
- １ - 

 

 

 

平 成 3 1 年 度 

 

 

 

 

村 政 執 行 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留 寿 都 村 



- ２ - 

１ はじめに                 － ３ － 

２ 村政運営に当たっての基本的な考え方   － ４ － 

３ 分野別重点施策             － ７ － 

(１)  自主・自立の村づくり        － ８ － 

  ○ 関係人口の創出及び交流人口の拡大等、 

地方創生の推進 

  ○ 人材育成と地域社会との連携 

 (２) 元気な産業の村づくり        － 10 － 

  ○ 農業・農村の活性化 

  ○ 農林業の振興 

  ○ 商工・観光の振興    

(３) 住みよい環境の村づくり       － 14 － 

  ○ 定住対策の推進 

  ○ 生活環境の整備 

  ○ 生活の安心・安全の確保 

(４) 心あたたまる福祉の村づくり     － 20 － 

  ○ 社会福祉・地域福祉の推進 

  ○ 高齢者福祉の充実 

  ○ 子育て支援・児童福祉の充実 

  ○ 保健・医療の充実 

(５) 生涯学習の村づくり         － 26 － 

４ むすびに                － 28 － 



- ３ - 

１ はじめに 

 

平成31年第１回留寿都村議会定例会の開会に当たり、村政

執行の基本的な考え方を申し上げ、村議会議員並びに村民の

皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 国内外を見ますと、政治的には、これまでの北朝鮮からの

弾道ミサイルの発射といった直接的な脅威はなくなりました

が、日本を取り巻く安全保障環境は依然として厳しい状況と

なっております。 

一方、経済面では、昨年の12月に21世紀型ルールと称され

る環太平洋連携協定（TPP）が発効されたほか、今年２月に

は欧州連合（EU）との経済連携協定（EPA）も発効され、   

加盟する国々での関税の撤廃など、新たな枠組みによる自由

貿易が展開されることになりました。 

このことにより、農業への影響が懸念されるところで  

あり、国によるしっかりとした対応が求められます。 

また、国内的には今年10月に８パーセントから10パーセント

へと消費税の引上げが予定されており、景気への影響が心配

されているところです。 

さて、道内に目を向けますと、昨年は大型で強い台風が 

各地で被害をもたらしながら日本を縦断し、相次いで北海道

に接近したほか、大地震が胆振東部で発生し、これに端を  
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発した長時間に及ぶ大規模停電（ブラックアウト）に見舞わ

れました。災害によって多くの尊い人命が失われましたが、  

改めて亡くなられた方々には衷心よりご冥福をお祈り申し 

上げますとともに、被災された方々には、心からお見舞い  

申し上げます。 

このような自然災害等に備えて、今年度は、非常用資機材

の整備充実や防災資機材の計画的な更新に努めるほか、関係

機関との連携を密に、迅速で的確な対応を図るなど、危機  

管理体制の一層の強化に努めます。 

また、交通事故死ゼロの日５千日の達成に向け、気を引き

締めて、村民一丸となって取り組んで参りたいと考えており

ます。 

今年度も、農業と観光の基幹産業を中心に商工業等も含め

た力強い産業の持続的発展と、安心・安全な地域づくりにま

い進したいと考えております。 

 

２ 村政運営に当たっての基本的な考え方 

 

ここで、「村政運営に当たっての基本的な考え方」につい

て申し上げます。 

安倍首相は施政方針演説で、わが国の持続的な成長に  

とって最大の課題は少子高齢化であると位置付け、希望  
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出生率1.8の実現を目指すこと、働き方改革を全力で推し 

