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はじめに
　令和４年度の村政執行は、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」において、村の未来を切り
拓く計画としてそれぞれに目的と目標を定めてますの
で、これらの計画と私が村長就任時に掲げた「村政執
行マニフェスト」とを組合せ、優先度や緊急性の高い
ものから実施していき、決定したものはスピード感を
もって取り組んでまいります。
　また、昨年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
基づく過疎地域の指定を本村が受けられたこの貴重な
機会を逸することなく、財政的に有利な起債を活用し、
計画に盛り込んだ施策は着実に実施してまいります。
　また、コロナ禍にあっても、可能な村の行事や住民
活動、教育活動等を推進し、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。
　不安のない安心した日常を取り戻すことができるよ
う社会経済を動かし、働く場や収入を得る人の動きを
回復させるためにも、医療の最前線で対応していただ
いている関係者の皆さまに頼るところが大きく感謝に
堪えません。機会を捉えて、国には収束に向けた対応
と官民の経済的対策の要望を引き続き行ってまいりま
す。

村政運営に当たっての基本的な考え方
　令和４年度の村政運営の基本的な考え方として、コ
ロナ禍であっても可能な活動を模索・研究すること

や、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」を掲げ、今年度を初年度として
各事業を実施してまいります。
　令和４年度の取り組みのテーマは「思わずニッコリ
の出会いを創り求めて」として、子どもたちが参加若
しくは計画する行事や、道の駅230ルスツ等の施設に
も思わずニッコリする場面を創り出す事業に取り組む
ものです。
　思わずニッコリとは、私たちの気持ちを明るくさせ
るモノであり、コトであり、人の笑顔であります。住
民の皆さまにも、留寿都村を訪れる方々にも、楽しさ
と癒し、さらに活気を感じていただける村政に取り組
んでまいります。
　そこで、第一に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の
産業と経済の基盤を整備する「強い産業のSATO（里）」
の実現のための取り組みを強化いたします。
　また、この地で暮らす人々がそれぞれの価値観で幸
せを実感できるように、新たな可能性を引き出す土地
や建物を活かしながら、子どもから高齢の方までも
憩える個性的で将来性のある「人と自然にやさしい
SATO（里）」の構想に着手します。
　さらに、子育て支援を医療福祉及び教育の面で拡充
し、村の財産である村民の皆さまの健康を今以上に実
感できる「元気な人をつくるSATO（里）」として事
業を展開してまいります。
　加えて、本年１月に村では2050年までに二酸化炭素
排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」とし
て主体的に取り組んでいくことを宣言したことから、
脱炭素化対策の元年として位置付け、この取り組みを
開始するほか、引き続き交通安全や防犯運動等を推進
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する「安心できる環境のSATO（里）」の事業を実施
いたします。
　令和４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２年目として、ウィズコロナ、ま
たはアフターコロナを見据え、留寿都村ならではの形
で実行できる「留寿都スタイル」を、企業や住民の皆
さまのお知恵とご理解をいただきながら可能性を模索
してまいります。
　「留寿都ブランド」は、産業経済面において、既に
カタカナ「ルスツ」の名称は観光ブランドとして確立
されていることが強みでありますから、その発展を支
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共有しながらその活力
を発信してまいります。
　「支え合い」は、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かけ等の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。
　また、住民の皆さまの自主的な活動を促し、留寿都
村の財産である「自然」と「人」と「産業」をコラボ
させる中にも、強い産業と子育ての村として職員とと
もに昨年度以上の達成感が得られるよう取り組んでま
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。

分野別重点施策

（１）強い産業で未来をひらく
� �～強い産業のSATO（里）～
　留寿都村の農業が優れた生産技術と農業所得の高さ
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、昨年の夏に上空から留寿都村を眺望
する機会があり、農地や山々の美しさと作物や生物の
息吹を感じられる光景に、わが愛する留寿都村の「緑」
を維持されている住民の皆さまに誇りを感じました。
　また、この景観が四季を通じて国内はもとより世界
各国からの観光客を招き入れる輝かしい観光財産とし
て、また留寿都ブランドとして成長させたことは一朝
一夕でできることではなく、先人たちのご努力にあら
ためて敬意を表するとともに感謝を申し上げます。
　令和４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
り組みを開始いたします。

●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、農
業者の皆さんの取り組みと村や北海道、国等がそれぞ
れの役割を果たし連携することでその効果を上げるこ
とができるように、常に状況把握と将来を見据えた構
想を持って対応してまいります。村の重要産業である
農業が取り組むべき事業には、国や北海道の情報に敏
感に対応できる村の体制が必要と考え、令和３年度に
機構改革により農林建設課を農林部門と建設部門に分
け農林課として設置しました。農林部門の専門性と機
能性を重視することは、限られた職員数にあっても意
義があり、農業者や農業関係者との連携と強化を今ま
で以上に図ってまいります。
　留寿都村の農業が、北海道農業の象徴として豊かな
暮らしとスマートな職業として、若い男性や女性から
も注目されるよう農業の発展を止めることなく、さら
に推進してまいります。そのために、コロナ禍ではあ
りますが、昨年度実施できなかった女性農業者の支援
や農業の女性ファンを増やす取り組みを継続し、可能
な限り各生産組合や青年、女性農業者との懇談をさせ
ていただき、農業の魅力と課題を身近にして農業の良
さを強く発信してまいります。あわせて生産組合等の
団体活動と農業者を応援する観点から、その発信や取
り組みに対しても支援をいたします。
　何と言っても懸案の有害鳥獣被害対策におきまして
は、待ったなしの対策が必要であると認識しており、
有害鳥獣駆除対策を強化するため、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
回等業務委託により頭数を減らす取り組みを集中的に
行うとともに、圃場への侵入防止の電気牧柵を設置す
る鳥獣被害防止特別対策事業を拡大し、駆除にかかる
施策業務を重点的に行い農業被害の減少に努めます。
　農地の再編整備にかかる事業につきましては、農業
の大型化とICT化、作業効率化、近未来農業を推進す
る際にも有効となる事業として推奨され、近隣町村で
も既に取り組まれておりますので、実際に実施した農
業者の声も参考に、本村での実施を慎重に検討すべく
情報の収集や説明会の開催、参加希望の取りまとめを
行い、関係機関とも連携しながら村として最大の努力
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をしてまいります。
　既に行っている各種補助事業の中でも生分解性マル
チ特別助成事業は、マルチの使用後は圃場にすきこめ
る「生分解性」であることから、先に取り組みを宣言
したゼロカーボンシティの一環としても推奨できる事
業でもあります。この補助を継続するとともに、これ
まで実施してきた各種補助事業については、その効果
やニーズ等を検証し、事業のあり方や内容の精査を行
いながら引き続き実施してまいります。
　JAようていや、後志総合振興局等との連携を深め
ることを継続いたします。共選施設の整備拡充に伴う
作付面積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により懸念されて
いるところです。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、本村における新規就農者が
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。あわ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。
　このほか、国庫補助事業等の情報を迅速に収集、伝
達するため、関係機関との情報交換を密に行い、農業
情勢に強い組織を継続して目指してまいります。

●官民一体で観光振興
　道内屈指のリゾート地の知名度をもち、スポーツ、
癒し、食、誘客につながる観光資源が豊富なことは強
みであり、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。
　また、一時滞在者にも定住者にもふる里を感じても
らえるよう、観光施設や道の駅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
一体で進めてまいります。現在の社会的・経済的状況
から、道の駅の販売は通常営業をするのにとどまって
おりますが、アフターコロナを見据え、村の農業と商
工観光のアンテナショップとしての機能をさらに発展
させるために、生産者や女性、高齢者等の積極的な参
加を促していくための人材として、地域おこし協力隊
員１名を登用し活力あるまちづくりを進めてまいりま
す。

　観光事業については、コロナ禍の影響を長期的に直
接受けて年間を通じて減収も著しく、関係する宿泊業
をはじめ商工業も同様に厳しい状況を強いられている
ことに心を痛めております。令和４年度も、子どもや
子育て世代への元気な笑顔を取り戻してもらい、あわ
せて企業支援も行える事業として、ルスツリゾート入
園料金を村が負担する遊園地券配付事業を継続すると
ともに留寿都村全体のイメージアップを図るため、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。
　ふれあい公園パークゴルフ場及びルスツふるさと公
園等は、適正で快適な環境を維持し利用を促進いたし
ます。
　村の観光PRをより推進するために、観光協会の事
務局体制を整える必要があると考え、新たなスタッフ
としてここにも地域おこし協力隊員１名の登用を予定
しております。現在、村の観光協会事務局を担ってい
るのは留寿都商工会の事務局でありますが、道の駅が
都市と農村の交流の場という設置目的や直接的に観光
客等と接する場面が多いことからも道の駅230ルスツ
に村観光協会事務局を置く準備を令和４年度から行い
ます。将来的には、道の駅230ルスツから村の観光情
報を発信することが効果的と考えておりますので、そ
の可能性を研究いたします。
　国道230号緑地帯花壇整備事業は村直営の委託業務
で実施しておりますが、これも観光協会事業として民
間力で実施することができるよう取り組んでまいりま
す。
　また、村内観光事業者と村は、双方の事業計画等を
共有する場として定例的な会議を継続して実施してお
りますので、観光振興を構想する場として継続して行
ってまいります。

●商工業の持続化を支援
　商工業においては、長引くコロナ禍で疲弊している
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地域内消費を喚起しなければならないことや、村民の
生活を支援する必要があることから、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て
100パーセントのプレミアム付き商品券の販売を実施
いたします。商品券は、１冊3,000円で6,000円分の買
い物ができるものとして、プレミアム率の向上により
コロナ禍での生活維持にご活用いただきたく実施いた
します。
　現在営業している商工業を継続するための持続化支
援につきましても、長引く新型コロナウイルス感染症
対策を継続する必要があることから、国からの交付金
を活用して村内中小企業者等特別応援給付金支給事業
を実施いたします。
　コロナ禍であっても、またコロナ禍だからこそ新た
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、新たな賑わいの創出を支援するため起業等支
援事業として新規に補助事業を創設いたします。
　さらに、既存の中小企業振興資金融資預託金事業を
継続し、商工業の多様なニーズに対応できる事業とし
て融資を行ってまいります。

