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平成 15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。 

  

わたしたちは、『青年よ大志をいだけ』のこころを受けつぐ北広島市の市民で

す。わたしたちのまちは､広島県人らによって築かれ､北海道の寒地稲作をうみ

だした、誇りある伝統をもつまちです。と市民憲章の前章に高らかに謳われて

います。 

  

今年は､中山久蔵翁が北の大地で稲作に成功してから 130周年、広島県からの

団体移住者が輪厚川沿いに居を構えてから 120 年目にあたる節目の年でありま

す。 

  

近年､わが国の経済は､一段とデフレーションの傾向を強め､日本全体の社会

経済が縮小していくなか、国と地方を通じた危機的な財政状況への対応が喫緊

の課題となってまいりました。 

  

私は、このような時代だからこそ､歴史に学び､地方自治の原点に立ち返って、

市民と行政が協働して自治のあり方を論じなければならないと考えております。 

  

規制緩和や地方分権､福祉政策をはじめとする様々な制度改革など地方自治

を取りまく潮流はつぎつぎと変容し、地域経営や財政運営の真価が問われる時

代となりました。 

  

地域が直面する課題に対する解決策や発展のモデルを他に求めることはでき

ません。地域の課題については市民と行政がともに汗を流して、独自性を発揮

して対応していかなければならないものと考えております。 

  

今は、社会経済に閉塞感が漂う状況にありますが､私は地域の潜在力を信じ､

さらに市民や議員の皆さんとの議論を深め､連帯感を共有しながら、北広島市の

明るい将来を見据えて、ひるむことなく全力を傾けてまちづくりを進めてまい

ります。 

  

 

次に､平成 15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。 
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はじめに、「安全で安心できるまち」についてであります。 

 安全なまちで、子ども、高齢者、障害者などすべての市民が地域社会と関わ

りながら、健やかに安心して暮らすことができるよう、生活者の視点で求めら

れるニーズに対応して、行政サービスの多様化と充実を図ってまいりたいと考

えております。 

  

健康づくりの推進につきましては、疾病の早期発見や治療にとどまらず、積

極的に健康増進を図ることにより疾病を未然に防止して、健康寿命の延長や生

活の質の向上を実現することが大切であります。 

  

このため、健康きたひろ 21に基づいて、市民一人ひとりが主体的に取り組む

健康づくりを進めてまいります。 また、市民がともに楽しみながら健康増進

を図る機会となっている元気だすカーニバルについては、10 回目の節目を迎え

ることから、記念事業として北海道医師会などの協力のもと、「第 19 回北海道

健康まつり」を本市で開催し、市民の健康づくりに対する意識の啓発や理解を

深めてまいります。 

  

子どもから高齢者まで障害の有無にかかわらず、地域に住む人々がともに支

えあい、いきいきと自立した生活が営めるよう、これからの総合的な地域福祉

のあり方について、（仮称）地域福祉計画策定懇談会を設置するなど、広く生活

者の視点からの意見を反映するとともに、関連する行政計画との整合性を図り

ながら、地域福祉計画の策定に取り組んでまいります。 

  

子育て支援につきましては、尐子化、核家族化など、家庭や子どもを取りま

く環境変化に対応し、安心して生み育てられるよう引き続き各種の子育て支援

策の推進に取り組んでまいります。 

  

また、新たにすみれ保育園において一時保育サービスを実施し、保護者の病

気や事故、短期間の就労などに際しての対応や育児負担の軽減を図ってまいり

ます。 

  

障害者福祉につきましては、新年度から障害者に対する福祉サービスが、措

置制度から障害者自身が自由に必要なサービスを選択し、利用する支援費制度

に変わるため、サービスの利用に関する相談や事業者に関する情報の提供など

支援体制の整備を図り、円滑な制度運営を進めてまいります。 
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高齢者福祉及び介護保険事業につきましては、事前調査やこれまでの事業実

