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はじめに 

令和２年第１回定例村議会にあたり、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会議員各位のご理解とご協力をお願いしたいと存じます。 

 猿払村長として２期目の村政を担わせていただいてから、２年が過ぎました。 

２期目にあたっては、村づくりを進めるための３つの柱を掲げ、それぞれの具体

的施策を皆様のご理解とご協力のもとで順次進めさせていただいておりますが、そ

の一方で、まだ着手できていない事業や子育て世代からの要望などについても方向

性を示してまいります。 

 本村は、ここ 10 年間を平均した合計特殊出生率が 1.99 となっており、全国・

全道平均を大きく上回っておりますが、この状況を維持していくため、特に子育て

環境の充実や健康寿命を伸ばすための高齢者等福祉対策について、積極的に進めて

まいります。 

 そして、日本の人口構造が変化し、生産労働人口の減少が免れない今日において、

ＡＩやＩｏＴ、更には５Ｇといった技術が進む中で、本村においても漁業・酪農業

の基幹産業、保健・医療・介護、子育て支援、教育施策などにおいて、現在と将来

を見据えながら、しっかりと進めていくものと今後準備を進める上で検討を要する

ものを見極め、それぞれ対応を進めてまいります。 

私たちは自然環境の厳しいこの地において、先人の知恵と努力を忘れず、人口減

少が避けられない社会情勢においても、豊かな村を支える産業をこれからもしっか

りと維持し、更に展開させていくことが不可欠であり、これまで培ってきた産業や

暮らしをしっかりと受け継ぎ、守り育て、高みを望みながら地域の諸課題に真正面

から立ち向かい、将来にわたって輝き続ける「ふるさと猿払村」を創造するため、

未来に向かって挑戦を続けてまいります。 

元号が“平成”から“令和”となり、時代の潮流がどう変わろうと、猿払村の将

来のあるべき姿を実現していくためには、強い精神力と力強い行動力が必要であり、
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そのためにも村民皆様の村政への積極的な参画が必要であります。 

私も、勇気を持って村民の先頭に立ち、次代を担う若い世代が村に誇りと愛着を

持ち、人への絆を大切にしながら輝き、幸せが実感できる村づくりを進めてまいり

ます。 

最近は、第二次産業などにおける労働者不足から外国人材の受入れが増えてまい

りましたが、このことを踏まえ、共生社会の実現のために高齢者や障がい者、国籍

などにかかわらず、多様な方々がこの村に定着し、活躍できる環境を引き続き整え

てまいります。 

少子化対策では、高校や大学へ進学するための一助として、昨年度より村独自の

奨学資金制度を創設させていただき、本年度は２名の利用が予定されておりますが、

引き続き多くの方に活用していただきたいと考えております。 

また、子育て環境の充実に向けては、地域福祉計画の策定時に行ったワークショ

ップの結果報告を基に、子どもたちが主体的に学び、仲間たちとふれあいながら安

心して健やかに育っていくことができるよう、屋内型の遊び場などの設置に向け環

境を整えてまいります。 

一方、高齢者等福祉対策では、内部で調査検討を進めております“共生型住宅”

の建設に向け、なるべく早い時期にその方向性を示していきたいと考えております。 

更には、新産業創出に向けてプロジェクトを進めてまいりました“施設園芸栽培

調査研究事業”について、事業展開を進めてまいります。 

以下、施策の大綱を申し上げます。 
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１．豊かな産業がある村 

① 水産業 

≪安全操業と生産基盤の強化≫ 

村の水産業は、資源管理型漁業であるホタテや毛ガニ、サケ･マスを中心に水揚

げから加工･販売まで多くの村民が関わる基幹産業となっております。 

今後も安定した水産資源の確保や操業が行えるよう、安全性や収益性の高い漁港

整備に向け、関係機関と連携し取組みを進めてまいります。 

 【重点項目】 

１．村内３漁港の基盤整備と安全操業の確保に向けた協議 

２．有害海獣(トド･アザラシ)駆除助成の継続 

３．海難事故防止活動の推進 

≪水産加工の強化と雇用確保≫ 

本村の水産資源を代表するホタテは、国内需要はもとより、国外での取引も多い

状況でありますので、輸出量の確保に向け、関係機関と連携してまいります。 

その一方で、村内の水産加工業では人員の確保が深刻な問題となっておりますの

で、継続して関係機関と連携しながら雇用対策に取り組んでまいります。 

【重点項目】 

１．ＥＵ向け輸出サンプル調査の継続 

２．雇用対策への取組み 

② 農林業 

≪安定した農業経営の確立≫ 

本村農業は、広大な土地を活かした草地型酪農を推進しており、その安定経営の

確立には優良な自給飼料の確保が重要であることから、草地の更新等に係る経費を

引き続き支援してまいります。 

また、個別経営の補完施設となっている村営牧野については、計画に沿った施設

の修繕等を行い、預託事業の効率的な運営を図ってまいります。 

 【重点項目】 

１．国営事業ポロ沼地区の円滑な実施 

２．道営草地畜産基盤整備事業の円滑な実施 

３．自給飼料増産に向けた草地整備の支援 

４．村営牧野施設等の整備と運営 
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≪酪農業の担い手確保≫ 

