
 

 

令和５年度 

 

 

 

市 政 執 行 方 針 

教育行政執行方針 

 

 

 

 

 

留  萌  市 
 



留　　　萌　　　市

市    政    執    行    方    針



 
 

1 

 

Ⅰ はじめに 

  

令和５年留萌市議会第１回定例会の開催にあたり、市政に臨む私の執

行方針を申し上げたいと存じます。 

  

２期目のスタートを切り、気持ちを新たにしながら、市民の皆様の期

待や信頼に応えるべく、「市民の生活力の向上」、「稼げる留萌への基

盤づくり」、さらには、「市民の安心の実現」の３本の柱を掲げ、「心

豊かで安心なまちづくり」を市政運営の基本理念として、進めてまいり

ました。 

  

また、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、なかなか

収束の兆しが見えない状況において、「市民の安心と笑顔」を取り戻すた

め、医療提供体制を維持しつつ、ワクチン接種や感染予防対策にスピー

ド感を持って取り組み、市民の皆様のご理解により、数度にわたって実

施したワクチン接種は、３回目終了時点で１２歳以上の約９割を超える

など、まん延防止に向けて、ご協力をいただきました。 

 

さらには、知恵と工夫をもって施したコロナ対策の数々は、こちらも

スピード感を持ち、効果的なタイミングを見計らいながら、低迷する事

業者の支援や地元の消費喚起、生活に苦しむ市民への支援など、精力的
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に進め、成果を上げることができたものと認識しているところでござい

ます。 

 

これらにおきましては、市民の皆様や議会の皆様のご支援とご協力が

あったからこそ成し得たことであり、深く感謝を申し上げます。 

 

３年にわたり苦しんだ新型コロナウイルスは、いよいよ５月８日には、

季節性のインフルエンザなどと同等の５類に分類されることが決定し、

ウィズ・コロナという新たな局面に入っていきます。 

 

私といたしましては、これから、市民の声を聴く機会をさらに設け、

留萌市において、魅力ある、輝かしい未来が拓けるよう、今まで以上に、

市民の皆様とともに、積極的な市政運営に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

   

Ⅱ ５つの実行 

 

さて、私たちを取り巻く社会の情勢に目を向けますと、コロナ禍を乗

り越え、社会経済活動の正常化に向けた動きが進む一方で、エネルギー・

食料価格の高騰に伴う市民生活や経済活動への影響が懸念されるところ

であります。 
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そのような中で、脱炭素社会の実現に向けた取り組みやデジタル・ト

ランスフォーメーションといった社会変革への対応など、人口減少が進

む中でも、過疎地域が抱える様々な課題の解決に向けて、知恵と工夫に

富んだ新たな政策の展開が求められております。 

  

今後におきましても、引き続き議会や経済界の皆様とともに、三者で

しっかりスクラムを組みながら、「第６次留萌市総合計画」のテーマであ

る「みんなでつくる まち・ひと・きぼう 次の時代へ続く留萌」のも

と、心豊かなまち「るもい」の実現に向けて取り組みを進めていくとと

もに、「自分たちで財源を調達し、自分たちで政策を形成し、実行する。」

という自治の基本理念を改めて強く意識し、市民の皆様への還元と新し

い希望や可能性が拓ける「るもい」のまちづくりを追求し、市政執行に

あたっては、「５つの実行」として、「市民の生活力向上」、「活気ある元

気なまちづくり」、「教育・子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現」、

「市民が安心して暮らせるまち」、「確かな財政運営と信頼」の５項目を

重点的な柱に位置付け、施策を進めてまいります。 

  

Ⅲ 令和５年度の主な施策 

 

１ 市民の生活力向上 
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一つ目は、市民誰もが生き生きと働ける元気なまちを目指し、地域産

業の活性化と地元企業などへの積極的な支援により、雇用の創出に取り

組む『市民の生活力向上』であります。 

  

＜企業誘致の推進と若者に魅力ある雇用の場の創出＞ 

次世代を担う若者が、この地域で将来への希望を持つことができるよ

う、地元事業者の優れた技術や魅力ある職場環境を身近に感じ、伝える

場づくり、企業が行う人づくりや資格取得機会の拡充などを積極的に支

援してまいります。 

  

企業進出への支援につきましては、一昨年に、議会の皆様にご理解を

いただき制定した「企業進出応援基本条例」を基に、様々な側面から企

業進出に向けたアプローチを行った結果、新たに広告代理業を行う事業

者が、昨年９月に、東京から、道内の拠点として留萌市にオフィスを構

えることを決め、現在、本格的な活動に向け、市内での雇用やオフィス

のリノベーションなどの準備を進めております。 

 

また、未利用だった様々な自然資源を有効に活用して、本格的なアウ

トドア観光を進めるため、「株式会社モンベル」の進出や、留萌市にお

ける「新たな産業」として期待する、再生可能エネルギー、とりわけ洋

上風力発電に関する企業の誘致、さらには、学校給食センターを有効活
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用し、学校給食のほか新たな配食サービス等の事業も展開する企業を誘

致することで、新たな雇用の場の創出と関係人口の増加に繋げてまいり

ます。 

  

＜起業や新たな分野の事業転換を目指す地元企業支援＞ 

地元企業に対する支援につきましては、中小企業振興条例を見直し、

一昨年に制定した「地元企業応援基本条例」の効果により、令和４年度

は、留萌市に拠点を持つ企業からの利用が大幅に増え、１０件の申請、

相談を受け、９９６万円余りの支援を行うこととなっております。 

 

