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１．担い手 

◆担い手の高齢化、後継者不足が進み、新規就農者の確保も難しい状況にあります。 

◆リーダーとなる人物（例えば指導農業士）が少なく、人材の確保が必要です。 

◆後継者不足解消のために、ＪＡ主催の婚活の取組に対して補助をしています。 

◆農業へ新規参入しやすい環境の構築が必要です。 

２．ブランド力 

◆野菜については、ＪＡの組合員はようていブランドとして、それ以外は各自で道の駅やインターネ

ットを通じて販売しています。 

◆ＪＡ、地元の農業者と協力して産業まつりを実施し、村の産品を村内外にＰＲしています。 

◆ようていブランド以外の野菜等及び畜産物について、販路拡大に向けた各自の取組への支援が

必要です。 

３．農業経営 

◆農地の集積・集約化については概ね完了しています。 

◆ＧＰＳを活用したトラクターの自動操舵技術も浸透してきています。 

◆国の補助金等を活用し、先進技術を取り入れようとする農業者の取組を支援しています。 

◆農業者が電気牧柵を購入する取組に対し補助をしています。 

◆各経営体のさらなる規模拡大に向けて、省力化技術の導入を後押しする必要があります。 

◆有畜農家の減少に伴い、大規模な未利用の村営牧場敷地の発生が懸念されている状況です。 

４．森林保全 

◆現在の森林面積は 7,032ha で、本村の総面積の 59％を占めており、留寿都村森林整備計画に

より計画的な整備を進めながら森林保全等に取り組んでいます。 

◆天然林が 74％、人工林が 26％でトドマツ及びカラマツが主体で、齢級構成では 30 年生以下の

若い林分が 23％を占めています。 

◆林業経営に対する意欲が減退し、適切な森林整備が進まない状況です。 

◆本村の森林を地域林業の振興に対応できる森林としての適切な整備が課題です。 

◆国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、

保安林の整備を合理的に図ることが課題です。 
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恵まれた大地を尊び 

主力産業として農林畜産業を発展させていきます 

 

【1-1-1】多様な担い手等の確保 

◆経営体や営農組織のリーダーとなる人材の育成等により、新たな経営体の育成等を支援します。 

◆農業関係機関と連携し、担い手の確保に向けた検討を行います。 

 

【1-1-2】ブランド力の強化 

◆産地・市場等の情報の収集・提供に努め、生産者の自主的な市場・消費者ニーズの調査研究、

高付加価値化研究などの販路拡大に向けた活動等を支援します。 

◆６次産業化につながる産品の生産を促進し、関連産業としての育成を図ります。 

 

【1-1-3】経営の安定と高度化 

◆経営の安定化を図るため、農地の集積・集約化を進め、生産規模の拡大を図ります。 

◆ＩＣＴ技術などの活用により、農業の省力化や高品質化を図るスマート農業を推進します。 

◆鳥獣被害防止対策を積極的に取り組みます。 

◆耕畜連携を推進するとともに、本村の畜産業の方向性を関係者と検討します。 

◆生産性の向上と農作業の効率化を図るため、農業基盤整備を推進します。 

◆村営牧場敷地内の未利用の部分について、幅広い視点での利活用方針について検討を行いま

す。 

 

【1-1-4】森林資源の適正管理及び活用 

◆森林保全による環境保全を強化するため、保安林整備を促進します。 

◆森林環境譲与税を活用し森林整備、木材利用及び普及啓発等の促進を図ります。 

  

指標 単位 現状値 目標値 

担い手への農地利用権設定面積 ha 2,154 2,154 

村内の認定農業者数 

※（）内は村内の認定新規就農者数 
経営体 81（2） 81（2） 
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１．雇用環境 

◆ハローワークから発行されている求人情報誌を窓口に配架し、雇用情報を広く住民に提供して

います。 

◆勤労者の生活安定を目的として、生活資金または教育資金の貸付をする「留寿都村勤労者福利

厚生資金融資預託事業」を行っています。 

◆商工団体や労働基準監督署などとの連携をこれまで以上に強化し、村内事業者の職場環境の

整備を図ることが必要です。 

２．中小企業等 

◆村内事業者の高齢化が進んでおり、後継者の育成や事業承継につながるような事業を検討す

る必要があります。 

◆村内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進するため、「留寿都村中小企業振興資金

融資預託事業」を行っています。 

◆北海道経済部との連携を強化し、先端設備の導入等により生産性の向上を図ろうとする中小企

業者をサポートしていくことが必要です。 

３．村内消費 

◆外国人観光客の多様な決済方法に対応するため、キャッシュレス決済等の設備の導入を検討し

ていかなければなりません。 

◆村内消費の拡大を図るため、商工会が実施するプレミアム付商品券などの取組を支援（補助）し

ています。 

４．企業誘致 

◆新たに留寿都村の顔となる商品の開発や、現在の消費ニーズに合ったサービス等の新規開拓

事業者を支援していくことが必要です。 

 
一般住民アンケートより 

（問９③ 村内の商店で買物をしているか） 
●村内の商店で

の買物を“して

い る ” 人 は

95.1％。 
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住民や観光客にとって 

利便性の高い商工業の振興を促します 

 

【1-2-1】安定的な労働力の確保 

◆商工団体やハローワークなどとの連携を強化し、雇用情報の積極的な提供に努めます。 

◆労働者の福利厚生の充実など、村内事業者の雇用環境の改善を支援します。 

【1-2-2】中小企業・小規模企業の支援 

◆商工団体等と連携し、後継者の育成や事業承継につながる取組を進めます。 

◆地域資源を発掘するとともに、６次産業化の支援などにより、その活用を推進します。 

◆運転・設備資金の融資を継続するとともに、新規創業者への創業支援制度の創設を検討し、事

業者の経営安定化や事業拡大の取組を進めます。 

【1-2-3】村内消費の拡大 

◆村内消費を充実させるための商業施設または店舗等の誘致を図ります。 

◆商工団体等と連携し、電子決済システムの導入など消費者ニーズへの対応を支援します。 

【1-2-4】企業誘致の推進 

◆多様な業態の企業誘致を促進します。 

【1-2-5】産業間連携の促進 

◆多様な地域産業間連携を促進し、交通のあり方や従業員の確保、新たなサービスの創出等、村

民や観光客にとって利便性の高い商工業の環境創出を支援します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

労働者福利厚生資金貸出件数 件／年 0 1 

経営セミナーの開催回数 回／年 0 1 

中小企業振興資金貸出件数 件／年 1 3 

留寿都商工会会員数 事業者 68 68 
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１．観光資源 

◆尻別岳や重兵衛沼など、観光客が快適にレジャーを楽しめるように登山道等の整備を行い、景

観の保全にも努めています。 

◆観光協会主催のだいこん・ピックの開催を通じた特産品である大根を使った新商品や留寿都村

のその他の特産品と連携したご当地グルメの開発を推進しています。 

 

２．観光客 

◆案内看板の外国語対応が進んでいないため、外国人の受入環境が整っていません。 

 

３．情報発信 

◆道の駅やルスツ温泉などに観光パンフレットを設置し、観光客へ村内の観光情報の発信を行っ

ています。 

◆広域連携によるスタンプラリー事業や各種イベントなどに参加し、観光客誘致に努めています。 

◆観光協会への支援を通じ観光ＰＲや集客事業の取組が図られているが、より効果的で新たな企

画が求められているところです。 

 

関係団体アンケート結果報告書より 

・海外からの従業員が増加している一方、日本人従業員が減
少している。これは村内のあらゆる環境が整っていない（医療
機関、商業施設）ことも大きく影響しているものと思われます。 

・定住者や就労者を増やすには第一に生活環境の充実が必要
です。 
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留寿都村が一丸となって観光客をおもてなしできるような

基盤づくりと更なる観光 PR を推進します 

 

【1-3-1】地域資源を活用した観光振興 

◆観光団体等と連携し、村内の豊かな自然や歴史、文化などの地域資源を活用した観光客誘致

に努めます。 

◆「食」や「体験」をキーワードとした多様な観光の受入体制づくりを進めます。  

 

【1-3-2】観光客の受入体制の整備 

◆「おもてなしの心」を持って観光客を迎え入れる意識の向上を図るとともに、関係団体等と連携し

て、インバウンドへの対応を推進します。 

◆観光協会の体制強化を進め、関係者が観光客誘致に取り組む体制づくりを進めます。 

 

【1-3-3】効果的な情報発信 

◆ＳＮＳ等を活用して観光情報を発信し、観光客誘致につなげます。 

◆ホームページや観光パンフレット、道路案内標示等による観光情報の充実に努め、外国人観光

客にも対応した効果的な情報提供を行います。 

◆観光協会を中心とした新たな観光ＰＲ事業や集客事業への取組を支援します。 

 

 

 

 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

観光入込客数 人／年 1,370,000 1,600,000 

道の駅 230 ルスツ（直売所）売上額 千円／年 200,868 210,000 

道の駅 230 ルスツ（直売所）客数 千人／年 164 180 

ルスツ温泉利用者数 人／年 28,883 30,000 
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１．土地利用 

◆近年外国資本を中心に土地や住宅の売買取引が活発化するとともに、別荘等の建築件数が増

加し、住宅地の需要が高まっています。 

◆住宅地の需要を満たすためには、限られた村有地等を計画的かつ有効に活用する必要があり、

未策定である土地利用計画の策定が求められています。 

◆自然環境保護や景観保護の観点から、無秩序な開発を防止するための対策が求められていま

す。 

 

２．市街地整備 

◆公共施設の場所を案内する標識を整備していますが、防災マークや避難所表示などの整備が

できていないため、今後整備が必要です。 

◆国道 230 号沿い緑地帯において、花苗の植栽を実施し景観の整備に努めています。 

 

３．国土強靭化の推進 

◆あらゆる大規模災害に備え、最悪の事態を避け強靭な行政機能や地域社会・地域経済を事前

に作り上げるため、留寿都村国土強靭化地域整備計画を作成しています。 

 

一般住民アンケート（自由意見）より 

 
・最近は外国人の住宅が続々と建っていますが、そういう方々と

も上手に付き合って行く方法を考えるべき。それと共に村内の
道路や土地を整え、より良い観光スポットをつくり上げて行く。 
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質の高い快適な生活が送れる 

環境づくりを推進します 

 

