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Ⅰ は じ め に 

 
 平成17年第１回定例会の開会にあたり、平成17年度予算案の概要を申し上げます。 
 
 平成13年に私が市長に三度選任されて以来、４年が経過しようとしております。この間、

市民の皆さんを始め多くの方々と対話を重ねながら、多様な行政サービスの展開や都市機

能の充実を図るなど、地域の特性を活かし真の豊かさを実感できる生活文化都市づくりに

努めてまいりました。 
 
この４年間では、高齢者や障がい者の方たちが地域で安心して暮らしていけるよう、在

宅介護支援センターの拡充や移送サービス、ガイドヘルパー事業などに取り組むとともに、

ミニデイサービスなどの自主的な福祉活動を行うボランティア団体などに対する支援も開

始いたしました。子育て支援としては、一時保育の実施や子育て支援センターの充実など

を行ってきたところであります。 
 
また、市民の安全な暮らしを守るため、消防庁舎の増築や消防・救急車両の増強を行う

とともに、未来を担う子供たちの健やかな成長と地域のコミュニティや芸術・文化をはぐ

くむ場として、輪厚児童センター、(仮称)大曲コミュニティセンター、(仮称)大曲児童セ

ンター、西部小学校などの整備を行ってまいりました。 
 
本市は、豊かな緑と自然に恵まれております。これを末永く守り育てるため森林の取得

を行うとともに、念願でありました、エルフィンロードの開通に合わせ、水辺の広場や学

習の森など直に自然とふれあうことができる施設整備を図ったところであります。 
 
着実にまちづくりを進め、人口も６万人を超え、魅力ある都市へと発展することができ

ましたのも、市議会議員の皆さんや市民の皆さんのご協力と参画のたまものと深く感謝申

し上げます。 
 

 平成17年度予算編成にあたりましては、本年７月が市長の改選期となっておりますが、

行政の継続性や緊急的課題への対応などに配慮する必要から、義務的、経常的な経費のほ

か、計画的に実施している継続事業、工事期間の関係や緊急的な課題等で当初から予算措

置が必要な事業についての経費を計上いたしております。 
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Ⅱ 施策別予算案の概要 

 
 次に、総合計画の体系に基づいて、主な施策・事業を説明申し上げます。 
 

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」についての施策であります。 

 
健康づくりの推進につきましては、「健康きたひろ２１」（健康づくり計画）に基づき、

健康に関する意識啓発を図るとともに、成人保健事業・母子保健事業などを推進してまい

ります。 
平成 17 年度からマンモグラフィによる乳がん検診を実施してまいります。また、歯科

の休日医療体制につきましては、新たに千歳、恵庭両市と共同で補助を行うほか、夜間急

病センターのレントゲン機を更新いたします。 
  
地域福祉の推進につきましては、平成17年度からスタートする「地域福祉計画」「障が

い者福祉計画」及び北広島市社会福祉協議会の「地域福祉実践計画」を通して、幅広い市

民との連携に努めてまいります。 
 

本年４月、道都大学社会福祉学部が本市に移転することから、大学のもつ専門性や人材

が地域福祉に活かされるよう一層の協力、連携を図ってまいります。 

 
昭和 51 年から母子世帯、重度身体障がい者世帯に行ってきた水道・下水道料金の助成

につきましては、既に高料金対策として一定の役割を果たせたことから、段階的に削減し

３年目で廃止したいと考えております。 
 
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、子育て情

報の拡充などを実施してまいります。 
(仮称)大曲児童センターは、平成 18 年度の供用開始に向け、開設準備を進めてまいり

ます。 
 
児童虐待防止対策につきましては、関係団体と連携を図りながら進めていくほか講演会

やパンフレットの作成により啓発活動を実施してまいります。 
 
高齢者の福祉につきましては、各種施策の推進に努めるとともに、平成 18 年度を初年

度とする「高齢者保健福祉計画」及び「第３期介護保険事業計画」を策定してまいります。 



3 

 消費者対策につきましては、消費生活相談の充実を図るとともに、新たな商品の取引方

法が数多く現れていることから消費者被害を未然に防止するため、啓発活動の強化に努め

てまいります。 

また、相談件数が増加していることからこれに対応するため相談員の養成をしてまいり

ます。 
 

 防災対策につきましては、千歳川橋地先の河川防災ステーションに、平成18年度までの

２か年で、石狩川開発建設部とともに、防災倉庫のほか、研修室、展示・休憩スペース等

からなる(仮称)防災センターを建設いたします。 

 この施設は、災害時における現地指揮本部などの「前線基地」として、また、平常時に

おける防災に関する教育、学習の「啓発拠点」、市民の「憩いの場」などとして、多様な機

能を果すものであります。 

また、地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成など市民と一体となった体制づくり

や、防災知識の普及啓発に努めてまいります。 
 

 消防関係につきましては、携帯電話による119番通報がこれまで江別市消防本部で受信

しておりましたが、緊急通報に迅速かつ的確に対応するため、平成17年度から本市消防本

部で直接受信できる通信システムに移行してまいります。 

 

