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Ⅰ はじめに 

 

 平成16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。 

 

 21世紀という新しい時代にふさわしい、未来へとつづくまちづくりの指針であります「き

たひろしま21創造プラン」北広島市総合計画がスタートをして４年目を迎えようとしてお

ります。 

平成16年度は、第１次実施計画の仕上げの年であるとともに、第２次実施計画の策定を

行う重要な年であります。 

 

長く低迷を続けてきた日本経済は、一部に回復の明るい兆しが見えてきておりますが、

国及び地方を取り巻く財政環境は、依然として厳しい状況にあります。 

時代が大きく変わりつつある中で、将来に向かって的確にまちづくりを進めるためには、

従来の常識や慣習にとらわれることなく、新たな発想と勇気、そして積極的な行動が必要

であると考えております。 

本市におきましても、厳しい財政状況を克服していくことが重要な課題であります。将

来を展望したうえで、分権時代にふさわしい行政サービスのあり方の見直し、財政体質の

強化を行うとともに、効果的かつ効率的な行財政のしくみや運営方法を確立し市民福祉の

一層の向上を図るべく、行財政改革に全力で取り組んでまいります。 

 今後とも地域が自らの足で立ち、歩んでいく「自主・自立」の精神で、この変化の時代

に対応すべく市民の皆さんとともに考え、だれしもが誇りのもてるまちづくりを推進して

まいります。 

 

 

Ⅱ 主要施策の推進 

 

次に､平成16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。 
 

 子ども、高齢者、障がい者などがともに生活する地域社会の中で、一人ひとりが活力を

発揮し、生きがいを持ち、安全、安心に暮らしていけるよう、市民が支えあい、共生する

まちづくりを進めてまいりたいと考えております。 
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 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、乳幼児期や高

齢期など人生のそれぞれの段階における積極的な健康増進により疾病の予防を図り、健康

寿命の延長や生活の質の向上を実現するため、健康きたひろ21（健康づくり計画）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、健康の保持・増進、疾病予防を自らの生活の中で実践し、地域における健康づく

り活動のリーダー的な役割を担うヘルスコンダクター養成事業を実施してまいります。  

 

育児不安の解消や子育て負担から発生する乳児虐待の未然防止を図るため、初めての子

どもを出産した家庭を保健師が訪問し、育児アドバイスや発育状況の確認を行う第１子新

生児全戸訪問を新たに実施してまいります。 

 

地域福祉計画につきましては、子どもから高齢者まで障がいの有無にかかわらず、地域

で生活するすべての人が、生き生きとそれぞれの個性を発揮し、ともに支えあい、助け合

う地域社会をつくるため、地域福祉計画策定懇談会において引き続き議論をいただき、平

成16年度中の策定に向け取り組んでまいります。 
 
子育て支援につきましては、次代を担う子どもたちが明るく、たくましく、心豊かに育

つための環境づくりを進め、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

の推進に取り組むとともに、家庭や地域社会における子育て機能の再生を図る次世代育成

支援行動計画につきましては、引き続き平成16年度中の策定に向け取り組んでまいります。 
 

児童手当につきましては、国の制度改正に合わせ、現行の小学校就学前児童に対する支

給から小学校３年生まで対象年齢の引き上げを図り、児童養育家庭に対する支援を強化し

てまいります。 

 

異年齢集団での遊びや交流など校外活動の多様性を確保し児童の健全な育成を助長す

る場として、本市では２箇所目となる児童センターの整備を図るため、（仮称）大曲コミュ

ニティセンターとの合築により、平成17年度の完成を目指し（仮称）大曲児童センターの

建設に取り組んでまいります。 

 

 ノーマライゼーションの理念のもと障がいの有無にかかわらず、だれもが相互に人格と

個性を尊重し支えあう共生社会を形成し、障がい者の社会への参加・参画の一層の推進を

図るため、新障がい者福祉計画を策定してまいります。 

 

介護保険事業につきましては､制度が開始されて５年目を迎えることから、現在、国の

社会保障審議会等を中心に、制度全般にわたって幅広く見直し議論が進められております。 
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高齢者の自立を支える介護保険制度は、将来にわたって持続可能なものとしていくこと