（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）～
　人と自然にやさしく未来をひらくために、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、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保健・福祉・教育から
注いでいただけるよう事業を拡大・拡充してまいりま
す。
　一時滞在者や定住者、また諸外国の方々とも共生し、
さらに活用のない村有地を有効に活用すべく「人と自
然にやさしいSATO（里）」を目指すものです。
　また、高齢の方や青年や女性の方のサークル活動や
有志活動を「拠点」と位置付けて、人や地域に活力を
感じる活動を適正な施設で行えるよう整備してまいり
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を展開いたします。
　子どもに「生まれてきてくれてありがとう」を伝え
る「君の椅子」事業を開始し、出生の祝品として子ど
もの椅子を贈呈する事業とともに出産祝金贈呈事業を
開始し、新しい生命が誕生した喜びを村民挙げて分か
ち合い、子どもの居場所を創り、次代を担う子どもた
ちの健やかな成長を見守り祝う事業として新規に実施
いたします。
　乳幼児等医療費の扶助は、これまで15歳到達の年度
末までとしていたのを18歳の到達年度までに拡大し、
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るため、子ども医療費助成として
実施いたします。
　子どものインフルエンザ予防接種費用の扶助に当た
っては、就学前の児童には２回接種の２回目のみ村で
負担しておりましたが、18歳までの接種は全て村負担
で実施するよう拡大して子どもの健康増進と子育て世
帯の支援を行います。
　ひとり親家庭の親が病気になっては家庭崩壊にもつ
ながりかねないことから、親を支えるために医療費扶
助の拡大として新たに歯科の通院を対象とするほか、
市町村民税課税世帯であっても初診時負担額のみとし
て、ひとり親の健康な体を維持していただくよう負担
を軽減いたします。
　さらに、北海道がひとり親に対して実施している自
立支援教育訓練給付金事業に上乗せする形でひとり親
が資格取得をしやすい環境を整えるため、資格取得に
要した費用の一部を給付する事業を新規に行います。
　加えて、保育料及び保育所給食費の助成を継続し、
子育て世帯のワークライフバランスを確保するため、
特に働く女性の育児負担の軽減や支援を目的に、令和
３年度にファミリーサポート事業の検討を行いました
が、村が実施してほしい委託内容に対し、事業者の受
託できるメニューが少ないことから実施を見合わせて
おります。令和４年度は、保護者のニーズもあること
から保育所の認定こども園への移行について継続して
検討してまいります。
　高齢の方や障がいのある方も安心して暮らせるよう
見守りを継続し健康を維持するとともに、暮らしの不
便さが軽減されるよう、また村の情報が適時に届くよ
う地域包括支援センター等の訪問を中心に取り組んで
まいります。
　また、高齢の方が長い冬を安心して過ごせますよう、
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福祉灯油等助成事業を継続するとともに住宅屋根や軒
下、窓下等の除排雪を村社会福祉協議会への委託によ
り継続し、さらに、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。
　また、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り、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
よう日本語教室の開催や地域または職場の交流等から
共生する社会を形成できるよう支援してまいります。

●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年度においても、引き続き村営牧場等の利活
用を検討し、留寿都村にふさわしい利活用の可能性を
追求するとともに、定住化促進や未来に向けたまちづ
くりにつながる土地の利用について検討をいたしま
す。
　旧三ノ原小学校校舎やグラウンド等及び旧黒田小学
校校舎やグラウンド、さらに旧登小学校体育館とグラ
ウンドについては、民間力による利活用を図るため、
売却をいたします。両校舎は老朽化により一部朽ちて
いる部分もありますが、価値を尊ぶ方に利活用をして
いただき、地域の文化または活性化の拠点となること
を期待しております。

　また、公共施設等総合管理計画改定等業務委託は、
現在の計画内容を改定するものとなりますが、建物や
水道等のインフラの耐用年数や改修状況等を把握し
て、今後の更新や統廃合、長寿命化等を計画的に行い、
財政負担の軽減や平準化、さらに最適な配置と計画的

な整備を進めるためのものとなります。更新を待つ施
設が複数あることからも、土地や建物、水道施設等の
整備計画と利活用を考えるものとして重要な計画とな
りますことから、全庁的に取り組んでまいります。

（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）～
　元気な人をつくり未来をひらくため、教育と保健の
分野から一人ひとりが主体的に実践できる環境をつく
ってまいります。
　まず教育では、吸収力がある時期に存分に学力を向
上できる環境を整え、学ぶ機会を提供し、子どもたち
の可能性を育ててまいります。
　また、保健では、この世に一つしかない自分たちの
体を大切にするために、疾病予防から健診、医療機関
への受診まで、継続的な取り組みを推進してまいりま
す。
　教育と福祉の分野で「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
る思いを、留寿都村の教育の、特にICTの積極的な活
用を一つの方法として本格稼働させることで、地域格
差に負けない学習支援を行います。
　本格稼働とは、令和２年度から実施しているGIGA
スクール構想の推進による１人１台の学習者用端末
は、既に授業においても効果的に活用しておりますが、
この端末を家庭学習用として「問題データベースタブ
レットドリル」により個々の発達に合った学習を継続
すること、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
やオンラインでの学習サポートとしても利活用されて
いること、また令和４年度からは、新たな子育ての教
育支援策として、大手学習塾との連携によりオンデマ
ンド配信による家庭学習用教材で「オンライン授業」
を開始いたします。これは、学習塾がない本村におい
て、学習する機会を増やしたいとする中学生が端末を
使用して自宅にいながらオンラインで自分だけの学習
スタイルを実現できるものです。決まった時間に決ま
った場所で受講する一般的な学習塾と同等若しくはそ
れ以上の効果があると期待し、受講にかかる費用を村
が負担いたします。
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　給付型奨学金においては、大学生等には月５千円を
支援しておりましたのを８千円に増額し、新たに高校
生のいる世帯の経済的負担の軽減と高等学校生徒の学
習意欲を支援するため月５千円を給付いたします。
　学校給食では、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」を継続いたします。学校給食に地場の食材
や地元事業者が製造した食品を活用した献立に加え
て、生産いただいた地元事業者のご参加もあり、子ど
もたちが食する様子をご覧いただくことも交え、留寿
都メニューは意外性とおいしさとボリュームが満点で
した。生産者や給食を作ってくださっている方の思い
を感じてもらい、子どもたちにふるさと・留寿都の「情
操食」として、思い出に残るよう取り組みを継続いた
します。
　教育環境の整備として、令和３年度に教職員公宅１
棟４戸を建設して教職員の福利厚生の環境整備に着手
したのに続き、令和４年度は１棟２戸の建設を行いま
す。長年の懸案でありました教職員公宅の建設は、村
の教育環境整備の一環であり一体的な整備としてその
充実に努めてまいります。
　留寿都中学校の校舎と体育館につきましては、昭和
51年の村内中学校の統合に合わせて建設されたもの
で、その老朽化からも対応を検討しなければならない
時期が近くなっています。そこで、将来における村の
子どもの数や教育方針を、実態に無理なく、より効果
的に実施・運営するための留寿都スタイルを模索する
ため、小学校と中学校を統合した義務教育学校の設置
を選択肢として検討を進めてまいります。義務教育学
校の制度については、佐々木教育長の教育行政執行方
針で触れられますことから割愛いたしますが、「留寿
都村だから」というプラスの視点で、子どもたちには
可能な教育の場をあらゆる場面で提供したいと考える
ものであります。
　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、包括連携協定を締結した札幌国際大学の大
学内施設見学や大学生との交流を予定し、村内にはな
い「大学」という教育の場を子どもたちに身近に感じ
てもらえることを期待して実施いたします。
　さらに、教育委員会でも地域おこし協力隊員を１名
増員して、公民館図書室を利用者目線で利用しやすく
企画をしていただくことや、現在活動されている協力
隊員等とともに小学生の夏休み中の活動を想定して村

民の笑顔を題材にした写真撮影と展示を行い、小学生
お気に入りの笑顔を集める活動を予定いたします。
　また、コロナ禍にあって、孤独な時間をお過ごしの
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す。団体や地域でのサークル活動
等に参加されている高齢の方々が、互いの顔を見るこ
との意義の深さを理解しております。集うことで精神
的にも肉体的にも元気な日々を送る、日常のささやか
な幸せな時間を感じていただけるよう拠点活動とし
て、継続的に行っていただけますよう施設環境の整備
や自主的・自立的活動の支援を行ってまいります。

●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、乳幼児から高齢の方まで村民
が元気になるよう各種事業を行うものです。
　ふるさと応援基金を活用し、子どもの健康を守るた
め、子どもの各種予防接種の助成を行い、また成人病
予防のために健診と食事と運動を組合せた事業に取り
組んでまいります。
　国民健康保険事業で実施している節目健診や人間ド
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エックス線よりも精
度が高いCT検査を受診できる体制を整え、費用の一
部助成を開始いたします。
　留寿都診療所は持病を抱える患者の受診機関とし
て、またコロナ禍におけるワクチン接種は、住民の安
心と頼りどころとなっております。令和３年度には薬
袋に患者のお名前等を印刷できる分包機１台を更新し
て、薬の飲み忘れや間違いを防止するように整備しま
した。令和４年度は、超音波画像診断装置１台を更新
し、住民の健康を維持する機関としての役割を果たし
てまいります。
　歯科診療所の運営につきましても、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４年度も運営支援をいたします。
　また、北海道厚生農業協同組合倶知安厚生病院につ
いては、14か町村の理解と協力を経て、令和８年度の
完成に向けて改築工事が着工しました。二次医療機関
における公的医療機関、地域の中核病院として、更な
る地域医療の充実を図るべく、改築整備に係る支援を
行ってまいります。

� 広報RUSUTSU 7



●地域やグループの拠点で元気！
　地域やグループ活動から生まれる活力は、年齢や性
別に関係なく個々の生きがいや地域の活性化にもつな
がるものとして認識をしております。自主的・自立的
に仲間と集いながら、楽しく地域を盛り上げたい人等
が集う場を「拠点」と位置付けて、令和４年度は「ま
ちづくり活動」に対して支援をしてまいります。
　これまでも、村商工会青年部の方々が赤い靴公園で
スノーキャンドルのイベントを実施したことや、村蔬
菜生産組合と畑作生産組合が、産業まつりの代わりに
即売会を実施したこと等、貴重な地域活動として掌握
し感銘を受けたところです。そこで、団体に属さない
方々にあっても地域を盛り上げたいというような「ま
ちづくり活動」に対して、村が活動費用の一部を助成
するまちづくり活動支援事業補助金を新規に計上し、
実施する方々を支援いたします。
　また、先に述べました各団体の活動におきましても、
令和４年度からは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）～
　安心できる環境で未来をひらくために、環境・防
災・防犯・交通安全等について申し上げます。
　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、私たち一人ひとり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
めるところや住民主体または協働で進めるところなど
様々ありますが、特に新たな取り組みには住民の皆さ
まや関係機関等とともに進めてまいります。

●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、気候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おります。気候変動問題に長
期的な視点で取り組むため、2050年までに二酸化炭素
の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」
の実現に向けた取り組みを令和４年度から開始するに
当たって、先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、住民と企業等が連携をしてこの
取り組みの意義を学習するところから始めることにな

