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Ⅰ はじめに 

 

平成 21 年第 3 回北広島市議会定例会の開会に当たり、市政運営への私

の所信を申し上げます。 

 

私は、7 月に行われました市長選挙において、市民の皆様のご支援のも

と再び市政を担うこととなりました。あらためてその責任の重さを痛感し、

決意を新たに市政運営に臨む所存であります。 

 

昨年秋からの世界的な経済不況は、我が国においても経済や雇用などの

面において国民生活に大きな影を落としており、さらに、少子高齢化によ

る人口減少という過去に経験したことのない大きな時代の転換期を迎えて

おります。 

 

このような厳しい環境にあって、北広島市で育つ子ども達や市民の皆様

がこのまちで日々安心して生活ができ、将来に希望が持てるようなまちづ

くりを行うことが、私に課せられた使命であると考えております。 

 

この度の市長選挙に当たりまして、市政運営に関する 26 の基本姿勢と

それに伴う 31 の新たな政策、そして 5 つの市役所改革を市民の皆様にお

示しいたしました。この約束を向こう 4 年の間に着実に実現し、「元気な

まち 住んでよかった 住み続けたいまち」へと北広島市を発展させてい

くために、市職員の力を結集し、全力投球してまいりたいと考えておりま

す。 
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 2 期目の市政運営に当たっての、私の基本理念について申し上げます。 

 まず一つ目は、市民との連携であります。 

 

 私は、これからのまちづくりにおいては、多くの市民の皆様の知恵をお

借りして、様々な形で協働することが必要であり、そうすることで、今求

められている、地域の個性に基づく豊かな社会が形成されていくものと考

えております。 

 

 本市には、多様な知恵や能力、技能をお持ちの市民がたくさんいらっし

ゃいます。これらの方々による環境、福祉、芸術、文化、スポーツなどの

分野における活発な活動は、まちづくりを進める上での大きな力となって

おります。これからも、地域の実情を認識し、課題を的確に把握するとと

もに、市民の皆様としっかり手を携えて、課題の解決に当たりたいと考え

ております。 

 

 二つ目は、魅力発信による活性化であります。 

 

 私は、市民の皆様がいきいきと生活し、健全な自治体経営を続けていく

ためには、本市の持つ様々な特性や魅力を全国に発信し、定住人口や交流

人口の増加に意を注ぎながら、まちを活性化していくことが必要であると

考えております。 

 

 緑あふれる、すばらしい住環境や整った教育環境は、本市の貴重な財産

であり、特に子育て世代にとって大きな魅力となるものです。 

 また、道都札幌市に隣接し、ＪＲ千歳線、道央自動車道、国道 36 号、
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国道 274 号、羊ケ丘通などの交通網に恵まれた本市は、人口や産業機能が

集積した道央圏において企業活動を展開する上では優れた立地条件を有し

ております。 

 これらの特性に磨きをかけるとともに、新たな政策の実現などにより本

市の魅力をさらに高め、積極的に北広島市をＰＲしてまいります。それに

より、全道・全国規模のイベントや企業の誘致、観光客の増加などに努め、

雇用の拡大や地域経済の振興など市全体の活性化を図ってまいりたいと考

えております。 

 

 三つ目は、持続可能な市政運営であります。 

 

 私は、快適で安心な市民生活を確保し、維持していくためには、安定し

た財政基盤の確立が不可欠だと考えております。これまでの 4 年間におい

ても、積極的に行財政構造改革に取り組んでまいりましたが、改革は立ち

止まることなく継続して進めていかなければなりません。 

 

 今後、人口や経済の規模縮小により、財政面での制約がさらに強まるこ

とも予想されます。その中において、市民が求める行政サービスの確実な

提供と安全・安心な都市基盤の確保を図るため、市民への的確な行財政情

報の公開に努めるとともに、従来の行政コストの削減という「量の改革」

だけではなく、事務手続きの簡略化など行政サービスの向上につながる「質

の改革」という新たな視点を加えた改革を進め、持続可能な市政運営を行

ってまいりたいと考えております。 
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Ⅱ 主要施策の推進 

 

 続きまして、主要施策の推進についてであります。今後の中長期的な施

策につきましては、現在、次期総合計画を策定中でありますことから、こ

こでは、今回提案している補正予算案を含め、主要な施策の推進につきま

して申し上げます。 

 

