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（はじめに）（はじめに）（はじめに）（はじめに）    

    

このたびのこのたびのこのたびのこのたびの市議会市議会市議会市議会定例会定例会定例会定例会のののの開会開会開会開会にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、市政市政市政市政にににに対対対対するするするする

執行方針執行方針執行方針執行方針をををを申申申申しししし述述述述べさせていただきますべさせていただきますべさせていただきますべさせていただきます。。。。    

    

わがわがわがわが国国国国はははは、、、、現在現在現在現在、、、、大大大大きくきくきくきく 2222 つのつのつのつの危機危機危機危機にににに直面直面直面直面していますしていますしていますしています。。。。

１１１１つはつはつはつは、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの下下下下でででで経済経済経済経済のののの縮小均衡縮小均衡縮小均衡縮小均衡がががが続続続続きききき、、、、財政状財政状財政状財政状

況況況況もももも日日日日にににに日日日日にににに悪化悪化悪化悪化していくというしていくというしていくというしていくという““““かつてからあるかつてからあるかつてからあるかつてからある危機危機危機危機””””、、、、

もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災、、、、原発事故原発事故原発事故原発事故とととと電力制約電力制約電力制約電力制約、、、、円高円高円高円高、、、、

世界的世界的世界的世界的なななな金融市場金融市場金融市場金融市場のののの動揺動揺動揺動揺などなどなどなど““““新新新新たなたなたなたな危機危機危機危機””””ですですですです。。。。    

    

国国国国はははは、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの危機危機危機危機をををを克服克服克服克服するためするためするためするため、、、、今年今年今年今年をををを「「「「日本再日本再日本再日本再

生元年生元年生元年生元年」」」」とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興とととと日日日日

本経済本経済本経済本経済のののの再生再生再生再生にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを、、、、加速加速加速加速させるとしておりますさせるとしておりますさせるとしておりますさせるとしております。。。。    

    

加加加加えてえてえてえて本年本年本年本年はははは、、、、日本日本日本日本をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく主要国主要国主要国主要国のリーダーがのリーダーがのリーダーがのリーダーが、、、、選選選選

挙挙挙挙などによりなどによりなどによりなどにより一斉一斉一斉一斉にににに替替替替わるわるわるわる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある年年年年でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。    

    

こうしたこうしたこうしたこうした中中中中、、、、福島第一原発福島第一原発福島第一原発福島第一原発事故事故事故事故によりによりによりにより、、、、これまでエネルこれまでエネルこれまでエネルこれまでエネル

ギーギーギーギー政策政策政策政策のののの柱柱柱柱としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けられてきたけられてきたけられてきたけられてきた原発原発原発原発からのエネルからのエネルからのエネルからのエネル

ギーギーギーギー政策政策政策政策のののの転換転換転換転換がががが迫迫迫迫られられられられ、、、、人々人々人々人々のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル、、、、社会経社会経社会経社会経

済済済済システムのシステムのシステムのシステムの見直見直見直見直しをしをしをしを求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    
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またまたまたまた、「、「、「、「社会保障社会保障社会保障社会保障とととと税税税税のののの一体改革一体改革一体改革一体改革」」」」ややややＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋経環太平洋経環太平洋経環太平洋経

済連携協定済連携協定済連携協定済連携協定））））などについてはなどについてはなどについてはなどについては、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、本市本市本市本市のののの

経済経済経済経済やややや産業産業産業産業にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性ががががあるものとあるものとあるものとあるものと認認認認

識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

このようにこのようにこのようにこのように、、、、国国国国もももも地方地方地方地方もももも、、、、政治政治政治政治、、、、経済経済経済経済、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境などなどなどなど様々様々様々様々

なななな観点観点観点観点からからからから、、、、大大大大きなきなきなきな時代時代時代時代のののの転換期転換期転換期転換期をををを迎迎迎迎えているとえているとえているとえていると感感感感じておじておじておじてお

りますりますりますります。。。。    

    

ただただただただ、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況下状況下状況下状況下ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、本市本市本市本市においてにおいてにおいてにおいて

はははは、、、、来月来月来月来月、、、、駅前再開発駅前再開発駅前再開発駅前再開発ビルがビルがビルがビルが、、、、いよいよグランドオープンいよいよグランドオープンいよいよグランドオープンいよいよグランドオープン

しますしますしますします。。。。北防波堤北防波堤北防波堤北防波堤ドームドームドームドーム一帯一帯一帯一帯がががが様相様相様相様相をををを一新一新一新一新しししし、「、「、「、「北防波堤北防波堤北防波堤北防波堤ドドドド

ームームームーム公園公園公園公園」」」」としてとしてとしてとして生生生生まれまれまれまれ変変変変わりますわりますわりますわります。。。。    

    

まさにまさにまさにまさにＪＲＪＲＪＲＪＲ稚内駅稚内駅稚内駅稚内駅をををを降降降降りりりり立立立立ったあのったあのったあのったあの場所場所場所場所がががが、、、、このマチのこのマチのこのマチのこのマチの

次次次次のののの再生再生再生再生にににに向向向向けたシンボルゾーンになりますけたシンボルゾーンになりますけたシンボルゾーンになりますけたシンボルゾーンになります。。。。色々色々色々色々なななな意味意味意味意味

でででで、、、、““““新新新新しいしいしいしい稚内稚内稚内稚内””””のののの時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えることになりますえることになりますえることになりますえることになります。。。。    

    

さらにはさらにはさらにはさらには、、、、““““子育子育子育子育てててて支援支援支援支援””””やややや““““まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり””””、、、、““““健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり””””

などになどになどになどに関関関関わりわりわりわり、、、、積極的積極的積極的積極的にににに地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ををををしていこうとしていこうとしていこうとしていこうと立立立立ちちちち上上上上がががが

るるるる方方方方がががが、、、、本市本市本市本市のののの中中中中にもにもにもにも現現現現れはじめていますれはじめていますれはじめていますれはじめています。。。。こうしたこうしたこうしたこうした若若若若いいいい

世代世代世代世代のののの方々方々方々方々にににに、、、、私私私私はははは““““新新新新しいしいしいしい稚内稚内稚内稚内””””をををを創創創創っていくっていくっていくっていく希望希望希望希望とエとエとエとエ

ネルギーをネルギーをネルギーをネルギーを感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。    
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新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代にはにはにはには、、、、新新新新しいしいしいしい戦略戦略戦略戦略がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。来来来来るるるる平平平平

成成成成 24242424 年度年度年度年度はははは、、、、““““新新新新しいしいしいしい稚内稚内稚内稚内””””のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、具体的具体的具体的具体的にににに取組取組取組取組

をををを開始開始開始開始するするするする““““挑戦挑戦挑戦挑戦のののの年年年年””””とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組んでまんでまんでまんでま

いるいるいるいる所存所存所存所存ですですですです。。。。    
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（（（（重点施策重点施策重点施策重点施策））））    

それではそれではそれではそれでは、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて、、、、私私私私がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ重点施策重点施策重点施策重点施策

についてについてについてについて申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

今今今今、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの関心関心関心関心がががが最最最最もももも高高高高いいいい、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、

生活生活生活生活のののの安心安心安心安心をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが、、、、何何何何よりよりよりより最優先最優先最優先最優先のののの課題課題課題課題であるであるであるである

とととと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

このようなこのようなこのようなこのような認識認識認識認識のののの下下下下、、、、私私私私はははは、、、、このこのこのこの一年一年一年一年、、、、まずはまずはまずはまずは「「「「安心安心安心安心のののの

