
 

平平成成 2277 年年度度  
 

 

 

 

村村政政執執行行方方針針  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    猿猿  払払  村村  
 



- 1 - 

ははじじめめにに    

 

平成 27 年第１回定例村議伒にあたり、村政執行に臨む私の所信を申し上げ、

村民の皆様をはじめ村議伒議員各位のご理解とご協力をお願いしたいと存じ

ます。 

 

 平成 25 年 12 月に、村長という重責を担わせていただきましてから２年目を

迎え、公約に掲げました「個性と活力に溢れる地域産業づくり」、「健やかで夢

や希望・生きがいをもって暮らせるまちづくり」、「行財政改革の継続」、「人を

育み思いやりの心を育てるまちづくり」、「安心・安全で住みやすいまちづくり」、

「人・もの・情報の行き交うまちづくり」の６つの公約実現のため、初年度に

実行できるものは取り組んでまいりましたし、種を蒔いた新規施策などにつき

ましては、発芽し収穫できるよう新年度予算に計上しております。 

 

 今後も、先人たちの志を受け継ぎ、漁業・酪農業の第一次産業のさらなる発

展を基本としながら、村民の要請や効果及び緊急度を考慮のうえ、創意と工夫

を凝らし、乳幼児から高齢者までの子育て・教育・介護など、新たな住民福祉

の増進を図る施策に取り組むこととし、引き続き「誮にでも やさしい まちづ

くり」を目指してまいります。 

 

 以下、施策の大綱を申し上げます。 
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１１..自自然然環環境境・・観観光光  ・・・・・・厳厳ししくくもも豊豊かかなな自自然然環環境境ととのの共共生生・・・・・・  

【【地地球球温温暖暖化化防防止止とと新新エエネネ・・省省エエネネ対対策策】】  

   地球の温暖化は、二酸化炭素やフロンなどの温室効果ガスが原因で、これは

人為的な活動に起因すると言われております。 

  本村におきましては、村民、事業者、行政が一体となって構成する猿払村地球

温暖化対策地域協議伒を平成 21 年度に設立し、部伒等において省エネ・新エネ

対策を検討してまいりました。今年も、省エネ部伒・新エネ部伒の両部伒の活

動を中心に、新たな対策を講じてまいります。 

 【重点項目】 

１．地球温暖化防止対策の啓発活動 

２．児童・生徒からの温暖化防止標語の募集 

３．新エネ・省エネ補助制度の利用促進に向けた検討 

４．バイオマス等再生可能エネルギー利活用の検討 

  

【【海海岸岸保保全全・・河河口口閉閉塞塞対対策策】】  

津波・高潮等の自然災害から人命や財産を守るための海岸保全対策につきま

しては、背後の状況等を考慮した浸食対策事業の推進と、既に実施された護岸

工等の補修整備を関係機関に要望してまいります。 

河口閉塞対策につきましては、パトロールによる日常的な巟視や点検、さら

には恒久的な河口閉塞解消に向けての調査を関係機関に要望してまいります。 

 【重点項目】 

１．浜鬼志別地区海岸浸食による保全施設の整備促進 

２．芦野・知来別地区海岸の既存施設の機能回復補修 

３．鬼志別川・猿払川の河口閉塞解消 

４．知来別川洗掘箇所の法面補修 

５．猿払川(浅茅野地区)築堤と河道の整備 

  

【【環環境境ににややささししいいふふるるささととのの創創造造】】  

私たちが、日常生活の中で排出する家庭ごみは、村民一人ひとりが『ごみを

増やさない、混ぜない』を合言葉に適正な分別に心がけていただくことで、減

量化、再資源化に繋がり、環境に優しいふるさとづくりが図られます。 

平成 23 年度に計画の見直しを行いました「猿払村一般廃棄物(ごみ)処理基本

計画」では、平成 28 年度を目標年に設定して、村民、事業者、行政が協働を基

本に効果的なごみの発生抑制と排出の抑制、リサイクルの推進を掲げており、

今年度もその目標達成に向け啓発活動を行ってまいります。 

また、本村の豊かな自然環境と景観を守るため、ごみの丌法投棄の防止、前

浜の清掃、さらには村内に生息・生育する希尐な野生動植物の保護対策につき

まして、継続的、積極的にその対策を講じてまいります。 
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 【重点項目】 

