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令和３年度 市政執行方針

令和３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１０月、市民の皆さまの温かいご支援によりまして市政を担当さ

せていただくこととなりました。

人口の減少や少子高齢化が著しく進む本市ではありますが、「市民が主役

のまちづくり」を信条として、「住みたいまち、次世代に誇れるまちの実現」

のため、市民の皆さまと力を合わせ、確かな未来に向けて鋭意努力を続ける

とともに、皆さまのご期待に応えるため、いかなる困難にも常に全力を傾注

しながら、市長としての責務を全うしてまいる所存であります。

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による我が国経済への影響は

極めて甚大で、非常に厳しい状況が続いております。

また、北海道においては、大規模なクラスターが相次いで発生するなど感

染拡大が続いたことから、道内全域で感染リスクの回避を徹底する行動を呼

びかけた結果、新規感染者数の減少傾向が続いた反面、飲食業や観光業など

へ深刻な打撃を与えているところでもあります。

こうしたなか、本市においては、昨年度、国の新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して、地域商品券発行事業や福祉・医療施設

等臨時支援事業をはじめ、様々な事業を実施したことによりまして、市民生

活や地域経済への影響を最小限に食い止めることができたと認識しておりま

す。

新年度におきましても、市民生活の安定を第一に考えながら、ワクチン接

種をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策を継続するとともに、２年
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目を迎える「歌志内市総合計画後期基本計画」及び「第２期歌志内市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる、それぞれの目標達成に向け各種施策

を積極的に推進していくことといたします。

一方、本市の財政構造は、自主財源である市税が歳入に占める割合は僅か

５％にも満たない反面、地方交付税は６０％を占めているばかりか、経常収

支比率は９６．３％に達するなど、臨時的な財政需要に十分な余裕のない硬

直化した状況が依然として続いております。

そのため、行政コストを抑えながら歳入に見合った、計画的で効率の良い

財政運営を図るとともに、「歌志内市総合計画」に基づいた各種の取り組み

を着実に進める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、令和３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。

複雑かつ多様化する地域課題に対応していくためには、多くの市民との対

話を進め、その中から行政ニーズを的確に把握することが必要であります。

また、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、市民自らが、ま

ちづくりや地域課題に関心を持ち、取り組むことが不可欠であり、地域団体

など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、行政と市民

が「ともに考え、ともに行動する」協働のまちづくりを今後も推進してまい

ります。

広報広聴活動につきましては、「広報うたしない」を昨年５月号から全面

カラー印刷に変更し、より親しみやすい紙面づくりを行っているところであ

り、今後も広報モニターからのご意見などを反映しながら、紙面編集の工夫

に努めてまいります。

子育て専用ページを新設するなど全面リニューアルを行った市公式ホーム

ページは、４月から運用を開始し、利用者が求める情報を簡単に閲覧できる
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ほか、フェイスブックも活用しながら必要な情報をわかりやすく、タイムリ

ーに発信するよう努めてまいります。

また、新たに比較的若い世代を中心として、まちづくりや夢などについて

話し合う機会を設け、将来のあるべき姿を模索するほか、町内会連合会との

情報交換会や児童・生徒との語る会、ふれあい市長室などを開催し、市民ニ

ーズの把握に努めてまいります。

北海道日本ハムファイターズによる「北海道１７９市町村応援大使」とし

て、金子弌大投手ら３名の選手が、本市の応援大使に選ばれました。応援大
ち ひろ

使の活動による地域活性化に大いに期待するとともに、トークショーや観戦

ツアーなどを実施しながら、市民とふれあう機会も設けてまいります。

非核平和活動につきましては、地区連合が実施している原水爆禁止世界大

会への参加費用を負担するほか、希望する市民も参加できるよう引き続き助

成を行い、市民の恒久平和に対する意識の高揚を図ってまいります。

多様化する行政課題に対応するため職員の各種研修参加を推進し、職責に

応じたスキルアップを図るとともに、自己啓発による資質の向上を目的とし

た先進地視察などの自主研修や、行政実務能力及び政策形成能力の習得を目

的とした自治大学校派遣研修を継続して実施してまいります。

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

い状況が今後も続く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、老朽化した公共施設の更新や統廃合、長寿命化などを計画的に推進

するため、個別施設計画の策定を踏まえ、「公共施設等総合管理計画」の見

直しを行い、効率的な施設管理により安定した行財政運営に結びつけてまい

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構成圏域

としての共通認識、相互補助及び創意工夫を図り、中空知定住自立圏形成協

定に基づき、圏域市町が各種取り組みを連携して推進してまいります。

また、北海道空知地域創生協議会における空知全体の活性化や魅力発信の
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ための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、適切に各種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を実施いたします。