確保確保確保確保」」」」をををを目指目指目指目指しししし、、、、そのそのそのその上上上上ででででさらなるさらなるさらなるさらなる「「「「地域地域地域地域のののの発展発展発展発展」」」」をををを進進進進めめめめ

るるるるためのためのためのための施策施策施策施策をををを展開展開展開展開してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    

    

１１１１    「安心の確保」「安心の確保」「安心の確保」「安心の確保」    

まずまずまずまず、「、「、「、「安心安心安心安心のののの確保確保確保確保」」」」ですですですです。。。。    

    

＜防災体策の強化＞＜防災体策の強化＞＜防災体策の強化＞＜防災体策の強化＞    

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をををを教訓教訓教訓教訓にににに、、、、まずはまずはまずはまずは緊急時緊急時緊急時緊急時のののの速速速速やかなやかなやかなやかな情報伝情報伝情報伝情報伝

達体制達体制達体制達体制のののの構築構築構築構築、、、、確実確実確実確実にににに避難避難避難避難できるできるできるできる体制作体制作体制作体制作りりりり、、、、水道施設水道施設水道施設水道施設のののの耐耐耐耐

震化震化震化震化などをなどをなどをなどを進進進進めめめめ、、、、防災体策防災体策防災体策防災体策をををを強化強化強化強化してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    
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＜子育て支援策の充実＞＜子育て支援策の充実＞＜子育て支援策の充実＞＜子育て支援策の充実＞    

またまたまたまた、、、、次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもどもどもども達達達達のののの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成とととと、、、、親親親親がががが安心安心安心安心しししし

てててて子育子育子育子育てできるてできるてできるてできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備はははは、、、、私私私私がががが果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき大切大切大切大切なななな使命使命使命使命

のののの一一一一つであるとつであるとつであるとつであると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。小学生小学生小学生小学生のののの医療費医療費医療費医療費無料化無料化無料化無料化をををを

図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預かるショートステイかるショートステイかるショートステイかるショートステイ事業事業事業事業をををを開始開始開始開始

するなどするなどするなどするなど、、、、新新新新たなたなたなたな子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策をををを導入導入導入導入いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
    

＜＜＜＜福祉・医療サービス福祉・医療サービス福祉・医療サービス福祉・医療サービス基盤の基盤の基盤の基盤の充実充実充実充実＞＞＞＞    

生活生活生活生活のののの安心安心安心安心をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、障害障害障害障害にににに関関関関するするするする総合的総合的総合的総合的なななな相談相談相談相談

窓口窓口窓口窓口「「「「基幹相談基幹相談基幹相談基幹相談支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの開設開設開設開設やややや、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のためののためののためののための

「「「「地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、福祉福祉福祉福祉ササササ

ービスのービスのービスのービスの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

またまたまたまた、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院のののの医師医師医師医師のののの確保確保確保確保とともにとともにとともにとともに、、、、継続継続継続継続してしてしてして開業医開業医開業医開業医

誘致誘致誘致誘致にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、医療医療医療医療サービスサービスサービスサービス基盤基盤基盤基盤のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりってまいりってまいりってまいり

ますますますます。。。。    
    

＜交通基盤の整備＞＜交通基盤の整備＞＜交通基盤の整備＞＜交通基盤の整備＞    

交通交通交通交通のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、「「「「緑緑緑緑・・・・富岡環状通富岡環状通富岡環状通富岡環状通」」」」のののの拡幅工拡幅工拡幅工拡幅工

事事事事にににに向向向向けたけたけたけた実施設計実施設計実施設計実施設計にににに着手着手着手着手してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

２２２２    「地域の発展」「地域の発展」「地域の発展」「地域の発展」    

さらにさらにさらにさらに、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済をををを活性化活性化活性化活性化させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、““““地域地域地域地域のポテのポテのポテのポテ

ンシャルンシャルンシャルンシャル””””をををを最大限最大限最大限最大限にににに引引引引きききき出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興やややや雇用雇用雇用雇用のののの

拡大拡大拡大拡大にににに結結結結びびびび付付付付けていくけていくけていくけていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えますえますえますえます。。。。    
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わがマチのポテンシャルをわがマチのポテンシャルをわがマチのポテンシャルをわがマチのポテンシャルを考考考考ええええ、、、、特特特特にににに将来将来将来将来のののの産業創生産業創生産業創生産業創生へへへへ

のののの可能性可能性可能性可能性もももも秘秘秘秘めためためためた、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを柱柱柱柱としたエネルとしたエネルとしたエネルとしたエネル

ギーギーギーギー問題問題問題問題へのへのへのへの対応対応対応対応、、、、またまたまたまた、、、、日本海側拠点港日本海側拠点港日本海側拠点港日本海側拠点港にににに選定選定選定選定されたされたされたされた稚稚稚稚

内港内港内港内港とととと、、、、サハリンサハリンサハリンサハリン定期定期定期定期フェフェフェフェリーをリーをリーをリーを活用活用活用活用してのしてのしてのしての物流物流物流物流・・・・人流人流人流人流のののの

促進促進促進促進にににに、、、、重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

＜わが国のエネルギー政策に貢献する稚内をアピール＞＜わが国のエネルギー政策に貢献する稚内をアピール＞＜わが国のエネルギー政策に貢献する稚内をアピール＞＜わが国のエネルギー政策に貢献する稚内をアピール＞    

原発事故原発事故原発事故原発事故をををを受受受受けけけけ、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全とととと低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの実現実現実現実現、、、、

そしてそしてそしてそして経済成長経済成長経済成長経済成長とのとのとのとの高度高度高度高度なななな両立両立両立両立をををを図図図図ろうとするろうとするろうとするろうとする動動動動きがきがきがきが加速加速加速加速

していますしていますしていますしています。。。。エネルギーセキュリティのエネルギーセキュリティのエネルギーセキュリティのエネルギーセキュリティの面面面面からからからから、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに関心関心関心関心がががが高高高高まるまるまるまる中中中中でででで、、、、本市本市本市本市のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取組取組取組取組がががが

注目注目注目注目されていますされていますされていますされています。。。。    

「「「「全国風全国風全国風全国風サミットサミットサミットサミット」」」」のののの開催開催開催開催などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ、、、、広大広大広大広大なななな土地土地土地土地やややや自自自自

然環境然環境然環境然環境などなどなどなど、、、、本市本市本市本市のののの持持持持つポテンシャルのつポテンシャルのつポテンシャルのつポテンシャルの高高高高さをアピールしさをアピールしさをアピールしさをアピールし

てててて、、、、わがわがわがわが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策にににに貢献貢献貢献貢献できるマチであることできるマチであることできるマチであることできるマチであること

をををを全国全国全国全国にににに発発発発信信信信しししし、、、、企業企業企業企業やややや研究機関研究機関研究機関研究機関のののの誘致誘致誘致誘致にににに結結結結びびびび付付付付けるためけるためけるためけるため

のののの取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

    

＜物流拠点化の推進＞＜物流拠点化の推進＞＜物流拠点化の推進＞＜物流拠点化の推進＞    

経済経済経済経済のグローバルのグローバルのグローバルのグローバル化化化化がががが進進進進むむむむ中中中中、、、、世界的世界的世界的世界的なななな海上輸送量海上輸送量海上輸送量海上輸送量はははは

年々増加年々増加年々増加年々増加しておりしておりしておりしており、、、、時間的時間的時間的時間的、、、、距離的距離的距離的距離的にににに国内物流国内物流国内物流国内物流とととと大差大差大差大差がながながながな

いいいい「「「「対対対対・・・・北東北東北東北東アジアアジアアジアアジア物流物流物流物流」」」」ではではではでは、、、、高度化高度化高度化高度化・・・・多様化多様化多様化多様化するニーするニーするニーするニー