ります。本村においては、子どもセンターの暖房設備
を地中熱利用ヒートポンプにしていることや給湯を太
陽光熱集熱器に、換気はアースチューブ等の自然エネ
ルギーを活用することで二酸化炭素排出量や光熱水費
を抑えています。このように、ゼロカーボンシティ宣
言前に既に取り組んでいたものですが、令和４年度は、
関係機関から指導・助言をいただきながら「再生可能
エネルギー導入目標策定」に向けた取り組みを行い、
これを住民の皆さまや企業の方々と共有しながらゼロ
カーボンシティとしてスタートいたします。環境問題
を身近に新たな生活スタイルとして考え、取り組んで
まいります。

●災害に備える
　気候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
化することが必要です。
　大雨による圃場等の崩落も村内に数か所ありますの
で治山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ております。令和４年度は、継
続中の国営事業を実施するほか、北海道単独事業の小
規模治山事業で工事を１か所、工事設計を１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。
　また、村においては、災害備蓄品の整備を必要の都
度進めております。民間企業からの寄贈も一部いただ
いておりますが、避難所で一時的にも休む際の体への
影響を考え、段ボールベッドが体にもやさしいとのこ
とからこれらの物品を購入いたします。
　防災訓練として、令和４年度は、村地域防災計画に
基づく村職員の訓練として、避難所での備品設置等の
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訓練も踏まえた防災訓練の実施を予定します。
　さらに、火災予防及び消火活動については、消火活
動を迅速、的確に行うため老朽化している小型動力ポ
ンプ付積載車１台を更新し、住民の生命と財産を守る
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、令和２年に発生した死亡事故の現場状
況を改善するため、従前から当該地域の国道線形改良
を北海道開発局に要望しておりますが、同局において
喫緊の対応として中央分離帯工事を令和４年度に行う
予定です。事業予算によって全部完成とはならないか
も知れませんが、抜本的な線形改良が生命を守り、物
流の効率化と観光振興にもつながりますことからも、
今後も広域的に関係町村とも要望活動を続けてまいり
ます。
　交通事故防止にも、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意識付けを村交通安全協会等
との連携により図ることや、村道の区画線標示工事等
による安全対策も行ってまいります。
　村道の維持管理に関しましては、村道の劣化が進ん
でおり舗装補修工事を計画的に進めるため村道舗装路
面性状調査等業務委託を実施するとともに、橋梁につ
きましても橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託を行
い、実態の把握と今後の対応を計画的に進めるため実
施いたします。
　冬季間の村道の除排雪につきましては、老朽化して
いるロータリ除雪車１台を更新し、令和４年度内に納
入を予定して村直営と業務委託により従前どおりの除
排雪を実施してまいります。
　国道の留寿都市街地の排雪は、令和３年度から国が
全面的に行うこととなり村の財政的負担はなくなりま
したが、適期の排雪というには不足を感じております
ので、さらなる対応の要請をしてまいります。
　簡易水道事業に関しては、黒田浄水場調整井等改修
事業を実施して安定した簡易水道の運営を推進すると
ともに、簡易水道が敷設されていない地区住民の方々
とは現状の説明と今後の対策についてご相談の機会を
設けさせていただきます。
　公共下水道事業に関しては、留寿都浄化センター等
の改築更新実施設計の業務委託を行い、施設の安定的
運営を維持いたします。さらに、継続協議となってい

る関係企業の下水道接続につきましては、これまで内
容の精査と協議を進めてまいりましたが、現状把握と
資料収集に時間を要して今回お示しすることができま
せんでしたので、令和４年度内にも議員各位にお諮り
できるよう関係企業との協議を進めてまいります。

●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、悪質巧妙化す
る詐欺事件が日々報道されている中、消費者行政につ
いては、国の財政支援を活用し、７町村で整備した「よ
うてい消費生活相談窓口」を維持するとともに、消費
者相談の取り組みを積極的に推進し、事件・事故の未
然防止に努めてまいります。あわせて村防犯協会等と
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、令和４年度
は、平成12年建設の１棟18戸の換気工事を行うほか、
令和５年度に予定しております平成３年及び平成４年
建設の２棟を対象に、屋根・外壁等改修工事の実施設
計を行います。
　また、村政懇談会で要望として出されている村営住
宅屋根の雪下ろしや草刈等につきまして、安全な暮ら
しを送っていただけるよう適時に実施するよう努めて
まいります。

（５）打てば響く行政で未来をひらく
　住民の皆さまのお声を聴き村政に反映する村政懇談
会等においていただいた要望や意見は、可能な限り早
期に対応をするよう職員とも情報を共有しておりま
す。
　役場が住民の皆さまが相談しやすい場所であり、必
要な情報を提供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
近さをあらためて認識し、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のレベルアップに努め、最終
的には組織力を向上させます。
　令和４年度は、村ホームページのリニューアルによ
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り情報の発信力を向上させ、留寿都村の情報をタイム
リーに留寿都村民以外の方々にもお伝えできるように
します。また、「広報るすつ」の内容の充実と、議員
の皆さまにも行政報告等による「行政の見える化」や
行政推進上の各情報を適時にご報告する機会を継続し
て持たせていただきます。

●財政の健全化
　留寿都村の財政は、自主財源に乏しく、歳入の多く
を地方交付税等の国からの交付金や事業実施する上で
の地方債の借入れにより行政運営をしており、これで
もなお財源が不足する場合にあっては、貯金ともいえ
る財政調整基金を取崩し収支の均衡を図っているとこ
ろです。一時期、地方交付税の減少により数年で財政
調整基金が枯渇するといった状況下に置かれました
が、地方交付税を見積もる上で基本となる国の地方財
政計画において、地方が地域社会のデジタル化や公共
施設等の脱炭素化の取組等の推進など、安定的な財政
運営を行うために必要となる一般財源総額について、
令和３年度の水準を下回らないよう確保されたことか
ら、令和４年度の地方交付税は増加に転じ、一方で財
政調整基金の取崩しは減少し予算編成を終えたところ
です。
　安定した財政運営を行うためには、基金残高の確保
が必要となりますので、取り崩した基金を年度内に可
能な限り積み戻すことができるよう、自主財源の確保、
経費の削減や事務事業の適正な執行に努めてまいりま
す。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として国から
の交付金事業が継続されていること、さらに全国の留
寿都ファンからのふるさと納税については、コロナ禍
から減少を心配しておりましたが、年末の冬季観光者
の動きが活発であったことから、寄附件数及び寄附額
ともに令和２年度の同時期より上昇しているところで
す。このふるさと納税については貴重な自主財源とし
て、子育て支援事業を始め、各種のまちづくりの事業
に活用してまいります。あわせて地元の特産品を通じ
て村の魅力を全国に発信できるよう引き続き寄附のし
やすい環境づくりに努めてまいります。
　村では、令和３年度から各公共施設の照明をLED化
し、あわせて電気料金の契約変更により支出を抑える
取り組みをしており、さらに国道に設置の街路灯照明
や村道等に設置の防犯灯照明についてもLED化を進め

ております。これは、光熱水費の抑制にもつながり、
また、SDGsやカーボンニュートラルにも共通する取
り組みでもあります。こういった社会情勢の変化を的
確に捉え、歳出の抑制につながる取り組みを積極的に
進めてまいります。その上で、実施に当たり補助事業
や地方債などを活用することを基本として、有利な財
源の確保を図りながら健全な財政運営を執り進めてま
いります。
　コロナ禍にあり地方財政を取り巻く環境は依然とし
て厳しい状況が続いていますが、今後の地方財政対策
に注視しつつ財政健全化に資する取り組みを緩めるこ
となく継続し、将来にわたって持続的で安定的な財政
運営を推進してまいります。
　歳入の確保と歳出の圧縮においては、議員各位をは
じめ住民の皆さまのご理解とご協力が不可欠となりま
すが、具体的な取り組みの際には特段のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

●姉妹市・養父市との交流
　令和３年度に予定していた養父市との姉妹都市提携
40周年記念事業を令和４年度に持ち越して実施をいた
します。養父市とは、肉牛が取り持つ縁で産業面から
交流が始まりましたが、小学生や留寿都高校生の交流
を行いながら現在に至っており、異なる産業や文化を
学ぶ場としても今後の交流を継続するものです。

むすびに
　留寿都村の開発等に関しましては、アフターコロナ
に民間力が一気に動き出す可能性もありますことか
ら、情報の収集にも努めながら守るべきところと攻め
るべきところを明確にして、何よりも住民の皆さまの
幸せを原点に、公平・公正な判断で執り進めてまいり
ます。
　令和４年度内において、新型コロナウイルス感染症
の収束を願い、村民の皆さまが明るい気持ちになれる
「思わずニッコリの出会いを創り求めて」、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。
　村議会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。
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はじめに

　近年の留寿都村を取り巻く社会情勢は、人口減少、
高度情報化、国際化などにより急激に変化しており、
私たちの暮らしに大きな影響を与えております。
　また、新型コロナウイルス感染症に伴う影響は、私
たちの生命や生活のみならず、社会、経済、私たちの
行動、意識、価値観にまで波及し、社会の変化は加速
度的に複雑で予測困難な時代となっております。
　このように急激に変化する時代の中、地域の発展を
支える人材を育成することが、教育の重要な役割です。
　教育の根幹は、「人づくり」であり、未来の留寿都
を担う人を育てることは変わることのない本村教育の
大きな使命であります。
　教育委員会といたしましては、関係機関はもとより、
学校・家庭・地域と、より一層連携を図り、教育環境
の充実と向上に努め、教育行政の執行に全力で取り組
んでまいります。

基本方針

　学校教育では、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな
体」の知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を
育むことができるよう教育活動の充実に努めてまいり
ます。
　また、学校・家庭・地域が連携・協力しながら、様々
な課題の解決に当たり、社会全体で子どもたちを支え
る環境づくりに努め、子どもたちの確かな成長をもた
らす教育を推進してまいります。
　生涯学習では、「第５期留寿都村社会教育中期計画」
に基づき、点検・評価を行いながら、各世代の多様な
ニーズに応じた学習機会の提供や学習成果等が広く活
かされる環境づくりに努めてまいります。
　また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）
の取り組みによる、学校教育と社会教育の連携を通し
た人材育成の充実を図ってまいります。

Ⅰ．子育て支援について
　定住人口を維持するとともに、子育てをする上での
留寿都村の有利性を発信していくことで、移住者を呼
び込みたいという考えは、佐藤村長が掲げる村政運営
の基本的な考え方にありますが、教育委員会が担う「子
育て支援」は、これに沿うものであります。

●村立学校修学旅行貸切バス費用負担金交付
　小規模学校の修学旅行に係る保護者納付金の平準化
と負担を抑えるために中学生及び留寿都高校生の修学
旅行に際し、令和２年度から実施しております村立学
校修学旅行貸切バス費用負担金の交付については、貸
切バスの費用負担が一人当たり５千円を超えないよ
う、引き続き、実施してまいります。

●ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金
　ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金につ
きましては、経済的理由によって、負担が厳しい世帯
の学校給食費を就学援助費をもって全額扶助できてい
ることから、残る世帯に対する学校給食費の助成につ
いては、引き続き、半額相当分の助成をすることで、
継続してまいります。

●放課後等学習支援事業「まなびサポート」
　令和３年度から実施しております放課後等学習支援
事業「まなびサポート」につきましては、必要とする
子どもたちが自分のペースで上手く活用してくれてお
ります。
　令和４年度は、更に多くの子どもたちに活用される
よう必要な情報提供を行うとともに、更なる学習習慣の
定着や学習水準の向上のきっかけとなるよう「まなびサ
ポート」利用登録者を対象に、８月に実施される北海道
学力コンクールの受験費用の補助を行ってまいります。

●大手学習塾との提携による「オンライン授業」の提供
　教育委員会が担う新たな子育て支援策として、令和
４年度において、大手学習塾とタイアップすることで、
オンデマンド配信による家庭学習用教材の「オンライ

教育長
佐々木 利明

令和４年度

教育行政執行方針
３月の留寿都村議会定例会で示された、令和４年度の教育行政の
基本的な方針である「教育行政執行方針」を掲載します。
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ン授業」を提供することといたします。
　これは、地域格差に負けない教育の推進に係る施策
であり、各家庭における子どもたちの家庭学習環境に
ある「地域格差」である「村内に学習塾がない」とい
う問題について、大手学習塾とタイアップすることで、
そのハンディの解消を図るものであります。
　児童生徒１人１台の学習者用端末の配付が完了し、
村内全域にインターネットを利用できる環境が完備す
るこの機を逃すことなく、また、令和４年度からの子
育て支援策の更なる充実という佐藤村長の方針も受
け、教育委員会が担う新たな子育て支援策を展開する
ものであります。

●ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付
　平成30年度から実施しております大学生等を対象と
した返済の必要のない給付型奨学金の給付につきまし
ては、所得に関係なく給付される給付型奨学金も追加
する改正を経て、ふるさと応援基金子育て支援奨学金
として運用しているところであります。令和４年度か
らは、独立行政法人日本学生支援機構による給付型奨
学金が大幅に拡充されていることを鑑み、経済的観点
から実施していた月額３万円の給付型奨学金を廃止す
ることとし、これによって捻出される財源をもって、
月額５千円の給付型奨学金を月額８千円に増額するこ
とといたします。
　また、これにより、現在の制度の安定的な実施と内
容の充実が図られることとなりますので、令和４年度
からの子育て支援策の更なる充実という佐藤村長の方
針にも基づき、親の負担の軽減と高等学校生徒の将来
のために、給付型奨学金の額を月額５千円として、給
付対象者を高校生等にまで拡大いたします。

Ⅱ．学校教育について
　学校教育につきましては、子ども一人一人が、これ
からの社会を生き抜く力を身に付けていくため、各学校
が、よりよい学校教育を通して、よりよい社会を創ると
いう目標を社会と共有し、必要な資質・能力を社会との
連携により育成する「社会に開かれた教育課程」の理
念を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基
づく授業改善を進めます。また、教育効果を高める「カ
リキュラム・マネジメント」を通して、教育課程の改善・

充実を図っていくことが求められております。
　そのため、学習指導要領の趣旨を踏まえた調和のと
れた教育課程を編成・実施するとともに、地域学校協
働活動の推進等により、地域の特性を活かしながら子
ども一人一人に確かな力を育む教育活動の推進に努め
てまいります。

●確かな学力の育成
　確かな学力の育成につきましては、学習指導要領に
基づき、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導のも
と、学力や体力の向上を図り、心身ともに健全な子ど
もの育成を目指し、「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けて、創意工夫を生かした特色ある教育活動
を展開してまいります。
　特に、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得
させるため、引き続き、教員業務支援員を活用した個
に応じた指導並びに村内外の人材や施設等を活用した
体験的な学習や問題解決的な学習の充実に努めなが
ら、子どもが自ら主体的に学習する態度や望ましい学
習習慣を身に付けていくための取り組みを進めてまい
ります。
　ICTを活用した教育につきましては、子どもたちが
情報技術を手段として学習等に利活用できるよう、各
教科等においてICTの特性や利点を活かした授業内容
の充実を図るとともに、教員のICT活用能力の向上に
取り組んでまいります。
　また、引き続き、学習プリント配信サービスの問題
データベース及び同タブレットドリルを効果的に活用
して学びの充実を図るとともに、問題データベースタ
ブレットドリルは、一人一台の学習者用端末を持ち帰
っての家庭学習でも利用できる教材でありますので、
これらの家庭学習での活用などを通して、確かな学力
のより一層の定着に努めてまいります。

●北海道留寿都高等学校の教育
　留寿都高等学校の教育につきましては、地域農業並
びに社会福祉の振興に寄与する豊かな心と実践力を兼
ね備えた、社会に有意な人材の育成を目指すものであ
ります。
　具体的には、農業・福祉における高い専門性を身に
付けることができる教育機関として、専門的な教育の
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充実に努め、農業・福祉の教育を通して、課題を自ら
発見し、主体的に課題解決を目指す生徒の育成、地域
社会に開かれた学校づくりを基本に、国際化に対応で
きる農業後継者及び農業理解者の育成並びに介護福祉
士養成校として地域福祉に貢献できる人材の育成に努
めてまいります。
　特に、確かな学力の向上につきましては、ICTを活
用した「主体的・対話的で深い学び」となる学習指導
の充実と基礎学力及び専門学習の定着と適切な課題に
よる学習習慣の定着を図るとともに、北翔大学等との
高大連携協定を軸に、農業系大学及び短期大学等とも
連携して、大学からの講師の派遣や大学施設を利用し
た学習機会の拡大に努め、生徒の主体的、協働的な学
びを更に進めるなど、農業・福祉教育の充実を図って
まいります。

●豊かな心の育成
　豊かな心の育成につきましては、情操や規範意識、
他者への思いやりの心など、子どもたちに社会性や豊
かな心を育むため、引き続き、道徳教育の充実を図る
とともに、読書、特別活動などあらゆる教育活動を通
して、自立心や自律性、思いやりの心を培い、豊かな
人間性や社会性を育む教育を推進してまいります。
　また、いじめの対応につきましては、児童生徒の小
さなサインを見逃すことなく、未然防止と早期発見、
早期対応への取り組みを推進するとともに、いじめを
生まない校内体制の充実に努めてまいります。

●健やかな体の育成
　健やかな体の育成につきましては、望ましい生活習
慣を養い、体力・運動能力の向上を推進するとともに、
心身の調和がとれた児童生徒の育成に努めることが重
要でありますが、そのためには、体育、保健体育の時
間はもとより、関連の教科、特別活動、総合的な学習
の時間、運動部活動など、学校の教育活動全体を通じ
て適切に行われるよう、子どもたちや地域の実態に応
じた全体計画のもとに、計画的・継続的に指導を進め
てまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染予防につき
ましては、マスクの着用や手洗いなどの習慣的な予防
策を徹底していくほか、子どもたちの心のケアや必要

な教育活動を継続し、子どもの健康に対する意識の向
上、衛生環境の整備を行いながら、学びの保障に努め
てまいります。

●食育の充実とふるさと教育の推進
　食育につきましては、留寿都小学校に配置されてい
る栄養教諭を中心として、食事の重要性や楽しさ、食
への感謝の気持ちなどを育み、食に関する正しい知識
と望ましい食習慣の定着に向けた指導と学校給食に留
寿都産、近郊産、北海道産、国内産と順位をつけて地
元産食材を積極的に取り入れることにより、地域の産
業や文化を学び、生産者への感謝の気持ちや生命を尊
重する心を育む食育の充実を図ってまいります。
　また、ふるさとの強みや課題、伝統について知らな
いままに村外へ出て行くのではなく、ふるさとを知っ
てもらった上で、成長してほしいと強く願うところで
ありますので、ふるさと留寿都村の自然や産業、文化
等に対する理解を深めるための「ふるさと教育」を推
進するとともに、引き続き、ルスツふるさと給食まつ
りを開催し、食育と「ふるさと教育」を推進してまい
ります。

●地域とともにある学校づくりの推進
　子どもたちが自ら考え、判断し、未来の留寿都を担
うたくましい人材を育成するためには、社会の変化に
対応した教育環境の整備と学校・家庭・地域が一体と
なり、地域とともにある学校づくりを進めることが重
要であります。
　そのため、学校に対する理解が深まるよう、グラン
ドデザイン（学校経営方針）の公表や学校だよりによ
る教育活動の情報発信など、開かれた学校づくりの取
り組みを推進するとともに、コミュニティ・スクール
（学校運営協議会）や地域学校協働活動推進事業との
連携を図りながら、地域に開かれ、地域とともにある
学校づくりを進めてまいります。
　また、学校が、保護者や地域住民の期待に応え、子
どもたちの力を最大限に伸ばしていくためには、管理
職がリーダーシップを発揮して学校運営に当たるとと
もに、教職員がそれぞれの力を発揮できる環境づくり
が重要であります。
　そのため、学校における働き方改革を推進し、教員
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が子どもと向き合う時間の確保に努めてまいります。

●教育環境の充実
　教育環境の充実につきましては、教育活動を円滑か
つ効果的に推進するため、教育機器や教材備品などの
計画的な整備に努めてまいります。
　教師用の校務系情報システム機器については、ライ
センスの保守期間が満了することからこの更新を行っ
てまいります。
　また、留寿都高校で使用している道立学校公務支援
システムにつきましては、更新に伴い、新たなシステ
ムに移行する外、留寿都中学校においては、新たに、
校務支援システムC4th（シーフォース）を導入して
まいります。
　教職員公宅建替事業につきましては、令和３年度の
１棟４戸の建設に続き、令和４年度は、１棟２戸を建
設しますが、これらによる住み替えで利用に供さない
こととなる老朽劣化した教職員公宅５棟６戸を令和５
年度に解体して、事業を完了する予定であります。

Ⅲ．義務教育学校導入も選択肢に加えた小中
一貫教育を見据えた小中連携の推進について
　学校施設の老朽劣化の状況につきましては、令和２
年度に策定いたしました「留寿都村学校施設長寿命化
計画」でお示ししているところでありますが、特に、
留寿都中学校の校舎及び体育館につきましては、工事
着工前に必要となる基本構想策定業務や実施設計業務
などの作業手順のことを考えますと決して遠い先のこ
とではなく、正に、近々の課題であり、検討に着手し
なければならない時期が迫っているところであります。
　昭和51年、今から46年前に供用を開始した施設であ
りますから、生徒数や時代背景が大きく異なる現代に
おいて、現状の建物を単純に現状のままに建て替える
ことができないことは容易に分かるところであります
が、あらゆる選択肢の中から、現在、そして将来の留
寿都村に、よりふさわしい方法を見出していかなけれ
ばならないところであります。
　この検討にあっては、学校の小規模化の進展を予想
した対応が不可欠であり、人口減少や少子化に伴う学
校の小規模化の進展が予想される中で、魅力ある学校
づくりを進める上で、児童生徒の集団規模の確保や活

