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平成２９年度 市政執行方針

平成２９年第１回定例市議会の開会にあたり、新年度の市政執行に臨む私

の所信と施策の大綱について申し上げ、市議会議員並びに市民の皆さまにご

理解とご協力をお願いするものであります。

はじめに

私は、昨年、市民の皆さまからあたたかいご支援を賜り、引き続き市政を

担わせていただくこととなり、その職責の重さを再認識し、市長に就任以来

掲げております、人と人とのつながりを大切にする「市民と協働のまちづく

り」を信条に、市民誰もが住んでいてよかったと実感できるまちづくりの実

現に向け、さらに市政を推進してまいります。

さて、我が国は、長く続いたデフレからの脱却を目指すため、アベノミク

ス「三本の矢」による経済の再生、さらに誰もが生きがいを持って充実した

生活を送ることができる一億総活躍社会の実現を目指した「新・三本の矢」

を放ち、少子高齢化という構造問題に正面から立ち向かい、成長と分配の好

循環の実現に向け取り組んでいます。

北海道においても、人口減少の危機突破を最重要課題とした、「北海道創

生総合戦略」の重点プロジェクトを中心に、地域創生を進めるための取り組

みを加速化しているところであり、これまで築いてきた仕組みや基盤を活用

した取り組みが行われています。

本市においては、昨年度からスタートした「歌志内市総合計画」に沿って

まちづくりが進められており、人口減少や少子高齢化などの本市が抱える課

題に対して、重点プロジェクトをはじめ、各種事務事業を行っているところ

であります。

しかし、本市における財政構造につきましては、歳入の半分以上を地方交
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付税に依存しており、財政力指数は全国で最低レベルとなるなど、非常に厳

しい状況にあるため、市民にとって真に必要とするサービスの実現に向け、

事業の「選択と集中」を徹底し、基本理念である「みんなで創る笑顔あふれ

るまち」の実現に向け、「歌志内市総合計画」を着実に取り組んでいく１年

としてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、平成２９年度に取り組む主要施策の大綱について申し上げます。

第１は「市民と協働で創るまち」であります。

地方分権の進展とともに、地方自治は、時代の変化への対応や、自らの発

想と創意工夫により個性を活かした自立が求められております。

このため、引き続き基礎自治体としての役割を果たすべく、市民サービス

の向上のため、多くの市民との対話を進め、多様な行政ニーズの把握に努め

るとともに、地域団体等が取り組む地域づくり活動に対して必要な支援を行

い、市民主体のまちづくりに取り組んでまいります。

広報広聴活動につきましては、「広報うたしない」をわかりやすく親しみ

やすい紙面にするため、広報モニターからのご意見を反映しながら、文字の

種類や大きさ等を含め、紙面編集の工夫に努めてまいります。

また、市の公式ホームページは、より早い情報提供の場として、地域おこ

し協力隊のフェイスブックと連携を図るとともに、見やすく的確な情報発信

に努めてまいります。

なお、市民ニーズの把握と行政情報の共有などを目的に、引き続き地区別

市政懇談会や町内会連合会との情報交換会、小中学生との語る会やふれあい

市長室を開催し、市民と直接対話する機会を設けてまいります。

本年度は、明治３０年に歌志内戸長役場が設置されてから１２０年を迎え

る節目の年になりますので、開基１００年に発行した記念要覧以降２０年間
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の歴史と歩みを振り返る記念誌を発行いたします。