【2-1-1】計画的な土地利用の推進 

◆総合計画の土地利用構想に基づき、国土利用計画や留寿都農業振興地域整備計画などの土

地利用関連計画の総合調整を図り、全村的に整合性のとれた土地利用を推進します。 

◆留寿都村国土利用計画市町村計画の策定を進めます。 

◆村民との共通理解のもと、一体的な土地利用制度の適用に努め、秩序ある開発行為や土地利

用区分に応じた土地利用への誘導を図ります。 

【2-1-2】安心して暮らせる市街地の整備 

◆市街地整備にあたっては、人と環境にやさしく歩いて暮らせるまちの実現に向け、安全で歩きや

すい歩行空間の整備、公共交通機関の利用促進、環境・景観の保全、防災機能の向上などに

留意した整備を総合的に推進します。 

 

【2-1-3】国土強靭化地域整備計画の推進 

◆令和 2 年度に策定した留寿都村国土強靭化地域整備計画に基づき、大規模災害への備えや被

害の最小化に向けた取組を進めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

国土利用計画市町村計画の策定  未策定 策定 

避難所表示看板設置数 箇所 0 18 
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１．消防 

◆羊蹄山ろく消防組合や留寿都消防団（定数 50 名）と連携し、様々な訓練や防災活動を実施して

います。 

◆消防車両の更新や資機材の点検を行い、消防力の向上に努めています。 

◆高齢化により自分の力で避難することが困難な高齢者が増加しており、迅速な消火活動が行え

るよう、日頃から関係機関との連携や情報の共有が必要です。 

◆小型動力ポンプ付積載車の更新が必要です。 

２．防災 

◆災害時に備え、防災備蓄品の整備及び更新に努めています。 

◆自主防災組織がないため、自主防災組織の必要性について周知するとともに組織化へ向け住

民の防災意識を高める必要があります。 

◆平成 23 年に整備した防災広報無線は、災害時に備え定期的に情報伝達訓練を行い整備してい

ますが、自然災害での故障や経年劣化により不具合が多数みられるため、現在の防災広報無

線に代わる情報伝達手段の整備が必要です。 

◆平成 30 年 9 月に北海道胆振東部地震の影響で北海道内において大規模停電が発生し、本村

も停電による被害が多くみられたことから、今後停電対策の検討が必要です。 

３．危機管理 

◆村内には土砂災害警戒区域が 6 か所指定されており、ハザードマップの作成を行い周知を行う

とともに対象住民が早急に避難ができる体制を整えています。 

◆毎月広報紙等で、防災に係る情報の発信をしています。 

◆住民参加の訓練を実施する必要があります。 

４.防災研修への参加 

◆防災力の強化のため、研修や防災講座に積極的に参加しています。 

 

一般住民アンケートより 
（問９⑦ 災害時の避難路・避難場所を知っているか） 

●災害時の避難

路・避難場所を

「知っている」

人は 52.9％。 
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いざという時でも 

安心して暮らせる村づくりを進めます 

 

【2-2-1】消防力の向上 

◆羊蹄山ろく消防組合との連携により、効率的な消防体制構築と消防水利機能維持及び反復訓

練による消防技術の向上に努めます。 

◆消防団においては団員の確保に努めるとともに、施設や資機材更新の最適化、分団組織の統

廃合の検討など、地域の実情に合った消防体制の再編に着手します。 

◆消防車両及び資機材の計画的な整備更新を進めます。 

【2-2-2】防災力の向上 

◆防災施設や設備、備蓄品等の計画的な更新を行い、情報伝達や情報収集など、ハード・ソフト両

面にわたり万全な備えに努めます。 

◆自主防災組織の組織化を進めるとともに、地域住民が関心を持ち、主体的に動けるよう防災意

識の高揚を図ります。 

◆停電時でも役場機能を維持できるよう、役場庁舎の耐震化や非常用電源の確保、業務継続計

画の策定などに努めます。 

【2-2-3】意識啓発の推進 

◆消防・防災力の向上のため、過去の自然災害に基づいた意識啓発を実施します。 

◆ハザードマップの作成・見直しや避難訓練などの周知や広報については、既存の方法だけでなく、

各種イベントの活用など、庁内連携はもとより、各種団体との連携を強化して、一人でも多くの人

に情報が届けられるように努めます。 

◆住民参加型の避難訓練を実施し、防災意識や危機管理意識の高揚を図ります。 

【2-2-4】危機管理能力の向上 

◆消防・防災力の強化を進めるにあたり、マスコミ対応やボランティア・物資受け入れ体制、停電対

策などの付帯的な対応への備えを研究します。 

◆これまで経験したことのない豪雨や台風等への対策についても研究し、危機管理能力の向上に

努めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

自主防災組織結成団体数 団体 0 4 

各種防災訓練参加者数 人／年 6 30 

各避難所の防災倉庫点検実施回数 回／年 1 4 

留寿都消防団団員定数充足率 ％ 90 100 
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１．防犯体制 

◆防犯協会とともに歳末巡視等の啓発活動を行っています。 

◆青色回転灯を使用した自主防犯パトロールの登録を教育委員会職員、住民福祉課職員が行っ

ています。 

◆防犯協会の役員のなり手不足が課題です。 

 

２．交通安全体制 

◆平成 18 年 11 月から令和 2 年 6 月までの 4,969 日間、交通事故死ゼロの日を記録しましたが、

令和 2 年 6 月 10 日に死亡交通事故が発生し、記録が止まりました。今後事故を教訓とし、各家

庭、学校、職場や地域で交通安全運動の推進を図り交通事故死ゼロの日が続くよう取り組む必

要があります。 

◆交通安全協会役員のなり手不足が課題です。 

 

３．交通安全施設 

◆交通安全協会役員の協力のもと、国道 230 号などに交通安全旗を設置し啓発活動を行っていま

す。 

◆街路灯・防犯灯を適宜 LED 電灯に更新していく必要があります。 

 

４．国や道道等の交通弱者対策 

◆交通事故の被害者となりやすい高齢者は、加害者になる可能性も高いです。 

◆社会福祉協議会の協力のもと交通安全講話や反射材の配布を実施しています。 

◆新就学児にランドセルカバー等の啓発物品の配付を行い啓発を行っています。 

◆倶知安警察署や留寿都駐在所、交通安全指導員とともに、るすつ保育所のこぐまクラブ、小学

校の青空教室に協力を行っています。 
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安心・安全な生活ができる 

まちづくりを進めます 

 

【2-3-1】防犯体制の強化 

◆防犯協会が中心となり、警察や小中学校等の関係機関との連携強化を図るとともに、自主防犯

組織の組織化と活動内容の充実を図ります。 

◆各種イベント等における防犯意識の高揚を図るための活動を推進します。 

◆防犯灯の設置や空き家対策等、犯罪の起きにくい環境整備を進めます。 

 

【2-3-2】交通安全体制の強化 

◆警察や小中学校、交通安全協会、交通安全指導員等を中心に、関係機関との連携強化を図る

とともに、交通安全運動を定期的に行い意識啓発の高揚を図ります。 

 

【2-3-3】交通安全施設の整備 

◆標識などの交通安全施設の整備を行うことで、交通環境の改善と交通事故防止を図ります。 

 

【2-3-4】子ども・女性・高齢者等の安全の確保 

◆子どもや女性、高齢者等、犯罪被害にあいやすい方たちへの防犯・交通安全体制の強化を図る

とともに、各種関係機関との連携を深め、初動体制の強化を図ります。 

◆高齢者や子どもを対象とした交通安全教室を実施するほか、反射材の普及促進を図ります。 

◆「留寿都村通学路交通安全プログラム」に基づき通学路における交通安全対策の充実を図りま

す。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

交通安全啓発活動実施回数 回／年 17 17 
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１．住宅 

◆老朽化した村営住宅の長寿命化が必要となってきています。 

◆高齢者世帯の入居が増えてきており、高齢者が安心して生活できる住環境の必要性が高まって

きています。 

◆独居の高齢者が増加しており、今後、さらに増加が見込まれます。 

◆民間住宅は移住者や子育て世代向け物件のニーズが高まっていますが、土地を含めて需要を

満たす物件が少ない状況です。 

２．空き家 

◆空き家バンクにより情報発信をしていますが、今後は、より一層の物件情報の発信が求められ

ています。 

◆村内に不動産事業者がないため、移住者や子育て世代が求める空き家（賃貸・売買）及び空き

土地の流動性が少なく、情報を得られにくい環境となっています。 

 

 
一般住民アンケートより 

（問 12 村外からの移住促進のために力を入れるべきこと） 

●「空き家」、「相

談体制」、「情

報発信・プロモ

ー シ ョ ン 」 の

順。 
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住みやすい 

環境づくりを推進します 

 

【2-4-1】住宅 

◆村営住宅の需要、移住・定住の促進、財政状況等を総合的に分析しながら、公営住宅のあり方

を検討します。 

◆村営住宅の修繕や建替計画作成にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮して実施します。 

◆住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、地域のニーズに対応可能な住環境

づくりを進めます。 

◆高齢者や子育て世代のニーズに対応可能な環境づくりを進めます。 

◆村有地のほか、民間事業者が販売する優良な宅地を購入する際の支援など、子育て世代やＩＪ

Ｕターン希望者などへの住まいの確保を促進します。 

◆民間住宅の建設を促進し、移住者・定住者の増加を促進します。 

◆本村に興味を持つ関係人口を増加させる取組やＩＪＵターン希望者ごとに特化した取組を検討し

ます。 

◆地域おこし協力隊を募集し、活動支援及び定住促進に努めます。 

◆外国人移住者、外国人移住希望者に対するサポート体制の検討を行います。 

 

【2-4-2】空き家 

◆空き家バンク等を活用し、空き家及び空き土地の有効活用を図るとともに、移住者・定住者に対

する支援の充実を図ります。 

◆倒壊など周辺環境に影響を及ぼす恐れのある空き家については、除却を含めた対策を検討しま

す。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

村営住宅管理戸数 戸 141 141 
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１．上水道 

◆簡易水道事業基金が底をつく時期が目に見えて迫っており、複式簿記への移行により経営の見

える化を図った上で、料金の見直し等経営改善に向けた取組を進める必要があります。 

◆老朽化した配水管等の施設について、現状を整理した上で、計画的な更新を行う必要がありま

す。 

 

２．下水道 

◆一般会計からの繰入金に頼った経営で独立採算とは程遠い状況となっており、複式簿記への移

行により経営の見える化を図った上で、料金の見直し等経営改善に向けた取組を進める必要が

あります。 

◆策定済みのストックマネジメント計画に基づき、計画的に施設の更新を図っていく必要がありま

す。 

 