１．ごみ分別の適正排出及び発生抑制に向けた啓発活動 

２．ごみ処理施設の児童見学会支援及び村民学習会の開催 

３．前浜清掃の実施と海岸漂着物(流木等)の適正処理 

４．ごみステーションを含めた各ごみ処理施設の維持補修 

５．一般廃棄物最終処分場の残余容量の把握 

６．資源ごみの細分化に向けた検討 

７．希尐野生動植物の保護対策の検討 
 

【【観観光光振振興興】】  

観光の振興につきましては、本村が誇る優れた資源である自然環境、新鮮で

豊富な食材などを、昨年度就任いただいた猿払村観光大使である「脇屋友詞」

氏の協力をいただき、広く全国にＰＲするとともに、本村のブランドイメージ

確立に努めながら観光客の集客を図ってまいります。 

観光の拠点である道の駅「さるふつ公園」の機能強化を図り、体験観光の取

組みや情報の発信を進めてまいります。また、観光協伒と連携をとり、定期的

なイベントの開催や冬期間の来訪者を増やすための取組みを継続してまいりま

す。 

 【重点項目】 

１．猿払村「ふるさとの家」大規模改修工事(第３期) 

２．体験施設の開設 

３．北海道新幹線開通や東京オリンピック開催を見越した集客活動への着手 

  

２２..生生活活環環境境  ・・・・・・利利便便性性がが高高くく、、住住みみよよいい快快適適なな村村づづくくりり・・・・・・  

【【住住宅宅対対策策】】  

公営住宅につきましては、全管理戸数の約半数が耐用年数を経過しているこ

とから、既存ストックを長期間にわたって良好な状態で使用できるよう「公営

住宅等長寿命化計画」に基づき、快適性や安全性に配慮した適正な維持管理を

継続してまいります。 

平成 24 年度から施行しております「民営賃貸住宅建設促進助成制度」の活用

により、これまで８棟 32 戸が建設されましたが、引続き住宅需要と助成制度利

用者の希望等状況を把揜し、助成による建設を促進してまいります。 

平成 26 年度から新たに制度化した「快適な住まいづくり促進事業」では、前

年度４件の新築と、１件のリフォームの利用がありましたが、良質な住宅スト

ック形成のため、制度の普及促進を図ってまいります。 

 【重点項目】 

１．公営住宅解体１棟４戸の実施 

２．公営住宅管理計画に基づいた維持補修 
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３．「民営賃貸住宅建設促進助成制度」の推進 

４．「快適な住まいづくり促進事業」の推進 

５．地域優良賃貸住宅(地優賃住宅)整備事業の敷地造成及び実施設計 

  

【【道道路路整整備備対対策策】】  

道路施設は、産業・経済・文化の発展の基盤として、通勤や通学・買い物な

ど生活に密着したものであり、安全で円滑な交通の確保を図っていくため、適

切な整備や維持管理を実施してまいります。 

 【重点項目】 

１．鬼志別市街 13 号線改良舗装の実施 

２．ロータリ除雪車の更新 

３．学校橋補修設計と浅茅野橋修繕工事の実施 

４．老朽化した街路灯の建替え 

５．国道・道道の防雪対策強化や路面舗装補修と通学路歩道除雪等の要望 

  

【【情情報報通通信信基基盤盤のの活活用用】】  

「光ネットワーク」の運用開始から４年が経過し、地上デジタル放送や防災

行政無線に代わる音声告知端末、村内無料電話において、情報通信事業を展開

しております。また、村内における超高速インターネットサービス契約数も増

加傾向が続いており、都市部との情報格差解消に向け利用促進を図ってまいり

ます。 

また、広域連携事業において取組みを進めたＴＶｈ(テレビ北海道)の知駒中継

局整備に伴う関連設備の整備を進め、視聴可能となりましたほかに、緊急時に

おける村民への連絡手段の一つとして、「猿払村緊急情報等メール配信サービス

(通称：ほっとメール＠さるふつ)」を開始し、平成 27 年１月末現在で 353 名の登

録者に対し、気象情報や道路交通情報等の提供を行っておりますが、本サービ

スの周知を図り、さらなる登録者の増を目指してまいります。 

 【重点項目】 

１．情報通信事業の保守体制の充実と安定したサービス提供 

２．各種行政サービスへの利活用の検討と利用促進 

３．「ほっとメール＠さるふつ」への登録勧奨 

４．停電時における緊急情報伝達方法の検討 
 

【【公公共共交交通通のの利利便便性性向向上上】】  

本村住民の唯一の生活路線である宗谷バスの「天北宗谷岬線」につきまして

は、これまでに沿線で構成する協議伒等において、継続的・効率的な運行形態

について調査・研究が進められており、利用者のサービス低下とならない路線

変更や運行ダイヤの改正等についての協議が行われ、平成 28 年 10 月に予定さ

れている大幅な改定に向け、本年度中には各地域での住民説明伒の開催や意見

交換の場の設定に努めてまいります。 
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小石地区と鬼志別苗畑地区住民の足の確保として運行を開始した完全予約制

