上に不可欠で、楽しく

活動することにより気分転換や仲間づくりにもつながります。一般に仕事や家

事で忙しくなると、定期的に運動する機会は減ります。また、子どものスポー

ツ離れも深刻な問題でありますが、可能な限り、スポーツ・レクリエーション

に取り組むことが大切です。 

◆ こうしたことから、今金町では、総合体育館、健民グラウンド、学校開放

事業などを利用した、スポーツ講座や、体育協会加盟団体など自主グループの

育成を通じて、町民のスポーツ・レクリエーション活動を支援しています。 

◆ 今後は、町民の運動不足傾向や高齢化が進む中、参加しにくい層が参加で

きるよう、メニューや開催日時・方法等を工夫し、ウォーキング、体操などの

軽スポーツを気軽に継続できるまちづくりが求められます。 

◆ 各関係団体と連携のもと、幅広い年齢層の方が、個人、地域、団体、職場

などで日常的にスポーツを取り組むことができる環境を提供するために、今金

町独自の総合型地域スポーツクラブによる軽スポーツの普及に努めます。 

◆ さらに、今金町は、人口6,000人強の町ながら、ボブスレーのオリンピッ

ク選手やプロスノーボーダー、世界レベルのアルピニストなど、スポーツ界の

著名人を輩出し、子どもたちの夢を育んでいます。学校のクラブ活動や社会人

チームなど、各種競技スポーツの振興を図るとともに、スポーツの合宿や大会

を積極的に受け入れるなど、スポーツを通じた内外の交流を促進していくこと

が求められます。 

 

【めざす姿】 

町民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動を楽しみ、交流を深め、健康

増進と自己実現につなげるまちづくりを推進します。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 意欲的なスポーツ活動の推進 

町主催のスポーツ講座や行事、団体活動などに積極的に参加し、余暇を楽しみ、

健康づくりや仲間づくりを行います。また、スポーツ少年団などへの参加・協力
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を通じて、青少年を育成します。 

 

(2) みんなで創る生涯スポーツ環境づくり 

自分が持っている知識や技術、経験などを、講師や指導者として、地域や町民

の方に還元します。 

社会スポーツ施設の運営・管理などに積極的に協力し、施設や備品を大切に使

い、お互い譲り合いの気持ちを持って、利用します。  

自主的・主体的にスポーツ運営に参加し、多種目・多世代の交流が図れる「総

合型地域スポーツクラブ」への参加を推進します。 
 
 

【行政の取り組み】 
 
 

(1) スポーツ活動の促進 

子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の多様な参加につながるよう、初心者に

も気軽に参加できるイベントや大会の開催、各種スポーツ講座の充実などに努め

るとともに、体育協会加盟団体など、各種自主グループの積極的な活動展開を促

進します。 

また、総合体育館の改修を進めるほか、その他の施設についても、必要に応じ

て維持補修に努めます。総合体育館については、子育て層の方が親子で利用でき

るオープンスペースの確保を検討します。 

さらに、町民が自主的・主体的にスポーツ運営に参加し、多種目・多世代の交

流が図れる「総合型地域スポーツクラブ」の運営支援に努めます。 

 

(2) スポーツのまちづくりの推進 

スポーツをまちづくりに活かすため、管内・全道・全国の大会遠征の助成など

により競技スポーツの振興を図るとともに、個性的なニュースポーツの振興を図

ります。また、子どもたちがプロスポーツや大規模施設にふれる機会をつくり、

スポーツをする意欲づくりに努めるほか、合宿・大会等の誘致を図ります。 

 

(3) 活動の場の提供 

町内の小中学校の体育館やグラウンド施設などを一般開放する、学校開放事業

により、少年団や一般団体へ活動の場の提供に努めます。 

また、道立学校との連携により今金高等養護学校のグラウンドとプール施設を

利用する一般開放事業を通じて、設備の整った身近にある体育施設の利用の提供

を図ります。 
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基本計画12 文化振興 
  

 

