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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定例会市議会定例会市議会定例会市議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ましてましてましてまして、、、、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。。。。    

昨年昨年昨年昨年のののの総選挙総選挙総選挙総選挙によりによりによりにより誕生誕生誕生誕生したしたしたした新政権新政権新政権新政権のののの下下下下、「、「、「、「大胆大胆大胆大胆なななな金融政金融政金融政金融政

策策策策」、「」、「」、「」、「機動的機動的機動的機動的なななな財政政策財政政策財政政策財政政策」、「」、「」、「」、「民間投資民間投資民間投資民間投資をををを喚起喚起喚起喚起するするするする成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略」」」」

のののの「「「「三本三本三本三本のののの矢矢矢矢」」」」でででで、、、、経済成長経済成長経済成長経済成長をををを推推推推しししし進進進進めるというめるというめるというめるという方針方針方針方針がががが示示示示

されされされされ、、、、国国国国のののの次次次次なるなるなるなる「「「「新新新新しいしいしいしい成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略」」」」にににに期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せているせているせているせている

ところですところですところですところです。。。。    

このたびこのたびこのたびこのたび示示示示されたされたされたされた国国国国のののの予算案予算案予算案予算案にもにもにもにも、、、、命命命命とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るたるたるたるた

めのめのめのめの「「「「港湾港湾港湾港湾やややや道路等道路等道路等道路等のののの社会社会社会社会インフラのインフラのインフラのインフラの老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策」、」、」、」、災害災害災害災害にににに

強強強強いいいい広域広域広域広域ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた「「「「ミッシングリンクのミッシングリンクのミッシングリンクのミッシングリンクの

整備整備整備整備」、」、」、」、またまたまたまた再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入導入導入導入のためののためののためののための設備投資設備投資設備投資設備投資のののの促促促促

進進進進などなどなどなど、、、、本市本市本市本市にとってにとってにとってにとって好影響好影響好影響好影響をもたらすことがをもたらすことがをもたらすことがをもたらすことが期待期待期待期待されるされるされるされる

施策施策施策施策がががが多数盛多数盛多数盛多数盛りりりり込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    

こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを、、、、まちのさらなるまちのさらなるまちのさらなるまちのさらなる発展発展発展発展のチャンスとのチャンスとのチャンスとのチャンスと捉捉捉捉ええええ、、、、

産業産業産業産業やややや地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる面面面面でででで、、、、よりよりよりより積極積極積極積極

的的的的にまちづくりをにまちづくりをにまちづくりをにまちづくりを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

さてさてさてさて、、、、私私私私がががが市長市長市長市長にににに就任就任就任就任してからしてからしてからしてから間間間間もなくもなくもなくもなく２２２２年年年年、、、、任期任期任期任期のののの折折折折

りりりり返返返返しをしをしをしを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。    



2 

任期任期任期任期 3333 年目年目年目年目となるとなるとなるとなる平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度もももも、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの「「「「協協協協

働働働働」」」」をををを基本基本基本基本にににに、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの「「「「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心」」」」をををを最優先最優先最優先最優先にしながにしながにしながにしなが

らららら、、、、マチのマチのマチのマチの外外外外にににに向向向向かってはかってはかってはかっては、、、、わがまちのわがまちのわがまちのわがまちの存在存在存在存在をををを発信発信発信発信してしてしてして、「、「、「、「地地地地

域域域域のののの発展発展発展発展」」」」にににに結結結結びびびび付付付付けけけけたいとたいとたいとたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

今今今今までまでまでまで以上以上以上以上にスピードにスピードにスピードにスピード感感感感をををを持持持持ってってってって、、、、地域地域地域地域のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のたのたのたのた

めにめにめにめに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策をををを、、、、一一一一つひとつつひとつつひとつつひとつ実現実現実現実現していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度をををを、、、、地域再生地域再生地域再生地域再生のののの新新新新たなるスターたなるスターたなるスターたなるスター

トのトのトのト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むむむむ所存所存所存所存ですですですです。。。。        