上水道・下水道施設には以下のようなものがあります。 

上水道 下水道 

泉川膜ろ過浄水場 留寿都浄化センター 

黒田浄水場 泉川中継ポンプ場 

向丘送水ポンプ場 三ノ原浄化センター 
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安全でおいしい水の供給と 

環境に配慮した下水の維持を図ります 

 

【2-5-1】上水道の安定供給 

◆老朽化施設の計画的な更新を推進し、安全でおいしい水の供給に努めます。 

 

【2-5-2】下水道基盤施設の計画的な維持 

◆計画的な施設の更新を推進し、下水道基盤の維持を図ります。 

【2-5-3】健全経営の推進 

◆複式簿記への移行により経営の見える化を図り、料金の見直し等経営改善に向けた取組を進

めます。 

◆必要に応じ、健全経営に資する施設の整備を進めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

簡水事業の複式簿記への移行 － 未実施 実施 

特環・農集事業の複式簿記への移行 － 未実施 実施 

ストックマネジメント計画改築実施計画進捗率 ％ 0 60 
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１．道路 

◆路面の経年劣化の状況を鑑み、計画的な道路メンテナンスの実施が必要な時期となっています。 

◆冬期間における安全な道路管理を実施するため、除雪体制の強化が必要となっています。 

 

２．橋梁 

◆村道に設置されている 25 橋梁については、５年毎に点検を行い、橋梁の状態の把握に努めて

います。 

◆村道に設置されている橋梁の老朽化が進んでおり、これに対応する補修が必要となっています。 

 

３．公共交通 

◆民間バス会社（道南バス）により路線が 4 系統運行され、村外への通学、通院、通勤、買い物な

どの交通手段として利用されています。 

◆週 2 回ルスツ温泉や市街地を経由する老人福祉バスを定期運行し、高齢者の方の移動手段と

して活用されています。 

◆村内にタクシー事業者がなく、老人福祉バス以外に村内間を移動する手段がないため、高齢者

サービス等を受けていない高齢者が利用できる移動手段の検討が必要です。 

 

関係団体アンケート及びワークショップ結果報告書より 

・老人が交通不便で都会に出る。もっとできることがあるのでは
ないか。 

・村から通える高校に進学する場合の交通費助成など検討して
ほしい。 
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利便性の高い 

道路・公共交通環境の充実を推進します 

 

【2-6-1】安全で、災害に強い道路網整備 

◆幹線的な道路の改良・整備を優先的に進め、村域全体の発展に効果的に機能する道路ネットワ

ークの構築を進めます。 

◆村道の除排雪体制の強化を行い、冬期間における災害に強い管理体制を構築します。 

◆国道及び道道については、市街地を含めた除排雪対策の強化を要請します。 

【2-6-2】橋梁の長寿命化の促進 

◆橋梁の適切な維持管理と点検及び計画的な修繕により、施設の長寿命化を図り、ライフサイク

ルコストの削減に努めます。 

◆橋梁の点検結果に基づき、補修の優先度の高いものから順次、長寿命化に着手し、安全な道路

網の確保を推進します。 

【2-6-3】村づくりと連動した地域交通ネットワークの構築 

◆路線バス利用客増加に努めるとともに事業者への支援を行い、既存のバス路線の維持を図りま

す。 

◆移動需要を踏まえ、検討のための協議会を設置し、グリーンスローモビリティなどの将来を見据

えた本村独自の地域交通ネットワークの構築を進めます。 

◆幹線交通とデマンド交通などの支援交通を効果的に配置し、高齢者等が利用しやすい交通体系

の構築を進めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

橋梁長寿命化の実施 箇所 7 15 

村道除雪路線延長 ㎞ 59.4 59.4 

道南バス平均乗客密度（羊蹄線・栄線） 人／年 2.8 2.8 

老人福祉バス利用者数 人／年 2,290 3,000 
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１．学校教育の推進 

◆子ども一人ひとりが、これからの社会を生き抜く力を身に付けていくため、主体的・対話的で深い

学びの視点に基づき、教育課程の改善・充実を図っていくことが求められています。 

２．学校施設・教育環境の整備 

◆学校教育を円滑に効率よく推進するため、教育機器や教材備品などを計画的に整備する必要

があります。 

◆教職員公宅については、建設から 30 年以上経過している公宅も多いため、教職員の住環境の

整備が必要です。 

３．北海道留寿都高等学校 

◆生徒が安全に授業に臨めるよう、計画的に施設の整備を行っています。 

◆生徒の個性を生かす専門的な教育の充実に努めています。 

◆生徒が安全・快適に過ごせる寮の環境づくりに努めています。 

 

関係団体アンケート結果報告書より 

・外国人が増えることによる国際的視野を広げるいいチャンスだ
と思います（語学、外国人に慣れるいいチャンス）。 

・留寿都高校への進学する子供が少ない（地元の子）。 



 

23 
 

子どもたちの可能性を 

伸ばすための学校教育を追求します 

 

【3-1-1】教育課程の充実 

◆新学習指導要領の趣旨を踏まえ、教育課程の編成を充実させます。 

◆小・中・高校の学校間連携の取組により、地域の特性を生かしながら子ども一人一人に確かな

力を育む教育活動の推進に努めます。 

【3-1-2】学校施設・教育環境の整備 

◆子どもたちが安全な環境で安心して教育が受けられるよう、学校施設長寿命化計画などに基づ

き、小中学校の老朽化に伴う修繕工事など適切な維持管理を行います。 

◆ICT 環境の整備充実を図ります。 

◆教職員公宅について、計画的な建て替えを行います。 

【3-1-3】北海道留寿都高等学校 

◆高等学校及び寄宿舎の老朽化対策を計画的に進めるとともに、快適に過ごせるように施設整備

を行います。 

◆本校の特徴を生かした専門的な教育環境を広くアピールし、高等学校の存続に努めます。 

◆専門的な教育内容を活かし、村内で知識や技能を磨く機会をつくるとともに、より多くの卒業生が

村内で働きたくなるようなキャリア教育を推進します。 

 

 

  

指標 単位 現状値※ 目標値 

学力・学習状況調査において市町村の平均

正答率が全国の平均正答率より上回った教

科領域数 

― 

小学校 

 8 領域中 5 領域 

中学校 

11 領域中７領域 

 

実施教科全領域 

 

実施教科全領域 

留寿都高等学校入学者数 人／年 15 20 

 

※令和元年度実施教科数。実施年度により実施教科数変更あり。 
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１．生涯学習 

◆人口減少・高齢化が進むことから、誰もが生涯学び、活躍できる環境を整える必要があります。 

◆学校と地域が協働し、地域全体で子どもを育てると共に地域の教育力向上を図る必要がありま

す。 

◆学校以外に子どもが集まり学習できるスペースがあまりありません。 

２．生涯学習施設 

◆生涯学習バスを利用する団体が多い状況です。 

◆公民館が老朽化しています。 

◆住民の生涯学習を支援するために公民館図書室の蔵書を充実する必要があります。 

３．社会教育 

◆共働き等により親子で過ごす時間が少ない家庭が増えています。 

◆子どもの生活体験や自然体験の減少による主体性や社会性の未発達、コミュニケーション不足

による人間関係の希薄化が進んでいます。 

◆住民が学習した成果を生かす場が少なく、学習意欲を持ちにくい状況です。 

◆外国人在住者が増えていますが、地域住民との交流が進んでいません。 

 

一般住民アンケートより 
（問９⑪ この１年間に生涯学習活動をしたか） 

●村の講座や教

室等を利用し

た生涯学習活

動を「した」人

は 18.3％。 
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生涯学び、活躍できる 

環境づくりに努めます 

 

【3-2-1】生涯学習推進体制の確立 

◆主催事業や、学習講座等の開催及び内容の充実を図ります。 

◆学校と地域が協働し、地域全体で子どもを育てると共に地域の教育力向上を図ります。 

◆子どもが集まり学習できる環境整備を図ります。 

【3-2-2】生涯学習施設などの充実 

◆住民がいつでも生涯学習ができるよう、生涯学習バスの適切な運行管理に努めます。 

◆住民が安心して利用できるよう、公民館の適切な維持管理に努めます。 

◆公民館図書室の蔵書の充実を図ります。 

【3-2-3】社会教育の充実 

◆親子が共に過ごすきっかけづくりに努めます。 

◆子どもたちが、主体性やたくましく生きる力を身につけるために、様々な人々と積極的に関わる

体験活動等の充実を図ります。 

◆住民が学習した成果を生かす場の充実を図ります。 

◆外国人在住者と地域住民が交流し、相互理解を図る機会の提供に努めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

学習講座の受講者数 人／年 44 50 

生涯学習バスの利用者数 人／年 2,664 2,500 

公民館の利用者数 人／年 10,414 10,000 

図書等の貸出冊数 冊／年 2,998 3,000 

学校と地域の協働活動数 事業／年 30 35 
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１．芸術・文化活動 

◆人口減少、高齢化の進展により文化芸術団体の会員数が減少しています。 

◆豊かな人間性や創造性を育む文化芸術に親しむ住民が少ない状況です。 

２．スポーツ 

◆人口減少、高齢化の進展によりスポーツ団体の会員数が減少しています。 

◆心身の健康増進や人々の交流を促進するスポーツに日常的に取り組む住民が少ない状況です。 

◆体育施設が老朽化しています。 

 

 

一般住民アンケートより 
（問９⑫ あなたは、週１回以上、スポーツ活動をしていますか。） 

● ス ポ ー ツ を

週 1 回以上

している人は

22.3％。 
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芸術・文化・スポーツに取り組む人を増やし 

活力ある村づくりを推進します。 

 

【3-3-1】芸術・文化活動の振興 

◆文化芸術団体の活動支援及び魅力を発信する発表機会の充実に努めます。 

◆芸術鑑賞の機会をつくるとともに、文化芸術活動の普及に努め、住民の文化芸術に対する意識

の高揚を図ります。 

【3-3-2】スポーツの振興 

◆スポーツ団体の活動支援及び指導者の育成支援に努めます。 

◆スポーツ活動の普及に努め、住民が日常的にスポーツに取り組むことができる環境の醸成を図

ります。 

◆村民が安心してスポーツに親しむことができるよう、体育施設の適切な維持管理に努めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