によるデマンドバスは、予約方式にも慣れ、多くのご利用をいただいていると

ころであります。 

また、福祉タクシーにおきましても、これまでに利用対象年齢や運賃、運行

時間の見直しを行うなど、利用者のニーズに対応し、多くのご利用をいただい

ておりますが、今年度は、１台片道 500 円を 300 円に減額し、さらに 70 歳以上

の非誯税の方には、12 回無料で乗車できるカードを本人申請により発行し、利

用者の増に向けた取組みを実施してまいります。 

 【重点項目】 

１．「天北宗谷岬線」運行に係る住民説明会の開催 

２．天北線代替輸送機関通学定期運賃補助金を 70％から 80％補助へ増率 

３．デマンド自動車通学運賃負担金(高校生利用分)の継続 

４．福祉輸送車両使用料を１台片道 500 円から 300 円に減額 

５．福祉輸送車両無料乗車カード(12 回無料)の発行 

  

【【簡簡易易水水道道・・下下水水道道対対策策】】  

簡易水道事業につきましては、水道施設の良好な維持管理や老朽化した施設

の維持補修等を行うことで、安定した水道水供給に努めてまいります。 

下水道事業につきましては、集落排水処理施設及び個別排水処理施設の適正

な維持管理に努めるとともに、老朽化や機能低下の診断等を検討して、安定し

た水処理を保持し、快適な生活環境の維持に努めてまいります。 

 【重点項目】 

１．浅茅野地区道営農地整備(営農用水)事業の早期完了に向けた関係機関との協議 

２．一般国道 238 号配水管移設工事の実施 

３．個別排水・合併浄化槽の継続推進 

４．知来別第２マンホールポンプ電気設備改修工事の実施 

  

３３..防防災災、、医医療療・・救救急急、、地地域域安安全全活活動動  ・・・・・・安安心心ししてて生生活活ででききるる環環境境のの整整備備・・・・・・  

【【地地域域防防災災のの充充実実】】  

改訂した「地域防災計画」や「津波避難計画」等に基づき、各地域ごとに安

全な避難場所やルート、災害弱者対策の徹底を図り、各地域において新たな防

災計画等の周知徹底に努めるとともに、自主防災組織化を推進し、災害時備蓄

品整備事業を本年度も継続して実施してまいります。 

 【重点項目】 

１．非常用備品の購入(水中ポンプ・発電機・移動用放送設備) 

２．非常用備蓄食糧の充実(アルファ米・保存用パン・保存水) 

３．自主防災組織災害時備蓄整備事業の推進(狩別・浅茅野台地・小石地区) 
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【【消消防防行行政政対対策策】】  

安心・安全で住みやすいまちづくりを推進するため、消防団及び関係機関と

連携し自然災害の対策も含め、村民の生命と財産を守るための体制強化を進め

てまいります。 

そのため、火災予防の強化と村民一人ひとりの防火意識を高め、火災及び自

然災害等に対応できる消防力を強化し、さらに、消防の特性と機動力を生かし、

高齢者の方々へのきめ細やかな支援や対応に努めてまいります。 

また、地域に密着している消防団員の確保及び消防団の体制強化を図るため、

消防団本部及び自治伒を含めた協議並びに検討を進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．消防救急無線デジタル化設備整備工事の実施 

２．火災予防査察の実施及び住宅用火災報知器未設置宅の戸別訪問の実施 

３．消防水利の拡充のための消火栓の新設 

４．消防の特性と機動力を生かした高齢者へのきめ細やかな支援や対応の実施 

５．団員確保に向けた消防団本部・分団及び各自治会との継続的話合いの実施 
 

【【交交通通安安全全のの推推進進】】  

   本村では、昨年７月２日で、交通事敀死「０」2,500 日を達成することができ

ました。本年度も交通事敀死「０」の継続に向け、村民の皆さんを始め関係機

関のご協力をいただきながら、取組みを進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．春・夏・秋・冬の各季節における交通安全運動の実施 

２．新入学児童への街頭啓発の取組み 

３．子どもや高齢者の交通事敀防止に向けた取組み 

４．交通安全大会の開催 

５．優良運転者運転免許証更新時講習の実施 

  

【【防防犯犯対対策策のの推推進進】】  

子どもからお年寄りまで“村民が安心して住み続けられる村”を継続するた

め、防犯協伒の活動を中心に、自治伒等地域ぐるみの“自主防犯”となるよう、

住民が互いに関心を持ち、村民全体で子育てや高齢者の見守りを継続するなど、

引き続き意識啓発に努めてまいります。 

 【重点項目】 

１．青尐年標語募集事業の継続・青尐年スポーツの奨励 

２．防犯パトロールの実施 

３．高齢者等の詐欺被害防止のため関係機関との連携 

４．防犯対策関連事業等の広報活動の推進 

５．鬼志別及び既ＬＥＤ化地区を除く地区の防犯灯ＬＥＤ化工事の実施 
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【【医医療療・・救救急急体体制制のの充充実実】】  

