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Ⅰ はじめに 

 

平成１９年第１回定例会の開会にあたり、市政執行方針を申し上げます。 

 

 市政を担当して約２年、私はこの間市民の皆様の暮らしを守り、まちの将来のあるべき姿を常に考

えながら、市民と行政がともに知恵を出し合い、地域の特色を活かした個性あるまちづくりを目指し

行財政運営を行ってまいりました。 

 おりしも、国・地方ともに厳しい財政状況から、行財政構造改革を着実に進めなければならない時

期であり、多様化する市民ニーズのすべてに応えることは困難でありましたが、安全・安心の確保や

少子化対策など、取り組むべき課題を選択し、まちづくりを進めることができたものと考えておりま

す。 

 市政の推進にあたりましては、市民の皆様と共に歩むことを基本とし、可能な限り市民の皆様の声

を聴き、対話を行ってまいりました。また、各種審議会などの内容や様々な行政情報をわかりやすく

開示するよう努めてきたところでもあります。 

 このようなことが徐々にではありますが、行政と市民の皆様との距離を近づけていると実感してい

るところであります。 

 

 これまでも幾度か私なりにまちづくりの方向性を明らかにしてまいりましたが、任期の折返しを迎

えようとしている今、改めてまちづくりへの考えを申し上げたいと思います。 

 

 戦後の日本を支え、驚異的な復興を遂げるに至った経済、社会保障、自治、教育などの社会制度の

多くは、今日の社会状況では変革を余儀なくされ、この背景にあった急激な経済成長はすでに過去の

ものとなっております。また、予想もし得なかった人口減少時代に向かい、本市のような人口増加が

続いている都市にあっても、少子高齢化への対応は緊急の課題となっております。このほか、地球環

境問題や進化を続ける高度情報化社会への対応などがあります。 

 これらの変化は、地方自治体が担う保健、福祉、教育、雇用などと密接に関連していることから、

適切な対応が求められているところであります。 
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 国全体では「いざなぎ景気」を上回る長期の景気拡大と伝えられておりますが、北海道においては

それを実感できない状況であり、自治体の破綻も生じております。景気回復の牽引役である本市を含

む道央圏にあっても依然として厳しい現実でありますが、夢の持てる北広島市を未来の子ども達へと

引き継いでいかなければなりません。 

 このため、特に次の三つを重点にまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 

 まず始めに、少子高齢社会への取組みであります。市民一人ひとりが生きがいを持ち、健康に暮ら

していくことが重要であります。 

 お年寄りを地域で支える取り組みや安心して子育てができる環境の整備など、今までまちの発展を

支えてきた方々や将来のまちを託す子ども達への施策の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 

 二つ目に、活力と魅力あふれるまちづくりであります。本市のおかれている恵まれた地理的条件な

どを活かし、工業団地開発、区画整理事業などを進め、雇用や自主財源の確保を図り、まちに賑わい

と活力を与えるとともに、緑豊かな住環境を守り、魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 

 三つ目に、市民が参加するまちづくりであります。多くの市民の皆様がまちづくりに参加すること

により、新たな発想が生まれ、地域の活性化と郷土意識の醸成につながってくるものと考えておりま

す。また、市民の皆様と行政が信頼し合えるパートナーとして、協働でまちづくりを進めるための制

度の充実が必要であるとともに、職員自身がまちづくりに強い思いを持ち、市民の皆様と語り合い、

課題や目標を共有しまちづくりに取り組んでいかなければならないものと考えております。 
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Ⅱ 予算案の概要 

 

