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１ はじめに 

令和５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を申し上げ、留寿都村議会議員各位並び

に村民の皆さまのご理解とご協力をいただきたいと存じます。 

令和３年に留寿都村長に就任して以来、議員各位には適切

なご指導と深いご理解を賜っておりますことに感謝を申し上

げます。 

この２年間は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住民

対応として、健康の維持と福祉の向上及び教育の推進並びに

産業経済の対策を優先的に実施してきましたが、その一方で

人口減少が顕著に進んでいること、また、財政においては、

自主財源に乏しい本村にとって、その多くを地方交付税に依

存する財源構成になっていることから、不足する財源につい

ては、基金を取り崩して予算編成を行っているところであり、

今後の人口減少対策や各種の施策を安定的に行う上で、財政

の健全化に取り組むのが喫緊の課題であります。 

令和５年度の村政執行に向けて、令和３年度からスタート

した「第６次留寿都村総合計画」における前期５年間の基本

計画並びにローリング方式で毎年見直しを行う実施計画、さ

らに令和６年度までの「第２期留寿都村人口ビジョン・総合

戦略」は、村の未来を切り拓く計画としてそれぞれに目的と

目標がありますので、検証しながら優先度や緊急性の高いも

のを選択し、計画的に取り組んでまいります。 

また、令和３年４月に施行された過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）に基づく過
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疎地域の指定を本村が受けたこの貴重な機会を逸することな

く、計画を常に見直し、留寿都村ならではの施策に活用して

まいります。 

さらに、政府は新型コロナウイルス感染症の法制上の位置

付けを季節性インフルエンザ並みの第５類に引き下げる方針

であるとのことでありますが、これに対する村の取り組みは

国の動向を注視しながら本村にあった「留寿都スタイル」を

継続し、医療体制や村の行事、住民活動、教育活動等を無理

なく推進し、住民の皆さまに憩いと活気を感じられるよう企

画してまいります。 

２ 村政運営の基本的な考え方 

令和５年度の村政運営の基本的な考え方として、人や自然

に愛着と喜びを感じながら楽しさと暮らしやすさを実感でき

る政策を展開する「SATO（里）の活性化アクション」を令和

４年度に引き続き実施し、令和５年度の重点的取り組みとし

て、１．移住定住対策を推進すること、２.ゼロカーボン事業

に取り組むこと、３．子育て支援をさらに充実すること、４．

デジタル化による住民の利便性向上に取り組むこと、を掲げ、

「暮らしを楽しむ村 留寿都」を村づくりのテーマとして、

住民や本村に訪れる方々が楽しさを実感できるよう、また、

留寿都村で暮らす方々が生き生きと暮らせるよう施策を展開

してまいります。 

「暮らしを楽しむ」とは、特別なことをするのではなく、

日常の生活の中で「食を楽しむ」ことや「学びを楽しむ」こ
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と、「子育てを楽しむ」こと等、それぞれの価値観で「楽し

み」をつないで楽しさのお裾分けを村民から村民へ、また本

村に訪れる方々にも感じていただける村政に取り組んでまい

ります。 

そこで、農業と観光の村としての発展、さらに商工業の発

展的継続と新規事業者を支援しながら、産業と経済の基盤を

整備する「強い産業の SATO（里）」の取り組みを強化いたし

ます。 

また、新たな可能性を引き出す自然や土地や建物を活かし

ながら、子どもからご高齢の方までも憩える個性的で将来性

のある「人と自然にやさしい SATO（里）」の実現に向けた取

り組みを継続します。 

さらに、子育て支援を保健福祉及び教育の面から取り組み、

留寿都村だからこそできる保健福祉と教育の推進による「元

気な人をつくる SATO（里）」の事業展開をいたします。 

加えて、「ゼロカーボンシティ宣言」による、2050 年まで

に二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す取り組みを計画する

ほか、交通安全や防犯運動等を継続する「安心できる環境の

SATO（里）」の事業を実施します。 

令和５年度は、村政執行マニフェストのテーマに掲げる

「留寿都ブランド」で未来をひらき「支え合い」で暮らしを

支援する３年目として、留寿都村の存在をより一層高めなが

ら暮らしを楽しみ、持続する村として動き出し、研究もして

まいります。 

「留寿都ブランド」は、産業経済面においては観光ブラン

ドが確立されていることが強みでありますから、その発展を
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支援し、さらに農業の生産力と品質の向上に取り組んでいる

留寿都村の農業を関係者と情報を共有しながら、その生産の

基盤となるところを支援し発信してまいります。 

「支え合い」は、ご高齢の方の生きがいや障がいのある方

の自立への支援等を、行政以外でも地域や知人、友人等によ

る見守りや声がけ等で、人とのつながりで孤独感のない暮ら

しを支援してまいります。 

議員各位並びに住民の皆さまに村政の情報をお伝えし、皆

さまの声を聴き、村政に反映させることを基本に進めてまい

ります。 

３ 分野別重点施策 

 ここで、令和５年度の分野別重点施策について申し上げま

す。 

私が、住民の皆さまにお示ししたマニフェストの分類に基

づき申し述べさせていただきます。 

（１） 強い産業で未来をひらく 

～強い産業の SATO（里）～ 

はじめに、強い産業で未来をひらく、産業の振興について

申し上げます。 

留寿都村の農業が、優れた生産技術と所得性の高さからも

地域が誇れる主力産業であることは周知のとおりであります

が、これの維持・発展のために研鑽と努力を重ねていらっし
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ゃる関係者の皆さまに誇りを感じています。 