発な異学年交流等を意図して、小学校・中学校を統合
して、義務教育学校を設置することも選択肢の一つと
して検討してまいりたいと考えるところであります。
　具体的には、現在の留寿都中学校の校舎は取り壊す
こととして、代わりに、現在の留寿都小学校に必要面
積を増築することとし、これにより、現在の留寿都小
学校と留寿都中学校を廃し、新たに、義務教育学校を
設置するものであります。
　義務教育学校とは、小学校段階の６年間を前期課程、
中学校段階の３年間を後期課程と区分することもあり
ますが、１年生から９年生までで成る一つの学校で、
１人の校長が一つの教職員集団をもって運営する学校
です。平成27年の学校教育法等の一部を改正する法律
（平成27年法律第46号）により、小中一貫教育を行う
新たな学校の種類として制度化されたもので、平成28
年４月１日から施行しているものであります。
　義務教育学校は、従来の枠組みである６－３制だけ
でなく、４－３－２制や５－４制といった柔軟な区切
りによる効果的な指導体制や教育活動の充実により、
９年間の系統性・連続性のある教育活動を効果的に実
施し、義務教育９年間で、児童生徒にこれからの社会
で生きる力を育み、児童生徒の多様で総合的な能力を
引き出して、学力の向上、規範意識の向上や問題行動
の抑制、体力や精神面での向上を期待するもので、ま
た、中一ギャップや不登校への対策、特別支援教育へ
の対応で期待されるものであります。
　現時点で、義務教育学校を導入すると結論するもの
ではありませんが、義務教育学校の導入も選択肢の一
つに加えた上で、留寿都中学校校舎及び体育館の老朽
劣化対策の検討をすることとし、また、義務教育学校
の導入も視野に入れ、小中一貫教育を見据えた小中連
携を推進することとし、留寿都小学校及び留寿都中学
校の学校長が策定する学校経営方針にもこれを明記し
て推進するよう指導してまいります。
　また、村立留寿都高等学校及びその実習農場が、小
中学校を挟むように隣接していて、小中高等学校が一体
的に設置されている環境は、本村の教育的特性でもあり
ますので、この環境を活かし、これまで推進してきた小・
中・高の学校間連携の取り組みを引き続き推進し、小中
連携と高校との連携という形も意識しながら、これまで
の取り組みの充実や地域学校協働活動の推進等により、
地域の特性を活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てまいります。

Ⅳ．生涯学習について
　生涯学習は、自己の充実や生活の向上のために、人
生の各段階での課題や必要に応じて、あらゆる場所、
時間、方法により学習者が自発的に行う自由で広範な
学習であって、学校や社会の中での意図的・組織的な
学習活動のみならず、スポーツ活動、文化活動、趣味、
レクリエーション活動、ボランティア活動を通じた学
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びも含むものであります。
　本村におきましても、第６次留寿都村総合計画、留
寿都村教育大綱並びに第５期留寿都村社会教育中期計
画を踏まえ、各世代の多様なニーズに応じた学習機会
の提供や学習成果等が広く活かされる環境づくりに努
めてまいります。

●家庭教育支援の充実
　家庭教育支援の充実につきましては、教育の出発点
である家庭での教育力を充実させ、子どもの成長の段
階に配慮し、子どもが望ましい基本的な生活習慣を身
につけられるよう、子育て支援センター、学校、コミ
ュニティスクール（学校運営協議会）などの関係機関
と連携しながら、保護者が安心して子育てに取り組め
る家庭教育の支援をしてまいります。
　また、家庭教育支援のスタートとなるブックスター
ト事業を引き続き実施するとともに、役場保健師及び
子育て支援センター支援員と連携して、乳幼児期にお
ける子育て教育の充実にも努めてまいります。

●青少年教育の推進
　青少年の健全な心身と豊かな人間性の育成のため、
学校・家庭・地域社会が連携しながら、創造性や協調
性などを育む良好な環境づくりが大切です。
　そのため、地域社会資源などを活用し、多様な自然・
社会・文化・スポーツ体験等の活動を行う「なんでも
チャレンジクラブ事業」、地域と学校が協働し地域全
体で子どもの成長を支える「地域学校協働活動推進事
業」及び他地域での活動を通じて心豊かな子どもを育
てるとともに仲間づくりやリーダーとしての役割を学
ぶ「生涯学習ふれあいの旅研修事業」等を引き続き実
施してまいります。
　また、社会教育事業へのボランティア参加や地域コ
ミュニティを基盤として活動している青年団体協議会
の主体的な活動に対する支援を継続してまいります。
　なお、学校教育の項において、ふるさと教育の推進を
掲げたところでありますが、令和４年度は、なんでもチ
ャレンジクラブ事業において、夏休み「むらびと写真展」
を開催することとし、子どもたちが、留寿都村で働く人、
子育てする人、暮らす人、学ぶ人などを題材に写真撮影
を行う中でふるさと留寿都を感じてもらう取り組みを
社会教育においても実施してまいります。

●成人・高齢者教育の推進
　生涯学習社会の実現には、地域住民が多様な学習で
得た成果を地域活動や社会貢献に活用し、生きがいを
もって明るく豊かな生活を送ることが重要です。
　このことを踏まえまして、成人・高齢者教育の推進
につきましては、地域貢献・社会参加を促す機会と学
習機会の提供に努め、その成果と豊かな経験を活かせ
る環境づくりと地域交流に努めてまいります。

　また、明るく豊かな家庭・地域を築くために活動し
ている女性団体連絡協議会の主体的な活動に対する支
援を継続してまいります。

●文化芸術の振興及び公民館活動の推進
　生きがいや心の豊かさをもたらす芸術・文化活動の
推進につきましては、芸術・文化に親しむ機会を提供
するとともに、関係団体による活動の奨励と支援に努
めてまいります。
　公民館につきましては、生涯学習の拠点施設として、
各種サークル活動、各種団体等による芸術・文化活動の
発表の場として、適正な管理運営に努めてまいります。

●読書活動の推進
　第３次留寿都村子どもの読書活動推進計画に基づ
き、子どもたちが読書を通して健やかに成長し、より
良い読書週間を身に着けてもらうため、ボランティア
団体の協力をいただきながら、子どもの成長段階に応
じた読み聞かせ事業の実施により、読書に親しみを持
てる環境づくりに努めてまいります。
　また、公民館図書室の充実を図り、新刊図書などの
情報提供を教育委員会の機関紙や村ホームページへ迅
速に掲載し、村内各施設へ図書を貸し出す移動図書を実
施するなど、読書活動の普及促進に努めてまいります。

●スポーツ活動の振興
　スポーツ活動の振興につきましては、地域住民それ
ぞれが自ら親しみ、生涯を通して気軽にスポーツを楽し
める機会の拡充を図るため、引き続き、運動教室や各種
スポーツ教室を開催し、スポーツ活動の振興と健康増進
を含めた活発なスポーツ活動を支援してまいります。
　また、スポーツ推進委員や各スポーツ団体等と連携
を図りながら、スポーツ少年団などの各種スポーツ団
体活動を奨励するとともに、国際的リゾート、ルスツ
リゾートスキー場が立地するという本村の恵まれた環
境を活かし、ウィンタースポーツを奨励するために、
引き続き、スポーツ活動奨励事業によるスキーリフト
シーズン券購入費の助成を行ってまいります。

むすびに

　留寿都村教育委員会といたしましては、学校・家
庭・地域・関係機関と連携を図りながら、未来を担う
子どもたちの健やかな成長と、地域住民の皆様が喜び
を感じ心豊かな人生を歩んでいくことができるよう、
本村教育の充実・発展に取り組んでまいります。
　地域住民の皆様の積極的な参画と、村議会議員の皆
様を始め、教育関係機関、団体等の一層のご理解とご
協力を心からお願い申し上げます。
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令和４年度の主な事業を
お知らせします

　令和４年度の留寿都村は、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施策と
して、留寿都村で暮らす村民が誇りを持てる「ふるさと・留寿都」をより実感できる事業に取り組みます。具
体的には、高齢者福祉事業を維持しながら産業の振興と子育て支援を拡充・拡大し、予算を伴わない重要な事
業の検討も行います。令和４年度に実施する新規または拡大・拡充事業についてお知らせします。

子育て支援（教育）事業
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付事業　590万円
　対象者を高校生等に拡大した上で給付を月額5,000円とし、大学生等への給付を8,000円に一部拡充して実施します。
※詳細は22ページをご覧ください。

ルスツふるさと給食まつり事業　14万円
　学校給食に地場の食材や地元事業者が製造した食品を活用した献立を集中的に提供する
週間を設け、食育を通じて子どもたちにふるさと留寿都を伝えていく取組を実施します。

「練成会ONLINE」オンデマンド配信使用料　53万円
　学習塾のある都市部との地域格差を解消するため、受講を希望する留寿都中学生のオンラ
イン学習塾受講経費を村が負担します。

学力向上支援事業　６万円
　村内に在住する中学校生徒のうち、放課後学びサポート利用登録者を対象に８月に実施される北海道学力コンクール
の受験費用の一部を補助するとともに、会場受験を受ける受験者のために生涯学習バスを運行します。

子育て支援事業
出産祝金・「君の椅子」贈呈事業　101万円
　新しい生命が誕生した喜びを村民挙げて分かち合い、
次代を担う子どもたちの健やかな成長を願うことを目
的に、出生届を提出した保護者に対し、出産祝金（１
人につき３万円）を贈呈するとともに、新たに村民と
なった出生児に「君の椅子」を贈呈します。
※詳細は広報るすつ５月号に掲載予定です。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業 14万円
　20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の母又は
父が就職やキャリアアップのために指定された教育訓
練講座を受講し修了した場合に受講に、要した費用の
３割相当額を支給します。
※詳細は21ページをご覧ください。

ひとり親家庭等医療費助成事業　24万円
　母又は父の歯科通院を助成の対象とするほか、市町
村民税課税世帯の負担を規則で定める初診時負担額ま
でとします。

子ども医療費助成事業　110万円
　医療費助成の対象者を満18歳に達する日以後の最初
の３月31日までに拡大して助成します。

まちづくり事業
留寿都村まちづくり活動支援事業　60万円
　村内に活動拠点を持つ個人又は団体が地域課題解決
やまちづくりに係る主体的な取り組みに補助金を交付
します。
※詳細は広報るすつ５月号に掲載予定です。

地域おこし協力隊まちづくり事業　960万円
　新たな地域おこし協力隊２名により道の駅の活性化
を図る活動や村の観光PR等の取り組みを推進します。

地域おこし協力隊活動経費負担金　200万円
　新たな地域おこし協力隊員を教育委員会で従事する
社会教育推進事務嘱託員として配置し、社会教育事務
のほか食育活動を推進します。