平成１９年度の各会計予算案について申し上げます。 

平成１９年度は、第２次実施計画の最終年度であり、計画の仕上げに向けて予算編成を行ってまいり

ました。 

一般会計の歳入につきましては、税制改正と税源移譲が本格実施されることにより、個人市民税約

６億円の増収を見込んでおります。 

しかし、地方交付税につきましては、算定制度の変更及び総額の減少、また所得譲与税や減税補てん

債の廃止、地方特例交付金の段階的な縮小などにより、税収の伸びを上回る約８億円の減収が見込ま

れる状況にあります。また、市債につきましては、発行を極力抑制したところであります。 

歳出につきましては、少子高齢化による扶助費等の増嵩や後期高齢者医療制度改革に伴う新たな経

費も生じているところであります。このため管理的経費・政策的経費の３％削減を実施いたしました

が、平成１９年度においても基金の取崩しを行い収支の均衡を図ったところであります。一般会計の

総額は、１６９億９，６５５万３千円で前年度当初予算と比較し２．２％の減となりました。 

また、特別会計、企業会計とも一般会計と同様に管理的経費の削減等を実施し、特別会計全体では、

１６２億５，５０４万１千円で前年度当初予算と比較し１．４％の増となりました。 

水道事業会計の総額は１６億３，７８０万１千円で前年度当初予算と比較し６．９％の減となりま

した。 

全会計の総額では３４８億８，９３９万５千円で前年度当初予算と比較し０．８％の減であります。 
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Ⅲ 主要施策の推進 

 

次に、平成１９年度の市政を執行するにあたって、主な施策の推進について申し上げます。 

 

１ 安全で安心できるまち 

  

はじめに、「安全で安心できるまち」についてであります。 

 安全で安心して暮らせる社会の実現は、市民のだれもが願っているところであります。身近な日常

生活における犯罪の防止や自然災害への対応など、市民の皆様が安心して心豊かに暮らせるよう、人

と人とのきずなを大切にし、支え助け合うことのできる地域社会を築く仕組みづくりを進めてまいり

ます。 

 

市民の健康づくりにつきましては、市民の皆様の主体的な参画を求めながら、「健康きたひろ２１」

に基づき「栄養・食生活」、「運動・身体活動」などの各領域と「乳幼児期」、「高齢期」などライフス

テージに対応した取組みを進めてまいります。 

平成１９年度は、新たに妊婦や乳幼児の健康を守るため、マタニティマークの配布や胆道閉鎖症ス

クリーニングの実施、また多くの市民の皆様が利用する公共施設に、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)を

計画的に設置してまいります。 

 

地域福祉の推進につきましては、北広島市社会福祉協議会と連携して「地域福祉計画」、「地域福祉

実践計画」に取り組むとともに、保健福祉施策懇談会を通して関係機関・団体等との連携や計画の進

行管理に努めてまいります。 

 

児童の福祉及び子育て支援につきましては、「次世代育成支援対策推進行動計画」に基づき、地域

で育児を支援するファミリーサポートセンター事業、父子手帳の交付などを新たに実施してまいりま

す。 

「子どもの権利条例」につきましては、条例検討委員会において、平成１９年度中の策定に向け引き
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続き検討を行ってまいります。 

 大曲保育園につきましては、平成２０年度からの民営化実施に向け準備を進めてまいります。 

 西の里保育園につきましては、新たに延長保育を実施してまいります。また、平成２０年度に園舎

の改築を予定していることから、市が貸与している用地の拡張を図るなど支援を行ってまいります。 

 学童クラブにつきましては、費用負担のあり方を引き続き検討するとともに、保護者のニーズへの

対応や児童の安全確保を図るため開所時間の延長を行います。 

児童手当につきましては、国の制度改正により３歳未満の乳幼児に対し額の引き上げを行い、子育

てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 

障がい者福祉につきましては、障害者自立支援法に基づく各種サービスの利用促進に努めるととも

に、現在 策定中の「北広島市障がい福祉計画」の着実な実施に取り組んでまいります。 

また、障がい者の地域での生活を支援するため、福祉ホームを運営する社会福祉法人等に助成して

まいります。 

 

平成１９年度の北海道障害者スポーツ大会は、石狩管内７市町村を会場に開催され、本市において

もフットベースボール競技を開催いたします。大会参加者と市民の皆様が、スポーツを通して交流の

輪が広がり、選手達の心に残る大会となるよう進めてまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、「高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画」の推進に努めると

ともに、市独自の新たな特別給付事業を実施し、介護予防・訪問介護支援などを拡充してまいります。 

また、包括的な地域支援事業を担う高齢者支援センターを１か所増設するほか、地域密着型サービ

スの拠点となる小規模多機能型居宅介護施設を平成１９年度中の整備に向け準備を進めてまいりま

す。 

 

