
 

 

 

 

 

 

 

 
 

市 長 所 信 表 明 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年８月 

北 広 島 市 

 

  



 

Ⅰ はじめに 

 

Ⅱ 主要施策の推進 

１ 支えあい健やかに暮らせるまち 

２ 人と文化を育むまち 

３ 美しい環境につつまれた安全なまち 

４ 活気ある産業のまち 

５ 快適な生活環境のまち 

６ 計画の実現に向けて《市民参加・行財政運営》 

 

Ⅲ むすび  



 

－ 1 － 

 

Ⅰ はじめに 

 

平成２５年第３回北広島市議会定例会の開会にあたり、市政運営への私の 

所信を申し上げます。 

 

 私は、このたびの市長選挙において市民の皆様のご支援のもと、３期目の 

市政を担わせていただくこととなりました。 

あらためて責任の重さを痛感しているところであります。 

 

平成１７年に市長に就任して以来、２期８年間、市政運営にあたっては、 

「市民との連携」「魅力発信による活性化」「持続可能な市政運営」の基本理念

のもと、次代を担う子ども達や市民の皆様が安心して生活ができ、将来に希望

を持てるまちづくりを進めてまいりました。 

 

この度の再選につきましては、これまで議員の皆様や市民の皆様と共に取り

組んできたまちづくりに、一定の評価とご支持をいただけたものと思っており

ますが、同時にこれからの市政執行に寄せる期待に身の引き締まる思いであり

ます。 

 

３期目の市政運営にあたりましては、市民の皆様とともに平成２３年度に 

策定した「第５次総合計画」に掲げる「希望都市」「交流都市」「成長都市」の    

めざす都市像の実現に向け、まちづくりを進めてまいります。 

 

 しかしながら、本市の人口は７月末現在で５９，９３２人と、９年ぶりに  

６万人を下回る状況となっており、定住人口の増加に向けた取組みが急務と 

なっております。 
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 また、道路や橋梁などの公共施設の老朽化が進んでいることから、市民の 

皆様に安心して使っていただくための対策も必要となっております。 

 

 このことから、持続可能な都市経営に向けて、住宅支援制度をはじめとして、

子育て支援、教育環境の充実などによる人口増加対策に取り組んでまいります。 

 また、老朽化が進む公共施設等につきましても、快適で機能的な都市空間の

形成のため、長寿命化計画等に基づき計画的な整備を行ってまいります。 

 

このたびの公約につきましては、今後のまちづくりを進めるにあたって重要

な施策でありますことから、着実な実現に向けて、全力で取り組んでまいる 

所存であります。 
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Ⅱ 主要施策の推進 

 

 続きまして、主要な施策の推進につきまして、総合計画の６つの基本目標に

沿って、順次申し上げてまいります。 

 

１ 支えあい健やかに暮らせるまち 

  

 はじめに、「支えあい健やかに暮らせるまち」についてであります。 

  

 健康づくりにつきましては、だれもが住み慣れた地域で、健康でいきいきと 

生きがいを持って暮らしていくため、第３次健康づくり計画に基づき、ライフ

スタイルに応じた健康教育などの事業を行ってまいります。 

また、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。 

 

 保健センターにつきましては、新庁舎の建設に併せて市民への保健サービス

の拠点として整備してまいります。 

 

保健予防の推進につきましては、母子や成人保健の各種検診を実施し、受診

率の向上に努めてまいります。 

 

感染症予防対策につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に 

基づく市町村行動計画を策定していくとともに、予防接種にあたりましては、

ワクチンの有効性や安全性に関する情報を、市民の皆様に迅速かつ正確に提供

してまいります。 
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 医療体制の充実につきましては、北広島医師会や関係機関との連携のもと、

２４時間救急医療体制を引き続き確保していくとともに、千歳歯科医師会との

連携による休日等の歯科医療制により、急病患者への対応を図ってまいります。  

 

 地域福祉につきましては、だれもが安心して自立した生活を送ることが  

できる地域社会を目指して、地域福祉の中核的な役割を担っている北広島市 

社会福祉協議会など関係団体との連携を図ってまいります。 

 