進めること、全ての人に活躍の機会をつくることによって、

少子高齢化も必ず克服できるとし、一億総活躍社会を創り 

上げていくことや、広く安心を支えていく全世代型社会保障

への転換を成し遂げなければならないとしているほか、環 

太平洋連携協定（TPP）や欧州連合（EU）との経済連携協定

（EPA）は、海外展開の大きなチャンスであるとする一方で、

農家の経営安定化に万全を期すことなども申し述べられて 

おります。 

また、内閣が閣議決定した『平成31年度予算編成の基本 

方針』の基本的な考え方においても、経済の好循環を更に  

加速させるとともに、「経済再生なくして財政健全化なし」

を基本とし、600兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の

実現を目指すとしており、『経済財政運営と改革の基本方針

2018』に基づき、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり

革命」と「生産性革命」に最優先に取り組むことや、介護   

離職率ゼロの実現を目指すとともに、生涯現役社会の実現に

向け、高齢者雇用促進のための改革等を実現し、全世代型  

社会保障制度への取組を進め、少子高齢化という最大の壁に

立ち向かっていくとしております。 

さらに、地方創生、国土強靭化、女性の活躍、障がいや  

難病のある方の活躍、働き方改革、外国人材の受入れなどの
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施策の推進により、経済の好循環をより確かなものとし、  

一億総活躍社会の実現を目指すとしております。 

私は、こうした国の動向等を見極めながら村政を進めて 

参りたいと考えております。 

村政は村民のためにあり、村民の福祉の増進を図ることを

基本として、施策の中心を地方創生に据え、引き続き、人口

対策を最重要課題に位置付け、５年目を迎える『留寿都村  

総合戦略』の施策推進を最優先に取り組む考えであります。 

昨年度は「子ども・子育て支援の元年」として、若者や  

子育て世代の負担軽減のための諸政策を進めてきたところで

あり、今年度は、その更なる充実について検討して参りたい

と考えております。 

本村は今年度、10か年計画である『第５次留寿都村総合 

計画』の９年目となり、次期計画の策定時期に差し掛かって

おります。時代の大きな転換期となっている本村においては、

長期展望のもと持続的発展のため、「施策の見える化」を  

基本に、今年度は施設設備の更新も含め、広い施策を視野に

入れた概ね向こう20年を見据えた長期的な視点から検討し、

基本構想素案としてまとめ、翌年度にはこれをベースにした

10か年計画となる『第６次留寿都村総合計画』を策定したい

と考えております。 

また、本村が誘致活動を進めている世界一安心・安全な 
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統合型リゾート（IR）については、現在、北海道において、

空港への近接性や経済波及効果等の視点から候補地の一本化

を進めており、苫小牧市優位の報道がなされているところ 

ですが、引き続き、申請主体となる北海道の動向を注視して

参りたいと考えております。 

さらに、地方公共団体として、自主性・自立性を発揮で  

きる住民主体のまちづくりのため、住民と行政が協働で各種

施策を推進していくこととし、また、元手となる自主財源の

拡充など、財政基盤の強化を図るための財源確保が必要  

不可欠でありますことから、引き続き、国や道の有利な制度

の活用はもとより、「ふるさと納税」等の持続的で安定的な

収入につながる取組を積極的に推進し、保健・医療・福祉の

充実、子ども・子育て支援、住環境や教育環境の整備、環境

保全、農業、観光、商工業といった地場産業の振興対策など、

未来に向けた新たな課題に積極果敢に挑戦し、村民の皆様が

未来に希望を持って、安心・安全に暮らすことのできる地域

づくりに全力を傾注して参ります。 

 

３ 分野別重点施策 

 

次に、平成31年度の村政運営の「分野別重点施策」に   

ついて申し上げます。 
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(１) 自主・自立の村づくり 

 

  ○ 関係人口の創出及び交流人口の拡大等、地方創生の

推進 

 

最初に、「自主・自立の村づくり」であります。 

 まず、「関係人口の創出及び交流人口の拡大等、地方創生

の推進」について申し上げます。 

 人口減少社会が到来し、今後、人口減少幅の拡大とその  

加速化のもとで、「定住人口の増加」を前提とした地域   

づくりはますます困難なことから、本村の先進的な農業と 

国際的な観光リゾートなど、豊かな地域資源を活用した地域

の魅力づくりに努め、これまでと同様に「交流人口」の拡大

や、新たな視点として近年着目されている、移住した「定住

人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や

地域の人々と多様に係わる人である「関係人口」の創出を図

ることが重要と考えます。 

本村においては、政府が進める地方創生に向けた『まち・

ひと・しごと創生総合戦略』を受け、平成27年度を初年度と

する５か年計画の『留寿都村総合戦略』の策定から今年度は

５年目となります。これまで、本計画に基づく各種施策の  

推進により、人口減少の加速化に歯止めをかけることが  
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できましたが、今後ともその積極的な取組により「雇用の場