以下以下以下以下、、、、平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度のののの政策展開政策展開政策展開政策展開にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、私私私私がががが定定定定めためためためた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にににに従従従従ってってってって述述述述べますべますべますべます。。。。    
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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をつくるにぎわいのあるマチをつくるにぎわいのあるマチをつくるにぎわいのあるマチをつくる」」」」にににに

ついてでついてでついてでついてでありまありまありまありますすすす。。。。    

＜マチ全体で取り組む観光振興＞＜マチ全体で取り組む観光振興＞＜マチ全体で取り組む観光振興＞＜マチ全体で取り組む観光振興＞    

1111 つつつつ目目目目にににに「「「「マチマチマチマチ全体全体全体全体でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ観光振興観光振興観光振興観光振興」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

平成平成平成平成 24242424 年度上期年度上期年度上期年度上期のののの観光観光観光観光    入込客数入込客数入込客数入込客数はははは、、、、10101010 年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに前年前年前年前年をををを

上回上回上回上回りりりり、、、、道外客道外客道外客道外客、、、、宿泊延数宿泊延数宿泊延数宿泊延数はははは震災前震災前震災前震災前のののの一昨年一昨年一昨年一昨年をもをもをもをも上回上回上回上回るなるなるなるな

どどどど、、、、観光観光観光観光にににに明明明明るいるいるいるい兆兆兆兆しがしがしがしが見見見見えていますえていますえていますえています。。。。    

しかししかししかししかし本年本年本年本年はははは残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、関空関空関空関空便便便便、、、、中部中部中部中部便便便便というというというという２２２２つのつのつのつの

航空路線航空路線航空路線航空路線のののの運航休止運航休止運航休止運航休止がががが決定決定決定決定されされされされ、、、、団体旅行団体旅行団体旅行団体旅行、、、、夏季観光客夏季観光客夏季観光客夏季観光客のののの

減少減少減少減少がががが懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。    

こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、、、、新年度新年度新年度新年度はははは、「、「、「、「夏季夏季夏季夏季のののの誘客拡大誘客拡大誘客拡大誘客拡大」」」」をををを軸軸軸軸にににに、、、、

冬季冬季冬季冬季・・・・端境期端境期端境期端境期もももも含含含含めめめめ、、、、四季折々四季折々四季折々四季折々のののの情報情報情報情報をををを効果的効果的効果的効果的にににに発信発信発信発信しなしなしなしな

がらがらがらがら、、、、これまであったこれまであったこれまであったこれまであった認知度認知度認知度認知度にににに新新新新たなたなたなたな魅力魅力魅力魅力をををを上乗上乗上乗上乗せしてせしてせしてせして、、、、

観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致にににに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    

商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、観光協会観光協会観光協会観光協会、、、、物産物産物産物産やややや飲食飲食飲食飲食、、、、宿泊関係団体宿泊関係団体宿泊関係団体宿泊関係団体などなどなどなど

各界各界各界各界をををを網羅網羅網羅網羅しししし、、、、既既既既にににに官民一体官民一体官民一体官民一体となったとなったとなったとなった夏季観光夏季観光夏季観光夏季観光客誘致協議客誘致協議客誘致協議客誘致協議

会会会会がががが立立立立ちちちち上上上上げられげられげられげられておりておりておりており、、、、新新新新たなたなたなたな集客事業集客事業集客事業集客事業やややや誘致宣伝事業誘致宣伝事業誘致宣伝事業誘致宣伝事業

などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    
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さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの協議会協議会協議会協議会ではではではでは、、、、商業商業商業商業、、、、運輸業運輸業運輸業運輸業などなどなどなど、、、、よりよりよりより幅広幅広幅広幅広

いいいい業種業種業種業種によるチームがによるチームがによるチームがによるチームが設置設置設置設置されされされされ、、、、ソフトソフトソフトソフト面面面面におけるにおけるにおけるにおける研究研究研究研究にににに

もももも取取取取りりりり組組組組むこととなっておりむこととなっておりむこととなっておりむこととなっており、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし、、、、円円円円