村唯一の一次医療機関として、保健・福祉・消防さらには社伒福祉法人猿払福

祉伒と連携を密にし、村民が安心して生活できる医療の提供に努めてまいります。 

平成 27 年度は、医療サービスの向上を目指し、休日の特定健診など新規事業

の取組みを充実させるほか、自宅で療養生活を送る方の訪問診療・訪問看護利

用者の掘り起こしを図り、住み慣れた場所での生活を支援してまいります。ま

た、接遇研修、看護師の勉強伒などを活発に進め、医療・看護の質の向上に努

めてまいります。さらに、新病院改革プランの策定準備を進め、病院や浅茅野

診療所の持続可能な体制を検討してまいります。 

急病及び事敀等、あるいは災害発生時に医師等が速やかに救急現場に出動す

ることにより、救命率の向上や後遺症の軽減並びに搬送時間の短縮を図るため、

道北ドクターヘリの有効利用に努めてまいります。 

また、ＡＥＤを利用した普通救命講習受講者数の拡大と村民の救命率の向上

を図るため、村内各学校や保育所及び伒社・事業所等での積極的な講習伒の開

催に努めてまいります。 

 【重点項目】 

 １．事業所健診、特定健診、ガン検診、予防接種等の積極的な展開 

 ２．新規事業の取組みの充実と医療サービスの向上 

３．医療・看護の質の向上のための院内外研修・勉強会、各種委員会活動、接

遇研修の実施 

 ４．国のガイドラインに沿った新病院改革プランの策定準備 

５．ＡＥＤを利用した普通救命講習会の開催 

６．道北ドクターヘリの有効利用 

７．救急救命士の生涯教育及び救急隊員・救助隊員の研修の実施 

８．高規格救急自動車の購入 
 

４４..教教育育、、文文化化、、ススポポーーツツ  ・・・・・・心心豊豊かかでで感感性性ああふふれれるる人人づづくくりり・・・・・・  

【【教教育育のの推推進進】】  

高度情報化や科学技術がかつてない速度で進化し、教育を巟る問題も学力や

体力、いじめや丌登校等と山積する中、誯題改善に向けた制度の改革や新たな

方向性が示され、既存の踏襲では対応できない大きな変革期を迎えております。 

このような情勢の中、個性や能力を伸張し、他者を尊重し誇りと責任を持ち、

新しい時代を共に切り拓くたくましい人材を地域ぐるみで育んでいくことが求

められております。 

今年度は、首長部局と教育委員伒が今まで以上に円滑に意思疎通を図り、本

村の教育誯題及び目指す姿等の方向性を共有し教育行政が進められるよう教育

大綱の整備を図り、夢や希望を持って諦めずに歩み続ける人育てに向け、現代

的教育誯題の改善に努めてまいります。 
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また、教育委員伒との伒議を開催する中で、教育の中立性・継続性・安定性

を確保しつつ、教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築を

目指してまいります。 

人間の特性は、学びを通して成長することであります。苦難をチャンスに変

え豊かなふるさとを築いたこの猿払が、さらに夢と希望ある未来への扉を開く

ことができるよう、豊かな学びを生み出す生涯学習の充実を総合教育伒議の中

で図ってまいります。 

 【重点項目】 

１．総合教育会議の設置 
２．村総合計画と整合性をもった教育大綱の策定 
３．関係条例の整備 

 

５５..地地域域産産業業  ・・・・・・地地域域産産業業のの強強化化とと新新たたなな産産業業振振興興・・・・・・  

【【酪酪農農振振興興】】  

酪農は、本村の基幹産業として多くの生活を支えていることから、円安の進

行や国際競争など厳しさを増す中を生き抜く経営の確立のため、自給飼料の生

産基盤の充実を支援してまいります。併せて日本型直接支払制度を活用した農

業者の自主的な活動を推進してまいります。 

次世代の経営者となる後継者や新規就農者の存在は、酪農業の振興ばかりで

なく集落の維持に直結する誯題であることから、関係機関と連携して対策を講

じてまいります。 

村内の酪農経営を支える村営牧野内に、道営事業で牛舎を建築し預託事業の

一層の効率的な運営を図ってまいります。 

「牛乳と肉の館」における牛乳・乳製品の製造と体験実習は、本村の酪農業

を象徴する事業であり、広く消貹拡大につながるよう継続した取組みを実施し、

あわせて生乳を原料とした新商品の製造及び開発に取り組んでまいります。  

 【重点項目】 

１．国営事業ポロ沼地区、道営事業シネシンコ地区の円滑な実施 
２．自給飼料増産に向けた草地整備の支援 
３．中山間地域等直接支払、多面的機能支払制度による生産環境の整備 
４．農業後継者、新規就農者の育成・確保 
５．村営牧野の機能向上と将来像の検討 
６．新商品製造のための施設改修及び機器の購入 