 子育て支援につきましては、子ども・子育て支援法の制定に伴い、幼児期  

の教育や保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、   

「子ども・子育て支援事業計画」を策定してまいります。 

 

 子どもの権利擁護につきましては、子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせ

ることをめざし、「子どもの権利推進計画」を策定してまいります。 

 

児童館につきましては、子どもが健やかに成長できる場として、現在、西部

地区、大曲地区に次ぎ、北広島団地地区に整備しているところでありますが、

今後は「児童館整備計画」を策定し、未整備地区への対応について検討して  

まいります。 

 

障がい福祉の充実につきましては、障がい者が住み慣れた地域で自立して 

生活していくため、障がい福祉計画などに基づき、各種支援サービスを引き 

続き進めてまいります。 

また、障がい児通所支援の利用者負担の軽減や、重症心身障がい児・者に  

対する在宅生活サービスメニューの充実に取り組んでまいります。 
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障がい者の相談、就労支援につきましては、引き続き、福祉サービス等の  

情報提供や就労の場を確保するなど、社会参加の促進に努めてまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、生活機能の維持、向上を目的とした介護予防 

事業の充実に努めるとともに、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続していく

ことが可能となるサービス内容の充実を図ってまいります。 

また、第５期介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームや複合型介護

サービス事業所、グループホームを開設してまいります。 

 

高齢者の生きがいと社会参加につきましては、ボランティア活動を通じて 

地域貢献することを奨励するとともに、社会参加や介護予防、生きがいづくり

を推進するため、「介護支援ボランティア制度」を創設してまいります。 

 

高齢者の見守りにつきましては、高齢者が在宅で安心して日常生活を送る 

ため、協力機関とのネットワークを活用していくとともに、協力機関の拡大に

向けて普及・啓発活動を推進してまいります。 

 

権利擁護につきましては、地域生活において支援を必要とする認知症高齢者

や障がい者の相談、支援を行う「権利擁護センター」の設置について検討して

まいります。 

 

子ども医療費につきましては、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、

通院の助成対象を就学前から小学生まで拡大し、小学生の通院負担を１割に 

してまいります。  
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２ 人と文化を育むまち  

  

次に、「人と文化を育むまち」についてであります。 

  

 特別支援教育につきましては、生活面や学習支援の体制を強化するため、 

特別支援教育支援員を市内すべての小中学校へ計画的に配置してまいります。 

 今回の補正予算では、支援員の増員に必要な経費を計上しております。 

 

学校施設の耐震化につきましては、北の台小学校と緑陽中学校の体育館の 

地震補強工事を実施する予定としており、これにより市内全ての小中学校の 

耐震化が完了することとなります。 

また、非構造部材の耐震化につきましては、現地調査を実施し、計画的に  

耐震化を進めてまいります。 

 

 授業補助員制度につきましては、児童生徒の学力向上に向けた指導環境の 

充実のため、授業補助員の配置時間を拡大してまいります。 

今回の補正予算では、配置時間の拡大に必要な経費を計上しております。 

 

 就学援助につきましては、現行の援助費目に生徒会費、ＰＴＡ会費、クラブ

活動費を追加して経済的な支援を拡大してまいります。 

  

エコミュージアム構想につきましては、広葉小学校跡施設に市民が身近に 

郷土の文化財にふれることができる「エコミュージアム・コアセンター」を  

開設するとともに、旧島松駅逓所の周辺整備を進めてまいります。 

 

運動公園につきましては、国庫補助制度を活用し、野球場やサッカー場など

を備えた施設整備に向けて検討してまいります。 
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道都大学との連携につきましては、包括連携協定に基づき、大学が有する 

英知や人材を活かしたまちづくりを推進するため、具体的な取組みを通じて 

一層の連携・協力を進めてまいります。 

 

 

３ 美しい環境につつまれた安全なまち 

 

次に、「美しい環境につつまれた安全なまち」についてであります。 

 

 地球温暖化対策につきましては、温室効果ガスの削減を図るための地球温暖

化対策実行計画を策定し、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの取組み

などを進めてまいります。 

 また、太陽光発電システムの普及を図るため、今後も補助制度を継続して 

まいります。 

 