第２は「活力と魅力あふれるまち」であります。

北海道経済は、新型コロナウイルス感染症により非常に大きな打撃を受け、

景気回復の兆しは見られない状況であり、特に観光産業や飲食業への影響は

大きいものとなっております。

市内商工業者においても、人口減少に伴う生産年齢人口の減少に加え、コ

ロナ禍において地域経済が停滞し、引き続き厳しい経営を余儀なくされてお

ります。

このような中、商工会議所が実施する商業振興と消費喚起を目的とする「プ

レミアム付商品券発行事業」への支援を継続するとともに、市内事業者が事

業継続を目的に投資する費用や本市で新たに起業を目指す方への助成制度を

新たに創設し、地域経済の活性化に向け取り組んでまいります。

また、企業誘致活動につきましては、新たな対象企業の発掘に努め、誘致

実現に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、引き続き支援してまいり

ます。

次に、農業の振興でありますが、５年間の試験栽培期間を終えたワイン用

ぶどう試験栽培事業につきましては、土壌改良の促進や苗木適応性などに一

定の効果がみられたことから、民間法人へ移管することとし、本格栽培と６

次産業化に大きな期待を寄せているところであります。

また、移管先での栽培技術の習得及び歌志内ワインのＰＲ活動などを行う



- 5 -

ため、新たに地域おこし協力隊員を採用するとともに、地域における重要な

一次産業として支援してまいります。

なお、有害鳥獣対策につきましては、猟友会の協力のもと、春・秋のエゾ

シカ一斉駆除を実施するほか、目撃情報の絶えないヒグマ対策では、警察と

の連携や猟友会、近隣市町との情報共有を図りながら取り組んでまいります。

観光振興につきましては、地域おこし協力隊員と連携し、市内のイベント

情報などの発信に努めるとともに、新たに旧歌志内線駅舎跡地に駅名標を設

置し、サイクリングロードの魅力向上を図りながら、新たな観光資源の発掘

につなげてまいります。

また、道の駅附帯施設につきましては、引き続き、情報発信事業を実施し

ながら、有効活用に向けた検討を進めてまいります。

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、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、たいへん厳しい経営が予想されますが、新

北海道スタイルによる感染予防の徹底を促す一方、サービス向上や新たな利

用者開拓による増収を目指すことに期待するとともに、経営の安定化に向け

た指導や市民の健康増進施設として必要な施設改修などに対する支援を行っ

てまいります。

労働行政につきましては、商工会議所やハローワークなど関係機関との情

報共有や、広報などを利用した各種制度の情報提供を進めるとともに、合同

企業説明会への参加を促進するなど雇用の確保に努めてまいります。

次に、定住化対策につきましては、住宅建設等奨励金制度の一部を拡充す

るとともに、充実した子育て支援策や教育環境をはじめとした各種制度を総

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などの関

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。

なお、交流人口を増やす取り組みとしましては、民間資本により再開した

かもい岳スキー場やチロルの湯との連携を図るとともに、「市民祭り」や冬

の風物詩である「なまはげ祭」など、積極的に活動されている諸団体への支
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援を継続し、地域の活性化に結びつけてまいります。