績を基本に、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の一体的な見直しを行い、

平成 15 年度から平成 19 年度までを期間とする新しい計画の策定に取り組んで

おります。 

  

この新たな計画に基づいて、高齢者一人ひとりが、住みなれた家庭や地域で

安心して生活していただけるよう地域ケア体制の充実を図ってまいります。 

  

高齢者の在宅での自立生活を支援し、介護する家族の負担を軽減するため、

新たに地域型在宅介護支援センターを大曲地区に設置し、福祉サービスなどに

関する情報提供や利用調整など在宅介護支援機能を充実してまいります。 

  

高齢者の生きがいづくりと社会参加を促進し、介護予防にもつながるミニデ

イサービスの取り組みが広がってきておりますことから、ボランティアやＮＰ

Ｏなど市民の自主的な活動を支援するため、地域福祉基金を活用してミニデイ

サービス事業に対する助成を行ってまいります。 

  

消費生活につきましては、主婦などに対する内職商法、高齢者に対する訪問

販売、インターネット取引など、複雑・多様化する消費問題に適切に対応する

ため、相談員を配置して、引き続き消費生活相談を実施してまいります。 

  

消防・救急体制の整備につきましては、交通事故や急病などに対応する救急

業務の高度化を図るため、大曲出張所に新たに高規格救急車を導入してまいり

ます。 

  

また、地震や断水事故などによる消火栓の使用不能時における水利を確保す

るため、耐震性防火水槽を北広島団地に設置してまいります。 

  

本市における交通事故は、通過交通に起因する事故も多く、近年増加の傾向

をたどってきております。 

  

悲惨な交通事故を未然に防止し、安全に生活できるよう交通安全条例を制定

し、警察や交通安全団体との連携を深め、家庭や地域、学校、企業などへの交

通安全意識の普及、啓発など交通安全運動を強力に進めてまいります。 

  

 



4 

 

葬祭場につきましては、火葬炉の増設や炉室及び排煙設備の改良を行い、火

葬件数の増加や柩の大型化に対応するとともに、あわせて内外装や屋上防水な

ど大規模改修事業を実施してまいります。 

  

既存墓地の移転につきましては、平成 11年度から進めてきた輪厚墓地の移転

事業が、平成 15年度を持って完了することにより、市内３個所の既存墓地の移

転事業は、すべて終了いたします。 

  

 

次に「環境と共生する快適なまち」についてであります。 

 人と自然が共生し、いつまでも豊かな自然と身近にふれあうことができるよ

う環境を保全するとともに、市民や企業と協働して、景観に配慮した美しい都

市空間を創出し、自然と創造の調和したまちづくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

  

緑の基本計画につきましては、身近な緑の保全と創出を図り、市民が自然と

共生できるまちづくりを進めるために、市民参加のもと平成 15年度中の策定に

向け作業を進めてまいります。 

  

花いっぱい運動、市民植樹祭、花のまちコンクールなどの緑化推進運動を通

じて、花と緑を大切にする心を育み、美しい都市景観づくりへの市民意識の醸

成を図ってまいります。 

  

また、花のまちコンクールは、10回目の節目を迎えることから、「第３回園芸

福祉全国大会 in北海道」を恵庭市と共同で開催するなど記念事業を実施してま

いります。 

  

公園の整備につきましては、ワークショップなどにより地域の意見を反映し

た施設づくりを進めておりますが、引き続き近隣公園である輪厚公園の整備を

進めるとともに、大曲末広地区に街区公園を整備してまいります。 

  

きたひろサンパークにつきましては、多くの市民の方にさらに快適に利用し

ていただくため、今後の施設の充実に向け用地を取得してまいります。 

  

道道札幌北広島自転車道線の整備にあわせ、西の里地区に、（仮称）学習の森

を整備してまいります。 
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 この森は、自転車道を利用する人に四季折々の自然景観やひとときの憩いを

