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第３章・第１節 コミュニティ

現況と課題■

これからのまちづくりには、人と人とのつながり、ふれあいなど心の豊か●

さを求めるコミュニティ活動を推進し、連帯感で結ばれた優しい地域社会

を築くことが強く求められています。

、 、 、●地方分権の時代を迎え 地域主体のまちづくりを推進するためには 市民

市民団体、ボランティア、ＮＰＯなどと行政が対等な立場で協力できる仕

組みをつくる必要があります。

サークル活動やクラブ活動を活発化することにより地域のコミュニティ意●

識を高めるとともに、地域間の交流と連帯を深めることにより市全体の連

帯感や郷土意識を高めることが求められています。

市内に152団体ある町内会・自治会の連合組織として、連合自治会が10団●

体あり、それらの統括組織として市自治連合会が平成10年度(1998年度)に

結成されました。今後も、各地域と行政の連携を深めるため、これらの組

織を支援する必要があります。

地域住民の生活、文化、教養の向上と地域社会の連帯感を醸成する場とし●

て地区住民センターがありますが、各地区の人口増加や市民ニーズの多様

化に伴って年々利用が増えており、また、老朽化も進んでいることから、

計画的な施設の改修が求められています。

大曲地域の新コミュニティセンターの整備においては、地域住民の要望を●

十分組み入れ、多様なコミュニティ活動を醸成する場とすることが求めら

れています。

町内会・自治会の活動の拠点として、市所有の37館と町内会所有の７館の●

住民集会所がありますが、手狭となった施設や老朽化の進んでいる施設に

ついては計画的な整備が必要となっています。

第３章 いきいきとした交流と連携のまち



- 9 0 -

基本的方向■

地域におけるコミュニティ活動を活性化するとともに、市民団体、ボラン●

ティア、ＮＰＯなどと協働してまちづくりを進めます。

世代間の交流と、市民の連携による地域間の交流を促進します。●

地域コミュニティの醸成を図るため、町内会・自治会の育成や連合自治会●

の組織強化等を支援します。

コミュニティ活動の拠点となる地区住民センターは、高齢者、障害者、健●

常者を問わず、利用しやすい施設として、適正な維持管理と運営に努めま

す。また、住民集会所が市民の身近な活動の場として利用しやすい施設と

なるよう、整備を進めます。

人口増加が著しい大曲地域に新たなコミュニティセンターを整備します。●

施策の体系■

コミュニティ 市民活動の促進 ボランティア団体等の支援

世代間の交流

地域間の交流

自治会活動の促進 活動費等の支援

施設の整備 地区住民センターの整備

住民集会所の整備

余裕教室等の活用

第３章 いきいきとした交流と連携のまち
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第３章 いきいきとした交流と連携のまち

主要施策■

１ 市民活動の促進

地域におけるコミュニティ活動を活性化するとともに、市民団体、ボラン●

ティア、ＮＰＯなどの活動を支援します。

世代間の交流を促進する生涯学習活動や地域活動などを実施します。●

３地区の交流を促進するイベントなどを開催します。●

【主な計画事業】

◇コミュニティ活動の育成・支援

◇全市的な祭り・スポーツ行事の開催

２ 自治会活動の促進

町内会・自治会の育成を支援するとともに、自治会活動に対する運営活動●

費の一部を助成します。また、連合自治会等に対しても活動費の一部を助

成します。

各連合自治会等の統括組織である自治連合会の活動を支援するとともに、●

連合自治会への加入や新たな連合自治会の結成を促進します。

【主な計画事業】

◇町内会・連合自治会等に対する活動費の助成
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第３章 いきいきとした交流と連携のまち

３ 施設の整備

老朽化が進んでいる地区住民センターの改修を計画的に進めるとともに、●

、 。著しく手狭になっているセンターについては 施設整備の検討を進めます

地域の声を反映しながら、大曲地域に複合的なコミュニティセンターを整●

備します。

人口増加や利用頻度からみて著しく手狭になっている住民集会所について●

は、計画的に施設整備を進めます。

学校の余裕教室や生涯学習施設を活用して、コミュニティ活動の輪を広げ●

ます。

【主な計画事業】

◇地区住民センター・住民集会所の改修等

◇大曲コミュニティセンターの整備
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第３章・第２節 広域交流

