
平成30年度

市 政 執 行 方 針

歌志内市



- 1 -

平成３０年度 市政執行方針

平成３０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、市民の皆さまからご支援を賜り、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に取り組んでまいりま

した。

今後もさらに、そして着実に、その実現に向けて市政を推進してまいりま

す。

さて、我が国は、これまでのアベノミクスによる施策の実施により、経済

の好循環が実現しつつあり、さらに誰もが自分の夢を追求し、能力を伸ばし

ていける日本を創りあげるため、アベノミクス「新・三本の矢」に沿って、

一億総活躍社会実現の取り組みを加速しています。

北海道においては、深刻化する人口減少に対し、将来への確かな展望を持

ち、人口減少の危機を乗り越えるために、「北海道創生総合戦略」の重点プ

ロジェクトの取り組みを加速しています。

本市においても、深刻化する人口減少や少子高齢化をはじめ、多くの課題

に対応するため「歌志内市総合計画」と、重点プロジェクトである「歌志内

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った取り組みを加速化させなけれ

ばなりません。

しかし、本市における財政構造につきましては、歳入のうち自主財源であ

る市税が占める割合は５％にも満たない一方、地方交付税に歳入の半分以上
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を依存しており、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

状況にあります。

このため、市民にとって真に必要とするサービスを見極めながら、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。

また、本年は市制施行６０年の記念すべき年、人生に例えると還暦となる

年であり、第２の人生を祝う節目となるため、改めて、歌志内の地に炭鉱を

中心としたまちを築きあげた、先人の努力と情熱を再認識する年にすべく、

各種記念事業も実施したいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

次に、平成３０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継

続し、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を工夫するとともに、表紙を毎月カラー化し、

視覚に訴え、効果的に伝えるよう努めてまいります。

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更新の頻度
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を高め、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。

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。

職員の人材育成につきましては、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、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。さらに、行政実

務能力や政策形成能力の習得を目的に、今年度より自治大学校への派遣研修

を実施いたします。

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。

なお、老朽化が顕著で将来的に活用が見込まれない旧本町生活館などの建

物を解体除却し、地域の環境整備及び維持管理等の負担縮減を図ります。

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

の活性化や魅力発信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としましては、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、システム機器の維持管理及び職員へのセキュ

リティ教育に努めてまいります。

第２は「活力と魅力あふれるまち」であります。
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北海道経済は、個人消費の持ち直しや来道者数の増に伴う観光関連産業の

好況などから、回復基調と言われておりますが、本市を含む地方の中小企業

においては景気回復の実感は薄く、引き続き厳しい経営環境に置かれており

ます。

このため、市内の商業振興と消費喚起を目的に、プレミアム付き商品券発

行事業への支援継続をはじめ、商工会議所と連携を図りながら新たな施策の

研究に努めるなど、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

なお、雇用創出に向けた企業誘致活動は継続いたしますが、これまで誘致

の受皿としてきた誘致企業向け住宅のうち、空戸状態にある１棟２戸につき

ましては、民間への売却に向け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、ワイン用ぶどう試験栽培事業は、栽培面積を拡

張のうえ２，５００本の苗木を新植し、今後の６次産業化に向けた基盤づく

りを進めるとともに、昨年着手した薬用作物の栽培可能性調査を継続してま

いります。

また、民間企業による葉野菜水耕栽培の取り組みにつきましては、事業の

安定化に期待しております。

なお、エゾシカ等の有害鳥獣対策につきましては、猟友会との連携による

年２回の一斉駆除活動の継続に加え、ハンターの増強対策として「狩猟免許

取得支援事業」を拡充してまいります。

次に、観光事業につきましては、かもい岳温泉、スキー場、道の駅附帯施

設に係る指定管理期間が最終年を迎えることから、それぞれのもつ機能や特

性を十分発揮できるよう、施設の活用方法を含め検討を行い、必要な手続き

を進めてまいります。

なお、道の駅附帯施設の指定管理者による「観光情報発信事業」につきま

しては、観光入込客の増による地域経済の活性化を期待し継続支援してまい
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ります。