今年度も、地元企業の新たな取り組みや挑戦、企業のニーズや社会経

済情勢の変化に柔軟に対応し、時宜を得た施策の実施に努め、留萌商工

会議所や地元金融機関とも連携しながら、起業や新たな分野への事業転

換、事業承継のほか、今後、留萌市に進出してくる新たな企業との連携

による事業拡大などにも支援を行っていくとともに、Ｕ・Ｉターンをは

じめとした新たな人の流れを呼び込む支援など、「地元企業応援基本条

例」に基づいた内容の充実を図ってまいります。 

  

また、絶え間なく変化を続ける経営環境においては、仕事で求められ

る知識やスキルを習得するための機会の確保が必要なことから、資格取

得の環境づくりについて、国の支援制度の周知を図るなど、地元企業と
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も連携しながら、検討を進めてまいります。 

 

＜１次産業従事者の経営安定化＞ 

１次産業従事者の経営の安定化につきまして、まず農業においては、

高品質米の産地としての更なる品質向上に資する生産基盤整備、ＪＡる

もいや民間企業と連携した農産品の魅力発信のほか、スマート農業への

取り組みの加速など、魅力ある農業づくりに向けた支援を進めてまいり

ます。 

  

また、日本海溝・千島海溝の巨大地震が切迫している中、主に太平洋

側に集中している農産物等の備蓄、物流拠点を、食料安全保障の観点や

道内産小麦をはじめとした農産物の国内への安定供給を図るために、留

萌港のポテンシャルを生かし、物流機能の改善と強化を図るための新た

な集出荷、保管施設の整備等について、関係機関・団体とも連携しなが

ら、具体的な検討を進めてまいります。 

  

水産業につきましては、自然環境に左右されない「育てる漁業」の体

制強化を図るため、大学における調査研究の推進、水産物の高付加価値

化、漁業資源の増養殖体制の構築、さらには、ＣＯ２吸収源対策に寄与

するブルーカーボンを一体的に進める拠点施設として、「水産振興センタ

ー」の整備に着手してまいります。 
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担い手への支援につきましては、新規の農業者や漁業者への就業支援

のほか、林業においても、若手従事者に対し技術習得の場を提供するな

ど、地域を担う人材の育成、確保を進めてまいります。 

 

＜脱炭素社会の実現と洋上風力発電誘致等の新たな産業づくり＞ 

脱炭素社会への対応につきましては、近年、異常気象が原因による自

然災害が頻発化しており、気候変動はもはや将来の問題ではなく、すで

に私たちの身近な生活に影響を及ぼす状況となっています。 

  

地球温暖化の要因であります温室効果ガスの吸収源対策と排出削減に

向け、地域における温暖化対策を実行するための基礎調査や公共施設の

ＬＥＤ化に取り組み、脱炭素社会の実現に向けた具体的な方策を検討し

てまいります。 

 

また、国が進める２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向けて、

温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー普及の切り札とされる洋

上風力発電につきましては、日本海に吹く強い風や広い海域を持ち、重

要港湾留萌港を有する留萌市は、基地港湾としてのポテンシャルが高く、

昨年９月には、「基地港湾の指定等の意向のある港湾」として、国土交通

省のホームページで公表されたところでございます。 
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さらに、洋上風力発電は、今後の留萌市における「新たな産業」とし

て、地域経済の発展をけん引すると期待される事業であり、海域を使用

する漁業者への影響や留萌管内の自治体などの考え方も十分に配慮、尊

重しながら、再エネ海域利用法に基づく洋上風力の検討を進めていきた

いと考えており、留萌振興局とも連携しながら、漁業者をはじめ、関係

機関、団体との相互に共通理解を深めてまいります。 

 

また、今年度、漁業者などの理解が得られれば、国が行う「浮体式実

証」の候補海域として情報提供し、実証候補海域の選定に向け、調整等

を進めてまいります。 

  

２ 活気ある元気なまちづくり 

  

二つ目は、市民、企業、行政が一体となり、留萌の自然環境を最大限

に生かした活力ある地域づくりの基盤整備と特産品開発の強化、留萌ブ

ランドの向上を目指す『活気ある元気なまちづくり』であります。 

  

＜道の駅るもいを中心とした交流人口増加と経済規模拡大＞ 

留萌管内の玄関口に位置し、広大な芝生広場と昨年４月にオープンし

た屋内交流・遊戯施設「ちゃいるも」を有する「道の駅るもい」は、今

年４月より、指定管理者による一体的な管理運営に移行することで、民
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間の発想による利用者サービスの向上や交流人口増加に弾みがつくもの

と期待しております。 

 

留萌管内のゲートウェイとして、ゆっくりと滞在しながら旅のプラン

を練るための場やくつろぎの場となるよう、上質な空間づくりに取り組

むほか、市内、管内でのフィールド体験やツアーなどの観光情報を集積

し、発信できる施設として充実を図ってまいります。 

 

＜アウトドア観光施設整備と新たな誘客層の創出＞ 

これまでの海水浴客を中心とした体験型観光から、本格的なアウトド

ア観光を軸とした観光事業への転換を図り、恵まれた環境を生かした「稼

ぐ観光」へのシフトが求められています。 

  