を創り・交流の流れを促し・生活環境の向上」を図って参り

たいと考えております。 

平成26年度から本格的に取り組んだ「ふるさと納税」の 

平成30年度の寄附額は、国の方針に沿って、返礼品を寄附額

の３割以内としたことの反動もあり、今年２月現在で、前年

度実績の半分程度の約１億円と推移しております。 

「ふるさと納税」は、財政基盤の弱い本村において貴重な

財源であり、返礼品等の諸経費を除いた残額は「留寿都村  

ふるさと応援基金」に積み立て、子ども・子育て支援や   

高齢者の福祉事業等のまちづくりに活用することとしており

ますが、今後とも本村の魅力が全国に最大限ＰＲされ、地域

経済の活性化及び自主財源の確保による地域の活力の向上に

つながるよう内容の充実を図って参ります。 

 

  ○ 人材育成と地域社会との連携 

 

 次に、「人材育成と地域社会との連携」について申し上げ

ます。 

 本村職員が時代の流れや高度化・多様化する行政ニーズに

的確に対応し、村民の皆様からの高い信頼が得られるよう、

政策立案能力の開発やマナーの確立を含め資質の向上を図る
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ため、引き続き、継続的・計画的な職員研修を実施します。 

また、各地区などからの要望事項は、政策への反映等その

処理経過について、広報誌や村政懇談会の機会等での周知の

ほか、地域要望のみならず団体等からのご要望なども広く拝

聴するため、随時「村長出前懇談会」を実施するなど、積極

的な広報広聴に努めます。 

 

(２) 元気な産業の村づくり 

 

  ○ 農業・農村の活性化 

 

 第２は、「元気な産業の村づくり」であります。 

最初に、「農業・農村の活性化」について申し上げます。 

農業・農村を取り巻く環境は、環太平洋連携協定（TPP）

や、欧州連合（EU）との経済連携協定（EPA）の発効により、

これに伴う関税の撤廃といった自由貿易の加速化など、大変

厳しい状況になることが予想されますが、本村は、秀峰羊蹄

山や洞爺湖に隣接し、道内屈指の先進的農業と国際的な観光

リゾートを擁する豊かな地域資源に恵まれているほか、大 

消費都市の札幌市をはじめ、新千歳空港や北海道新幹線の 

予定駅にも近いなど、道内の他地域に比べて地理的にも優位

な条件にあります。 
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また、本村は国際的なリゾート地として国内外から多くの

観光客が訪れる環境にあることから、農業と観光の一層の 

連携強化による地域経済・産業の振興に努めます。 

本村における経済・産業の振興の一翼を担っている「一般

社団法人留寿都村ふるさと振興公社」は、「留寿都村農林  

水産物直売所」及び「留寿都村地域資源交流センター」の  

指定管理者となって３年目を迎えますが、引き続き、村とし

て同公社との連携を深め、留寿都村農林水産物直売所の販売

拡大が図られるよう努めるとともに、「地域おこし協力隊」

隊員との協働による留寿都村特産品のＰＲの促進など、活力

と賑わいのある村づくりを進めます。 

 

  ○ 農林業の振興 

 

 次に、「農林業の振興」について申し上げます。 

 本村農業の高い生産性は、農業者の生産技術と関係機関が

永年実践してきた「土づくり」の賜物であり、今後とも「土

づくり」を農業施策の基本に据え取り組んで参ります。 

 具体的には、緑肥作物の導入及び堆肥の購入に対する助成

事業をはじめ、「土壌病害対策事業」を継続するとともに、

高収益作物として期待され、３年前に作付けが拡大された 

人参について、共同利用する収穫機の整備等への支援を継続
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します。 