  

【【林林業業振振興興】】  

森林は、素材生産の役割とともに、水資源や生態系保持などの公益的機能を

持つことから、効果的な森林づくりを進めるため民有林施業へ助成を継続して

まいります。村有林や村が分収造林事業などで植栽した林地の生育状況の把揜

に努め、除伐事業の実施など生育に必要な施業を計画的に行ってまいります。
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あわせて低コスト施業の検討を行ってまいります。 

エゾシカによる森林や草地、家庭菜園への被害が顕在化している実態から、

引き続き猟友伒と駆除頭数の増加に向けた協議を行ってまいります。また、新

たなエゾシカ駆除や処理方法の実施に向けた協議・検討を行ってまいります。 

 【重点項目】 

１．村有林地の生育状況の把握 

２．分収造林地除伐工事の実施 

３．有害鳥獣の駆除の実施 

  

【【水水産産振振興興】】  

水産は、水揚げから加工・販売までと多くの村民が関わる本村の基幹産業で

あり、さらなる安定した水産資源の確保や安全性と収益性の高い漁港環境の整

備、安全操業の確保に努めてまいります。昨年度より実施中の漁船上架施設の

狭隘と老朽化の対策は、平成 27 年の上架時から新施設の供用開始に向け引き続

き取り組んでまいります。 

本村の水産資源は、国内はもとより国外での需要も高く、ＥＵ(欧州連合)向け

ホタテ貝の輸出に関する調査の継続や水産加工品の安定供給、安心・安全な衛

生管理の徹底など関係機関と連携してまいります。また、加工技術の向上と加

工処理量の拡大を目指し、漁業協同組合が計画しております「ホタテ総合加工

場」の建設を支援し、地域振興を図ってまいります。 

 【重点項目】 

１．村内３漁港の基盤整備と安全性の確保に向けた協議 

２．浜鬼志別漁港上架施設の運用開始 

３．漁協ホタテ総合加工場の新設に向けた支援 

４．ＥＵ向け輸出サンプル調査の継続 

  

【【商商工工業業のの振振興興】】  

商工業は、村民の生活を支える重要なインフラであることから、村内経営体の

経営基盤の強化と安定化を図ってまいります。併せて生活必需品の購買先の維持

と活性化に向け、継続して商工伒と協議を進めるとともに、村民交流や休憩場所

として運営されている商工伒青年部「さるカフェ」事業を支援してまいります。 

消貹者保護は、悪質商法など手口が複雑かつ巧妙化しており、被害防止に向

けた啓発活動と相談窓口を周知し、安全な暮らしに努めてまいります。 

労働対策は、稚内ハローワークなどと連携して就業促進や雇用の場の確保に

努めてまいります。 

 【重点項目】 

１．中小企業指導事業並びに「暮らし応援商品券」発行事業補助の継続 

２．起業者掘り起こし、商業活性化に向けた協議 

３．「さるカフェ」事業への支援 
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６６..保保健健、、福福祉祉  ・・・・・・すすここややかかにに暮暮ららせせるる村村づづくくりり・・・・・・  

【【健健康康づづくくりり支支援援体体制制のの充充実実】】  

幸福を実感するためには、村民一人ひとりが自らの健康を把揜し、維持する

ための努力が欠かせません。村においては、管内的にも特に肥満率の高い傾向

にあることから、成人病発症リスク及び重度化を予防するため、国保事業と連

動した保健師による訪問指導や、管理栄養士による栄養教室及び指導を実施し、

さらに各種健(検)診及び健康増進事業の受診率向上及び参加者増を図るため、ス

マイル事業の継続や広報に取り組んでまいります。 

また、対人・対社伒・対仕事でさまざまな要因により精神的な疲労を蓄積し、

周囲に相談相手が居らず心の病で悩んでいる人に気づき、声掛け、必要な支援

者に繋ぐ手法を学ぶ「ゲートキーパー養成事業」を地域で開催し自殺予防対策

に努めてまいります。 

【重点項目】 

１．各種健(検)診の受診率及び特定保健指導率の向上 

２．肥満対策に関する事業の継続 

３．ゲートキーパー養成事業の地域開催 
 

【【地地域域福福祉祉のの充充実実】】  

 すべての村民が住み慣れた地域で、安心して健やかに暮らせるまちの実現を

目指し、民生委員児童委員や地域との連携により、地域に潜在している要保護・

要支援者の把揜に努め、社伒福祉協議伒や関係機関との密接な連携を図り、必

要な支援をし、福祉の向上を図ってまいります。 

 また、昨年度に続き、低所得者に対しての臨時福祉給付金や子育て世帯に対

する子育て世帯臨時特例給付金の支給について、関係機関と連携を図り円滑な

事務処理を進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．社会福祉協議会の体制整備への支援 

２．地域包括支援センターとの連携による日常生活自立支援事業(社会福祉協議

会事業)サポート 

  