現況と課題■

毎年、イベント交流事業を展開している札幌市厚別区、清田区、江別市と●

の交流はもとより、南空知圏との関わりも深いことから、近年はＪＲ北広

島駅周辺を中心とした人の流れが多く見られます。行政界を越えた市民の

余暇活動や経済活動等にあわせて、まちづくりを含めた広域交流の輪を広

げていく必要があります。

世界の人々が、個人、民族、国家などの主体性を互いに尊重しつつ、経済●

や文化などの交流を通じて、理解しあい、協力しあい、連帯することによ

って共存共栄していくことは、共通の願いです。本市においても、市民に

よる国際交流団体の活用やホームステイの受入れなど、国際交流の気運は

高まっており、国際化がさらに進展する中で、特に地域や民間による国際

交流の推進が求められています。

国際交流が市民の中に広く定着し、活発な活動となるよう、着実な基盤づ●

くりが必要です。また 「きたひろしま人材育成委員会」が事業展開して、

きた「21世紀に向けた人づくり」を基本に、主体的な市民活動を推進して

いく人材育成の展開が必要です。

、 、●本市と東広島市は 昭和55年(1980年)に姉妹都市を締結してから今日まで

祭りやイベントを相互に訪問したり 「こども大使」として小・中学生を、

相互に派遣したり、小・中学校をはじめ市民団体間で姉妹縁組を結ぶなど

様々な交流を行っています。

市民レベルでの姉妹都市交流を活性化するため、平成10年度(1998年度)か●

ら中学生によるスポ－ツ交流事業に取り組んでいます。今後は、スポ－ツ

交流事業の拡大や他の交流事業の実施、民間交流団体の結成などを進める

必要があります。

市民の日常生活は、行政界を越えた広域的な生活圏の中で営まれており、●

行政としても広域的に事務を処理することが求められています。また情報

化時代を迎えて、時間や距離にとらわれない、幅広い交流と連携がますま

す重要な時代に入っています。
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基本的方向■

豊かな地域社会を創出するために、市民と行政がそれぞれの役割を担いな●

がら協働して、様々な分野での広域的な交流・連携活動を進めます。

芸術文化ホール、図書館、エルフィンパークがもつ交流機能とＪＲ北広島●

駅がもつ交通結節機能とを活用して、近隣自治体をはじめ市内外との交流

活動を促進します。

国際化に対応できる人材を育成し、国際交流活動の体制を整備します。●

国際理解を深めるため、ボランティア団体や大学などと連携をとり、市民●

に広く浸透する事業を展開します。

姉妹都市交流を通じて、相互理解と連携意識が広く市民に浸透していくよ●

う、市民レベルでの交流の推進に努めます。

本市と密接な関係にあり、広域行政を展開してきている石狩支庁管内の自●

治体をはじめ、近隣のまちとの市民レベル、行政レベルでの交流と連携を

促進します。
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第３章 いきいきとした交流と連携のまち

施策の体系■

広域交流 広域的な交流の促進 ＪＲ北広島駅周辺での拠点交流

水辺空間や自転車道による交流

近隣自治体との交流

国際交流の促進 人材育成

市民交流の支援

カナダ・サスカツーン市との交流

都市間の交流 東広島市との姉妹都市交流

広域行政の推進 近隣自治体との連携

広域行政組織との連携
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第３章 いきいきとした交流と連携のまち

主要施策■

１ 広域的な交流の促進

ＪＲ北広島駅周辺の芸術文化ホールや図書館、エルフィンパークなどを拠●

点として新たな交流を促進します。

千歳川や輪厚川の水辺空間、札幌北広島自転車道や幹線道路などの広域的●

ネットワークを活用した交流と連携を促進します。

石狩支庁管内の自治体や近隣のまちとの市民レベルでの交流と連携を促進●

します。

【主な計画事業】

◇近隣自治体との共催による芸術文化事業

◇道央馬追サイクルネットワーク構想の推進

◇近隣自治体交流事業

２ 国際交流の促進

「21世紀に向けた人づくり」を基本とし、青少年をはじめ各年代層を海外●

に派遣し、異文化への理解を深めます。

市民が主体的に取り組む国際交流活動を支援します。●

カナダ・サスカツーン市との10か年の交流活動を生かし、友好都市として●

積極的な交流を推進します。

【主な計画事業】

◇国際交流事業を推進する組織の育成・支援

◇カナダ・サスカツーン市との交流事業

◇北広島国際交流協議会の支援
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第３章 いきいきとした交流と連携のまち