また、留寿都村の地にふさわしい観光が、令和４年から活

況の兆しがあり、国内はもとより世界各国からの観光客を招

き入れる魅力は、豊かな自然や畑、街並み等の景観にあるこ

とを再認識し、留寿都村全域を「美しい村」、「観光財産のあ

る村」として守り続けてまいります。 

令和５年度の村政は、留寿都村がさらに自然を活かした農

業と観光の調和を強みとして、住む者が「強い産業の SATO

（里）」を実感でき、未来を創造する取り組みを実施いたしま

す。 

〇 農業の持続と強化 

留寿都村の農業を維持し、さらに振興するために、急務と

なっている畑作農業における生産資材等の価格高騰対策と畜

産業における家畜飼料価格高騰対策について、令和５年度に

おいて生産コストを支援する取り組みとして、農業用マルチ

価格高騰対策緊急支援事業及び飼料価格高騰対策緊急支援事

業を行います。既に行っている生分解性マルチ特別助成事業

は「ゼロカーボンシティ」への一環としても推奨できる事業

でもあることから、事業継続のためにも価格対策を行うこと

とし、加えて通常マルチについても価格対策が必要でありま

すので、令和５年度に限って補助を実施いたします。 

農業補助では、土づくり特別対策事業や農地、農道の保全

事業は農業経営の基本となるものであることから、継続して

取り組み、その中でも農地等保全改良特別助成事業につきま



- ９ -

しては、近年の大雨による被害対策を考慮して予算を増額い

たしますし、そのほかの各種補助事業についても必要な予算

措置を行いますが、補助事業としての内容については精査を

行ってまいります。 

農地保全につきましては、令和５年度は農地の再編整備に

かかる取り組みを現実的にとらえながら、補助事業として国

営又は道営での方向性とモデル的事業展開の模索・検討を関

係機関と共に最大の努力をしてまいります。農地再編整備で

整備した後には、作業効率が上がり労働時間が短縮されるこ

とを期待しますし、スマート農業の推進にも効果的とされて

います。また、モデル的事業展開と申し上げましたのは、短

縮された労働時間によって高収益作物の栽培や加工品の研

究・販売等も可能になると考えられることから、留寿都村の

農業に商業や観光的要素を加えた農地再編整備を進めること

も視野に検討をしてまいります。 

懸案の鳥獣被害対策におきましては、エゾシカの捕獲頭数

の実績は上がっているところですが、圃場への出没頭数が減

らないという現状からも、継続した捕獲、駆除が必要であり

ますので、令和５年度におきましても、有害鳥獣駆除業務委

託やエゾシカ捕獲等業務委託並びに有害鳥獣駆除巡回等業務

委託を継続するとともに、電気牧柵を設置する鳥獣被害防止

特別対策事業の継続と近隣町村とも連携した駆除の取り組み

により被害の軽減を図ってまいります。 

国や北海道の情報の入手については、敏感に対応できるよ

う村の体制も整いつつありますので、農業者並びに農業関係

者との連携強化により各種補助事業申請にも柔軟に関わって
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まいります。 

また、留寿都村の農業が北海道農業の象徴として、豊かで

スマートな暮らしの象徴となるよう、若い男性や女性からも

注目される農業の発展のために、女性農業者の支援や農業の

女性ファンを増やす取り組みを模索検討するため、可能な限

り各生産組合や青年、女性農業者との懇談を通して留寿都村

の農業の魅力を強く発信してまいります。 

さらに、ＪＡようていや後志総合振興局等との連携を深め、

情報の共有を継続して行ってまいります。 

加えて、共選施設の整備拡充に伴う作付面積の維持を含む

農地の維持につきましては、農業者の高齢化による離農や作

付面積の縮小が懸念されていることから、従前より、農業の

担い手確保や育成が求められておりますが、新たに本村にお

いて農業経営を開始する新規就農者が離農者規模の畑を作付

けすることは困難でありますので、農地の受け皿対応が課題

となってきております。このような問題を検討すべく組織化

されたのが「留寿都村担い手支援推進協議会」でありますの

で、関係機関との共通した認識のもとでその課題の研究を行

ってまいります。併せて、先輩農業者の生産技術等を新規就

農者や若手農業者に伝える仕組みづくりについて、検討して

まいります。 

○ 官民一体で観光振興 

国内屈指のリゾート地の知名度をもつリゾート施設が村

内に設置され、村民の利用が余暇の一部になることは生活を
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豊かにするものであり、経済活動において、特に村の若年人

口層を堅持していることも大きな強みであります。 

令和５年度の観光振興について、道の駅２３０ルスツにあ

っては、都市と農村の交流の場をさらに充実させる工夫を官

民一体で進め、道の駅２３０ルスツのさらなる活性化による

独立採算を目指した事業展開を期待します。 

村の観光施設のふれあい公園パークゴルフ場管理及びル

スツふるさと公園等の管理は、村の財政状況から管理経費の

圧縮に努めながら利用を促進いたします。特に、ルスツふる

さと公園については、議会においてもご提案をいただいてき

ました多様なメニューによる利活用を図るため、令和５年度

は、キャンプ場を開設する等の公園設計を行い、令和６年度

の春からの利用に間に合うよう管理事業者の選考を行ってま

いります。 

また、村の観光事業の推進については、地域おこし協力隊

隊員を採用し、これまでの農林水産物直売所で販売している

野菜等をお知らせする活動のほか、商業や観光情報を発信す

る取り組みを行っており、引き続き活動を支援するとともに、

体制強化が必要な村観光協会の事務局体制を整えるために村

も積極的に関与してまいります。 

加えて、村内観光事業者との情報共有の場として定例的な

会議の開催を継続することと、入湯税を原資に観光振興特別

対策事業による観光振興を図ってまいります。 

○ 商工業の持続化を支援 
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令和４年度まで継続された国の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した各種事業は、令和５年