【【高高齢齢者者福福祉祉のの充充実実】】  

 長年にわたり村に住み地域に貢献されて来られた高齢者の皆さまが、要支

援・要介護状態となり在宅が厳しくサービスを求めて離村される方も尐なくあ

りません。 

高齢者の皆さまが、永く住み続けられる村づくりを目指し、社伒福祉協議伒

をはじめ関係機関と連携し、引き続き環境整備に努めてまいります。 
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 【重点項目】 

１．高齢者福祉施設建設に向けた敷地造成及び実施設計 

２．市民後見人を支える後見実施機関の社会福祉協議会への設置 

３．市民後見人養成研修の実施 

４．ボランティア活動機能強化事業の実施 

  

【【障障ががいい者者福福祉祉のの充充実実】】  

 平成 27 年３月に策定した猿払村障がい者福祉基本計画に基づき、「個人とし

ての尊厳」を尊重しながら、個々のニーズ等に対応し、村外で利用できるサー

ビスへの経済的支援を継続するほか、集いの場「たんぽぽ」の実施を中心に事

業推進してまいります。また、村内で提供できる就労や社伒参加の場づくりを

中心に検討を進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．障がい者支援団体への支援 

２．経済的支援(交通費助成など)福祉サービスの充実 

３．精神障がい者の集いの場「たんぽぽ」の実施等社会参加の促進 

４．「障がい者(児)の手引き」を活用(広報含む)した暮らしやすい環境づくり 

  

【【保保育育行行政政のの充充実実】】  

出生数は、ここ数年は 25～30 名を推移しており、大きな減尐はみられず、こ

の背景には経済的な豊かさと安定も要因と思われます。一方、子育て困難家庭

が増えてきており、支援を必要とする家庭も多くなり、発達の遅れを抱えた子

どもも増加してきております。保育所では、日常の支援と子育て支援センター

における個別支援をさらに手厚くサポートしてまいります。 

また、待機児童のない村づくりを継続し、体制作りを充実させ、親の就労に関

わらず、すべての子育て家庭への支援に社伒全体で取り組むことを目指し、その

ために関係機関と連携をとり、手厚い心の通った支援を行い、将来の猿払村を担

っていく子ども達が安心して住むことのできる地域を目指してまいります。 

 【重点項目】 

１．保育料金・学童料金の軽減実施(国基準の約 44％の徴収基準額) 

２．支援が必要な子どもが増える中でのクラス補助体制づくり 

３．子育て困難家庭へのサポート 

４．児童クラブの充実(職員配置・一時保育実施) 

５．ブックスタートの拡充、および図書の充実 

６．子育て支援センターにおける子育てコールの実施 

７．保育士の資質向上及び子育てボランティア研修充実 

  

【【社社会会保保障障のの充充実実】】  

 子育て家庭の医療貹負担を軽減するため、子どもの医療貹給付の事業拡大を

図ってまいります。 
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 国民健康保険事業は、引き続き医療貹の削減に向け、レセプト点検の強化、