滑滑滑滑にににに事業事業事業事業がががが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう意意意意をををを配配配配しししし、、、、誘客誘客誘客誘客とととと受入体制受入体制受入体制受入体制のののの強化強化強化強化

につなげていきますにつなげていきますにつなげていきますにつなげていきます。。。。    

新新新新たなたなたなたな魅力魅力魅力魅力づくりといたしましてはづくりといたしましてはづくりといたしましてはづくりといたしましては、、、、商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所をををを主体主体主体主体

にににに、、、、関係自治体関係自治体関係自治体関係自治体やややや各観光協会各観光協会各観光協会各観光協会とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた、、、、

映画映画映画映画『『『『北北北北のカナリアたちのカナリアたちのカナリアたちのカナリアたち』』』』のののの、、、、ロケロケロケロケ地地地地というというというという観光資源観光資源観光資源観光資源をををを活活活活

用用用用したしたしたした““““新新新新たなたなたなたな広域観光広域観光広域観光広域観光ルートルートルートルート””””のののの形成形成形成形成をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの誘致誘致誘致誘致につにつにつにつきましきましきましきましてはてはてはては、、、、近年近年近年近年、、、、順調順調順調順調

にににに増加増加増加増加しているしているしているしている台湾台湾台湾台湾、、、、サハリンなどからのサハリンなどからのサハリンなどからのサハリンなどからの誘客事業誘客事業誘客事業誘客事業をををを、、、、引引引引

きききき続続続続きききき展開展開展開展開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

さてさてさてさて、、、、稚内観光協会稚内観光協会稚内観光協会稚内観光協会はははは、、、、本年本年本年本年 4444 月月月月にににに一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人としてとしてとしてとして

新新新新たなスタートをたなスタートをたなスタートをたなスタートを切切切切りますりますりますります。。。。観光観光観光観光をををを、、、、本市経済本市経済本市経済本市経済をををを支支支支えるえるえるえる産産産産

業業業業のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、さらにさらにさらにさらに大大大大きくきくきくきく育育育育てていくことはてていくことはてていくことはてていくことは、、、、行政行政行政行政のののの

みではみではみではみでは成成成成しえませんしえませんしえませんしえません。。。。    

一義的一義的一義的一義的にににに観光観光観光観光にににに携携携携わるわるわるわる方々方々方々方々のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、農業農業農業農業、、、、漁業漁業漁業漁業、、、、商商商商

工業工業工業工業、、、、さらにはさらにはさらにはさらには市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん一人一人一人一人ひとりをひとりをひとりをひとりを含含含含めめめめ、、、、まちまちまちまち全体全体全体全体

でででで取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが肝要肝要肝要肝要だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    
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先先先先ほどほどほどほど述述述述べましたとおりべましたとおりべましたとおりべましたとおり、、、、今今今今、、、、業種業種業種業種のののの垣根垣根垣根垣根をををを越越越越えてえてえてえて手手手手をををを

携携携携ええええようというようというようというようという新新新新しいしいしいしい動動動動きがきがきがきが見見見見えていますえていますえていますえています。。。。    

そのそのそのその中心的役割中心的役割中心的役割中心的役割をををを担担担担うううう観光協会観光協会観光協会観光協会のののの法人化法人化法人化法人化にににに期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せるせるせるせる

とともにとともにとともにとともに、、、、““““民民民民
みん

””””のののの中心中心中心中心となるとなるとなるとなる主体的主体的主体的主体的なななな取組取組取組取組でででで、、、、本市本市本市本市のののの観光観光観光観光

資源資源資源資源をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと活用活用活用活用しししし得得得得るるるる体制体制体制体制をををを構築構築構築構築できるようできるようできるようできるよう、、、、支援支援支援支援

していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

＜マチとみなと、双方向からのにぎわい創り＞＜マチとみなと、双方向からのにぎわい創り＞＜マチとみなと、双方向からのにぎわい創り＞＜マチとみなと、双方向からのにぎわい創り＞    

2222 つつつつ目目目目にににに「「「「マチとみなとマチとみなとマチとみなとマチとみなと、、、、双方向双方向双方向双方向からのにぎわいからのにぎわいからのにぎわいからのにぎわい創創創創りりりり」」」」にににに