度は予定がないために支援事業の実施はありませんので、平

常年の商工会の経営改善事業等に対する補助金の交付や中小

企業振興資金融資預託金事業を継続し、商工業者の多様なニ

ーズの支援を継続いたします。 

また、新たな事業展開や新規事業に取り組む事業者がある

ことを期待し「起業等支援事業」を継続いたします。 

（２） 人と自然にやさしく未来をひらく 

～人と自然にやさしい SATO（里）～ 

続いて、人と自然にやさしく未来をひらく、留寿都村の持

続にあたっての基本的な考えについて申し上げます。 

人にやさしくは、少子高齢化の時代にあっても、子どもの

笑顔とともに成長する親子の姿も、ご高齢の方がご自分のペ

ースで楽しみを持って生活をする姿も、村の貴重な財産であ

り豊かさの象徴と考えます。限りある子育ての時間を楽しく、

かけがえのない子どもへの愛情を深く、保健・福祉・教育か

ら暮らしを楽しんでいただけるよう事業を拡大・拡充してま

いります。 

また、一時滞在者や定住者の方々との共生、さらに村の財

産の活用は「人と自然にやさしい SATO（里）」を目指すもの

として、自然や土地や建物を利活用する構想は、自然にやさ

しく豊かさを実感でき、ご高齢の方や青年や女性の方のサー

クル活動や有志活動から活力が生まれるよう支援してまいり
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ます。 

○ 福祉の推進で人にやさしく 

福祉の推進で人にやさしくという視点で申し上げますと、

福祉・医療・教育の分野から幅広く子育てを支援するもので

「子育てするなら留寿都村」をスローガンに、きめ細やかに

充実した事業の展開を継続します。 

妊娠から出産、育児、教育まで、子どもの成長過程におけ

る支援として、産前産後の保健師の訪問をはじめ、助産師に

よる訪問事業並びに国の出産・子育て応援給付金事業を実施

するとともに、子どもには「生まれてくれてありがとう」を

伝える「君の椅子」プロジェクトの事業による出産祝品とし

て子どもの椅子贈呈事業とともに祝金事業を継続し、村民の

誕生を祝い、子の居場所を創り、村民としての存在と成長を

見守り祝ってまいります。 

令和４年度に 18 歳到達年度まで拡大した子ども医療費扶

助及びインフルエンザ予防接種費用扶助を継続し、子どもの

健やかな成長を願うとともに子育て世帯の経済的負担の軽減

を図ってまいります。 

母となる女性のこころとからだを守るため、母親教室や歯

科健康診査等を継続して子育てを支援してまいります。 

ひとり親家庭の親を支えるため、医療費扶助の拡大として、

課税世帯であっても医科及び歯科の本人負担を初診料のみと

する医療費負担の軽減を継続いたします。また、北海道が実

施している「ひとり親自立支援養育訓練給付金」の助成拡大
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として、ひとり親が資格取得をしやすいように費用の助成を

継続して実施いたします。 

保育所においては、保育料及び給食費の助成の継続のほか、

保護者からのニーズもある認定こども園への移行について、

早い時期に保護者等への説明を行い、結果を出したいと考え

ています。認定こども園は、近隣の町村でも実施しておりま

すし、幼稚園機能も兼ね備えていることからも働いていない

保護者のニーズにも応えられる仕組みであります。令和６年

度に向けた取り組みとして進めてまいります。 

関連して、子育て支援を充実したいという考えから、放課

後児童クラブの子ども達に夏休みと冬休みの期間中に限って

昼食を提供する事業を事業者の協力をいただいて試験的に実

施いたします。 

また、本村の児童を取り巻く保育や教育の環境を見たとき、

るすつ子どもセンターが担当している保育所、放課後児童ク

ラブ、地域子育て支援拠点事業、一時保育事業及び小型児童

館の事務並びに住民福祉課が担当している要保護児童の保

護・支援の事務、さらに小学校に進むと児童は教育委員会の

所管となり、放課後児童クラブの子どもにも関与しているこ

とにつきまして、１つの事案に複数課が担当することで複数

の職員が関わるという連携面でのメリットはありますが、今

般の新型コロナウイルス感染症対策や政策的な事業を検討す

るとき、情報の管理、利用対応という住民側に視点を置いて

も、運営する行政側においても、これらを一元化することで、

より一体的な情報収集と対応がスムーズになり、子育て支援、

保育、教育が一体的に実施されることで、それぞれの連携が
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より強固に図られ、効果が期待できると考えられます。この