ズにズにズにズに対応対応対応対応したしたしたした、、、、早早早早くてくてくてくて安安安安いいいい物流体系物流体系物流体系物流体系のののの実現実現実現実現がががが望望望望まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    
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これまでこれまでこれまでこれまで築築築築いてきたいてきたいてきたいてきた、、、、「「「「サハリンサハリンサハリンサハリン」」」」とのとのとのとの強強強強いいいい結結結結びつきをびつきをびつきをびつきを生生生生

かしかしかしかし、、、、経済界経済界経済界経済界とととと一丸一丸一丸一丸となりとなりとなりとなり、、、、物流物流物流物流やややや人流人流人流人流といったといったといったといった経済効果経済効果経済効果経済効果

にににに繋繋繋繋げるげるげるげる取組取組取組取組をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

    

これらをこれらをこれらをこれらを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度のののの市政運営市政運営市政運営市政運営にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、５５５５つつつつ

のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めましためましためましためました。。。。    

    

以下以下以下以下、、、、主主主主なななな事業事業事業事業とととと取組取組取組取組につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、５５５５つのつのつのつの基本方針基本方針基本方針基本方針

にににに沿沿沿沿ってってってって述述述述べさせていただきますべさせていただきますべさせていただきますべさせていただきます。。。。
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【【【【基本方針１基本方針１基本方針１基本方針１】】】】    

第第第第１１１１にににに「「「「人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込込込込みみみみ    にぎわいのあるマチづくりをにぎわいのあるマチづくりをにぎわいのあるマチづくりをにぎわいのあるマチづくりを推進推進推進推進

するするするする」」」」についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

    

１１１１つつつつ目目目目にににに、、、、まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの    にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい創出創出創出創出についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

    

本市本市本市本市ではではではでは、、、、中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地をををを「「「「稚内稚内稚内稚内のののの顔顔顔顔」」」」としてとしてとしてとして再生再生再生再生するたするたするたするた

めめめめ、、、、これまでこれまでこれまでこれまで関係者関係者関係者関係者のののの皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、様々様々様々様々なななな取組取組取組取組をををを行行行行なっなっなっなっ

てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。来月来月来月来月 29292929 日日日日にはにはにはには、、、、そのそのそのその集大成集大成集大成集大成ともいえるともいえるともいえるともいえる稚稚稚稚

内駅前再開発内駅前再開発内駅前再開発内駅前再開発ビルビルビルビル「「「「Kitacolor (Kitacolor (Kitacolor (Kitacolor (キタカラキタカラキタカラキタカラ))))」」」」がががが、、、、いよいよグいよいよグいよいよグいよいよグ

ランドオープンしますランドオープンしますランドオープンしますランドオープンします。。。。    

    

ＪＲＪＲＪＲＪＲ稚内駅稚内駅稚内駅稚内駅やバスタやバスタやバスタやバスターミナルーミナルーミナルーミナル、、、、映画館映画館映画館映画館などになどになどになどに加加加加ええええ、、、、新新新新たたたた

にオープンするにオープンするにオープンするにオープンする商業商業商業商業スペースではスペースではスペースではスペースでは、、、、地元食材地元食材地元食材地元食材をををを生生生生かしかしかしかしたたたた

ごごごご当地当地当地当地メニューがメニューがメニューがメニューが提供提供提供提供されるほかされるほかされるほかされるほか、「、「、「、「レールモニュメントレールモニュメントレールモニュメントレールモニュメント」、」、」、」、

「「「「サハリンのサハリンのサハリンのサハリンの鐘鐘鐘鐘」」」」などなどなどなど、、、、最果最果最果最果てのてのてのての駅駅駅駅にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい演出演出演出演出もあもあもあもあ

りりりり、、、、新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光スポットとしてもスポットとしてもスポットとしてもスポットとしても期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。    

    

市市市市がががが開設開設開設開設するするするする公共公共公共公共スペーススペーススペーススペース「「「「地域交流地域交流地域交流地域交流センターセンターセンターセンター」」」」にはにはにはには、、、、

町内会町内会町内会町内会やサークルやサークルやサークルやサークル活動活動活動活動などのためのなどのためのなどのためのなどのための会議室会議室会議室会議室、、、、のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと子子子子

どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが走走走走りりりり回回回回れるれるれるれる「「「「キッズルームキッズルームキッズルームキッズルーム」」」」などをなどをなどをなどを設設設設けましたけましたけましたけました。。。。    
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観光観光観光観光やややや交通情報交通情報交通情報交通情報などをなどをなどをなどを端末端末端末端末でででで取取取取りりりり出出出出せるせるせるせる「「「「まちなかまちなかまちなかまちなか情報情報情報情報

コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」もももも設置設置設置設置しししし、、、、日本最北日本最北日本最北日本最北のののの「「「「道道道道のののの駅駅駅駅」」」」のののの指定指定指定指定もももも受受受受けけけけ

るるるる予定予定予定予定ですですですです。。。。    

    

様々様々様々様々なななな世代世代世代世代のののの皆様皆様皆様皆様のののの““““情報発信情報発信情報発信情報発信””””、、、、““““交流交流交流交流のののの場場場場””””となるよとなるよとなるよとなるよ

うううう、、、、ソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業もももも継続的継続的継続的継続的にににに展開展開展開展開するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地

のののの活気活気活気活気をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためすためすためすため、、、、新新新新たにたにたにたに店舗開設店舗開設店舗開設店舗開設にににに意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある商業商業商業商業

者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援もももも行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

本年本年本年本年 7777 月月月月にはにはにはには、、、、宝来団地宝来団地宝来団地宝来団地 2222 号棟号棟号棟号棟がががが完成完成完成完成しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、再再再再

開発開発開発開発ビルにはビルにはビルにはビルには、、、、グループホームやグループホームやグループホームやグループホームや介護介護介護介護サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられけられけられけられ

るるるる高齢者専用高齢者専用高齢者専用高齢者専用のののの賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅のののの開業開業開業開業もももも予定予定予定予定されておりされておりされておりされており、、、、これまこれまこれまこれま

でででで進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました「「「「まちなかまちなかまちなかまちなか居住居住居住居住」」」」にににに弾弾弾弾みがつくものみがつくものみがつくものみがつくもの

とととと期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

駅前地区駅前地区駅前地区駅前地区とととと一体的一体的一体的一体的にににに整備整備整備整備をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた港側港側港側港側のエリアはのエリアはのエリアはのエリアは、、、、

新新新新たにたにたにたに「「「「北防波堤北防波堤北防波堤北防波堤ドームドームドームドーム公園公園公園公園」」」」としてとしてとしてとして生生生生まれまれまれまれ変変変変わりますわりますわりますわります。。。。    

8888 月月月月にはにはにはには、、、、そのそのそのその屋外屋外屋外屋外ステージをステージをステージをステージを舞台舞台舞台舞台にににに、『、『、『、『南中南中南中南中ソーランソーランソーランソーラン全国全国全国全国

交流祭交流祭交流祭交流祭』、『』、『』、『』、『最北端最北端最北端最北端・・・・食食食食マルシェマルシェマルシェマルシェ』』』』をををを同時同時同時同時にににに開催開催開催開催してしてしてして、、、、最北最北最北最北

のののの地地地地のののの““““魅力魅力魅力魅力””””とととと““““感動感動感動感動””””をををを全国全国全国全国にににに発信発信発信発信してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

1,5001,5001,5001,500 人規模人規模人規模人規模のののの参加者参加者参加者参加者がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる「「「「青年会議所北海道大青年会議所北海道大青年会議所北海道大青年会議所北海道大