公民館サークルの団体数 団体 21 23 

芸術鑑賞会の来場人数 人／年 220 220 

スポーツ団体数 団体 18 18 

スポーツ事業の参加人数 人／年 334 330 

留寿都村スポーツ活動奨励事業の申請人数 人／年 102 120 
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１．国際交流 

◆海外の情報が瞬時に入手できる現代にあって、異文化や習慣等の相違を体験できる幅広い分

野での国際交流活動は重要性を増しており、住民主体の国際交流活動が求められています。 

◆スノーリゾートとして国際的な人気の高まりに伴い年々外国人観光客が増加しており、国際社会

に対応できる人材の育成などが求められています。 

◆村内を訪れる外国人観光客、外国人在住者と地域住民との接点が限られており、具体的な国際

交流活動の取組は進んでいないのが現状です。 

 

２．国内交流 

◆異なる歴史や風土を身近に学び、ひいてはふるさとを発見する機会として、姉妹都市である兵庫

県養父市との交流を継続して実施しています。 

◆今後も、関係機関と協力し事業を継続して実施していくことが必要です。 

◆活動する住民が固定化されてきているため、より多くの住民が活動できる仕組みづくりが求めら

れています。 

 

・「ずっとリゾートの中ばかり。村に行きたいけど、何かあ
る？」と、多くの外国人観光客に言われた。リゾートだけでは
なく、村内の観光施設に力を入れるべきだ。観光客は、本当
の北海道を体験したいので、村のお店、バー、レストランな
ど。そして、村とリゾート間のバスがあるべきだ。 

・村に空き家が多くてもったいない。 
・国道沿いに、家ではなく、店を増やすべきだ。 
・英語の情報を増やすべきだ。 
・村民と観光客のため、インターネット（村の HP、Google など）

を、より上手に使うべきだ。 

村内在住外国人アンケートより 
（20 代、女性、欧州国籍） 
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人や地域との交流を促進し 

広い視野を持つ人材育成を推進します 

 

【3-4-1】国際交流の活性化 

◆海外の都市との様々な分野での交流に取り組む団体等の支援に取り組みます。 

◆学校での国際理解教育の推進や村民を対象とした外国と日本の文化、習慣、言語の違いを学

ぶ事業やイベントの開催に取り組みます。 

◆外国人観光客が気軽に参加できるようなイベントの開催や交流の場の提供に取り組みます。 

◆村内で生活する外国人在住者に対する情報発信や生活支援などを通じて、外国人在住者も安

全で安心して暮らすとともに、地域の一員として生活できる環境づくりを目指します。 

【3-4-2】国内交流の継続 

◆次世代を担う子どもたちに交流機会を提供するため、本村の自然や環境といった資源を活用し

た交流、さらには文化・スポーツといった分野で幅広い交流を進めます。 

◆企業や大学などと連携し国内他地域との交流活動を展開します。 

◆交流活動を行う団体への活動を支援します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

国際交流事業の参加人数 人／年 0 10 

外国人観光客を対象としたイベントの開催数 回／年 0 2 
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１．人権 

◆人権擁護委員及び保護司に活動を担ってもらっている状況です。 

◆村は広報誌等による活動の周知が主な役割となっています。 

◆インターネットによるプライバシーの侵害等、新たな問題が次々と起きています。 

◆活動のＰＲの仕方に工夫が必要と考えています。 

 

２．男女共同参画社会 

◆男女が共に仕事と家庭を両立できる社会環境の実現に向けて取組を行っています。 

◆いまだ社会通念や習慣など男女の固定的な性別の役割分担は根強く残っています。 

◆男女がともに子育てを担う意識が高まるよう、社会的気運の醸成に努める必要があります。 

◆男女共同参画の視点に立った表現や情報提供によりその理念を伝え、意識改革を図るための

広報啓発活動を推進する必要があります。 

◆社会的には配偶者やパートナーからの暴力、人権侵害、DV 被害者が増加しています。 

◆本村において事案が発生した場合は、被害者の自立に向けた支援が必要となります。 

 

３．外国人 

◆年々外国人人口が増加していますが、外国人のための専用窓口はなく、主に転出入の手続の

部署が窓口となり関係各課に引き継ぐ形となっています。 

◆日本語を話せない外国人への説明のため、タブレット端末を用いて通訳オペレーターが通訳して

くれるサービスを導入しています。 

◆外国人は主に観光事業者の敷地内に居住しているため、現状、市街地の住民との交流は活発

ではないと思われます。 

◆スノーリゾートとしての国際的な人気の高まりの中で外国人観光客が増加し、観光事業者におい

て外国人従業員の採用が増加しており、本村に居住する外国人の方が増加しています。 

◆外国人住民の増加に伴い、公共施設における多言語表記対応が求められています。 

◆本村に定住する外国人のためのコミュニティ形成と従来から住んでいる住民との交流の場が求

められています。 
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多様性と個性を尊重し 

人権意識の高い村づくりを推進します 

 

【3-5-1】人権尊重の社会づくりの推進 

◆人権擁護委員協議会や法務局などの関係機関との連携による人権擁護や人権相談のＰＲを強

化するとともに、小学校、中学校及び高等学校の人権教育や啓発活動を推進します。 

【3-5-2】相談・支援体制の充実 

◆いざという時に相談できるよう、相談先の周知を図るとともに支援体制の充実を図ります。 

◆いじめや児童虐待など、子どもの人権にかかわる問題を解決するため、家庭や地域、学校など

のネットワーク連携を強化した相談体制のネットワーク化（要保護児童対策地域協議会）により、

相談・支援体制を継続的に推進します。 

【3-5-3】男女共同参画の推進 

◆男女共同理念を育成するとともに、家庭における性別役割分担意識を解消し、家族の共同責任

で行うという意識の啓発に取り組みます。 

◆男女雇用機会均等法や育児・介護休業制度の周知、農家や事業者等における労働環境改善の

啓発など、仕事と生活の調和に向けた支援に努めます。 

◆ＤＶなどの男女間の暴力問題の防止や解消に向け、関係機関と連携し啓発や相談等に努めま

す。 

【3-5-4】外国人住民との共生 

◆外国人住民が増加していることを踏まえ、地域で共生していくための多国語表記や、国籍を超え

た交流の場づくりを推進します。 

指標 単位 現状値 目標値 

審議会等の女性委員の割合 ％ 50 50 

研修会の参加者数 人／年 4 4 

村内施設案内看板の外国語表記率 ％ 0 100 

外国人向け情報交換スペースの設置数 箇所 0 1 
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１．健康増進 

◆各種予防接種費用の助成により対象者の負担を軽減し、感染予防と重症化を防止しています。 

◆健康増進事業及び介護保険の地域支援事業として、筋力低下及び身体機能低下を予防するた

め、理学療法士が正しい運動方法及び知識を習得できるよう支援しています。 

◆住民の自主的な健康づくり活動を支援します。 

２．成人保健 

◆啓発活動や情報提供、健康相談などにより健康への意識を高揚しながら健康診査や各種検診

を行い、受診率の向上に努めています。受診率はほぼ横ばいであり、受診者が固定化してきて

いるため、個別の受診勧奨による受診への動機づけ、広報等を通じた啓発活動の実施により、

健康寿命を延ばすための取組が必要です。 

◆管理栄養士による栄養指導を実施し、糖尿病性腎症重症化予防事業を実施しています。 

◆特定の年齢に達する方を対象（35 歳から 85 歳まで５歳刻み）に歯科疾患の予防と歯の喪失防

止や口腔機能の維持を目的として歯科健康診査を無料で実施しています。 

３．母子保健 

◆関係機関と連携し、乳幼児教育や思春期教育の充実を図り、健康への意識づくりに努めていま

す。 

◆母親が安心して出産・育児ができるよう、相談体制や学習機会の充実、交流活動の促進に努め

ています。 

◆乳幼児の健康診査等の実施、各種助成事業の実施により、子どもの健やかな成長を支援してい

ます。 

４．地域医療体制 

◆留寿都診療所の老朽化が進んでおり、今後のあり方の検討が必要です。 

◆羊蹄山麓地域の中核となる倶知安厚生病院の改築整備の在り方について、近隣町村と協議を

進めてきました。 
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健康診査等の事業の定着化等により 

健康意識の向上に取り組みます 

 

【4-1-1】生涯を通じた健康増進 

◆高齢者の保健事業及び介護予防事業の一体的な実施について検討し、効果的な事業実施体制

の構築を図ります。 

◆関係機関と連携し、生涯にわたる健康づくり活動を促進します。 

◆健康に関する情報発信により、村民が主体的に予防を意識し、健康づくりに取り組む機運の醸

成を図ります。 

【4-1-2】生活習慣病の予防 

◆健康診査費用の助成や対象者へ直接、受診勧奨を行うことで早期発見に努め、医療機関への

受診につなげます。 

◆高血圧症などの予防対策として、食事における減塩意識の向上を図ります。 

◆管理栄養士と連携して、糖尿病性腎症重症化の予防を図ります。 

◆生涯を通じた歯及び口腔の健康増進を図ります。 

【4-1-3】母子保健の推進 

◆出産や育児に対する不安の軽減、乳幼児の健全な成長を支援するため、離乳食教室、乳幼児

健康診査、訪問指導などの充実に努めます。 

◆乳幼児健康診査の際、健康教育を行うほか、保育所、学校等と連携を図りながら、規則正しい

生活リズムの定着に向けた取組を進めます。 

◆子育て世代包括支援センターの設置など、切れ目ない支援体制の構築に向けた取組を進めま

す。 

【4-1-4】医療体制の充実 

◆留寿都診療所の安定的・効率的な運営に向けた取組を進めます。 

◆近隣町村と連携の上、羊蹄山麓地域の医療体制の充実を図ります。 

◆遠隔診療の可能性について検討を進めます。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

乳幼児健康診査の受診率 ％／年 100 100 

特定健康診査受診率 ％／年 37.4 39.5 

女性特有のがん検診受診率 ％／年 9.8 13.2 

胃がん、肺がん及び大腸がん検診受診率 ％／年 15.1 16.0 
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１．地域福祉の担い手 