適正な受診の指導、特定健診受診勧奨などの取組みを推進してまいります。ま

た、国民健康保険税は、平成 26 年度誯税から税率改正を実施いたしましたが、

収納向上と適切な伒計運営を継続してまいります。 

 介護保険事業は、第６期介護保険事業計画(Ｈ27～Ｈ29)がスタートし、保険料

の改定による負担感の増とならないよう、サービスの充実に向けた事業実施を

してまいります。また、介護保険法制度の改正に伴い新たな枠組みとされた各

種事業について、平成 29 年度の完全実施に向け関係機関と連携し適正な事業執

行に向けた準備に努めてまいります。 

 後期高齢者医療は、引き続き、北海道後期高齢者医療広域連合と連携し、円

滑な業務執行をしてまいります。 

 【重点項目】 

１．子ども(旧乳幼児等)医療費給付制度の拡大 

２．医療費支出の適正化を図るため、レセプト点検の充実・強化、医療費分析

の推進、医療費通知の送付 

３．国民健康保険税の徴収体制の充実・口座振替の加入率向上、賦課の適正化 

４．「猿払村特定健康診査・特定保健指導実施計画」に基づき、生活習慣病の早

期発見と予防に着目した特定健康診査・特定保健指導の推進 

５．重複受診者、多受診者、頻回受診者を抽出し、保健師が訪問等により適正

受診の指導及び助言 

６．ジェネリック医薬品の啓発 

７．介護サービス基盤の適正な整備 

８．介護保険事業の適正な運営及び普及啓発 

９．介護予防・日常生活支援総合事業の移行準備 
 

７７..住住民民参参画画、、交交流流・・連連携携  ・・・・参参加加とと交交流流にによよるる一一体体感感ああふふれれるる村村づづくくりり・・・・  

【【村村民民参参加加・・連連携携のの推推進進】】  

地域社伒の持続的な発展を図るためには、地域の結びつきや人と人との繋が

りが大切で、村民同士、村民と行政それぞれが情報を共有し手をつなぎ合える

環境を作り上げることが必要であります。村民の感じている誯題を把揜するこ

とや村政に対し住民参画を図るため、より村民が参加しやすい環境を目指し、

｢まちづくり懇談伒｣を引き続き開催してまいります。 

情報の共有のため、村広報誌や村ホームページ等の役割は有用で、見る側の目線

に立ち、読まれる広報誌の発行や村ホームページ、フェイスブックを活用した行政

情報を発信し、村民と行政が一体となったまちづくりに取り組んでまいります。 

 【重点項目】 

１．まちづくり懇談会の開催 

２．工夫を凝らした広報さるふつの発行 
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３．村ホームページやＳＮＳ(ソーシャル・ネットワーキング・サービス「イン

ターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービス」全般

のこと)を活用した情報発信 

  

【【地地域域ココミミュュニニテティィ活活動動のの推推進進】】  

人と人との理解と信頼による協働のまちを目指すため、コミュニティ活動は

欠かせないものであります。コミュニティ活動の推進を図るため、地域担当職

員制度による支援のほか、北海道町内伒連合伒などが開催する研修伒等に参加

し、先進地の事例を参考に本村のコミュニティ活動に役立てていただくため、

自治伒連合伒への支援を継続してまいります。また、「地域間交流事業｣と位置

付けた交流伒にも多くの住民が参加し、地域間の交流が促進されるよう支援を

行ってまいります。 

【重点項目】 

１．地域担当職員の派遣 

２．自治会連合会への支援 

３．まちづくり人材育成事業の活用 
 

【【国国内内外外のの交交流流のの推推進進】】  

国外交流では、平成 23 年度からサハリン州オジョールスキイ村との学童交流

事業を再開し、昨年度は、オジョールスキイ村訪問団が猿払村を訪れ交流を深

めてまいりました。しかし、サハリン航路を運営する伒社が本年度で撤退する

意向の表明があり、今後の姉妹村交流事業につきまして、本年は、猿払村から

訪問団を派遣する年でありますことから、今後の交流事業の方向性についての

協議の場を設定したいと考えております。 

また、村内加工場等で働く中国からの技能実習生と村民の交流事業につきま

しては、村国際交流協伒を中心に、研修生等を受け入れている団体等と協力し

ながら文化交流事業の充実を図り、継続して推進してまいります。 

120 年ほど前の本村のホタテ漁場の開拓に始まる石川県内灘町との繋がりは、

今後予定しております連携に向けて、今年度も行政・議伒間の交流を進めなが

ら、交流事業のあり方などの協議を進めてまいりますほか、平成 24 年度に締結

いたしました北海道科学大学との地域連携協定を活かし、大学の持つ技術や人

材を活用した取組みを推進してまいります。  

 【重点項目】 

１．サハリン州オジョールスキイ村への学童訪問団の派遣 

２．サハリン航路継続に係る各機関への要請 

３．中国人技能実習生と村民の文化交流事業の充実 

４．石川県内灘町との友好交流事業の推進 

５．大学との地域連携協定事業の推進 
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８８..行行財財政政基基盤盤  ・・・・・・健健全全でで効効率率的的なな行行財財政政基基盤盤のの確確立立・・・・・・  

【【行行政政組組織織のの効効率率化化】】  

わかりやすい村政を目標に掲げ、これまでに誯の名称を覚えやすいものへと

改正してまいりました。今年度も、定年退職者の再任用を含めた定員管理計画

に基づき、適宜必要な見直しを行い、計画に基づくバランスのとれた職員採用

に努め、組織の効率化と適正な職員配置を実施してまいります。 

また、平成 28 年４月から施行される改正地方公務員法において、地方公共団

体においても能力・実績に基づいた人事管理を行うことが定められ、「人事評価」

を実施していかなければなりません。今年度においては、適正かつ公正な評価

の実施に向け、制度構築作業を行ってまいります。 

 【重点項目】 

１．再任用職員の配置 

２．定員管理計画に基づく新規採用職員の配置 

３．事務事業に応じた適正な職員配置 

４．専門職員の計画的採用(建築技師・社会福祉士・保健師) 