ことから、るすつ子どもセンターが担当する保育所等の業務

と住民福祉課が担当している要保護児童の保護・支援に関し

て、一元化する先として教育委員会への移管を考えておりま

す。これは、小学校へ入学する際の個々の情報と連絡のほか、

幼少期の子どもの状態をその先につないでいくことを任務と

することや生活の一部に学習が溶け込めるように、教育の機

会を高めたいとする私の思いもあります。地方自治法第 180

条の２の規定に基づき、村長が教育委員会との協議を経て、

これらの事務を令和６年度から教育長に委任することについ

て、令和５年度から検討を開始したいと考えています。 

次に、子育て中の家庭を支援する教育費用の助成事業とし

て、高校生を持つ世帯へ就学支援を継続することや、大学生

等を持つ世帯への就学支援金も継続してまいります。 

ご高齢の方や障がいのある方も安心して暮らせるよう、村

地域包括支援センターや村社会福祉協議会による見守りを継

続するとともに、現行の安否確認システムでは対応できてい

ない高齢者を対象に、通信機能が付いた電球を利用して 24 時

間の間に点灯又は消灯をする動きから高齢者の安否を確認す

る見守りサービス事業の実施や高齢者居宅サービス支援事業、

介護サービス提供基盤等整備事業及び権利擁護推進等事業等

により、健康の増進を図り暮らしの不便さが軽減され、住み

慣れた土地や家で暮らせるよう支援してまいります。 

また、ご高齢の方が長い冬を安心して過ごすことができる

よう、福祉灯油等助成事業を継続するとともに住宅屋根や窓

等の除雪サービス事業委託を村社会福祉協議会へ継続し、さ
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らに困っている人を見逃さない支援体制の強化を図ってまい

ります。 

加えて、村に外国人の就業や居住があることは観光の村の

強みとして、企業の外国人研修生等は、村の国際化を担う貴

重な存在であることからも、多様な可能性を広げてくれる存

在と考えます。今後、村への愛着が一層深まるよう日本語教

室の継続や地域又は職場の交流等から共生する社会を形成で

きるよう必要な支援をしてまいります。 

○ 村の財産の活用は自然にもやさしく 

村の財産の活用にあっては、自然にもやさしく、地域に溶

け込んだ事業であることや四季を通じて美しい村の自然と農

業と観光の将来を見据えた内容であるべきと考えます。 

令和４年度には、未活用又は活用が促進されていない村有

地の土地利用計画を立て、令和５年度においても村営牧場等

その他の村の財産について、留寿都村にふさわしい産業の振

興や定住促進に向けた利活用の可能性を追求し、検討を継続

いたします。 

その中で、令和４年度に売却した旧三ノ原小学校及び旧黒

田小学校の校舎等の施設やグラウンドについては、民間力に

よる利活用に期待し、地域の皆さまにご説明をする必要が生

じたときには説明の場を設ける等して、地域に愛される施設

となるよう継続した情報の収集と提供を行ってまいります。 

令和５年度に横町地区及び新町地区の老朽化した教職員

公宅５棟６戸の解体撤去後は、移住定住を図るため、また、
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住民要望をかなえるため、このうち横町地区の１棟２戸を撤

去した後の跡地については、共同住宅建設用地として令和５

年度中に売却をいたします。同じく、横町地区の３棟３戸を

撤去した後は、当該区域が一定の広さを有しておりますので、

用地分筆測量や村道整備を進めるため調査測量実施設計等を

行い、戸建て住宅建設用地として整え、令和６年度に売却で

きるよう事務を進めてまいります。 

既設の建物の有効活用として、高齢者生活支援ハウス入居

者へのきめ細やかな対応と事務所維持費用の圧縮等から、令

和５年度に村社会福祉協議会の事務所を高齢者生活支援ハウ

スに移転し、それに係る高齢者生活支援ハウスの内部改修工

事等を行います。また、事務所移転後の役場庁舎横にある災

害備品格納庫兼事務所１階には、役場庁舎が手狭であること

から、これにも通信等の整備費がかかってまいりますが、施

設の有効活用と業務の円滑化を図るものとして、農林課と農

業委員会事務局を令和５年度中に移転する予定であります。 

さらに、公共施設の老朽化が進行し対策が必要となってお

り、計画的に着手しなければならない時期が迫っております。

令和４年度に実施した留寿都村公共施設等総合管理計画の改

定では、各施設の老朽化は想像どおりでしたが、その対応と

して、本村はこれまでの大型建設事業や改修事業のほとんど

を財政上有利な過疎対策事業債の借入れにより実施してまい

りましたし、現在もそれが最も有利な方法でありますが、現

在の過疎地域の指定が令和 12 年度で一旦終了するものであ

ります。本村は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法（令和３年法律第 19 号）の過疎地域の団体として令和
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３年度に指定されましたが、これまでの指定の要件を参酌す

ると、次回の令和 13 年度の指定が難しい団体とされており

ますことから、この指定期間内の令和 12 年度までに改修に

よる長寿命化、老朽化による建替え、施設機能の規模縮小又

は廃止による撤去の計画を立て、この実施に取り組まなけれ

ば、その後の公共施設の更新等に影響を及ぼす可能性がある

という危機感があります。そうなることによる住民の皆さま

への負担やサービスの低下につながることは絶対に避けたい

という思いのもと、令和５年度の早い時期に、村公共施設の

更新計画等を立てて実施に向けた協議と最適な施設配置を職

員とともに検討してまいります。 

加えて、財政負担の軽減や平準化、さらに健全化がネック

になりますので、その情報並びに対策についても議員各位並

びに住民の皆さまと共有してまいりたいと考えております。 

（３） 元気な人をつくり未来をひらく 

～元気な人をつくる SATO（里）～ 

続いて、元気な人をつくり未来をひらく、教育と保健福祉

の振興について申し上げます。 

教育と保健福祉の振興にはふるさと応援基金を活用し、一

人ひとりが主体的に実践、活動できる環境をつくり支援して

まいります。 

教育の分野では、児童生徒の学力を向上できる環境を整え、

学ぶ機会を提供し、村の子どもたちの可能性を育てるととも

に、社会教育においても個々の学びを推進してまいります。 
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保健の分野では、この世に 1 つしかない自分たちの体を大