農業後継者や新規就農者の確保については、次代の酪農業の振興のみならず、地

域の維持に直結する課題でもありますので、担い手の確保に向けた取組みについて、

関係機関と連携し対策を講じてまいります。 

【重点項目】 

１．農業後継者及び新規就農者に対する支援 

２．担い手確保に対する支援 

≪良好な農村環境づくり≫ 

日本型直接支払制度を活用した、農業者の自主的な活動による農村環境の整備を

図るとともに、道営事業等を活用した農道整備を行ってまいります。 

また、生活環境も含め鳥獣による農業被害が顕在化していることから、猟友会と

連携し駆除等の対策を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．中山間地域等直接支払事業の取組み 

２．道営農道整備事業(防雪柵の設置)の円滑な実施 

３．有害鳥獣駆除対策の実施 

≪多様な森林整備の検討≫ 

森林は、水資源や生態系保持の役割を持つものであり、適正な管理が必要とされ

ていることから、森林環境譲与税も活用しつつ、関係機関との連携のもとで計画に

沿った保全管理を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．村有林地の生育状況の把握 

２．分収造林地整備計画の実施 

３．無立木地への植栽の支援 

③ 商工業 

≪企業や商店の維持･活性化≫ 

経営者の高齢化や商店数の減少が著しい中、住民生活を支える商工業の振興が重

要でありますので、経営基盤の強化と安定･活性化に向けた取組みを商工会と連携

し進めてまいります。 

【重点項目】 

１．経営改善普及事業、中小企業振興事業への支援 

２．中心市街地活性化に向けた協議 
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３．起業者の掘り起こしなど商業活性化に向けた取組み 

≪村内消費拡大≫ 

商工業の活性化に向けた、村内消費の拡大と購買意欲の向上のための取組みを商

工会と連携し、展開してまいります。 

【重点項目】 

１．「暮らし応援商品券」発行事業への支援 

≪従業員住宅の建設支援≫ 

各産業分野においては従業員不足が深刻な問題でありますことから、従業員を確

保するための住環境整備に対し、支援を講じてまいります。 

【重点項目】 

１．産業振興住宅建設奨励金制度の運用 

④ 観 光 

≪観光交流拠点の機能向上≫ 

本村の優れた自然環境や景観を生かした観光交流拠点の有効活用を促進するた

め、さるふつ公園の機能向上と景観の形成に向けた取組みを進めてまいります。 

【重点項目】 

１．さるふつ公園の景観整備 

２．さるふつ公園の機能向上に向けた検討 

≪観光ＰＲ強化による認知度向上と誘客促進≫ 

全国各地から観光客の誘引を図るため、旅行業界と一体となり誘客活動を継続的

に展開するとともに、インバウンド観光も視野に、時代の潮流を捉えた対応と観光

ＰＲ活動を他の市町や観光協会、北宗谷地域連携ＤＭＯと連携し進めてまいります。 

また、集客が期待される食のイベント等への参加を支援し、本村が誇る美味しい

食材や地場産品の認知度の向上を目指してまいります。 

【重点項目】 

１．トップセールスによる全国からの誘客の促進 

２．関係機関との連携による食の魅力発信と地場産品の消費拡大 

⑤ 地域ブランド 

≪新たな商品開発の体制整備と特産品のＰＲ強化≫ 

本村の基幹産業である、水産業と酪農業から生産される地域資源を有効活用し、
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付加価値を高める新たな商品の開発を進めるとともに、販路の創出･拡大に向けた

ＰＲ活動を進めてまいります。 

また、生産者や村内事業者との連携により地域ブランド力の更なる強化を目指し

てまいります。 

【重点項目】 

１．新商品開発に向けた体制の充実及び食品研究機関との連携 

２．特産品の販路拡大や消費拡大に向けたＰＲの強化 

⑥ 基幹産業の進展と新産業の創造 

≪ＩｏＴ技術を活用したスマート産業等の推進≫ 

本村の基幹産業である漁業･酪農業の進展と安定化のためには、将来への設備投

資への負担や労働力不足などの課題があることから、これらを踏まえた中で更なる

生産性の効率化を図るため、計画の構成団体等と連携し、ＩｏＴ(※１)技術やＡＩ(※

２)技術を駆使したスマート産業の構築を推進するとともに、新たな農業分野への進

出の可能性について、関係機関や専門家からの支援をいただきながら実証事業を進

めてまいります。 

【重点項目】 

１．ＩｏＴ技術を活用した各分野での事業等の検討及び実現 

２．新産業(施設園芸栽培)の構築に向けた実証事業のための設備の整備及び事業の実

施 

(※１)「ＩｏＴ」とは、建物、電化製品、自動車、医療機器など、パソコンやサーバーといった

コンピューター以外の多種多様な「モノ」がインターネットに接続され、相互に情報をやり

取りする仕組みをいう。 

(※２)「ＡＩ」とは人工知能ともいい、言語理解や推論など人間の知的ふるまいの一部をソフト

ウェアを用いて人工的に再現したものをいう。 
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２．村民の豊かな暮らしを支える環境がある村 