 また、安心・安全な農産物の消費者ニーズに応えるため、

馬鈴薯
しょ

、野菜類など、特産物の振興対策の継続のほか、農業

者が主体となって農産物を広く宣伝する事業への支援を継続

するとともに、自然災害への対応等、農地の保全や崩落箇所

を整備する「農地等災害防止対策事業」を継続するほか、国・

道の採択基準に満たない「小規模土地改良事業」の継続など

により、生産基盤の安定を図ります。 

 さらに、雇用の場の確保の上からも有益と考え支援してい

る、ようてい農業協同組合の「大根集出荷選別施設」が今年

度から稼働することになりますが、大根は、本村の基幹産業

である農業の中枢を占め、消費者から好評を得たブランド化

している主要作物となっており、更なる生産性の向上となる

ことを期待しているところです。 

 そのほか、増加傾向にある有害鳥獣による農業被害に対応

するため、村、農業関係者、猟友会及び地域おこし協力隊  

隊員との連携を密にした機動的な駆除体制の構築を図ると 

ともに、農業者の自主的な防止対策への支援を強化するなど、

引き続き、農業被害の防止体制の充実に努めます。 

 畜産については、村営牧場の管理を「留寿都村ふるさと  

振興公社」に委託し、適正な放牧管理に努めるとともに、  

畜産組合等の関係者と今後の村営牧場の運営体制について 
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協議を進めます。 

また、国の畜産クラスター事業としてスタートした養豚 

事業等の安定的な運営や今後の事業展開による雇用の創出 

などに期待するとともに、本村で生産される畜肉等の売込み

やブランド化への取組を支援するほか、家畜の疾病予防対策

や酪農ヘルパーの活用に対する助成を継続します。 

 豊かな森林資源は、環境保全の公益機能を持つことから、

『留寿都村森林整備計画』に基づく適正な管理と資源の有効

活用を基本に、植林事業に対する助成の継続など、林業の  

振興に努めます。 

 

  ○ 商工・観光の振興 

 

 次に、「商工・観光の振興」について申し上げます。 

 昨年の本村の観光は、北海道胆振東部地震により、一時は

観光入込客の減少等の影響を受けましたが、その後盛り返し、

更にオーストリアで開催の「ワールド・スキー・アワード

2018」で、日本のベストスキー・リゾート部門でルスツリゾ

ートが、日本のベストスキー・ホテル部門でウエスティンル

スツリゾートがそれぞれ２年連続の最優秀賞に輝くなど、 

冬季スキーシーズン等における本村へのインバウンドの一層

の増加が期待されるところです。 
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本村には、四季を通じて国内外から多くの観光客が訪れる

国際的なリゾートエリアが形成され、地域経済に大きな役割

を果たしており、観光客数もインバウンドを中心に増加して

いることから、観光客の満足度を高めるため、道の駅等周辺

施設について、観光施設の快適な利用を図るための環境改善

に取り組んで参ります。 

 また、様々な観光ＰＲ・市町村ＰＲなどの機会を捉え、  

留寿都村を売り込むほか、関係人口の創出に努めるとともに、

交流人口の拡大につながるイベント誘致にも積極的に取り 

組んで参ります。 

 さらに、一定の事業の用に供する事業用資産の新設又は 

増設を行った事業者に対して、固定資産税の課税免除措置等

を行い、村内事業者の育成に努めます。 

また、留寿都商工会が実施している「留寿都村プレミアム

付商品券発行事業」について、村内での消費喚起を促す観点

から、事業を拡充し助成して参ります。 

 

(３) 住みよい環境の村づくり 

 

  ○ 定住対策の推進 

 

第３は、「住みよい環境の村づくり」であります。 
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 最初に、「定住対策の推進」について申し上げます。 

 住宅政策は、定住の基本であり、各分野と連携した住環境

づくりが重要であるため、これまで、『住生活基本計画及び

公営住宅等長寿命化計画』に基づき、村営住宅の需要に対応

した計画的な建替えや改修のほか、家族を持つ世代の住宅 

ニーズに応えるための「民間賃貸共同住宅建設促進事業」に

より、その充実を図ってきたところでありますが、今年度は

同計画に基づく村営住宅建替工事に取り組むことといたしま

す。 

 また、就労する従業員等の居住環境を整備する支援策と 

して、引き続き「社宅建設促進事業」に取り組んで参ります。 

 さらに、移住・定住政策については、村内への移住希望者

の情報手段として、村のホームページに開設している「空き

家バンク」が有効に活用されるよう努めるとともに、「北海

道移住促進協議会」を通じ、関係町村との活発な交流や情報

収集に努めます。 

 