また、特産品開発につきましては、本市オリジナルの土産品づくりに向け、

「特産品開発支援事業」の活用促進を図ってまいります。

株式会社歌志内振興公社が経営するチロルの湯につきましては、昨年９月

に入館者４００万人を達成したところでありますが、人口減少や近隣温泉施

設のリニューアル等の影響から利用者数が減少傾向にあり、さらには設備の

老朽化などの課題を抱える厳しい経営を引き続き余儀なくされております。

今後も、サービス向上により利用者から親しまれる施設づくり及び経営の

安定化に努められるよう指導するとともに、市民の憩いの場、健康増進施設

としての魅力向上に向け、施設改修や設備の導入を含め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、雇用情勢はハローワーク滝川管内を含め全

道的に持ち直しておりますが、福祉や医療、建設などの産業分野では引き続

き人手不足が生じております。

市内事業所においても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など関係機関と連携し、各種制度の情報提供はもと

より、雇用の確保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

励金制度の継続、子育て支援や教育の充実など、各種制度を総合的にＰＲし、

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。

地域間交流の促進につきましては、各種イベントや行事など地域活動に積

極的に取り組まれている団体への支援を継続し、交流人口の拡大と地域活性

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、本年度から社会福祉協議会が旧歌志内自

動車学校に移転し事業展開するため、同施設が地域活性化の拠点として有効

的に活用されるよう支援するとともに、昨年度より実施している「つどいの

場事業」の拡充を図り、市民が安心して暮らせる福祉のまちづくりを引き続

き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、引き続き、高齢者の視点に立った支援を展開

してまいります。

特に、本年度より開始する「生活支援体制整備事業」では、生活支援コー

ディネーターを担う職員を配置し、高齢者が地域で安心して生活を継続する

ためには何が不足しているのかなど、市民ニーズを的確に把握することに努

めるとともに、高齢者に必要な資源の開拓・整備への取り組みを様々な職種

の関係者と一体となって「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。

なお、介護予防任意事業として実施している介護用品支給事業の対象者を、

要介護３以上に拡大し、在宅介護を支援してまいります。

また、これまで休止しておりました「敬老会」を、７５歳以上の方を対象

に本年度より再開いたします。

昨年度から開始した「在宅医療・介護連携推進事業」では、サービスマッ

プの充実に加え、歌志内市立病院との連携を強化し医療との繋がりを持ちな

がら、住み慣れた我が家で安心して生活できる体制づくりに取り組んでまい

ります。

さらに、歌志内市デイ・サービスセンターは建設から２３年が経過し、設

備等の老朽化が進んでいることから、利用者の皆さまが安全で安心して、快

適なサービスが受けられるよう、送迎車輌の更新や特殊浴槽及びボイラーの
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整備を行ってまいります。

児童福祉の推進につきましては、認定こども園の開設時期が遅れることと

なり、ご迷惑をおかけいたしますが、開園までの間、幼稚園対象児も保育所

において受け入れ、保護者の皆さんが安心して子どもを預けることができる

職員体制を確保するとともに、こども園と同様の保育サービスを提供しなが

ら、円滑な移行が図られるよう努めてまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、昨年度策定した「歌志内市障がい福

祉計画」に掲げる各種サービスの提供を推進するとともに、障がい者の自立

と社会参加を目指して、障がいのある人もない人も互いに支え合い、地域で

生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す「ノーマライゼーショ

ン」の理念に基づき、障がい者の自立と社会参加の促進を図ってまいります。

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継続実施してまいります。

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、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、市民税非課税世帯の無料化を継続する

ほか、乳がん検診の精度をあげるため、若い世代の乳腺超音波検査を新たに

取り入れてまいります。

母子保健対策につきましては、子どもを望む夫婦の経済的・精神的負担の

軽減を図るため、妊婦健診の超音波検査の助成を６回から１４回へ拡大する

ほか、一般不妊治療・特定不妊治療費及び交通費の助成を実施してまいりま

す。

病院事業につきましては、昨年度に引き続き病院運営の指針としておりま

す「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、経営の健全化に一層努力してまいります。

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
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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。

なお、建設改良工事につきましては、老朽化した冷温水発生器の取替工事

を行うとともに、医療機器につきましては、多項目自動血液分析装置の更新

や泌尿器膀胱腎盂鏡システムの整備を行ってまいります。

次に、国民健康保険事業につきましては、制度創設以来と評される改革が

実施され、北海道が財政の責任主体となり国保の運営を担うことになります。

北海道が示す標準保険税率を基に適正な国保税を賦課・徴収し、その上で

北海道国民健康保険運営方針及び空知中部広域連合の計画に基づき、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