３ 都市間の交流

東広島市と本市の郷土祭への相互訪問やこども大使の相互派遣を行うとと●

もに、スポーツ交流事業などの市民レベルでの姉妹都市交流事業を推進し

ます。

【主な計画事業】

◇姉妹都市交流事業 ◇こども大使派遣・受入事業

４ 広域行政の推進

近隣自治体と連携して、共通する課題の解決に取り組みます。●

札幌広域圏組合などの広域行政組織と連携して総合的な行政を進めます。●

【主な計画事業】

◇広域的な廃棄物処理・リサイクルの推進 ◇救急医療体制の充実

◇災害時の広域応援 ◇広域的な公害対策の推進

◇広域道路網の整備促進

◇札幌広域圏組合事業（図書館ネットワーク・地域情報化等）
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第３章・第３節 観光とイベント

現況と課題■

労働時間の短縮や完全週休２日制の実施、祝日３連休化に向けた取組みが●

進められることによる余暇時間の増加や、ゆとりと豊かさを求める志向の

高まりに伴って、観光・レクリエーション活動は活発化し、そのニーズも

多様化しています。

観光は、地域の文化・産業・行政などと多くの関わりを持ちながら、健康●

や福祉の増進、産業経済活動の活性化、地域の振興において、その重要性

がますます高まってきています。

自然環境に恵まれ、交通の利便性が高い本市は、人々が余暇を健康的に過●

ごすためのスポ－ツ・レクリエーション機能、文化的催しや会議などのコ

ンベンション機能、宿泊拠点としての機能などを有しています。

今後の本市の観光は、豊かな自然に抱かれた都市近郊のまちとしての地域●

特性を生かして、夏のゴルフ、冬のスキーなど余暇を健康的に楽しむアウ

トドア、スポーツ、リゾート地域としての可能性を探っていくことが求め

られています。

平成11年度(1999年度)の本市の年間観光入込客数は、道外客９万３千人、●

道内客52万６千人、合計61万９千人であり、ゴルフ客33万６千人、温泉・

ホテル客14万１千人、スキー客10万１千人が、道内外から訪れています。

道央圏の宿泊拠点のひとつとして、市内２か所の宿泊施設に年間６万５千●

人の宿泊客があり、そのうち６千人は台湾や香港、韓国をはじめとするア

ジア諸国からの外国人宿泊客となっています。

今後、より多くの観光客を誘致するため、積極的な宣伝活動やインターネ●

ットなど多彩なメディアを活用した観光情報提供、コンベンション誘致に

努めるとともに、国が指定した国際観光テーマ地区内の自治体のひとつと

、 。して 外国人観光客の受入体制の整備を進めることが必要となっています
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外国人等に対するホームステイなど、温かく観光客を迎えるホスピタリテ●

ィをはじめとする受入環境の充実が求められています。

観光資源の調査や宣伝、観光事業などを実施している市観光協会について●

は、組織の強化と事業の拡大に向けて支援する必要があります。また、全

市的イベントとして市民の間に定着し、ふるさと意識の高揚にも貢献して

いる「ふるさと祭り」と「ふれあい雪祭り」を観光事業として育成し、充

実する必要があります。

基本的方向■

豊かな自然環境を生かし、アウトドア、スポ－ツ、リゾ－ト地域としての●

展開を図ります。

広域的なレクリエーションネットワークの形成に努めます。●

観光情報を発信し、提供する体制を充実します。●

コンベンション誘致活動を積極的に展開します。●

外国人観光客の受入体制を整備し、地域の観光振興を図ります。●

観光協会の組織強化を図り、観光事業を充実します。●
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施策の体系■

