
令和４年度

市 政 執 行 方 針

歌志内市



- 1 -

令和４年度 市政執行方針

令和４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、市長に就任して以来、市民の皆さまをはじめ、多くの方々からご支

援を賜り、「市民が主役のまちづくり」を信条に、「住みたいまち、次世代に

誇れるまちの実現」を目指して市政を推進してまいりました。

今後も、いかなる困難にも正面から取り組み、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市政運営に努めてまいります。

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた我が国におい

ては、経済活動の再開と感染対策の両立を目指すも、未だ先行きが見えない

困難な状況が続いております。

また、感染症が道内で初めて確認されてから２年余りが経過しましたが、

北海道においても感染者数が増減を繰り返す予断を許さない状況が続く中、

飲食業や観光業など社会経済に深刻な影響が及んでおります。

この間、本市においては、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、地域経済対策及び感染防止対策に関するさまざまな事

業を実施し、市民生活や地域経済への影響を最小限に止めるように取り組ん

だところです。

新年度におきましても、感染症の収束が見通せない状況の中、市民生活の

安定を第一に考えながら、「歌志内市総合計画後期基本計画」、「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につきましては、人口減少



- 2 -

とそれに伴う経済・産業活動の縮小によって、歳入に占める割合は僅か４％

にも満たない反面、５０％以上を地方交付税に依存しており、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、事務事業の見直しにより行政コストを抑えながら、限られた財

源の中で計画的で効果的な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４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、多くの市民と直接

の対話を進め、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ることから、

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」をカラー版とし、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、紙面編集の工夫とお知らせする内容の充実に努

めてまいります。

公式ホームページは、利用者がより見やすく、より使いやすく利用いただ

けるように、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と

ころであり、フェイスブックも活用しながら、必要な情報を一層わかりやす

く、タイムリーに発信するよう努めてまいります。

また、まちづくりに関心を持つ市民と、まちづくりや夢、その夢を実現す
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るための方法などを自由に語り合う場として設けた歌志内／夢・まち未来会

議のほか、町内会連合会との情報交換会や歌志内学園児童・生徒との語る会、

ふれあい市長室などを開催し、より多くの市民ニーズの把握に努めてまいり

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、希望する市民に助成を行うなど参加促進を

図り、恒久平和に対する意識の高揚に努めてまいります。

多様化する行政課題に対応するため職員へ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、これからの時代を担う地方公務員に必要

な政策形成能力や行政管理能力などを総合的に習得するための、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、急速な人口減少の影響により非常

に厳しい状況が続く中、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

健全な財政運営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、構成市町とともに各種取り組みを推進してまいります。

また、空知全体の活性化や魅力発信に向け、広域的に事業展開する北海道

空知地域創生協議会に参加し、移住定住を含めた地方創生に努めてまいりま

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、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するとともに、国の自治体デジタル・トラン

スフォ－メーション（ＤＸ）推進計画に基づき行政手続のオンライン化を図

るなど、利便性の向上に努めてまいります。
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第２は「活力と魅力あふれるまち」であります。

北海道経済は、新型コロナウイルスの影響が続く中、持ち直し基調が持続

するものの、変異株の感染が急拡大し、先行きは不透明な状況となっており

ます。さらに、インバウンドの本格回復は難しく、観光産業や飲食業などで

は、コロナ禍前の水準に回復するには、まだ時間を要するものと見込まれて

おります。

一方、市内商工業者においても、引き続き厳しい経営を余儀なくされてい

ることから、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、「うたしない企業の笑顔応援補助金」及

び「創業支援事業補助金」を引き続き実施し、地域経済の活性化に取り組ん

でまいります。

また、企業誘致活動につきましては、対象企業の発掘や誘致実現に向けて、

新たに「歌志内市産業振興アドバイザー」を配置し、専門的な知識及び経験

に基づく助言や情報提供を得ながら取り組んでまいります。

なお、多くの市民が望んでいる「スーパーマーケット」の進出に向け、商

工会議所と連携を図りながら、市内事業者や雇用の確保など調整を進めてま

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、農業の振興につきましては、昨年、民間法人へ譲渡したワイン用ぶ

どう栽培事業の安定化及び今後の６次産業化に向け、事業者はもとより関係

機関と連携のもと、引き続き支援を行ってまいります。

なお、有害鳥獣対策につきましては、春・秋のエゾシカ一斉駆除をはじめ、

ヒグマ対策として、猟友会や警察との連携、さらに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。

次に、観光振興につきましては、地域おこし協力隊員２名を新たに採用し、
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イベントの企画などをはじめ、観光情報等の発信に努めるとともに、道の駅