市内の空間放射線量率の測定につきましては、定点測定を行い、市民へ情報

を提供してまいります。 

今回の補正予算では、測定に係る必要な経費を計上しております。 

 

生活排水処理につきましては、豊かな自然の保全と快適な生活環境づくりを

めざし、生活排水が適正に処理されるよう、新たな補助制度を創設し、合併  

浄化槽の設置を推進してまいります。 

今回の補正予算では、補助制度に係る必要な経費を計上しております。 

 

 北広島霊園につきましては、少子高齢化や核家族化が進むなか、お墓を維持

することが困難になるなどの市民に対応するため、共同で利用できる合葬式の

墓所の整備を進めてまいります。 
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 また、老朽化が進む火葬場につきましては、近隣自治体との広域的な使用も

視野に入れて検討してまいります。 

 

 ごみ処理施設につきましては、第６期最終処分場の造成工事に着手すると 

ともに、効率的な処理に向け、近隣自治体と焼却によるごみ処理の広域化を 

進めてまいります。 

 

 ごみの減量化・リサイクルの推進につきましては、小型電子機器等の再資源

化を促進していくとともに、広葉小学校跡施設において、粗大ごみとして排出

された家具などの補修等を行い、再利用を進めてまいります。 

 また、現行のごみステーション方式によるごみ収集体制につきましても、 

今後のあり方について検討してまいります。 

 

 緑化の推進につきましては、富ヶ岡の森を体験学習や市民の憩いの場とする

とともに、オープンガーデン見学会や花のまちコンクールなどを実施し、緑の

普及・啓発に努めてまいります。 

 

 公園の整備につきましては、輪厚地区に街区公園を新設するほか、既存公園

の改修につきましても、公園施設長寿命化計画などに基づき順次、進めて  

まいります。 

 

 防災対策につきましては、国や北海道の防災計画との整合を図り、原子力 

災害対策を加えるため、現行の地域防災計画の見直しを行ってまいります。 

 また、非常用食料や防災資機材などの計画的な備蓄や、民間事業者との災害

時協定の締結など協力連携の拡充を図ってまいります。 

今回の補正予算では、災害用備蓄品の購入に必要な経費を計上しております。 
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 自主防災組織の育成につきましては、市民の防災意識の高揚と防災知識の 

普及を図るため、シンポジウムや研修会等を開催するとともに、防災資機材の

貸与などを行いながら、自主防災組織率の向上に努めてまいります。 

 

福祉避難所の設置につきましては、避難生活に支障をきたす人を収容する 

ため、施設の指定や運営方法などについて検討してまいります。 

 

千歳川流域の治水対策につきましては、東の里遊水地や河川堤防の強化など、

治水対策の早期整備が図られるよう、引き続き関係機関に要請してまいります。 

 

消防・救急体制につきましては、計画的な車両の更新や高機能消防指令  

システムの導入、消防署大曲出張所の庁舎移転工事などを行ってまいります。 

 

 交通安全対策につきましては、交通安全施設整備の充実を図るとともに、 

市民、関係機関等と連携しながら交通安全意識の向上に努めてまいります。 

     

犯罪のない安全で安心なまちづくりにつきましては、市民や関係団体、関係

機関との連携を強化し、「犯罪の起きにくいまちづくり」を推進してまいり  

ます。 

また、街路灯の整備につきましては、環境負荷の少ないＬＥＤ化の支援を 

引き続き進めてまいります。 
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４ 活気ある産業のまち 

 

次に、「活気ある産業のまち」についてであります。 

 

 農業の振興につきましては、新規就農者に対する支援強化に向け、農地賃貸

借料の一部を助成するなど、農地の保全、農業経営の安定を推進してまいり 

ます。 

また、都市近郊型農業の振興につきましても、体験型観光農園やグリーン 

ツーリズムなどに引き続き取り組んでまいります。 

 

 商業につきましては、商工業振興基本計画に基づき、空き店舗利用促進事業

や小規模事業者への経営指導などを行う北広島商工会や、各地区の商工業者が

地域の特性を生かした商店街の賑わいと活性化を図る事業に対し、引き続き 

支援してまいります。 

 