会会会会」」」」やややや「「「「全国風全国風全国風全国風サミットサミットサミットサミット」」」」をををを筆頭筆頭筆頭筆頭にににに、、、、本年本年本年本年もももも多数多数多数多数のののの各種大各種大各種大各種大
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会会会会、、、、コンベンションのコンベンションのコンベンションのコンベンションの開催開催開催開催がががが予定予定予定予定さささされていますれていますれていますれています。。。。本市本市本市本市をををを訪訪訪訪

れるれるれるれる皆様皆様皆様皆様をををを、、、、市民市民市民市民ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの““““もてなしのもてなしのもてなしのもてなしの心心心心””””ででででおおおお迎迎迎迎えするえするえするえする

とともにとともにとともにとともに、、、、次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの誘致誘致誘致誘致とととと開催支援開催支援開催支援開催支援をををを行行行行ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま

すすすす。。。。    

    

次次次次にににに、、、、地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

    

友好都市友好都市友好都市友好都市とのとのとのとの交流交流交流交流ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、友好都市締結友好都市締結友好都市締結友好都市締結からからからから 25252525

年年年年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・石垣市石垣市石垣市石垣市、、、、同同同同じくじくじくじく 40404040 年年年年をををを迎迎迎迎えるサハリンえるサハリンえるサハリンえるサハリン

州州州州・ネベリスク・ネベリスク・ネベリスク・ネベリスク市市市市をををを始始始始めめめめ、、、、国内外国内外国内外国内外のののの友好都市友好都市友好都市友好都市とのとのとのとの交流交流交流交流をををを、、、、

さらさらさらさらにににに深深深深めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。        

    

またまたまたまた 4444 月月月月にはにはにはには、、、、鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県・・・・枕崎市枕崎市枕崎市枕崎市のののの皆様皆様皆様皆様がががが本市本市本市本市をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、

友好都市友好都市友好都市友好都市のののの調印調印調印調印をををを行行行行ないますないますないますないます。。。。鉄路鉄路鉄路鉄路でででで結結結結ばれたばれたばれたばれた““““最北端最北端最北端最北端とととと

最南端最南端最南端最南端とのとのとのとの新新新新たなたなたなたな地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流””””をををを、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに進進進進

めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    
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【【【【基本方針２基本方針２基本方針２基本方針２】】】】    

第第第第 2222 にににに「「「「地域地域地域地域のポテンシャルをのポテンシャルをのポテンシャルをのポテンシャルを引引引引きききき出出出出してしてしてして経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化

をめざすをめざすをめざすをめざす」」」」についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

    

1111 つつつつ目目目目にににに、、、、北東北東北東北東アジアへのアジアへのアジアへのアジアへの物流拠点化物流拠点化物流拠点化物流拠点化のののの推進推進推進推進についてであについてであについてであについてであ

りますりますりますります。。。。    

    

ロシアとのロシアとのロシアとのロシアとの定期貨物航路実現定期貨物航路実現定期貨物航路実現定期貨物航路実現にににに向向向向けけけけ、、、、船会社船会社船会社船会社とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、

ロシアやロシアやロシアやロシアや北東北東北東北東アジアへのアジアへのアジアへのアジアへの物流物流物流物流ルートルートルートルート確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた調調調調査査査査をををを行行行行

うほかうほかうほかうほか、、、、北海道北海道北海道北海道とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、道内道内道内道内のののの生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品などをなどをなどをなどを輸出輸出輸出輸出

するするするする物流物流物流物流ルートルートルートルート実証実験実証実験実証実験実証実験などもなどもなどもなども進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

北海道北海道北海道北海道とととと極東極東極東極東ロシアロシアロシアロシア間間間間のアクセスのアクセスのアクセスのアクセス確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、日日日日ロロロロ定期定期定期定期

フェリーのフェリーのフェリーのフェリーの運航運航運航運航にににに対対対対しししし継続継続継続継続してしてしてして支援支援支援支援するほかするほかするほかするほか、「、「、「、「日本海側拠日本海側拠日本海側拠日本海側拠

点港点港点港点港」」」」のののの選定選定選定選定をををを受受受受けたけたけたけた稚内港稚内港稚内港稚内港がががが、、、、今後今後今後今後、、、、基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを進進進進めるめるめるめる

ためにためにためにために必要必要必要必要なななな「「「「港湾計画港湾計画港湾計画港湾計画」」」」のののの改定改定改定改定にににに向向向向けたけたけたけた作業作業作業作業をををを、、、、引引引引きききき続続続続

きききき進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

2222 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「食食食食のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化」「」「」「」「産業振興産業振興産業振興産業振興」」」」のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

でありますでありますでありますであります。。。。    

    

食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性・・・・環境環境環境環境へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まるまるまるまる中中中中、、、、本市本市本市本市のののの安全安全安全安全・・・・

安心安心安心安心なななな““““食食食食””””をををを柱柱柱柱にににに産業振興産業振興産業振興産業振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、１１１１次産業次産業次産業次産業をををを振興振興振興振興

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、生産者生産者生産者生産者やややや地域団体地域団体地域団体地域団体とととと一体一体一体一体となりとなりとなりとなり、、、、食食食食のブラのブラのブラのブラ

ンドンドンドンド化化化化をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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「「「「稚内稚内稚内稚内ブランドブランドブランドブランド」」」」認証制度認証制度認証制度認証制度をををを創設創設創設創設するためするためするためするため、、、、これまでこれまでこれまでこれまで有有有有

識者識者識者識者などでなどでなどでなどで組織組織組織組織するするするする協議会協議会協議会協議会でででで、、、、制度制度制度制度のののの検討検討検討検討をををを重重重重ねてねてねてねてまいりまいりまいりまいり

ましたましたましたました。。。。現在現在現在現在、、、、各事業所各事業所各事業所各事業所からのからのからのからの申請申請申請申請をををを受付受付受付受付しておりしておりしておりしており、、、、審査審査審査審査

をををを経経経経てててて認定認定認定認定しししし、、、、販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大などになどになどになどに結結結結びびびび付付付付けてまいりますけてまいりますけてまいりますけてまいります。。。。    

    

農業農業農業農業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、継続実施中継続実施中継続実施中継続実施中のののの各種整備事業各種整備事業各種整備事業各種整備事業にににに加加加加ええええ、、、、

新新新新たにたにたにたに「「「「沼川南部地区沼川南部地区沼川南部地区沼川南部地区    畜産担畜産担畜産担畜産担いいいい手育成総合整備事業手育成総合整備事業手育成総合整備事業手育成総合整備事業」」」」のののの導導導導

入入入入によりによりによりにより、、、、畜舎畜舎畜舎畜舎、、、、草地等草地等草地等草地等のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

国営総合農地防災事業国営総合農地防災事業国営総合農地防災事業国営総合農地防災事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「稚内中部地区稚内中部地区稚内中部地区稚内中部地区」」」」

がががが完了完了完了完了しししし、、、、本市本市本市本市としてとしてとしてとして予予予予てからてからてからてから要望要望要望要望してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました「「「「勇勇勇勇

知地区知地区知地区知地区」」」」のののの調査調査調査調査がががが行行行行われることとなりましたわれることとなりましたわれることとなりましたわれることとなりました。。。。    

    

    沿岸漁業沿岸漁業沿岸漁業沿岸漁業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、藻場藻場藻場藻場のののの再生再生再生再生にににに助成助成助成助成してしてしてして、、、、漁場漁場漁場漁場

整備整備整備整備をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、アザラシのアザラシのアザラシのアザラシの被害対策被害対策被害対策被害対策をををを講講講講じじじじ、、、、漁業漁業漁業漁業