観光とイベント 観光の振興 自然を生かした魅力づくり

レクリエーションネットワークの形成

観光ＰＲ

外国人観光客の受入れ

観光協会の支援

イベント・コンベンション コンベンションの誘致
の充実

魅力あるイベントの開催

主要施策■

１ 観光の振興

恵まれた自然の魅力を生かしたアウトドアスポーツなどの参加体験型観光●

をめざす取組みを進めるとともに、地域特性を生かした観光の魅力づくり

を進めます。

札幌北広島自転車道と近隣自治体のサイクリングロードを結ぶ、総合的な●

レクリエーションネットワ－クを形成します。

インターネットなどを活用した市内観光情報の発信やネットワーク化を促●

進するとともに、ＪＲ北広島駅前に観光案内板を設置し、観光宣伝パンフ

レット等を充実します。
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国際観光テーマ地区の宿泊拠点地域に位置づけられたことを受け、外国語●

表記の案内板などを整備するとともに、市内観光施設への外国人観光客の

誘導を促進します。

観光協会への加入を促進し、組織の強化に努めるとともに、支援を行いま●

す。

人の温かさや豊かな自然、歴史などの資源を生かした民間交流を促進しま●

す。

【主な計画事業】

◇観光ＰＲ事業（パンフレットの作成等）

◇観光資源の調査・研究 ◇観光交流事業（観光団の受入れ等）

◇北海道国際観光テーマ地区推進協議会を通じた国際観光の振興

２ イベント・コンベンションの充実

幅広い波及効果を持ち、地域の活性化などに有効なコンベンションの誘致●

や特色あるイベントの創出に取り組みます。

夏の「ふるさと祭り」と冬の「ふれあい雪祭り」を充実します。●

【主な計画事業】

◇コンベンションの誘致 ◇祭りへの支援
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第３章・第４節 平和と人権

現況と課題■

本市は、昭和63年(1988年)４月に平和都市宣言を行い、恒久平和の実現を●

願う市民の意思を表明しました。戦後半世紀が経過した今日、あらためて

平和の尊さを認識し、平和を願いながら、平和意識の高揚を図っていくこ

とが、平和都市宣言に託された市民共通の理念と精神です。

平和都市宣言に基づいて、これまで、広島市の平和祈念式典への「こども●

大使」の派遣や「きたヒロシマ平和展」などを実施してきました。原爆の

惨禍を繰り返さないため、戦争のない平和な世界、平和の尊さ・大切さを

次世代の人々に引き継いでいくことが求められています。

平成８年(1996年)９月の北広島市市制施行を記念し、広島市にある「広島●

平和記念公園」の平和の灯から分火し、平和の尊さと友好の大切さを願う

北広島市のシンボルとして、市民団体が平和の灯公園に平和の灯のモニュ

。 。メントを建立しました 現在も市民団体の手で平和の灯が守られています

今後も「平和の灯」を市民の手で永遠にともし、平和の精神を広めながら

次世代の人々に引き継いでいくことが求められています。

近年は、複雑な社会情勢を反映して、子どものいじめ、セクシャルハラス●

メント、差別など深刻な人権問題が発生しています。だれもが幸福で生き

がいのある生活を送るためには、人権を尊重し、お互いに相手の立場を考

えて、豊かな人間関係をつくっていくことが求められています。

、 、 、●市では 男女共同参画社会づくり推進委員会を設置して アンケート調査

地域フォーラムなどを実施してきました。しかし、性別による固定的な役

割分担意識は依然として残っていることから、男女がそれぞれの能力を発

揮できるための環境整備や意識改革を進める必要があります。
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基本的方向■

