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令和５年度 市政執行方針

令和５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

、 、 、早いもので 新たな時代の令和も５年目を迎え 私が市長に就任してから

まもなく２年半が経とうとしています。

私は 「市民が主役のまちづくり」を信条に 「誰もが住みたいまち、次世、 、

代に誇れるまちの実現」に向けて取り組んでまいりました。

今後も、市政の運営をより一層の決意と情熱をもって、市民の皆さまとと

もに、さらに前に進めてまいります。

さて、我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経

済活動の両立を図ることにより、緩やかな持ち直しが続いております。その

一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引き締め等

による世界的な景気後退懸念など、取り巻く環境には厳しさが増しておりま

す。

こうしたなか、本市においては、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、感染防止対策、地域経済対策、福祉・医療施設等の

支援及び物価高騰対策として必要な事業を実施し、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でまいりました。

コロナ禍に入り３年が経過した今、収束後の社会を見据え、市の地域課題

に対応した行政運営により 「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、人口減少とそれに伴う
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経済・産業活動の縮小によって歳入に占める割合は僅かであり、依存財源で

ある地方交付税が大宗を占めており、政策的な経費に充てる財源に余裕がな

い硬直化した状況が依然として続いています。

、 、今ある市民サービスの維持が求められる一方 社会ニーズの多様化により

これまで以上のサービス拡充や新たな政策課題への取り組みも求められてお

りますが、限られた財源の中、計画的で効果的な財政運営とともに、将来の

歌志内を見据え、各種施策事業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５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。

地域課題に対応していくためには、市民の皆さまの思いに寄り添い、行政

ニーズを的確に把握したうえで、共感を得ながら施策事業を進める必要があ

ります。

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、主体的に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「共通する目的の実施に向け、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」を見やすく親しみやす、

い紙面にするため、広報モニターからのご意見などを反映しながら、市民に

「伝わる」ための紙面の工夫に努めてまいります。

公式ホームページは、子育て応援サイトを充実させるなど、市民に必要な

情報をわかりやすく提供するとともに、フェイスブックも活用しながら市の

魅力やタイムリーな情報の発信に努めてまいります。

また、多くの市民と直接の対話を進めるため、町内会連合会との情報交換
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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、十分

な情報提供を行い、市民ニーズの把握に努めるほか、まちの将来あるべき姿

などを語り合う場である歌志内／夢・まち未来会議からは、引き続き新たな

発想のもとにいただく意見を、地域課題の解決及びまちづくりの指針として

参考にさせていただきます。

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助成を行い

恒久平和に対する意識の高揚に努めてまいります。

また、多様化する行政課題に対応するため、職員に対し研修への参加を促

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、諸課題に対応できる人材の育成

を目指し、自治大学校などの高度で専門的な研修への派遣を継続してまいり

ます。

次に、本市の財政運営につきましては、人口減少下において歳入の減少が

見込まれるとともに、公共施設等の老朽化への対応など、非常に厳しい状況

が続くことから、限られた財源を効率的、効果的に活用し、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化に努めてま

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の構成市町にお

ける共通認識、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

基づく各種取り組みを含め連携してまいります。

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

ための広域的事業を推進することにより、持続可能な地方の活性化に努めて

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

営の効率化を図るため 国の自治体デジタル・トランスフォ－メーション Ｄ、 （

Ｘ）推進計画に基づき、自治体情報システムの標準化・共通化や行政手続の

オンライン化に取り組んでまいります。
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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感染症の感染拡大の影響が和らぐ下で

個人消費を中心に景気が持ち直している一方、物価高が企業収益の悪化や家

計の購買力低下に大きな影響を与えております。

また、観光産業や飲食業では、日常の回復が期待されておりますが、コロ

ナ禍前の水準に戻るには、まだ時間を要するものと言われております。

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」による事、

業支援や新たに起業を目指す方への「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。

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 「歌志、

内市産業振興アドバイザー」の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。

また、多くの市民が望んでいた「スーパーマーケット」が本年度オープン

することから、市内商業全体の活性化はもとより、雇用の確保や地域の賑わ

いの醸成に期待するとともに、供用開始となる地域交流施設の効果的な活用

に努めてまいります。

鉱業の振興につきましては、北海道電力株式会社奈井江発電所及び砂川発

電所の令和９年３月末での廃止が決定され、空知炭礦グループによる露頭炭

採掘事業における地域経済及び雇用、さらには今後のまちづくりにも大きな

影響を与えることから、関係機関との情報共有に努めながら、必要な支援、

取り組みを進めてまいります。

次に、農業の振興につきまして、民間法人へ譲渡し、２年目を迎えたワイ

ン用ぶどう栽培事業は、昨シーズン一定程度の収穫を得ることができました

ので、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。
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、 、 、また 市内農業者を対象に 新たな制度による農業等振興補助金を交付し