が不可欠であることから､必要な見直しが適切に行われるようこれらの動向を見守ってま

いります。 
また、次期の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に向け高齢者生活実態調査を実

施し､高齢者や要介護者の生活の状況やニーズの把握・分析を行うとともに、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、高齢者福祉施策の展

開や介護保険事業の適切な運営に努めてまいります。 
 

高齢者や障がい者の地域での自立生活を支えるため、地域生活密着型サービスの拡充を

図ってまいります。 

配食サービスにつきましては、週４回から５回に給食回数を増やすとともに、対象を障

がい者にも拡大してまいります。 

移送サービスにつきましては、要介護高齢者や身体障がい者の方が住みなれた住宅で生

活が続けられるよう、利用回数制限を廃止し、通院等に対する支援の拡大を図ってまいり

ます。 

福祉タクシーにつきましては、新たに精神障がい者にも支給対象を拡大してまいります。 

 

痴呆性高齢者の徘徊発生時における早期発見と保護により事故の未然防止を図るため、

ＧＰＳ（全地球測位システム）方式の位置検索システムを導入し、家族が安心して在宅介

護ができるよう、新たに徘徊高齢者等家族支援サービス事業に取り組んでまいります。 

 

生きがいデイサービスやミニデイサービスなど福祉分野においても、ＮＰＯ、ボランテ

ィアに代表される市民の自主的活動が大きな広がりを見せ、民間事業者の参入も進んでき

ておりますことから、市民の福祉活動の参加に対し積極的な支援を行うとともに、市民活

動や民間活動との連携を図り、福祉サービスの充実・確保に努めてまいります。 

 

サービスの多様化や規制緩和の拡大、あるいは情報化の進展などにより、一層多様化・

複雑化してきている消費生活問題の迅速かつ的確な対応を図るため、消費生活相談日数を

週３日から４日に拡大し、消費者の安全を守るとともに、被害の防止・救済に努めてまい

ります。 

 

本市においては２台の高規格救急車により救急体制が取られておりますが、昨年３月救

急救命士法が改正され、心停止の患者に救急救命士が医師の包括的な指示のもとで除細動

処置を行えるようになりましたことから、札幌医大救急救命センター及び石狩・後志管内

の９消防本部によりメディカルコントロール体制を構築し、救急救命体制の一層の充実・

強化を図ってまいります。 
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 石狩川開発建設部が、河川施設の保全や災害時における活動の拠点として整備を進めて

おります河川防災ステーションは、平成16年度に完成いたします。 

これに合わせ、石狩川開発建設部の防災資材庫との合築により、洪水時における迅速な

復旧作業の前線基地や防災倉庫としての機能を合わせもつ防災センターの整備を進めるた

め、実施設計を行ってまいります。 

 防災センターは、平常時には、水防訓練や子どもたちの環境学習の場として、さらに河

川を通じた様々な交流の場として広く活用できるような施設整備を図ってまいりたいと考

えております。 

 

本市における交通事故は、通過交通に起因するものが多く、また、子どもや高齢者など

の交通弱者が被害者となる事故も絶えない状況にあります。 

厚別警察署や市内４地区にある交通安全協会など各種交通安全関係団体と密接な連携

を図り、学校、家庭、企業などにおける交通安全意識の普及、啓発など積極的に交通安全

運動を推進してまいります。 

 
 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。 
 

 まちを包むように広がる豊かな自然環境の保全や花と緑に彩られた美しい都市景観の創

出を図るとともに、持続可能な地域づくりを行うため、自然の生態系との調和を図り、環

境への負荷の少ない循環を基調とする社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 
 
花いっぱい運動、市民植樹祭、誕生記念樹贈呈などの緑化推進事業を通じて、花と緑を

大切にする心を育み、美しい街並みの創出や自然と調和するまちづくりを進めてまいりま

す。 
また、花のまちコンクールには、毎年たくさんの市民や団体が参加し、色々な花で飾ら

れた美しい庭が都市景観に彩りをそえております。この輪をさらに広げていくために、市

民団体によるオープンガーデンを紹介する「花マップガイド」の作成に支援してまいりま

す。 
 
市が保全を目的に取得してまいりました仁井別川源流部の森林は、全体で５６６ヘクタ

ールの広大なものとなっております。 
この貴重な自然を市民全体の財産として後世に引き継いでいくために、植生等の現況調

査を行うとともに、森林に関する専門家等の意見を聴きながら、市民の森としての保全や
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活用のあり方について検討してまいります。 
また、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。 