  ○ 生活環境の整備 

 

次に、「生活環境の整備」について申し上げます。 

 本村は特別豪雪地帯であり、冬の除排雪は優先課題である

ことから、村道及び生活道路の除排雪の徹底を図るとともに、
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国道及び道道の除排雪の実施等について、随時、国及び道に

対して、迅速な対応を要請します。 

 また、市街地の国道沿線における積雪状況から、住民生活

や交通安全上の危険度を勘案し、留寿都商工会と連携し、村

独自の排雪対策の強化に努めます。 

 身近な生活を支える道路については、昨年度に引き続き、

「村道泉川旭野線舗装補修工事」を進めるなど、村道等の  

適正な維持管理に努めるとともに、後志管内20市町村で構成

する「後志総合開発期成会」及び「ようてい・西胆振広域   

連携会議」などを通じて、三ノ原地区から洞爺湖町大原地区

までを直線化する線形改良の要請活動を行うほか、国道や 

道道の除排雪はもとより、沿道の草刈りや交通安全対策など

の充実についても強く要請して参ります。 

 さらに、橋梁については、『長寿命化修繕計画』に基づき、

「村道留寿都笠谷線緑親橋床版補修工事」及び「村道登開拓

２号線糸川橋主桁補修工事」を実施するとともに、「村道  

登尻別線尻別橋主桁補修工事実施設計」を行うこととし、  

より長期間の使用を可能とするため、引き続き、計画的な  

改修を進めます。 

 簡易水道は、重要なライフラインとして、泉川膜ろ過関連

施設の整備により、将来に向けて安全で安定した簡易水道の

供給体制を確立したところでありますが、今年度から水道 
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管理の一部について民間委託を進めることとし、良質な水源

の保全・確保と施設の適正な維持管理に努めるほか、健全な

事業運営を図って参ります。 

 公共下水道については、本事業の供用開始から15年以上 

経過しており、持続可能な事業の実現を目的に、昨年度から

２か年計画で進めている下水道施設の計画的かつ効率的な 

管理を図るための『ストックマネジメント計画』を策定し、

整備台帳情報を管理するほか、水洗化を促進するため、農業

集落排水施設も含めて未利用者に対する啓発を行い、水洗化

率の向上に努めます。 

 ごみ処理については、循環型社会の確立や一般廃棄物最終

処分場の延命を図るため、関係町村との広域的な連携のもと

で、一層の減量化に努めることを基本とします。 

 可燃ごみについては、固形化燃料方式による処理に移行し

てから４年が経過し、住民に定着してきましたが、引き続き、

関係町村と連携して、円滑な運営が図られるよう努めて参り

ます。 

 生ごみの処理は、「喜茂別町生ごみ堆肥化施設」に処理を

委託しており、喜茂別町との連携のもとで、住民生活に支障

が生じないよう、適切な対応に努めます。 

 本村の公園やパークゴルフ場は、健康増進、憩い、交流の

場として多くの人々に利用されており、今後も機能の維持を
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図るとともに、適正な管理に努めます。 

また、老朽化した街路灯支柱等の計画的な更新とＬＥＤ化

を引き続き進めるとともに、環境美化を推進するため、国道  

沿いの花壇整備が継続的に実施されており、引き続き、住民

参加を基本として、緑化、花植え等に対する活動の支援に  

努め、本村の美しい景観づくりを進めます。 

 

  ○ 生活の安心・安全の確保 

 

