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Ⅰ はじめに 

 

平成３１年第１回定例会の開会にあたり、平成３１年度市政執行方針を申し

上げます。 

 

私が、市政の舵取りを担わせていただいてから１３年が経過し、市長４期目

も折り返しの年となります。これまで市政運営にあたっては、「子育て環境の

充実」「定住人口の増加」「地域経済の活性化」などを重点課題として、地方

創生の実現に向けて着実に成長するまちを目指し、全力で取り組んでまいりま

した。 

 

昨年９月に北海道胆振東部地震が発生し、市内全域が停電、家屋の損壊、宅

地や道路の陥没など甚大な被害が発生しました。これまで被災された方の支援

及び復旧作業にあたってまいりましたが、各地区や避難所などにおいて一人ひ

とりが支えあい、助け合う姿を目にするたびに、私は市民の皆様の力の大きさ

を改めて感じたところであります。今後も市民の皆様が安心して暮らし続けら

れるよう安全なまちづくりの推進に、全力で取り組んでまいります。 
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市民の皆様の力が集まり、強力な後押しとなったのが、昨年１０月に決定を

いたしました「きたひろしま総合運動公園予定地」でのボールパーク建設決定

であります。このボールパークは、新たな北海道のシンボルとして、道民の皆

様、市民の皆様に夢と希望を与えるとともに、本市のまちづくり、北海道の発

展に大きく貢献するものと考えております。本市におきましては、新たな時代

のまちづくりに向けたスタートであり、２０２３年の開業に向けて、全力で取

り組んでまいります。 

 

今日、地域社会を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化の進展とともに、

技術革新の進展、人材不足を踏まえた外国人材の受け入れなど、あらゆる価値

観や社会が変化しており、行政課題も複雑化・多様化しているものと考えてお

ります。 

 

また、国では、持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるた

め、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる

「生産性革命」に優先的に取り組むとともに、働き方改革を推進していくこと

としております。 
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本市を含め、全国の自治体では人口減少や少子高齢化への対応、公共施設の

老朽化対策、公共交通のあり方など、様々な課題に直面しております。こうし

た課題を直視し、取組を進めていくことが、市民の皆様の期待に応え、市民生

活の向上や、持続的な都市経営の実現につながるものと考えております。 

 

平成３１年度は、第５次総合計画に掲げる「希望都市」「交流都市」「成長

都市」を実現するため、総仕上げに向けた重要な年となります。 

また、人口減少対策を目的に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の最終年となります。計画に掲げる目標の達成に向けて、各種施策の取組を進

めてまいります。 

 

本市には、利便性の高い都市機能、豊かな自然、観光資源、そして、これま

でに培われた歴史的・文化的資源など、多様な魅力と資源があります。 

 

私は、こうした多くの資源を生かしながら、次代を担う子どもたちや市民の

皆様の笑顔があふれ、将来にわたって着実に成長するまちを目指して、全力で

市政運営にあたってまいります。  
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Ⅱ 主要施策の推進 

 

次に、第５次総合計画の６つの基本目標に沿って、新年度の主要施策につい

て申し上げます。 

 

第１章 支えあい健やかに暮らせるまち 

 

 最初に、「支えあい健やかに暮らせるまち」についての施策であります。 

 

 まず、健康づくりの推進につきましては、「第４次健康づくり計画」に基づ

き、生活習慣病の重症化予防を重点に、健康相談や予防教室、受動喫煙防止に

向けた啓発活動を引き続き実施するとともに、市民ボランティアである「健康

づくり推進員」などと連携し、健康情報を発信するなど、健康づくりの活動を

推進してまいります。 

 

 食育の推進につきましては、「第２次食育推進計画」に基づき、健全な食生

活が実践できるよう、継続的に講演会などを開催し、食に関する知識の啓発を

図ってまいります。 
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 保健予防の推進につきましては、疾病の早期発見のため、引き続きがん検診

を実施するとともに、無料クーポン券の配布や未受診者への個別勧奨を実施す

るなど、受診率の向上を図ってまいります。 

 

定期予防接種につきましては、ワクチンの有効性について周知するとともに、

接種率の向上を図ってまいります。 

 

 ピロリ菌対策につきましては、胃がんをはじめ、慢性胃炎、胃・十二指腸潰

瘍などの主な原因となるピロリ菌検査を、中学生を対象として引き続き実施し

てまいります。 

 

 フッ化物洗口の推進につきましては、子どもの歯と口腔の健康の保持を図る

ため、引き続き保育園児と小学生を対象に実施してまいります。 

 