非核平和活動につきましては、市民の平和に対する意識の高揚を図り、恒

久平和を願う啓発活動を、引き続き推進してまいります。

また、多様化する行政課題への対応に向け、研修参加などにより職責に応

じたスキルアップを図るとともに、職員の自己啓発と資質向上のため、先進

地への自主研修を継続してまいります。

次に、本市の財政運営につきましては、人口減少の影響により非常に厳し

い状況にあることを再認識したうえで、限られた財源を効率的、効果的に活

用し、中長期的に持続可能な財政構造を確立しながら、将来世代に過大な負

担を残さぬよう財政の健全化に努めてまいります。

また、ふるさと応援寄附を通じて、本市のまちづくりを応援していただけ

る方をさらに増やすため、寄附をいただいた方への謝礼品を充実するととも

に、情報発信に努めてまいります。

広域行政の推進につきましては、中空知広域市町村圏組合による圏域振興

に向けた各種広域連携事業に参画するとともに、「定住自立圏形成協定」に

基づく圏域の市町との連携強化や、北海道空知地域創生協議会での空知全体

の活性化のため広域的事業を推進することにより、住みよい地域づくりに努

めてまいります。

情報化に関する取り組みにつきましては、住民サービスの向上及び行政運

営の安定化と効率化を図るため、必要なシステム機器を更新し、維持管理に

努めてまいります。

また、昨年度実施した自治体情報セキュリティ強化対策に加え、今年度に

おいては総合行政システムを単独クラウド化へ移行することにより、本市の

情報資産を適正に保護・管理するとともに、平成２９年７月より情報連携が

開始される社会保障・税番号制度に対するセキュリティの強化にも努めてま

いります。
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第２は「活力と魅力あふれるまち」であります。

道内経済は全体として緩やかな回復傾向にあると言われておりますが、本

市を含め経営基盤が脆弱な中小企業においては、景気回復を実感するには至

っておらず、引き続き、厳しい経営環境に置かれております。このため、商

工会議所が実施するプレミアム付き商品券発行事業への支援、市内事業者の

声を行政施策に反映させる仕組みづくり、さらには創業支援に係る情報提供

など、活力ある地域経済を目指し取り組んでまいります。

鉱業の振興につきましては、空知炭礦グループによる露頭炭採掘事業の継

続並びに安定操業に向け、関係機関と連携のもと支援してまいります。

農業の振興につきましては、ワイン用ぶどう試験栽培事業が２年目を迎え、

獣害対策用フェンスの設置及び苗木の新植など、本格的な栽培を開始いたし

ます。

また、葉野菜の水耕栽培事業の安定化に期待するとともに、改めて薬草栽

培事業の可能性調査を行うなど、第一次産業の振興及び６次産業化に向け取

り組んでまいります。

なお、エゾシカ等の有害鳥獣対策につきましては、猟友会と連携のもと春

秋の一斉駆除活動の継続など対策を講じてまいります。

札幌歌志内会は、設立３０周年を迎え、本年９月に地元での記念総会を開

催する予定で準備に入っており、市民との交流促進を含め、できる限り支援

してまいります。

次に、観光事業につきましては、指定管理者制度により運営されている、

かもい岳温泉、スキー場、道の駅附帯施設において、訪れる利用者に一層親

しまれるよう、それぞれの機能や特性を十分発揮することを求めるとともに、

老朽化している施設の一部について改修を進めてまいります。

なお、道の駅附帯施設によるＳＮＳの活用や外国語表記を含めたパンフレ

ットの制作など、本市の魅力を広く発信する「観光情報発信事業」に対して
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は、観光入込客増による地域経済活性化を期待し、継続支援してまいります。

また、地域特産品づくりにつきましては、特産品開発支援事業の活用促進

を図るとともに、庁内組織による「歌志内オリジナルの土産品」づくりの検

討を継続してまいります。

チロルの湯を経営する株式会社歌志内振興公社につきましては、昨年８月

からの道道文珠砂川線通行止めによる影響が大きいものの、人件費をはじめ

とする経費節減など収支の安定化に努力されております。

今後も経営改善とサービス向上に努められ、持続的な安定経営を目指すと

ともに、市民の憩いの場、健康増進のための主要施設として運営にあたられ

るよう指導のうえ、必要な支援を講じてまいります。

次に、労働行政につきましては、滝川ハローワーク管内では新規学卒者を

はじめ雇用情勢は上向きとのことでありますが、市内事業所においても雇用

のミスマッチ解消など安定した人材確保が課題となっていることから、商工

会議所やハローワークと連携を図り、雇用の維持と各種制度の情報提供等に

努めてまいります。

定住化対策につきましては、東光団地の分譲促進をはじめ、住宅建設等奨

励金制度の拡充や、子育て支援と教育の充実など、各種支援制度などのＰＲ

により、定住の促進を図ってまいります。

また、北海道や中空知広域市町村圏組合、北海道移住促進協議会等の関係

機関と連携を図り、移住定住に関する地域情報の発信・提供を継続してまい

ります。

地域おこし協力隊の活用につきましては、引き続き、有害鳥獣対策などの

活動やワイン用ぶどう試験栽培、市の魅力や郷土文化などの情報発信を推進

する活動を進め、隊員の定住・定着を図ってまいります。

地域間交流の促進につきましては、市内への交流人口拡大に向け、各種イ

ベントや大会、行事など地域活動を実践する団体への支援を継続し、地域活

性化に結びつけてまいります。
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第３は「健康で心ふれあうまち」であります。