附帯施設については、改めて、指定管理者制度による活用方法の検討を進め

てまいります。

また、旧歌志内線の駅名標設置事業は、「旧歌志内駅」と「旧文珠駅」を

設置し、昨年度の３駅名標とあわせて設置を完了させてまいります。

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

ナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言等の発出により、非常に厳しい経営が

続く中、観光需要及び人流の回復に期待するとともに、引き続き、市民の健

康増進施設として必要な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

企業説明会などへの参加を促進しながら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、本町地区分譲地が残り１区画となった

ことから、旧西小学校グラウンドを宅地として活用し、定住の促進を図って

まいります。

あわせて、利用件数が増えている住宅建設等奨励金制度を継続するととも

に、他の市町に引けを取らない充実した子育て支援策や教育環境を総合的に

ＰＲするなど、定住化に向けて取り組んでまいります。

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・提供を積極的に展開

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、かもい岳スキー場やチロ

ルの湯との連携、さらには、「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援を継続し、地域の活性化に結

びつけてまいります。

また、地元事業者が中心に取り組まれている観光地域づくりの法人化につ

きましては、商工会議所等との連携を含め対応してまいります。
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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、すべての市民が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、引き続き、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。

あわせて、「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

実に取り組むとともに、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、外出支援助成事業及び各種生活支援事

業を継続、拡充し、地域包括ケアシステムの構築と地域ケア会議の充実を図

りながら、高齢者にとって必要な生活基盤整備を進めるとともに、新たに認

知症予防対策の一環として、中等度の難聴を抱える高齢者に対し補聴器購入

費用の一部助成を行ってまいります。

なお、歌志内市デイサービスセンターにつきましては、経年劣化が著しい

施設の内部改修を行い、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るとともに、指定管理期間が最終年度を迎えるため、

指定管理の継続の可否等について検討を行ってまいります。

また、老人福祉センターにつきましては、利用者の減少が顕著であること

などから、指定管理者であるシルバーセンターの解散にあわせて指定を解除

し、施設を廃止することといたします。

なお、これまでシルバーセンターが受託してきた事業の一部について、在

宅高齢者等への支援事業として実施してまいります。

児童福祉の推進につきましては、「第２期歌志内市子ども・子育て支援事

業計画」を基本に、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、認定こども園における質の高い幼児教育の提供と充実した保育

の場を確保し、利用するすべての子どもたちに体験や学習、交流などの機会

を提供してまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、「歌志内市障がい者計画」及び「歌
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志内市障がい福祉計画」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すことができるよう、広域的な支援施策の継

続を含め、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、

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。

母子保健事業につきましては、子育て用品レンタル費用助成事業の対象品

目を充実してまいります。

なお、感染症対策事業として、１８歳以下の子ども及び妊婦、高齢者に対

するインフルエンザ予防接種の無料化につきましては、市外医療機関の利用

を含め継続してまいります。

また、子宮頸がんワクチン接種の勧奨を再開し実施してまいります。

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き「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、保健所をはじめとする関係

機関と緊密な連携を図り、感染拡大防止に努めるとともに、市民へのワクチ

ン接種については、適正な体制整備のもとでスムーズな接種を実施してまい

ります。

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」を基本に、引き続き経営の健全化に努力してまいります。

なお、今後、国が新たに策定する「公立病院経営強化ガイドライン」に基

づいた次期計画を策定することになりますが、それまでの間は、本計画を継

続し、病院運営の健全化に向けた取り組みを行ってまいります。

また、医師体制につきましては、現在の固定医師２名体制を維持しながら、

北海道大学病院や北海道地域医療振興財団の支援を受け、安定的な医療の提

供に努めてまいります。

建設改良工事につきましては、老朽化した電話交換設備の取替工事を行う

とともに、医療機器につきましては、Ｘ線透視撮影装置や入院患者用ベッド

など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



- 8 -

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、美山地区生活道路改修工事等を行うとともに、

安全な通行を確保するため、支障木の伐採を行うなど維持管理に努めてまい

ります。

また、消費電力の節減と老朽化対策として、引き続き防犯灯のＬＥＤ化を

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」に基づき、

橋梁の延命化を図るため、共栄橋改修工事を実施するほか、５年おきに実施

している市道の橋梁点検を行い、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、火薬庫沢川の護岸改修工事を継続するとともに、

近年の局地的豪雨被害対策として、河川の浚渫など浸水対策の強化に努めて

まいります。
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都市計画事業につきましては、新たに策定した「歌志内市立地適正化計画」