 医療体制の充実につきましては、北広島医師会などと連携し、夜間急病セン

ター及び在宅当番医制により受診体制を確保するとともに、歯科医療につきま

しても、千歳歯科医師会と連携し、休日等における急病患者への対応を行って

まいります。 
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特定健康診査・特定保健指導につきましては、データヘルス計画に基づき国

保被保険者の生活習慣病発症予防、糖尿病等の重症化予防を目指し、特定健診

受診率の向上と保健指導強化に取り組んでまいります。 

 

 産科につきましては、安心して出産できる環境を整備するため、産科の誘致

を目指し、開設経費に対する補助制度を運用してまいります。 

 

安心して出産できる環境づくりにつきましては、通院にかかる費用や特定不

妊治療費への助成、妊婦健康診査、乳幼児健診、赤ちゃん訪問などを実施して

まいります。 
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妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援につきましては、子育て世代包

括支援センターを地域子育て支援センター「あいあい」と連携して設置し、子

育て相談窓口の一本化と関係機関の連携強化により、一人ひとりに寄り添った

支援を目指すとともに、子育て不安の払拭を図ってまいります。 

また、センターの開設に併せ、産婦の心身の状態を確認し、産後うつや育児

不安の早期発見につながる産後健診と、産婦の心身の回復促進、授乳や沐浴な

どの技術を学ぶことで育児不安の解消につなげる産後ケア事業を新たに実施

してまいります。 

 

 子ども医療費につきましては、安心して子育てができるよう、引き続き中学

生までの入院及び通院医療費の一部を助成し、子育て世帯の経済的負担を軽減

してまいります。 

 

 避難行動要支援者に対する支援につきましては、社会福祉協議会や民生委員

児童委員、自主防災組織など地域との連携強化を図りながら、支援体制を構築

してまいります。 
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 保育環境につきましては、「第二期子ども・子育て支援事業計画」の策定を

進めるとともに、共働き世帯の増加や働き方の多様化などにより増大している

需要に対応できるよう、保育施設や学童クラブの受入体制の充実を図ってまい

ります。 

 

子どもの貧困対策につきましては、昨年実施した子どもの貧困に対する実態

調査の結果等を踏まえた対策の検討を進めてまいります。 

 

 協働事業による子育て支援につきましては、「出張型ひろば」を実施する団

体を支援し、親子や子どもが集い遊べる環境の充実を図ってまいります。 

 

 福祉人材の確保対策につきましては、介護や障がい、保育の事業所における

人材不足が課題となっていることから、引き続き、くらしサポーター研修会や

合同相談会などを実施するとともに、就労の促進を図るため、就労支援金等の

助成制度による福祉人材の確保に努めてまいります。 
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 夜間急病センター及びこども発達支援センターにつきましては、課題であっ

た施設の老朽化や狭あいを解消するため、ＪＲ北広島駅西口の民間施設への移

転を進めてまいります。 

夜間急病センターでは隔離室や災害時の停電に対応する非常用電源装置、こ

ども発達支援センターでは重症心身障がい児のための感覚統合訓練や光や音、

振動等でリラクゼーション活動ができる訓練室などを新たに整備することと

しており、６月の移転に向け、医療機器や訓練用備品の整備など準備を進めて

まいります。 

なお、移転先の民間施設には、社会福祉協議会及びきたひろしま暮らしサポ

ートセンター「ぽると」も移転することとしております。 

 

こどもの発達支援につきましては、障がい児相談支援や通所支援により、発

達の遅れや偏り、障がいのある子どもと保護者に対して専門的な相談や療育指

導を実施するとともに、新たに１８歳までの重症心身障がい児等が適切な支援

が受けられるよう訪問型の支援を実施してまいります。 

また、専門職を派遣する訪問相談や研修会を開催することにより地域の発達

支援体制や連携体制の充実と地域の支援力の向上を推進してまいります。 
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 保健福祉諸計画につきましては、保健、福祉、医療等の関係者及び公募によ

る委員で構成される保健福祉計画検討委員会を開催し、計画の進行管理等を行

ってまいります。 

 

 障がい福祉につきましては、「障がい支援計画（障がい者福祉計画・第 5期

障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画）」に基づき、障がい児・者が地域

社会で自立した生活を送ることができるよう、各種福祉サービスの適切な提供

や相談支援の充実、就労の場の確保など、社会参加の促進に努めてまいります。 

 

 障がい児通所支援につきましては、サービスの利用促進を図るため、引き続

き利用者負担の軽減を行ってまいります。 

 