 次に、「生活の安心・安全の確保」について申し上げます。 

 昨年は、北海道胆振東部地震とこれに伴う大規模停電  

（ブラックアウト）に見舞われ、住民生活はもちろん、物流、

観光など多方面に大きな被害をもたらしました。 

このような自然災害や自然災害によって引き起こされる

停電等に備えて、保有する発電機の効果的な配置等を含め、

非常用発電機の整備を進めるとともに、公衆トイレ等の既存

施設改修による停電時の対策及び発電機を稼働させるための

燃料の供給体制の確立や暖房器具など防災資機材の計画的な

更新に努めるほか、札幌管区気象台等、関係機関との連携を 

密にした迅速で的確な対応を図るなど、今後とも危機管理 

体制の強化に努めます。 

また、防災情報や行政情報を周知する防災広報無線の有効



- １９ - 

な活用と併せて、外出時などでも放送内容を把握できる  

「ルスツコミュニティメール」の一層の普及促進に努め、  

情報提供体制の充実を図ります。 

消防については、羊蹄山ろく消防組合本部との連携のもと

で、消防業務の効率化に努めるとともに、本村では過去２年

間、雪解け時の春先に火災の発生が相次ぎ、近くに河川が  

なく、水槽等の水源までの距離が遠かったことなどから、  

迅速な消火活動に支障を来すケースが見受けられ、この克服

が急務となっておりました。そこで、今年度は、懸案であり

ました老朽化した大型水槽車両を更新することとし、この 

ことにより、消火活動の機動力が高まり、消火体制が格段に

強化されるものと考えておりますが、今後とも消防関係者と

連携を密にし、消防施設・設備の充実など、一層の消防力の

強化を図って参りたいと考えております。 

 交通安全については、道内屈指の交通量の多い国道230号

が村内を通過する環境のもとで、平成31年２月27日には交通

事故死ゼロの日４千５百日を達成したところであり、新たに

５千日達成を目標に据え、引き続き、関係機関と連携して  

啓発活動に取り組み、交通事故の防止に努めます。 

 防犯対策については、悪質巧妙化する犯罪被害に遭わない

よう、関係団体と連携した啓発活動に努めます。 

 消費者行政については、消費者行政活性化基金を活用し、
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本村を含め７町村で整備した「ようてい地域消費生活相談 

窓口」を維持し、消費者被害などのトラブルの未然防止の  

ほか、村独自としての啓発活動にも積極的に取り組んで参り

ます。 

 

(４) 心あたたまる福祉の村づくり 

 

  ○ 社会福祉・地域福祉の推進 

 

第４は、「心あたたまる福祉の村づくり」であります。 

最初に、「社会福祉・地域福祉の推進」について申し上げ

ます。 

 少子高齢化と核家族化の進行に伴い、高齢者世帯やひとり

暮らし世帯が増加しており、本村の社会福祉事業を担う  

「社会福祉法人留寿都村社会福祉協議会」の活動を支援し、

孤立防止のための生活支援の実施をはじめ、権利擁護事業の

推進に取り組むほか、引き続き、子どもから高齢者までの  

全ての村民が安心して暮らせる地域づくりに努めるととも

に、平成30年度から実施している65歳以上の方及び心身に 

障がいのある方のルスツ温泉利用料金の助成を継続する  

など、福祉の増進を図って参ります。 

 また、生涯学習バス、老人福祉バス及びスクールバスの  
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管理委託による効率的で持続的な運営を図るほか、交通手段

を持たない高齢者等、いわゆる交通弱者の対策について、  

国の規制緩和の動向を注視することとし、買い物弱者対策に

ついては、これまで試行的に運行してきた買物支援サービス

の実施に向け、試行結果をもとに関係機関と協議を重ねて 

参りますとともに、宅配システムを利用した買物サービス等

の活用についても、関係機関の協力を得ながら支援して参り

ます。 

 さらに、地域生活支援事業の実施によって、障がいのある

方の社会参加、社会復帰を促進するとともに、重度心身   

障がい者に対するタクシー料金の助成や医療費の助成拡大等

の支援を継続するほか、羊蹄山ろく発達支援センター等の 

活用により、引き続き、障がいのある子どもへの通所事業を

実施します。 

加えて、留寿都村社会福祉協議会が主管する「ふれあい 

広場」などへの積極的な参加を促し、地域との交流や社会  

参加の輪を広げ、福祉の心が通う地域社会を目指します。 

 

○ 高齢者福祉の充実 

 次に、「高齢者福祉の充実」について申し上げます。 

平成27年度から「社会福祉法人渓仁会」の運営により開設

された「るすつ銀河の杜デイサービスセンター」は、介護  
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保険制度の通所介護事業等を展開しておりますが、本村の 