地域福祉の推進につきましては、昨年度に見直しを行った「歌志内市地域

福祉計画」の各種施策を着実に実行するとともに、新たに社会福祉協議会に

委託して実施する「つどいの場事業」や継続事業を含め、市民が引き続き安

心して暮らせる福祉のまちづくりを目指してまいります。

高齢者福祉の推進につきましては、高齢者の皆さまが住み慣れた地域で安

心して生活が続けられるよう、高齢者の立場に立った視点で支援してまいり

ます。

また、様々な職種の関係者が協働して、個別支援のあり方と地域課題の検

討を行う「地域ケア会議」を引き続き開催し、会議の充実を図り、「地域包

括ケアシステム」の円滑な構築に向け取り組んでまいります。

本年度より開始する「認知症総合支援事業」では、認知症ケアパスの作成

と認知症地域支援推進員の配置、さらに、空知中部広域連合を中心として、

その構成市町と砂川市立病院認知症疾患医療センターがチームとなって取り

組む「認知症初期集中支援チーム」の円滑な事業展開を図ってまいります。

児童福祉の推進につきましては、「歌志内市子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、次代を担う子どもたちが健やかに生み育てられる環境の整備を図

るとともに、認定こども園の開設に向けて教育委員会との連携のもと検討を

進めてまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、障害者総合支援法及び「第４期歌志

内市障がい福祉計画」に基づき、障がいのある人が自立して生きがいを持ち、

安全で安心して暮らすことができるよう、各種サービスの提供を推進してま

いります。

なお、本年度は「第４期歌志内市障がい福祉計画」の最終年でありますの

で、これまでの各種サービスの利用実態を踏まえ、関係機関と連携し見直し

を行ってまいります。
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次に、保健行政の推進につきましては、「歌志内市健康増進計画」に基づ

き予防対策事業及び健康づくり事業を推進してまいります。

特に健康寿命の延伸を中心課題ととらえ、生活習慣病の発症予防や重症化

予防対策を推進するため、各種健康診査の受診率向上に努めてまいります。

各種がん検診につきましては、がん検診推進事業や、昨年度から実施した

大腸がんの個別検診を継続するとともに、受診の促進と異常の早期発見を図

るため、各種がん検診の自己負担を５００円に、市民税非課税世帯は無料と

いたします。

感染症対策につきましては、任意接種であります子どものインフルエンザ

予防接種の全額助成を継続するほか、昨年度より定期接種となった日本脳炎

予防接種の周知対象を拡大し、感染予防に努めてまいります。

母子保健対策につきましては、妊産婦の健康管理と乳幼児の健やかな成長

のため、健康診査をはじめとする各種保健事業を推進するとともに、安心・

安全な出産の確保と子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、妊婦一般健康

診査の助成を継続実施してまいります。

病院事業につきましては、国の「新公立病院改革ガイドライン」に基づく、

病院経営の改善等を踏まえ、新たに策定した「歌志内市立病院経営健全化計

画」（平成２９年度～平成３３年度）を基本として、健全な経営に取り組ん

でまいります。

また、市内の基幹病院として市民の初期医療を担うため、診療体制につき

ましては、内科・小児科の２診療科、入院病棟は医療療養病床６０床で運営

するとともに、医療体制につきましては、診療に支障を来さぬよう医師をは

じめとする医療従事者を確保し、安定的な医療の提供に努めてまいります。

さらに、中空知医療連携ネットワークシステム「そら－ねっと」が昨年７

月に運用開始となったことにより、地域におけるきめ細やかな医療連携を図

るとともに、円滑で効率的な、さらには安全で質の高い医療を提供してまい

ります。

次に、国民健康保険事業につきましては、空知中部広域連合の計画に基づ
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き、医療費の適正化を図り各種保健事業を推進し、被保険者の健康の保持・

増進及び事業の健全な運営に努めてまいります。

なお、平成３０年度からは北海道が中心的な役割を担うことになり、国保

事業が広域化し、財政運営の安定が図られます。このため、新たな保険税率

の検討など、北海道への事務事業移管に向けた準備を進めてまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、被保険者が安心して医療が受けられ