① 情報発信 

≪情報発信の充実と村外への積極的な情報発信≫ 

まちづくりを進めるためには、村民への情報提供と情報共有が不可欠であり、そ

の手段の中核となる「広報さるふつ」においては、村民が行政に関心を持っていた

だけるよう、わかりやすく魅力ある構成に努めてまいります。 

また、村内外への情報発信の重要な役割を担っている村公式ホームページやフェ

イスブックの有効活用により、時代に対応した効果的な情報発信を進めてまいりま

す。 

【重点項目】 

１．「広報さるふつ」の紙面の充実と村民目線に立った情報の掲載 

２．ソーシャルネットワーキングサービス(ＳＮＳ)などによる、きめ細かな情報発信 

② 自然環境 

≪海岸侵食対策及び河川維持の推進≫ 

海岸保全対策では、海岸侵食等の自然災害から人命や財産を守るため、背後集落

を重点とした浸食対策の取組みについて、海岸管理者である北海道との情報共有を

図るとともに、その対応を要望してまいります。 

また、河口閉塞及び河川維持につきましては、近年頻発する集中豪雨に備え、河

川洗掘箇所のパトロール強化による事故の未然防止や築堤強靭化対策など恒久的

な河口閉塞解消に向け、河川管理者である北海道に要望してまいります。 

【重点項目】 

１．荒天時における海岸侵食危険個所のパトロールの実施 

２．知来別地区から浜鬼志別地区にかけての海岸浸食対策に関する要望活動の継続実

施 

３．鬼志別川･猿骨川･猿払川の河口閉塞対策に関する要望活動の継続実施 

４．猿払川(浅茅野市街地背後)の築堤整備に関する要望活動の継続実施 

≪自然公園及び自然環境の保全･活用≫ 

本村は、北オホーツク道立自然公園の中心部に位置しており、豊かな自然環境を

次世代まで守っていくため、適切な維持管理をしてまいります。 

また、民間企業の所有する社有林の一部は、自然を保護する「王子の森」として

開放されており、猿払の大自然を間近に触れ合える場としての有効活用を図るため、

環境整備を推進してまいります。 
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【重点項目】 

１．北オホーツク道立自然公園の適切な維持管理 

２．カムイト沼への遊歩道等整備の検討 

≪地域全体で取組む環境意識の醸成≫ 

自然環境と産業が密接な関係にある本村においては、村民一人ひとりの環境意識

の向上が重要でありますことから、村民参加による清掃活動の実施や地域や学校単

位でのごみ拾いなど環境美化活動への支援を行うほか、看板の設置などによる不法

投棄防止に向けた啓発活動を行ってまいります。 

また、村内には多くの貴重な動植物が生息･生育していることから、その保護に

向けた取組みを行ってまいります。 

【重点項目】 

１．村民参加による前浜清掃の実施 

２．海岸漂着物(流木含む)の迅速な処理 

３．釣り人を含めた不法投棄防止に向けた啓発 

４．イトウなど希少動植物の保護に向けた取組みの推進 

③ 公共施設の配置 

≪公共施設の適正管理と有効活用≫ 

多様化する村民ニーズに対応できるよう、「公共施設等総合管理計画」及び「個

別施設計画」に基づき、将来的に必要となる更新費用や管理運営コストの削減を進

める観点から公共施設等の保有総量の適正化を図り、その維持修繕及び除却の計画

的な実行と併せ、施設の複合化を含めた統廃合の可能性について検討を進めてまい

ります。 

【重点項目】 

１．個別施設カルテの更新による全庁的な施設管理の推進 

２．公共施設等に係る固定資産台帳の適正管理 

④ 住宅環境 

≪公営住宅の整備と適正管理≫ 

耐用年数の経過した公営住宅については、「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

長期間にわたって良好な状態で使用できるよう、快適性や安全性に配慮し改修工事

や維持管理を実施してまいります。 

また、耐用年数が過ぎ老朽化した公営住宅の除却を進め、有効な跡地利用の検討

を進めてまいります。 
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【重点項目】 

１．公営住宅長寿命化改善工事の実施(苗畑団地･新浜鬼志別団地) 

２．公営住宅解体工事の実施(鬼志別団地) 

≪民間活力を活用した住環境の確保≫ 

平成 24年度から実施しております「民営賃貸住宅建設促進助成制度」により、

延べで 18 棟 76 戸が建設されましたが、今後も本制度の効果的な運用を図り、民

間活力による住環境の整備を促進してまいります。 

【重点項目】 

１．「民営賃貸住宅建設促進助成制度」の推進 

≪持ち家取得支援や空き家対策の実施≫ 

「快適な住まいづくり促進事業」の推進により、長寿命や環境との共生など北海

道にふさわしい性能を満たした住宅環境の向上に努めてまいります。 

また、人口減少や高齢化に伴い、空き家対策が喫緊の課題となっていることから、

景観、防犯、防災上への配慮や空き家の有効な活用策も含めた「空き家等対策計画」

の策定準備を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．「快適な住まいづくり促進事業」の推進 

２．空き家等対策計画の策定準備 

≪宅地造成事業の実施≫ 

浜鬼志別地区の宅地造成事業については、３か年で延べ９区画の分譲を計画して

おりますが、２年目となる本年度は４区画の整備を行い、引き続き住宅環境の向上

に努めてまいります。 

【重点項目】 

１．浜鬼志別地区における宅地造成事業の継続実施 

⑤ 社会基盤 

≪安全で機能的な道路網の整備と維持管理≫ 

道路施設は、産業･経済活動の基盤であり、また、通勤や通学･買物など生活する

上でも必要不可欠なものでありますので、安全で円滑な交通の確保のため、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．日常的な道路パトロールの実施 