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、健康で幸せな人生を長く続けられるよう

「健幸寿命の延伸」を最重要課題ととらえ、高齢者をはじめ、すべての市民

が安心して自立した生活を送ることができ、誰もが住みたいと思う福祉のま

ちづくりの実現を目指してまいります。

また、「歌志内市地域福祉計画」に基づき、多様化する福祉課題に着実に

取り組むため、社会福祉協議会が地域活性化の拠点として効果的に機能する

よう支援の継続と連携を図ってまいります。

高齢者福祉の推進につきましては、生活支援をはじめとする各種事業を継

続して実施するとともに、外出支援助成事業については、タクシーかバスの

どちらかを選択できるよう利用方法の拡充を図るほか、家族介護用品支給事

業を利用する紙おむつ等使用者のご家族に対して、新たに可燃ごみ袋を支給

するなどして、在宅介護における経済的負担軽減を図ってまいります。

また、高齢者にとって必要な基盤整備を進め、「地域包括ケアシステム」

構築のため、主任介護支援専門員を配置するとともに、引き続き、生活支援

体制整備事業及び地域ケア会議の充実を図ってまいります。

なお、建設後２６年が経過する歌志内市デイ・サービスセンターにつきま

しては、玄関自動ドアの改修及び屋上改修工事などを行い、利用者の皆さま

が安全で快適なサービスが受けられるよう環境整備を進めてまいります。

児童福祉の推進につきましては、認定こども園における質の高い幼児教育

の提供とともに、充実した保育の場を確保し、利用するすべての子供たちに

体験や学習、交流などの機会を提供してまいります。

また、「第２期歌志内市子ども・子育て支援事業計画」を基本に、引き続

き関係機関や教育委員会との連携による各種施策に取り組むとともに、新た

に、新生児聴覚検査費用や小児慢性特定疾病患者などに対する通院交通費の
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ほか、子育て用品レンタル費用の助成を行い、出産から子育て時期に重点を

置いた切れ目のない支援策を展開してまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、「歌志内市障がい者福祉計画」に基

づき、各種サービスの提供を推進するとともに、住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう広域連携によるコーディネーターの配置はもとより、砂川市に

設置された地域生活支援拠点の整備を行うなど、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、市民の誰もがより長く健康で安心して暮らし続けることができるよう、

引き続き予防対策事業及び健康づくり事業を推進するとともに、がん検診事

業の検診項目に子宮頸がんウイルス検査を新たに追加し、がんの早期発見に

努めてまいります。

さらに、感染症対策事業のインフルエンザ予防接種につきましては、引き

続き無料接種の対象者を１８歳以下の子ども及び妊婦・高齢者にするととも

に、市外医療機関での接種も対象とすることといたします。

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、「歌志内市新型コ

ロナウイルス感染症対策本部会議」を中心に、保健所をはじめとした医療機

関などとの綿密な連携により、感染拡大防止に向けて必要時即応の対策を図

ってまいります。

なお、市民へのワクチン接種につきましては、希望者にスムーズな接種が

できる体制整備のもと実施してまいります。

次に、病院事業につきましては、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」を基本として、引き続き経営の健全化に努力して

まいります。

なお、同計画が本年度で最終年を迎えることから、現行計画の進捗状況に

ついて点検・評価を行うとともに、今後、国から示される「改定新公立病院

改革ガイドライン」に基づく新たな計画の策定に着手いたします。

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、４月からは新たに固定医師１名を確保し、安定的な医療の提

供に努めてまいります。

施設整備としましては、老朽化したボイラー関係設備の更新工事を行うと

ともに、全自動錠剤分包機や薬剤管理システムなど医療機器の更新を行って

まいります。

次に、国民健康保険事業につきましては、北海道が実施主体となり、安定

的な財政運営や効率的な事業の確保に取り組んでおります。

引き続き、適正な保険税の賦課・徴収に努めるとともに、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

ながら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、運営主体である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、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、北海道とともに道路や河川、治

山施設などの日常的なパトロールを継続し、安全確保に努めるとともに、必

要に応じて北海道に対し維持管理などの要望を行ってまいります。

道路事業につきましては、市道東光線及びしらかば団地内の市道側溝改修

事業を行うとともに、通行に影響のある市有地内の立木伐採を行うなど、維

持管理に努め安全確保を図ってまいります。

また、消費電力の節減と老朽化対策として、引き続き防犯灯のＬＥＤ化を

進めてまいります。
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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」に基づき、

橋梁の延命化を図るため、神威地区において宮下橋改修工事を実施するほか、

共栄橋補修工事に係る設計を行い、安全性の確保に努めてまいります。

河川事業につきましては、火薬庫沢川及び筍沢川の護岸改修工事を行うと

ともに、近年の局地的豪雨被害対策として、引き続き河川の浚渫など浸水対

策の強化に努めてまいります。

都市計画事業につきましては、見直しを行った「都市計画マスタープラン」

に基づき、居住機能や医療・福祉、商業、公共交通などのさまざまな都市機

能の立地を誘導するため、マスタープランの高度具体化版として新たに「立

地適正化計画」を策定することとし、効率の良い快適で利便性の高いまちづ

くりを進めてまいります。

市営住宅の整備につきましては、既存住宅の長期的活用や住環境の改善を

図るため、文珠高台団地公営住宅２棟２６戸の屋上防水・外壁塗装を実施す

るとともに、歌神一区地区改良住宅２棟２０戸のボイラー更新のほか、管理

灯のＬＥＤ化や火災報知器の更新を進めてまいります。

このほか、中村中央地区改良住宅４棟２０戸及び中村日の出団地公営住宅

１棟４戸の解体除却を行い、より一層、良好な住環境整備に努めてまいりま

す。

また、「歌志内市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅のコンパ

クト化を進めてまいります。

上水道事業につきましては、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、計画区域内の水洗化率は令和２年１２月末現