 救急活動は、平成16年度からメディカルコントロール体制により、医師の指示、指導、

助言を受け行っております。平成17年度は、救急救命士の研修に病院での気管挿管実習を

新たに加え、救命率向上のための技術の高度化を図るとともに、消防署に配置しておりま

す高規格救急車の更新と、併せて、搭載資機材の改良を図るなど、救急体制の充実に努め

てまいります。 

 

交通安全につきましては、関係者の地道な努力が実り、事故発生件数、死傷者数とも減

少しております。引き続き、安全運動や啓発活動などを積極的に推進してまいります。 
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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」についての施策であります。 
 

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、市民植樹祭などを

引き続き実施してまいります。 

また、平成 16 年度から実施しているオープンガーデン見学会につきましては、市内外

から大変好評を得ており、引き続き開催するとともに、市民団体による「花マップ」の作

成を支援してまいります。 

 

森林の保全を目的に取得をした仁別・三島地区の山林約566ヘクタールにつきましては、

治山事業として森林整備を図るため、水源涵養保安林の指定に向け努めてまいります。 

市民で組織された森林ボランティアが、市有林で行う森と親しみ育てる活動に対し、資

材の貸出しなどを行い支援してまいります。 

 

公園の整備につきましては、平成 13 年度から５か年計画で進めてまいりました「輪厚

自然公園」の整備を完了いたします。 

また、中央５丁目にどんぐり公園を整備してまいります。 

 

きたひろサンパーク内のパークゴルフ場につきましては、利用者が非常に多いことから、

隣接する用地に新たに18ホールのコースを整備してまいります。 

 
環境問題に適切に対応するため、水質、悪臭、騒音などの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

準の遵守の徹底を図り、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、市民の自主的な取組である集団

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・資源化に努めてまいります。 

また、現在使用している埋立処分地の埋立て状況から新たな処分地が必要になったため、

平成18年度までの２か年で第５期最終処分場を整備してまいります。なお、その間の埋立

ては、既存の処分場をかさ上げし対応してまいります。 

 

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近隣地区住民と協議が重ねられているところで

あります。 
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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」についての施策であります。 
 

(仮称)大曲コミュ二ティセンターにつきましては、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ち平成17年度完成いたします。平成18年度の供用開

始に向け開設準備を進めてまいります。 

また、住民集会所につきましては、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、中学生のこども大使の相互訪問を実施する

とともに、本市の中学生を派遣し、スポーツを通じた交流を深めてまいります。 
 

平成４年度から実施しているカナダ・サスカツーン市との交流につきましては、中・高

校生約230人がそれぞれのまちを訪問し相互理解を深めてまいりました。 

最近では、訪問した生徒の中から留学生も誕生するなど、若者たちが、豊かな感性を磨

き広い視野をはぐくむ最良の機会となっております。 

今後も、北広島国際交流協議会との連携により事業を進め国際交流の拡大を図ってまい

ります。 

 
観光振興につきましては、観光協会と連携して地域の観光資源の積極的なＰＲに努めて

まいります。また、各種イベントを支援し、観光による交流人口の増加を図ってまいりま

す。 
 
 今年は、戦後60年の節目の年であります。「平和の灯」がともるまちとして、平和の尊

さを次の世代に引き継いでいくため、原爆パネル展の開催などを継続して実施してまいり

ます。 
 

 男女が性別にとらわれること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、共同参画に関わる研修や講演会などを実施し

てまいります。 

 また、ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）が昨年改

正されたことから、パンフレット等を作成し市民に周知を図ってまいります。 

 
行財政構造改革につきましては、有識者の方々で構成する「行財政構造改革委員会」か

らその方向性について提言をいただき、平成17年度中には行財政構造改革の実行計画を策
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定し、改革事項を具体的に実施してまいります。 
 