平和都市宣言のまちとして、市民一人ひとりが平和の尊さを強く認識し合●

い、平和な社会を育むことが大切です。戦争のない平和な世界、平和の尊

、 。さ・大切さを次世代の人々に引き継ぐため 平和都市づくりを推進します

自由に生きる権利、平等の権利、人間らしく生きる権利などの基本的人権●

を尊重する意識を深めていくために、人権擁護委員と連携して、人権侵害

などが起きないよう人権を擁護していきます。

男女共同参画プランに基づき、男女が社会の対等な構成員として、あらゆ●

る分野にともに参画する男女共同参画社会の実現をめざします。

施策の体系■

平和と人権 平和都市づくり 平和意識の普及啓発

こども大使の派遣

市民団体との連携

人権の擁護 人権教育の推進

人権擁護委員との連携

男女共同参画社会づくり 女性の社会参加の推進

環境づくり
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主要施策■

１ 平和都市づくり

平和都市宣言の精神を尊重し、北海道ノーモア・ヒバクシャ会館見学会や●

平和セミナーなどの普及啓発事業を実施します。

平和の尊さを体験するよう、小学生・中学生を「こども大使」として広島●

県へ派遣します。

平和意識の醸成を図るため 「平和の灯を守る市民の会」など市民団体と● 、

の連携を強化し、平和関連事業を充実します。

【主な計画事業】

◇平和講演会等の開催 ◇きたヒロシマ平和展

２ 人権の擁護

福祉団体などと連携し、人権教育の推進を図ります。また、人権啓発活動●

に積極的に取り組みます。

人権擁護委員と連携し、人権相談など市民の悩みごとなどの解決、被害者●

救済の方策を講じていきます。

【主な計画事業】

◇人権教育の推進 ◇人権尊重思想の普及啓発

◇人権相談の実施 ◇地域福祉権利擁護事業の促進
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３ 男女共同参画社会づくり

女性団体の活動への支援をはじめ、各種審議会委員、職場での女性登用の●

推進などにより、地域社会における女性の参加を促進します。

保育サービスの充実、男女共同参画に関する学習機会の提供などにより、●

女性が社会参加しやすい環境の整備を進めます。

【主な計画事業】

◇男女共同参画プランの推進 ◇男女共同参画フォーラムの開催
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第３章・第５節 開かれた市政

現況と課題■

地方分権の時代では、市民、企業、行政がそれぞれの役割を担いながら連●

携・協働してまちづくりを進めなければなりません。市は、まちづくりの

主役である市民の意向に沿って、自らの責任と選択により、個性的なまち

づくりを進める必要があります。このため、社会の変化や市民ニーズに対

応した行政改革に積極的に取り組み、自己変革することが求められていま

す。

平成11年(1999年)10月から情報公開制度がスタートし、公文書や会議など●

を公開しています。市民と行政がパートナーシップによるまちづくりを進

めるためには，行政情報の共有が不可欠であることから、さらに積極的な

情報の提供が求められています。そのためには、文書管理システムの整備

や個人情報の保護に努める必要があります。

「市民の声」や「市政モニター」などの広聴制度を通じて、地域住民の意●

見や提言などを受けています。また、市政懇談会では、行政側が直接地域

へ出向いて、意見や要望などを聴いています。これらの市民ニーズに柔軟

かつ的確に対応し、市政の改善と向上を進める必要があります。

市政の現況や制度等を分かりやすく市民に伝えるため、各種の情報手段を●

活用した広報機能の充実が求められています。

高齢化や市民ニーズの多様化による財政需要の増加や、税収が伸び悩む中●

での景気対策のための市債の増発など、近年は厳しい財政環境にあります

、 、 、 、が 今後も 健全な財政を維持しながら 限られた財源を有効に活用して

重点的かつ効率的に配分することが求められています。

市民の行政参加を促進し、利便性を向上するためには、行政情報の提供や●

事務手続き等の迅速化を図る行政の情報化をいっそう推進するとともに、

行政事務を効率化する総合的な情報システムの構築が求められています。

現在の市役所庁舎は、老朽化が進み、執務スペースが狭く、分散している●

、 。ことなどから 新庁舎の建設に向けた総合的な検討が必要となっています
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基本的方向■