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

能を誘導することで、まちのコンパクト化を図りながら、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。

公共交通機関の確保につきましては、地域の人口減少に加え、コロナ禍の

影響により一段と厳しさが増しております。

こうした状況を踏まえ、空知総合振興局を中心に策定する「中空知地域公

共交通計画策定事業」に参画し、地域住民のニーズを的確に把握しながら、

本市における持続可能な公共交通の維持に取り組んでまいります。

市営住宅の整備につきましては、新たに策定した「歌志内市公営住宅等長

寿命化計画」に基づき、既存住宅の長期的活用や住環境の改善を図るため、

東光三区地区改良住宅１棟２４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２４戸のボイラー更新のほか、中村中央地区

改良住宅５棟２６戸、文珠団地１棟４戸及び文珠高台団地１棟４戸の解体除

却を行い、市営住宅のコンパクト化を進めてまいります。

このほか、管理灯のＬＥＤ化を進め、より一層、良好な住環境整備に努め

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３年１２月末現

在で９１．３％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、カメラ調査による結果に基づき、

不明水の止水工事を行ってまいります。

また、経営・資産等の状況を把握し、経営基盤の安定化を図るため、令和

５年度からの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

引き続き行ってまいります。

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



- 10 -

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。

なお、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が本年４月

に施行予定であることから、現在、焼却処理されておりますプラスチックご

みの分別・収集について、調査、研究を行ってまいります。

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を適

正に管理運営してまいります。

また、一昨年４月から３年間を目途に、赤平市の一般廃棄物の受け入れを

行っております上歌最終処分場につきましては、適正な管理運営に努めると

ともに、同市の来年度以降の意向確認を行ってまいります。

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。

環境保全の推進につきましては、地球温暖化に大きな影響を与えていると

される温室効果ガス、中でも二酸化炭素排出量の削減に向け、公共施設の設

備等の更新による省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの導入につい

て検討してまいります。

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、昨年度導入いたしました消防業務管理システムを拡張し、要配慮者にお

ける救急・救助を始めとする支援体制の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、高規格救急自動車を更新し、さらなる救急体制

の充実を図り、住民の安全・安心の確保に努めるとともに、新型コロナウイ

ルス感染症対策の継続及び救急現場における応急処置の充実と救命率を向上
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させるため、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。

また、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、関係機関と協議してまいります。

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に基づく説明会

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

動の普及啓発を図ることといたします。

また、食料や生活用品などの防災備蓄品については、計画的に更新・整備

を行いながら効果的な備蓄や活用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強化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、本年１月に交通事故死ゼロ４,０

００日を達成いたしましたが、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、赤歌警察署に交通

違反の取締り強化を要請するなど、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、コロナ禍に乗じた詐欺や複雑・巧妙化

する悪質商法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。

急速なグローバル化や高度情報化に伴うSociety5.0時代の到来、人口減少

や少子高齢化など急激な社会変化への対応、さらに新型コロナウイルス感染

症との共生が求められるなど、教育をとりまく環境は大きく変化しておりま
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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、義務教育学校「歌志内学園」と認定こども園「あおぞら」

との連携を推進し、円滑な接続を図ってまいります。

また、児童・生徒の給食費無料化や修学旅行費用の全額助成などの継続に

加え、現行の奨学金貸付金の増額及び新たに卒業後の市内居住等により返還

を免除する制度の創設など、子育て世帯の経済的支援により、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、教育委員会と意

思疎通を図りながら教育の充実に努めてまいります。

児童館等の一元化施設につきましては、昨年度に文教地区整備基本計画策

定検討委員会で検討いただいた意見等をもとに、広く市民が活用できる多機

能を有する施設の建設を目指し、本年度は基本設計に着手してまいります。

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学びによる

人とのつながりの大切さを促進し、子どもの健全育成に向けた事業を実施し

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の社会教育施設が幅広く利用

されるよう、市民の健康で生きがいのある生活を支援する学習活動の充実に

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４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。
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むすびに

新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えず、感染拡大が繰り返される

中、市民の皆さまには長期的な行動変容を余儀なくされ、日々、不安な生活

を送られていることと存じます。

また、人口減少と少子高齢化の急激な進行、及び地域経済の疲弊が続く本

市におきまして、即効性のある起爆剤となる取り組みは難しい状況ではあり

ますが、確かな未来の実現に向け歩みを止める訳にはまいりません。

歌志内は多くの可能性を秘めております。必ずや希望に満ちた明るい明日

は訪れます。

私は、本市の新たな局面を開く挑戦に全身全霊を傾けるとともに、何事に

対しても広い視野に立ち、歌志内市総合計画に掲げる「みんなで創る笑顔あ

ふれるまち」、「すべての市民が幸せを実感できるまちづくり」の実現に向け、

最善の努力を積み重ねてまいる決意であります。

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４年度の市政執行方針といたします。