 
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、東地

区に街区公園を整備してまいります。 
また、緑葉公園の彫刻家安田侃氏のモニュメントを中心とした広場が、より一層市民の

憩いの場となるよう環境整備に取り組んでまいります。 
  
 きたひろサンパークパークゴルフ場につきましては、利用者が非常に多く、芝生の適正

管理や待ち時間の解消を図ることが必要なことから、さらに多くの市民の方に快適に利用

していただくため、河川浚渫土や公共残土の活用により、新たなコースの増設に取り組ん

でまいります。 
 
平成 16 年度に完成予定の道道札幌北広島自転車道線の整備に合わせ、自転車道の周辺

に広がる自然環境との調和を図りながら、休憩施設、自然河川との触れあいゾーン、野鳥

等の観察や地形を活かした散策路などを備えた「（仮称）水辺の広場」を整備してまいりま

す。 
  
多様化する環境問題に適切に対応するため、環境データを集積し、公害の未然防止に努

めるとともに、公害発生源に対する監視、規制、指導を強化し、環境規制基準の遵守の徹

底により、市民の良好な生活環境を確保してまいります。 
  
 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、集団資源回収の促進及び

ごみの分別の徹底を図り、ごみの減量化・資源化を一層進めてまいります。 

また、現在使用している処分場の埋立て状況から新たな処分場の造成が必要となったた

め、第５期最終処分場の整備に向けて調査・設計を進めてまいります。 

 

ごみの広域処理につきましては、道央地域ごみ処理広域化推進協議会において、ごみ処

理施設建設候補地となっている恵庭市北島地区を中心とするごみ処理施設建設対策協議会

と協議が重ねられております。 

 道央地域ごみ処理広域化推進協議会では、地元での理解が得られ次第、生活環境影響調

査を始め各種の調査を実施し、施設建設に向けた実施計画の策定や機種選定などを進める

こととしております。 
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 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。 
 
  市民と行政がそれぞれの役割を担い合い、心ふれあう豊かな地域社会を築いていくため

に、市民団体、ボランティア、ＮＰＯなどの多様な主体との連携を促進するとともに、市

民レベルの様々な交流を通じて相互理解と連帯感を深め、平和で平等な社会づくりを進め

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、だれもが利用しやすいユニバーサ

ルデザインを取り入れ、交流広場（多目的ホール）、図書室、サークル活動室､陶芸室など

多目的な機能をもった生涯学習の拠点施設として、平成17年度の完成を目指し整備を進め

てまいります。 

  また、住民集会所については、引き続き計画的に施設の改善を行ってまいります。 
 
東広島市との姉妹都市交流につきましては、東広島市が平成16年度に市制30周年を迎

えることから、記念式典に参加し祝意を表してまいります。 

また、小学生の子ども大使の相互訪問を実施するとともに、東広島市の中学生ソフトテ

ニスチームを受け入れ、スポーツを通じた交流を深めてまいります。 
 
未来を担う子どもたちが、豊かな感性と広い視野をもち、民族や国境にとらわれない国

際人として育つよう、北広島国際交流協議会との連携により、本市とカナダ・サスカツー

ン市との高校生の相互交流を行い、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。 

 

ゴルフ場、温泉、イチゴ農園、島松駅逓所、クラーク博士記念碑、札幌オープン雪合戦、

さらに豊かな自然など、地域にある資源と恵まれた地理的環境を活かした観光振興を図る

ため、本市の観光スポットの積極的なＰＲと観光客の誘致に努めてまいります。 

 