新しい地方自治の時代を自ら切り拓き、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾●

力的に対応できる、自立した自治体となるため、いっそうの行財政改革を

進め、地方分権時代にふさわしい体質の強化を図ります。

多様化し、高度化する市民ニーズに速やかに対応できるよう、総合的で横●

断的な行政運営を行うとともに、行政施設の整備充実を図り、市民サービ

スの向上に努めます。

行政への市民参加を促進するため、個人のプライバシー保護に配慮して、●

公文書や会議の公開など情報公開制度を充実します。

市政資料の公開、多様な情報媒体を利用した広報などにより、市民との行●

政情報の共有化を進めます。

地方分権時代の中で、市民と行政が信頼と協働によるまちづくりを進める●

ため、各種の広聴制度をさらに充実するとともに、新たな媒体を活用した

広聴活動を展開し、多様化する市民ニーズの的確な把握に努めます。

広聴と広報との連携強化を図り、市民の意見、要望等を市政に的確に反映●

させます。

増大する財政需要に的確に対応するため、安定的な財源を確保し、行政と●

民間の役割分担やサービス水準と負担のあり方やなどに配慮しながら、適

切な事業選択や限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めます。

市の行政事務の効率化を図るため、行政情報化推進基本計画に基づき、組●

織が横断的に情報を活用できる全庁的ネットワークによる総合行政情報シ

ステムを構築します。
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施策の体系■

開かれた市政 市民との協働 政策形成への参画

市民サービスの向上 総合的な行政推進

市役所新庁舎の整備

情報の共有 積極的な情報提供

情報公開

広聴広報活動

行財政運営 自立した自治体

職員能力の開発

効率的な行政運営

健全な財政運営

行政評価システムの導入

行政の情報化



- 109 -

第３章 いきいきとした交流と連携のまち

主要施策■

１ 市民との協働

ワークショップ方式の導入や審議会委員の公募など、市民が政策形成に参●

画できる機会を拡充し、参加しやすいシステムを構築します。

【主な計画事業】

◇ワークショップ方式の導入 ◇審議会委員等の公募

２ 市民サービスの向上

市役所各部局間の調整機能の向上などにより、総合的で横断的な行政を推●

進するとともに、市民に身近な窓口サービス体制を充実します。

市民に親しまれ、利用しやすい市役所庁舎をめざして、景観や環境にも配●

慮しながら、新庁舎の整備に取り組みます。

【主な計画事業】

◇総合行政の推進 ◇市民サービス窓口の充実

◇新庁舎整備計画の推進

３ 情報の共有

市民と行政が情報を共有することにより、市民参加を促進します。●

行政情報を、市民に分かりやすく的確に伝えるため、広報紙、パンフレッ●

ト、新聞、テレビ、マルチメディアなどを効果的に利用します。

インターネットの双方向性などを活用した、迅速な広聴広報活動を実施し●

ます。

市民の意見・要望がどのように市政に反映されているかなどの情報提供に●

努めます。
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情報公開条例に基づく公文書や会議などの公開を拡充するとともに、市政●

資料公開窓口を充実するなど、多様な手段で市民に積極的に行政情報を提

供します。

個人に関する情報の適正な取扱いなどを定める個人情報保護条例を制定し●

ます。

【主な計画事業】

◇「市民の声」事業 ◇市政モニター

◇市政懇談会 ◇市ホームページの充実

◇情報公開制度の充実 ◇個人情報保護条例の制定

４ 行財政運営

、 、●時代の変化に伴い多様化 複雑化する行政課題に適切に対応していくため

簡素で効率的な行政組織や機動的な体制づくりを進めます。

時代の変化や多様な行政課題に対応できる人材を積極的に育成するため、●

その指針となる人材育成基本方針を策定し、海外実務研修を含めた多様な

研修等により、市職員の能力開発を推進します。

事務事業の見直し、情報化、民間委託などを進め、市職員の定員の適正化●

に努めます。

自主財源の安定的な確保に結びつく税基盤の強化や受益者負担の適正化な●

どに努めながら、健全な財政運営を推進します。

、 、●行政評価システムを導入し 適切な事業選択と財源の重点配分などを行い

効果的な行財政運営を進めます。

公共施設等の整備にあたっては、ＰＦＩの導入など、民間の資金、経営能●

力、技術能力の活用も考慮して進めます。

庁内ＬＡＮの整備などにより、市役所の全庁的な共同作業環境をつくると●

ともに、庁内ＬＡＮを活用した財務会計システムや地図情報システムなど

を構築し、迅速で的確な行政事務を推進します。



- 111 -

第３章 いきいきとした交流と連携のまち

行政事務の効率化を図るため、戸籍事務の電子情報処理を検討し、戸籍簿●

や除籍簿を磁気ディスクに変換するなどの電算化を進めます。

【主な計画事業】

◇行政評価システムの導入 ◇行財政改革の推進

◇庁内ＬＡＮ整備事業 ◇財務会計システムの導入

◇戸籍総合事務電算システムの導入


	第３章　いきいきとした交流と連携のまち
	第１節　コミュニティ
	第２節　広域交流
	第３節　観光とイベント
	第４節　平和と人権
	第５節　開かれた市政