るよう、運営主体の北海道後期高齢者医療広域連合の計画に基づき、制度の

円滑な運用に努めてまいります。

また、子どもの医療費助成につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽

減し、次代を担う子どもたちの保健の向上と健やかな育成を図るため、引き

続き１８歳までの医療費無料化を実施してまいります。

第４は「安心して快適に暮らせるまち」であります。

市民が安全で安心して暮らせる生活空間を創造するため、道路や河川につ

いて日常的なパトロールを行い市民の皆さまの安全確保に努めてまいりま

す。

なお、北海道が管理する道路や河川、治山事業につきましても、維持修繕

等の要望を行うとともに、連携を図ってまいります。

道路事業につきましては、本町川沿線道路改良事業の未改良部分の改修事

業を行ってまいります。

また、消費電力の節減と老朽化対策として、街路・防犯灯のＬＥＤ化につ

いて引き続き計画的に整備を進めてまいります。

河川整備につきましては、災害に強いまちづくりを構築するにあたり、沢

町川の氾濫対策を進めるために、雨水対策事業の一環として、道道赤平奈井

江線から下流ペンケ歌志内川までの区間の河川改修事業を行ってまいりま

す。
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また、若鍋川の護岸改修工事につきましては、本年度最終工事として整備

を終える予定であります。

治山事業につきましては、引き続き三坑の沢の未改修部分の整備を進めて

まいります。

なお、昨年被災した市道からペンケ歌志内川までの下流につきましては、

災害復旧工事として整備いたします。

また、山腹の治山施設から流下し道道の雨水舛に接続する排水溝につきま

しては、土砂や流木による閉塞を軽減させるため、除外施設の整備を行って

まいります。

次に、市営住宅の整備等につきましては、快適な住環境のため、昨年「本

町高齢者専用住宅」を開設し、日常的に除雪を要しない、低廉な住宅として

居住環境の整備を行ってきたところであります。本年度につきましても、「歌

志内市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、神威神楽岡地区改良住宅３棟

２０戸の無落雪化工事を引き続き行っていくとともに、これまで住民の皆さ

まにご負担をいただいていた、自動車保管場所の土地貸付料については、廃

止することといたします。

また、平成８年に建設した神威シルバーハウジングの屋根・外壁につきま

しては、耐久性を維持させるため、改修工事を行ってまいります。

なお、老朽化住宅の解体については、中村中央地区改良住宅２棟８戸の解

体除却を行い、環境改善とコンパクトなまちづくりの推進に努めてまいりま

す。

このほか、市営住宅敷地内に設置している老朽化した防犯灯につきまして

は、年次的にＬＥＤ照明への切り替えを行ってまいります。

上水道事業につきましては、３市１町で構成する中空知広域水道企業団の

管理のもと、安全で安定的な水道水の供給が確保されるよう努めてまいりま

す。

下水道事業につきましては、水洗化促進と施設の維持管理を行っており、

計画区域内の全戸数に占める水洗化率は、平成２８年１２月末現在で９４.４％、
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２，２０３戸で、より快適性の向上を図るため、未整備住宅への水洗化促進

に努めてまいります。

次に、環境衛生事業の推進につきましては、ごみの不法投棄や不適正排出

の防止を図るため、看板の設置や広報紙・巡回による啓発を行い、環境美化

に努めてまいります。

また、資源回収奨励金の交付による、資源回収団体の活動を支援すること

により資源物の回収を促進するなど、市民、地域、団体等と協働で、ごみの

減量と再資源化を推進してまいります。

可燃ごみの処理につきましては、本市に建設された中・北空知廃棄物処理

広域連合の焼却施設において円滑に適正処理されるよう、広域連合等と連携

を図るとともに、広域連合から受託した焼却灰を処理する専用施設として、

東光最終処分場を適正に管理運営してまいります。

し尿等の処理につきましては、石狩川流域下水道組合と連携を図りながら、

適正な共同し尿処理に努めてまいります。

消防行政の推進につきましては、災害の多種多様化、大規模化に対応する

消防体制の強化を進めるため、指揮広報車や救急資機材の整備充実に努めて

まいります。

火災予防につきましては、防火対象物への立入検査による違反是正を徹底

し、防火指導等による啓発活動の強化を図り、無火災の継続に努めてまいり

ます。

救急業務につきましては、メディカルコントロール体制及び救急隊員の知

識、技能を高める生涯教育を充実し、救急救命体制の高度化を進めてまいり

ます。

なお、消防の広域化につきましては、「北海道消防広域化推進計画」に基

づき、協議してまいります。

次に、防災対策につきましては、昨年の水害で得た貴重な経験や教訓を今

後に活かすべく、災害対策本部体制や防災情報提供方法の見直しを行うとと

もに、土のうステーションの設置や段ボールベッドなどの防災資機材の整備
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を行ってまいります。