被害被害被害被害のののの拡大拡大拡大拡大をををを防止防止防止防止してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    現在現在現在現在７７７７隻隻隻隻がががが操業操業操業操業するするするする沖合漁業沖合漁業沖合漁業沖合漁業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、漁船漁船漁船漁船老朽老朽老朽老朽

化化化化によるコストによるコストによるコストによるコスト増増増増などがなどがなどがなどが課題課題課題課題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、現在現在現在現在、、、、関係者関係者関係者関係者

によるプロジェクトがによるプロジェクトがによるプロジェクトがによるプロジェクトが立上立上立上立上げられげられげられげられ、、、、検討検討検討検討をををを重重重重ねておりますねておりますねておりますねております。。。。    

今後今後今後今後、、、、新造船新造船新造船新造船にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな動動動動きがあったきがあったきがあったきがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、本本本本

市水産業市水産業市水産業市水産業のののの再生再生再生再生とととと発展発展発展発展のためのためのためのため、、、、国国国国のののの漁業対策事業漁業対策事業漁業対策事業漁業対策事業もももも活用活用活用活用しししし

ながらながらながらながら支援支援支援支援ししししてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    
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【【【【基本方針３基本方針３基本方針３基本方針３】】】】    

第第第第 3333 にににに「「「「安心安心安心安心をををを実感実感実感実感できるできるできるできる地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする」」」」につにつにつにつ

いてでありますいてでありますいてでありますいてであります。。。。    

    

1111 つつつつ目目目目はははは、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策のののの強化強化強化強化についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

    

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災ではではではでは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの正確正確正確正確かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速なななな情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達のののの

重要性重要性重要性重要性もももも再認識再認識再認識再認識いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。本市本市本市本市はははは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの緊急防災緊急防災緊急防災緊急防災

放送放送放送放送などのなどのなどのなどの役割役割役割役割にににに期待期待期待期待してしてしてして「ＦＭ「ＦＭ「ＦＭ「ＦＭわっかないわっかないわっかないわっかない」」」」のののの増力申請増力申請増力申請増力申請

をををを後押後押後押後押しししししししし、、、、このたびこのたびこのたびこのたび、、、、全国全国全国全国のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ FMFMFMFM 局局局局としてとしてとしてとして

初初初初のののの、、、、50505050 ワットへのワットへのワットへのワットへの増力増力増力増力がががが認認認認められましためられましためられましためられました。。。。    

    

このこのこのこのＦＭＦＭＦＭＦＭラジラジラジラジオやオやオやオや防災防災防災防災メールなどをメールなどをメールなどをメールなどを活用活用活用活用したしたしたした、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの

告知体制告知体制告知体制告知体制のののの強化強化強化強化をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、専門家専門家専門家専門家のののの助言助言助言助言をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、避難避難避難避難

所所所所やややや避難路避難路避難路避難路のののの検証検証検証検証もももも含含含含めためためためた「「「「防災計画防災計画防災計画防災計画」」」」のののの総合的総合的総合的総合的なななな見直見直見直見直しししし

をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

    

またまたまたまた、、、、災害時災害時災害時災害時にににに、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者などなどなどなど自力自力自力自力でででで避難避難避難避難することがすることがすることがすることが難難難難しししし

いいいい方方方方のののの避難避難避難避難計画計画計画計画のののの策定策定策定策定、、、、被害被害被害被害のののの軽減化軽減化軽減化軽減化にににに向向向向けたけたけたけた、、、、個人住宅個人住宅個人住宅個人住宅

のののの耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断へのへのへのへの助成制度創設助成制度創設助成制度創設助成制度創設、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成育成育成育成などになどになどになどに

よりよりよりより、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策のののの強化強化強化強化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    
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これらのこれらのこれらのこれらの取組取組取組取組にににに加加加加ええええ、、、、市民一人市民一人市民一人市民一人ひとりのひとりのひとりのひとりの防災意識防災意識防災意識防災意識をををを高高高高めめめめ、、、、

企業企業企業企業などにもごなどにもごなどにもごなどにもご協力協力協力協力いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら、、、、地域全体地域全体地域全体地域全体としてとしてとしてとして、、、、防防防防

災力災力災力災力のののの底上底上底上底上げをげをげをげを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

来月来月来月来月、、、、津波津波津波津波ハザードマップをハザードマップをハザードマップをハザードマップを全戸全戸全戸全戸にににに配布配布配布配布するほかするほかするほかするほか、、、、市民防市民防市民防市民防

災講座災講座災講座災講座をををを開講開講開講開講するなどするなどするなどするなど、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける防災力防災力防災力防災力のののの向上向上向上向上をををを図図図図っっっっ

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

    

またまたまたまた、、、、北辰北辰北辰北辰ダムからダムからダムからダムから浄水場浄水場浄水場浄水場をををを結結結結ぶぶぶぶ導水管導水管導水管導水管のののの耐震化工事耐震化工事耐震化工事耐震化工事をををを

着実着実着実着実にににに進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、避難所避難所避難所避難所やややや病院病院病院病院などなどなどなど防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点へのへのへのへの給給給給

水水水水をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、重要重要重要重要なななな管路管路管路管路やポンプやポンプやポンプやポンプ場場場場などのなどのなどのなどの耐震化耐震化耐震化耐震化をををを

計画的計画的計画的計画的にににに推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

    

    ２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもどもどもども達達達達のののの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成とととと、、、、親親親親がががが安安安安

心心心心してしてしてして子育子育子育子育てできるてできるてできるてできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備についてであについてであについてであについてでありますりますりますります。。。。    

    

新年度新年度新年度新年度はははは、、、、小学生小学生小学生小学生までのまでのまでのまでの医療費医療費医療費医療費をををを入院入院入院入院、、、、通院通院通院通院ともともともとも無料化無料化無料化無料化

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、保護者保護者保護者保護者がががが病気病気病気病気やややや仕事仕事仕事仕事でででで必要必要必要必要なななな場合場合場合場合にににに子子子子どもどもどもども

をををを預預預預かるかるかるかるシシシショートステイョートステイョートステイョートステイ事業事業事業事業をををを新新新新たにたにたにたに実施実施実施実施してしてしてして、、、、子育子育子育子育てててて支支支支

援援援援のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

またまたまたまた、、、、母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭のののの母親母親母親母親がががが、、、、看護師看護師看護師看護師やヘルパーなどのやヘルパーなどのやヘルパーなどのやヘルパーなどの資格資格資格資格

をををを取得取得取得取得するするするする場合場合場合場合、、、、そのそのそのその費用費用費用費用のののの一部一部一部一部をををを支給支給支給支給するするするする給付金制度給付金制度給付金制度給付金制度をををを

導入導入導入導入してしてしてして、、、、母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭のののの経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立をををを促促促促しますしますしますします。。。。    
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    東中学校東中学校東中学校東中学校のののの建設建設建設建設につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、明年明年明年明年 8888 月月月月のののの完成完成完成完成をををを目指目指目指目指

しししし、、、、新校舎新校舎新校舎新校舎のののの建設建設建設建設にににに着手着手着手着手しますしますしますします。。。。こどもこどもこどもこどもたちたちたちたちがががが安心安心安心安心してしてしてして学学学学

ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる教育環境教育環境教育環境教育環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。    

        

またまたまたまた、、、、市費負担教員市費負担教員市費負担教員市費負担教員のののの採用採用採用採用によるによるによるによる小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年のののの少人数少人数少人数少人数

学級学級学級学級とととと、、、、特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のためののためののためののための支援員支援員支援員支援員のののの配置配置配置配置をををを、、、、引引引引きききき続続続続きききき