平和の灯のともるまちとして、世界平和を希求し、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代

の多くの人たちに伝えていく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。 

 
 男女が互いの人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能

力を十分に発揮できる男女平等参画社会の実現を図るため、きたひろしま男女平等参画プ
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ランに基づいて、女性の社会参加の支援と男女平等の意識啓発に重点を置きながら、各種

事業を実施してまいります。 

 
 市民と行政の情報の共有化やまちづくりへの参加・協働を促進するため、広報きたひろ

しまやホームページの充実を図ってまいります。 

 また、コミュニティＦＭを活用して、市政情報や災害時における的確な情報提供を行う

とともに、市民の参加により観光、イベントなど身近な話題を発信し、まちの魅力をＰＲ

してまいります。 

  

 厳しい財政環境を始め、行政を取り巻く状況の大きな変化に対応するため、これからの

まちづくりは、市民と行政が適切に役割を担いパートナーシップに基づいて進めていくこ

とが必要であります。 
このことから行財政改革につきましても、市民の理解と協力のもとに取り組むことを基

本に、行政運営システムのあり方、財政の健全性確保の方策、市民との連携や協働のあり

方など行財政全体について、抜本的な見直し・検討を進めているところであります。 

 平成16年度予算においては、これまでの検討結果を踏まえ、直ちに取り組めるものにつ

いては、一部見直しを行い実施を図ったところでありますが、今後さらに、議会や市民の

皆さんとの意見交換などを進め、市民サービスの充実を図るため、徹底した行財政構造改

革に取り組んでまいります。 

 

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。 

 
 子どもたちが自由に伸び伸びと個性を育み、自ら学び、健やかに成長できるよう教育環

境を整えるとともに、子どもから高齢者まですべての市民が生涯にわたって学習すること

ができる環境の整備や、地域の特性を活かした個性ある文化活動の支援を進めてまいりた

いと考えております。 
 

 西部小学校移転改築事業につきましては、自然の地形を活かしたデザインと利便性や機

能性に配慮した教育環境の整備を行うため、平成17年度の完成を目指し校舎及び体育館の

建築工事を実施してまいります。 

 

 児童・生徒の快適な学習環境を確保するため、緑陽中学校の校舎屋上防水改修、広葉小

学校家庭科室の改修、大曲小学校体育館の床改修、広葉中学校及び大曲中学校のトイレ改

修など学校施設の改善を図ってまいります。 
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小中学校における情報教育につきましては、小学校において教育用コンピュータソフト

の充実を図るとともに、中学校においてインターネット回線の高速化を図り環境整備に努

めてまいります。 

 

不登校の児童や生徒の適応指導教室「みらい塾」につきましては、施設の狭隘化や老朽

化の解消を図るため新たな施設の整備を行い、学校生活への復帰を支援するとともに、心

の悩みや生活の不安など個別相談の充実を進めてまいります。 

 

大学のもつ多様な人材や専門的な機能をまちづくりや市民の生涯学習に活かし地域の

発展や活性化を図るため、今後とも、道都大学との連携・協力を深めてまいります。 

 

本市の成り立ちや発展の歴史を後世に伝えるため、市制施行10周年を迎える平成18年

度の市誌発行に向け、引き続き資料の収集など編纂作業に取り組んでまいります。 

 

スポーツ施設の環境改善を図るため、緑葉公園野球場の内外野フェンスに安全マットを

設置し安全性を確保するとともに、緑葉公園プールの簡易温水化に取り組み、開放期間の

延長を行い市民の利用拡大を図ってまいります。 

 

広葉中学校出身の梅村礼さんのアテネオリンピック出場は本市にとって初の快挙であ

り、心からお祝いを申し上げるとともに、オリンピックでの活躍を祈念し、多くの市民と

ともに応援を行ってまいります。 

 

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。 

 

 自然や環境と調和しただれもが利用しやすい施設づくりを促進し、利便性の高い快適な

市民生活と円滑で機能的な都市活動が行われるよう、計画的に都市基盤の整備を進めてま

いりたいと考えております。 
 
少子高齢化の進展など社会環境の変化に伴い住まいに対するニーズや土地利用の多様

化などが進んできていることから、都市計画マスタープランに基づいて、地域のもつ優れ

た環境を維持しつつ、北広島団地の容積率や工業団地などの用途の見直しに取り組んでま

いります。 
 

 市営住宅西の里団地の建替えにつきましては、現在、策定作業を進めております住宅
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マスタープランや市営住宅ストック総合活用計画を踏まえ、基本計画及び基本設計に取