留寿都村起業等支援事業　100万円
　村内で新たに創業又は既存事業者が新事業を展開す
る際に、経費の一部を補助します。
※詳細は広報るすつ５月号に掲載予定です。
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産業振興事業
〇農業
留寿都村鳥獣被害防止特別対策事業　374万円
　令和４年度から概ね３年間を目途に集中的に電気柵
の普及を図るため、従来の金額や条件を見直して農業
者への補助を行います。

エゾシカ捕獲等業務委託　330万円
　エゾシカの捕獲が手薄となっていた
地区を重点的にハンターによる駆除を
実施します。

農地再編整備計画の説明会等の実施
　広域的な農地の大区画化や排水
改良を行い、農地集積・集約化を
加速するとともに、耕作放棄地の
解消・未然防止、生産コスト低減
や高収益作物への転換等による産
地収益力の向上を図るため、農地
再編計画の説明会を実施します。

〇商工観光
留寿都村中小企業者等
 特別応援給付事業　800万円
　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
し経済的影響を受けている村内商工業者の事業継続を
支援するため給付金（10万円）を支給します。

留寿都村地域活性化
 プレミアム付商品券発行事業　1,130万円
　落ち込んだ村内消費者の購買意欲を高めることによ
り、地域消費の拡大と地域経済の活性化を図るため、
商工会が行う留寿都村プレミアム付商品券発行事業に
要する経費を補助します。

留寿都村遊園地券配付事業　
140万円
　新型コロナウイルス感染症
の影響により外出自粛を余儀
なくされている子どもたち及
びその監護者に対し、村内遊
園地の１日入園券を配付しま
す。

留寿都村観光振興特別対策事業　800万円
　新型コロナウイルス感染症の影響による観光客数の
落ち込みを回復することを目的として観光事業者が行
う観光施設整備事業及び観光PR事業に対する補助を実
施します。

健康維持増進事業
肺がんCT検査費用の助成　127万円
　肺疾患の早期発見、早期治療を図るため、以下の健
康診査等において、希望者に対しX線撮影より精度の
高い肺がんCT検査を実施し、検査費用の一部を助成し
ます。
※�検査を受けられる条件がありますので各種健康診査
等の案内をご確認ください。
〇がん検診
〇住民個別健康診査（節目健康診査、人間ドック）

屈折異常検査機器購入事業　120万円
　３歳児健康診査等における乳幼児の弱視、斜視等の
早期発見、早期治療を図るため、屈折異常検査機器を
購入し、診査時等に使用します。

インフルエンザ予防接種費助成事業　85万円
　満18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にあ
る方の予防接種費用の全額を助成します。

広報広聴事業
留寿都村ホームページ改修業務委託　436万円

　掲載情報を見やすく探しやすいもの
とするためデザインのリニューアルを
行うとともに、スマートフォン用サイ
トの構築や視覚に障がいがある方に配
慮したウェブアクセシビリティ対応に
係る改修を行います。

未来会議の開催
　協働の村づくりを促進する一環として、村民の方を
対象に「留寿都村未来会議（ワークショップ）」を開
催します。

計画策定事業
留寿都村公共施設等総合管理計画
 改定等業務委託　450万円
　建物やインフラを含めた公共
施設等全体を取り巻く環境や現
状を総合的に把握するとともに
長期的な観点から、維持管理、
更新にかかる費用の縮減や財政
負担の平準化等に向けた方針を
整理し、公共施設等の維持管理
の最適化に向けた取り組みを進
めるため、計画の改定等を行い
ます。

留寿都村再生可能エネルギー
 導入目標策定支援業務委託　1,000万円
　「ゼロカーボンシティ」宣言を機に2050年までに二
酸化炭素排出量実質ゼロの達成に向けて本村の再生可
能エネルギーの導入目標を定め、施策の方向性を明ら
かにするために計画を策定します。
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　２月16日、ようてい農業協同組合から、地域貢献
事業の一環で、留寿
都村へ災害備蓄品と
して防災食のパン缶
が贈呈されました。

２月16日 ようてい農業協同組合から
災害備蓄品が贈呈されました

　３月１日、留寿都高等学校で第68回卒業証書授与式
が行われました。３年生の９名、４年生の５名、計14
名が卒業証書を手にしました。校長先生からは、「大
切なのは人と人との思いやりです。高校生活で身に
つけた豊かな心を活かして大切に人生を歩んでほし
い。」との式辞がありました。卒業生のほか、６名の
３年生は４年生に進級し、介護福祉士国家試験に向
けた長期実習などに取り組んでいくことになります。

３月１日 留寿都高校卒業式

ご卒業おめでとうございます

　３月４日、留寿都小学校５年生の升田那奈さんが、2022全日本小学生選抜スキー大会への出場を前に役場
に来庁されました。升田さんは、３月10日に名寄市で開催された2022全日本小学生選抜スキー大会の種目「小
学生クロスカントリー女子2.5㎞」に出場しました。

３月４日 2022全日本小学生選抜スキー大会出場に係る村長表敬訪問

全国大会で健闘しました

地域への貢献に心より感謝いたします

２・３月の
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　コロナ禍の新しい習慣にも慣れて、マスク生活や手
洗いうがい、手指消毒が「当たり前」になりましたね。
そのおかげなのか、新型コロナ以外の風邪やインフル
エンザの感染症が例年に比べて少ないように感じます。
新しい生活様式のメリットですね。
　反面、閉じこもりや運動不足、経済低迷など、デメ
リットも多くあり、やはり以前の生活に戻りたいと思
うことも多々あります。
　私が子供の頃は核家族化や共働きの増加で、子供が
一人で食事をすることが増え、「孤食」をなくそうとい
う動きが盛んでした。今は「黙食」。家族や大勢の人が
団らんすることや、友達とワイワイ給食を食べること
が避けられる時代です。同じ方向を見て黙々と給食を
食べる子供達を見ると、「孤食」の弊害が頭をよぎり、
少し寂しくなります。
　そんな今だからこそ、考えてください。みなさん笑
っていますか？
　声を出して大笑いしたのはいつか思い出せますか？

◆笑いの医学的効果◆
　笑いの効果は数多く
あります。
①�笑うと免疫細胞であ
るNK細胞(ナチュラ
ルキラー細胞)が活
性化し、免疫が高ま
って、がんや様々な病気の予防や治療効果が上がる
というのは有名な話です。
②�笑うことでセロトニンという「幸せホルモン」が分
泌され、痛みや苦痛が和らぐとか、睡眠の質が上が
ると言われています。うつ病の予防にも効果がある
そうです。

③�笑っている時は呼吸が活発になり、肺や腹筋をたく
さん使います。血液循環も良くなるため、心肺機能
を向上させることにつながります。
④�腹筋や横隔膜などの筋肉を使いエネルギーを消費す
るため、ダイエットにも効果的です。声を出して笑
うと散歩をするのと同じくらいのエネルギー消費量
が得られるとも言われています。
⑤�笑っている時は交感神経がよく働きます。身体を動
かす時に働く交感神経と、身体を休める時に働く副
交感神経をバランスよく使います。血圧や体温、代
謝の調節にも関係します。
⑥�脳の血のめぐりが良くなり、海馬という記憶の働き
をする部分が活性化して記憶力が上がります。
　認知症予防にも効果があることがわかっています。
⑦�笑うと顔の筋肉(表情筋)を使うため、顔色が良く、
表情豊かで健康的に見え、親しみやすさが増します。
美容効果も上がりますよ♪
　高齢者は退職や身近な人との死別、心身の機能低下
による喪失体験が増えるため、否定的な思考になりや
すく、笑う機会が少なくなる年代です。
　上記のような医学的根拠のある効果以外に、肯定的
な思考、気分・感情の安定にも笑いが持つ役割は大き
いと考えられます。
　家族と過ごす時間や、
趣味や娯楽、友達と話
す時間を大切にし、こ
んな時代だからこそ感
染予防をして人と会う
こと、電話やオンライ
ンを活用して交流を楽
しむことを忘れずにい
たいですね。

今月の
テーマ 笑う門には福来たる

 ・・・ 保健師　石川 修子

４月
お問合せ先

健診・保健事業等
保健医療課

電話 0136-46-3131
いきいき体力アップ教室
地域包括支援センター
 電話 0136-47-2277

予防接種 診療所
 電話 0136-46-3774※�乳幼児予防接種につきましては予約が必要となりますので、実施を希望される日の１週間前ま

でに診療所へご予約ください。（診療所　電話0136-46-3774）

４月12日㈫ 乳児健康診査 場所/子どもセンター 受付/13時00分～14時00分

４月14日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

４月20日㈬ いきいき体力アップ教室 場所/公民館 受付/13時00分～15時30分

４月21日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

４月27日㈬ グ～ンとヘルスアップ運動教室 場所/公民館 受付/12時45分～14時00分
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　留寿都村内において、高速ブロードバンドサービスの未提供区域を対象に令和２年度
から整備を進めてきました光回線整備について、令和４年３月15日からサービスの提供
が開始されましたので、これまでに事業実施に向けて事前申込をしていただいた方につ
きましては、NTT東日本や光コラボレーション事業者への申し込みをお願いいたします。
　新たにサービス提供開始された地域においてはNTT東日本や光コラボレーション事
業者から加入申込のご案内が多数あると思われますので、加入申込にあたっては十分
比較検討されてから申し込まれますようお願いいたします。

▪新たにサービス提供される地域
　登地区、北登地区、泉川地区、向丘地区、黒田地区、三ノ原地区、三ノ原町内会、南一線地区、南二線地区、
　南三線地区、五ノ原地区、北二線地区、北四線地区、知来別地区、八ノ原地区

▪利用開始までの流れ
　❶ NTT東日本や光コラボレーション事業者に直接お申し込みください。
　❷ お申し込みした事業者より光回線の引込工事日の調整や工事費用などの説明があります。
　❸ 光回線をご自宅などの住宅へ引き込む工事を実施します。
　❹ 開通確認を行い、利用開始となります。

▪申込先
　NTT東日本・・・・・・・・・・・・・・・・・電話 0800-800-9986　平日９：00～17：00
　光コラボレーション事業者・・・各事業者へお申し込みください

光回線整備に係る
高速ブロードバンドサービスの
申込受付開始のお知らせ

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開通工事の流れ 

NTT 東日本が実施 

利用者が実施 

企画観光課 からのお知らせ
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　ひとり親家庭の母又は父が就職に役立つ技能や資格の取得のため、各種講座を受講する場
合に「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」を支給します。

◉対象となる方
　20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母又は父で、北海道の自立支援教育訓練給付金（※）の支
給決定を受けている方が就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講
に要した費用の一部を支給します。
　※　北海道の自立支援教育訓練給付金の対象となる方は、次のすべてを満たすひとり親家庭の母又は父です。