 障がい児の日常生活用具の給付につきましては、新たに身体障害者手帳の交

付が受けられない軽度中等度難聴児に対し、ＦＭ型補聴器購入費の補助を行っ

てまいります。 
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 高齢者福祉につきましては、地域における交流を促進し、高齢者の孤立や閉

じこもりを防止することを目的に、介護予防や認知症予防に資する集いの場等

を整備する際に、改修費及び運営費の一部を助成するとともに、地域における

支え合い体制を支援するため、介護保険制度以外の家事援助や外出支援等を実

施する団体を新たに立ち上げる際の費用の一部について助成を行ってまいり

ます。 

 

シルバー活動センターの改修につきましては、施設の老朽化を解消するとと

もに長寿命化を図り、利用者が安全かつ快適に使用できる環境を整えてまいり

ます。 

 

 介護予防につきましては、住民主体で取り組んでいる運動を中心とした通い

の場に、理学療法士等を派遣し、利用者の身体機能の評価や運動方法などのア

ドバイスにより、介護予防効果の向上を図ってまいります。 

また、認知症の方が起こした事故等による損害賠償に備えるため、新たに市

が個人賠償責任保険に加入し、認知症になっても住み慣れた地域で安心した生

活が継続できるよう支援を行ってまいります。 
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 低所得者援護の充実につきましては、生活保護の適正な実施を図るとともに、

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の困窮者に対し、相談支援

事業をはじめとする各種サービスを提供してまいります。 

また、生活困窮者に対して、家計の改善に向けた支援や、就労支援の更なる

充実を図るため、新たに家計改善支援事業及び就労準備支援事業を実施してま

いります。 
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第２章 人と文化を育むまち 

 

次に、「人と文化を育むまち」についての施策であります。 

 

 まず、特別支援教育につきましては、特別支援学級介助員を増員し、特別な

支援を必要とする子どもたちの教育的ニーズに対応してまいります。 

 

 学校施設の整備につきましては、大曲中学校校舎の大規模改造工事の実施な

ど安心・安全で快適な教育環境の充実を図ってまいります。 

 また、学校施設の中・長期的な維持管理コストの平準化のため、学校施設の

長寿命化計画を策定してまいります。 

 

 次期学習指導要領への対応につきましては、児童生徒の英語発音力やコミュ

ニケーション能力、国際理解力の向上を目的に、外国語指導助手を増員し、外

国語教育の充実を図ってまいります。 
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旧島松駅逓所につきましては、老朽化の進む建物の改修や耐震化の方向性、

活用のあり方について検討を進め、史跡としての保存活用計画を策定してまい

ります。 

 

大学との連携につきましては、星槎道都大学との包括連携協定に基づき、大

学が有する英知や人材を生かしたまちづくりを進めてまいります。 

また、他大学との連携につきましても、検討してまいります。 

 

子どもたちへの支援につきましては、子どもたちが夢や希望を持ち、心豊か

にたくましく成長できるよう、引き続き夢の実現に向けた子ども夢チャレンジ

応援事業を実施してまいります。 

また、子どもたちの進学の希望を叶え、地域社会の担い手となる人材の確保

を目的に、奨学金の返済の一部について支援を行ってまいります。 

 

高等学校等生徒交通費助成事業につきましては、将来のまちづくりを担う人材

育成や切れ目のない子育て支援制度の構築に向けて、新たに高校生等を対象に通

学に要する費用の一部を支援してまいります。 
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 小中一貫教育につきましては、子どもたちの生きる力を育むため、引き続き、

小中学校が９年間を通じた教育課程を編成し系統的な教育を行うとともに、取

組の検証と改善を行ってまいります。 

 

 コミュニティ・スクールの推進につきましては、地域と学校が連携・協働し、

子どもを育むため、従来の西部中学校区に加えて、大曲中学校区及び緑陽中学

校区で学校運営協議会の準備検討委員会を立ち上げ、市民理解を深めながら取

組を推進してまいります。 

 

 放課後子ども教室につきましては、新たに、市内３校目となる東部小学校に

おいて実施し、放課後の子どもの安全で安心な居場所づくりに努めてまいりま

す。 

  



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 16 － 

 

第３章 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」についての施策であります。 

 

 まず、地球温暖化対策につきましては、太陽光発電システムや省エネルギー

機器等への補助を継続し、再生可能エネルギーの利用を促進するなど、地球温

暖化防止のための施策を推進してまいります。 

 

 環境の保全につきましては、「第２次環境基本計画」に基づき、大気・水質・

悪臭・騒音・空間放射線量率の継続的な監視や測定を行ってまいります。 

 

北広島霊園につきましては、引き続き参拝者が利用しやすい環境づくりに努

めてまいります。 

 