実施実施実施実施してしてしてして、、、、すべてのこどもがすべてのこどもがすべてのこどもがすべてのこどもが安心安心安心安心してしてしてして学習学習学習学習にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ環境環境環境環境

づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    安全安全安全安全にににに生活生活生活生活するためのするためのするためのするための社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

交通量交通量交通量交通量がががが増加増加増加増加するするするする「「「「緑緑緑緑・・・・富岡環状通富岡環状通富岡環状通富岡環状通」」」」のののの拡幅工事拡幅工事拡幅工事拡幅工事のののの着手着手着手着手にににに

向向向向けけけけ、、、、測量測量測量測量、、、、地質調査地質調査地質調査地質調査をををを含含含含めためためためた実施設計実施設計実施設計実施設計をををを行行行行ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま

すすすす。。。。    

        

    ““““命命命命をををを守守守守るるるる道路道路道路道路””””ともいえるともいえるともいえるともいえる、、、、国道国道国道国道 40404040 号号号号のののの高規格化高規格化高規格化高規格化のののの早早早早

期実現期実現期実現期実現にににに向向向向けけけけ、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関にににに対対対対してしてしてして要請行動要請行動要請行動要請行動をををを続続続続

けますけますけますけます。。。。    

    

天北天北天北天北・サラキトマナイ・サラキトマナイ・サラキトマナイ・サラキトマナイ地区地区地区地区のののの乗合乗合乗合乗合タクシーはタクシーはタクシーはタクシーは、、、、実証実験実証実験実証実験実証実験

でいただいたでいただいたでいただいたでいただいた多多多多くのごくのごくのごくのご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、昨年昨年昨年昨年 10101010 月月月月からからからから本格運本格運本格運本格運

行行行行をををを開始開始開始開始いたいたいたいたしましたしましたしましたしました。。。。通院通院通院通院、、、、通学通学通学通学、、、、買物買物買物買物などなどなどなど地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様

のののの生活生活生活生活にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない移動手段移動手段移動手段移動手段でありでありでありであり、、、、今今今今後後後後もももも実状実状実状実状にににに合合合合ったったったった

輸送輸送輸送輸送サービスをサービスをサービスをサービスを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    
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福祉福祉福祉福祉につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度からスタートするからスタートするからスタートするからスタートする「「「「地地地地

域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会をはじめをはじめをはじめをはじめ町内会町内会町内会町内会やややや

民生児童委員民生児童委員民生児童委員民生児童委員とととと連携連携連携連携をををを密密密密にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、互互互互いにいにいにいに助助助助けけけけ合合合合うことうことうことうこと

をををを基本基本基本基本にににに、、、、支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな人人人人をををを地域地域地域地域でででで支支支支ええええ合合合合うううう体制体制体制体制づくりをづくりをづくりをづくりを

進進進進めますめますめますめます。。。。    

    

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの皆様皆様皆様皆様がががが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるようできるようできるようできるよう、、、、地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援

センターをセンターをセンターをセンターを核核核核にににに、、、、相談相談相談相談・・・・見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制をををを強化強化強化強化しますしますしますします。。。。    

    

入所待機者入所待機者入所待機者入所待機者をををを解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度からからからから 3333 年間年間年間年間のののの「「「「第第第第

5555 期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画」」」」のののの中中中中でででで、、、、特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム 40404040 床床床床、、、、

グループホームグループホームグループホームグループホーム 1111 ケケケケ所所所所のののの整備整備整備整備をををを位置位置位置位置づけましたづけましたづけましたづけました。。。。今後今後今後今後はははは計計計計

画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、サービスサービスサービスサービス基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備をををを進進進進めめめめ、、、、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になになになにな

ってもってもってもっても安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。    

    

    制度改正制度改正制度改正制度改正がががが行行行行なわれたなわれたなわれたなわれた障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、成年成年成年成年

後見制度後見制度後見制度後見制度のののの利用支援利用支援利用支援利用支援をををを開始開始開始開始するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、新新新新たにたにたにたに保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉

センターのセンターのセンターのセンターの中中中中にににに「「「「基幹相談支援基幹相談支援基幹相談支援基幹相談支援センターセンターセンターセンター」」」」をををを設置設置設置設置してしてしてして、、、、相相相相

談支援体制談支援体制談支援体制談支援体制をををを充実充実充実充実させてさせてさせてさせてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

残念残念残念残念ながらながらながらながら本市本市本市本市においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニ受診受診受診受診やややや救急車救急車救急車救急車のタのタのタのタ

クシークシークシークシー化化化化のののの問題問題問題問題がががが見受見受見受見受けられますけられますけられますけられます。。。。適正適正適正適正なななな受診受診受診受診をしていたをしていたをしていたをしていた

だけるようだけるようだけるようだけるよう啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動にににに取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、医師医師医師医師やややや医療機関医療機関医療機関医療機関

のののの問題問題問題問題をををを地域全体地域全体地域全体地域全体でででで考考考考えるえるえるえる気運気運気運気運をををを醸成醸成醸成醸成してしてしてして、、、、医療医療医療医療をををを守守守守るるるる体体体体

制制制制づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。    
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開業医誘致条例開業医誘致条例開業医誘致条例開業医誘致条例のののの制定後制定後制定後制定後、、、、２２２２件目件目件目件目となるとなるとなるとなる診療所開設診療所開設診療所開設診療所開設はははは、、、、

真真真真にににに喜喜喜喜ばしいばしいばしいばしい限限限限りですがりですがりですがりですが、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院のののの医師医師医師医師のののの確保確保確保確保ととととともにともにともにともに、、、、

さらなるさらなるさらなるさらなる開業医誘致開業医誘致開業医誘致開業医誘致にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

    消防消防消防消防・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、消防消防消防消防・・・・救急無線救急無線救急無線救急無線についについについについ

てててて、、、、法律法律法律法律のののの改正改正改正改正によりデジタルによりデジタルによりデジタルによりデジタル化化化化がががが求求求求められておりめられておりめられておりめられており、、、、平成平成平成平成

27272727 年度年度年度年度のののの完了完了完了完了をををを目指目指目指目指しししし、、、、効率的効率的効率的効率的なななな整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた調査調査調査調査をををを実施実施実施実施

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

    消費生活消費生活消費生活消費生活のののの安全安全安全安全につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、消費者安全法消費者安全法消費者安全法消費者安全法のののの施行施行施行施行にににに

よりよりよりより、、、、消費者消費者消費者消費者からのからのからのからの苦情相談苦情相談苦情相談苦情相談にににに応応応応じることがじることがじることがじることが市町村市町村市町村市町村にににに義務義務義務義務

付付付付けけけけされたことからされたことからされたことからされたことから、、、、このたびこのたびこのたびこのたび、、、、宗谷定住自立圏宗谷定住自立圏宗谷定住自立圏宗谷定住自立圏のののの取組取組取組取組のののの

一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、管内管内管内管内 9999 町村町村町村町村とととと広域連携広域連携広域連携広域連携をををを図図図図っていくことといっていくことといっていくことといっていくこととい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者センターのセンターのセンターのセンターの相談体制相談体制相談体制相談体制のののの強化強化強化強化、、、、機機機機

能充実能充実能充実能充実をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度からはからはからはからは管内住民管内住民管内住民管内住民からのからのからのからの相相相相

談談談談にもにもにもにも対応対応対応対応してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    
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【【【【基本方針４基本方針４基本方針４基本方針４】】】】    

第第第第４４４４にににに「「「「環境環境環境環境とととと共生共生共生共生するするするする地域社会地域社会地域社会地域社会づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする」」」」にににに

ついてでありますついてでありますついてでありますついてであります。。。。    

    