・児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準にある方
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
・過去に同制度を利用していない方　

◉対象講座
　北海道の自立支援教育訓練給付金の受講対象講座の指定を受けた講座（※）となります。
　※　雇用保険の次の給付の指定講座となります。

・一般教育訓練給付の指定講座（英語検定、簿記検定など。）
・特定一般教育訓練給付の指定講座（介護職員初任者研修、介護支援専門員、大型自動車免許など。）
・専門実践教育訓練給付の指定講座（介護福祉士、社会福祉士、看護師など。）

◉支給額
　受講料の３割相当額となります（上限額10万円）。
　※�　北海道からは、受講料の６割相当額（雇用保険該当者は、雇用保険の給付金の額を差し引いた額）が支給
されます（上限額20万円）。

◉お手続き
　申請書に次の書類を添付して役場住民福祉課に提出してください。

・北海道の給付金の受講対象講座指定通知書の写し
・北海道の給付金の支給決定通知書の写し

ひとり親家庭の母又は父の方へ
令和４年４月１日から資格取得に要する費用の一部を助成する
『ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金』を支給します

住民福祉課 からのお知らせ

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金の申請受付について

～令和４年度から対象を高校生等へ拡充し、
大学生等の月額を増額します！～

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

　留寿都村では進学する方を応援するため、返済の必要がない給付型の奨学金制度を実施しております。また、令
和４年４月給付分から、下記のとおり、制度内容が変更になりますので、あわせてお知らせいたします。

旧制度
〇奨学生の要件…大学生等
〇奨学金の額…①�市町村民税所得割額が非課税の世帯（奨学生が国の制度による給付型の奨学金等を受けて

いる場合は除く）　⇒　月額30,000円（年額360,000円）
　　　　　　　　②�上記以外の世帯　⇒　月額　5,000円（年額　60,000円）

令和４年４月給付分からの新制度
〇奨学生の要件…高校生等及び大学生等
〇奨学金の額…①�高校生等　⇒　月額　5,000円（年額　60,000円）
　　　　　　　　②�大学生等　⇒　月額　8,000円（年額　96,000円）

※�市町村民税所得割額が非課税の世帯については、令和２年度から国による給付型奨学金制度が拡充され、実態として村の制度
を利用する方がいなかったことから、役割を終えたものとして該当区分を廃止し、これに代わり、対象者を高校生等へ拡大し、
大学生等の月額を8,000円に増額しました。

※�既に令和４年６月分まで給付決定を受けている大学生等については、改めての申請は必要ありません。

　４月から新たに高校や大学等に進学される方、また、現在、高校等に在学している方につきましては、奨学金の
給付を受けるためには申請が必要ですので、お忘れなく申請してください。

【給付を受けるための受給者の要件】
①申請の日の６か月前から引き続き村内に住所を有する者がいる世帯であること。
②奨学金の受給者及び世帯全員に市町村税等の滞納がないこと。

【奨学生の要件】
①高校生等奨学生…�学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門

学校（第１学年から第３学年）に在学している方。

②大学生等奨学生…�学校教育法に規定する大学（大学院は除く）、短期大学、専修学校の専門課程（専門学校）又
は一般課程、高等専門学校（第４学年、又
は第５学年）に在学している方。

【申請期間】
①��令和４年４月１日から受付開始
　�（４月分から給付を受けるためには、４月末日までの申請が
必要です。）

②�様式については、留寿都村教育委員会に請求していただくか、
村ホームページよりダウンロードしてください。

③�在学生で、すでに奨学金を受給されている方の申請は、７月
となります。
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ふるさと給食
～食を通してふるさとを伝えていく取り組み～

＃０９

申請書等の押印省略について
　住民の皆さまの利便性の向上等を目的として、令和４年４月１日から、留寿都村の規則などで定める
申請書等の様式や、留寿都村に提出する見積書や請求書等について、押印を省略することができるよう
になりました。
　押印を省略することができるものの一覧は、令和４年３月７日配付の地区連絡員文書をとおして皆さ
まにお知らせしております。各種事業の書類等について確認したい場合は、それぞれの担当課へお問合
せください。

　 〈押印省略できるものの主な例〉
　　・村が実施する各種補助事業の補助金交付申請書
　　・放課後児童クラブ登録申請書や除雪サービス事業等の各種事業の利用申込書
　　・紙おむつ購入費助成事業等の各種助成事業の助成申請書
　　・行政財産（普通財産）貸付申請書

ピカピカの１年生を迎え、新年度がスタートしました！
　留寿都村学校給食センターでは、今年度も安心・安全でおいしい給食を提供
できるよう努めて参ります。また、給食をとおして子どもたちに留寿都村の食
材や産業に興味をもってもらえるよう、今年度も地場産物をたくさん使ってい
きます！今回は、今年１年間、学校給食で使用する食材をご紹介します。

☆主　食
月 火 水 木 金

蘭越産ななつぼしを
給食センターで炊飯しています♪

ごはんと隔週で
岩崎製パンの

パンが出ます♪

カレーや丼、
ピラフなどの

日もありますよ♪
うどんとラーメンは
森製麺の麺です♪

or

☆牛　乳･･･ 仁木町倉島乳業のパック牛乳（200ml）が毎日付きます。
☆肉　類･･･ 辻畜産から購入します。年に数回、ルスツ豚も使用します。
☆豆腐類･･･ 豆腐、油揚げ、おから、こんにゃくなどを清水豆腐店から購入します。
☆野菜類･･･ 大根、にんじん、玉ねぎ、きゃべつ、白菜、ごぼう、長いも、アスパラなど、地場の食材がある時期は、

辻商店や道の駅から留寿都産の野菜を購入します。
　 　　　　８月～10月は、留寿都高校の野菜も使用します。

総務課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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老人福祉バスの『定期運行の曜日』等が
変更になりました！

　老人福祉バスの利用者の利便性を図るため、令和４年度から定期運行の曜日を変更し、市街地以外の地区の定
期運行を、週１回から週２回に増やして運行することとしました。
　ぜひ、ルスツ温泉での入浴、診療所の受診や各商店でのお買い物などに、老人福祉バスをご利用ください。

老人福祉バス定期運行時刻表
定期運行　毎週　月曜日・金曜日

令和４年４月1日現在
地区 停留所 到着時刻 地区 停留所 到着時刻
知来別 竹田さん宅前 10：00 南二線 鵜川さん宅前 10：40
知来別 香川さん宅前 10：03 市街地 診療所前 10：50
向丘 竹内さん宅前 10：07 市街地 高齢者生活支援ハウス前 10：52
北二線 丸岡健一さん宅前 10：15 市街地 新町公営住宅前（グラウンド付近） 10：53
北二線 合田和弘さん宅前 10：21 市街地 公民館前 10：55
五ノ原 仁司さん宅前 10：28 市街地 役場前 10：56
四ノ原 四ノ原バス停 10：33 市街地 道の駅前 11：00
三ノ原 三ノ原公営住宅前 10：35 ルスツ温泉 11：05
※ 新たに乗車を希望する方は、事前に役場住民福祉課（46-3131）までご連絡ください。
※ 乗車される方の増減により、時刻表が変更となる場合があります。

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

【変更前】毎週木曜日及び金曜日
【変更後】毎週月曜日及び金曜日
　※木曜日に運行していたものを月曜日に変更しました。

定期運行の曜日の変更

【変更前】
　・木曜日　市街地、知来別、向丘、黒田
　・金曜日　市街地、北二線、五ノ原、四ノ原、三ノ原及び南二線
【変更後】
　・月曜日　村内一円
　・金曜日　村内一円
　※市街地以外の地区の定期運行を、週１回から週２回に増やしました（市街地と同様の取り扱いにします。）。

定期運行の経路の変更

　令和４年４月１日（金曜日）の定期運行から変更となっています。

変更日

老人福祉バス定期運行の変更内容
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入学・就職・転勤などによる引越しで住所を異動される方は、
窓口での「正確な住所の届出」が必要です！

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

〇�住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険や国民年金の資格の確認、選
挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
〇�本人確認書類となる「マイナンバーカード」の「住所」は最新のものにする必要があります。
　※�正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、５万円以下の過料に処されることがあります。

住民票の異動届（転出届、転入届、転居届など）の手続方法
◎他の市区町村に転出・転入する場合

【マイナンバーカードをお持ちの方】
　転出届の際に「転出証明書」の交付を受けることなく、定められた期間内に引越し先の市区町村にマイ
ナンバーカードを提示することで、転入手続を行うことができます（転出届の提出は必要です。）。

◎村内で転居する場合
　〔転居した日から14日以内に〕転居届を提出する

引越し前の
市区町村

〔転出前に〕
転出届を提出して転出証明書を受け取る

引越し先の
市区町村

〔転入した日から14日以内に〕
転出証明書を添えて転入届を提出する

小樽年金事務所からの お知らせ

令和４年度出張年金相談所の開設について
　　小樽年金事務所では、次の日程により倶知安町及び岩内町において出張年金相談所を開設します。
　　相談は事前予約制となっております。ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

　● 予約受付　小樽年金事務所　お客様相談室　電話０１３４－６５－５００２
　　※自動音声案内により最初に「１番」、続いて「２番」を選択します。

　● 開設時間　倶知安町　後志労働福祉センター：午後１時から午後５時まで
　　 　　　　　岩 内 町　岩内地方文化センター： 午前９時から午後１時まで

倶知安町
後志労働福祉センター

岩内町
岩内地方文化センター

令和４年４月 20日（水） 21日（木）
５月 25日（水） 26日（木）
６月 22日（水） 23日（木）
７月 20日（水） 21日（木）
８月 24日（水） 25日（木）
９月 21日（水） 22日（木）
10月 19日（水） 20日（木）
11月 16日（水） 17日（木）
12月 21日（水） 22日（木）

令和５年１月 18日（水） 19日（木）
２月 15日（水） 16日（木）
３月 22日（水） 23日（木）

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　国民健康保険に加入し、雇い主から給与等の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症への感染や感染
疑いのために仕事を休み、その間、給与等が支払われない又は減額されたときに「傷病手当金」が支給されるもの
です。

 対象となる方：次の①から④までの条件全てを満たす方　�
　①　後志広域連合国民健康保険の被保険者の方で、雇い主から給与等の支払いを受けている方
　　　　（青色事業専従者及び白色事業専従者を含みます。個人事業主は該当となりません。）
　②　新型コロナウイルス感染症（感染疑いを含む）の療養のために仕事ができない方
　③　３日以上連続して仕事を休み、４日目以降が令和２年１月１日から令和４年６月30日の間である方
　④　仕事を休んだ期間について、給与等が支払われない又は減額された方
　　　給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

