
令和2年度施政方針
　令和2年第１回美浜町議会定例会で町長が示した
「令和2年度施政方針」の概要を紹介します。
　新年度における主要事業について、総合計画に定
めた６本の柱は下表のとおりです。
●問合先　総務課　内線２１３

　昨年再び町長としての任を頂き、大きなテーマであ
りました奥田駅前運動公園につきまして、１月の住民
説明会にて御説明させていただきました様に、すでに
国、県より頂いている補助金等６億円余が現状の町財
政で対応する事が出来ず、事業を進める事とさせてい
ただきました。町民の皆様に心よりお詫びを申し上げ
ます。
　今後の進め方につきましては、町の活性化が達成で
きる様に充分審議を尽くして進めてまいります。また、
この事業にあたっての大きな不安材料である山王川の
河川改修につきましては、愛知県へ早期改修を要望し
てまいります。併せて、総合公園の拡張事業につきま
しても、一部修正を検討し整備を進めてまいります。

　今後の町づくりにつきましては、世界的なテーマと
して進められている、地球環境を守る「持続可能な開
発目標」SDGsに共通する「自然との共生＋(プラス)
心」の町づくりをめざします。美浜町の特性を活かし
た産業の活性化、保育所・小中学校の再編による質の
高い教育環境づくり、美しい自然環境の中で農業と福
祉と連携する「農福連携」のモデル地域の推進を図り、
退職後の生き甲斐の場として楽しんで健康長寿日本一
の町となる事をめざします。町民の皆様の御理解・御
協力を心よりお願い申し上げます。

１ 自然を活かし、快適に住み続けられるまちづくり

２ 安心・安全な暮らしができるまちづくり

事業内容課名事業名 事業費

３ 産業経済に活力のあるまちづくり

町道森越・石坂平井線、町道奥田・河和線、矢梨地区町道
南部小学校線、布土地区町道2081号線、道路改良事業
空き家バンク制度の活用、特定空家の除却及び新築
住宅への建替え等の促進

合併処理浄化槽普及のための補助

陸上競技場を中心とした運動公園整備

総合公園拡張(一部未買収の用地買収と造成工事)

町内の木造住宅の無料耐震診断及び耐震改修補助の継続

経年劣化した防犯灯のLEDへの更新

恵まれた地域資源をフルに活用した魅力あふれる「美浜の里」
の推進

上野間漁港・河和漁港における長寿命化計画の策定

町内で起業し、会社を設立する者に対する費用補助

子育て世帯を対象としたパスポート交付事業、知多
半島感謝デーの開催

建設課

都市整備課

環境課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

防災課

産業課

建設課

産業課

産業課

８,３00万円

448万円

4,745万円

9,700万円

9,329万円

624万円

264万円

63万円

1,200万円

3０万円

100万円

道路改良整備事業

空家等対策事業

合併処理浄化槽普及促進整備
事業

運動公園整備事業

総合公園拡張事業

建築物耐震改修促進事業

防犯灯のＬＥＤ化推進

美浜の里推進事業

漁港整備・機能保全事業

起業・法人設立支援補助金

南知多ビーチランド活性化協議会
負担金
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４ 支え合いに満ちた、人にやさしいまちづくり

5  人が学び合い、育ちあうまちづくり

事業内容課名事業名 事業費

６ 参画と協働によるまちづくり

令和元年度からの繰越事業

がん検診や精密検査の結果の一元管理、予防接種履
歴の情報連携
70歳以上で運転免許所を有しない高齢者を対象に、
タクシー料金の一部を助成
認知症高齢者の行方不明時にスムーズな発見活動を
行うための事業

高齢者福祉計画と介護保険事業計画の策定

子ども・子育て支援法による施設等利用給付費の支給

放課後児童クラブの運営とクラブタクシー配車サー
ビス事業の継続
保健センター内における病後児の受け入れ（令和2
年10月より）
保健センター内におけるワンストップ拠点（子育て
世代包括支援センター）の開設

おむつ等育児用品の費用と任意予防接種費用の助成

スマートフォンへの子育て支援情報配信

障害福祉サービスや児童福祉法に基づくサービスの
方策を示す。

図書館運営の民間事業者への委託

小学校全学年での英語教育の充実

新たな小中一貫校建設に向けた基本構想の策定

本町とホストタウン交流相手国（シンガポール共和
国）との相互交流の推進
海外から青年1名を国際交流員として招致し、国際
交流の進展を図る。
中学生によるシンガポール・ニーアン中学校との学
校交流とホームステイ体験

PR動画やSNS、フリーペーパー「みはまデイズ」に
よる情報発信、移住支援イベント等

町民自らが企画提案した事業を公募し、補助金を交付

「みはまのあかり」をテーマにしたイルミネーション
事業

健康・子育て課

福祉課

福祉課

福祉課

健康・子育て課

健康・子育て課

健康・子育て課

健康・子育て課

健康・子育て課

健康・子育て課

福祉課

生涯学習課

学校教育課

学校教育課

企画課

企画課

学校教育課

企画課

企画課

企画課

291万円

207万円

37万円

250万円

382万円

２,343万円

114万円

400万円

240万円

40万円

400万円

7,099万円

738万円

200万円

190万円

241万円

317万円

125万円

150万円

100万円

健康管理システム管理事業

高齢者タクシー助成券の配付

迷い人捜索支援事業

高齢者福祉計画・第８期介護保
険事業計画策定委託料

施設等利用給付費の支給

放課後児童クラブの運営

病後児保育運営事業

子育て世代包括支援センター事業

子育て世帯応援事業

子育て支援情報配信事業

第6期障害福祉計画・第2期障害
児福祉計画策定委託料

図書館指定管理委託事業

小学校英語教育の充実

新学校建設基本構想策定業務

東京2020オリンピック・パラリ
ンピック・ホストタウン事業
国際交流員受入事業
（JETプログラム）
フレンドシップ草の根国際交流
ホームステイ事業

シティプロモーションプロジェクト

まちづくりエンジョイぷらん交付金

みはまイルミネーション事業

運動公園整備事業と総合公園拡張事業の造成工事

奥田小学校体育館天井等落下防止対策事業の実施

国のGIGAスクール構想（教育におけるICT環境の
整備構想）の実現に向けた整備

都市整備課

学校教育課

学校教育課

4億327万円

4,953万円

9,039万円

都市公園整備事業

奥田小学校体育館天井等落下防
止対策事業
小中学校校内通信ネットワーク
整備事業
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