【現状と課題】 

◆町民の文化祭である総合文化祭などを通じ、文化活動の発表機会を設けると

ともに、町民が優れた芸術・文化にふれる機会を確保しています。 

◆児童生徒に対しては、幼少年芸術劇場として小・中学校を会場に毎年舞台芸

術を招へいし、優れた芸術鑑賞と豊かな情操を育む機会を提供しています。

また、文化少年団育成事業として、町で文化活動をしている方々を講師に子

ども向けの体験教室を開催するなど、人材育成と技術の伝承を行っています。 

◆平成15年度、国指定史跡であるピリカ遺跡のガイダンス施設「ピリカ旧石器

文化館」を開設し、その歴史的価値を広く一般に周知するとともに文化財保

護意識の高揚を図っています。また、施設は学校教育での利用のほか、館主

催の体験事業を開催するなど、社会教育的観点からもその活用を図っていま

す。 

◆史跡整備や道路工事等による埋蔵文化財の発掘調査を実施してきましたが、

発掘調査の際には町民向け現地見学会を開催し、また出土品の公開・展示を

行うなど、ふるさとの文化や歴史に触れる機会を提供しています。 

 

【めざす姿】 

町民が気軽に文化活動を楽しみ、交流を深め、自己実現につなげるとともに、

今金町の歴史を学び、郷土愛を深め、次世代育成へとつなげるまちづくりを推

進します。 

【町民の取り組み】 
 

(1) 文化活動を通した交流の推進 

町民が様々な文化活動に触れ、その良さを分かち合いながら、仲間づくりや交

流を図ります。また、文化や音楽などを愛好する自主サークルが積極的に活動し、

町内外の交流や新たな文化振興を図ります。 

 

(2) 文化・伝承活動の推進 

町民が、新たな地域文化の創造に積極的に取り組むとともに、先人たちが築い

てきた文化や歴史を後世にも伝承するなど様々な取り組みを図ります。 

 

(3) 文化団体の活性化と生きがいづくり 

文化・芸術活動を通じて、文化団体会員自らがもつ知識や技能を子どもたちに
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伝えることで、生きがいにもつながる活動の展開という点からも、団体の活性化

を図ります。 

 

【行政の取り組み】 
 

(1) 文化・芸術活動の促進 

音楽、演劇等の鑑賞会など、町民のニーズに応じ、身近に優れた芸術・文化に

ふれる機会を充実させるとともに、文化協会加盟団体や自主活動グループへの支

援を通じて、町民の文化芸術活動の活性化を図ります。 

また、各地区への専門指導者や文化団体の派遣、地域間交流をねらいとした地

域での合同学習講座の開催など、文化・芸術活動を通じた地域の活性化を図りま

す。 

 

(2)  文化財の保存と継承・活用 

ピリカ旧石器文化館、文化財保管・活用庫を活用し、遺跡ボランティア等の協

力を得ながら、貴重な文化財の収集・保存・展示と、砂金掘り作業など伝統工芸

技術の継承に努めます。 

また、身近な暮らしや風習、苦労話などについて高齢者から聞き取りを行い、

消えゆく時代の記録化を進めます。 

狩場太鼓、神丘黎明太鼓など、伝統芸能の保存と継承を図ります。 

  

(3) 埋蔵文化財の保存と活用 

開発等に伴い調査が実施される埋蔵文化財については、適切に記録化を行うと

ともに、歴史に触れる機会を広く町民に提供するため、社会教育的な観点からの

活用を図ります。 
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農業後継者・新規就農者の育成

農畜産物を利用した加工品の開発

農道、用・排水施設の整備や
農地整備など生産基盤の充実

体験農業、観光農業の振興

農業生産グループ・団体づくりや育成施策の強化

先端農業技術などの積極的導入
（新品種、情報システムの導入など）

廃棄物のリサイクルシステムの確立

農地の集約や作業受委託
などによる経営規模の拡大

現状のままでよい

その他

特にない・関心が無い

無回答

回答者全体

うち農林水産業従事者

※担い手の育成と加工品の開発、生産

基盤の整備が求められている 

町民が求める農業振興策 

 