本格的なアウトドア観光を進めるための拠点施設として、「モンベル

アウトドアヴィレッジるもい構想」の実現に向け、現在調査を進めてお

ります、概算事業費や整備に向けた課題結果等も整理しながら、議論を

加速させてまいります。 

  

また、全国、さらには世界にも大勢のファンがいる「株式会社モンベ

ル」のブランド力や世界観を生かしたアウトドア観光を通じて、一年を

通した観光誘客など、交流人口や関係人口の増加を図るための取り組み
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やまちの賑わいを取り戻すための施策を進めていくとともに、地元のア

ウトドアネットワーク会議などとも連携しながら、構想の実現に向けて、

機運の醸成を図ってまいります。 

 

＜ふるさと納税の取組強化と留萌ブランドの向上＞ 

ふるさと納税につきましては、昨年度、ふるさと納税課の創設により、

取り組みを強化し、その成果として、１０億円を超える寄附をいただく

ことができました。 

 

私といたしましては、この財源を有効に活用し、様々な施策を企画・

実行して、市民に還元してまいりたいと考えており、市内事業者と強固

な信頼関係を築きながら、返礼品の開発に対する支援制度の構築や留萌

を代表する「かずの子」をはじめとした水産加工品など魅力ある特産品

について、返礼品を通じながら積極的に発信し、新たなふるさと納税に

よる財源確保とともに、留萌ブランドの向上を図ってまいります。 

 

また、首都圏で開催されるふるさと納税イベントへの出展など、積極

的な取り組みを行い、新たな寄附獲得を目指して力を注いでまいります。 

 

さらには、企業版ふるさと納税につきましても、様々な機会において、

私自らがプロモーション活動を行いながら、まちづくりに関心を寄せて
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いただくための発信を行い、企業からの支援につなげてまいります。 

 

３ 教育・子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現 

  

三つ目は、地域で子育てを支え合う機能の充実や医療費無償化を「高

校生」まで拡充する子育て世帯の負担軽減、地元高校も含めた地域の特

色のある教育環境やスポーツ、文化活動の充実を目指す『教育・子育て

環境の充実と子どもたちの夢の実現』であります。 

 

＜次の時代の留萌を担う人材の育成＞ 

今年、留萌高校が創立１００周年の節目の年を迎えます。 

これまで多くの留萌人
るもいびと

がこの地で育まれ、新たな未来を切り拓き、巣

立っていきました。 

次の時代の留萌を担う子どもたちが、現在、直面している困難を乗り

越え、目標に向かって成長し、希望に満ちた生活を送ることができるよ

う、「留萌市教育政策大綱」に掲げる基本政策の実現と、次の時代を担う

人材の育成に取り組んでまいります。 

 

＜保育事業者と連携した保育士確保と子育て支援＞ 

保育士の確保につきましては、社会福祉法人が実施する保育士の就職

準備金などの貸付事業に対する上乗せ助成や法人に就職する保育士の子
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どもの保育料免除、保育士等人材バンクによる人材の確保に努めるとと

もに、小規模保育事業の実施や多子世帯への保育所保育料の無償化によ

り、子育てしやすい環境づくりを推進してまいります。 

 

また、新たに「子育て世代包括支援センター」を設置し、子育て支援

部門と母子保健部門の連携を強化することで、子育て施策の拠点強化を

図り、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない伴走型支援を行うとと

もに、出産・子育て応援給付金の支給により、全ての妊婦・子育て世帯

が安心して出産・子育てができる環境を整えてまいります。 

 

さらには、子育て世代の負担を軽減するため、留萌市への進出が見込

まれる民間企業と連携し、学校給食センターを有効活用して、園児や高

校生などへの給食提供、アレルギーを持つ子どもたちに対応する給食の

実現など、留萌市教育委員会とともに、子育てしやすい環境づくりを進

めてまいりたいと考えております。 

  

＜未来志向型教育の推進と地元高校支援＞ 

地元高校における教育環境への支援につきましては、包括連携協定を

結んでいる大手予備校「河合塾」との連携による進路指導講習やオンラ

イン学習講座の実施、ＡＩ学習支援ツールの効果的な活用のほか、模擬

試験や各種検定料の助成など教育環境の充実を図り、子どもたちの学習
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意欲の醸成やレベルアップに向けた取り組みを充実・強化してまいりま

す。 

  

＜スポーツ・文化活動を通じた夢の後押し＞ 

スポーツ・文化活動を通じて、子どもたちの夢を後押しする取り組み

につきましては、卓球やクロスカントリーで活躍する子どもたちが、市

外から、市内の中学校、留萌高校に集まってきており、地元の子どもた

ちも刺激を受けながら、共に全道大会や全国大会などに出場するなど、

その活躍は留萌市のＰＲにつながっているだけでなく、留萌高校のクラ

ス数の維持・確保といった面でも成果を上げています。 

 

今後も、卓球やクロスカントリーに限らず、他のスポーツ競技や文化

活動についても、地元の小・中・高校生が、競技力や技術レベルを高め、

全国規模の大会や国際大会などに出場する場合には、遠征費用の支援を

実施するとともに、留萌市に移り住み、高い目標をもってチャレンジす

る子どもたちの下宿料等を支援してまいります。 

  

また、幅広い世代で馴染みのあるスポーツ、卓球をモデルに、包括連

携協定を結んでいる「株式会社ビクタス」との連携をさらに深め、競技

力の強化や裾野拡大、生涯スポーツとしての高齢者の健康増進などに取

り組みながら、地域が一体となって「卓球のまち留萌」の推進に向け、
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取り組んでまいります。 