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。 

 未来を担う子ども達が健やかに育ち、高齢者を含む誰もが地域で安心し

て生活できるまちをつくることは重要であります。そのために、子どもや

高齢者、障がい者などへの医療・福祉施策の充実、防災対策、犯罪や交通

事故の防止などの取組みを推進してまいります。 

 

健康づくりにつきましては、健康づくり計画に基づき、乳幼児期や成人

期など生涯の各時期に応じた施策の実施に努めるとともに、市民の主体的

な健康づくりを支援するための保健活動を推進してまいります。 

 

健康で心豊かな生活を実現するため、食の大切さを学び、本市の豊かな

農産物や食文化を活かした食育を推進する食育推進計画の策定を進めてま

いります。 

 

感染予防対策につきましては、BCG やポリオなど従来の予防接種の実施

に加えて、髄膜炎に有効なヒブワクチン予防接種の利用者負担の軽減につ
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いて検討するとともに、国に対して早期に定期予防接種化するよう要望し

てまいります。 

 

救急医療につきましては、医師会など関係する団体との連携のもと、引

き続き 24 時間救急医療体制を確保していくとともに、夜間急病センター

の医療機器の更新と内部の改修を行ってまいります。 

 

地域福祉につきましては、少子化が進む中での高齢者や障がい者の増加

が地域における新たな課題を生み出しており、これまでの家庭内での助け

合いから、地域全体での新たな支え合いが求められてきております。引き

続き、地域福祉を支える社会福祉協議会などの関係団体等との連携を図っ

てまいります。 

 

障がい者福祉につきましては、障がい者が自立して健やかに暮らせるよ

う支援していくことが求められており、障がい者福祉計画及び障がい福祉

計画に基づき、各種サービスや支援を進めてまいります。 

また、障がい者の社会参加を促進し、就労の場を確保するため、市の臨

時職員としての採用や、公共施設での障がい者の店の充実などに取り組ん

でまいります。 

 

子育て支援につきましては、今年度策定する次世代育成支援対策推進行

動計画に基づき、子育てと仕事を両立できる環境整備などに取り組んでま

いります。 

 

常設の子育て支援センターにつきましては、子育て中の親子が気軽に訪
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れ、子育ての相談やリフレッシュなどができる場として、平成 22 年度中

の開設に向け準備を進めてまいります。 

また、シルバー世代による子育て支援のためのサポータークラブの設立

を検討してまいります。 

 

多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育の拡大、休

日保育の実施など保育サービスの充実に取り組んでまいります。 

また、保育園運営の効率化と活性化を図っていくために、市立保育園の

民営化を進めてまいります。 

 

保育需要や児童数の増加に対応するため、認可保育園や学童クラブの定

員増を検討してまいります。 

また、遊びや経験を通して多くの仲間とふれあい、健やかで心身ともに

たくましい子ども達を育てる場として、新たな児童センターについて検討

してまいります。 

 

子どもの権利条例につきましては、子どもの権利条例検討委員会での議

論や関係団体との調整などを踏まえ、制定に向け準備を進めてまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、住み慣れたまちで安心して暮らすことがで

きるよう、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、各種サー

ビスの充実に努めてまいります。 

 

高齢者の生きがいづくりや高齢者世帯への生活支援や地域での声かけ・

見守りなどの施策を実施するとともに、高齢者の引きこもりや孤立化を防
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ぐため、誰もが気軽に立ち寄り、地域の人たちと交流することのできる地

域お茶の間会議の開設を支援してまいります。 

 

介護保険事業につきましては、自立した日常生活を送ることができるよ

う介護予防の充実に努めるとともに、グループホームや小規模多機能型居

宅介護などの地域密着型サービスの基盤整備を進めてまいります。 

 

 災害に強いまちづくりにつきましては、災害情報の収集や伝達に迅速か

つ的確に対応できるデジタル方式の地域防災無線を整備し、主要な施設に

配備するとともに、高齢者や障がい者など災害時に援護を必要とする方々

がふだんから安心して生活できるよう、災害時における支援体制を充実し

てまいります。 

 

旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断・改修につきましては、耐

震改修促進計画に基づき、耐震化経費を助成してまいります。 

また、市有建築物の耐震診断・改修につきましては、国庫補助制度を活

用し耐震診断を行い、その診断結果に基づき改修を進めてまいります。 

 

千歳川の治水対策につきましては、東の里地区遊水地の工事の早期着工

が図られるよう、引き続き国などに要望してまいります。遊水地の利活用

につきましては、本市のまちづくりとの整合性や市民の皆様の意見をもと

に、国と協議しながら検討を進めてまいります。 

 