平成２０年度に７５歳以上の後期高齢者を対象とした新たな高齢者医療制度が創設されます。この

事務処理を円滑に実施するため、すべての市町村が加入する都道府県単位の広域連合が平成１９年度

に設置されることとなり、本市においても高齢者の適切な医療の確保に努めてまいります。 
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消費生活につきましては、サービスの多様化、情報化の進展とともに、架空請求による不安や商品

購入契約解除の対処など相談が多く寄せられており、被害の防止、救済のため引き続き消費生活相談

を実施してまいります。また、消費者基本法に基づき消費者の自立を支援するとともに消費者保護に

関する情報の提供に努めてまいります。 

 

総合的な防災体制の充実につきましては、地震による生命、財産の被害を未然に防ぐため、耐震診

断及び改修の目標設定や促進を図る施策などを明らかにする、「北広島市耐震改修促進計画」を策定

し市民の皆様への耐震化の啓発と意識向上を図ってまいります。 

 

「自分達のまちは自分達で守ろう」という地域住民の連帯意識に基づく自主防災組織の育成と活動

支援を行うとともに、防災センターを災害対策活動の拠点として活用し、町内会や関係機関との総合

防災訓練等を実施してまいります。 

 また、北海道開発局と本市を結ぶ防災情報システムを導入し、各機関が持つ地域の防災情報を共有

し防災体制の強化を図ってまいります。 

 

治水の推進につきましては、千歳川の新たな治水対策となる「千歳川流域治水対策整備計画」が昨

年策定されました。これに基づき北海道開発局では、堤防や遊水地群の整備に向けた現地調査等を進

めており、今後も流域の自治体と連携し事業の早期着手が図られるよう関係機関に要請してまいりま

す。 

 

消防・救急活動の強化につきましては、平成２０年５月までに設置を義務付けられている住宅用火

災警報器の相談窓口の設置やパンフレットの配布などにより、市民の皆様へ周知・普及を図り防火対

策を推進します。また市営住宅につきましても火災警報器の設置を行ってまいります。 

災害や火災現場での救出活動などに必要な、資機材の充実・強化を図るとともに、市民の皆様への

救命講習や救急隊員の研修を進め、救急救命体制の充実・強化を図ってまいります。 
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２ 環境と共生する快適なまち 

 

次に「環境と共生する快適なまち」についてであります。 

豊かな森林や市街地のゆとりある緑地は貴重な財産であります。この自然を保護し次世代に引き継

いでいくため、市民の皆様と協力して環境保全や公害防止などの施策を推進してまいります。 

 

自然・緑の保全と育成につきましては、美しい街並みの創出に向け、花のまちコンクール、花いっ

ぱい運動、オープンガーデン見学会などを引き続き実施してまいります。また、市民団体による「花

マップ」の作成を支援してまいります。 

 

公園整備につきましては、美咲き野１丁目の街区公園を地域の皆様に親しまれる公園として整備し

てまいります。 

 

仁別・三島地区の山林約５６６ヘクタールにつきましては、平成１８年度に国の水源涵養保安林の

指定を受けるとともに、北海道が治山事業に着手したところであり、引き続き整備を行われることと

なっております。 

富ケ岡地区の山林約１３ヘクタールにつきましては、緑の活動拠点として、市民の緑化意識の高揚

と環境学習の推進を図るため、市民植樹祭、体験学習、団体活動の場として活用を図るとともに、市

民やボランティア団体との協働により、市民の憩いの場としての森づくりに取り組んでまいります。 

 

温暖化対策につきましては、北広島市地域省エネルギービジョン 

の目標達成に向け、事業者・各種団体・行政からなる省エネルギー推進協議会を中心として省エネル

ギー活動の普及や情報の提供などを行ってまいります。 

 

廃棄物とリサイクルにつきましては、広域による廃棄物処理施設整備が延期になったことから、処

理のあり方をクリーン北広島推進審議会で議論をいただき、生ごみはバイオガス化により処理をする

ことといたしました。このことから平成２３年度の処理施設供用開始に向け基本設計･環境影響調査
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等に着手してまいります。 

また最終処分場延命化に向けて家庭ごみの減量化・分別排出の徹底を進めてまいります。また、民

間処理が可能な産業廃棄物につきましては、受け入れ規制を実施してまいりたいと考えております。 

ごみ有料化のあり方につきましては、審議会からの答申を基に市民の皆様と意見交換しながら検討

を行ってまいります。 

 