 

＜寺子屋・るもいっこ事業の充実強化＞ 

「寺子屋・るもいっこ事業」につきましては、引き続き地域や各団体・

企業と連携しながら、「地域が育む学び舎」として、体験活動の充実など、

内容の強化を図ってまいります。 

 

４ 市民が安心して暮らせるまち 

  

四つ目は、市民の命と財産を第一として、市民生活に関わる支援を柔

軟かつ迅速に行い、地域医療の充実・強化や市民が利用しやすい利便性

の高い公共サービスの導入に向けた環境整備を加速化する『市民が安心

して暮らせるまち』であります。 

  

＜留萌市立病院における医療体制の充実と経営改善の強化＞ 

管内２次医療圏の中核を担う留萌市立病院につきましては、医療体制

の充実とともに、経営改善を図るための体制を強化し、市民の皆様が、

より信頼を寄せる病院経営を目指してまいります。 

  

また、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、「重点医療

機関」として感染症病床を確保し、市内はもとより、管内医療圏全体で
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の感染症患者を受け入れてきております。 

 

一方、５月８日から感染症法上の５類に分類されることが決定されま

したが、今後も感染が継続していくことが見込まれていることから、医

療提供体制など、国から示される具体的な方針に対応しながら、感染症

患者の受入体制を維持してまいります。 

 

＜救急・周産期・小児医療の診療体制堅持と地域医療の確保＞ 

地域にとって必要不可欠な救急・周産期・小児医療につきましては、

管内市町村からの協力も得て医療提供体制の堅持に向け、地域医療の

窮 状
きゅうじょう

を医育大学にも訴えながら、常勤医確保に全力で取り組むととも

に、常勤医確保が困難であっても出張医による診療体制を維持してまい

ります。 

  

また、人口構成の変化により、「かかりつけ医」として市内の一次医療

機関の役割がこれまで以上に重要となっていることから、安定した医療

従事者の確保のために、看護師等修学資金貸付事業の更なる周知により、

利用者の拡大を図り、長期間、留萌市に居住され医療機関に従事してい

ただけるよう、引き続き支援してまいります。 

 

＜高齢者への見守り支援＞  
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高齢者への見守り支援につきましては、できるだけ住み慣れた地域で、

安心して日常生活が営まれるよう、高齢者見守りネットワーク事業や高

齢者の総合相談窓口として実施する各種相談対応、市民後見人養成によ

る権利擁護事業の充実など、地域包括支援センターを中心に、医療や介

護、関係機関との連携を図りながら、多様な主体との協働による地域包

括ケアシステムの構築に向けて、取り組みを進めてまいります。 

 

また、介護を必要とされる方が、可能な限り自宅で自立した日常生活

を送ることができるよう、新たに市内民間事業者による「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護サービス」に取り組んでまいります。 

 

＜ごみ分別処理などの新たな検討＞ 

ごみ分別処理につきましては、今まで環境に配慮し、市民の皆様のご

理解とご協力のもと、細かな分別作業を行っていただいておりましたが、

高齢化の進展などにより、市民の皆様にとって、その負担が大きくなっ

ている現状にあると認識しております。 

 

留萌南部衛生組合を構成する増毛町、小平町とも緊密に連携を図りな

がら、新たなごみの分別方法や、環境への影響などにも配慮したごみ焼

却施設の建設等に向けた基本構想づくりを進めてまいります。 
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また、地域や関連事業者が連携し、家庭から出るごみの搬出が困難な

世帯に対するごみの収集支援を引き続き実施してまいります。 

 

＜除排雪の新たな取り組み＞ 

除排雪につきましては、まれにみる豪雪となった一昨年度の反省を踏

まえ、令和４年度において地元の除排雪事業者に共同企業体による事業

組織を作っていただき、効率的な除排雪を行えるよう、体制整備を進め

てまいりました。 

 

今年度につきましては、この事業組織をさらに深化させていただき、

留萌市における除排雪事業者の組合化を目指すなど、市内の除排雪をよ

りスムーズに進める仕組みを地元事業者と検討してまいります。 

  

＜障がい者及び障がい児への支援体制づくり＞ 

 障がい者福祉につきましては、令和６年度よりスタートする、「第３期

留萌市障がい支援計画」の策定に取り組みながら、障がい者及び障がい

児の生活実態に即した利用しやすいサービスの提供や相談に対して的確

に対応できる、支援体制づくりを進めてまいります。 

  

また、障がい者及び障がい児が地域で生きがいを持って暮らしていく

ため、関係団体や個人が取り組む活動などに対し、支援してまいります。 
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＜「ぷるも」「はーとふる」「るもい健康の駅」による市民の健康促進＞ 

 市民の健康増進につきましては、温水プールぷるも、保健福祉センタ

ーはーとふる、るもい健康の駅のそれぞれの施設特性を生かし、連携を

図りながら、健康意識の高揚を図るとともに、自らが主体的に行う健康

づくり活動を支援してまいります。 

 

＜市民の生命、安全を守るための防災、防犯体制の強化＞ 

防災、防犯体制の強化につきましては、「留萌市防災備蓄計画」に基づ

く防災資機材の整備や「留萌市地域防災計画」の見直し、市民・職員向

け各種防災訓練の実施などを行ってまいります。 

 

また、地域防災力の強化による災害に強いまちづくりや女性視点に配

慮した災害対策を進めてまいります。 

  