提供するとともに、子どもたちの自然観察の場として、自然形態を生かした整

備を図ってまいります。 

  

本市の豊かな自然は、美しい都市景観を形成し、暮らしにゆとりと潤いを与

えてくれます。 

  

この貴重な自然を後世に引き継いでいくために、市が保全を目的として取得

した森林は、市民の森として、守り、育てることを基本に、保全方法や活用方

策について検討を深めてまいります。 

  

また、人と自然が共生するまちづくりを進めるため、市民団体や子どもたち

の参加のもとに、協働して河畔林など緑の創出を進めてまいります。 

  

ごみの処理につきましては、生ごみ堆肥化容器の普及・拡大と集団資源回収

活動などの促進を図り、ごみの減量化やごみ処理の適正化に努めてまいります。 

  

また､今後におけるごみ処理のあり方などを定める一般廃棄物処理基本計画

を策定するとともに、第５期最終処分場の整備に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

  

ごみの広域処理に関しましては、道央地域ごみ処理広域化推進協議会におい

て、生ごみや可燃ごみの処理方法を定め、処理施設建設地選定などの具体化に

向けた取り組みを進めてまいります。 

  

 

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。 

 市民がいきいきと暮らせる地域社会を築くため、地域における多彩な市民活

動や交流の輪を広げるとともに、広域的な相互交流や連携を促進し、本市の個

性と魅力を広く発信してまいりたいと考えております。 

  

（仮称）大曲コミュニティセンターにつきましては、建設予定地に調整池を

造成するとともに、センター施設と外構整備の実施設計を行ってまいります。 

  

また、地区センターや住民集会所については、引き続き計画的に施設の改善

を進めてまいります。 
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 東広島市との姉妹都市交流につきましては、中学生の子ども大使の相互訪問

を実施するとともに、本市の中学生バレーボールチームを派遣し、スポーツを

通じた交流を深めてまいります。 

  

また、北広島国際交流協議会との連携により、カナダ・サスカツーン市へ本

市の高校生を派遣し、異文化体験を通じた相互理解や国際交流を促進してまい

ります。 

  

平和の灯のともるまちとして、広島市での半世紀前の出来事を永く記憶にと

どめるため、北の大地から平和のメッセージを発信しつづけることが必要であ

ります。 

  

このため、市民や平和の灯を守る市民の会の皆さんと連携して、引き続き平

和推進事業を進めてまいります。 

  

すべての人が性別に関係なく、個性と能力を生かすことのできる男女平等参

画社会を実現するため、男女平等意識の醸成を図るとともに、きたひろしま男

女平等参画プランに基づいて事業を実施してまいります。 

  

地域のＦＭ放送を活用して、市政情報や災害時におけるリアルタイムな情報

提供を行うとともに、観光やイベントなど身近な暮らしの情報提供機能を拡充

し、地域の魅力の発信や市民の利便性の向上を図ってまいります。 

  

コンピュータやネットワーク技術を用いた業務の増大などに対応し、個人情

報の適正な取扱いと市民が自己の情報に関与することができる権利などを定め

た個人情報保護条例を、８月から施行する予定としております。 

  

行財政改革につきましては、厳しい財政環境にあることを踏まえ、地方分権

時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、行政サービス

のあり方、市民との多様な連携や協働、政策効果と市民負担の関係の明確化な

ど、コストや成果を重視した行政運営を図るため行財政の構造改革に取り組ん

でまいります。 

  

 

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。 

 子どもたちの豊かな感性と確かな学力を育み、健やかに成長することができ
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るよう教育環境を充実するとともに、子どもから高齢者まですべての市民が生

涯にわたって自らの意志で学習し、芸術・文化・スポーツに親しむことのでき

る環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 

  

西部小学校の移転改築につきましては、北広島市土地開発公社に依頼して用

地の造成を実施するとともに、地域の皆さんの意見を反映して校舎及び講堂の

実施設計を進めてまいります。 

  