高齢者等の買い物不便者への対策につきましては、実態調査を行い、北広島

商工会や各地区商店街振興会等と協議を進めながら、支援策について検討して

まいります。 

 

住宅リフォームの支援につきましては、快適な住環境の整備や地元の産業 

振興と雇用の安定を図るため、これまでの助成制度を引き続き実施してまいり

ます。 

 

企業誘致につきましては、北広島輪厚工業団地などの分譲地について、札幌

都市圏の地理的優位性を生かした積極的な誘致活動を展開してまいります。 
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雇用の創出につきましては、企業立地促進条例に基づき、雇用奨励金の交付

などを行い、地元雇用の拡大を進めてまいります。 

また、ジョブガイド北広島との連携による職業相談や求職紹介などを引き 

続き行い、雇用の促進に努めてまいります。 

 

観光の振興につきましては、本年策定する観光基本計画に基づき、本市の 

魅力を体験・体感できる、集客施設や宿泊施設と連携した｢きたひろしま型  

都市観光｣を推進してまいります。 

 

 

５ 快適な生活環境のまち 

 

次に、「快適な生活環境のまち」についてであります。 

 

 市街地の整備につきましては、少子高齢化や核家族化に対応したまちづくり

を進めるため、居住環境の確保と沿道などの利便性の向上に向けた用途地域等

の見直しを行ってまいります。 

 

 市営住宅共栄団地の建替えにつきましては、全体計画１３４戸の内、１号棟

４０戸の建築を平成２６年度の完成をめざして着手しており、２号棟以降に 

つきましても引き続き整備してまいります。 

 

 木造住宅の耐震化の促進につきましては、地震に対する住宅の安全性を向上

させるため、情報の提供などとともに、戸建て木造住宅の耐震診断や改修への

助成を引き続き実施してまいります。 
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 輪厚スマートインターチェンジにつきましては、さらなる利便性の向上を 

図るため、２４時間化に向けて検討してまいります。 

今回の補正予算では、利用実態調査などに必要な経費を計上しております。 

 

 道道の整備につきましては、仁別大曲線や札幌恵庭自転車道線の延伸工事が

進められており、早期完成が図られるよう、関係機関に対して引き続き、強く

要請してまいります。 

 

 市道の整備につきましては、中央通線の歩道整備、南９号橋の架替えや生活

道路の整備を実施するほか、輪厚地区の市街地内を連絡する輪厚中央通線の 

道路改築に着手するとともに、大曲椴山線の道路整備に向けた調査設計を  

行ってまいります。 

 

 道路や橋梁などの老朽化が進む公共施設につきましては、安全で円滑な交通

の確保を図るため、長寿命化計画などに基づき計画的な改修を行ってまいり 

ます。 

 

 地域交通システムにつきましては、乗合タクシーの実証運行や地域との意見

交換会の結果を踏まえて、本市における公共交通体系のあり方について検討 

してまいります。 

また、生活バス路線の維持確保につきましては、バス事業者に運行経費の 

一部を補助し、必要なバス路線の維持確保に努めるとともに、公共交通の利用

促進に向けて市民やバス事業者等と協議を続けてまいります。 

 

 地域における除排雪につきましては、雪対策基本計画に基づき、市民・   

事業者・行政の三者による地域除雪懇談会を開催し、地域の実情に応じた  

雪対策に取り組んでまいります。 



 

－ 13 － 

 

 水道事業につきましては、少子高齢化の影響などにより給水収益が減少して

いることから、経営の安定に向けてより一層の効率化を図るとともに、西の里   

配水池の耐震化や老朽施設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、快適で衛生的な生活環境の確保に向けて、  

長寿命化計画に基づく老朽施設の計画的な更新を進めてまいります。 

 

し尿・浄化槽汚泥の処理につきましては、道央地区環境衛生組合が平成２６

年度に解散することから、下水処理センターにおいて長沼町、南幌町、由仁町

の３町のし尿・浄化槽汚泥処理を、平成２７年度から事務の委託により実施 

してまいります。 

 

 