在で９１．２％となっており、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るとともに、下水道不明水の増加に伴う対策強化として、

各マンホール内の目視点検を実施するほか、「ストックマネジメント計画」

に基づき、カメラ調査を行ってまいります。

また、経営基盤の安定化を図るため、地方公営企業法の適用に向けて、企

業会計導入への移行作業を行ってまいります。
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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とともに、市民や地域、団体などと連携しな

がら、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、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、広域連合など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である東光最終処分場は、

今後の使用可能期間を把握するための残余容量調査を実施しながら、適正に

管理運営してまいります。

なお、昨年４月から３年間を目途に、赤平市の一般廃棄物の上歌最終処分

場での受け入れを開始しておりますが、引き続き同市と情報共有を図りなが

ら、処分場の適正な管理運営に努めてまいります。

し尿等の処理につきましては、石狩川流域下水道組合及び赤平市との連携

を図りながら、適正な共同処理に努めてまいります。

次に、消防行政の推進につきましては、多種多様化する災害に迅速に対応

するため、新たに消防業務管理システムを導入し、正確な位置情報を瞬時に

把握するとともに、次年度以降においては要配慮者への対策などにも積極的

な活用を目指しながら、通信体制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の徹底

及び住宅における防火指導などによる啓発活動の強化を図り、無火災を目指

してまいります。

救急業務につきましては、高齢化を背景とした業務の高度化に対応するた

め、引き続き特定行為などの救急救命士を主体とした研修を進めてまいりま

す。

次に、防災対策につきましては、避難訓練や防災ハザードマップを活用し

た説明会を実施するなど、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。
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また、食料や感染症対策用マスクなどの防災備蓄品について計画的に更新

・整備を行うほか、避難所の非常用発電機整備を引き続き実施いたします。

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、関係機関と連携しながら、地

域ぐるみによる防犯体制の構築に努めてまいります。

次に、交通安全の推進につきましては、交通事故死ゼロ４,０００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、関係機関や団体

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への迅速な対応を図るため、引

き続き滝川地方消費者センターなど関係機関と連携し、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。

人口減少や少子高齢化、グローバル化の進展、Society5.0時代の到来とい

った社会の変革に伴い、教育を取り巻く環境も複雑・多様化し、さらに新型

コロナウイルス感染症により予測困難な時代を迎えています。

このような中、次代を担う子どもたちの健やかな成長は、市民共通の願い

であることから、新年度より実施する児童・生徒の給食費無料化のほか、修

学旅行費用の全額助成や高等学校等就学支援金助成制度などにより子育て世

帯の経済的支援を図るとともに、子どもが少ない本市ならではのオンリーワ

ンの子育てを実践できるよう、教育の充実に努めてまいります。

学校教育につきましては、「歌志内市総合計画」の重点プロジェクトに掲

げた「子どもを産み、育てやすい環境をつくる」を実現するため、４月に小

学校と中学校を一つにした義務教育学校「歌志内学園」を開校いたします。
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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及び各種体験

活動の機会を提供するなど、子どもの健全育成に向けた事業を実施してまい

ります。

また、子どもの居場所づくりを充実するため、児童館と児童センター、学

童保育室の一元化を図り、あわせて老朽化が著しい市民体育館の代替施設と

しての機能を併せ持つ複合施設建設に向けて、具体的な検討を進めてまいり

ます。

なお、コミュニティセンターや郷土館などの社会教育施設が幅広く市民に

利用されるよう、成人・高齢者の学習活動の充実に努め、文化・芸術・スポ

ーツ活動の振興を図るために、関係団体など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ご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、令和３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

国内においても新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が始まりました

が、依然として世界中で猛威を振るい、国内の感染者数は４０万人を超え、

道内でも予断を許さない状況が続いており、経済活動はもとより日常生活す

べてにおいて深刻な影響を与えております。

このような状況下だからこそ、現在取り組んでいる「歌志内市総合計画」

を着実に推進し、「みんなで創る笑顔あふれるまち」を実現することが、本

市にとりまして最も重要なことであると考えております。

朝の来ない夜はありません。
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この難局を市民一丸となって乗り越え、一日でも早く平穏な日々を取り戻

すためにも、私は市民の皆さまの健やかな暮らしと地域経済を守り、確かな

未来の実現に向け、誠心誠意、努力してまいる所存であります。

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温かいご支援

を賜りますようお願い申し上げ、令和３年度の市政執行方針といたします。