火葬場につきましては、札幌市との広域連携による里塚斎場・火葬場の利用

サービスを継続するとともに、利用者のアンケートを実施して引き続き動向を

検証してまいります。 

 



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 17 － 

 

動物衛生等管理につきましては、市民の安全な生活を確保するため、畜犬の

管理や専門事業者による野犬の掃討、スズメバチの駆除などを実施してまいり

ます。 

 

生活排水処理につきましては、合併浄化槽の設置補助制度を引き続き実施し、

生活排水の適正処理に努めてまいります。 

 

ごみ処理につきましては、家庭系一般廃棄物の減量化及び生ごみ分別の推進

を図るため、ごみステーションでの啓発や世代別啓発を引き続き実施するとと

もに、ミックスペーパーの拠点回収につきましても、周知啓発を強化し、埋め

立てごみの削減に努めてまいります。 

また、事業系一般廃棄物につきましては、引き続き事業所を訪問し、実態に

合った排出方法を事業所とともに検討するなど、生ごみ分別の推進と更なる減

量化に努めてまいります。 

 

広域ごみ処理につきましては、本市と千歳市、長沼町、南幌町、由仁町及び

栗山町の２市４町で構成する道央廃棄物処理組合におきまして、２０２４年度

の広域による焼却施設の稼働を目指し、事業を進めてまいります。 
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－ 18 － 

 

緑化の推進につきましては、富ヶ岡などの市有林を、市民やボランティア団

体との協働により、体験学習の場として活用するとともに、市民の憩いの場と

しての森づくりに取り組んでまいります。 

また、美しい街並みの創出や花のまち北広島をＰＲするため、花のまちコン

クール、花いっぱい運動、オープンガーデン見学会などを引き続き実施すると

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。 

 

 親水空間の保全につきましては、輪厚川の景観維持や環境整備を市民と協働

で実施し、市民に親しまれる憩いの場を提供してまいります。 

 

公園の整備につきましては、設置から相当の年数が経過し、遊具の劣化の著

しい公園については、改築・更新を進め、利用者の安全確保に努めてまいりま

す。 

 

市民交流広場の整備につきましては、市役所の隣接地において、市民が集い

多くの人で賑わう交流拠点としての活用を図るため、広場の整備工事を実施し

てまいります。 
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－ 19 － 

 

千歳川流域の治水対策につきましては、２０１１年に着工した東の里遊水地

が２０１９年度に完成を予定しているところであります。 

また、河川堤防の強化につきましても、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。 

 

治山・治水につきましては、生活環境の保全や山地災害防止のため、市有林

の除伐を実施してまいります。 

 

台風第２１号及び北海道胆振東部地震への対応につきましては、特に被害の

大きかった大曲並木地区において、地域住民の皆様が今後も安心して生活を送

れるよう、早期復旧に取り組んでまいります。 

 

宅地の耐震化の推進につきましては、大規模盛土造成地における災害被害を

軽減するため、マップの作成及び公表を行い、市民の防災意識を高め、災害の

防止や被害の軽減を図ってまいります。 
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－ 20 － 

 

防災対策につきましては、災害時における円滑な応急対策のため、地震、風

水害等を想定した避難所開設・運営訓練や水防訓練、図上訓練等を継続し、地

域防災への取組を強化してまいります。 

 

自主防災組織の育成につきましては、自主防災組織や自治会、町内会等が行

う防災訓練、防災資機材の購入などの防災活動に対する助成金の交付や出前講

座を継続し、地域防災力の向上に努めてまいります。 

 

 指定避難所及び福祉避難所につきましては、避難所の円滑な開設・運営のた

め、引き続き防災資機材などの整備を進めるとともに、具体的な運営方法等に

ついて施設管理者との協議を進めてまいります。 

 

 消防体制につきましては、消防活動に必要な防火水槽を里見町あざみ公園内

に設置するほか、老朽化した消火栓を水道管更新工事に併せて、更新してまい

ります。 
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－ 21 － 

 

火災予防につきましては、市民への防火意識の高揚を図るため、幼年消防ク

ラブ及び女性防火クラブの育成や新規結成など、防火委員会の活動を支援して

まいります。 

 

 救命講習会につきましては、市民ニーズに沿った講習会を実施し、救急車の

適正利用、応急手当実施者への心のケアを含め、市民に幅広く啓発し、救命率

の向上を図ってまいります。 

 

 交通安全対策につきましては、「第１０次北広島市交通安全計画」に基づき、

交通事故による死傷者数の確実な減少を目標に、交通環境の整備充実を図ると

ともに、市民、関係機関等と連携し、市民の交通安全意識の向上に努めるなど、

交通安全活動を計画的に推進してまいります。 
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－ 22 － 