◆地域社会のつながりや地域に対する関心の希薄化が目立ちます。 

◆高齢者世帯の増加、価値観の多様化、生活不安の増大、高齢者の孤独死、消費者被害、見守

りが必要な方が顕著に増加しています。 

◆現状、地域福祉活動の担い手は少なく、活動している方は多くが高齢者となっています。 

◆ボランティア団体も高齢化が進んでいます。 

◆世代交代となるように村が支援をしていく必要があります。 

２．制度の狭間 

◆地域には、悩みや課題を抱えているが、支援する場合、どの制度の対象にもならない方が存在

しています。 

◆公的な制度だけでは十分な支援をすることは難しい面があります。 

◆地域住民、民間、行政が一体的に取り組む必要がありますが、本村のような小さな自治体だか

らこそ、きめ細かな支援ができています。 

◆社会福祉協議会が「制度の狭間の方の支え」として大きな役割を担っています。 

３．地域の絆 

◆地域住民のつながりの希薄化、生活様式や価値観の多様化により日常的な支え合いが少なく

なっています。 

◆町内会や地区会等、基礎的な自治組織として活発な活動は少ない状況です。 

◆老人クラブ、子ども会、消防団などは地域福祉を推進する原動力となっています。 

◆判断能力が不十分な方の相談が増えています。 

◆福祉サービスに対する相談等を周知し権利擁護制度につなげ的確な対応を行っています。 

◆災害時などそれぞれに応じた支援を必要とする方への対応が大きな課題となっています。 

◆経済的困窮状態に陥っている世帯が増加しています。 

◆包括的な相談体制の充実を図る必要があります。 

◆権利擁護活動を推進する必要があります。 

 
一般住民アンケートより 

（問９⑩ 環境に配慮した生活をしているか） 
●地域福祉活動

への参加を「し

て い る 」 人 は

24.8％。 



 

35 
 

地域や専門機関と連携し 

断らない相談体制を構築します 

 

【4-2-1】地域福祉の担い手の育成・住民参画の促進 

◆すべての人が等しく違うことを認識し、互いに尊重し、自分らしく生きることのできる社会の構築

に向けて、福祉教育の推進に努めます。 

◆社会貢献活動を行う個人・団体（法人）に対し、必要な支援を総合的に行うほか、地域福祉の担

い手としてのボランティア（団体）及び NPO 団体の育成を図ります。 

【4-2-2】住み慣れた地域で必要なサービスを受けられる体制づくり 

◆誰も自殺に追い込まれることのない地域づくりを進めていきます。 

◆制度の狭間で悩み事を抱える人に対し、適切な支援を届けることができるよう、包括的な相談支

援体制の構築を進めるとともに、地域福祉活動を支援し、地域力の向上を図ります。 

【4-2-3】安心して住み続けられる快適な村づくり 

◆障がいの有無や年齢などに関係なく、すべての村民が暮らしやすい生活環境の創出に向けた、

ソフト・ハード両面からの整備を推進します。 

◆障がいや認知症等により、自分の権利を自ら守ることが難しい人に対しても、一人ひとりの権利

を保護し、安心して暮らしていくことができるよう権利擁護施策の普及・啓発に努めていきます。 

◆災害による被害を防ぐためには、行政による環境整備のみならず、地域住民同士の相互の助け

合いが必要です。日頃からの見守りや安否確認等を通じて、近隣住民同士のつながりを強化す

るとともに、支援が必要な人に対する支援体制を構築していきます。 

 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

分野横断的な情報共有の場の開催数 回／年 12 12 

支え合いサポーター活動者数 人 0 5 

成年後見センター相談件数 件／年 2 5 
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１．保育の充実 

◆るすつ子どもセンターは、保育所、子育て支援センター、放課後児童クラブ、小型児童館が一体

となった複合施設で、妊娠期から幼児期、小学校・中学校・高等学校まで、切れ目の無い「縦の

連携」による一貫した子育て支援体制が構築されています。 

２．総合的支援 

◆障がいのある子どもや発達に課題のある子どもへの支援について、保育、教育、福祉、保健、医

療の現場との「横の連携」による支援体制の充実に努めています。 

◆子育てに不安を抱える保護者からの相談や、支援が必要な家庭に助言を行うなど、保健師を介

して他の支援機関との連携により、総合的な子育て支援を行っています。 

３．子育て家庭の交流 

◆子どもの主体的な活動を支援し、自発的な遊びを重視した支援を行っています。 

◆自然とのかかわりを深め、子どもたちの直接的な体験活動を積極的に取り入れることで、自ら学

び成長しようとする力を育む支援を行っています。 

４．保育士等の育成 

◆より専門的な知識や技術の向上を目的とした施設内研修を実施しています。 

◆外部研修に参加し、他の地域の実践方法などを知ることで、施設の運営や自己の実践を見直す

よう努めています。 

◆実習生の受け入れを行い、次世代を担う保育士の養成に協力しています。 

５．経済的負担の軽減 

◆保育料、保育に係る給食費の助成金制度により、子育て家庭の費用負担を軽減しています。 

◆医療費の助成や乳幼児の紙おむつ等の購入費を助成することで経済的負担を軽減し、地域に

おいて子育てしやすい環境を提供しています。 
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子どもの医療費の助成など経済的支援

婚活イベントなど出会いの場の提供

保育サービスの充実

新婚世帯の賃貸住宅の家賃補助

小中学校・高等学校の教育内容・施設の充実

婚活に関する情報提供の充実

母子の健康診査などの保健事業の充実

育児に関する相談・学習・交流の場の充実

放課後児童クラブの充実

その他

（％）n=327

一般住民アンケートより 
（問 13 住民の結婚･出産･子育てのため力を入れるべきこと） ●「子どもの医療

費の助成など

経 済 的 支 援 」

が第１位。 
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子どもの健やかな成長を見守り、 

育む支援を推進します

 

【4-3-1】多様な保育サービスの提供 

◆核家族化や就労意識の高まり、入所希望者の低年齢化などを踏まえ、地域のニーズに応じた保

育サービスの展開を目指します。 

◆仕事と子育ての両立を目指した環境整備に取り組み、ワーク・ライフ・バランスの普及を図ります。 

【4-3-2】子育てしやすい社会環境の整備 

◆支援が必要な子どもや家庭への保育の充実に努めます。 

◆家庭の状況に応じて、悩みや不安を相談できる体制の充実に努めます。 

◆保護者に対する相談や助言を通じて、様々な問題を抱える子育て家庭を適切に支援していくた

め、専門性の向上に係る研修を実施し、人材育成を図ります。 

【4-3-3】安心して過ごせる環境 

◆自然に恵まれた環境の中で、自然の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して、

児童の心の安らぎ、豊かな感情、好奇心、自主性、協調性、思考力、表現力の基礎が培われる

よう保育を進めていきます。 

◆子どもの「やりたい」「やってみたい」など、自ら物事に積極的に関わろうとする気持ちを大切に支

援を行うよう努めます。 

【4-3-4】保育や子育てを支援する人材の資質向上 

◆より良い保育サービスを提供するために、保育士等の研修受講体制を整え、資質の向上に努め

るとともに、保育内容の充実に努めます。 

◆研修を通じて、専門的な知識や技能を取得し、現状に満足せず自己研鑽に努めるよう進めてい

きます。 

◆現役の保育士が実習生に対して適切な助言や指導を行うよう努めます。 

【4-3-5】子育て家庭への支援 

◆留寿都村の街づくりを応援していただいている全国の方々からの寄附金（ふるさと応援基金）に

より、保育所保育料及び給食費を助成し、子育て家庭を応援します。 

◆継続した事業実施により経済的負担の軽減を図るほか、課題発生時には事業内容の見直しに

よりさらなる充実に努めます。 

  
指標 単位 現状値 目標値 

子育て講座受講回数 回／年 14 回 15 回 

施設内研修及び外部研修受講回数 回／年 13 回 15 回 
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１．地域包括ケアシステム 

◆住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、住まい・介護・医療・予防・生活支援が一

体的に提供される地域包括ケアシステムの体制づくりが必要です。 

◆地域の自主性や主体性に基づき地域の特性に応じたサービスを作り上げていく必要があります。 

◆認知症高齢者の増加が見込まれるため、地域で支え合う仕組みの構築、医療、介護、生活支援

を連携させた体制づくりを支援します。 

２．介護予防 

◆介護予防・地域支え合い事業として社会福祉協議会に軽度生活援助事業、配食サービス事業、

除雪サービス事業を、社会福祉法人渓仁会に生きがい活動支援通所事業を委託し実施してい

ます。 

◆村独自のサービスとして社会福祉協議会が実施する「移動サービス」は、65 歳以上の高齢者で

支援が必要な方に医療機関への送迎、買い物の送迎を行い移動手段の一つとなっています。 

◆軽度生活援助事業では日常生活上の援助を行っており、利用者は必要に応じて利用しています。

配食サービス事業ではバランスのとれた食事を届け、同時に安否や近況の確認を行っています。 

◆除雪サービス事業は独居高齢者世帯等が冬期間快適な生活が送れるように居宅周辺の除排

雪を実施しています。 

◆生きがい活動支援通所事業で各種活動を通じ、利用者間の交流により社会性を持続し、生きが

いを感じられるよう支援することで介護予防を図っています。 

◆関係機関との連携をより一層強化し、高齢者のニーズに対応する必要があります。 

◆サービスを利用される方の希望と生活実態に合わせたサービス調整を行っています。 

◆健康増進事業及び地域支援事業の一般介護予防事業として、理学療法士が正しい運動方法及

び知識を習得できるよう支援しています。 

◆歯科衛生士による口腔機能に関する知識の習得、普及啓発を実施しています。 

◆閉じこもりがちな高齢者、機能低下が著しい高齢者を早期に発見し、活動の場や交流の機会、

外出の機会を確保し、機能維持を図っています。 

３．高齢者の生活環境 

◆一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加するほか、村内に近親者が居住している世帯が

減少しており、地域で安心して生活できる環境づくりを整える必要があります。 

４．生活支援策 

◆介護保険の在宅サービスを利用される方のうち、村民税非課税世帯に属する方又は要介護３か

ら要介護５までの認定を受けている方について、食費及び滞在費を除いた自己負担額の一部を

助成し、経済的負担の軽減を図っています。 
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高齢者を敬い 

やさしさあふれる地域づくりを推進します 

 