り組んでまいります。 
 

 市道の整備につきましては、新たに共栄南１号線の道路改良、広島輪厚線の曲線部緩和

及び広島幹線１号線交差点改良に取り組むとともに、引き続き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16年度に全線開通する

予定となっております。 

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、市民生活や経済活動の向上が図られることとなります。 

 

道道栗山北広島線の４車線化工事につきましては、引き続き中の沢工区での工事が進め

られる予定であります。 

また、羊ケ丘通につきましては、引き続き大曲工業団地内の区間において６車線化工事

が進められるとともに、平成15年７月に都市計画決定がなされた延伸区間につきましては、

大曲工業団地から国道36号までの間の測量調査などが実施される予定であります。 

 

 道道札幌北広島自転車道線につきましては、平成16年度に市域内８.１キロメートルの

全線が完成し、平成17年春には北広島駅から東札幌にあるコンベンションセンターまでの

間が自転車により走行ができるようになります。 

この自転車道につきましては、子どもから障がい者や高齢者まで多様な人々の利活用を

図るため、（仮称）北広島自転車道利用会議を設置し、広域的な交流や利活用のあり方につ

いて検討を進めてまいります。 

また、道において、優れた自然環境をもつこの自転車道の機能や利便性をさらに高める

ため、西の里地域にノーマライゼーションの精神をとり入れた（仮称）自転車の駅の設置

が計画されております。 

 

 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、路面凍結防止対策や小型ロ

ータリー除雪車の更新を行うとともに、自治会などが行う市道の排雪事業に対し支援をし

てまいります。 
 

 平成13年度から進めてきた情報通信基盤整備が概ね完了したことから、これらを活用し

た市民へのサービス向上と業務の効率化を進めるとともに、市が保有する情報資産に係る

セキュリティ対策の強化を図ってまいります。 

 また、道が中心となって設置する北海道電子自治体共同運営協議会に参加し、インター
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ネットによる各種の申請や届出等に必要な共通基盤とシステムの共同開発を行うなど、電

子自治体の構築に向けた取り組みを進めてまいります。 
 

上水道事業につきましては、引き続き財政計画に基づいた経営安定に努めるとともに、

良質な水道水の安定供給を図るため、輪厚配水池整備などの第５期拡張事業の推進、老朽

管の計画的更新を進めてまいります。 

 また、石狩東部広域水道企業団のシューパロ系拡張事業の見直しにつきましては、企業

団や構成団体など関係機関との協議を進め、将来の適正な水量の予測を行ってまいります。 

 
下水道事業につきましては、引き続き効率的な事業運営に努めるとともに、下水処理セ

ンターの改修を含めた施設機能の増強や雨水幹線の整備などを進めてまいります。 
 

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。 

 

 地域の活発な産業活動は、都市のにぎわいや魅力を高めるとともに、豊かな市民生活を

支える重要な基盤であることから、地域経済の活性化と就業機会の創出を図るため支援や

施策を推進してまいりたいと考えております。 
 
農業につきましては、地域特性を活かした農業経営の多角化や、農地がもつ多面的機能

に配慮しながら、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を図るため、認定農業者における経営規模の拡大を誘導

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きょ排水事

業を実施してまいります。 

また、環境保全に配慮した農業経営の取り組みと出荷時期の調整により収益率の向上を

図るため、引き続き生分解性マルチの導入に支援してまいります。 
 
農業委員会が整備予定の農地情報管理システムの導入に合わせ、規模拡大や農地の利用

状況など農業経営に関する情報の総合的な管理を図り、農地の流動化を促進してまいりま

す。 
 

畜産農家の安定経営のため、良質な粗飼料の確保事業や防疫事業を推進するとともに、

労働時間の軽減によりゆとりある経営を実現する酪農ヘルパー事業に引き続き支援してま

いります。 
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 楽しみながら農業への理解を深め、消費者と生産者の交流の場ともなる観光農園や土に