切にする取り組みを、疾病予防から健診、医療機関への受診

まで、継続した取り組みを推進してまいります。 

福祉の分野では、ご高齢の方や障がいを持つ方等が留寿都

村で暮らしを楽しく過ごせるよう支援を継続してまいります。 

また、教育と保健福祉の分野で「元気な人をつくる SATO

（里）」として、実践する視点で申し上げます。 

○ 教育で元気！ 

「教育で元気な人をつくり未来をひらきたい」とする思い

は、私が一貫して各分野で取り組む「留寿都村だからできる

可能性を模索し続ける」ものであり、子どもたちには、可能

な教育を受ける場をあらゆる場面で提供したいとする考えが

基本にあるためです。 

その１つとして挙げられるのが、ＩＣＴの積極的な活用で

地域格差に負けない学習支援を行うことです。 

地域格差に負けない学習支援として、ＧＩＧＡスクール構

想の推進による１人１台の学習者用端末を用いての授業のほ

か、家庭学習用として「問題データベースタブレットドリル」

による個々の発達に合った学習の継続や令和３年度から実施

している公民館２階の「放課後等まなびサポート」による児

童・生徒の自習の場の提供、また、オンラインでの学習サポ

ート、さらに、令和４年度から実施した大手学習塾との連携

によるオンデマンド配信の家庭学習用教材での「オンライン

授業」の継続は、学習塾がない本村において中学生を対象と
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していましたのを希望がありました小学５年生・６年生の高

学年の児童にも拡大して、児童生徒個々の学習意欲に応えた

いとするもので、受講にかかる費用を村が助成することによ

って、多くの児童生徒が地域性を悲観せずに、逆に時間を有

効活用した学習環境を整えられるものであり、今後、これら

を検証しながらより良い方法を模索してまいります。 

給付型奨学金については、令和４年度からの大学生等と高

校生のいる世帯の経済的負担と高等学校生徒の学習意欲を支

援するための給付事業を継続いたします。 

子育て支援を拡充するため、小学校と中学校への入学を成

長の節目として祝うとともに保護者の経済的負担軽減を図る

ため、子育て支援入学祝金支給事業を令和５年度から開始い

たします。 

学校給食では学校給食費の２分の１助成の継続や、令和３

年度から実施している食育を通じてふるさと・留寿都を伝え

る「ルスツふるさと給食まつり」をふるさと・留寿都の「情

操食」として継続いたします。 

近年の児童生徒のスポーツ文化活動での活躍は目覚まし

いものがあり、頑張る姿は、見る者に元気を与えてくれてい

ます。全道大会や全国大会へ参加される児童生徒を応援する

主旨からも、学校児童生徒スポーツ文化大会出場費用負担金

により遠征費の支援を継続して行ってまいります。 

社会教育における小学生の「なんでもチャレンジクラブ」

は、児童の探求心を育てながら視野を広げる学習活動を異な

る学年間で行う中で、社会性や協調性、指導性が生まれ、児

童に精神的成長を見ることができることからも事業の継続と
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発展を進めてまいります。その一環として、令和４年度に実