 消防につきましては、多様化する消防、救急、救助活動に迅速かつ的確

に対応できるよう、体制や機材の整備などを充実してまいります。また、
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効率的で効果的な消防体制を構築するため、消防の広域化を推進してまい

ります。 

 

消防署大曲出張所につきましては、交通渋滞による出動の支障や敷地の

狭隘が課題となっており、急速に発展している西地区の消防拠点施設にふ

さわしい整備を図るため、移転に向けた検討を進めてまいります。 

 

 犯罪のない安全で安心なまちの実現に向けて、防犯に関する施策を総合

的に推進する計画を策定し、市民や事業者、関係団体とともに取り組んで

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。 

 かけがえのない自然を保全し、地球にやさしい循環型社会をつくりあげ

ていくことは重要であります。そのために、森林の整備、地球温暖化の防

止、ごみの減量化・資源化など環境保全の取組みを推進してまいります。 

 

富ヶ岡地区の市有林につきましては、市民植樹祭や中学校の総合学習、

森林ボランティア団体の活動などの拠点として活用するほか、国の補助制

度により引き続き森林整備に努めてまいります。北広島団地周辺の森林で

は、国の森林居住環境整備事業により、除間伐などを進めてまいります。 

 

公園につきましては、大曲幸地区の街区公園などの整備を進めるととも

に、現在策定中の公園施設長寿命化計画に基づき、今後計画的な修繕等を
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行ってまいります。 

また、きたひろサンパークのパークゴルフ場につきましては、隣接する

用地を活用してパークゴルフ場を拡大するため、今回の補正予算におきま

して、現況測量など必要な経費を計上しております。 

 

良好で快適な環境が将来にわたって受け継がれていくよう、新たな環境

基本計画を策定し、市民、事業者、市がそれぞれの立場で取り組むべき今

後 10 年間の行動指針を明らかにしてまいります。 

 

 温室効果ガスの排出量を削減するため、地域省エネルギービジョンに基

づき、市が率先的な取組みを実施するほか、市民一人ひとりが環境やエネ

ルギーの大切さを理解できるよう、引き続き啓発事業を行ってまいります。 

 

再生可能エネルギーの普及促進を図るため、家庭用太陽光発電システム

への助成制度の新設などに取り組んでまいります。 

 

昨年 10 月から家庭ごみの有料化を実施し、ごみの減量化及び資源化に

取り組んでまいりました。今後さらに資源化を進めるため、平成 23 年度

から生ごみの分別収集を開始し、バイオガス化処理を行ってまいります。

これに合わせて、家庭ごみの収集方法についても検討してまいりたいと考

えております。 

また、家庭などから出る使用済み天ぷら油の再生・利用を促進するため、

収集拠点の充実などを進めてまいります。 

 

昨年から整備を進めております資源リサイクルセンターにつきましては、
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平成 22年度中の供用開始を目指し、引き続き工事を実施してまいります。 

 

ごみ処理の広域化につきましては、構成市町の枠組みについて引き続き

構成団体及び北海道と協議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。 

 いきいきとした、活気にあふれるまちをつくるためには、市民同士の交

流、都市間の交流などが活発に行われ、市民参加のまちづくりが実践され

ていることが重要であります。そのために、市民との協働、観光の振興、

市役所改革などの取組みを推進してまいりたいと考えております。 

 

 公益活動団体の活性化を図り、自主・自立的な発展を促すことを目的と

して、公益活動団体との協働指針に基づき、公益活動事業補助金制度を創

設してまいります。 

また、市民ニーズに対応したきめ細かい公共サービスを提供するため、

公益活動団体の持つ専門性を活かし、市と公益活動団体が協働で事業を実

施する協働事業提案制度を創設してまいります。 

 

 統合を予定している北広島団地内小学校の校舎などの利活用につきまし

ては、対象施設の現況調査や財産処分、用途変更などの検討を進めており、

今後、市民意見等をお聴きしながら、利活用計画を策定してまいります。 

 

 北広島団地の活性化計画につきましては、「北広島団地に住み続けられる
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こと」、「将来、住民となる次世代のこと」、「北広島団地の魅力アップ」の

３つを重視する基本理念のもと、具体的な行動計画をとりまとめながら、

今年度中に北広島団地活性化計画を策定してまいりたいと考えております。 

 