本市本市本市本市はははは昨年昨年昨年昨年 3333 月月月月にににに「「「「環境都市宣言環境都市宣言環境都市宣言環境都市宣言」」」」をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。市民市民市民市民

一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識をををを一層高一層高一層高一層高めめめめ、、、、自自自自らららら参加参加参加参加・・・・行行行行

動動動動していくしていくしていくしていく「「「「環境都市環境都市環境都市環境都市わっかないわっかないわっかないわっかない」」」」にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい地域社会地域社会地域社会地域社会

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、日本日本日本日本のののの電力供給電力供給電力供給電力供給のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう体体体体

制制制制をををを確立確立確立確立していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。    

    

本年本年本年本年９９９９月月月月、、、、本市本市本市本市をををを会場会場会場会場にににに「「「「第第第第 16161616 回全国風回全国風回全国風回全国風サミットサミットサミットサミット」」」」がががが開開開開

催催催催されますされますされますされます。。。。全国全国全国全国のののの専門家専門家専門家専門家やややや関係者関係者関係者関係者がががが一堂一堂一堂一堂にににに会会会会するするするする、、、、このこのこのこの

機会機会機会機会をををを通通通通じじじじ、、、、本市本市本市本市がががが、、、、わがわがわがわが国国国国のののの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのありエネルギーのありエネルギーのありエネルギーのあり

方方方方をををを議論議論議論議論するにするにするにするに相応相応相応相応しいステージであることをしいステージであることをしいステージであることをしいステージであることを、、、、全国全国全国全国にににに強強強強

くアピールしてまいりますくアピールしてまいりますくアピールしてまいりますくアピールしてまいります。。。。    

    

国国国国はははは、、、、本年夏本年夏本年夏本年夏までにエネルギーまでにエネルギーまでにエネルギーまでにエネルギー基本計画基本計画基本計画基本計画のののの見直見直見直見直しをしをしをしを予定予定予定予定

しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを促進促進促進促進するためにはするためにはするためにはするためには、、、、

送配電網送配電網送配電網送配電網のののの整備整備整備整備などがなどがなどがなどが急務急務急務急務でありでありでありでありますますますます。。。。このこのこのこの地域地域地域地域がががが持持持持つつつつ再再再再

生可能生可能生可能生可能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに対対対対するポテンシャルのするポテンシャルのするポテンシャルのするポテンシャルの高高高高さをアピールさをアピールさをアピールさをアピール

しながらしながらしながらしながら、、、、国国国国のののの早期早期早期早期のののの対応対応対応対応をををを要望要望要望要望してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    
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省省省省エネエネエネエネルギーへのルギーへのルギーへのルギーへの取組取組取組取組についてはについてはについてはについては、、、、各町内会各町内会各町内会各町内会がががが管理管理管理管理するするするする

街路灯街路灯街路灯街路灯ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、本年本年本年本年はモデルはモデルはモデルはモデル地区地区地区地区をををを選定選定選定選定

してしてしてして実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ごみごみごみごみをををを減減減減らすらすらすらす、、、、繰繰繰繰りりりり

返返返返しししし使使使使うううう、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして再利用再利用再利用再利用するするするする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（スリスリスリスリ

ーアールーアールーアールーアール）」）」）」）」をををを着実着実着実着実にににに進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力によによによによ

りりりり、、、、着実着実着実着実にににに成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。このたびこのたびこのたびこのたび完成完成完成完成するするするする生生生生ごごごご

みみみみ中間処理施設中間処理施設中間処理施設中間処理施設ではではではでは、、、、処理処理処理処理のののの過程過程過程過程でででで発生発生発生発生するするするするバイオガスをバイオガスをバイオガスをバイオガスを、、、、

電気電気電気電気やややや動力動力動力動力にににに変変変変えるなどえるなどえるなどえるなど、、、、資源資源資源資源をををを循環循環循環循環してしてしてして活用活用活用活用ししししてまいりてまいりてまいりてまいり

まままますすすす。。。。    

    

またまたまたまた、、、、ホタテやウニのホタテやウニのホタテやウニのホタテやウニの殻殻殻殻などなどなどなど、、、、水産廃棄物水産廃棄物水産廃棄物水産廃棄物についてはについてはについてはについては、、、、

昨年昨年昨年昨年 8888 月月月月にににに関係者関係者関係者関係者のののの皆様皆様皆様皆様とととと立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた資源化協議会資源化協議会資源化協議会資源化協議会でででで、、、、堆堆堆堆

肥化実証実験肥化実証実験肥化実証実験肥化実証実験などをなどをなどをなどを重重重重ねているところですねているところですねているところですねているところです。。。。実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けけけけ

たたたた課題課題課題課題をををを協議協議協議協議してしてしてして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな取取取取

組組組組をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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【【【【基本方針５基本方針５基本方針５基本方針５】】】】    

第第第第５５５５にににに「「「「市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働でででで活力活力活力活力あるあるあるある地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする」」」」

についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。        

    

まずまずまずまず、「、「、「、「新新新新しいしいしいしい公共公共公共公共」」」」へのへのへのへの取組取組取組取組についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

これからのこれからのこれからのこれからの「「「「公共公共公共公共」」」」はははは、、、、行政行政行政行政だけがだけがだけがだけが担担担担うものではなくうものではなくうものではなくうものではなく、、、、

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様やややや地域地域地域地域とととと一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって創創創創りりりり上上上上げるものだとげるものだとげるものだとげるものだと考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。地域地域地域地域のののの問題問題問題問題はははは自自自自らのらのらのらの課題課題課題課題であるとであるとであるとであると受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも、、、、公共公共公共公共のののの担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして、、、、様々様々様々様々なななな形形形形でででで積極的積極的積極的積極的

にににに問題解決問題解決問題解決問題解決にににに力力力力をををを貸貸貸貸していただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

公的公的公的公的サービスではサービスではサービスではサービスでは補補補補いきれないいきれないいきれないいきれない部分部分部分部分をををを担担担担っていただくっていただくっていただくっていただく

「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり委員会委員会委員会委員会」「」「」「」「町内会町内会町内会町内会」「ＮＰＯ」「ＮＰＯ」「ＮＰＯ」「ＮＰＯ法人法人法人法人」「」「」「」「ボランティボランティボランティボランティ

アアアア」」」」などのなどのなどのなどの市民活動市民活動市民活動市民活動をををを支援支援支援支援してしてしてして、、、、““““地域地域地域地域にににに根差根差根差根差したしたしたした人人人人づくりづくりづくりづくり””””、、、、

““““地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり””””をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

そのためそのためそのためそのため、、、、これまでこれまでこれまでこれまで複数複数複数複数あったあったあったあった市役所市役所市役所市役所のののの窓口窓口窓口窓口をををを一本化一本化一本化一本化しししし、、、、

市民市民市民市民からわかりやすいからわかりやすいからわかりやすいからわかりやすい形形形形にににに変更変更変更変更いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

１１１１月月月月からスタートしたからスタートしたからスタートしたからスタートした「「「「ふれあいトークふれあいトークふれあいトークふれあいトーク」」」」ではではではでは、、、、市民市民市民市民のののの

皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いのいのいのいの機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて、、、、““““私私私私のののの知知知知らないことらないことらないことらないこと””””、、、、

““““皆様皆様皆様皆様にににに知知知知っていただいているとっていただいているとっていただいているとっていただいていると思思思思いいいい込込込込んでいんでいんでいんでいたたたたことことことこと””””のののの

存在存在存在存在にににに気付気付気付気付かされかされかされかされ、、、、改改改改めてめてめてめて理解理解理解理解しししし合合合合うううう努力努力努力努力のののの必要性必要性必要性必要性をををを強強強強くくくく