基本計画13 農林業振興  
 

 

【現状と課題】 

◆ 今金町では、約300戸の農家が約5,000ｈａの農地を利用して、農業生産

を行い、毎年、約40～50億円の生産額の農畜産物を全国の市場に供給してい

ます。経営耕地10ｈａ以上の農家が約6割を、年間販売金額1,000万円以上

の農家が約７割を占めています。 

◆ 農地は水田、畑地、牧草地がそれぞれ3分の１ずつほぼ同じ割合で耕作さ

れています。 

◆ 農地の有効活用を図るために規模拡大を進め、道南有数の農業地帯に発展

していますが、担い手の３分の１以上が高齢期に差しかかる中、今金町全体と

して力強い農業をいかに持続させていくかが大きなテーマとなっています。 

◆ 高齢者等でも生産意欲のある農業者が営農を継続できるよう、地域全体の

合理的な取組みが必要となります。次に、中核的な担い手が経営規模拡大を円

滑に進めることができるよう誘導していく必要があります。さらに、新規就農

者の育成・確保を図ることと共に他産業との連携による機械オペレーターの育

成が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月） 
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◆ 今金町の土地基盤は、小区画、不整形区画が多く、農道整備も遅れていま

す。また、用排水路、頭首工、揚水機等の劣化が進むとともに、元来、泥炭土

壌で水はけが悪いため、単位面積あたりの収穫量が他の産地に比べて低くなっ

ています。そのため、客土、暗渠等による透排水改善対策のさらなる推進が必

要です。春から秋にかけて冷たい東風の被害を防ぐ防風林の増設も欠かせませ

ん。こうしたことから、生産性の向上と課題解決に向けた国営緊急農地再編整

備事業等による土地基盤整備が不可欠です。 

◆ 消費者の安全・安心志向が高まる中、農薬使用の削減や、病害虫に強い品

種の研究・導入、トレーサビリティによる生産・加工・流通の各段階における

リスク管理の徹底、さらには、家畜排せつ物の適正処理を図り、堆肥の農地へ

の還元を進めていくことが重要です。 

※トレーサビリティ：製品の流通経路を生産段階から 終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態のこと。 

◆ 林業については、今金町には、４5,000ｈａあまりの森林があり、製材工

場、チップ工場が各１カ所、しいたけ栽培施設が５カ所あります。特に、しい

たけの原木栽培は道内有数の規模を誇ります。 

◆ 今日、外材や非木質系建築資材の隆盛により、国産材の需要は低迷を続け

ています。加えて、担い手の減少や高齢化により、林業をめぐる環境は厳しい

状況が続いています。その一方で、地球規模での環境保全に対する意識の高揚

から、開発途上国での乱伐を抑制し、山林地域における水源の涵養や、災害の

抑制、環境や景観保全などにつながる国内林業の見直しの動きが進んでいます。 

◆ 今金町においても、こうした森林の多面的機能の活用に努めており、そう

した活動を一層推進するとともに、林業本来の目的である木材・林産物生産を

振興していくことが求められます。 

 

【めざす姿】 

意欲ある担い手による質・量ともに安定した農林業生産を目指します。 

 

【町民の取り組み】 
 

(1) 農業経営体質強化の推進 

農業者が「大規模土地利用型」「施設園芸型」「酪農畜産主体」など、自ら将

来の農業の方向について考え判断するとともに、農業経営の安定化と地域農業を

維持するために、18営農地区において積極的な話し合いを行い、農地の集積や、

５地区機械施設利用組合を活用した効率的な作業体系の確立、他業者との連携に

よる受委託者の確保等、多様な担い手を活用した安定的な農業経営に努めます。

高齢者でも生産意欲のある農業者が営農を継続できるよう、施設園芸等への経営

転換を推進すると共に、作業受委託や共同作業等を活用し、地域全体の合理的な

※

※
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取組みに努めます。 

循環型農業を意識した輪作体系の遵守、適切な土壌分析による施肥設計、有機

堆肥投入による肥沃な土づくりに努めます。 

 