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」についての施策であります。 
 

西部小学校につきましては､子供たちの自由で多様な活動に対応した教室の配置や、自

然エネルギーの活用を図る太陽光発電を導入し、地域に開かれた学校を目指して建設を進

めてまいりました。新たな地域の学習拠点として平成 17 年度の３学期の開校に向け、建

物・外構の工事を行ってまいります｡ 

 

 市内の小学校の一部においては、少子化などにより学校の小規模化が進行している現状

にあり、教育効果等の観点も含め､学校の適正規模・適正配置について、「北広島市立小学

校及び中学校通学区域審議会」を設置し、検討を進めてまいります｡ 

 

特殊教育につきましては、近年、障がいのある子供たちを取り巻く環境が変化する中で

「特殊教育」から「特別支援教育」への転換が求められており、「(仮称)特別支援教育推進

委員会」を設け検討してまいります。また、大曲東小学校に、介助員を配置して、知的障

がい、情緒障がい、肢体不自由の３つの特殊学級を開設いたします｡ 

 

 児童の増加に伴い学校施設の狭隘化や老朽化が課題となっております西の里小学校校舎

につきましては、安全で機能的な環境整備に向けて、大規模改造・増築のための設計及び

耐震診断を実施してまいります。 

 

 青少年の健全育成につきましては、近隣市町との広域ネットワークによる情報の交換や

実践事例の研究などを実施するほか、地区青少年健全育成連絡協議会との緊密な連携に努

め、「地域の子供は、地域で育てる」という意識のもと、地域の特色を活かした実践を支援

してまいります。 

 

 (仮称)大曲コミュニティセンター・西部小学校に併設される地区図書室につきましては、

市立図書館の分館として平成18年度の供用開始を目指し準備を進めてまいります。併せて、

市内企業から寄贈いただきました移動図書館車「くまさん号」の運行により、地域での読

書普及活動の充実に努めてまいります。 

 

 ＩＴの活用、講習につきましては、基礎的な講習が定着しており、今後は育成された人

材の活用と市民ニーズに応じた講座の充実を図ってまいります。 



7 

市制施行 10 周年を記念し、先人の労苦とまちの発展を将来へ伝えるため発行する市誌

につきましては、資料の収集とともに編さん作業に取り組んでまいります。 

 

スポーツ、レクリエーションの振興につきましては、体力や年齢に適し気軽に親しむこ

とができるスポーツの集いや大会を行ってまいります。 

また、市内各地区のスポーツ関係団体などと連携し、スポーツ教室を通して、地域での

スポーツ活動を推進する総合型地域スポーツクラブについて検討してまいります。 

 

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」についての施策であります。 
 

良好な市街地形成の促進のため、組合施行による「大曲幸土地区画整理事業」を推進し、

商業業務地区の提供、地区住民の生活環境の向上など、地域の活性化に努めてまいります。 

 また、中の沢地区におきましても、沿道型の商業業務施設を中心とした民間開発が予

定されていることから、適切な指導を行ってまいります。 

 
昨年６月に国から地域再生計画の認定を受けた「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、民間グループが計画の策定など準備を進めているところであります。

今後は、国、道など関係する機関と連携して、このプロジェクトについての課題整理など

協議を行ってまいります。 
 

市営住宅西の里団地の建替えにつきましては、第１期建設予定分の３階建て１棟（36

戸）について、エレベーターの設置や車いす対応住宅など、高齢者や身体障がい者へ配

慮し実施設計を行ってまいります。 

 

 市道の整備につきましては、通行車両の増加への対応や歩行者の安全確保などのため、

西裏線、輪厚仁別線、共栄南１号線の道路改良、西の里中学校通線、広島輪厚線の歩道

整備、大曲、輪厚地区の生活道路の整備を進めてまいります。 

 

昨年 10 月に開通したエルフィンロードにつきましては、多くの市民の皆さんに利用し

ていただくため､「レンタサイクル」を試行的に実施してまいります。また、「学習の森」

にバイオトイレを設置し利便性の向上を図ってまいります。 

 

 上水道事業につきましては、平成19年度までの３か年間の経営を見通した財政計画に基

づき、料金体系を現行どおり据え置いたところであります。安定的に良質な水道水を供給
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するため、配水施設整備や老朽管の更新事業などを進めてまいります。 

 

下水道事業につきましては、未整備地区における雨水管や汚水管の整備を図るとともに、

管きょの維持補修や下水処理センターの機能増強と改修などを進めてまいります。 

 