感感感感じじじじ、、、、毎回毎回毎回毎回、、、、とてもとてもとてもとても新鮮新鮮新鮮新鮮なななな気持気持気持気持ちでちでちでちで臨臨臨臨んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    
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「「「「ふれあいトークふれあいトークふれあいトークふれあいトーク」」」」はははは、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも個人個人個人個人でででで自由自由自由自由にににに参加参加参加参加しししし

ていただけますがていただけますがていただけますがていただけますが、、、、今後今後今後今後はははは、、、、サークルやサークルやサークルやサークルや団体団体団体団体のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの意意意意

見交換見交換見交換見交換のののの場場場場もももも、、、、作作作作っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

ともにこのまちをともにこのまちをともにこのまちをともにこのまちを創創創創ってってってって行行行行くパートナーであるくパートナーであるくパートナーであるくパートナーである市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

様様様様にににに、、、、市政市政市政市政にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに伝伝伝伝えていくことはえていくことはえていくことはえていくことは、、、、大大大大

変重要変重要変重要変重要なことですなことですなことですなことです。。。。ホームページやホームページやホームページやホームページや広報紙広報紙広報紙広報紙にににに頼頼頼頼るばかりでるばかりでるばかりでるばかりで

なくなくなくなく、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のニーズをのニーズをのニーズをのニーズを直接直接直接直接、、、、把握把握把握把握できるようできるようできるようできるよう、、、、職員職員職員職員

がががが地域地域地域地域やややや団体団体団体団体にににに出向出向出向出向くくくく機会機会機会機会もももも増増増増やしてまいりますやしてまいりますやしてまいりますやしてまいります。。。。    
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【自治体経営】【自治体経営】【自治体経営】【自治体経営】    

最後最後最後最後にににに、、、、自治体経営自治体経営自治体経営自治体経営についてについてについてについて申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

    

私私私私はははは、、、、昨年昨年昨年昨年 5555 月月月月にににに就任就任就任就任したしたしたした際際際際、、、、４４４４つのつのつのつの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢のののの一一一一つとつとつとつと

してしてしてして「「「「実行実行実行実行するするするする市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり」」」」をををを掲掲掲掲げさせていただきましげさせていただきましげさせていただきましげさせていただきまし

たたたた。「。「。「。「市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの幸福幸福幸福幸福のののの追求追求追求追求のためのためのためのため、、、、実行実行実行実行するするするする市役所市役所市役所市役所をををを作作作作

りたいりたいりたいりたい」、」、」、」、そうそうそうそう言言言言いいいい続続続続けてまいりましたけてまいりましたけてまいりましたけてまいりました。。。。    

    

そのためそのためそのためそのため、、、、私自身私自身私自身私自身がやりたいことがやりたいことがやりたいことがやりたいこと、、、、打打打打てばてばてばてば響響響響くようなくようなくようなくような組組組組

織織織織にににに作作作作りりりり替替替替えたいというえたいというえたいというえたいという想想想想いでいでいでいで、、、、組織組織組織組織をををを改編改編改編改編することといすることといすることといすることとい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。    

    

職員数職員数職員数職員数はははは、、、、ここここここここ 15151515 年年年年ほどほどほどほどのののの間間間間にににに、、、、140140140140 人人人人以上以上以上以上、、、、およそおよそおよそおよそ 4444

分分分分のののの１１１１をををを削減削減削減削減しししし、、、、公営企業公営企業公営企業公営企業ななななどをどをどをどを除除除除くくくく職員職員職員職員はははは、、、、現在現在現在現在 354354354354 人人人人

ででででありまありまありまありますすすす。。。。目目目目まぐるしくまぐるしくまぐるしくまぐるしく変変変変わるわるわるわる環境環境環境環境のののの中中中中でフレキシブルでフレキシブルでフレキシブルでフレキシブル

にににに対応対応対応対応してしてしてして、、、、マンパワーをマンパワーをマンパワーをマンパワーを最大限最大限最大限最大限にににに発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる組織組織組織組織をををを目指目指目指目指

したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えますえますえますえます。。。。        

    

皆様皆様皆様皆様からのからのからのからの声声声声をスピーディーにをスピーディーにをスピーディーにをスピーディーに行政行政行政行政にににに反映反映反映反映させさせさせさせ、、、、市民市民市民市民のののの

皆様皆様皆様皆様のののの利益利益利益利益をををを最優先最優先最優先最優先にににに考考考考えるえるえるえる組織組織組織組織としてとしてとしてとして、、、、横横横横のののの連携連携連携連携をしっをしっをしっをしっ

かりかりかりかり図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、市政運営市政運営市政運営市政運営にあたってまいりますにあたってまいりますにあたってまいりますにあたってまいります。。。。    
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本年度本年度本年度本年度はははは、、、、行政事務行政事務行政事務行政事務にににに初初初初めてめてめてめて外部評価外部評価外部評価外部評価をををを導入導入導入導入しましたしましたしましたしました。。。。    

「「「「何何何何のためにのためにのためにのために」「」「」「」「誰誰誰誰のためにのためにのためにのために」」」」やるのかというやるのかというやるのかというやるのかという、、、、目的目的目的目的をををを明確明確明確明確

にににに意識意識意識意識しながらしながらしながらしながら各事業各事業各事業各事業をををを進進進進めていまいりますめていまいりますめていまいりますめていまいります。。。。    

    

『『『『第第第第 4444 次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画』』』』につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度にににに前前前前期期期期

計画期間計画期間計画期間計画期間をををを終終終終えることからえることからえることからえることから、、、、そのそのそのその検証検証検証検証とととと新新新新たなニーズをたなニーズをたなニーズをたなニーズを把把把把

握握握握するためのするためのするためのするための市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化、、、、健全化健全化健全化健全化をををを図図図図

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし、、、、適切適切適切適切なななな経営経営経営経営をををを行行行行うううう

ことをことをことをことを目的目的目的目的にににに、、、、地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法をををを適用適用適用適用したしたしたした企業会計企業会計企業会計企業会計にににに移行移行移行移行

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
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（むすび）（むすび）（むすび）（むすび）    

以上以上以上以上、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度のののの市政執行市政執行市政執行市政執行にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、私私私私のののの考考考考ええええ

をををを申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。    

    

これまでもこれまでもこれまでもこれまでも事事事事あるごとにあるごとにあるごとにあるごとに申申申申しししし上上上上げておりますとおりげておりますとおりげておりますとおりげておりますとおり、、、、市市市市

民民民民のののの皆様皆様皆様皆様やややや市議会市議会市議会市議会のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの「「「「協働協働協働協働」」」」なくしてはなくしてはなくしてはなくしては、、、、これかこれかこれかこれか

らのらのらのらの新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代をををを創創創創りりりり上上上上げるこげるこげるこげることができませんとができませんとができませんとができません。。。。地域地域地域地域がががが一一一一

丸丸丸丸となってとなってとなってとなって、、、、逆風逆風逆風逆風にもにもにもにも勇気勇気勇気勇気とととと覚悟覚悟覚悟覚悟をもってをもってをもってをもって前前前前にににに進進進進むことがむことがむことがむことが、、、、

新新新新しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり、、、、地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの原動力原動力原動力原動力になるものとになるものとになるものとになるものと考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。    

    

私私私私もももも、、、、初心初心初心初心をををを忘忘忘忘れることなくれることなくれることなくれることなく、、、、市政運営市政運営市政運営市政運営にまいにまいにまいにまい進進進進するするするする決決決決

意意意意でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの皆様皆様皆様皆様をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

様様様様のののの一層一層一層一層のごのごのごのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をををを、、、、心心心心からおからおからおからお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    