施した「むらびと写真展」は、現在、教育委員会で活動して

いる地域おこし協力隊の隊員による取り組み効果が大きく、

継続した活動を依頼しつつ支援をしてまいります。 

３年間も続いたコロナ禍において、孤独な時間をお過ごし

のご高齢の方々にも、楽しい時間をお過ごしいただきたいと

の思いがございまして、ご高齢の団体や地域でのサークル活

動等に参加されている方々のコミュニティの推進と、公民館

等を拠点として自主的・自立的活動ができるよう支援を行っ

てまいります。 

教育環境の整備として、令和３年度に教職員公宅 1 棟４戸

の建設に続き、令和４年度は１棟２戸の建設を行いました。

令和５年度は１棟の外壁等改修工事を実施して、教職員の福

利厚生と村の教育環境整備の一環として整備に努めてまいり

ます。 

また、留寿都中学校の校舎と体育館につきましては、老朽

化や将来の村の子どもの数や教育方針から、実態に無理なく、

より効果的に実施・運営するため、施設を改修するのか、更

新するのか、義務教育学校への移行も選択肢のひとつと考え

て検討してまいります。その検討のために、義務教育学校基

本構想・基本計画策定により、建物の整備のほか教育の仕組

み等も含めて検討し、義務教育学校が留寿都村に合っている

のか、実施すべきか否かの判断を、保護者や教育関係者、議

員各位とも十分に協議を重ねて選択したいと考えております。 

教育関連の詳細につきましては、佐々木教育長が教育行政

執行方針で述べられるので割愛いたしますが、教育行政の年



- ２２ -

間の取り組みにつきましても随時ご報告を申し上げて、議員

各位にもご理解を深めていただきたいと考え、令和５年度か

ら、私の行政報告に加えて佐々木教育長の教育行政報告を村

議会定例会ごとに行うよう調整をしておりますのでご理解の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

  〇 保健・医療で元気！ 

保健で人を元気にすることは、留寿都村の財産である「人」

の健康であり、乳幼児からご高齢の方まで村民が元気になる

よう継続して各種事業を行うものです。 

国民健康保険事業については、節目健診や人間ドック事業

等による病気の早期発見、早期治療のため、肺がん検診にお

いては希望者にはＸ線よりも精度が高いＣＴ検査を受診でき

る体制と費用の一部助成を継続いたします。また、成人病予

防のために健診と食事と運動を組み合わせた事業に取り組ん

でまいります。 

留寿都診療所は身近な受診機関として、また、コロナ禍に

おいて医師の協力をいただいてのワクチン接種は、住民の安

心と頼りどころとなっています。令和３年度に更新した薬の

袋に患者のお名前等を印刷できる分包機に続き、令和４年度

は超音波画像診断装置 1 台を更新しましたが、施設そのもの

の老朽化は著しく、目下改築に向けて懸案の施設のひとつと

なっています。住民の健康を守る機関としての役割を果たす

ためにも、令和５年度は改築に向けての研究をしてまいりま

す。 
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歯科診療所の運営については、公設民営の医療機関として

その役割を継続して担っていただくため、令和５年度も運営

支援をいたします。 

○ 地域やグループの拠点で元気！ 

地域やグループの活動から生まれる活力には、自主的・自

立的に地域を盛り上げようとする力がありますので、このよ

うな人等が集う場を「拠点」と位置付けて、令和４年度に開

始したまちづくり活動支援事業補助金を継続し、活動を支援

してまいります。 

活動を支援すると申し上げましたが、実は、地域づくりを

多方面から支えていただきたいと思う願いでもあります。ま

た、これには村民有志による地域を元気にしたいという思い

を大切にしたいことや、そのエネルギーを感じたいとすると

ころも大きく、是非とも自らも楽しんで、その結果が地域を

活性化させることに結び付くものと期待をするものです。 

また、先に述べました各団体の活動におきましても、広報

紙等でもスポットを当てて、村民の皆さんの元気な活動を共

有させていただきます。 

（４） 安心できる環境で未来をひらく 

～安心できる環境の SATO（里）～ 

続いて、安心できる環境で未来をひらく、環境・防災・防

犯・交通安全等について申し上げます。 
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住民生活を守るために、また、未来の子どもたちに残す地

球環境を豊かなものにするために、行政が取り組まなければ

ならない環境問題や防災・防犯・交通安全は、私たちひとり

一人の行動から始まっています。「安心できる環境の SATO

（里）」として、行政主導で進めるところと住民主体又は協働

で進めるところが多くありますが、特に新たな取り組みには

住民の皆さまや関係機関等とのご協力のもと、それらの取り

組みを進めてまいります。 

○ ゼロカーボンシティ宣言による行動 

近年の異常気象による災害は、地球温暖化が一因とされて

おり、気象変動の影響が今後さらに幅広い分野に及ぶことが

懸念されています。気候変動問題に長期的な視点で取り組む

ために、温室効果ガス排出量を２０５０年までに実質ゼロに

する「カーボンニュートラル」の実現に向けた取り組みを開

始するに当たって、令和４年１月にゼロカーボンシティ宣言

を行いました。 

留寿都村においては、令和４年度は、村民や村内事業者に

対して脱炭素や再生可能エネルギーに係るアンケート調査等

の実施や学識経験者及び村内事業者等による検討委員会を開

催し、留寿都村再生可能エネルギー導入推進計画を策定しま

した。令和５年度は、この計画をもとに、温室効果ガス削減

のために具体的にどのような施策や取り組みを行うのか目標

を立てるため、留寿都村地球温暖化対策実行計画を策定し、

ゼロカーボンシティを進めてまいります。 
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○ 災害に備える 

気象変動等の災害に備えた取り組みとして、村内の道路や

河川等の状況を確認・把握する見回り体制を強化することは、

生活全般のインフラを含めた自然対象物への日ごろからの注

意力として必要なことであります。また、大雨による圃場の

崩落も村内に数か所ありますことから修復事業を実施するま

での期間は、北海道とも連携を図りながら確認をし、令和５

年度は、北海道事業で治山工事を３か所予定しております。

農業と商工観光業、さらに村道・林道等におきましても、施

設の維持管理と安全対策に取り組んでまいります。 

災害備蓄品の整備については、必要の都度進めており、令

和５年度は粉ミルクやアルファ米等の更新をいたします。さ

らに、地域防災マネージャーとして会計年度任用職員 1 名を

地域おこし協力隊隊員として採用する予定であります。 

羊蹄山ろく消防組合留寿都支署には日頃の訓練及び消火

活動等で使用した車両やホースを洗浄する高圧洗浄機を令和

５年度に更新し、器具・備品の適正な維持管理に努め、生命

と財産を守る業務を継続いたします。 

○ 交通の安全とインフラ整備を推進する 

交通安全は、国道２３０号の線形改良を北海道開発局に要

望しておりますが、同局においては令和２年に発生した死亡

交通事故現場の改良として中央分離帯設置工事を令和４年度
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から実施しており、この早期完成を要請しながら、この場所