【4-4-1】地域包括ケアシステムの推進 

◆介護・医療・サービス事業所などの関係機関と連携し、地域における生活支援体制の構築に向

けて取り組みます。 

◆多職種協働による地域ケア会議により、課題の整理等を行い、地域に合ったサービス提供体制

の確立、地域包括ケアシステムの機能強化を図ります。 

◆認知症の理解を深めるため、認知症サポーター養成講座の取組を実施します。普及・啓発活動

を推進し、認知症サポーター医、認知症地域支援推進員等と連携していきます。 

【4-4-2】介護予防の推進 

◆個々の状態に応じた介護予防や生活支援（配食、見守り等）等の多様なサービスを提供し、高齢

者の健康づくりと介護予防につなげる取組を推進します。 

◆高齢者サービス調整担当者会議を開催し、関係機関で事業の利用を検討します。 

◆予防の必要性について、広報や高齢者が集まる場において啓発活動を実施していきます。 

◆心身機能の低下防止のため、各関係機関や専門家と連携し、予防事業を推進します。 

◆高齢者の保健事業及び介護予防の一体的な実施について検討し、効果的な事業実施体制の構

築を図ります。 

◆社会福祉協議会が提供する「移動サービス」を継続しつつ、高齢者のニーズに合わせたサービ

スが提供できるよう検証、検討を行います。 

【4-4-3】高齢者の生活環境の推進 

◆病気や生活に対する不安を抱えている高齢者が多いため、地域包括支援センターや社会福祉

協議会、民生委員等との連携により実態把握に取組みます。 

◆高齢者安否確認システムにより、24 時間体制で見守りをします。 

【4-4-4】認知症対策の推進 

◆継続した事業実施により経済的負担の軽減を図るほか、課題発生時には事業内容の見直しに

より更なる充実に努めます。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 
認知症サポーター養成講座受講者数 人／延べ 165 260 
高齢者安否確認システム利用世帯数 世帯／延べ 17 25 
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１．障がい者への理解 

◆広報誌等による障がい者施策に関する効果的な情報提供や、「障がい者週間」などの啓発活動

等、地域住民の障がいに対する理解を深めていく取組を充実していく必要があります。 

◆障がい者の社会との接点を多く提供するため、生涯学習活動やスポーツレクリエーション活動な

どの参加機会の充実を図る必要があります。 

◆障がい者の多様な生活課題やニーズに対応していくため、地域住民や民生委員、社会福祉協

議会、町内会などにより様々な支援活動のネットワークづくりが必要です。 

◆学校等における福祉教育や、生涯学習を通じ、人権や障がい者問題に関する学習機会を充実

する必要があります。 

２．障がい者福祉サービス 

◆本村は利用者が少なく、村営や民間事業所による運営が困難なため、羊蹄山麓地域の事業所

を利用している状況です。 

◆他自治体の事業所への通所に係る交通費助成を行い、利用者の経済的負担の軽減とサービス

を利用しやすい環境を整えています。また、村独自のサービスとして重度障がい者の移動に係

る支援として「重度障害者タクシー料金助成事業」を提供しています。 

◆羊蹄山麓地域において、障がい者の特性と希望に沿った就労に向けた支援を広域で行っていま

す。 

◆羊蹄山麓町村が共同で運営する羊蹄山ろく相談支援センターへの事業委託により、障がい者等

からの相談支援体制を整備しています。 

◆障がい者の就業意向は高く、特別支援学校を卒業する生徒の進路や、知的障がい者や精神障

がい者の就労促進について支援体制を整え、一般就労を支援していく必要があります。 

３．権利擁護 

◆成年後見制度などの権利擁護に関する相談について、社会福祉協議会への事業委託により相

談できる体制を整えています。 

４．障がい児対策 

◆障がい児のライフステージに合わせて保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携により、切れ

目のない一貫した支援の提供に努めています。 

◆重度心身障がい児や医療的ケア児などの支援体制の整備が必要です。 

５．生活支援策 

◆重度心身障がい者への医療費の助成により経済的負担を軽減しています。 
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差別や偏見のない 

誰もが前向きに生活できる村づくりを推進します 

 

【4-5-1】障がい者への理解の促進 

◆互いの人格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現を目指し、その理念や考え方の普及を図ると

ともに、障がいや障がい者についての理解を深めるため、様々な媒体を活用した幅広い広報・

普及活動を推進します。 

◆地域共生社会を実現するために、保育・教育の場などにおける早い段階からの一貫した人権教

育を推進するとともに、幅広い世代を対象とした学習機会の充実を図ります。 

【4-5-2】ニーズに応じた福祉サービスの提供 

◆福祉サービスを必要とする人が、必要とするサービスを適切に利用できるよう、個々のニーズに

応じた提供体制の確保に努め、自立した地域生活への移行の促進を図ります。 

【4-5-3】権利擁護、差別解消の取組 

◆障がい者の権利を守るため、成年後見制度等の周知と普及を図ります。また、契約や財産管理

等で支援を必要とする人が安心して生活できるよう、支援を行います。 

【4-5-4】療育・保育・教育の充実 

◆子どもの成長に応じた適切な時期における健康診査等により、障がい等の早期発見に努めると

ともに、関係機関と連携し、一人ひとりの状態や能力等に応じた療育・教育及び支援へとつなげ

ます。 

【4-5-5】生活支援策の充実 

◆継続した事業実施により経済的負担の軽減を図るほか、課題発生時には事業内容の見直しに

より更なる充実に努めます。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

障がい者虐待防止研修の実施回数 回／年 0 1 

グループホーム利用者数 人／年 3 3 
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１．国民健康保険 

◆国民健康保険税が増加する世帯に対する負担割合も考慮し、国民健康保険財政の安定的な運

営に努めています。 

◆医療費の実態及び制度のしくみについて周知するとともに、被保険者の重複、頻回受診などを

解消するための指導、啓発活動の充実を図っています。 

◆疾病の早期発見、早期治療のため、被保険者の健康診査受診率の向上を図り、医療費の抑制

に努めています。 

◆令和 12 年度を目途とした北海道保険料（税）率統一に向け、調整を図ります。 

２．国民年金 

◆観光事業者の期間雇用により、厚生年金と国民年金の切替えを繰り返す被保険者が一定数お

り、厚生年金喪失後に国民年金への加入手続をせず未加入期間が発生してしまう問題がありま

す。 

◆厚生年金喪失後には国民年金への加入が必要であること、障害年金等の受給は手続きが必要

であること、保険料の支払いが困難な場合は免除制度もあることを繰り返し周知していく必要が

あります。 

◆外国人の増加により加入者数が増えています。制度を理解してもらうため、外国語による説明資

料の活用や主な就労先である観光事業者との連携をさらに図る必要があります。 

３．生活困窮者 

◆村と社会福祉協議会が連携し相談を受けていますが、近年相談件数が増えている状況です。 

◆生活困窮自立支援制度を積極的に活用するとともに、社会保障制度の十分な活用を図っていま

す。 

◆一度生活保護を受給すると就労につながるケースが少ない状況です。 

４．後期高齢者医療 

◆健康づくりの啓発活動や生活相談を行うことにより、疾病等の早期発見、早期治療ができていま

す。 

◆過去の受診状況を把握し、個別に受診勧誘を行い、健康づくりの維持に努めています。 

５．介護保険 

◆要介護認定・要支援認定を受ける高齢者等が年々増加しています。 

◆個々のニーズに対応したサービス提供体制の確保により、機能維持を図っています。 
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支援が必要な人が必要な時に 

受けられる体制を維持します 

 

【4-6-1】国民健康保険事業の健全化 

◆特定健康診査実施医療機関の拡大や保健指導などの保健事業を充実強化し、被保険者の自

主的な健康づくり活動を促進するとともに、後志広域連合と連携を図り、レセプト点検やジェネリ

ック医薬品の利用促進などによる、医療費の適正化を図ります。また、保険税の口座振替の推

進、滞納者に対する納税相談・指導等を積極的に行い、保険税収納率の向上を図ります。 

◆北海道の国保料（税）率統一化に向け、被保険者の影響を検証し、調整を図ります。 

【4-6-2】国民年金の啓発 

◆広報誌等を活用した広報・啓発活動の推進や、年金相談窓口の充実を図り、国民年金制度へ

の村民の理解と関心を高めます。また、関係機関と連携し、未加入者の解消及び保険料未納者

の減少に努めます。 

【4-6-3】生活困窮者への適切な対応 

◆法律、制度の活用や関係機関との連携などにより自立支援制度の周知徹底を図ります。また、

相談時における生活実態の適正な把握・助言指導により就労支援を推進します。 

【4-6-4】後期高齢者医療 

◆北海道後期高齢者医療広域連合と連携し、健康診査の受診勧奨を行います。 

◆後期高齢者医療制度、健康意識の向上を目的とした講座や広報に取り組みます。 

【4-6-5】介護保険 

◆関係者との連携を強化し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を一体的に提供できる体制の構

築を目指します。 

◆支援を要する高齢者には、サービス事業所等と連携を図り、適切なサービス供給量の確保に努

めます。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

国保一人当たりの医療費 円／年 196,834 191,000 

後期高齢者一人当たりの医療費 円／年 748,079 748,000 

介護サービス利用者一人当たりの給付費 円／年 303,031 299,000 
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１．新エネルギーの導入 

◆児童福祉複合施設である「るすつ子どもセンターぽっけ」は、地場産木材を使って断熱性を高め

たほか、地中熱や太陽熱を活用し、エネルギー使用量が従来のシステムから半減しました。 

２．風力発電の状況 

◆留寿都村では、民間事業者による風力発電事業が進められており、2020 年に 1 月に環境アセス

メントの手続きにおける環境影響評価の確定通知を受け事業実施が確定したことから、2023 年

4 月稼働を目指して準備工事及び本工事が行われています。 

３．地熱調査の状況 

◆留寿都村では、事業化の可能性がある地熱資源が埋蔵しており、民間事業者により 2017 年度

から尻別岳周辺の地熱調査が行われています。 
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新エネルギーの活用を推進し 

持続可能な社会を構築します 

 

【5-1-1】新エネルギーの導入 

◆エネルギーの省力化についてのデータ分析を毎年度確認し、今後の公共施設の建替等の参考

となるようしていきます。 

【5-1-2】風力発電 

◆民間事業者により、2023 年 4 月の稼働を目指して風力発電事業のための工事が進められること

から、村として工事で必要となる敷地の利用を許可する等工事が円滑に進行されるよう協力す

るとともに、新エネルギーである風力発電の事業化を推進します。 

【5-1-3】地熱発電 

◆民間事業者により地熱の基礎調査として試掘を実施することから、村として試掘作業に必要とな

る敷地の利用を許可する等基礎調査に協力するとともに、地熱発電の事業化に向けた取組を支

援します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

新エネルギーの導入 箇所 1 2 
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１．公園 

◆遊具など公園内の施設の長寿命化について、計画的な管理・更新のため計画の策定が必要な

時期にきており、施設内の設備のマニュアル化や台帳整備の必要性が高まっています。 

◆市民農園を開放し、作物栽培を目的とする住民が広く利用しています。 

◆ドッグランを整備しており、ペット連れの観光客に多く利用されています。 

◆ごみのポイ捨てなど一部マナーが良くない公園利用者がいるので、マナー向上を図る啓発活動

をより一層推進していくことが必要です。 

２．緑地 

◆国道沿いの緑地帯へ花苗の植栽を行い、景観の整備に努めています。 

◆国道沿いの緑地帯など、住民が自主的に景観整備の取組を行えるように、呼びかけや支援をし

ていくことが必要です。 

 