親しみながら農作物の栽培・収穫体験ができるオーナー農園の普及・促進を図ってまいり

ます。 
 また、生産者の顔が見える食材、安全・安心な食材を求める消費者ニーズに応えるとと

もに、地域農業の維持・発展を図るため、本市で生産された食材を市民に購入・消費して

もらう取り組みを推進してまいります。 
 
遊休農地の有効活用を図り、土や緑と親しみながら家庭菜園ができる市民農園の区画数

を増加するとともに、自然と触れ合いながら、農作物の栽培に係る知識や技術を習得する

市民農業講座を引き続き開講してまいります。 
 

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、現在、実施している工業団地開発構想事前調査結果に基づき、新しい工業団

地の開発に向けた基本構想を検討してまいります。 

 

地元企業の技術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引き続き支援してい

くとともに、国の中小企業総合事業団による商店街活性化シニア・アドバイザーの派遣を

受け商店街活性化に取り組んでまいります。 

 また、市内にある様々な業種の企業を市民に積極的に利用していただくため、商工会が

行う企業情報提供事業に連携して取り組んでまいります。 

 

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、利子補給制度及び信用保証料補給制度を継続してまいります。 

 

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、引き続きハローワ

ーク札幌東の協力により市役所において求人相談窓口を週１回開設するとともに、札幌市

と連携して若年層就職活動支援セミナーを開催し、雇用の促進に努めてまいります。 

 

 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。 

 

国からの緊急地域雇用特別交付金を活用し、寄贈図書整理・データ作成事業、防火対象

物立入検査等支援データベース作成事業、就職支援セミナー開催事業、商業環境及び商業
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需要実態調査事業など８事業を実施して、延べ約２，９００人日の雇用の創出を図ってま

いります。 

 

 新規高等学校卒業予定者の就職内定率が依然と低い状況にあることから、引き続き市職

員の時間外勤務の縮減を図り、ワークシェアリングにより新規高等学校卒業者の臨時的雇

用を行ってまいります。 

また、引き続き営繕基金を活用するなどして公共施設の営繕事業を実施し､地元企業の

受注機会の拡大や雇用の確保に配慮してまいります。 

 

 

Ⅲ 予算案の概要 

 

  平成16年度の各会計予算案について申し上げます。 

   

地方財政は､地方交付税等の大幅な減額や長引く景気の低迷の影響により市税収入が伸

び悩み、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、西部小学校の移転改築や（仮称）大曲コ

ミュニティセンターの整備、少子高齢化に伴う福祉施策の充実を重点政策課題とし、福祉

の向上や快適な市民生活の確保を図るため、各部局に財源を枠配分し、徹底した経費の削

減に努めるとともに、行財政構造改革の取り組みや政策評価に基づく事務事業の優先化・

重点化などを行ったところであります。 

  この結果、一般会計総額は、１８８億４９万４千円で、前年度当初予算と比べ、10.0％

の増となりました。 

  また、５つの特別会計総額は、１４２億９，５４１万３千円で 3.9％の増、水道事業会

計の総額は１７億８，５０９万円５千円で0.5％の増となりました。 

  全会計の総額では、３４８億８，１００万２千円となり、6.9％の増となっております。 

 

 

Ⅳ むすび 

 

 以上、平成16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。 

 

 このまちは、明治17年5月に広島県人が集団入植してから１２０年になります。厳しい

風雪に耐え幾多の困難を克服した先人たちのまちづくりに寄せられた情熱と、たゆまない

努力により今日の発展があります。この尊い精神とまちづくりの歩みをさらに継承し魅力

ある地域社会の創造に努めていく考えであります。 
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 社会の成熟化とともに住民の意識や志向は、物の豊かさのみならず心の潤いやゆとりの

ある生活を求め、高度化・多様化してきており、こうした社会環境の変化を敏感にとらえ

適切に対応していかなければなりません。 

 厳しい財政環境のもと市民福祉の一層の向上を図るとともに、市民と行政の協働により

まちづくりを進めるため全力を尽くしてまいります。 

 おわりになりますが、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。 

 

 