また、避難訓練の実施や土砂災害警戒区域などの防災情報を提供し、市民

の防災・減災意識の高揚を図るとともに、自主防災活動の普及啓発に努めて

まいります。

防犯対策につきましては、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、

自主防犯活動に取り組む諸団体への支援や、防犯意識の向上を図るとともに、

関係機関との連携を密にし、地域ぐるみによる防犯体制の強化に努めてまい

ります。

交通安全の推進につきましては、今後も交通事故のない安全なまちづくり

を進めるため、関係機関・団体と連携した交通安全運動及び啓発活動を通じ、

交通安全意識の高揚と交通マナーの向上に努めるとともに、交通事故抑止に

向けた対策を推進してまいります。

消費者行政の推進につきましては、複雑・巧妙化する悪質商法や振り込め

詐欺などの消費者被害の未然防止と被害相談等の迅速な対応を図るため、関

係機関・滝川地方消費者センター・団体と連携をし、消費者保護に努めてま

いります。

第５は「豊かな心を育む教育と文化のまち」であります。

高度情報化社会の中では、コンピューターに置き換えることのできない、

人の創造力や感性、高い志といった、心の豊かさが一層重要になってくるた

め、将来を担う子どもの力を最大限に伸ばし、個性や能力を引き出すことが

大切であります。

一方で、少子化や教育改革などに伴い、近年の学校や子どもたちを取り巻

く環境は、ますます多様化、複雑化しているため、地域に合った教育システ

ムを構築する必要性が高くなっています。

このような状況の中、本市においては少ない子どもの人数であっても、よ
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り質の高い教育水準を維持、確保するために、地域の力を活用した学校運営

や、小・中一貫校など、望ましい学校教育の在り方について総合教育会議を

開催するなど、教育委員会との意思疎通を図りながら検討してまいります。

社会教育につきましては、昨年度に策定された「第７次歌志内市社会教育

中期計画」を尊重し、家庭や地域における教育力の向上や、体験活動などを

通じた子どもの健全育成と非行防止に尽くしてまいります。

加えて、コミュニティセンターや郷土館など、社会教育施設を維持するた

めの整備や、施設を活性化させる事業の開催を促進することにより、成人や

高齢者の教育機会の充実に努めるとともに、文化・芸術、スポーツに関わる

事業を進め、関係団体等の活動を支援してまいります。

私から教育分野の概略について説明いたしましたが、具体的な施策などに

つきましては、別途、教育長からの教育行政執行方針の中で申し上げること

といたします。

以上、平成２９年度の市政執行に臨む私の決意と、主要な施策の大綱を述

べさせていただきました。

むすびに

我が国の経済は、緩やかな回復基調が続いているとされていますが、地方

においては「アベノミクス」が十分浸透しているとは言い難く、依然として

大きな課題が山積しているのも現状であります。

このような中、私は、「歌志内市総合計画」を着実にかつ効果的に実施す

ることが歌志内にとって必要なことだと考えております。

本年、平成２９年は歌志内誕生１２０年、来年、平成３０年は市制施行

６０年を迎える節目の年であります。

今から約１２０年前、歌志内の地に炭鉱を中心としたまちを築きあげた先
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人たちの血と汗は、長い歴史の荒波に揉まれながらも、今を生きる私たちに

脈々と受け継がれてきております。

かつて人口４万６千人を超え、炭都として隆盛を誇った当時の面影はあり

ませんが、ワイン用ぶどう試験栽培事業や認定こども園建設など総合計画に

沿った新たなまちづくりに向けた事業がスタートしております。

人口減少や少子高齢化、厳しい財政状況や様々な難題が前途を塞ぎ、大き

な苦難が予想されますが、歌志内を愛する市民の皆さまとともに、これらの

試練を乗り越えるべく全力を傾けてまいります。

議員各位並びに市民の皆さまには、今後とも一層のご理解とあたたかいご

支援を賜りますようお願い申し上げ、平成２９年度の市政執行方針といたし

ます。