 - 10 - 

２．道路整備及び補修工事の実施 

３．国道･道道･村道の各道路管理者による災害時に備えた連携強化 

４．国道･道道の維持管理や防雪対策の強化、通学路の歩道除雪等に対する継続的な

要望活動の実施 

≪公共交通の利便性向上≫ 

福祉輸送事業(福祉タクシー)及びデマンド自動車事業につきましては、利用者の

方から好評をいただいているところでありますが、引き続き安全性と利便性に配慮

した運行を行ってまいります。 

また、天北宗谷岬線バスにつきましては、全路線が国庫補助対象外となることに

伴い、昨年 10月より大幅な減便を行ったところでありますが、沿線自治体の財政

負担の増加などを踏まえ、今後の路線のあり方に関し継続的な協議を行ってまいり

ます。 

【重点項目】 

１．福祉タクシー及びデマンド自動車事業の安全運行と利便性向上 

２．天北宗谷岬線バスの運行に関する沿線自治体間での継続協議 

≪適切な上下水道の整備と維持管理≫ 

安全･安心な水道水の供給は、快適な生活環境の確保に不可欠なものであります

ので、配水管など施設機能の強靱化と老朽設備の更新による長寿命化に引き続き努

めてまいります。 

下水道につきましては、衛生的な生活環境の確保と公共的水域の保全に直結する

ことから、集落排水処理施設並びに個別排水処理設備の効率的な汚水処理を推進し

てまいります。 

また、簡易水道事業及び下水道事業につきましては、経営基盤の強化や財政マネ

ジメントの向上等のため、公営企業会計への移行が国から求められていることを受

け、導入に向けた準備を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．村民の生活基盤(ライフライン)となる上下水道施設及び設備の適正管理 

２．老朽化した水道施設及び設備改修の計画的な実施 

３．個人住宅の新築などに対応した上下水道の適正な整備 

４．水道管路等位置情報に係るシステムの構築 

５．簡易水道事業及び下水道事業における公営企業会計への移行準備 

≪情報通信基盤の安定的な稼働と維持管理≫ 

地域情報通信基盤施設につきましては、音声告知放送による災害情報や平時にお

ける行政情報の配信のほか、村内無料電話通信及び地上デジタルテレビ放送の再送
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信など、村民生活に欠かせない設備でありますことから、その安定的な稼働に引き

続き努めてまいります。 

また、現在の音声告知端末の更新時期が迫っていることから、現行の音声告知端

末の更新と防災行政無線設備の導入について両面で検討を進め、それぞれの利点を

比較検討したうえで更新計画を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．地域情報通信基盤施設の保守体制の充実と安定したサービス提供 

２．音声告知端末の更新に向けた検討 

≪ごみの減量化と適正処理の推進≫ 

これまでも村民と行政が一体となり、ごみ分別による再資源化･減量化に取り組

んでまいりましたが、今後も村民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、環境

負荷を減らした循環型社会の形成を目指してまいります。 

本村の一般廃棄物最終処分場では、平成 10年度の供用開始以来、「粗大ごみ」と

「燃やせないごみ」を処分しておりますが、平成 30年度に行った調査では、令和

６年度に受入れが限界となる見込みが示されたことを受け、昨年度は金属類や可燃

粗大ごみの搬出など延命化に向けた取組みを進めてまいりました。 

本年度は、その成果の把握と新たな処分場の建設に向けた協議のため、改めて残

余容量調査を行ってまいります。 

【重点項目】 

１．ごみ分別の徹底と適正な排出など、減量化に向けた啓発の実施 

２．ごみステーションの適正な管理 

３．一般廃棄物最終処分場における残余容量調査の実施 

４．新たな一般廃棄物処分場建設に向けた協議 

≪新たなエネルギーの活用≫ 

2020年は、150か国以上が参加表明している「パリ協定」の本格実施の年とな

ります。将来への責任を強く意識し、すべての人･企業･自治体が脱炭素社会に向け

た具体的な取組みを強く進めていかなければなりません。 

本村は、送配電線の空き容量不足によりバイオガスなどの豊富な賦存エネルギー

の活用が難しい立地条件であることから、今後は自営線の設置による有効活用の可

能性の検討とともに、省エネ機器の導入支援など村民生活やその活動などから排出

される温室効果ガスの削減に向けた取組みを行ってまいります。 

【重点項目】 

１．地球温暖化防止に向けた啓発活動の実施 

２．地域エネルギー活用に向けた検討 
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３．新エネ･省エネ設備等導入促進補助制度の継続･拡充 

⑥ 消防･防災･交通安全･防犯 

≪消防体制の整備･充実≫ 

村民の生命と財産を守り、安心して暮らせる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て消防力の強化を図るとともに、消防関係車両や資器材の適