３ いきいきとした交流と連携のまち 

 

次に「いきいきとした交流と連携のまち」についてであります。 

国や北海道が積極的に構造改革を進めている中で、地方分権の推進と自律的な地域経営が求められ

ております。このため、市民と行政の役割分担を明確にし、信頼と協働によるまちづくりを進めてい

かなければならないと考えております。 

 

 市民との協働と市民活動の促進についてでありますが、これからの地方自治を考えるとき、市民が

広くまちづくりに参画することが重要であります。市民参加条例につきましては、平成１９年度中の

策定に向け、引き続き市民の皆様と共に検討を進めてまいります。 

 また、協働によるまちづくりの具体化を図るために、公益活動団体の活性化や活動の場の確保を促

進する｢協働の指針｣を平成１９年度中に策定してまいります。 

 

地域の課題を地域住民が主体的にビジネスとして解決することも必要であります。市民や関係団体

によるコミニティビジネスの創業希望に対応するため、アドバイザーによる相談体制の整備を行って

まいります。 

 

資金の使いみちを明らかにし公募する住民参加型市場公募債(ミニ市場公募債)を平成１９年度か

ら発行いたします。これにより、まちづくりへの市民意識が更に高まるとともに、将来的な資金調達

手法の多様化も図られるものと考えております。 
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市民の皆様と共にまちづくりを進めるため、広報きたひろしまやホームページなどにより、市政情

報や施策をわかりやすく伝達するとともに、市民意向をきめ細かに把握し、できる限り施策への反映

を図るため、市政懇談会、出前トーク、出前講座などを引き続き実施してまいります。 

 

自治会活動の促進につきましては、市街地が分散している本市において、それぞれの地域における

特色ある市民活動の支援や身近な課題に対応する「地域まちづくり事業」を引き続き実施してまいり

ます。 

また、西の里会館につきましては、エレベーターの設置や段差の解消、室内の改修など、高齢者や

障がい者が利用しやすい施設となるよう整備してまいります。 

 

観光の振興につきましては、ゴルフ場、温泉、旧島松駅逓所、クラーク記念碑、エルフィンロード

や市内で行われるイベントなど観光情報を関係機関と連携しながら市内外へ発信してまいります。 

 

男女平等参画社会の推進につきましては、平成１３年度に策定した｢きたひろしま男女平等参画プ

ラン｣に基づき施策を実施しているところでありますが、法改正や社会背景の変化に対応するため、

男女平等参画懇話会を設置してプランの見直しを図り、新たな課題等への対応を図ってまいりたいと

考えております。 

 

行政情報化の推進につきましては、行政手続きのオンライン化に向け、２月から運用を開始した電

子申請サービスの拡大や、住民記録情報システムなど各情報システムの効果的な運用・管理を進めて

まいります。 

 

行財政改革の推進につきましては、市民や学識経験者等による外部評価委員会を設置し、事務事業

の評価や補助金の審査などを担っていただき、評価等の客観性を高めてまいります。 

また、図書館業務の民間委託、未利用市有地の処分、市の印刷物やホームページへの広告の掲載、

各種団体に対する補助金の見直し、予算編成過程の公開などを実施するほか、公共施設の有料化や各

種手数料の見直しを検討するなど、行財政構造改革の実行計画を推進し健全な行財政運営に努めてま
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いります。 

 

平成１９年度で、第２次実施計画が終了することから、平成２０年度から平成２２年度までを計画

期間とする第３次実施計画を策定してまいります。この実施計画は、現総合計画の最後の計画であり、

その仕上げに向けて基本目標や重点プランに基づき、各施策の推進を図りたいと考えております。 

 

市役所庁舎など大型建設事業の計画につきましては、厳しい財政状況を踏まえ検討を進めていると

ころであり、第３次実施計画の中で方向性を示してまいりたいと考えております。 

 

４ 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち 

 

次に「豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち」についてであります。 

家庭、学校、地域また市民団体や関係機関などとの連携のもと、地域社会の活動を推進するととも

に、学校や社会教育施設の整備を進めるなど、子ども達の豊かな心を育み、市民の豊かな感性と創造

力を高める総合的な生涯学習の推進に努めてまいります。 

 