※１８営農地区：上、種川、メップ、田代、稲穂、今金、トマンケシ、神丘南、神丘北、鈴岡、鈴金、金原、豊田、

八鈴、八束西、八束東、白石、日進の各地区 

 

(2) 高品質で環境にやさしい農畜産物の安定生産 

生産コストの低減と消費者の有機農業や減農薬等の安全・安心に対するニーズ

への対応を図るため、減農薬やＹＥＳ！clean 認証取得等のクリーン農業の推進

やＧＡＰ手法等の制度を遵守しながら、以下の主要作物を基本に、各農畜産物の

安定生産に努めます。 

水稲については、基本技術を励行しながら、高品質米の生産に努めると共に、

環境への配慮や、直播栽培、新規需要米の作付けなど、新たな取り組みを精力的

に行います。 

畑作については、馬鈴薯を基本とした輪作体系を遵守し、有機資材・緑肥・堆

肥の投入により、良好な圃場条件の確保に努めるとともに、適切な肥培管理の徹

底により、品質維持に努めます。 

野菜・施設園芸については、高収益性作物の導入を図るとともに、有機資材・

緑肥・堆肥の投入や農薬の適正使用などにより、安全・安心な作物づくりを進め

ます。 

酪農・畜産については、生産性の向上を図るため、一層の飼養管理の効率化、

良質的な自給飼料の確保、衛生管理の徹底などに努めます。 

 ※ＹＥＳ！clean 認証：生産者が環境にやさしい、安全・安心な農産物を提供するための北海道の認証制度 

※ＧＡＰ手法：農業生産工程管理手法 

 

(3) 販売の強化 

高品質・安定生産によるブランド力を向上すると共に、メディアを利用したア

ピールをします。また、地元農畜産物を利用した加工食品の開発・販売や、地産

地消に取り組みます。 
 
 

(4) 基盤整備による効率的な農地利用の推進 

国営緊急農地再編整備事業等の基盤整備を積極的に実施し、効率的な営農がで

きるほ場づくりに努めます。更に、18営農地区において、意欲的な担い手へ農地

の集積を図り、耕作放棄地、遊休農地の発生を防ぎます。 
 
 

(5) 林業の振興 

新植、除間伐等森林の計画的な管理に努めるとともに、しいたけなど林産物の

安定生産やそれらによって生まれる雇用の確保に努めます。また、住宅・倉庫等

の建設・改修にあたっては、地場産材の活用に努めます。 
 

※

※ 
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【行政の取り組み】 
 

(1) 農業経営体質強化の促進 

認定農業者の育成と、農業後継者・新規就農者の受け入れ体制の充実に努める

とともに、作業受委託や機械の共同化、５地区機械施設利用組合の活用、雇用、

農業経営の法人化等を活用して多様な担い手が地域の営農を安定的に継続できる

システムづくりを支援します。 

循環型農業を推進し、畜産排泄物、稲わら、籾殻、野菜残渣等の地域にある資

源を活用した堆肥を農地に還元する「耕畜連携」の誘導を図ります。 

 

(2) 高品質で環境にやさしい農畜産物の安定生産の促進 

生産コストの低減と消費者の安全・安心に対するニーズへの対応を図るため、

ＪＡ今金町や関係機関と協力し、クリーン農業の推進やＧＡＰ手法のマニュアル

の導入・普及を図りながら、各農畜産物の安定生産を促進します。 

栽培技術講習や現地指導などを通じて、基本技術や新技術の普及を図るととも

に、新たな野菜・園芸振興作物の誘導を図ります。 

 