 

 防犯対策につきましては、「第２次犯罪のない安全で安心なまちづくり推進

計画」に基づき、市民や関係団体、関係機関との連携を強化し、安心して暮ら

せるまちづくりを推進してまいります。 

また、防犯意識の普及・啓発活動を実施する防犯活動団体や、夜間における

交通安全の確保と犯罪の防止を図るため、街路灯を維持する自治会等に対し、

引き続き支援を行うとともに、環境負荷の少ないＬＥＤ化を推進してまいりま

す。 

 

消費生活につきましては、消費生活センターにおいて相談窓口を設置し、特

殊詐欺などに対応していくとともに、関係団体との連携を強化し、消費者被害

の防止に努めてまいります。 

 また、消費生活に関する啓発活動などを実施している北広島消費者協会に支

援を行ってまいります。 

 

 恒久平和の実現につきましては、「平和都市宣言のまち」及び平和首長会議

の一員として、市民一人ひとりの平和に対する意識高揚を図るため、引き続き

「平和の灯」の維持管理や平和パネル展などの普及・啓発活動を実施してまい

ります。 



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 23 － 

 

 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り、学校での人

権教室や啓発活動などを実施し、偏見や差別などがなく、全ての市民が平等で

暮らしやすい、人権尊重の社会づくりを目指してまいります。 

  



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 24 － 

 

第４章 活気ある産業のまち 

 

 次に、「活気ある産業のまち」についての施策であります。 

 

まず、農業の担い手育成につきましては、引き続き公益財団法人道央農業振

興公社との連携による新規就農者の研修や農業後継者等育成事業を行ってま

いります。 

また、農業後継者の確保と定着促進を図るため、新規就農者への給付金の支

給のほか、新規就農から３年間、農地賃借料への助成を行ってまいります。 

 

農地の保全につきましては、農業施設の長寿命化等を図るため、地域の活動

組織が実施する維持保全向上活動への支援を行うとともに、農地の明暗渠排水

整備や遊休農地復元等の農地改良に対して、道央農業協同組合と連携して支援

を行ってまいります。 

 

消費者と生産者の交流につきましては、本市の農業の魅力を伝えるため、食

農教室を継続するとともに、市民農園などの体験型農業や農産物の直売等のグ

リーンツーリズム、六次産業化等の取組への支援を行ってまいります。 
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－ 25 － 

 

経営規模の拡大につきましては、農地中間管理機構による農地の集積に協力

する農業者に協力金を交付してまいります。 

 

エゾシカ等による農業被害への対応につきましては、自衛防除を推進するた

め、くくり罠の購入費用などについて助成を行うほか、鳥獣被害防止対策協議

会の事業活動により、農業被害対策の充実を図ってまいります。 

 

商工業の振興につきましては、小規模事業者に対する経営指導を行う北広島

商工会に対し、引き続き支援を行ってまいります。 

 

地域商店街の活性化につきましては、各地区の商工業者が実施する地域の特

性を活かした商店街の賑わいと活性化を図る事業に対して支援を行ってまい

ります。 

 

買い物不便者対策につきましては、地域のニーズに対応した買い物支援の推

進を図るため、買い物環境や支援策へのニーズについて、昨年実施したアンケ

ート結果等をもとに、講習会の開催など具体的な取組を進めてまいります。 
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－ 26 － 

 

地域の消費拡大による経済の活性化につきましては、北広島商工会が実施す

る「商工魅力発信事業」に対して支援を行ってまいります。 

 

中小企業者等融資事業につきましては、中小企業者の円滑な資金調達のため、

金融機関への預託金により低利な融資を実施するとともに、利子及び保証料の

補給を実施してまいります。 

 

住宅リフォーム支援につきましては、快適な住環境の整備、地元の産業振興

や雇用の安定を図るため、引き続きリフォームに係る費用の一部について助成

を行ってまいります。 

 

企業誘致につきましては、輪厚工業団地を中心に誘致活動を行うとともに、

進出企業に対し、企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除や雇用奨励

金を交付してまいります。 

 

創業支援につきましては、コミュニティビジネス創業支援や、起業に向けた

支援、北広島商工会との連携による空き店舗利用促進事業を実施してまいりま

す。 
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－ 27 － 

 

観光の振興につきましては、市内の観光資源やイベント情報などを市内外に

ＰＲするとともに、マーケティング情報の収集を充実し、多様化する観光ニー

ズに対応してまいります。 

また、観光協会の独立、法人化に向けた取組につきましても支援してまいり

ます。 

 