さらには、活動団体や町内会とも協力しながら、犯罪防止の啓発活動

に取り組むとともに、町内会街灯設置事業及び住民組織運営助成金の制

度拡充により、安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

  

消防体制につきましては、近年増加傾向にある救急搬送業務のほか、

地震や風水害をはじめとする自然災害の脅威から市民の生命・財産を守

るべく、継続的に体制の維持・確保に取り組みながら、施設・車両・資
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機材等の計画的な整備を行い、消防力の一層の充実に努めてまいります。 

  

＜ＪＲ留萌線廃止に伴う代替交通の創設と公共交通の維持・確保＞ 

ＪＲ留萌線廃止に伴う対応につきましては、今年３月末をもって廃線

となるＪＲ留萌線の代替交通として、留萌・深川間における早朝、夜間

の「デマンドタクシー」の運行とともに、旭川への速達性を高めるため、

高規格道路を経由し、旭川へ直接乗り入れできる路線バスを新設し、代

替する交通手段の確保と充実に取り組んでまいります。 

  

また、公共交通の維持・確保に向けて、高齢者のバス利用と社会活動

等への参加促進、市内バス事業者への支援を行うための実証実験として、

満７５歳以上の高齢者へ市内バス路線の運賃の半額助成と自動車運転免

許証の自主返納した１年間に限り、運賃の全額を助成し、高齢者の支援

と持続可能な交通体系の維持、確保に取り組んでまいります。 

  

＜駅周辺地区の賑わいの創出と再生＞ 

ＪＲ留萌駅廃止に伴う賑わいの創出につきましては、駅周辺エリアの

再生も視野に入れながら、「道の駅るもい」と隣接する立地条件を生かし、

賑わいの再生、創出に繋がるような公共施設、公共交通の結節機能等を

再編した、「新交流複合施設」の整備に向け、基本構想づくりを進めてま

いります。 



 

20 

＜陸上自衛隊留萌駐屯地の活動体制の維持＞ 

陸上自衛隊留萌駐屯地の活動体制の維持につきましては、道内各駐屯

地の定員削減が進められる中、地域の安全・安心の確保はもとより、地

域経済の活性化など地域振興においても必要不可欠な存在であり、まち

づくりのパートナーとしても非常に大きな役割を担っていることから、

定員維持に加え、更なる充実と発展に向け、引き続き各協力団体とも連

携しながら、国に対する要望活動などを積極的に行ってまいります。 

  

また、今年、駐屯地創立７０周年を迎えることから、関係団体、市民

の皆様方と一体となって、周年記念行事の開催に向け、支援してまいり

ます。 

 

＜地域社会のデジタル化に向けた取り組みの推進＞ 

地域社会のデジタル化につきましては、社会全体のデジタル・トラン

スフォーメーションの必要性が急速に高まっている中、「留萌市ＤＸ推進

方針」に基づき、自治体情報システムの標準化や共通化、行政手続きの

オンライン化を図り、市民が各種申請手続について、マイナンバーカー

ドを利用して行うことができる環境を整えてまいります。 

  

また、１月末現在、留萌市におけるマイナンバーカードの交付率につ

きましては、市民のご理解とご協力のもと７０％を超え、全道３５市の
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中ではトップの実績で推移しており、今後もマイナンバーカードの更な

る普及促進に取り組み、オンライン申請やコンビニ交付の実施など、マ

イナンバーカードを活用した利便性の高い行政サービスを目指すととも

に、情報収集や連絡手段に有効なツールであるスマートフォンの利用方

法や普及に向けて、引き続き市民を対象とした使い方教室を開催するな

ど、地域社会のデジタル化による市民の利便性の向上に繋がる取り組み

を推進してまいります。 

  

５ 確かな財政運営と信頼 

  

五つ目は、『確かな財政運営と信頼』であります。 

  

昨今の様々な社会情勢の変化に対応していきながらも、市民生活に影

響を及ぼさないよう、「留萌市中期財政計画」に基づく５つの財政規律や

財政見通しの状況について、これまでと同様に、広報誌などを通じて皆

様にお伝えしていくとともに、今後必要となる施設の整備や更新に備え、

中長期的な公債費負担の適正な管理を徹底しながら、攻めと守りの堅実

な財政運営を進めてまいります。 

 

Ⅳ むすび  
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以上、令和５年度の市政に臨む執行方針を申し上げました。 

 

今年４月にＧ７気候・エネルギー環境大臣会合が北海道で開催されま

す。 

 

これまで以上に、環境価値の創出、活用に高い関心が寄せられ、森林

や藻場、さらには風力などの自然資源に目が向けられる機会が増えてい

きます。 

 

新たな吸収源対策として、ブルーカーボン生態系活用への期待や重要

性が増し、また、再生可能エネルギーの切り札として、風力への大きな

期待が寄せられており、日本海沿岸のポテンシャルを生かした留萌市の

プレゼンスを高めていかなければなりません。 

 

その中でも、現在、留萌市が北海道電力と協働で進める留萌港水域を

活用したブルーカーボン推進試験事業が、大きな注目を集めています。 

  

Ｇ７気候・エネルギー環境大臣会合に向けて、３月２１日に、道と金

融機関などが共催して開催される「北海道カーボンクレジットシンポジ

ウム」では、留萌市の事例が選ばれ、私自身が登壇し、留萌市のブルー

カーボンへの取り組みを紹介する予定となっています。 
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そして、私といたしましては、タイミングを見極めながら、年内にも