(3) 販売強化の促進 

生産者・ＪＡ今金町・町等の関係団体が一体となり、「高品質」「一定品質・

安定収量」「有機・減農薬」など、産物ごとの強みをアピールし、「確かな生産

を行う今金」という産地ブランド力の強化に努めると共に、生産・販売・流通を

一本化した地域独自の取り組みを支援します。 

 

(4) 基盤整備による効率的な農地利用の推進 

18営農地区とＪＡ今金町・狩場利別土地改良区・町が一体となり、国営緊急農

地再編整備事業を推進します。 

少ない担い手が効率よく営農を継続できるよう、換地や交換分合を含めた区画

整理と、心土破砕、暗渠整備、客土等による透排水改善対策、用排水路、頭首工、

揚水機等の更新を進めていきます。 
 
 

(5) 林業の振興  

担い手の確保や、機械化等による一層の作業合理化、林道や作業道などの整備

を進め、町有林・民有林の造林、下刈り、間伐など、計画的な保育と、板材・柱

材・チップなどの生産・加工を支援します。また、住宅等の建設・増築にあたっ

ては地場産材の活用の支援に努めます。 
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基本計画14 商工業振興  
 

 

【現状と課題】 

◆ 今金町の製造業は、出荷額18億円の９割近くを食品加工業が占めており、

そのほか木材・木製品製造業、印刷業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造

業となっています。いずれも中小企業であり、景気の低迷や燃料費・輸送費の

高騰など、厳しい経営環境が続いていますが、各事業所が持つ、製造や製品管

理に関する高度な技術・ノウハウを活かしつつ、付加価値の向上や販路拡大な

どが図れるよう、支援していくことが求められます。特に、今金町は道内他地

域にみられるような地域資源を活かした農産物加工が少ないことから、その育

成を強化することが求められます。 

◆ 建設業は、公共事業の減少等により、わが国全体で産業規模の縮小を余儀

なくされ、特に道内はその傾向が顕著です。道や関係団体と連携しながら、本

業の安定を基本に、異業種への進出も視野に入れた企業力強化を支援していく

ことが求められます。 

◆ 商業は、年間商品販売額は100億円前後で推移していますが、価格、品揃

え、サービスに関する競争が激化するとともに、他地域への消費の流出も進ん

でいる状況です。地域のマーケットが縮小する中で、逆に、広域から顧客を獲

得できる優れたビジネスモデルの開拓を支援していくことが求められます。ま

た、近年成長が期待できる分野のビジネスなどにつながるような、潜在的なマ

ーケットの掘り起こしを支援していくことも重要です。 

 

【めざす姿】 

地域資源を活かした魅力ある生産・加工と、マーケットの広域的・潜在的な

掘り起こしを促進します。 

 
 

【町民の取り組み】 
 

(1) 経営体力づくり 

各事業所は、安定した経営を継続していくための体力づくりにむけ、各種制度

を 大限活用し、設備の近代化や情報化対策、環境対策、人材育成を進めます。 

 

(2) 多様なビジネスモデルの開拓 

各事業所は、内外の業界交流・異業種交流を進め、アイデアやノウハウなどを

交換しながら、創意・工夫し、顧客ニーズをとらえた多様なビジネスモデルの開
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拓に努めます。 

現在、事業を行っていない人も、様々な場面で培ってきた知識・経験・技術を

活かして、積極的に起業化を図ります。 

商工会等と連携して地域資源を活かした生産・加工とマーケットの掘り起こし

のほか、商業地の中心である市街地においては、空間を利活用したビジネスや交

流拠点の創出などによる活性化に努めます。 

 

(3) 働きやすい職場づくり 

各事業所は、従業員の福利厚生の充実など、働きやすい職場づくりに努めます。 
 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 事業所の体力づくりへの支援指導 

商工会等と連携し、町内事業所の設備の近代化や情報化対策、環境対策、人的

育成などへの指導に努めます。 

 