 本市の歴史や観光、文化などの資源を発掘、活用し、まちの魅力を向上

させ、その情報を継続的に発信するシティセールスにより、定住人口・交

流人口の増加や企業誘致を進め、市全体の活力の向上を図ってまいります。 

 また、本市の自然と地理的条件を活かした観光振興を進めるため、新た

に観光基本計画を策定し、多くの人が集まるまちの形成に取り組んでまい

ります。 

 

平和都市宣言のまちとして、市民の皆様とともに平和の尊さを認識し、

平和の推進に取り組んでまいります。きたヒロシマ平和展の開催や広島市

で行われる平和記念式典へのこども大使の参加などを通じて、恒久平和の

願いを平和の灯とともに次世代へ引き継いでまいりたいと考えております。 

 

情報通信基盤の整備につきましては、さらなる高度情報化への対応や業

務の効率化を図るため、庁内のグループウエアと財務会計システムを更新

いたします。今回の補正予算では、これらの整備に必要となる経費を計上

しております。 

 

 市役所庁舎と保健センターにつきましては、市民サービスの充実や来庁

者の安全性を確保するため、建設に向け検討を進めてまいります。 

 

次期総合計画につきましては、市民の皆様の参加や議会での議論をいた
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だき策定し、新しい総合計画に基づき、市民や事業者そして行政が一体と

なって、平成 23 年度から 10 年間のまちづくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

 

行財政構造改革につきましては、これまで、職員定数の削減、給与制度

の見直し、外部評価制度の導入、公共施設の使用料・手数料の見直し、家

庭ごみの減量化・有料化、指定管理者制度の導入などを実施してまいりま

した。今後も、経費削減や事務事業の見直しだけではなく、持続可能な財

政基盤を構築するとともに、質の高いサービスを提供する視点を持って、

市民と行政の協働により、行財政構造改革大綱に基づく改革を実行してま

いります。 

 また、市民の利便性の向上と市税等収入の安定的確保を図るため、市税

や各種公共料金をコンビニエンスストアで納付できるコンビニ収納を導入

してまいります。今回の補正予算では、平成 22 年度当初からの実施に向

けて必要な経費を計上しております。 

 

 市役所改革について申し上げます。 

市長給与につきましては、引き続き給料 10％削減、期末手当 20％削減、

退職手当 5％削減を継続してまいります。 

 

職員数につきましては、市民ニーズの高い行政課題などに適切に対応し

ながら、事務事業の見直しを行う中で、業務の委託化や民営化、簡素で効

率的な行政組織の整備等を積極的に進め、必要に応じた適正な職員配置に

取り組んでまいります。 
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分権時代にふさわしい政策形成能力や法務能力を備えた職員を育成する

など、職員研修の充実を図るとともに、職員の能力や実績が適切に反映さ

れる人事評価制度を導入して職員の意識改革を進め、活気がある市役所を

実現してまいります。 

 

職員提案制度を見直し、職員の斬新な意見やアイデアをまちづくりに反

映できるよう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。 

 市民の皆様が生涯にわたって生きがいを持って充実した生活を営むため

には、豊かな心や創造力を持つ人材を育てる学校教育が行われ、市民が自

主的に学ぶ様々な機会があることが重要であります。そのために、学校環

境の充実、生涯学習の場の確保、芸術・文化・スポーツの環境の充実に関

する取組みを推進してまいります。 

 

授業補助員制度につきましては、児童生徒の授業への関心を高め、より

わかる授業を実施するため、補助員の配置時間を拡大し、授業の充実に努

めてまいります。 

また、特別支援教育につきましては、多様な支援を必要とする児童生徒

のため、特別支援教育支援員の増員などを行ってまいります。 

 

 学校図書につきましては、文部科学省が示す学校図書館図書標準の達成

に努めてまいります。 



 - 14 -

 地域で支える学校づくりにつきましては、学校支援ボランティアとして、

絵本の読み聞かせや学校行事など、様々な分野でご支援をいただいており

ます。今後も地域と学校のつながりを強化していくため支援してまいりま

す。 

 

子ども安全安心通報システムにつきましては、不審者情報をメール配信

し、保護者や学校のほか地域住民が速やかに情報を把握できるよう整備を

進めてまいります。 

 

 学校施設の耐震化につきましては、児童生徒が安心して学校生活を送れ

るよう、今年度は広葉小学校や大曲中学校など 4 校について耐震補強事業

を実施してまいります。また、この耐震化にあわせて、老朽化が進む大曲

小学校や広葉中学校などの大規模改造事業を実施してまいります。 

 