「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会に向けたまちづくりを

進めていく意思をしっかり市民の皆様にお伝えしたいと考えております。 

 

社会経済環境が大きく変化する中、また国際情勢に地域も否応なしに

巻き込まれてしまう昨今、留萌市の将来を担うリーダーとして、私に求

められているのは、今まで以上に将来のビジョンを明確に示し、進取
しんしゅ

の

精神を持ち、迅速な判断力と決断力、そして行動力を持って、常に前に

一歩踏み出す姿勢こそが重要であり、このことが、留萌市の活性化と発

展という、未来をつくるものと思っております。 

 

職員と一丸となって、市民の皆様の思いに応えるまちづくりを進めて

まいりたいと考えておりますので、市民の皆様並びに市議会議員の皆様

におかれましては、より一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、

令和５年度の執行方針といたします。 

  

  令和５年３月７日 

留萌市長 中 西 俊 司    



留萌市教育委員会

教　育　行　政　執　行　方　針
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 令和５年留萌市議会第１回定例会の開会にあたりまして、令和５年度

の教育行政執行方針を申し上げます。 

 

人口減少・超少子高齢化やグローバル化の進展、Ｓociety5.0社会の到

来、さらには長引く新型コロナウイルス感染症の影響など、日常のあり

方そのものが多岐にわたって劇的に変化をし、複雑で予測困難な社会と

なってきています。 

 

 このような社会を生きる子どもたちには、豊かな創造性を備え、持続

可能な社会の創り手として、他者を尊重し認め合い、多様な人々と協働

しながら社会の変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓いていく資質と能

力が求められており、そのためには個別最適な学びと協働的な学びの実

現に取り組んでいかなくてはなりません。 

 

 令和５年度は、留萌市教育ビジョンが描く生涯にわたり学習・文化・

スポーツ活動に取り組むことのできる環境の中で、誰もが目標に向かっ

て成長し、希望に満ちた生活を送ることができるよう、変化する社会情

勢や教育施策を視野に取り組みを推進してまいります。 

 

 以下、「学校教育」「社会教育」「教育環境」「子ども・子育て支援」

の充実のための主要な施策を順に申し上げます。 
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 はじめに、「学校教育の充実」について申し上げます。 

 

 第１の柱は、『確かな学力を身に付けるための教育の充実』について

であります。 

 

 学校間の連携・接続の推進につきましては、各中学校区において、小

学校間の交流授業や中学校教諭による小学校への乗り入れ授業の実施な

ど各教科の系統性を踏まえ、着実に学力が積み上がるよう９年間を見通

した学びの構築を図るなど、組織的・計画的・継続的な教育活動を着実

に推進してまいります。 

 

 ＩＣＴ教育につきましては、全ての子どもたちの個性と可能性を引き

出すため、授業における積極的なＩＣＴ機器の活用を進め、引き続き大

手予備校「河合塾」との包括連携協定に基づきＡＩ学習支援ツールを活

用するなど、個別最適化された学びを実現してまいります。 

 

 外国語教育につきましては、これからのグローバル化社会に対応した

人材の育成のため、児童生徒のコミュニケーション能力の育成を重視し

た授業の推進に向けて、外国語指導助手を各学校に派遣するとともに、

実用英語技能検定料の半額を助成し、児童・生徒の英語力及び学習意欲

の向上を図ってまいります。 
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 児童生徒の確かな学力の育成につきましては、全国学力・学習状況調

査などの調査結果を踏まえた組織的な検証・改善のサイクルの充実に努

め、「指導方法工夫改善」「児童生徒支援」等の加配教諭の積極的活用

を推進し、学びの質を一層高める授業改善と、家庭と連携した望ましい

生活習慣の確立に努めてまいります。 

 

 特別な教育的支援が必要な児童生徒に対する支援につきましては、個

別の支援計画の活用を図り、関係機関と学校の連携を推進し、早期支援

に努めるとともに、特別支援教育支援員の配置を継続し、支援体制の強

化を図ります。 

 

 第２の柱は、『豊かな心の育成』についてであります。 

 

 郷土に愛着と誇りをもつ教育につきましては、「留萌人
るもいびと

」の生き方に

ふれる機会の充実や地域資源を活用したふるさと学習の機会の充実を図

り、特に、日本一の生産量を誇るかずの子について学ぶ取り組みを進め

てまいります。 

 

 道徳教育の充実につきましては、道徳的実践力を高めるため、「考え、

議論する道徳」の実現に向けた指導方法の工夫・改善に取り組んでまい

ります。 
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 いじめ根絶に向けては、「留萌市いじめ防止基本方針」に基づき、些

細なことであっても見逃さないなど、学校などにおいて啓発や学習機会

を設けるとともに、関係機関との連携を図った組織的な取り組みの強化

など、未然防止、早期対応と早期解消に努めてまいります。 

 

 不登校児童生徒への支援につきましては、個々の状況に応じたきめ細

やかな支援、情緒の安定や生活習慣の改善を図り、子どもたちに寄り添

うシステムの構築として、新たに教育支援センターを設置します。 

 センターでは、学校や家庭、関係機関と連携した相談体制の強化を図

るとともに、専門知識を有するスクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーとの連携により、様々な事情により登校できなくなった子

どもたちに対し、学習支援や集団活動を通じた社会的な自立を目指す取

り組みにより、多様な教育機会を確保してまいります。 

 