西部中学校は平成 12年度に増築工事を完了しておりますが、増築部分以外の

校舎の内部改修や屋上防水などの大規模改造を実施してまいります。 

  

緑陽小学校に開設された地域交流スペースは、生涯学習や地域活動の場とし

て市民に開放し、活用を図ってまいります。 

  

子どもたちの学習環境の改善を図るため、広葉中学校体育館床改修、広葉小

学校及び大曲東小学校のトイレ改修、大曲小学校講堂防音機能復旧や西の里小

学校の放送設備の更新などを行ってまいります。 

  

情報技術を活用し将来的な学習情報の基盤づくりを進めるため、生涯学習支

援システムを導入し、芸術文化ホール、総合体育館などの施設の利用状況や図

書館の蔵書などの情報提供を行い、市民の生涯学習に対する利便性の向上に努

めてまいります。 

  

市民の日常的なパソコン操作技術の習得やパソコンサークルなどの活動の促

進を図るため、中央公民館のＩＴステーションを活用し、地域ＩＴ推進リーダ

ーによる講習会の実施や子どもＩＴランドの開催など、情報技術の普及促進に

努めてまいります。 

  

道都大学との連携を深め、大学のもつ人材や機能を生涯学習やまちづくりに

生かしてまいります。 

  

また、道都大学を会場として、「実践経営学会第 46 回全国大会」及び「日本

道徳教育学会第 61回大会」が開催されますことから、実行委員会に対し支援を

行ってまいります。 
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先人の労苦によって築かれた私たちのまちの成り立ちや発展を後世に伝える

ため、市制施行 10 周年にあたる平成 18 年度の発刊に向け市誌の編纂を進めて

まいります。 

  

また、中山久蔵翁が寒地稲作に成功してから 130 周年にあたることから、先

人の偉業をたたえるとともに、本市の魅力を広く発信するため記念事業を実施

してまいります。 

  

北国の短い夏に、プールの開放期間を延長するため、西の里住民プールの簡

易温水化を実施してまいります。 

  

 

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。 

 魅力ある都市空間で市民が快適に暮らせるよう、計画的にまちづくりを進め

るとともに、質の高い都市基盤の整備を進めてまいりたいと考えております。 

  

都市計画マスタープランにつきましては、地域特性に配慮した個性的で魅力

あるまちづくりを計画的に行うため、ワークショップなど市民の意向を踏まえ、

平成 15年度中の策定に向け作業を進めてまいります。 

  

また、札幌圏都市計画市街化区域及び市街化調整区域の第５回線引き見直し

に取り組んでまいります。 

  

西の里地区における市民生活の利便性の向上を図るため、虹ヶ丘地区に公共

公益施設用地を取得してまいります。 

  

市営住宅西の里団地の建て替えに向け、市営住宅建替え調査を行い、住宅マ

スタープランの見直しおよび市営住宅ストック総合活用計画の策定を実施して

まいります。 

  

市道の整備につきましては、西裏線や輪厚仁別線の道路改築、西の里中学校

通線の歩道造成、生活道路の整備を進めるとともに、共栄南１号線の改良に向

け必要な調査を進めてまいります。 

  

札幌市と連携して進めてまいりました厚別東通線の整備は、平成 15年度に全

線開通する予定となっております。 
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 このことにより、西の里地区と大曲地区や札幌市清田区の間が新たな交通輸

送ネットワークで結ばれ、経済活動や市民生活などの利便性の向上が図られる

こととなります。 

  

自転車利用環境整備モデル事業として進めている北広島幹線緑道の整備改修

事業は、平成 15年度に完成する予定となっております。 

  

羊ヶ丘通につきましては、大曲工業団地内の区間において、引き続き６車線

化工事が進められる予定であります。 

  