 小中学校における情報教育をさらに充実するため、国の経済活性化対策

に伴う補助事業を活用して、地上デジタル化への対応をはじめ、全小中学

校の校内 LAN を整備するとともに、すべての教職員へ校務用コンピュー

タを配置してまいります。 

 

東部小学校の学校放送設備につきましては、老朽化が著しいことから、

今回の補正予算におきまして、更新整備に必要な経費を計上しております。 

 

 本市の文化的な資源を生かし、個性豊かな文化活動を進めていくために、

芸術文化創造プランの策定に取り組んでまいります。 

また、大学の持つ人材や英知を生涯学習やまちづくりに活かし地域の活
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性化を図るため、道都大学との連携・協力を進めてまいります。 

 

 生涯を通じて読書を楽しめるよう、高齢者への図書宅配サービスの実施

に向け取り組んでまいります。 

 

芸術文化ホールにつきましては、舞台用カメラや周辺機器の老朽化が著

しいことから、今回の補正予算におきまして、デジタル方式への機器更新

に必要な経費を計上しております。 

 

総合体育館につきましては、施設の老朽化が著しいことから、施設及び

設備の劣化度調査や利用者意向調査を行うとともに、利用者等によるリニ

ューアル検討委員会を設置し、改修に向けてリニューアル計画を策定して

まいります。 

 

森林運動広場の整備につきましては、国の森林居住環境整備事業により、

クレーや芝生の運動広場のほか、散策路、修景施設、管理棟などを整備し

てまいります。今回の補正予算では、調査委託と実施設計に必要な経費を

計上しております。 

また、旧島松駅逓所の周辺につきましては、国の森林居住環境整備事業

により、史跡公園として整備してまいります。 

 

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」についてであります。 

 活力にあふれる市民活動や経済活動が安全に機能的に行われるためには、
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質の高い都市基盤の整備が重要であります。そのために、市街地整備、市

営住宅、道路、除雪、水道、下水道などに関する取組みを推進してまいり

ます。 

 

良好で快適な市街地形成の促進のため、組合施行による大曲幸地区土地

区画整理事業の換地処分に向けて引き続き技術指導を行ってまいります。 

 

町名・町界整備につきましては、大曲幸地区土地区画整理事業の換地計

画と整合を図りながら、来年 2 月の施行に向け、大曲幸地区の町名・町界

整備事業を進めており、今定例会において、「町の区域の設定及び変更」に

ついて提案させていただいているところであります。 

 

市営住宅西の里団地の建替えにつきましては、今年度は鉄筋コンクリー

ト造 2 階建て 2 棟 12 戸を整備し、22 年度に 14 戸の建築をもって事業が

完了する予定となっております。また、現在の共栄第 2 団地と北の台団地

を集約し、共栄団地として建替えを進めてまいりたいと考えております。 

 

高齢者の住替え支援につきましては、住替え意向を持っている高齢者世

帯から、子育てに適した環境を求める若い世代等へのスムーズな住替えが

行われるよう、窓口での住宅相談や市のホームページでの情報提供などを

行ってまいります。 

 

 地域交通システムにつきましては、高齢者などの交通弱者の移動の利便

性の確保と、交通空白地域の交通手段の確保、地域間交通の促進を図るた

め、公共交通事業者や道路管理者、利用する市民などで構成する（仮称）
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北広島市地域公共交通活性化協議会を設置し検討を行ってまいります。 

 

道道札幌恵庭自転車道線の恵庭市への延伸につきましては、一部用地の

取得や整備が進められており、引き続き整備促進が図られるよう、取り組

んでまいりたいと考えております。 

道路整備では、市道大曲幸通線や生活道路を整備するほか、歩行者の安

全で快適な利用を図るため、引き続き市道輪厚中の沢線の歩道造成を行う

とともに、西の里小学校通線や西の里中央通線の歩道造成事業に着手して

まいります。また、橋梁については長寿命化修繕計画を策定し、計画的な

修繕等に取り組んでまいります。 

 

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、自治会排雪補

助事業の普及拡大や小型除雪機械の貸出しを行うとともに、雪対策に関す

る協働のあり方や役割分担を定める雪対策基本計画の策定に向けて検討を

進めてまいります。 

 