正な維持管理を徹底してまいります。 

また、消防の特性であります 24時間勤務体制を最大限に活かし、医療･福祉関係

機関と連携して、高齢者や災害弱者などに対するきめ細やかな支援にも努めてまい

ります。 

更に、防火思想の普及啓発や消防行政に対する理解の向上を図るため、広報誌に

よる広報活動を充実してまいります。 

【重点項目】 

１．防火対象物及び特に高齢者宅や外国人研修生宅に注視した村内各世帯の予防査

察の実施 

２．水利(消火栓･防火水槽)の適正な維持管理 

３．消防広報「半鐘」の定期発行 

≪地域防災の充実≫ 

自主防災組織を主体とした各地域での防災訓練の実施を推進するため、人的･金

銭的支援を行い、地域防災活動をサポートしてまいります。 

また、地方公共団体が実施する国庫補助金･交付金事業において、国土強靱化地

域計画の策定が要件化されることを受け、「猿払村地域強靱化計画」の策定に着手

するとともに、関係法令の改正等に対応すべく地域防災計画の改定作業を進めてま

いります。 

【重点項目】 

１．地域強靱化計画の策定及び地域防災計画の改定 

２．自主防災組織の防災力強化に向けた、災害備蓄品の更新及び防災訓練の実施に

対する支援 

３．地域防災を担う人材育成の推進 

４．停電時における緊急情報伝達手段の検討の継続 

≪交通安全の推進≫ 

村民の皆様や交通安全協会をはじめとした関係団体による不断の取組みの成果

として、昨年１年間は交通事故死「０」を継続することができました。現在は「500

日」達成をひとつの目標としておりますが、事故死「０」の日々を積み上げていく
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ため、交通事故発生件数の減少を目指し、重大事故の発生原因となっている飲酒運

転の根絶に向けた取組みを中心に、村民や関係団体と連動した啓発活動を行ってま

いります。 

【重点項目】 

１．春･夏･秋･冬の各期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実施 

３．子どもや高齢者の交通事故防止に向けた取組み 

４．交通安全大会の開催 

５．「飲酒運転根絶見回り隊(交通安全指導員会)」との連携 

≪防犯の推進≫ 

防犯協会の活動を中心に、自治会等地域との連携により「犯罪のない安全で安心

な地域づくり」を目標に、犯罪が起こらない環境づくりの取組みを継続してまいり

ます。 

【重点項目】 

１．防犯パトロール及び防犯診断の実施 

２．青少年スポーツの奨励と子どもを犯罪被害から守る取組みの強化 

３．高齢者等の詐欺被害防止の取組みと防犯広報活動の強化 

⑦ 医療･救急 

≪自立した病院の経営基盤の確立≫ 

村唯一の一次医療機関として、保健･福祉･消防、更には社会福祉法人猿払福祉会

と連携を密にし、村民が住み慣れた地域で安心した生活ができる医療の提供に努め

てまいります。 

国保病院は、入院･外来ともに患者数が減少傾向にありますが、身近な病院とし

て村民に選ばれ信頼されるよう、接遇や医療安全、技術の研修機会を確保するとと

もに、それぞれが持つ高い専門性を結集することにより、医療･看護の更なる充実、

向上を目指してまいります。 

また、各種健診や予防接種事業を通じて定期的な来院を促し、疾病予防と収益拡

大の両立を目指すとともに、新病院改革プランを一層推進し、将来に向けた持続可

能な病院運営のあり方を検討してまいります。 

【重点項目】 

１．医療･看護の質の向上(院内外での研修･勉強会、各種委員会活動) 

２．収入確保対策(事業所健診･特定健診･がん検診･予防接種などの継続) 

３．新病院改革プランの推進 

４．医師住宅の建設 
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≪地域医療体制の充実≫ 

村民の健康を守るためには、村内外の関係機関との連携を図る中で病院としての

役割を果たしていかなくてはなりません。 

この役割を担っていくためには、医師をはじめとした医療技術者の確保が最重要

課題であり、引き続き旭川医大はもとより関係各機関との連携･協力を深め、機能

の維持と医療体制の安定化に努めてまいります。 

【重点項目】 

１．人材確保対策(旭川医大等の出張医受入、名寄市立総合病院との医療連携、名寄

市立大学･稚内高校等の医療職員養成校への協力依頼) 

≪救急救命体制の整備≫ 

救急救命体制の充実は、村民の誰もが安心して暮らすための重要な要素の一つで

あります。本村が広域な行政区域であることを考慮し、救急救命士の継続的な研修･

病院実習に取組み、村民の救命率向上を目指すとともに、救急現場では、適正かつ

素早く医師の指示を仰げるよう、村国保病院との連携を強化してまいります。 

また、昨年度から開始しております中学生までのお子さんを対象とした村国保病

院への通院支援「さるふつキッズ・サポート事業」の周知に努めてまいります。 

【重点項目】 

１．消防団や各事業所等でのＡＥＤを使用した普通救命講習会の開催 

２．道北ドクターヘリ及び名寄市立総合病院ドクターカーの有効利用 

３．救急の日及び救急医療週間の村民参加イベント「救急フェスタ」の継続開催 

４．子ども医療受診支援「さるふつキッズ・サポート事業」の継続実施 

⑧ 地域福祉 

≪地域共生社会の実現と地域ケア体制の充実≫ 

すべての村民が地域とのつながりや生きがいを実感し、村民同士が助け合うこと

のできる地域づくりを進めるため、社会福祉協議会･関係機関･自治会と連携を取り、

多様な福祉事業の展開や福祉サービスの充実に努めてまいります。 

また、保健･医療･介護などの連携を図った地域包括ケアを推進し、村民が住み慣

れた地域で、安心して健やかに暮らせる体制の充実に取り組んでまいります。 

更には、高齢者や障がい者を対象とした「共生型住宅」の建設に向け、継続して

検討を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．社会福祉協議会への支援強化 

２．ふれあいサロン等の小地域活動の展開 

３．成年後見支援センターの利用推進 
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４．ボランティア等と協働した取組みの強化 