また、道道栗山北広島線の４車線化工事につきましては、引き続き大曲工区

と中の沢工区での工事が予定されており、大曲工区の市道大曲東通線の交差点

から市道大曲通線の交差点までの区間が平成 15年度に完了する予定であります。 

  

道道札幌北広島自転車道線につきましては、ＪＲ千歳線、市道大曲東通線と

の立体交差のため、西の里と大曲で橋梁工事が進められており、平成 15年度に

は、札幌市界から市道大曲椴山線までの区間の舗装工事などが行なわれる予定

であります。 

  

道では、優れた自然環境をもつこの自転車道の利便性を高めるため、新たに

西の里地域に「（仮称）自転車の駅」の設置を計画しております。さらに、身体

に障害のある方も自立して自転車道を様々な形で利用できるよう、この駅から

共栄方向へ約２キロメートルにわたり幅員を拡幅することとされております。 

  

このため、当初、平成 15年度の完成をめざして事業が進められておりました

が、北広島市域内の全線開通は、平成 16年度になる予定であります。 

  

石狩川開発建設部が島松川改修工事にあわせて行っております南９号橋架け

替え事業につきましては、恵庭市と本市において橋梁拡幅に係る所要経費の負

担を行ってまいります。 

  

冬期間の交通の確保や快適な生活環境づくりを進めるため、引き続き市道の

除雪対策や路面凍結防止対策を充実するとともに、自治会などが行う市道の排

雪事業に対して、市民の負担軽減を図るため補助率を３分の１から２分の１へ

拡充してまいります。 
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電子政府や電子自治体づくりの一環として、国や地方自治体を相互に接続し、

情報の共有化などによる高度利用を図る総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

に参加してまいります。 

  

また、パソコンやインターネットによる情報処理の進展に対応したセキュリ

ティの確保を図るため、情報セキュリティポリシーを策定してまいります。 

  

市の内外に対する情報発信機能を高めるため、ホームページをはじめとする

地域情報提供システムの内容の充実を図ってまいります。 

  

上水道につきましては、引き続き財政計画に基づき安定経営に努め、輪厚配

水池の整備など第５期拡張事業の推進や老朽管の計画的な更新を進めてまいり

ます。 

  

下水道につきましては、引き続き道路事業などにあわせて雨水幹線の整備を

進めるとともに、下水処理センターの改修を含めた施設機能の増強などを進め

てまいります。 

  

また、平成 15年度から向こう３ヵ年を見通した下水道財政計画に基づき、現

行料金体系を据え置くとともに、今後も効率的な事業運営に努めてまいります。 

  

 

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。 

 雇用を創出し、市民の豊かな暮らしを支えるとともに、都市の活力やにぎわ

いを形成するため、地域の産業活動の活性化を図る多様な施策を展開してまい

りたいと考えております。 

  

農業につきましては、地理的な特性を生かした経営の多角化や、農地がもつ

多面的機能などにも配慮しながら、農地の保全や都市型農業の展開を図ってま

いります。 

  

生産性を向上し農業の経営安定のため、認定農業者の規模拡大を誘導すると

ともに、地力の増進を図る土づくりや客土事業、転作田などに対する暗渠排水

事業を実施してまいります。 
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農業の持続的な発展のためには、後継者の育成はもとより、新規就農者の経

営の安定を図ることが大切であることから、農業後継者等育成基金を活用し、

平成 15年度から新規就農者に対して就農後４年目及び５年目に営農経費を支援

してまいります。 

  

畜産農家の経営安定や安全な畜産物を供給するため、酪農ヘルパー制度によ

り労働時間の軽減を図るとともに、良質な粗飼料の確保や防疫事業を推進して

まいります。 

  

都市住民と農業者との交流を促進するため、景観緑肥作物による美しい田園

風景の創出を進め、収穫体験のできるオーナー農園や観光農園を支援するとと

もに、市民農園の拡大を図ってまいります。 

  