(2) 多様なビジネス展開の促進 

商工会等と連携し、研修会の充実や異業種交流の拡大などを進め、起業や新し

いビジネスモデルの発掘など多様なビジネス展開を支援していきます。 

また、農林産物や加工品の製造、販売等地域資源を活かした産業創出の可能性

について商工会、ＪＡ今金町、観光協会等の関係機関と連携し、情報収集や研究

などの取り組みを進めます。 

 

(3) 勤労者の就労環境の向上 

町内事業所における就労状況の把握に努め、関係機関と協力しながら、適正な

就労条件の確保や、就労環境の向上を働きかけます。 
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19%

47%

全国は調査項目なし

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移住者が定住するための仕事がない

医療機関（施設）が少ない

買い物、娯楽などの生活施設が少ない

移住者を受け入れるサポート
体制が整備されていない

地域内での移動のための交通手段が不便

居住するための空き家や宅地が少ない

地域住民が移住者の受け入れに消極的

近所に干渉されプライバシー
が保てないと移住者が思う

外部からの移住で地域の調和が崩れる

今金町

全国

基本計画15 観光・交流・定住 

 
 

【現状と課題】 

◆ 清流や農産物など、今金町の持つ「日本一」の看板を観光要素のひとつと

して、どう活かしていくことができるかなど、観光の在り方を検討していくこ

とが必要です。 

◆ 交通網が発達し、ビジネス客、アウトドアを目的とする人々等の町外から

の来訪が増えている中で、地域資源を活かした観光を振興し、地域経済の活性

化や今金町のイメージアップにつなげていくことが求められます。 

◆ 四季を通じたイベントや物産展などを通じた内外との交流は、今金町の財

産となっています。今後もこうしたつながりを大切にするとともに、出身者・

有縁者によるさらなる交流の拡大を図っていくことが求められます。 

◆ 定住促進については、今金町には、製造業などの雇用の受け皿が不足して

いるため、進学や就職で転出した出身者のＵターンは少なく、このことが人口

減少の要因のひとつとなっています。定住のためには、Ｕターン者の雇用の受

け皿づくりが必要です。また、Ｉターン定住にむけた組織的な活動の展開を検

討していくことが求められます。 

 

 

移住希望者が定住する場合の問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月）、内閣府「都市と農

山漁村の共生・対流に関する世論調査（平成17年11月） 
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【めざす姿】 

地域資源の活用と地域情報の発信を図り、来訪者や定住者の増加につながる

まちづくりを進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 町民主体のイベント・交流事業の推進 

観光客と町民が、ともに楽しめるイベントや体験型の交流事業などを積極的に

提案し、実行します。 

 

(2) ホスピタリティの充実 

民間の飲食・物販施設や宿泊施設などでは、地元産にこだわった品質の高い食

材の提供や接客マナーの向上に努めるとともに、安心・快適に利用できる施設づ

くりに努めます。 
 
※ホスピタリティ：お互いを思いやり手厚くもてなすこと。顧客・利用者の立場に立ったサービスによって付加価値

を高め満足度を高めようとするサービス提供の考え方のひとつ。 

 

(3) 農業を通じた交流・定住の促進 

農業体験や就農実習を積極的に受け入れ、今金の農業の魅力や農村景観等によ

る安らぎや癒しを伝え、定住につながるよう努めます。 
 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 情報発信機能の強化 

出身者や有縁者とのネットワークにより今金町のＰＲ強化などを進めるほか、

インターネットのほか口コミも含めた多様なメデイアやサイン看板などを活用し

た情報発信に努めます。 

 

(2) 観光・交流・定住に関するコーディネート機能等の整備 

観光協会や商工会、ＪＡ今金町など関係団体とともに、今金町が一丸となって、

観光・交流・定住に関するコーディネートを行い、体験型プログラムの提供や移

住ツアー・おためし暮らし、農業体験・就農実習などの受け入れに向けた実施体

制の整備を検討します。 
 
 