５．共生型住宅建設に向けた具体的な検討の継続 

⑨ 高齢者福祉 

≪高齢者の生活の充実≫ 

地域で支えあう環境づくりを進め、高齢者自らが健康づくりに取り組める機会を

提供し、介護予防の推進に努めてまいります。 

また、単身世帯の高齢者や認知症を有する方などが、住み慣れた自宅で安心して

暮らすことができる地域づくりに取り組んでまいります。 

【重点項目】 

１．医療･介護の連携強化 

２．地域ケア会議の強化 

３．生活支援体制整備の推進 

４．認知症初期集中支援チームの活動の推進 

５．第８期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の策定 

６．リハビリ体操指導士の活動及び支援 

≪小規模多機能型居宅介護施設･地域交流施設の運営≫ 

小規模多機能型居宅介護施設･地域交流施設「楽楽心
ららはーと

」は、オープンから２年を

経過し多くのご利用をいただいておりますが、今後も高齢者の皆様が末永く安心し

て住み続けられるよう、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供していくとともに、

老若男女問わず誰もが気軽に交流し、全ての村民が思いやりと支え合いの心を育む

ことのできる施設づくりに努めてまいります。 

【重点項目】 

１．小規模多機能型居宅介護施設･地域交流施設「楽楽心
ら ら は ー と

」の効率的な運営 

２．施設運営に向けた継続的な人材の確保 

⑩ 障がい者福祉 

≪障がい者福祉サービスの充実と社会参加の促進≫ 

障がい者の自立と社会参加を推進し、住み慣れた地域で生きがいを持ち、豊かに

暮らすことができる環境づくりに努めてまいります。 

また、障がい者の福祉サービスの充実はもとより、村内で提供できる就労の場づ

くりや創作的活動、生産活動の機会の提供など、社会参加を促進させるための取組

みを進めてまいります。 
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【重点項目】 

１．障がい者支援団体への支援の継続 

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」の実施等による社会参加の促進 

４．「障がい者(児)の手引き」の更新による暮らしやすい環境づくりの推進 

５．第３期障がい者福祉基本計画の策定 

３．心豊かでステキな人がいる村 

① 健康づくり 

≪生活習慣病予防･母子保健事業など健康づくりの推進≫ 

子どもから高齢者まで、誰もがいきいきと健やかに暮らすことのできる村づくり

を進めるため、各種健診の受診しやすい環境づくりや保健師･栄養士による訪問指

導･相談を充実させた生活習慣病予防の推進などの健康増進事業に取り組むほか、

妊産婦健診や乳幼児健診など母子保健事業の充実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．定期予防接種の円滑な推進 

３．母子手帳アプリ「さるっこ」の継続運用 

４．妊産婦への健診･通院費助成及び新生児への聴覚検診費用助成の継続実施 

５．地域自殺対策計画の推進とゲートキーパー養成事業の継続 

６．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

② 子育て･児童福祉 

≪子育て世代への支援≫ 

女性の就労や世帯の小規模化など、子育てを取り巻く環境が大きく変化している

ことを踏まえ、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、母子保健と子育て

支援との一体的な提供を行う「猿払村子育て世代包括支援センター」について、包

括的な支援体制の充実強化を目指し、行政と保育所が緊密に連携して進めてまいり

ます。 

また、育児の援助を受けたい人と行いたい人が、育児について助け合う組織であ

る「ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事業)」の立上げに向け、

その準備を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．子育て世代包括支援センターの事業展開 
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２．ファミリー・サポート・センターの設立準備 