都市型観光につきましては、「観光基本計画」に基づき、集客施設や宿泊施

設と連携し、本市の魅力を体験・体感できる都市型観光を推進するとともに、

ゴルフ場などの地域資源を活用した観光プロモーションを行ってまいります。 

 

サイクルツーリズム等観光拠点整備につきましては、エルフィンロードなど

の地域資源を活用したサイクルツーリズムを推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 28 － 

 

雇用対策につきましては、若年層求職者等を新たに雇用した中小企業に対し

支援を行うほか、労働意欲のある女性を対象とした合同企業説明会の開催や研

修、職場実習などによる再就職の支援を行ってまいります。 

また、職業相談や求人情報の検索などを地元で容易に行えるジョブガイド北

広島を国との連携により運営するとともに、市相談員を配置し、就業相談など

の支援を行ってまいります。 

 

季節労働者の通年雇用につきましては、各種事業を展開する季節労働者通年

雇用促進支援協議会に対して支援してまいります。 

 

高齢者の就業機会につきましては、高齢者の社会参加の促進や、生きがい対

策につながる就業機会の確保を行うシルバー人材センターに対して支援して

まいります。 

  



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 29 － 

 

第５章 快適な生活環境のまち 

  

次に、「快適な生活環境のまち」についての施策であります。 

 

まず、市街地の整備につきましては、２０２０年度に予定している区域区分

の見直しに向けて準備を進めてまいります。 

また、都市計画マスタープランにつきましては、２０２１年の改定に向け、

策定を進めてまいります。 

 

持続可能なコンパクトシティの形成につきましては、「立地適正化計画」に

基づき、商業施設等の都市機能や居住の誘導などにより、将来にわたって、安

心で快適な生活環境の実現に向けた施策に取り組むとともに、ＪＲ北広島駅西

口における民間市場調査などを実施してまいります。 

また、ＪＲ上野幌駅周辺につきましては、商業・業務施設等の立地に向けた

検討を行うとともに、引き続き駅のバリアフリー化に向けて関係機関との協議

を進めてまいります。 
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－ 30 － 

 

北広島団地地区につきましては、北広島団地フェニックスプロジェクトに基

づき、多世代が共生するエリア形成に向けて、関係機関と連携した住み替え支

援や、愛称「さんぽまち」のＰＲ、北広島団地モニターツアーなどを実施して

まいります。 

 

空き家の流動化の促進につきましては、引き続き解体支援を実施してまいり

ます。 

また、既存住宅の流動化の促進を図るため、引き続き中古住宅を取得した方

に対しリフォーム支援を実施してまいります。 

 

空き家対策につきましては、適切な管理が行われず、防災・衛生・景観上な

ど地域住民の生活環境に影響を及ぼす恐れがある空き家等に対し、「空家等対

策計画」に基づき必要な措置を講じてまいります。 

 

市営住宅共栄団地建替事業につきましては、２０２０年３月の事業完了に向

けて、５号棟２０戸の建設工事を進めてまいります。 
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－ 31 － 

 

木造住宅の耐震化の促進につきましては、耐震診断及び改修費用の一部を助

成し、地震に対する安全性の向上を図ってまいります。 

 

市道の整備につきましては、通学児童や地域住民の安全と利便性の向上、車

両の円滑な走行空間を確保するため、生活道路の整備を進めるほか、南９号線、

輪厚三島線などの道路整備を実施してまいります。 

また、大曲椴山線につきましては、農場橋の架替えを進めるとともに、道路

用地の取得や改築工事を実施してまいります。 

 

橋梁の長寿命化につきましては、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき泉陸橋

等の補修工事を実施するとともに、今後計画している橋梁の補修設計等を進め

てまいります。 

 

舗装の補修につきましては、老朽化が進んでいる広島輪厚線、駅前１番通線

などについて、計画的に補修を進めてまいります。 
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－ 32 － 

 

照明灯の維持補修につきましては、安全で円滑な交通を確保するため、状況

に応じ補修や更新を行うとともに、設置から３０年以上経過した道路照明灯を

対象にＬＥＤ照明への更新を進めてまいります。 

 

道道の整備につきましては、札幌恵庭自転車道線延伸区間の早期完成が図ら

れるよう、引き続き関係機関に要請してまいります。 

 

生活バス路線の維持・確保につきましては、市内完結路線を運行するバス事

業者に対して、運行経費の一部補助を継続するとともに、高齢者を対象にバス

利用の促進に向けた助成事業を実施してまいります。 

また、運転免許自主返納者に対して、既存のバスに加えタクシーにも利用で

きる助成事業を実施してまいります。 

 