また、新たに市民農園を利用して農作物の栽培技術講習を行う市民農業講座

を開講してまいります。 

  

農業を核とした産業の活性化をめざし、北広島経済懇話会において、引き続

き調査研究に取り組んでまいります。 

  

工業につきましては、雇用創出や地域経済の活性化につながる企業誘致を積

極的に進めるとともに、本市の特性を生かし、都市型産業の拠点となる新たな

工業団地構想に向けた調査を実施してまいります。 

  

地元企業の技術力の向上や人材育成を図るため、引き続き先端技術養成事業

や工業技術ランクアップ事業を実施してまいります。 

  

商業につきましては、商工会が行う中小企業の経営改善指導に対して支援す

るとともに、市をはじめ道や中小企業支援センターなどの助成制度の利用促進

を図ってまいります。  

  

また、中小企業の育成や経営安定のために、中小企業特別融資制度により引

き続き支援するとともに、融資対象を新規創業者などにも拡大してまいります。 

  

失業者に対する求人・求職情報の提供と就業機会の拡大を図るため、市役所

においてハローワーク札幌東求人相談窓口を週１回開設するとともに、札幌市

などと連携して若年層就職活動支援セミナーを開催してまいります。 
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 また、高齢者の社会参加や就業機会を拡大していくため、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。 

  

緊急的な雇用の創出を図るため、緊急地域雇用特別交付金を活用し、市広報

のデータベース作成事業、郷土資料整理事業、照明灯管理システム作成事業、

地域ＩＴ推進リーダー育成事業及び消防査察台帳のデータベース作成事業を実

施してまいります。 

  

また、新規高等学校卒業者を対象にした臨時的雇用を行うため、引き続き市

職員の時間外勤務の縮減を図ってワークシェアリングを実施してまいります。  

  

さらに、基金を活用するなどして公共施設の営繕事業を拡大し､地元企業の受

注機会の拡大に配慮してまいります。 

  

 

平成 15年度の各会計予算案について申し上げます。 

 地方財政は､デフレーションの進行や国の危機的な財政状況の影響により、税

収や地方交付税の大幅な減額が見込まれ、これまでにない厳しい財政状況にお

かれております。 

  

このことから、予算の編成にあたりましては、実施計画に基づく政策的経費

及び管理的経費とも原則 10％の削減を基本とした財源を枠として各部局に配分

し、徹底した経費の節減と事業の優先化や重点化などを実施したところであり

ます。 

  

この結果、一般会計総額は、170億 8,774万 2,000円で、前年度当初予算と比

べ、3.1％の減となりました。 

  

また、５つの特別会計総額は、137億 5,513 万 5,000円で 4.3％の減、水道事

業会計の総額は 17億 7,628万円で 1.7％の増となりました。 

 全会計の総額では、326 億 1,915 万 7,000 円となり、3.4％の減となっており

ます。 

  

 

  以上､平成 15年度の主要な施策事業と予算案の概要を申し上げました。 
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長期にわたり経済低迷が続き、国が構造改革を進めるなかで､地方自治を取り

まく環境は明らかに変化しましたが、市民がこれからも安心して将来の生活設

計ができるよう、持続可能な行政サービスのあり方を模索しなければならない

時代となりました。 

  

北海道の大地に一村を創建しようという崇高な志により、本市に開墾のくわ

がおろされて以来、先人の英知とたゆまぬ努力により、今日まで営々とまちづ

くりが進められてまいりました。 

  

地方自治は今、極めて厳しい環境の中におかれておりますが、ここで歩みを

とめることなく、都市としてのさらなる熟成をめざし、地域のもつポテンシャ

ルと市民の英知を結集して、新たな発展の基盤づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。 

  

 

市議会議員の皆さん並びに市民の皆さんの一層のご理解とご協力を心からお

願い申し上げます。 


	表紙15市政.pdf
	15.1市政執行方針