(3) 地域資源を活かした観光・交流の推進 

美利河地区においては、クアプラザピリカ・奥美利河温泉山の家などを核とし、

自然と共生した癒しや体験型観光の提供に努めます。 

また、品質の高い地元産食材、町内にある歴史･文化財や自然などにまつわる

※



 46

エピソードや、「日本一」をキーワードとして活用し、来訪者の好奇心や探究心

を満たす新たな観光資源の発掘に努めるほか、スポーツ施設や集会施設を活用し

たスポーツ合宿・研修旅行等の誘致に努めます。 

 

(4) 定住のための宅地・住宅の確保 

町内に家がないＩターン希望者が定住するためには、宅地・住宅・雇用の確保

が必要です。こうしたニーズに対し、空き地・空き家情報の提供を積極的に行う

とともに、Ｉターン希望者へ宅地・住宅を供給できるしくみづくりを研究します。 
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合計

日常的にインターネットを使用している 日常的にインターネットを使用していない 無回答

38%

9%

9%

5%

5%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ホームページを閲覧できる速度が遅い

セキュリティ面が心配

機械のことを教えてくれる人が身近
におらず、利用できずに困っている

機械にトラブルがあった時に、業者への
問い合わせや修理ができず、困っている

容量の大きい電子メールが受け取れない

迷惑メールで困っている

基本計画16 情報通信  
 

 

【現状と課題】 

◆ 近年、携帯電話やインターネットなどの情報通信技術の発展が著しく、私

たちの暮らしもより便利になっています。 

◆ 町行政においても、庁内ＬＡＮの整備や、「総合行政ネットワーク（ＬＧ

ＷＡＮ）」への接続、地図情報システムの導入（平成13年度に農業委員会、

平成19年度に税務住民課）などを進め、サービス水準の向上や業務の効率化

につなげてきました。 

※ＬＧＷＡＮ（エルジーワン）：中央官庁と地方自治体を結ぶ通信ネットワーク 

〔参考〕パソコンでインターネットを利用している人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕パソコンでインターネットを利用する人が悩んでいること 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：今金町まちづくりアンケート（平成22年１月） 

※
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◆ 町民のパソコンでのインターネット利用率は、20～40代で５割前後、50

代で３割、60代で１割となっており、年齢によって差がみられます。また、

利用に際し、通信容量やセキュリティに関する課題もあげられています。今後、

町民の高齢化が一層進むことを受けて、情報通信に関する格差を解消する施策

を推進するとともに、個人情報保護を徹底していくことが求められます。 

◆ 日々進化する多様な情報媒体を有効に活用できる人材の育成、また生涯学

習の面からも、関係機関等との協力のもと、継続的な情報の取得に関する学習

機会を設けるなど、支援が求められます。 

 

【めざす姿】 

誰もが自分に必要な情報を入手・活用し、豊かな生活の実現や活力ある産業

の振興につながるまちづくりを進めます。 

 
【町民の取り組み】 

 

(1) 積極的な情報発信 

インターネットの活用などにより積極的に地域情報を発信し、今金町のイメー

ジアップと地域産業の活性化につなげます。 

 

(2) 産業情報化の推進 

事業所内の情報化や、業界間・異業種間での情報の共有化、ネットワーク化を

進め、技術力の向上やコストダウン、市場開拓、新規事業分野への展開などを図

ります。 

 

(3) 個人情報の保護 

業務上得られる個人情報等の秘密の漏洩など悪用を防止します。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) ホームページ活用による行政情報の発信 

インターネットの優位性を活かし、ホームページを積極的に活用したりタイム

リーな行政情報を提供するほか、関連情報については外部との積極的なリンクに

よって広く地域情報の発信やＰＲに努めます。 

 

(2) 町民の情報化の促進 

高度情報通信基盤の普及や難視聴対策を働きかけるとともに、各種支援制度を

活用しながら、町民や事業所の情報化を応援していきます。また、情報バリアフ

リーや、プライバシーの保護、情報犯罪の防止などの取り組みを強化します。 
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(3) 行政内部の情報化の推進 