除排雪につきましては、冬期間の円滑な交通と安全性を確保するため、交差

点の雪山除去や通学路をはじめとした歩道除雪の充実に努めてまいります。 

また、地域除雪懇談会で作成した除雪マップを基に、地域の実情に応じた雪

対策に取り組んでまいります。 
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－ 33 － 

 

上水道事業につきましては、「水道事業経営戦略」に基づき、計画的かつ効

率的な事業運営に努めるとともに、安全で安心な水道水の安定供給を図るため、

老朽施設の更新、基幹管路及び西の里配水池の耐震化を進めてまいります。 

 

下水道事業につきましては、公営企業会計による経営を開始し、「下水道事

業経営戦略」に基づき経営の早期安定化に努めるとともに、ストックマネジメ

ント実施計画を策定し、下水道施設の維持管理及び改築・更新の最適化を図り

安定的な下水道サービスの維持継続を推進してまいります。 

 

下水汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥から生成される乾燥汚泥につきまして

は、基準に適合した汚泥肥料として緑農地還元を行っていくため、し尿等の分

析を実施するとともに、乾燥汚泥の製袋・保管及び運搬業務を実施してまいり

ます。 

 

 景観の保全につきましては、快適で美しい街並みの形成と保全を図るため、

都市景観に係る啓発や屋外広告物に対する指導を行ってまいります。 
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 広聴活動につきましては、複雑・多様化する市民要望を把握するとともに、

市政に対する相互理解を深めるため、「きたひろしま市民の声」をはじめ、市

政懇談会、出前トーク、出前講座などを実施してまいります。  
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第６章 にぎわい・活力のあるまち 

 

次に、「にぎわい・活力のあるまち」についての施策であります。 

 

まず、北海道日本ハムファイターズ・ボールパーク構想につきましては、 

２０２３年３月の開業に向けて、官民一体となった機運の醸成や市民理解及び

市民参画を促進していくとともに、新たな「北海道のシンボル」となる、世界

がまだ見ぬボールパークの実現に向け、引き続き関係機関との連携を図りなが

ら、道民の皆様、市民の皆様に夢と希望を与えるボールパーク構想を推進して

まいります。 

また、ボールパーク構想を応援していただいている皆様の参画機会の充実を

図るため、北広島市北海道ボールパーク基金を創設してまいります。 

 

市民参加と協働につきましては、市政情報の提供や実施手法の充実に努める

ほか、「協働指針」に基づき公益活動団体への支援を行ってまいります。 
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地域コミュニティの推進につきましては、町内会・自治会活動に対し、引き続

き支援を行うとともに、活動の拠点となる地区住民センターや住民集会所の適正

な維持管理に努めてまいります。 

 

市民の法律相談につきましては、日常生活における法律上の問題や疑問を解決

するため、弁護士による無料法律相談を実施してまいります。 

 

互いの個性や多様性を認め合い、誰もが希望を持つことができる社会の実現に

つきましては、「第２次きたひろしま男女共同参画プラン」に基づき、女性法律

相談やパネル展、ＬＧＢＴへの理解を深めるためのセミナーなどを行ってまいり

ます。 

また、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、意識啓発を進めるとともに、

ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業への支援を行ってまいります。 

 

シティセールスにつきましては、住みよいまち北広島の魅力を市内外の方々

に知っていただけるよう、動画やインターネット、ＰＲグッズを活用して発信

してまいります。 
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 行財政改革につきましては、寄附金制度などによる独自財源の確保や市役所に

おける仕事のやり方の改善など、「行財政改革大綱及び実行計画」に基づき、持

続可能な財政運営、機能的な行政運営、市民協働・官民連携を柱とした取組を進

めてまいります。 

 

 行政組織の見直しにつきましては、簡素で効率的な執行体制に向けた組織再編

に努めるとともに、新たな行政課題に対して迅速、柔軟に対応する組織体制の整

備を行ってまいります。 

 

 公共施設の整備につきましては、「公共施設等総合管理計画」に基づき個別施

設計画を策定し、適正配置について検討してまいります。 

 

 定住人口の増加に向けた取組につきましては、子育て世代の定住促進を目的に、

親世代との同居や近居、少子高齢化の進む北広島団地地区への誘導などの視点を

加えた「子育て世代マイホーム購入サポート事業」を引き続き実施してまいりま

す。 
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 地域公共交通につきましては、「地域公共交通網形成計画」に基づき、将来に

わたって持続性のある利便性の高い公共交通網の形成に向けた施策に取り組ん

でまいります。 

 また、市内完結路線である北広島団地線につきましては、２０１９年度の路線

再編を目指して、公共交通活性化協議会等において検討を進めてまいります。 

 