農業等の育成と安定的な経営を図るため、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

近年、市街地まで出没しているヒグマ対策として、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、本市における主要な観光資源を活かした

環境づくりが必要であることから、観光振興計画（仮称）の策定に取り組ん

でまいります。

、 、 、また 地域おこし協力隊員を新たに採用し 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、

指定管理者制度を含め、効果的な活用に向け取り組んでまいります。

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、近隣を含

めた人口減少による利用者の減少及び施設の経年劣化への対応など、厳しい

経営が続いておりますが、アフターコロナも見据えながら、引き続き、市民

の健康増進施設として必要な支援を行うとともに、同社と連携のもとスポー

ツ合宿等の誘致を進めてまいります。

労働行政につきましては、各分野において、人手不足や人材不足が続いて

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において子育て

世帯に対する支援を拡充するほか、充実した子育て支援制度や教育環境を総

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。

あわせて、定住する意思をもって転入される子育て世帯等に対して、移住

応援助成金を交付することで子育て世代の移住を促進し、地域活力の向上を

図ってまいります。

また、子育て中の女性を対象に、就労のために必要な資格や免許の取得に

要する費用の一部を助成し、子育て後の再就職や起業などへのチャレンジを

後押しすることにより、定住化につなげてまいります。



- 6 -

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、

り」など、積極的に活動されている諸団体への支援継続はもとより、地域資

源や地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを進めてまいります。

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、高齢者をはじめ、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える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福祉活動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、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 「第９期歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険、

事業計画」の策定に取り組んでまいります。

なお、外出支援助成事業につきましては、公共交通機関であるバス及びタ

クシーを利用した市内移動支援の実証実験を行い、新たな支援策のあり方に

ついて研究してまいります。

歌志内市デイ・サービスセンターにつきましては、指定管理による運営を

継続するととともに、不具合の生じている設備改修を行うなど、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せるよう、広域連携による支援策の継続によ

り、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、次期「歌志内市健康増進計画」を

策定し、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してまいります。

また、高齢者のフレイル対策・重症化予防による健康寿命の延伸を目指す

ため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施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、伴走型相談支援及び出産･子育て応援給付

金の一体的実施事業のほか、新たに産後ケア事業や弱視の危険因子などを検

査できる機器の整備など、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。

さらに、感染症対策事業のインフルエンザ予防接種の無料接種につきまし

ては、引き続き１８歳以下の子ども及び妊婦のほか、高齢者を対象に実施し

てまいります。

、 、 、また 新型コロナウイルス感染症対策につきましては 国の動向を踏まえ

保健所、医療機関等とも綿密に連携しながら、引き続き、感染拡大防止に向

けた取り組みを徹底してまいります。

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、本年度は国から示された「公立病院の経営強化に向けた新たなガイ

ドライン」に基づく新たなプランを策定するとともに、持続可能な医療提供

体制を確保するための必要な取り組みを検討してまいります。

また、市内唯一の病院として市民の初期医療を担うため、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、老朽化した病院建物の外部改修工事を行う

とともに、医療機器につきましては、画像診断システムや企業会計システム
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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

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実施し、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 筍沢線路肩法面復旧対策工事等を行うとともに

安全な通行を確保するため、市内各所にある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、市民の安心安全の確保及び消費電力の節減に向け、引き続き防犯灯

のＬＥＤ化を推進してまいります。

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、計画的に修繕事業を行い、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、近年の局地的豪雨被害対策及び普通河川の維持
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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 「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。

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、歌神一

区地区改良住宅１棟１２戸のボイラー更新を実施するとともに、中村中央地

区改良住宅４棟２０戸の解体除却のほか、入居者が少なくなってきた市営住

宅の集約化を進めてまいります。

また、管理灯のＬＥＤ化を加速し、より一層、良好な住環境整備に努めて

まいります。

、 「 」 、さらに 住環境整備の方針を定める 住生活基本計画 を見直すとともに

公営住宅の整備方針等を定める「歌志内市公営住宅等長寿命化計画」につい

ても整合性を図るように見直し、誰もが安心安全で快適に暮らすことのでき

るコンパクトな住環境の形成に取り組んでまいります。

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、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

不明水の止水対策を行ってまいります。

また、本年度から地方公営企業法を適用した会計に移行し、持続的で安定

的な事業運営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、市民等に対しハチの巣駆除に要した費用の一部を助成し、ハチによ