次に、北海道が行う事業ですが、道道栗山北広島線の４車線拡幅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、延伸区間につきましても、調査・測量等の業務が進められる予定

であります。 

 道道札幌恵庭自転車道線につきましては、西の里に「(仮称)自転車の駅」の整備が予定

されております。また、ＪＲ北広島駅から恵庭市域への延伸に向けた調査・測量等も進め

られる予定であります。 

 

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」についての施策であります。 
 

農業につきましては、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。 

  新たな取組として、本市と江別・千歳・恵庭市、道央農業協同組合、千歳開拓農業協同

組合で(仮称)道央農業振興公社を設立し、担い手育成事業や農地の利用調整事業をより効

率的に推進してまいります。 

 

  消費者と生産者の交流の場となる観光農園や、収穫体験ができるオーナー農園の普及・

促進を図るとともに、市民農園や家庭菜園などで活かせる知識や技術を習得する市民農業

講座を引き続き実施してまいります。 

 

 工業につきましては、地元企業の技術の向上や人材育成を図るための事業を引き続き実

施してまいります。 

 また、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、新

工業団地の開発に向けて検討を行ってまいります。 

 
 商業につきましては、商工会が行う小規模事業者に対する経営改善普及事業や地域商店

街の活性化事業に対する支援、中小企業特別融資事業による利子及び信用保証料補給など

の活用を促し、商業の振興に努めてまいります。 
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 雇用対策につきましては、引き続きハローワーク札幌東による求人求職事業や、市職員

の時間外勤務の縮減を図り実施しているワークシェアリングを継続し新規高等学校卒業者

などの臨時的雇用を行ってまいります。 
また、基金の活用などにより公共施設の営繕事業を実施し、地元企業の受注機会拡大と

雇用の確保に配慮してまいります。 
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Ⅲ 予算案の規模 

 
平成17年度の各会計予算案について申し上げます。 
 

 本市の財政につきましては、歳入面において市税を始めとする一般財源に大きな伸びが

期待できない中で、歳出面においては福祉・医療・介護経費などの扶助的な経費が増大す

るなど厳しい状況であります。 
 
 「国庫補助負担金等に関する改革」いわゆる「三位一体改革」に係る本市の平成17年度

の影響は、所得譲与税として交付される財源が１億６００万円、廃止される国庫補助金が

３,４００万円、減額となる地方交付税が９,６００万円、総体で２,４００万円ほどが減額

になるものと推計しております。 
 また、補助金の交付金化や税源移譲を伴わない補助金の廃止につきましては、未だ明確

に示されていない状況にあり、今後、情報収集を行い的確な財政運営に努めてまいります。 
 
このようなことから、予算編成にあたりましては、行財政改革の視点から、全般的に行

政コストの圧縮を図ったところであります。 
未利用市有地の売却を行うほか、各種健康診査などに健康保険制度に準じた負担割合の

導入などを検討し、利用者の皆さんに一部負担をお願いするものもあります。 
また、市議会議員の皆さんにおかれましても、政務調査費の削減を率先して行っていた

だき、特別職の給与についても削減を行ってまいります。 
 

 はじめに申し上げましたように平成17年度予算案は、西部小学校、(仮称)大曲コミュニ

ティセンター、(仮称)防災センター、廃棄物最終処分場など市民生活に直接影響を与える

大型事業があり、事業の継続性等に配慮しこれらの経費を計上いたしております。 
 
 この結果、一般会計の総額は１８８億６,７５９万円となり、前年度当初予算と比べ 
０．４％の増となりました。 
 また、５つの特別会計の総額は、１４９億３,０８４万９千円で４．４％の増、水道事業

会計の総額は、１７億１,６５９万９千円で３．８％の減であります。 
 全会計の総額では、３５５億１,５０３万８千円となり、１．８％の増となっております。 
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Ⅳ む す び 

 
 長期化する景気の低迷や国の「三位一体改革」の影響などにより、市の財政運営の厳し

さは今後も続くものと考えております。したがいまして、現在進めている行財政構造改革

に積極的に取り組み、行政の効率化を図っていかなければならないものと考えております。 
 
これからも議会や市民の皆さんとの意見交換や市民参加による政策形成を図り、「健康

安心都市」、「交流文化都市」、「活力発展都市」という３つの都市像の実現を目指し、取り

組んでいかなければなりません。 
 
これまで以上に住んで良かったと実感できるまちへと発展していくことを願い、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お願い申し上げ、平成17年度

予算案の説明を終わります。 