独自事業として、高齢者等の筋力低下や意欲の低下を予防し、

要介護状態にならないよう身体機能の向上を図ることを目的

に実施している生きがい活動支援通所事業を、引き続き当該

法 人 に委 託し 、併 設する 地 域密 着 型介 護 老人 福 祉施 設   

「るすつ銀河の杜」と併せた高齢者介護福祉の中核施設とし

て、継続して一体的・効率的な事業展開が図られるよう努め

て参ります。 

また、その他の主な在宅福祉事業として、留寿都村社会福

祉協議会への委託により、軽度生活援助事業（ホームヘルパ

ーの派遣）、外出支援サービス事業、配食サービス事業及び

除雪サービス事業を継続するほか、介護予防・日常生活支援

総合事業により、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活

できるよう、留寿都村地域包括支援センター等による訪問 

活動をはじめ、留寿都診療所の医師や他町村の医療機関及び

サービス事業所等と密接に連携を取り合いながら、的確な 

サービスの相談や利用の調整を図ります。 

さらに、高齢者の健康寿命が延びるように、生きがい対策

や老人クラブ活動などの支援に努めるとともに、活動の足と

なる老人福祉バスの効果的な活用に努めます。 

 

  ○ 子育て支援・児童福祉の充実 
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 次に、「子育て支援・児童福祉の充実」について申し上げ

ます。 

少子化の進行のもとで、子どもを産み育てやすい環境づく

りは、福祉の増進や定住促進の原点でもあることから、  

『留寿都村子ども・子育て支援事業計画』に基づき、子ども・

子育て環境の整備・充実に努めます。 

複合施設として、保育所、子育て支援センター、放課後  

児童クラブ及び小型児童館の４つの機能を有する「るすつ 

子どもセンターぽっけ」は供用開始から５年目を迎えますが、

これまで、多くの住民の皆様にご利用いただき、また、道内

外から多くの視察者も訪れています。 

「ぽっけ」の開設を契機に、るすつ保育所では０歳児保育

を実施しているほか、利用者の希望に応じて、保育所及び  

放課後児童クラブの利用時間を18時30分まで延長するなど、

子育て家庭の支援に努めています。 

また、子育て支援センターの専門機能を活かした育児相談

をはじめ、就学前児童の一時保育サービスの実施のほか、  

異なる年齢の子ども間の交流を通じて、子どもの社会性を 

豊かにする拠点として小型児童館の活用を図るなど、多様化

する子育て支援ニーズへの対応の充実に努めます。 

さらに、平成26年度から対象者を中学生まで拡大して実施
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している乳幼児等に対する医療給付事業を継続するととも

に、村独自事業として実施している定期予防接種以外の  

おたふくかぜ及びロタウイルスの予防接種費用の公費負担を

継続するほか、乳幼児用紙おむつの購入費の一部助成や、  

平成29年度から実施している「ひとり親家庭」の親等の医科 

通院医療費用の助成を継続することとしております。 

また、昨年度、国に先駆け新たに保育料の保護者負担に 

ついて、国の基準の半額助成を実施し、子育て世代の負担  

軽減を図ってきたところですが、今年度も国の動向を見なが

ら、子育てができる環境の一層の充実に努めて参ります。 

 

  ○ 保健・医療の充実 

 

次に、「保健・医療の充実」について申し上げます。 

村民の願いである「健康で生きがいのある暮らし」の実現

を目指して、各年代に応じたきめ細かな保健事業の推進に 

努めます。 

まず、子育て世代には、親が安心して出産・子育てができ

るよう関係機関との連携のもとで、乳幼児の育児支援等の 

充実を図るとともに、平成28年度から実施している北海道の

「妊産婦健診等交通費扶助事業」における通院交通費の上乗

せ助成を継続します。 
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また、今年度からは、母親の産後２週間及び１か月健診に