幼児教育につきましては、２歳児からの幼稚園就園の支援や小学校への入学を円滑に進めるため、

幼稚園と小学校との連携、交流を促進するなど関係機関と共に幼児教育の振興を図ってまいります。 

 

学校教育につきましては、西の里小学校の地震補強工事と合わせ大規模改造を平成１８年度の繰越

事業として着手し早期完成を目指します。また北の台小学校の地震補強の実施設計に着手するほか、

各小中学校の施設改修など学校環境整備を計画的に進めます。 

 

北広島団地内小学校について通学区域審議会から教育委員会に対し小学校の統合に関する答申が

行われたことにより、統合後の校舎や用地の跡利用につきましては、教育委員会での正式決定後、本

格的な検討に着手していかなければならないものと考えております。 
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生涯学習の推進につきましては、これまで市民の皆様が培われた知識や技術、人間関係などを幅広

くその地域のまちづくりに生かしていただくため、生涯学習振興会の設立を推進してまいります。 

子どもの健全育成につきましては、これからも地域の皆様と共に子ども達を見守る活動などを推進

してまいります。 

また、子ども達が心身ともに逞しく育つことを期待し、平成１８年度から事業に着手しました「北

広島少年スポーツアカデミー」を充実するよう努めてまいります。 

 

西部住民プールにつきましては、移転改築のための準備を進めてまいります。 

 

５ 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち 

  

次に「高い都市機能をもち、活力にあふれるまち」についてであります。 

少子高齢社会の進展や人口減少社会の到来など、本市を取り巻く環境も変化している中で、自然と

調和し地域の特性に配慮した市街地整備や都市機能の向上を推進してまいります。 

 

都市計画審議会の中に、都市計画や商業、福祉、文化、教育などの関係者による専門部会を設置し、

少子高齢化が著しく進む北広島団地などの、地域のまちづくりについて調査研究を行ってまいります。 

 

地域再生の認定を受けて民間事業者が検討を進めている輪厚パーキングエリア複合プロジェクト

につきましては、引き続き国や北海道など関係機関と課題の整理を行ってまいります。 

 

組合施行による「大曲幸土地区画整理事業」を引き続き推進し、商業業務地区の整備や地区住民の

生活環境の向上を図り、地域の活性化に努めてまいります。 

また、市内外からの来訪者の利便性を高め、わかりやすいまちづくりを進めるため、共栄工業団地

地区において町名・町界の整備を行ってまいります。 
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市営住宅西の里団地の建替えにつきましては、高齢者、障がい者等に配慮した良好な居住環境を提

供するため、全体計画６２戸の内、今年度は鉄筋コンクリート造３階建て１棟１５戸の新築工事を実

施いたします。また居住者の安全を確保するため、新たな団地内への道路整備も併せて実施いたしま

す｡ 

 

市道の整備につきましては、西裏線、共栄南１号線の道路改良や生活道路の整備、大曲団地２号線

の歩道造成、栄陸橋の改修を進めるほか、新たに都市計画道路大曲幸通の整備に向けた調査設計と輪

厚中の沢線の交通安全施設等整備のための現況調査を行ってまいります。 

 

また、道道の整備につきましては、道道栗山北広島線の４車線拡幅工事は、平成１９年度中に市内

の計画区間すべてが完成の予定となっております｡ 

羊ケ丘通（道道仁別大曲線）は、市道大曲工場４号線から国道３６号までの事業区間について、引

き続き整備工事が進められる予定となっております。 

札幌恵庭自転車道の整備につきましては、延伸ルートをはじめ事業計画等が速やかに推進されるよ

う要望をしてまいります。 

 

公共交通の充実につきましては、高齢者の足の確保や地域交通システムなどを検討する委員会を設

け、本市にあった地域交通のあり方を市民の皆様と共に考えてまいります。 

 

また、冬期間の交通確保や快適な生活環境づくりを進めるため、自治会などが行う市道の排雪事業

に対し支援をしておりますが、新たに小型除雪機の貸出しを行い、市民の皆様の利便性を高めてまい

りたいと考えております。 

 

上水道事業につきましては、より一層の経営の効率化に努めるとともに、良質な水道水の安定供給

に向けた施設整備や老朽管の更新を進めてまいります。また、輪厚地区の水道の安定供給に向けて整

備を進めてまいりました輪厚配水池の供用を開始いたします。 
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下水道事業につきましては、下水処理センター施設の機能増強や改修、未整備地区の管渠整備を進