に限らず、国道２３０号の抜本的な線形改良の要望を継続し

てまいります。そのために、令和４年度に喜茂別町、洞爺湖

町、豊浦町との４町村で研究会を結成しましたので、各町村

と連携しながら要請活動を広域的に行ってまいります。 

交通事故防止や要請活動にも、住民力や民間力が必要です。

小さな事故の先に潜む大きな事故を防ぐため、小さな交通事

故も起さないという交通安全啓発活動を村交通安全協会等と

の連携により実施することや、村道の区画線標示工事や村道

五ノ原三豊線法面補修工事等の整備による安全対策と環境整

備を行ってまいります。 

冬期間の村道等の除排雪につきましては、令和４年度にロ

ータリ除雪車１台を更新しましたが、令和５年度は除雪トラ

ックを１台更新して村道等の除排雪等の業務を継続してまい

ります。また、国道の留寿都市街地の排雪は、令和３年度か

ら国が全面行うこととなりましたが、適期の排雪や草刈り、

線形改良等を関係機関と情報を共有しながら、継続した対応

要請を行ってまいります。 

簡易水道事業に関しては、配水管について、敷設から 50 年

以上経過している箇所もあり、更新に着手しなければならな

い時期にきていることから、計画的に更新するため、さらに

管路更新経費を圧縮するために、水道管網計算及び管路更新

基本計画策定業務委託を令和５年度から令和６年度まで実施

いたします。また、向丘地区に予定されている開発行為に対

し、敷設されている配水管を移設する必要が生じたため、こ

の移設に係る設計業務委託を令和５年度に行い、工事は令和
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６年度実施を予定しております。 

公共下水道事業では、留寿都浄化センター等の改築更新工

事を行うほか、三ノ原地区農業集落排水施設の計画的な改築

更新を検討するため最適整備構想策定業務委託を行います。

さらに、継続協議をしてきた関係企業の下水道接続につきま

しては、これまで議員各位にご報告申し上げてまいりました

とおり、施設の一部を接続し、令和５年度からその排水処理

を開始して排出量を調査するとともに村の処理施設の処理能

力や料金設定等の検証をしてまいります。 

○ 消費生活相談と防犯運動 

消費生活相談と防犯運動については、国の財政支援を活用

し羊蹄地域７町村で整備した「ようてい地域消費生活相談窓

口」を維持しながら、訪問販売やインターネット上のサービ

ス利用時のワンクリック詐欺、メールの儲け話等、悪質な商

法から守る消費者相談の取り組みを推進するとともに、これ

らの啓発活動を行ってまいります。また、村においては、相

談しやすい環境づくりを継続しながら関係機関との連携によ

る見守りや住民への情報提供も有効な啓発活動となりますこ

とから、村防犯協会等との連携による被害防止を図ってまい

ります。 

○ 住環境の維持と管理 

村営住宅の維持管理を適切に行うために、令和５年度は令
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和４年度に引き続き平成 13 年建設の１棟 18 戸の換気設備取

替工事を行うことと、平成３年及び平成４年建設の２棟 12 戸

の屋根・外壁等改修工事を行うほか、公営住宅長寿命化計画

の策定においては、本計画策定後 10 年を経過するにあたり、

実態の把握と今後の対応を計画的に進めるために実施いたし

ます。 

令和５年度は、移住定住の促進とゼロカーボンを推進する

ため、持ち家住宅を対象に住宅の改修や取得に係る支援事業

を実施いたします。具体的には、住宅リフォーム支援事業補

助金及び移住定住支援事業補助金の制度を新設します。これ

は、人口減少対策における住む家の確保と、村のゼロカーボ

ンシティ宣言にも関連した温室効果ガスの抑制、省エネルギ

ー住宅の取り組みの推進を行う事業であります。 

（５） 打てば響く行政で未来をひらく 

打てば響く行政で未来をひらくための行政運営の視点で

申し上げます。 

私は、就任当時から情報提供としての広報と住民の皆さま

のお声を聴く広聴を充実させたい思いで、特に村政懇談会等

においていただいた要望や意見は、可能な限り早期に対応す

るよう職員とも情報を共有しております。住民の皆さまに深

く関係することについては早期に情報を提供し、ご意見をい

ただきながら取り進められるよう今後も努めてまいります。 

また、各種計画策定におきましても住民意向調査等の結果

を反映させてまいりますが、広報と広聴を同時にできるタウ
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ンミーティングの開催も年齢を問わず団体等と行うことも重

要と考えるところです。役場が住民の皆さまにとって相談し

やすい場所であり、必要な情報をお伝えする場所でもありま

すことから、各年代の方々への広報と広聴業務の工夫を重ね

てまいります。 

○ 住民の役に立つ 

小規模自治体の強みである住民の皆さまとの距離の近さ

を職員と共に認識し、役場が皆さまのお役に立てる場として

適切に、スピード感をもって処理できるよう職員個々の研鑽

と組織としての研修機会を設定し、組織力を向上させます。 

令和５年度は、村政の情報をタイムリーにわかりやすく、

村民以外の方々にもお伝えできるよう、広報留寿都のさらな

る内容の充実と、議員各位にも私の行政報告のほか、教育長

の教育行政報告等による「行政の見える化」や行政推進上の

事案や情報を適時に提供する機会を継続し、きめ細やかに持

たせていただきます。 

その一端として、防災情報等配信システムの整備をいたし

ます。これは、現在の防災広報無線の経年劣化と停電時に使

用するバッテリーの生産が終了したことに伴い、時代に即し

た対応を検討してまいりました。そこで、令和５年度は、ス

マートフォンアプリを使用したシステムの導入による防災情

報や行政情報等の告知情報を迅速かつ広範囲に配信できるよ

う新たな防災情報等の配信システムを構築してまいります。

テスト運用を経て、令和５年 11 月に運用開始ができるよう
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進めて行く予定であります。このスマートフォンアプリによ