≪多様な保育サービスの提供と地域や家庭での子育て支援環境の向上≫ 

ここ数年は働く女性の増加などにより、保育所への低年齢児の入所率や児童クラ

ブへの入所も増加傾向にありますが、子ども達が安心･安全に過ごせるよう、今後

も充実した保育環境づくりに取り組んでまいります。 

一方で、発達の遅れや生きづらさを抱えた子ども及びその家庭への支援として、

保育所での日常の個別支援や子育て支援センターにおける家庭支援など、関係機関

と連携を図り手厚く支援してまいります。 

すべての子育て家庭への支援に社会全体で取り組むとともに、待機児童のない環

境を維持することにより、将来の猿払村を担っていく子ども達を安心して育ててい

くことができる地域を目指してまいります。 

【重点項目】 

１．保育士の資質向上と人材の確保 

２．子育てが困難な家庭へのサポート 

３．快適な保育環境の整備 

４．妊娠期･乳幼児期･学童期と切れ目のない支援体制の充実 

５．子育てボランティアの拡大と学習会の充実 

６．民間企業に対する産前産後休暇や育児休業取得促進の働きかけ 

③ 教育･文化･スポーツ 

≪子どもの教育の推進≫ 

新たな「猿払村教育大綱」の基本方針のもと、猿払村学校教育推進計画の基本理

念である「心豊かでステキな人がいる村」、基本目標「生きる力を身に付け、心身

ともに健康で個性豊かな子どもの育成」を目指して学校教育を進めてまいります。 

子ども達の確かな学力の定着と豊かな心と健やかな体の育成、信頼される学校づ

くりの推進のため、学校施設はもとより、学習や生活面で支援が必要な児童生徒に

対する特別支援教育の整備に努めてまいります。本年度から小学校で新学習指導要

領が全面実施となり、中学校では新学習指導要領の全面実施に向けた移行期間の最

終年となることから、その対応について、教職員に対する研修の充実に努めるほか、

「校務支援システム」の導入や給食費の公会計化への移行など「学校における働き

方改革猿払村アクション・プラン」に基づいた教員の働き方改革を進めてまいりま

す。 

【重点項目】 

１．新「猿払村教育大綱」の基本方針に基づく新学校教育推進計画の推進 

２．教育指導員による学校教育の技術的･専門的事項に関する指導充実 
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３．学校運営協議会(コミュニティ･スクール)による開かれた学校づくりの推進 

４．小学校での外国語教育の推進と充実 

５．「学校における働き方改革猿払村アクション･プラン」の推進 

≪生涯学習の推進≫ 

生涯学習分野の基本目標「自ら学び、その成果を活かせる環境づくり」のもと、

一人ひとりが生涯にわたって能動的に学び続け、必要とする様々な力を養い、その

成果を社会に活かしていくことが可能となる「生涯学習社会」を目指し、心身とも

に豊かな人生を送るため生涯学習・生涯スポーツの振興、更に次代を担う子ども達

の活動支援を推進してまいります。 

読書活動の推進につきましては、引き続き図書室蔵書の充実に努め、移動図書館

車や団体貸出事業等を展開し、読書習慣を身に付ける環境づくりに努めてまいりま

す。 

【重点項目】 

１．新社会教育推進計画に基づく生涯学習施策の推進 

２．第２次子どもの読書推進計画に基づく読書活動の推進 

④ 国内･国際交流 

≪国内交流の推進≫ 

友好都市である石川県内灘町との交流事業計画に基づき、長きにわたり交流を続

けていけるよう各種事業を展開してまいります。 

【重点項目】 

１．両町村の学童による交流事業の継続実施 

２．「内灘町民夏まつり」「さるふつ観光まつり」への両町村職員の派遣によるＰＲ

活動の継続実施 

≪東京都港区との連携事業の推進≫ 

宗谷町村会と東京都港区との連携事業として、情報発信ＰＲ事業や地場産品の販

路拡大などを通じ、経済交流や人的交流を促進してまいります。 

【重点項目】 

１．港区との連携事業による経済交流･人的交流の推進 

≪国際交流の推進≫ 

オジョールスキイ村との学童相互訪問事業は、航路再開の見通しが依然として立

たない状況にあり、また空路での訪問についても困難であるとの見解が先方より示

されていることから、残念ではありますが、当面の間は事業を休止とすることで協



 - 19 - 

議を進めざるを得ないものと考えております。 

しかしながら、オジョールスキイ村との交流を閉ざすことのないよう、国際交流

協会において訪問事業に対する助成制度を設け、民間レベルでの交流を促進してま

いります。 

【重点項目】 

１．サハリン州オジョールスキイ村との民間レベルでの交流事業の促進 

２．外国人技能実習生と村民との交流事業に対する支援 

⑤ 地域コミュニティ･協働 

≪地域コミュニティ活動の推進≫ 

地域活性化を図るためには、人と人とのつながりが大切であり、地域の自主的な

コミュニティ活動が推進されるよう、自治会におけるまちづくり活動に対して継続

的な支援を行うとともに、地域と連携し活動の拠点となる地域集会施設の適切な維

持管理を行ってまいります。 

【重点項目】 

１．自治会連合会への活動支援 

２．自治会研修会等への参加に対する支援 

≪協働のまちづくりの促進≫ 

協働のまちづくりの推進には、村民同士や村との情報の共有が必要不可欠であり

ますことから、村民が感じている課題の把握や村政に対する住民参画を図るため

「まちづくり懇談会」を引き続き開催するとともに、各団体の集まりや事業等へ直

接出向くなど、その声を村政運営に活かしてまいります。 

【重点項目】 

１．「まちづくり懇談会」など広聴活動の充実 

⑥ 移住･定住 

≪地域おこし協力隊の活動促進≫ 

人口減少･少子高齢化に対応するための移住定住対策の一つとして、都市圏等よ

り地域おこし協力隊員としての移住を受け入れており、新たな視点から村の資源発

掘や魅力発信などの精力的な活動を行っております。 

今後も隊員が地域で活躍できるよう、活動や定住に向けた支援を行ってまいりま

す。 

【重点項目】 

１．地域おこし協力隊の募集 
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２．地域おこし協力隊への活動支援 