業の健全な運営と国保財政の安定化に努めてまいります。

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継続してまいります。

第４は「安心して快適に暮らせるまち」であります。

市民の安全で安心な暮らしを支えるために、道路や河川等の生活空間にお

ける日常的なパトロールを実施し、安全確保に努めるとともに、北海道が管

理する治山施設、道路及び河川につきましても連携の強化を行いながら、維

持管理等の要望を行ってまいります。

治山事業につきましては、小規模治山事業である三坑の沢未改修部分の整

備及び純平の椅子地先の沢の砂防工事、歌志内公園及び歌志内中学校グラウ

ンド法面の補修工事を行ってまいります。
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また、一昨年の災害で被災した中村８号線からペンケ歌志内川までにつき

ましては、管渠の改修が終了し安全性が確保されたところであります。

道路事業につきましては、観光の中心地であるチロルの湯及び道の駅周辺

整備として、市道ウタシュナイ線及び中村８号線の舗装改修事業を行い、施

設利用者の安全確保と利便性の向上に努めてまいります。

また、消費電力の節減と老朽化対策として、防犯灯のＬＥＤ化について引

き続き更新を進めてまいります。

橋梁整備につきましては、「歌志内市橋梁長寿命化修繕計画」に基づいた

延命化として二校橋の改修工事を行ってまいります。

河川事業につきましては、沢町川の浸水対策を引き続き進めてまいります。

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神威神楽岡

地区改良住宅２棟１６戸の屋根の無落雪化を引き続き行っていくこととし、

耐用年数が著しく経過している文珠高台公営住宅、東光地区改良住宅及び神

威シルバーハウジングのボイラー更新を進めてまいります。

また、入居者の負担軽減を目的に、共用灯に関する電気料金の負担を行う

ことといたします。

このほか、中村中央地区改良住宅、上歌地区改良住宅及び歌神第二団地公

営住宅の解体除却、東光地区改良住宅の老朽化した遊具の改修、管理灯のＬ

ＥＤ化及び耐用年数が経過している火災警報器の更新を行ってまいります。

また、市営住宅のコンパクト化につきましては、昨年、神威桜沢地区及び

歌神二区地区の移転が終了しましたが、今後も「歌志内市公営住宅等長寿命

化計画」に基づいた集約化を進めてまいります。

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２９年１２月末現在で９４．６

％、２，１７４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
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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単価を引き上げ、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、救助資機材の整備充実に努めてまいります。

また、消防団の活性化につきましては、中空知管内５市５町による連合消

防演習を本市で開催し、消防団のさらなる連携強化を図ってまいります。

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、本年度に達成予定であります

無火災１，０００日を目指します。

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。

次に、防災対策につきましては、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。

また、防災資機材の整備として、停電対策のため避難所へのＬＰガス発電

機配置や庁舎及び避難施設であるチロルの湯に、公衆無線ＬＡＮの環境整備



- 11 -

を行ってまいります。

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など、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、交通事故死ゼロ３，０００日に向け、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、運転免許証を自主返納した高齢者を対象としたサポ

ート事業を行い、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、滝

川地方消費者センター・関係機関と連携をし、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。

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境

は急速に変化しております。

現在の子どもたちや、これから誕生する子どもたちが、成人して社会で活

躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を迎えると予想されています。

子どもたちが、様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解

決していくことや、様々な情報を見極め活用する能力が求められています。

本市におきましては、少子高齢化により子どもたちの数は減少し、小学校

では非常に厳しい学級編成が予想されます。

こうした中、少ない子どもの人数であっても、より質の高い教育水準を維

持、確保するために、学年単位での学級編成が可能となるよう方策を行って

まいります。
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また、地域の力を活用した望ましい学校教育のあり方については、総合教

育会議をとおして、教育委員会と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、家庭や地域における教育力の向上や、体験活動

など子どもの健全育成と非行防止に尽くしてまいります。

また、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を引き続き開催し、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・スポーツに係わる事業を進め、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３０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、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復が続く

ことが期待されていますが、地方においてはアベノミクスの成果を十分に実

感できていない地域があるのも現実で、国は今後、地域の隅々までアベノミ

クスの効果を波及させ、経済の好循環をさらに加速させるとしています。

このような中、私は、国や北海道などの関係機関と連絡を密にし、「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３０年は明治維新から１５０年、北海道命名１５０年、そして

市制施行６０年を迎える節目の年であります。

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
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な苦難が予想されますが、先人たちと同じように、未来は変えられると信じ、

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３０年度の市政執行方針といたし

ます。