 第３の柱は、『健やかな身体の育成』についてであります。 

 

 子どもたちの体力の向上につきましては、全国体力・運動能力、運動

習慣等調査の結果を踏まえ、運動することの楽しさを味わう体育授業の

充実、外部講師を活用したコオーディネーショントレーニングの実施な

ど、各校での特色のある体力づくりに取り組み、運動能力の向上を目指

してまいります。 
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 食育の充実につきましては、一生涯にわたって健やかに生きていくこ

とができるように、食べることの重要性や心身の健康など、食育で身に

つけることや、食におけるＳＤＧｓの理解を進めるため、計画的な食育

の指導や、地産地消の理解を深めるための地元食材の活用により、児童

生徒の食に関する知識や関心を高める取り組みを進めてまいります。 

 

 第４の柱は、『教職員の資質・能力の総合的な向上』についてであり

ます。 

 

 教職員には、本市の実態に即した学習指導の徹底と今日的な教育課題

に迅速かつ的確に対応できる資質・能力を身につけ、自主的に参加する

研修への予算措置や、オンライン授業などＩＣＴ機器を活用した授業の

確立につながる研究を留萌市教育研究協議会に委託するなど、教育水準

向上のための調査研究に対し、支援してまいります。 

 

 学校力の向上においては、「学校力向上に関する総合実践事業」「新

しいかたちの学びの授業力向上推進事業」等の成果を市内の学校で共有

するとともに、学校運営における優れた人材を育成していくために、管

理職のリーダーシップのもと、全校が一つのチームとなった包括的な学

校改善を推進してまいります。 
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 教職員の資質や能力向上には、学校における働き方改革「留萌市アク

ション・プラン（第２期）」の取り組みにより、教職員が日常的に授業

やその準備に集中できる時間、児童生徒と向き合うための時間を確保す

るため、超過勤務の縮減や負担軽減に努めてまいります。 

 

 部活動の地域移行につきましては、国による「学校部活動及び新たな

地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」や「留萌市

部活動の在り方検討委員会」による提言書の趣旨を踏まえ、地域の人材

のご協力をいただきながら、段階的に移行を進めてまいります。 

 

 第５の柱は、『信頼される学校づくりの推進』についてであります。 

 

 学校運営協議会につきましては、各学校が定めた教育目標や学校経営

方針を地域と共有し、学校と地域が一体となって子どもたちを育む「地

域とともにある学校づくり」を目指し、引き続き「留萌市版コミュニテ

ィ・スクール事業」を進めてまいります。 

 

 特色ある学校づくりとして、各学校長の裁量で執行できる予算を配分

し、外部人材の招へいや児童生徒の主体的な発案により取り組む内容な

ど、それぞれの学校が創意工夫やアイデアにより、特色ある学校運営に

取り組めるよう支援してまいります。 
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 次に、「社会教育の充実」についてであります。 

 

 第１の柱は、『生涯教育の充実』についてであります。 

 

 生涯学習プログラムの充実につきましては、幼・少年期から高齢期ま

で、高度化・多様化している学習ニーズに対応するため、「留萌市社会

教育基本計画」に基づき、魅力ある講座の企画や学習内容の充実に努め

るとともに、社会教育関係団体などとの連携をより一層強化し、生涯に

わたって学ぶことができる環境づくりを推進してまいります。 

 

 第２の柱は、『生涯スポーツの推進』についてであります。 

 

 生涯スポーツに向けた環境づくりにつきましては、ＮＰＯ法人留萌ス

ポーツ協会、総合型地域スポーツクラブや各競技団体などと連携を図り

ながら、日常生活の中で気軽に取り組むことのできる運動の普及啓発を

進めるとともに、若年層から高齢者まで「身体を動かす体験や運動」の

参加機会の提供に取り組んでまいります。 

 

 地域スポーツ活動の推進につきましては、各競技団体などが行う講習

会への助成のほか、子どもたちのスポーツ競技力向上と将来の夢を実現

できるよう、小・中・高校生が全国・国際大会に出場する場合などの選
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手派遣費に対する助成を継続するとともに、地域へのスポーツ指導や、

新たなスポーツ振興施策を展開できる環境づくりを目指してまいりま

す。 

 

 温水プール「ぷるも」につきましては、昨年と同様に７月から９月ま

での３ヶ月間の開設期間を一般開放期間とする中で、週２日間、開館時

間を延長し、市民の健康増進に取り組んでまいります。 

 

 冬季のスポーツやレクリエーション活動の充実につきましては、神居

岩スキー場におきまして、小学校低学年のスキー授業やクロスカントリ

ースキーなど、子どもたちが冬の学びや遊びを体験できる環境づくりを

推進してまいります。 

 

 第３の柱は、『芸術・文化活動の推進と歴史の伝承』についてであり

ます。 

 

 芸術・文化活動の推進につきましては、文化振興に関する講演会・研

修会の実施や小・中・高校生が文化や芸術への参加を通して将来の夢を

実現できるよう、全道・全国大会などの大会派遣費に対する助成制度を

継続してまいります。 

 子どもたちの文化活動につきましては、豊かな心や感性、社会性を育
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むため、「子どもたちの伝統文化体験事業」や新たに中学生向けにも対

象を拡大する「子どもたちの芸術鑑賞事業」により、子どもたちの健全

な成長につなげてまいります。 

 