≪移住定住につながる体験等の充実と情報発信≫ 

本村も人口の減少が続いていることから、その事態を打開すべく移住促進に取り

組んでおりますが、その一環として「最北の村さるふつ味覚まるごとフェア」「最

北の村さるふつ移住体験ツアー」の継続的な実施と併せ、「移住体験住宅」の有効

活用により、村を直に感じていただくための移住体験･就労体験プログラムを提供

してまいります。 

【重点項目】 

１．「最北の村さるふつ味覚まるごとフェア」「最北の村さるふつ移住体験ツアー(雇

用対策促進事業)」の実施 

２．移住体験住宅の有効活用と事業所等との連携による体験プログラムの提供 

３．「移住ガイドブック」などを活用した情報発信 

⑦ 人材育成 

≪未来を担う人材の育成≫ 

教育の機会均等と社会に貢献する有用な人材の育成を図ることを目的とした村

独自の奨学資金貸付制度と併せ、村内における就業の促進を図るため、指定業種に

就職する方を対象に、学生時に借り受けた奨学資金の返済に対する支援を継続して

行ってまいります。 

また、まちづくり人材育成事業の助成制度を有効に活用していただくことにより、

地域の特性を生かした個性あるまちづくりと人材の育成を推進してまいります。 

【重点項目】 

１．奨学金貸付制度による支援及びそのＰＲ 

２．奨学金返還支援助成制度による支援及びそのＰＲ 

３．まちづくり人材育成事業の活用促進 
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４．その他 

① 行政基盤 

≪行政組織の効率化≫ 

人事評価制度の適切な運用により、職員間でのコミュニケーションの活性化や組

織･個人目標の明確化による組織マネジメントの強化を図り、職員の能力開発･人材

育成にその効果を発揮できるよう、庁内で構成する運用検討委員会での検証や職員

研修を重ね、精度の向上に引き続き努めてまいります。 

【重点項目】 

１．人事評価制度の適切な運用 

２．定員管理計画に基づいた計画的な職員採用 

≪行財政基盤の健全化≫ 

第７次猿払村総合計画などに基づき、基本目標及び重要業績評価指標の実現に向

け、鋭意事務事業を進めてまいります。 

また、「ふるさと納税(ふるさと寄附)制度」につきましては、ポータルサイトの

複数利用や返礼品の充実のほか、様々な広告手段の活用により、多くのご寄附を全

国からいただくことができました。これにより、本村のＰＲはもとより地場産品の

売上増による経済効果や、財政面からも自主財源の確保策として多大な効果をもた

らしていることから、引き続き創意工夫を凝らし、積極的に事業を展開してまいり

ます。 

【重点項目】 

１．「第７次猿払村総合計画」「猿払村まち･ひと･しごと総合戦略」及び「第３次猿

払村行財政健全化計画」の進捗管理 

２．ふるさと納税返礼品のラインナップの充実 

３．ふるさと納税ポータルサイトの有効活用 

４．企業版ふるさと納税の活用 

≪広域行政の推進≫ 

中心市である稚内市と管内町村で形成する宗谷定住自立圏において、平成 28年

度に「第２期宗谷定住自立圏共生ビジョン」が策定されており、稚内市との「定住

自立圏形成協定」に基づく施策について、本村にとって利点が期待できるものにつ

いては積極的な参加を進めるとともに、近隣市町との連携を密にし、行財政運営の

効率化を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．近隣市町との広域行政の推進 
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≪職員住宅の整備≫ 

職員住宅の新規建設については 15年以上にわたり凍結しており、その間は民間

アパートへの入居などにより住宅を確保してまいりましたが、近年の新規採用職員

のほとんどが村外出身者であることなどから、住宅の確保に苦慮する状況が続いて

おります。 

有能な人材確保の観点からも、良好な住宅環境の確保は行政運営上欠かせない要

素でありますことから、職員住宅の新規建設及び適正な維持管理に関する計画の策

定を進めてまいります。 

【重点項目】 

１．借上方式による職員住宅新規建設の検討 

２．既存職員住宅の計画的な長寿命化対策の実施 
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おわりに  

 以上、令和２年度における村政運営の基本的な考え方と主要施策について申し上

げましたが、猿払村にも到来するであろう、更なる人口減少や高齢化の進展という

時代に対し、私たちは立ち向かっていかなければなりません。 

 少しでも人口減少を抑制するためには、基幹産業である漁業・酪農業の活力を維

持していかなければなりませんし、母子保健・子育て・教育・医療・介護などの切

れ目のない、包括的な施策にも取り組んでいかなければならないものと考えます。 

 今年は“ねずみ年”の“庚子
かのえね

”と言う干支に当たる年でありますが、一説では「新

しいことを始めると上手くいく」、また「変化が多い年」とも言われております。 

 そのためには、地域の知恵と力を結集し、村民皆様のご理解を得ながら行財政運

営を進めていくことが重要でありますことから、村民と行政との情報共有、職員の

資質向上、適正な行政事務の遂行などに努め、村民から信頼される行財政運営を行

ってまいります。 

これまで先人たちが築き上げてきた活力ある猿払村を、10年後、20年後、そし

て 50年後の子どもたちの未来にしっかりとつなげてまいります。 

また、中国を中心に世界各地で流行が進んでおります“新型コロナウイルス”に

ついて、本村の基幹産業や観光産業への影響を危惧しているところでありますが、

一日も早い終息を願うところであります。 

 結びに、村民の皆様並びに村議会議員各位のご理解とご協力を心よりお願い申し

上げます。 

令和２年３月 10日 

猿払村長   伊 藤 浩 一 