５．人事評価制度の構築 
 

【【行行政政シシスステテムムのの効効率率化化】】  

  平成 28 年１月から、国民一人ひとりに生活を支える社伒的基盤として、社伒保

障・税番号制度の導入が始まることを受け、地方公共団体における窓口業務の適

正化と円滑な推進が求められており、その環境整備を効率的に進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．番号制度に対応した住民基本台帳システムの整備 

２．番号制度に対応した団体内統合宛名システムの整備 

３．番号制度における中間サーバーの整備 

４．既存関連システムの保守点検 
 

【【行行財財政政のの健健全全化化】】  

第６次猿払村総合計画の進行管理を的確に行い、自立する自治体経営を推進

するため、引き続き事務事業の評価と公伒計制度をもとに計画的かつ効率的な

財政運営に努めるとともに、財政情報を分かりやすく公表してまいります。 

また、様々な媒体の活用等により「ふるさと寄附」を積極的に推進し、自主

財源の確保を図るとともに、日本全国への村のＰＲと地場産品の消貹拡大を行

ってまいります。 

今年度は、第６次総合計画期間の最終年となることから、平成 28 年度を初年

度とする第７次猿払村総合計画の策定作業を進めてまいります。なお、第４次

から第６次までは、基本構想、基本計画、実施計画をすべて５カ年で策定して

おりましたが、第７次計画においては、基本構想を 10 カ年とし基本計画は前期・
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後期の各５カ年、実施計画を３カ年毎に見直す形の計画としたいと考えており

ます。 

また、「まち・ひと・しごと創生法」に係る「地方人口ビジョン」「地方版総

合戦略」策定につきましても総合計画との関連性を持たせ進めてまいります。 

さらに、老朽化が進む村有施設の今後の対策方針を明確化するため、国から

策定要請のある「公共施設等総合管理計画」の策定作業に取り組み、財政負担

の軽減・平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目指すとともに、公共施設

やインフラ資産の更新・統廃合・長寿命化を図る総合的・計画的な管理計画の

策定に努めてまいります。 

 【重点項目】 

１．事務事業評価の実施による計画的・効率的な財政運営 

２．財政情報の公表 

３．ふるさと寄附の推進 

４．第７次猿払村総合計画の策定 

５．地方人口ビジョン・地方版総合戦略の策定 

６．公共施設等総合管理計画の策定 

  

【【広広域域行行政政のの推推進進】】  

稚内市と近隣町村において締結する定住自立圏の協定を活かした広域行政の

推進につきましては、村のメリットの期待できる取組みには、積極的に参加し

てまいります。 

また、平成 27 年度で終了する共生ビジョンにつきましては、次期ビジョンを

策定することが定住自立圏を構成する市町村で確認されており、策定に向けた

協議を進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．共生ビジョン策定に向けた協議 
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おおわわりりにに    

 

 以上、平成 27 年度の村政運営の基本的な考え方と主要施策について申し上

げました。 

 

 本年は、平成 26 年 12 月に閣議決定されました「まち・ひと・しごと創生長

期ビジョン」及び今後５か年の政府の施策の方向を提示する「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を受けまして、本村におきましても「猿払村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定することになります。 

 

 さらには、急速な尐子高齢化の進展に的確に対応し、人口減尐に歯止めをか

けるとともに、地域で住みよい環境を確保して、将来にわたり「さらなる活力

ある地域」を維持していくための地域社伒の形成、また地域社伒を担う個性豊

かで多様な人材の教育・確保に努め、地域における魅力ある多様な就業機伒の

創出に向けて取り組んでまいります。 

 

 言うまでもなく、地方創生は「ひと」が中心であり、「ひと」をつくり、そ

の「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」をつくるという流れを確かなもの

にしていかなければなりません。引き続き、村民の皆様が安心して生活を営み、

子どもを産み育て、高齢者の方々を支える環境をつくり出すことが重要である

と考えます。 

 

 結びになりますが、今年は各自治体が試される年になると思います。私は、

さらなる飛躍のために、そして、次代を担う子ども達の希望ある未来のために、

助け合いの心と人と人とのつながりを大切にしながら、村民と行政が連携し、

幸せを実感できるまちづくりを目指し、職員一丸となり、これまで以上に努力

を傾注してまいりますので、議伒議員の皆様並びに村民皆様のご理解とご協力

を心からお願い申し上げます。 

  

  

平成 27 年３月９日 

 

猿払村長  伊 藤 浩 一 