めるとともに、新たに市街化区域に編入された西の里出張所周辺地区の下水道工事に着手いたします。 

 

６ 力強い産業活動が展開されるまち 

  

次に「力強い産業活動が展開されるまち」についてであります。 

農業や商工業への支援、活性化策の充実を図るとともに、まちの地理的優位性を活かした企業誘致

を積極的に進め活力ある産業の振興を図ってまいります。 

 

農業の振興につきましては、担い手育成事業や農地の利用調整事業を推進するとともに、農地の保

全や本市の地域特性を活かした都市型農業の展開を図ってまいります。 

また、農村地域の環境保全や生産基盤の整備など生産者・地域自治会等幅広い市民の共同で行う「農

地・水・環境保全向上対策」を推進するとともに、水田の安定した用水供給を確保するため、老朽化

した広島揚水機地区の用水路の改修事業を、恵庭土地改良区から受託し調査設計などに着手いたしま

す。 

  

また、消費者が求める安全で良質な農産物の生産や線虫対抗緑肥作物の導入への助成を引き続き実

施するとともに、鹿による農作物被害の軽減を図るため、耕地侵入防止実験装置の導入を支援してま

いります。 

 畜産農家の安定経営のため、預託放牧や家畜防疫を支援するとともに、酪農ヘルパー事業を拡充し、

労働時間の軽減を図ってまいります。 

 

農業に対する理解と食の大切さを再認識するため、生産者との交流、種まきや収穫、調理実習など

を通じて食農教育に取り組むとともに市民ニーズに応えるため、｢市民農園｣や｢観光農園｣を支援して

まいります。また、市民農園を利用して実施していた「市民農業講座」を「野菜づくり講座」として

市民の方々が気軽に参加できる新たな内容で実施してまいります。 
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工業の振興につきましては、新たな工業団地の開発のため、北広島市土地開発公社において、基礎

調査に取り組むことといたします。また、雇用の拡大により活力のある地域社会を促進するため、本

市への立地希望企業の誘致活動を進めてまいります。 

本市経済の将来ビジョンや戦略のあり方を検討するため「北広島市経済戦略会議」を開催しており

ますが、これまでに、市内の企業経営者や団体代表者の方々と本市の産業の現状についての意見交換

を終え、平成１９年度は課題の整理と本市経済の将来ビジョンや振興方策について議論を深め、経済

活性化の方向性を見出してまいりたいと考えております。 

 

北広島クラスター構想につきましては、市民及び市内企業があたためている新たな製品やサービス

のアイディアなどの意向調査に続けて、クラスター事業の素材の発掘と事業化の可能性について調査

を行ってまいります。 

 

 また、利用が高い中小企業特別融資制度につきましては、商工会と連携し中小企業の育成や経営安

定を図るため継続してまいります。 

 

 雇用対策につきましては、平成１８年８月に開設しましたジョブガイド北広島は、1 月までに延べ

３，６２７人の来所者があり１３０人の就職が決定しております。 

地元での職業相談や雇用保険相談など充分な効果が得られているものと考えており、今後も国と連

携して運営を行ってまいります。 

 

 今後の団塊世代の大量退職期にあって、健康で充実した高齢期を過ごし、これまで培ってきた知識

や技術を地域社会で貢献することができるよう、引き続きシルバー人材センターに対し支援を行って

まいります。 
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Ⅳ むすび 

 

 以上、平成１９年度の主な施策と行財政運営について、ご説明申し上げました。 

 

 現在のような不透明な時代であればあるほど、「真に市民が求めているものは何か」、「未来に繋げ

ていくものは何か」を十分見定め、施策を選択していくことが求められているものと考えております。 

 施策の推進にあたりましては、多くの課題もあり、これらを解決していくためには情報の収集と既

成概念にとらわれない新たな発想が必要であります。 

 多くの市民の皆様方の参加と、先人の方々から受け継がれてきた知恵を結集することにより都市と

しての魅力を高め、住み良く・住み続けたいまちとして、成長させてまいりたいと決意を新たにして

いるところであります。 

 終わりになりますが、市議会議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上

げます。 