係る費用を公費負担とするとともに、生後１か月の新生児の

健診費用の助成を継続します。 

さらに、保健師による「新生児訪問」のほか、助産師に  

よる訪問は、今年度から出産後の養育について、出産前に  

おいて支援を行うことが特に必要と認められる特定妊婦に 

対し、産前から訪問を行い、「産後訪問」は全産婦に対し   

１回増やして２回実施することとし、特に支援を要する産婦

については、更に回数を増やして実施することで、妊娠から

出産、産後までの母子の健康づくりと子育て世代の負担軽減

を図ります。 

次に、働き盛り世代には、定期的な健診の受診を様々な 

機会を通じて啓発するなど情報提供に努めるほか、平成29年

度から実施している国民健康保険の被保険者を対象とした

「個別健診（人間ドック）」や、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、   

胃 が んの 発症 を引 き起こ す 原因 の ひと つ とさ れ てい る  

「ヘリコバクター・ピロリ菌」の成人の検査費用について、

昨年度に引き続き、自己負担の一部を助成することとし、  

一層の健診・検査の充実と村民の健康づくりを推進して参り

ます。  

また、インフルエンザなどの感染症対策については、対象

者の負担軽減を図るため、引き続き、予防接種費用の助成を



- ２６ - 

行い、接種率の向上に努めます。 

「留寿都診療所」は、住民に身近な医療機関としての機能

が図られるよう、診療所医師と密接な連携を取りながら、  

計画的な設備・機器類の整備に努めるほか、札幌市の「社会

医療法人仁陽会西岡第一病院」に対する月２回の整形外科 

診療業務の委託を継続することとし、安心できる医療体制の

充実に努めます。 

さらに、「留寿都歯科診療所」の診療体制の充実を図る  

ための財政支援を継続するとともに、二次医療機関の役割を

担う「北海道厚生農業協同組合連合会倶知安厚生病院」に  

ついては、引き続き、関係町村と連携して経営環境の改善に

向けた財政支援を行うほか、耐震強化等のための改築整備に

対し、広域医療のあり方や支援方法等について協議を進めま

す。 

なお、昨年４月に国民健康保険制度の大改革が実施され、

運営主体の都道府県単位化に伴い、北海道が財政の責任主体

となり、市町村とともに国民健康保険制度の運営を担って 

いるところであり、今後とも、北海道や後志広域連合と連携

を図りながら、その適正な運営に努めます。 

 

(５) 生涯学習の村づくり 
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 第５は、「生涯学習の村づくり」であります。 

 子どもから大人まで学び楽しめる「生涯学習の村づくり」

を進めるため、住民の主体的・実践的で多様な学習機会の  

提供など、誰もが意欲的に学べる教育環境の整備が重要で 

あります。 

 これらの推進に係る具体的な教育施策は、『教育行政執行

方針』として教育委員会から示されますことから、私の立場

としては、総合教育会議の開催など、教育委員会と推進する

主要な事項について申し上げます。 

 一昨年の学校給食センターの新築に続き、昨年度は子ども

・子育て支援の一環として、「ふるさと応援基金」を財源と

した学校給食費への半額助成と、返済の必要のない給付型 

奨学金制度の創設により、子育て世帯の教育費等の負担軽減

を図ってきたところですが、今年度は、更に給付型奨学金  

制度の充実を図ることとしております。 

また、留寿都中学校の屋根・外壁等の改修を行うとともに、

教職員住宅の外壁改修や屋根の塗装工事等、適正な維持管理

に努めるほか、教職員住宅の確保については、昨年度の取り

組みにおけるご意見やご要望、反省点を踏まえ、改めて民間

資金の活用や自主財源による整備も含め検討します。 

さらに、北海道随一の規模を誇るスキー場が立地する環境

を活かし、小中学生のスポーツ活動を奨励するため、スキー
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リフトシーズン券の購入者に対する助成制度を継続して実施

します。 

 

４ むすびに 

 

 以上、平成31年度の村政執行に臨み、その所信と基本方針

を申し述べさせていただきました。 

 地方を取り巻く環境は、非常に厳しい状況にありますが、

私は、「地方創生」に取り組み、少子高齢社会においても   

地域の活性化が図られ、本村の持続的発展につながるよう、

村民の声に耳を傾け、一人ひとりが豊かさを実感できる  

村づくりのため、全力を尽くす所存であります。 

 留寿都村議会議員並びに村民の皆様のご理解とご支援を 

心からお願い申し上げ、村政執行方針といたします。 