６ 計画の実現に向けて《市民参加・行財政運営》 

 

次に、「市民参加と行財政運営」についてであります。 

  

 市民参加・協働につきましては、市民参加条例に基づき、参加機会の拡大や

市民の意向が市政に反映されるまちづくりを進めてまいります。 

また、公益活動団体との協働指針に基づき、市民が主体になった公益活動 

団体と行政との協働を推進してまいります。 

 

 広聴活動につきましては、複雑・多様化する市民ニーズを的確に把握し、  

市政に対する相互理解を深めるために、市政懇談会や出前トーク、出前講座 

などを実施してまいります。 

  

 



 

－ 14 － 

 

 地域コミュニティの醸成につきましては、引き続き町内会・自治会の活動を

支援するとともに、活動の拠点となる地区住民センターや住民集会所の備品の

更新、施設の補修を計画的に進めてまいります。 

 

恒久平和の実現につきましては、平和都市宣言のまちとして、平和の尊さや

大切さを次世代の人々に引き継いでいくため、平和パネル展や市民団体と連携

して平和関連事業を開催するなど、平和に対する市民意識の高揚を図って  

まいります。 

 

人権意識の啓発につきましては、人権擁護委員との連携による学校での人権

教室などを実施し、偏見や差別がなく、すべての市民が暮らしやすい社会の 

実現に努めてまいります。 

 

 男女共同参画につきましては、男女が互いに人権を尊重し、その個性と能力

を十分に発揮することができる社会を実現するため、第２次きたひろしま男女

共同参画プランに基づき、情報紙「えみんぐ」の発行やセミナーなどを開催  

してまいります。 

 

 効率的な行財政運営につきましては、第５次総合計画の着実な推進を図る 

ため、計画、実行、評価、改善の仕組みを充実させた進行管理を行いながら、

効率的かつ効果的な行政運営をめざしてまいります。 

 また、総合計画の中間年となる平成２７年度には、社会経済情勢の変化や 

市民ニーズなどを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行ってまいります。 

 

 行財政改革の推進につきましては、これまでも職員数の削減、給与制度の 

見直し、職員研修の充実、指定管理者制度の導入等を行ってまいりましたが、

今後とも実行計画に基づく改革を進めてまいります。 



 

－ 15 － 

 

 また、現行の行財政構造改革大綱が平成２６年度に終了することから、これ

までの改革を検証し、持続可能な行財政基盤の構築や質の高いサービスを提供

するため、新たな大綱を策定してまいります。 

 

 公共施設の適正配置につきましては、北広島市における現状と課題を整理し、

適正な施設配置に向けて検討してまいります。 

 

 定住人口の増加対策につきましては、「住み続けたいまち北広島」の魅力を

発信するシティセールスに引き続き取り組むとともに、新たな市民を呼び込む

ための「ファーストマイホーム支援制度」や「おためし移住制度」を実施する

ほか、子育て支援や教育環境を充実させてまいります。 

 

 新庁舎の建設につきましては、市民に親しまれ安全で利用しやすい庁舎を 

めざして、基本計画に基づき、事業を進めてまいります。 

今回の補正予算では、庁舎建設に向けた必要な経費を計上しております。 
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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、市長選挙後、新たに取り  

組む事業など２０事業、１億９，１４７万１千円を含め、総額２億３，１５１

万２千円を増額してまいりたいと考えております。 

 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、２１５億９７５万

９千円となり、平成２４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。 

 

 このまちは、多くの先人たちが原始の森に果敢に挑み、開拓の鍬をふるい、

度重なる冷害や水害、また厳しい冬の寒さなど、幾多の試練や困難に耐えて、

今日の発展の礎を築いてこられました。 

 

 私も、先人たちの偉業にあらためて感謝と敬意を表し、その意志を受け継ぎ、

先人たちが創り上げたこのまちをさらに成長させ、次の世代へと引き継いで 

いかなければならないと考えております。 

 

 そのためにも、これまで積み重ねてきた経験と実績をもとに、皆様との対話

に努めながら、「笑顔あふれるまち 着実に成長するまち」をめざし、全力  

投球で取り組んでまいります。 

 

 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。 