る新たな情報配信システムへの移行に伴い、現在各住宅に設

置しております音声告知端末機器等の防災広報無線設備は将

来的には不要となりますが、スマートフォンをお持ちでない

方もいらっしゃることから、このことを考慮し、移行期間と

して、概ね３年程度要すると考え、その間は現在の防災広報

無線を併用しながらスマートフォンアプリへの移行の周知や

導入する方への支援等を行ってまいります。しかし、スマー

トフォンの使用が難しい方や所持していない方には、現在の

音声告知端末機器に近い機器を設置することを予定し、情報

の伝達に漏れが生じないよう個別対応をしてまいります。ま

た、現在、メールにて防災無線放送と同じ内容を配信してい

るルスツコミュニティーメールは、導入するスマートフォン

アプリで補うことができることから稼働後１年を目途に廃止

をする予定です。 

マイナンバーカードについては、本村はマイナンバーカー

ドの普及率が高いことからも、その利活用の一環として国が

進めるデジタル田園都市国家構想交付金等を活用して、役場

窓口等での申請書作成支援システムを導入し、住民票等の交

付の際に、来庁者のマイナンバーカードをかざすことで本人

の住所、氏名等を読み取り、必要な申請書や届出書に反映さ

せる「書かない窓口」に取り組んでまいります。ただし、こ

のようなデジタル化への移行と同時に、対応が困難な方への

対応を随時、適切に行ってまいります。さらに、マイナンバ

ーカード活用による住民の利便性向上のため、住民票及び印

鑑登録証明書のコンビニ交付につきましても、令和５年 10 月
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開始を予定して準備をいたします。 

○ 財政の健全化 

財政運営については、引き続き新型コロナウイルス感染症

への警戒が続いている中、外出自粛の行動制限を求めない政

府の感染防止対策の緩和方針も相まって、本村の観光業への

客足が戻りつつあり、経済活動も回復傾向にありますが、そ

の兆しが全体に行きわたるにはまだ時間がかかると思われま

す。 

このような中、少子高齢化を背景とした医療費等の増加や、

人口減少に伴う担い手不足や地域産業の活性化への取り組み、

安全・安心な暮らしの実現に向けた各種施策の実施、公共施

設等の老朽化対策等、歳出の増嵩が予想されます。財政の規

律を堅持しながらも限りある財源を有効に活用するため、取

り組む事業に優先度を付け、持続可能な行財政運営を進めて

まいります。 

その中で、まず、歳入確保については、自主財源の確保の

観点から、受益者負担の原則に基づき、現在の使用料や手数

料の妥当性の研究や、新たな財源確保のため、宿泊税や企業

版ふるさと納税の導入に向けての調査並びに検討を進めてま

いります。 

堅調に推移しております個人版のふるさと納税について

も、教育を含む子育て支援事業や保健福祉事業の拡大を行っ

ている村政にとっては貴重な財源であり、ご寄附をいただい

た皆さまのお気持ちに応えることができるよう、引き続き魅
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力あるまちづくりに活用させていただきます。 

国からの補助交付金については、対象となる要件を的確に

把握し実施に結び付けるとともに、起債についても財政措置

のある有利な起債の借り入れにより財源を確保し、必要な事

業を積極的に展開してまいります。 

近い将来一斉に、老朽化が進行している公共施設の更新時

期を迎えることから、既存の公共施設の長寿命化や改築等の

実施にあたり、依存財源によらない自前の資金を準備してお

く必要があるところです。このため、既存の特定目的基金へ

の積立て、又は必要に応じ新たな特定目的基金を創設し、事

業の実施を確実に行うための準備を進めてまいります。 

歳出については、事務事業の管理運営の方法の見直しや適

正な事務の執行に取り組み、引き続き歳出の抑制を図ってま

いります。 

今後とも、中長期的な財政状況を見据えながら、財源の確

保に努め、 費用対効果の高い事務事業に取り組むなど、健全

かつ効率的な財政運営に努めてまいります。

○ 姉妹市・養父市との交流 

令和４年度に１年遅れで実施した養父市との姉妹提携

４０周年記念事業を機に、特に児童生徒の学校教育分野で交

流が行われています。留寿都小学校や留寿都高等学校の児童

生徒等による交流には、異なる地域の風土や文化、産業を学

ぶ機会になりますので機会を捉えて事業の推進を図ってまい

ります。令和５年度こそ、生涯学習ふれあいの旅による小学
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生の現地交流が実現できますよう期待をするものです。また、

互いの特産物の販売交流等も検討してまいりますが、このよ

うに自分の村以外の人と親しく、やさしく、あたたかく交流

ができますことは姉妹提携がもたらす効果であり、姉妹提携

ならではのものであることを住民が共有できるよう今後も継

続して交流事業を続けてまいります。 

４ むすび 

以上、令和５年度の村政執行に臨み、所信を申し述べさせ

ていただきました。令和５年度は、留寿都村が未来に向かっ

ての動きが見える１年となるよう、そして、何よりも村民の

皆さまの幸せを原点に据えて、村民の皆さまが明るい気持ち

で「暮らしを楽しむ村」を実践できますよう、常に前向きに、

渾身の努力を惜しまず取り組んでまいります。 

議員各位並びに村民の皆さまの深い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。 