一般住民アンケートより 
（問９④ 緑化活動（植樹や花づくり）をしているか） 

●緑化活動を

「している」人

は 41.9％。 
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多くの人が憩い安らげる 

環境づくりを推進します 

 

【5-2-1】公園・緑地の整備 

◆公園は、子どもたちの遊び場、村民の憩いの場として重要な施設であるとともに、災害時の避難

地や延焼防止帯としての役割もあることから、今後は、老朽化対策やバリアフリー化に向けた取

組を進めます。 

【5-2-2】ルスツふるさと公園の活用 

◆道の駅「２３０ルスツ」に隣接する「ルスツふるさと公園」について、交流・活動の場としてより多く

の人が利用できるように活用方法を検討します。 

【5-2-3】緑地 

◆村中心部やその周辺は、公園以外にも多くの緑地に恵まれていることから、自然生態系に配慮

した開発を進めることにより、豊かな緑地の保全に努めます。 

◆緑化や花植えに関する活動を支援し、住民参加による花と緑の環境づくりを促進します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

ふれあい公園 PG 利用者数 人／年 3,131 3,500 

ルスツふるさと公園市民農園利用者数 人／年 9 12 
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１．自然環境の保全 

◆本村の自然環境は生活、産業面の活動から多様な影響を受けているが、工場などもない農業と

観光を中心とした地域です。 

◆自治体の枠を超えた環境課題への対処が求められています。 

◆良好な環境保全は欠かせません。 

◆住民、民間、行政が協力し環境に与える負荷の少ないまちづくりを推進する必要があります。 

２．景観 

◆本村は、自然環境に恵まれた地域です。 

◆羊蹄山や尻別岳のふもとに広がる自然と共に暮らす丘陵地帯です。 

◆地域の自然や景観を守っていくためにも環境美化への取組が必要です。 

◆村全体の景観をプロデュースする力が必要です。 

◆産業と自然環境の調和が求められています。 

３．生物多様性 

◆種の減少、絶滅、生態系の破壊、育成域の縮小が進んでいます。 

◆この地域で育成する生物以外のアライグマ等の外来種が人為的な影響で入り込み本来の生態

系を破壊しています。 

◆生き物や自然環境の保全活動の住民参加が望ましいです。 

４．自然資源 

◆地球環境、資源問題、生物多様性といった観点から保全とともに有効な活用を図ることが求めら

れています。 

◆自然資源として、自然エネルギー資源、水資源、森林資源などがあります。 

◆水資源は、地域の生活を維持する重要な資源であるため管理徹底する必要があります。 

 一般住民アンケートより 
（問９⑤ 環境に配慮した生活をしているか） 

●環境に配慮し

た生活を「して

い る 」 人 は

62.1％。 
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羊蹄山の麓にある村として 

大切な自然環境を守ります 

 

【5-3-1】自然環境の保全 

◆多様な自然環境を保全・保護し、これらと共存したまちづくりや情操教育に効果的な事業を展開

します。 

◆貴重な自然を保護するため、事業実施の際は生物生息環境に配慮するよう努めます。 

◆公害予防を推進するとともに、関係機関と連携して迅速な対策に努めます。 

◆環境マナーや環境美化の啓発を行うとともに環境団体を支援し、美化活動への取組を促進しま

す。 

 

【5-3-2】良好な景観づくりの推進 

◆優れた本村の自然景観を後世に継承するために、良好な景観づくりに努めます。 

 

【5-3-3】生物多様性 

◆生物多様性に関心をもち、本村の魅力ととらえ、生き物や自然に親しみ、関心を持つ住民を増や

します。 

◆事業者向けに生物多様性に関する情報発信に努めます。 

 

【5-3-4】自然環境 

◆環境保全と有効な資源の活用を図ります。 

 

 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

留寿都村環境基本計画の策定 － 未策定 策定 
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１．ごみ 

◆村のゴミ処理の内、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの処理、ビン・缶・ペットボトルの分別保管業

務が１事業者に委託されています。他に近隣で処理できる業者がないことから、災害や感染症

対応などが困難になることが考えられます。 

◆災害時の廃棄物処理計画について早急に進める必要があります。 

◆各廃棄物の年間処理量が増えています。 

◆廃棄物減量の取組を行う必要があります。 

２．資源化 

◆海洋汚染や有害物質の発生原因となるプラスチックの一部、プラスチック容器包装は容器包装

リサイクル法に基づいて資源ごみとして無料収集しています。 

◆汚れている資源ごみや対象外のもの等の残渣が多いです。 

◆令和元年度収集した 35,310kg の内 55％が残渣として処理されています。ビン・缶・ペットボトル

についても収集した 100,120kg の内 18％が残渣として処理されています。 

◆住民に資源ごみの排出方法等の更なる周知が必要です。 

３．不法投棄 

◆山や谷など市街地以外の道路脇等に不燃ごみなどの一般廃棄物や、家電リサイクル法で回収

が義務付けられているテレビなどの不法投棄があります。 

◆不法投棄を注意する看板を村内に設置しています。 

◆不法投棄については、警察に届け出を行っています。 

◆廃棄物の不法投棄を禁止する活動が必要です。 

４．し尿処理 

◆し尿処理は羊蹄山麓環境衛生組合にて広域で実施、今後施設の更新となり、財政負担が大き

いです。 

５．墓地・火葬場 

◆村内に墓地を２か所設置していますが、近年墓じまいをする方も増加しており、新たな造成の必

要性は現時点ではありません。 

◆墓地の草刈り等、適切な維持管理を行っていく必要があります。特に、傾斜地に設置する留寿

都墓地は擁壁の無い場所も多く、今後修理の必要が見込まれます。 

◆留寿都火葬場は昭和 39 年 11 月の建設以来 55 年が経過し、使用率も 50％未満と減る一方で

施設の建替えや大規模な修繕が必要となったことから、留寿都火葬場を廃止し、喜茂別町火葬

場を両町村が共同で管理運営を行うこととし協定締結を行いました。 
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資源を大切にし 

循環型社会を推進します 

 

【5-4-1】ごみ減量化対策の推進 

◆一般廃棄物処理基本計画に基づき、循環型社会の実現に向けた取組を体系的に進めます。 

◆児童・生徒を対象とした環境学習事業や広報活動により、ごみの適正処理、減量化に向けた意

識の向上を図ります。 

◆マイバック運動などを推進し、日常生活の中でごみを生まない意識の普及を進めます。 

【5-4-2】再資源・省資源の取組強化 

◆村民や企業等が主体となって行うごみのリサイクル活動を支援することによって、ごみの減量化、

再資源化を進めます。 

◆ごみの分別方法について、再資源化を進める観点から適時見直しを図ります。 

【5-4-3】不法投棄等の防止 

◆ごみの不法投棄や野焼きを防止するため、北海道と連携して村内全域で監視活動を強化します。 

◆ごみの適正処理に関する啓発を推進します。 

【5-4-4】し尿処理 

◆羊蹄山麓環境衛生組合と連携し、適切なし尿処理体制を維持します。 

【5-4-5】墓地・火葬場 

◆墓地の利用促進を図るとともに適正な管理に努めます。 

◆人口減少に伴い、各自治体で火葬場の維持が困難となる時期を迎えることから、周辺地域との

連携も含めて今後の方向性を検討します。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

一人当たりのごみの排出量 ㎏／年 136 136 
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１．地域活動を支援しています 

◆ルスツふるさとまつりは実行委員会の開催回数を増やすとともに、住民参加型のイベントを新た

に設け住民等の交流の場としてより楽しめる内容になりました。（令和２年度は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止） 

◆各地域の活性化の取組及び支援については、具体的な事業に着手することができていないため、

住民ニーズの把握を含めた検討が必要です。 

◆住民団体が主体となって行う行事の支援と人材及び組織の育成に努めていますが、住民団体

が主体となる行事がないため具体的な支援及び育成ができていません。 

２．村づくりへの住民参画を促しています 

◆各種会議や各種計画策定時には若年層や女性などの参加を促し、幅広い年代が村づくりに参

加できるよう努めています。 

◆村行事への住民参加を継続して実施していますが、村づくりへ住民が参加する具体的な体制づ

くりが十分整っていません。 

３．各種団体を支援しています 

◆各種団体の活動内容を広報するよう努めていますが、広報を実施できていない団体があるため、

取組の充実が求められています。 

◆町内会をはじめとする各種団体の活動に参加する住民が固定化し、高齢化、減少傾向にあるこ

とから、より多くの住民が参加できる環境を支援していく必要があります。 

◆新たな枠組みで村づくり活動を自ら行う団体やサークルの活動を支援していく必要があります。 

 

 

 

留寿都村未来会議報告書より 

・村祭りや村行事をやっていても、自分たちの団体がやっている
行事にしか参加しないので、何をやっているのかが、わかって
いない人のほうが多い。 



 

53 
 

協働による村づくりを進め 

住民が主体的に動いていく村を目指します 

 

【6-1-1】地域活動の支援の充実 

◆ルスツふるさとまつりのイベントについてより多くの住民参加型及び住民提案型のイベントを取り

入れます。 

◆留寿都村未来会議等の開催を通して住民とともに各地域の課題及び活性策について考えてい

きます。 

◆住民団体の人材及び組織の育成に努め、住民団体が主体となる行事を支援します。 

【6-1-2】村づくりへの住民参画の促進 

◆留寿都村未来会議（ワークショップ）を定期的に開催し、村づくりへの住民参加を促進します。 

◆協働の村づくり活動を進めていく上で、各種計画策定時は、ワークショップや説明会等を開催し、

広く村民の意見を取り入れます。また、村民が自主的に取り組む活動を支援します。 

【6-1-3】各種団体の活動支援 

◆各種団体について広報誌等により活動を紹介し、住民の参加意識を高めます。 

◆町内会の加入率を高めるため、先進事例の調査研究を進めるとともに、町内会に興味を持って

いただくための広報やＰＲを積極的に行います。また、人口減少や高齢化が進む町内会につい

ては、活動自体が困難になりつつあることから、複数町内会での合同会議やイベントが行えるよ

う、支援策を検討します。 

◆各種団体の取組について、村づくりの理念と合致する活動については支援します。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