職員の情報機器に関する知識・技術の習得を進めるとともに、行政事務の更な

る電子化、ネットワーク化を進めます。また、個人情報保護条例に基づき、個人

情報保護を徹底します。 

 

(4) 情報化に関する調査・研究の推進 

衛星通信技術は、地理的な不利性が少なく、また、今後急速な技術革新が予想

されることから、将来の 新技術の活用に向けた情報収集に努めます。 
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基本計画17 交通  
 

 

【現状と課題】 

◆ 道路網については、近年、道央自動車道が落部まで開通するとともに、国

道230号の国縫・住吉間の高規格化も進められ、広域幹線道路網は大幅に充

実しました。また、町道においても計画的に整備が進められてきました。自動

車交通の発展は、今金町の産業や生活水準の向上に欠かせないことから、今後

も、国・道と連携しながら、計画的な整備を進めるとともに、除雪などの冬道

対策を一層充実していく必要があります。また、花や緑と調和した道路景観づ

くりや、人にやさしい道づくりなど、道路環境の質的な向上を図ることも必要

です。 

◆ 交通量の増大、高齢化の進展などにより交通安全対策の重要性は日々高ま

ってきており、地域ぐるみでの交通安全対策は、たいへん重要です。 

◆ 公共交通については、路線バス、季節運行の高速バスがあります。人口減

少やマイカーの普及などにより、乗車率は厳しい状況が続いています。しかし、

町民の足としての公共交通の存在は重要であり、地域生活の基盤のひとつとし

てその維持のためにも、近隣町との連携による対策が求められます。 

◆ また、公共交通を補完する患者輸送バス、スクールバスを運行しており、

通院・通学などの重要な交通手段として維持・確保を図りつつ、公共交通との

共生という点を含めて、効率化においても検討が必要です。 

◆ 今後、開業が予定されている北海道新幹線によって、今金町は道央圏、関

東圏への移動時間が大幅に短縮されることが見込まれ、北海道新幹線を利用し

た活性化効果が期待されています。 

 

【めざす姿】 

冬道対策など道路環境の向上と公共交通の維持・確保を図り、生活基盤とし

て確立した交通体系の整備を図ります。 

 
 

【町民の取り組み】 
 

(1) みんなの道づくり 

沿道への花植えや緑化、清掃など、美しい道づくりに積極的に協力するととも

に、道路整備の計画づくりの場に積極的に参画します。 
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(2) 交通安全に関する学習の推進と安全運転の推進 

交通安全教室などに積極的に参加し、知識・技術の習得に努めるとともに、交

通ルールを遵守し、法定速度を守り、自転車の無灯火運転を避けるなど、安全運

転に努めます。 

 

(3) 公共交通の積極的な利用 

身近な交通手段として地域を支える生活交通路線の維持確保のため、積極的な

利用に努めます。 
 
 

【行政の取り組み】 
 

(1) 道路環境の向上 

国道・道道については、今金橋の架け替えなど、改良等を継続的に要望してい

きます。 

町道については、生活環境の改善や産業の振興に結びつく路線を中心に、舗装

率の向上に努めるほか、橋梁の長寿命化を推進します。 

また、除雪など、冬の安全対策を図るとともに、沿道景観づくりに努めます。 

 

(2) 交通安全対策の推進 

警察や関係団体、家庭、学校、地域等と緊密な協力体制を築き、年代に応じて

交通安全教室を開催するなど効果的な啓発活動に努めるとともに、交通安全施設

の整備・充実に継続的に取り組みます。 

 

(3) 公共交通の維持・確保 

町内や近隣市町村へのアクセス手段として、バス路線を維持・確保します。ま

た、町民の高齢化等に対応した地域の交通のあり方について、必要な検討とその

対策を進めます。 

 