る危害から守り、安全な生活環境の維持を図ってまいります。
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ごみの減量と再資源化につきましては、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推進してまいります。

また、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律」が施行し、家庭から排出されるプラスチックごみの分別収集と再品化が

求められていることから、砂川地区保健衛生組合などとともに検討してまい

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を適

正に管理運営してまいります。

また、令和２年４月から３年間を目途に、赤平市の一般廃棄物を上歌最終

処分場で受け入れをしておりますが、同市から引き続き本市への受け入れの

要請を受けたことから、広域的行政運営の推進及び隣接する同市の状況を鑑

み、本年度以降も継続して一般廃棄物を受け入れることとし、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。

環境保全の推進につきましては、近年、世界的に地球温暖化への危機感は

ますます強くなっております。このため、国が掲げる２０５０年度までの温

室効果ガス排出量実質ゼロ、カーボンニュートラルの達成に向け、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するなど、安心して

暮らせる持続可能な社会を実現するため、脱炭素社会を目指した取り組みを

進めてまいります。

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、消防業務管理システムを拡張し、災害現場における支援体制の充実に努

めてまいります。

また、令和５年度は、歌志内に公設消防組が設置されて１００周年の大き

な節目の年となるため、１００周年を記念した消防演習や式典など実施いた
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します。

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 特定行為等を行う救急救命士を主体とした教育研修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、関係機関と引き続き協議してまいります。

防災対策につきましては、避難訓練や防災説明会を実施するなど、市民の

防災・減災に対する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、品目の追加や計画的

な更新・整備を行うほか、防災ハザードマップを更新し全世帯へ配布いたし

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、新たな目標である交通事故死ゼロ

５,０００日を目指し、引き続き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、複雑かつ巧妙化する悪質商法・霊感商

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。

また、依然として特殊詐欺や消費生活相談において高齢者被害の相談が多

いことから、啓発資材を配布するなど、被害の未然防止にかかる啓発活動に

取り組んでまいります。
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第５は「豊かな心を育む教育と文化のまち」であります。

急速に進む人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

などにより、先行きが不透明で将来の予測が困難な時代のなかにあって、教

育を取り巻く環境もＩＣＴ化が進展するなど大きな転換期を迎えておりま

す。

こうした状況下にあっても、次代を担う子どもたちの健やかな成長は、市

民共通の願いであります 「第２期歌志内市まち・ひと・しごと創生総合戦。

略」に掲げるまちの目指すべき姿である「オンリーワンの子育て・教育と人

づくりを大切にするまち」の実現に向け、教育委員会と連携しながら教育の

充実に努めてまいります。

、 「 」学校教育につきましては 開校３年目を迎える義務教育学校 歌志内学園

の安定した運営を支えるため、学校や教育委員会との情報共有に努めるとと

もに、充実した学びの場となるよう必要な支援を行ってまいります。

また、児童・生徒の給食費無料化や修学旅行費用全額助成の継続、高等学

校等就学支援金の増額などにより、引き続き子育て世帯への経済的支援を図

ってまいります。

社会教育につきましては、子どもから高齢者までが学びによる人とのつな

がりの大切さを実感できるよう、生涯学習の充実に向けた各種事業、行事な

どへの支援を行ってまいります。

また、コミュニティセンターや図書館、郷土館などの社会教育施設が幅広

く利用されるよう、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。

なお、児童館等一元化施設の整備につきましては、昨年度、文教地区複合

施設整備検討委員会において基本設計策定に向け検討を重ねられたところで

あり、本年度は実施設計策定に係る経費を予算計上し、令和７年度の開設に

向け各種準備を進めるとともに、施設の有効活用を図るための具体的な検討
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を進めてまいります。

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５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

日本の人口が総じて減少し、全国的に過疎化が進んでおりますが、本市の

人口減少は、それを大きく上回るスピードで進行するとともに、少子高齢化

の影響により地域社会に様々な課題を生じさせております。

人口減少の一つの要因であった「買い物問題」の解決に向け、本年度、文

珠地区に商業施設をオープンさせることにより、利便性やまちの魅力の向上

にもつながり、住みやすいまちになるものと確信しております。

歌志内は、明治の開拓期に開村し、先人たちが努力により築き上げてきた

誇れるまちであり、人口２，７００人余りの小さなまちとなりましたが、私

は、市民の皆さまと一つになって 「誰もが住みたいまち、次世代に誇れる、

まち」として歌志内市創生の実現に全力を注ぐ決意であります。

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５年度の市政執行方針といたします。