各種団体主催のイベント支援回数 回／年 4 8 

留寿都村未来会議開催回数 回／年 3 3 
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１．広報・広聴 

◆毎月発行の「広報るすつ」、「村民カレンダー」をはじめ、「暮らしのガイドブック」などを発行する

ほか、ホームページにより村政情報を随時提供しています。 

◆情報化社会において、村民に必要とされている情報の精査や効果的な伝達方法を検討する必

要があります。 

◆年１回各地区で村政懇談会を開催し、多くの住民の方から村政に対する意見を伺う機会を設け

ています。 

◆多くの方から幅広く意見を伺えるよう広聴の充実に努める必要があります。 

２．情報発信 

◆観光パンフレットや村勢要覧の作成を行い、村の情報発信に努めています。 

◆イベント情報や行事などを新聞へ掲載依頼し情報発信に努めていますが、新聞以外の効果的な

方法について検討が必要です。 

◆行政情報のオープンデータ化を見据え、発信情報のデータベース化が必要です。 

３．情報公開 

◆情報管理を徹底し、住民が必要とする行政情報の公開とその透明性の確保に努めています。 

 

一般住民アンケートより 
（問９① 「広報るすつ」を読んでいるか） 

●広報るすつを

“読んでいる”

人は 91.4％。 
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村民の声を積極的に聴き 

風通しの良い自治体運営に努めます 

 

【6-2-1】広報・広聴における統一的な指針づくり 

◆広報誌やホームページ等の充実を図り、住民と行政を結ぶ情報の更なる共有化を推進します。 

◆広報・広聴については、これまでの手法を検証し、必要に応じて新たな手法を取り入れ、必要な

人に必要な情報が届くように努めます。また、情報提供のあり方について、統一的な指針を策定

し、安全性を確保の上、積極的な情報発信に努めます。 

【6-2-2】自治体運営における戦略的な情報発信の実施 

◆タウンプロモ―ションや観光・交流、移住情報をはじめ、どういった情報を誰にいつ届ければ効果

があるのかといった戦略的な情報発信を調査研究の上、関係機関とともに実施します。 

◆オープンデータ化に向けた調査研究を進めます。 

【6-2-3】情報公開・文書管理の適切な実施 

◆情報公開や文書管理については、ルールに則り適切かつ徹底して管理するとともに、個人情報

に配慮した積極的な情報公開を推進します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

村政懇談会開催回数 回／年 1 1 

村行政情報のオープンデータ化 ％ 0 50 
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１．行政の効率化 

◆行政に対する住民ニーズの高まりから、業務の質・量ともに増加傾向にあることから、これを解

消し、より質の高い行政サービスの向上と業務の効率化が図られるよう、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ

等を活用して業務の効率化を行う取組が求められています。 

２．Society5.0 への取組 

◆日々目まぐるしく進展するＡＩやＩｏＴの技術はその導入によって省力化や都市と地方の格差が解

消される可能性を秘めており、これらの技術を各施策や事業へ反映させていく必要があります。 

◆役場職員や住民において Society5.0 に対する理解が進んでいないことから、Society5.0 の考え

方を学習する機会が必要です。 

◆Society5.0 を実現するためには村の全ての地域において光ファイバー網の整備が必要不可欠で

すが、本村の整備率は約８割にとどまっており、５Ｇの導入に対応できる高速通信網の基盤整備

が必要とされています。 

 

一般住民アンケートより 
（問９⑬ スマートフォンや携帯電話を利用しているか） 

●スマートフォン

や携帯電話の

利用を「してい

る 」 人 は

91.4％。 
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ＡＩやＩｏＴなどの最新技術を 

積極的に活用できる基盤づくりを推進します 

 

【6-3-1】ＡＩ・ＲＰＡ等ＩＣＴを活用した行政運営の推進 

◆これまでの慣例を捨て、先を読み、将来どうなるのか、どうなりたいのかを考えて今から対策を

行っていくバックキャスティング手法をあらゆる場面で取り入れます。 

◆ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ等の活用についてもあらゆる分野で積極的に検討していきます。 

【6-3-2】Society5.0 の推進 

◆国が推進する Society5.0 の取組についてアンテナを張り、本村で活用できる取組について調査・

研究を行います。 

◆各分野において補助金等を活用して Society5.0 の取組を推進する場合は、庁内において検討

会を開催し、関係各課及び関係団体との協力関係を構築します。 

◆全村を対象エリアとして５Ｇに対応できる高速通信網の基盤整備を推進します。 

◆商工会や農協などをはじめ、関係機関との勉強会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

庁内 Society5.0 推進会議の開催回数 回／年 0 1 

Society5.0 関連補助金申請件数 件 0 1 

FTTH（光回線）利用可能世帯率 ％ 82.62 100.00 
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１．財政 

◆経常的な支出が増加傾向にある一方で、税収等の経常的な収入は横ばいの状況にあるため、

近年は財政調整基金を取り崩しながらの財政運営となっています。 

◆平成 26 年度からのふるさと納税寄附金制度による財源の確保を引き続き実施していくとともに、

本村の資産を有効活用するため、活用目的が明確でない未利用地の売却や新たな自主財源の

確保に向け、その研究をしていく必要があります。 

◆既存の事務事業の見直しを行い、新たな事務事業に十分な財源が充当できるよう、事務事業の

取捨選択を一層推進していく必要があります。 

２．行政組織 

◆自治体の役割が多様化・複雑化する中、柔軟かつ迅速に対応できる行政の仕組みづくりを行い、

働きやすい環境整備を行うとともに、事務事業の外部への委託を推進することにより、適正かつ

計画的な職員数の確保に努めていく必要があります。 

３．公共施設 

◆庁舎は昭和 38 年に建てられたもので、老朽化が進んでいるため、建替えや耐震化などの根本

的な対策が必要です。 

◆庁舎以外にも老朽化が著しい建物があるため、財政面も考慮しつつ、計画的な更新が必要とな

っています。 

４．職員資質 

◆行政に対する住民ニーズに対応するには高い意欲と能力を有した人間性や優れた経営感覚を

身につけた職員が必要であり、職員研修などを通じて、職員の知識の習得や能力開発の育成に

取り組んでいく必要があります。 

 

一般住民アンケート（自由意見）より 

・役場職員が定時に帰宅できて、スポーツや文化活動に積極
的に参加して、村を盛り上げることができる仕事環境が必要
だと思います。まずは役場の働き方改革からすべきではない
でしょうか。皆さん働きすぎじゃないですか。 

・村の職員は住民のことを第一に考えて、業務の改善や時代
の流れを察知して行動しているのでしょうか？ 
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村民が笑顔になる 

明るい行政サービスを提供します 

 

【6-4-1】安定的な財源確保 

◆事業の必要性、緊急性、効果などを検証し、優先的・重点的な事業の実施に努めます。 

◆コスト意識、経費節減の視点に立ち、民間委託が可能なものについては、その拡大を検討しま

す。 

◆税等の収納率の向上、使用料収入等の適正化を進め、自主財源の確保に努めます。 

【6-4-2】組織機構改革の推進・定員の適正化 

◆社会情勢や新たな行政需要などに対応できる行政組織の見直しに努め、最小限の職員数でも

対応できる行政組織を目指します。 

【6-4-3】公共施設の維持管理及び計画的な修繕・改修・建設 

◆庁舎については、住民の財産維持やサービス向上の観点から、費用対効果を踏まえ、必要な営

繕に努めます。 

◆公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な施設等の修繕・改修・建設を行うとともに、公共施

設の適正な維持管理に努めます。 

【6-4-4】職員の人材育成等の推進 

◆行政運営の効率化や透明化、職員の意識改革に努め、行政課題に迅速かつ的確に対応できる

人材の育成を行います。 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

経常収支比率（5 年後） ％ 84.7 85 

実質公債費比率（5 年後） ％ 8.7 10 

将来負担比率（5 年後） ％ 59.9 60 

職員数（5 年後） 人 68 68 
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１．広域行政 

◆消防、環境衛生及び教員研修などを一部事務組合により運営しており、ごみ処理については、

近隣町村との広域処理を行っています。 

◆平成 21 年度から後志管内 16 町村で行政事務を共同処理する「後志広域連合」を設立し、税の

滞納整理、国民健康保険事業、介護保険事業に関する業務を広域で行っております。 

◆後志広域連合に「広域事務調査研究会」を設置し、地域における課題解決に向けた取組につい

て協議しています。 
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周辺地域と協力し 

単独ではできない広域行政を推進します 

 

【6-5-1】市町村間の連携・広域行政事業の推進 

◆広域行政の枠組みの中で、市町村間の連携を図り、広域で取り組むことで効率化できる事業等

について、積極的に検討します。 

◆村の発展に資する事業について、積極的に推進します。 

 

 

  

指標 単位 現状値 目標値 

後志広域連合における連携事業数 事業 4 4 
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人口減少 少子高齢化 税収減 

公共施設や道路等の

維持費が今後増加 

様々な分野で 

担い手不足 
地域産業の衰退 

新型感染症や大規模

災害等の頻発 

（考えられる影響や今後の見通し） 

・本村の主力産業である農業や観光において、災

害等によるダメージは甚大となる 

・担い手が不足することでこれまでの規模を維持す

ることが困難になるばかりでなく、質の低下を招き

かねない 

 

・文化活動や景観維持、福祉活動などの担い手が

不足してくると、今まで以上に高齢化の影響が財

政に深刻な影響を与える 

・公共施設をすべて維持することは困難であり、職

員の人件費を抑制しても限界がある 

☆これまでと同じことを同じ方法で行えば、行政の財源はひっ迫する可能性があります 
☆何を優先して、何を後回しにしたり取り除いたりするのかを明確にして、メリハリのある事

業を行うことによって魅力ある村づくりを進める必要性があります 
☆そのためには、単なる効率化を図るだけでなく、労働力としての Society5.0 の導入を図

り、職員が行うべきことと、機械的に自動でできること、住民が主体的に行うことを分担し

ながら、これまでの常識にとらわれない生き残り戦略を具現化していく必要があります 

Society5.0 の推進 
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