水道事業につきましては、少子高齢化の影響などから給水収益が減収し

ており、経費節減など経営の効率化を図りながら一層の経営安定に努める

とともに、水道管理センターの整備や老朽管の更新を計画的に進めてまい

ります。 

 

下水道事業につきましては、管渠整備や老朽施設の更新を計画的に進め、

快適で衛生的な生活環境の確保に努めてまいります。また、下水処理セン

ターにおいて、生ごみのバイオガス化処理や道央地区環境衛生組合で処理

している「し尿」などの受入れを計画的に進めるため、施設増強や受入体
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制の整備を図ってまいります。 

 

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。 

 まちに活気を与え、力強く発展を続けていくためには、雇用の場が確保

され、地域経済が活性化していることが重要であります。そのために、地

産地消の推進、企業誘致の促進、地元商店街の振興などの取組みを推進し

てまいります。 

 

農業につきましては、安心安全な農産物への志向や農業への関心の高ま

りに対応し、消費者と農業者が直接交流する都市近郊型農業の振興や地産

地消を推進してまいります。 

 

体験観光農園や農家民宿、農家レストランなどを展開するグリーンツー

リズムにつきましては、本市でも積極的な取組みを進めてまいりたいと考

えております。 

 

耕作放棄地につきましては、国の支援制度を活用しながら解消計画に取

り組むとともに、財団法人道央農業振興公社と連携し、担い手の育成や農

地の流動化に広域的に取り組んでまいります。 

 

工業につきましては、札幌都市圏に位置する地理的優位性を活かし、輪

厚地区に計画している新たな工業団地や、既存工業団地内で企業が所有し

ている未利用地への企業誘致に努めてまいります。また、企業の立地を促
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進するための支援の拡充を図り、地域経済の活性化や地域振興に取り組ん

でまいります。 

 

大曲ふれあいプラザにつきましては、老朽化が著しいことから、今回の

補正予算におきまして、外壁塗装などに必要な経費を計上しております。 

 

商業につきましては、北広島商工会が行う小規模事業者への経営改善普

及事業や地域商店街に対する支援、空き店舗利用促進事業などを引き続き

実施してまいります。 

また、本市の商工業者の経営実態等の調査を行い、商工業の特性と課題

を整理し、振興に向けて必要な基本施策を定め、商工業振興基本計画を策

定してまいります。今回の補正予算では、このために必要となる経費を計

上しております。 

 

 市民の生活・家計支援と地元商工業の振興を目的として北広島商工会が

行う「プレミアム付商品券発行事業」に対し助成し、消費の拡大による地

域経済の活性化を図ってまいります。今回の補正予算では、このために必

要となる経費を計上しております。 

 

 雇用の促進につきましては、厳しい雇用情勢が続いておりますことから、

今後ともジョブガイド北広島との連携により、職業相談や求職紹介などを

行ってまいります。 
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Ⅲ むすび 

 

以上、市政運営につきまして、私の所信と補正予算に計上した施策事業

の概要を申し上げました。 

 

この度、提案させていただきました補正予算は、政策的判断を要するた

め当初予算には計上しなかったもの 11 事業、8785 万 7 千円、国の経済危

機対策に伴い実施するもの 4 事業、1 億 2071 万 5 千円、その他臨時的な

経費 5680 万 5 千円、合計 2 億 6537 万 7 千円を増額いたしたいというも

のであります。既決予算にこれらを加えた本年度一般会計予算の総額は、

189 億 1690 万 3 千円となり、平成 20 年度当初予算に比較し、4.8％の伸

びとなるものであります。 

 

北広島市は、明治 17 年に広島県人 25 戸 103 人により開拓の鍬がおろさ

れてから、今年で 125 年を迎えます。この間、先人の英知と情熱を礎に幾

多の困難を乗り越えながら、村から町へ、町から市へと大きな飛躍を遂げ、

今や、札幌圏の中核を占める都市としてその存在感を道内外に示すに至っ

ております。 

本市の活力を今後も絶やすことなく後世にバトンを繋いでいくために、

私は、市民の皆様と手を携え、新たな未来を切り開いてまいりたいと考え

ております。 

 

また、この度の衆議院議員総選挙におきまして、今月中にも、民主党を

中心とする政権が誕生する見通しとなりました。新政権には、地方自治体

と十分な連携を図りながら、国民生活の安定や地域経済の活性化などの施

策を推進されることを期待しているところであります。 

 

最後に、市議会議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を心から

お願い申し上げ、私の所信表明といたします。 