東京北広島会につきましては、引き続き会員数の拡大を図るとともに、会員の

交流の場を設けていくほか、本市の情報発信及び首都圏からの情報収集に努め本

市の発展につなげてまいりたいと考えております。 

 

 ふるさと納税につきましては、本市の知名度向上や来市につながる寄附金制度

となるよう、ふるさと納税サイトを拡大するとともに、北海道日本ハムファイタ

ーズと連携した取組を推進してまいります。 

 

 総合計画につきましては、現計画が２０２０年度で終了することから、新たな

総合計画の策定を進めるとともに、策定にあたっては、社会経済情勢の変化を的

確に捉え、様々な市民参加の手法を取り入れ、市民の皆様が思い描く将来のまち

の姿を共有しながら、進めてまいります。  
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Ⅲ 予算案の概要 

 

次に、平成３１年度の各会計予算案について申し上げます。 

 

一般会計の歳入についてでありますが、市税につきましては、新たな企業の

進出に伴う固定資産税の増などを中心として、市税全体で前年当初比２．８％

増の７７億４，０２１万５千円を見込んでおります。 

 

 また、普通交付税につきましては、前年当初比５．７％増の３７億 

９，８００万円、臨時財政対策債は８．５％減の８億５，０００万円を見込み、

一般財源総額については、前年を上回る額を確保したところであります。 

 

 歳出につきましては、ボールパーク構想に向けたインフラ整備に本格的に 

取り組むほか、人口減少対策や経済雇用対策、子育て支援などの社会福祉施策

の充実を図るとともに、災害復興のための施策に取り組んでまいります。 

平成３１年度の一般会計の当初予算額は、ボールパーク構想に係る経費の 

計上などに伴い、前年当初予算と比べ１２．４％増の２６３億９，２１９万 

３千円と、過去最大の予算規模となっております。 
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また、平成３１年度に下水道事業が特別会計から企業会計に移行することに

伴い、特別会計の総額は、１１９億２，３８７万６千円で、１５．５％の減、

企業会計の総額は、５４億６，１２８万９千円で、２１６．６％の増となり、 

全会計の総額は、４３７億７，７３５万８千円で、前年当初予算と比べ 

１１．４％の増となるものであります。 
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Ⅳ むすび 

 

以上、平成３１年度の主要施策及び予算案の概要についてご説明申し上げま

した。 

 

昨年は、北海道胆振東部地震や西日本豪雨など全国各地で未曽有の災害が発

生し、本市におきましても、甚大な被害が発生したところであります。 

 

１０月には「きたひろしま総合運動公園予定地」がボールパーク建設地に正

式に決定するなど本市のまちづくりの更なる飛躍を予感させる年でもありま

した。 

 

私にとっても市民の皆様にとっても忘れることができない年となりました

が、そのような中で人のつながりの力と、新たな未来への息吹を強く感じたと

ころであります。 
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本年は５月に新元号へと変わり、新たな時代の幕開けとなる年であり、本市

においても、災害からの復興に向けた取組や、ボールパークの開業に向けた取

組を進める「始」の年、新たなまちづくりに向けた一歩を踏み出す年であると

考えております。 

 

本市は、明治６年、中山久蔵翁が、北海道では米作りは不可能とされる中、

不撓不屈の精神で夢を追い続け、寒地稲作を成功させた地であります。 

また、本年は、明治１７年に和田郁次郎翁らが一村創建を目指して入植して

から、１３５年目を迎えます。 

 

本市の発展は、幾多の困難を乗り越えてきた、先人たちの、たゆまぬ努力と

英知の結集により、歴史を積み重ねながら、その礎を築いてまいりました。 

 

本市を取り巻く状況、そしてこれから進む道は、決して容易なものではあり

ません。人口減少や少子高齢化の進展は、経済社会構造や価値観などに大きな

変革をもたらします。成長社会から成熟社会に、量から質に、新たな価値の創

造が求められる時代に向かっています。 

 



平成３１年第１回定例会市政執行方針 

 

－ 43 － 

 

先人たちの信念や志を引き継ぎ、これからのまちづくりの歩むべき道をしっ

かりと見極め、市民の皆様が豊かさを実感できるまちづくりを進めてまいりま

す。 

 

私は、自分の目指した道、自分が志した思いは、様々な困難があろうとも、

努力を惜しまず重ねていくことで、必ず道は拓けるもの、「雲外蒼天」の思い

で市政運営に全力で取り組んでまいります。 

 

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お願い申し上げ、平

成３１年度の市政執行方針といたします。 