 支給額　 

　 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額  ÷  就労日数 　×　
２

×　支給対象日数
３

　　＊仕事を休んだ４日目以降が支給対象日数となります。

 支給の対象となる期間　 
　令和２年１月１日から令和４年６月30日まで（入院が継続するときは最長１年６か月まで）
　　※適用期間が令和４年３月31日までから令和４年６月30日までに延長になりました。

 申請に必要となる書類　 
　以下の書類が必要となります。各種申請書は、後志広域連合又は留寿都村のホームページからダウンロードいた
だけるほか、保健医療課窓口にも設置しております。
　①　国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）
　②　国民健康保険傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）
　③　国民健康保険傷病手当金支給申請書（事業主記入用）
　④　国民健康保険傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）
　　　医療機関を受診していない場合は、不要となる場合があります。
　⑤　傷病手当金の支払を希望する金融機関口座が確認できる預金通帳の写し

 申請方法　 
　感染の拡大防止のため、郵送にて後志広域連合に申請いただくようお願いいたします。なお、留寿都村役場保健
医療課でも受け付けております。

 申請書送付先またはお問合せ先　 
　①　後志広域連合国民健康保険課保険給付係　電話 0136-55-8012
　　　申請書送付先：〒044-8588　倶知安町北１条東２丁目後志合同庁舎車庫棟２階
　②　留寿都村役場保健医療課  電話 0136-46-3131

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険の傷病手当金について

(令和４年６月30日までに適用期間が再度延長になりました)
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約140年ぶりに民法が改正され、成年の定義が見直され、2022年４月１日から成年年齢が20歳から18歳に
引き下げられます。これにより2022年４月１日に18歳、19歳の方（2002年４月２日から2004年４月１日生ま
れの方）は2022年４月１日に新成人となります。2004年４月２日以降に生まれた方は18歳の誕生日に新成人
となります。
成年に達すると未成年の時と何が変わるのでしょうか。成年になると親の同意を得なくても、自分の意志
で様々な契約ができるようになります。例えば、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、高
額な商品を購入した時にローンを組むというような契約が自分一人でできるようになります。他にもできる
ようになることはありますが、省略して、ここでは一人で契約する際に注意する事を説明します。
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には「未成年
者取消権」によってその契約を取り消すことが出来ます。このことが未成年者を保護し、未成年者の消費者
被害を抑止する役割を果たしています。成年になるということは、未成年者取消権を行使することが出来ま
せん。つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決められるということは、契約に対して責任を負うのも自分自
身となります。契約には様々なルールがあります。知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込
まれる可能性があります。このようなことを理解し、契約する際にはその契約が本当に必要か、契約をやめ
る際にはどんな条件が付いているのか等をしっかり確認、検討することが重要です。
よく検討しても、トラブルに巻き込まれてしまうこともあります。どうしたらよいかわからない、既にお
金を支払ってしまったなど困ったときは相談窓口や役場にご相談ください。

18歳から成年になります
～新成人のみなさん、契約はしっかり検討してから～

ようてい地域消費生活相談窓口　電話  0136-44-1600

ルスツふるさと公園

市民農園の利用者募集について
　ルスツふるさと公園内にある市民農園の利用者について、次のとおり募集を行い
ますので、希望される方は企画観光課までお越しください。

募集区画数	 24区画（各50平方メートル）
利 用 料 金	 １区画　3,000円（１シーズン）
利用期間(予定)	 ５月16日(月)～10月31日(月)
申込受付期間	 ４月11日(月)～５月９日(月)
	 ※利用料金（１区画につき3,000円）が必要です。
	 　空き区画がある場合は５月９日以降随時受付します。

申 　込 　先	 留寿都村役場　企画観光課

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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家屋の新築等がある場合はご連絡ください

　家屋の新築または増築があった場合は、税務課まで
ご連絡ください。翌年からの固定資産税を計算するた
めに家屋の評価をさせていただきます。
　ご連絡をいただければ、都合のよい時間を相談の上、
税務課職員が伺います。（税務課から連絡、訪問をす
ることもあります。）
　家屋を取り壊した場合、所有権を移転した場合もご
連絡ください。

「村長のタウンミーティング」随時募集中！

　団体やグループの集まりなどに村長が出向き、お話
をする「村長のタウンミーティング」を実施していま
す。村長とお話がしたい、村政について聞きたいこと
や要望があるなどテーマは問いません。概ね５名以上
の団体またはグループで、開催希望日の約２週間前ま
でに企画観光課へお申込みください。日程調整後、開
催のご連絡をいたします。詳しくは企画観光課までお
問合せください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程は
別途相談させていただきます。

ルスツコミュニティーメールに登録しよう！

　ルスツコミュニティーメールは、防災広報無線の放
送内容をメールで配信するサービスです。自宅に居ない
ときも、村からのお知らせを携帯電話やパソコンのメー
ルで確認できます。定期的に村などからのお知らせを行
っているほかに、お悔みや緊急気象情報などのお知らせ
も放送していますので、ぜひ登録をお願いします。

令和４年度調理師試験の実施について

　令和４年度調理師試験を次のとおり実施します。
試験日時
　令和４年８月25日（木）午後１時30分から午後４時

試験地
　札幌市（後志圏域在住の方は札幌市が試験地となり
ます。）

受験料
　6,900円に相当する額面の北海道収入証紙

試験科目及び試験方法
　食文化概論、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛
生学及び調理理論についての筆記試験

受験資格
　学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定す
る者（調理師法附則第３項の規定により学校教育法第
57条に規定する者とみなされる者を含む。）であって、
多数人に対して飲食物を調理して供与する寄宿舎、学
校、病院等の施設又は食品衛生法施行令（昭和28年政
令第229号）第35条第１号（飲食店営業）、第14号（魚
介類販売業）、第32号（そうざい製造業）、第26号（複
合型そうざい製造業）に掲げる営業において令和４年
５月20日までに２年以上調理の業務に従事した者。
　（詳細は、受験案内及び所管の保健所で確認してく
ださい。）

受験願書受付期間　
　令和４年５月９日（月）から５月20日（金）まで

受験案内（願書）配布場所
　各保健所・支所で配布するほか、北海道のホームペ
ージからダウンロードできます。

受験願書提出先・お問合せ先
　北海道倶知安保健所　企画総務課企画係
　〒044-0001虻田郡倶知安町北１条東２丁目
　電話�0136-23-1952

税務課� （庁舎②番窓口）

企画観光課� （庁舎⑦番窓口）

他機関からのお知らせ

留寿都村役場 0136-46-3131
留寿都村教育委員会 0136-46-3321
留寿都診療所 0136-46-3774
地域包括支援センター 0136-47-2277
羊蹄山ろく消防組合留寿都支署 0136-46-3304

お問合せ先

納期限 ５月２日（月）
軽自動車税納期限

※忘れずに納めましょう
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自衛官採用試験案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日
一般曹候補生
（第１回） 18歳以上33歳未満の者 令和４年３月１日（火）～

令和４年５月10日（火）
令和４年５月20日（金）～
　　　　　　　22日（日）

自衛官候補生
（第１回） 18歳以上33歳未満の者 令和４年４月１日（金）～

令和４年５月20日（金）

男子：令和４年５月
27日（金）、28日（土）

女子：令和４年５月
28日（土）、29日（日）

お問合せ先　倶知安地域事務所（倶知安町南３東１）� 電話　0136-23-3540
　　　　　　　留寿都村役場企画観光課� 電話　0136-46-3131
　　　　　　　自衛官募集相談員　森川勝之� 電話　090-2818-9144

弁護士無料法律相談会� ４・５月
留寿都村公民館

13：00～14：30(14：30終了)

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら電話相談へ変更となる場合があります。
※�１人30分（１日３人まで）
※�事前予約をお願いします。（空きがあれば当
日でも可）
※�申込み・お問合せ先�
総務課　電話�0136-46-3131

４月 ８日（金）　５月 13日（金）

しりべし弁護士相談センター� ４・５月
毎週水曜日／13：00～16：00

※相談は事前予約制
※予約受付時間　�月～金　10:00～16:00�

（12:00～13:00を除く）
※�申込み・お問合せ先
住所　岩内町字高台84番地3（佐藤精肉店となり）
電話　0135-62-8373

４月 ６日、13日、20日、27日
５月 11日、18日、25日

YOSAKOIソーラン祭り市民審査員募集

YOSAKOIソーラン祭り実行委員会　電話 011-231-4351 FAX 011-233-4351
〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター４階

ホームページ　 https://www.yosakoi-soran.jp/

お問合せ先

　YOSAKOIソーラン祭りの市民審査員を募集します。演舞を観て感じた
『感動』が審査基準のため、特別な技術や知識は必要ありません。

〇対象　�祭りの理念と募集要綱に賛同し、真剣に演舞を審査できる方
　　　　中学生以上の方
　　　　チーム関係者に該当しない方
　　　　指定された時間に審査可能な方
〇日時　�令和４年６月11日（土）午前９時30分から午後７時まで、
　　　　令和４年６月12日（日）午前９時30分から午後10時までの
　　　　中で３時間から４時間
〇場所　�札幌市中央区�大通公園周辺
〇内容　YOSAKOIソーラン祭りにおける演舞の審査
〇定員　�110人程度（抽選）
〇申込　�令和４年４月１日（金）から30日（土）までにホームページ、FAXまたは郵送で申し込みください。
　　　　※応募用紙はホームページから入手可
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２月15日～３月11日届出分

お悔やみ申し上げます
２月27日	 小間　ミツ子さん　満78歳（横町）

空き家バンクに登録しませんか
　村では、空き家及び空き地の有効活用を通して、定住促進による地域の活性
化を図るため、「留寿都村空き家バンク」の運営を行っています。
　空き家バンクは、物件所有者から登録申込のあった空き家等について、本村
に移住等を希望される方へ情報提供を行うものです。
　空き家等を売りたい、貸したい方で空き家バンクに登録を希望される方は企
画観光課へご相談ください。

1 空き家バンクに物件を登録します。
2 ホームページで物件情報を公開します。
3 利用希望の申込があれば物件所有者にお知らせします。
4 利用希望者と物件所有者で直接（または不動産業者を介して）交渉していただきます。
　「留寿都村空き家バンク」ホームページアドレス
　　https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000249.html

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

空き家バンク利用の流れ（空き家を売りたい・貸したい方）
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お問合せ先
企画観光課　電話 0136-46-3131

令和４年５月号から
広報るすつの発行日が毎月
５日から20日へ変更となります

企画観光課 からのお知らせ

　令和４年度から広報るすつの発行日をこれまで
の５日から、前月の20日に変更となりますのでお
知らせします。
　例：令和４年５月号
　令和４年５月６日　→　令和４年４月20日人口と世帯（外国人を含む）

令和４年２月末現在

人口

男性

女性

世帯

 1,888（前月比－９）
内外国人 125（前月比－１）
 966 （前月比－６）
 922 （前月比－３）
 1,002 （前月比－７）

2022年４月号30
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