 音楽合宿のまち「るもい」事業につきましては、留萌市が持つ資源、

施設、地域力を活かし、市民団体が主導し誘致を行っている音楽合宿の

受け入れにより、地元の子どもたちの技術力向上や地域間交流にもつな

げるとともに、情報発信の強化や持続可能な受け入れ体制づくりを進め

てまいります。 

 

 文化財の保存と活用の推進につきましては、適切な保全を行うととも

に、郷土の歴史的な財産である、国指定重要有形民族文化財「留萌の鰊

漁撈用具」や国指定史跡「旧留萌佐賀家漁場」などに関して、ＩＣＴを

活用した情報発信を行い、全国に留萌市の文化財の魅力を伝えるととも

に、留萌の歴史・文化・自然に触れることができる体験型講座や見学会

などにより、文化財を市民の学習資源として有効活用に努めてまいりま

す。 

 

 次に、「教育環境の充実」についてであります。 

 

 第１の柱は、『安全・安心な教育環境の確保』についてであります。 
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 学校教育施設につきましては、市内小中学校の耐震化率は１００％を

達成しており、老朽化した施設の計画的な改修事業に取り組み、適正管

理に努めてまいります。 

 

 学校給食につきましては、安定的な調理体制の確保、物価高騰に伴う

給食費への影響、アレルギー代替食の提供などの課題に対応した新たな

運営方法について、引き続き導入検討を行うとともに、安心安全な学校

給食の提供に努めてまいります。 

 

 社会教育施設につきましては、計画的な施設の維持・保全に努めてま

いります。 

 

 第２の柱は、『児童生徒の安全対策の充実』についてであります。 

 

 スクールガードリーダーの配置や留萌市通学路安全推進協議会を中心

とした関係機関による情報共有や合同点検など、交通安全や防犯、防災

の観点から地域ぐるみで児童・生徒の安全確保に取り組んでまいります。 

 

 第３の柱は、『教育環境の維持向上』についてであります。 

 

 市内全ての学校が「留萌市立小中学校の適正規模等に関する基本方針」
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における標準的な学校規模に満たない状況となることから、基本方針の

検証を進めるとともに、子どもたちにとって望ましい教育環境の整備に

努めてまいります。 

 

 家庭環境に対する支援・充実につきましては、就学援助制度の適切な

周知や実施に努めるとともに、全ての児童生徒が日本スポーツ振興セン

ター災害共済に加入し、安心して学校生活を送ることができるよう、掛

金の全額を市が負担してまいります。 

 

 地元高校に対する支援につきましては、包括連携協定を結んでいる河

合塾と連携したＡＩ学習支援ツールの活用により、子どもたちの学力向

上を目指す取り組みを進めるとともに、模擬試験や各種検定料の助成を

はじめとした学習支援を行い、子どもたちの学習意欲の醸成やレベルア

ップに向けた取り組みの強化を図ってまいります。 

 また、留萌高校においては、令和５年度で創立１００周年の大きな節

目を迎えることから、記念事業への支援を行ってまいります。 

 

 次に、「子ども・子育て支援の充実」についてであります。 

 

 「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、「留萌市子ども

・子育て支援事業計画」に基づき、子ども・子育て家庭などの支援に取
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り組んでまいります。 

 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、新たに子

育て世代包括支援センターを設置し、子育て支援部門と母子保健部門の

連携による子育て施策の拠点強化を図り、伴走型による支援を進めてま

いります。 

 

 保育所における待機児童対策につきましては、社会福祉法人留萌萌幼

会との連携を図るとともに、小規模保育事業の実施により、０歳児から

２歳児への支援を手厚くすることで、待機児童が発生しないよう努めて

まいります。 

 

 子ども発達支援センターにつきましては、市町村中核子ども発達支援

センターとして、通所支援各事業及び相談支援事業の充実を図るととも

に、地域啓発活動をはじめとする地域支援事業を実施し、子ども・保護

者、地域の多様な療育ニーズに広く応えてまいります。 

 

 青少年の健全育成につきましては、「青少年は地域から育む」という

視点に立ち、留萌市青少年健全育成推進員協議会との協働を基本とし、

「青少年健全育成事業」の充実に努めてまいります。 
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 「寺子屋・るもいっこ事業」につきましては、「るもいの宝」である

子どもたちが、ふるさとを愛し、勉強や遊び、体験などを通じて自ら考

え行動し、将来の夢を育むことができるよう、地域、企業、各団体と協

力し、「地域が育む学び舎」として、子どもたちの多様なニーズに応え

るよう内容の充実を図ってまいります。 

 

 以上、令和５年度の教育行政における主要な方針について申し上げま

した。 

 

 留萌市の未来を担う子どもたちが、自らの個性を伸ばし、自らの力で

豊かな人生を切り拓いていく勇気と希望を手に入れることができるよ

う、家庭・学校・地域・行政が一体となって、子どもたちを育むととも

に、市民の誰もが生涯を通じて心豊かに学び成長し続けることができる

環境の整備を進めることが重要であります。 

 

 留萌市教育委員会といたしましては、先人のたゆまぬ努力によって築

かれた郷土に愛着と誇りをもち、さらなるまちの魅力を創造できる人材

の育成を目指し、今後とも市民と連携・協働する教育行政の積極的な推

進に努めてまいります。 

 

 市民の皆様、市議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し
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上げます。 

 

   令和５年３月７日 

 

留萌市教育委員会教育長 高 橋 一 浩 