ついてですついてですついてですついてです。。。。    

昨年昨年昨年昨年、、、、稚内駅周辺整備事業稚内駅周辺整備事業稚内駅周辺整備事業稚内駅周辺整備事業がががが完了完了完了完了しししし、「、「、「、「マチマチマチマチ」」」」とととと「「「「みなとみなとみなとみなと」」」」

がががが結結結結ばれたばれたばれたばれた、、、、魅魅魅魅力力力力あるあるあるある空間空間空間空間がががが誕生誕生誕生誕生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。本年本年本年本年はははは、、、、

このこのこのこの「「「「マチマチマチマチ」」」」とととと「「「「みなとみなとみなとみなと」」」」のののの双方双方双方双方からからからから、、、、にぎわいをにぎわいをにぎわいをにぎわいを創創創創ってってってって

いきますいきますいきますいきます。。。。    

再開発再開発再開発再開発ビルビルビルビル「「「「キタカラキタカラキタカラキタカラ」」」」とととと「「「「道道道道のののの駅駅駅駅」」」」もももも、、、、間間間間もなくもなくもなくもなくオーオーオーオー

プンプンプンプン 1111 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。    

このこのこのこの間間間間、、、、イベントやイベントやイベントやイベントや催催催催しししし物物物物にもにもにもにも数多数多数多数多くくくく利用利用利用利用されされされされ、、、、市市市市のののの地地地地

域交流域交流域交流域交流センターをはじめセンターをはじめセンターをはじめセンターをはじめ各施設各施設各施設各施設のののの利用者利用者利用者利用者はははは、、、、目標目標目標目標をををを大大大大きくきくきくきく

上回上回上回上回っていますっていますっていますっています。。。。    
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しかししかししかししかし、、、、街中街中街中街中のののの““““にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい創創創創りりりり””””というというというという点点点点ではではではでは、、、、必必必必ずしずしずしずし

もももも満足満足満足満足のいくのいくのいくのいく状態状態状態状態とはとはとはとは言言言言えませんえませんえませんえません。。。。新年度新年度新年度新年度はははは、、、、ソフトソフトソフトソフト面面面面もももも

含含含含めてめてめてめて、、、、““““新新新新たなにぎわいたなにぎわいたなにぎわいたなにぎわい創創創創りりりり””””にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化などなどなどなどにににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと、、、、

まちまちまちまち歩歩歩歩きのきのきのきの魅魅魅魅力向上力向上力向上力向上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、、、、歩道歩道歩道歩道やややや歩行者歩行者歩行者歩行者へへへへ

のののの誘導誘導誘導誘導サインのサインのサインのサインの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、周遊周遊周遊周遊しやすいしやすいしやすいしやすい仕組仕組仕組仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを進進進進

めますめますめますめます。。。。    

イベントといたしましてはイベントといたしましてはイベントといたしましてはイベントといたしましては、、、、本年本年本年本年でででで３３３３回目回目回目回目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる『『『『最最最最

北端北端北端北端・・・・ 食食食食
しょく

マルシェマルシェマルシェマルシェ』』』』のののの開催開催開催開催にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、本市本市本市本市がもつがもつがもつがもつ““““ 食食食食
しょく

””””

のののの魅力魅力魅力魅力をををを情報発信情報発信情報発信情報発信しながらしながらしながらしながら、、、、にぎわいをにぎわいをにぎわいをにぎわいを創創創創りますりますりますります。。。。観光客観光客観光客観光客

をををを呼呼呼呼びびびび込込込込めるイベントとしてめるイベントとしてめるイベントとしてめるイベントとして、、、、一層一層一層一層、、、、魅力魅力魅力魅力をををを高高高高めめめめ、、、、育育育育てててててててて

いきますいきますいきますいきます。。。。    

現在現在現在現在、「、「、「、「わっかないわっかないわっかないわっかない海海海海のののの駅駅駅駅」」」」のののの登録登録登録登録にににに向向向向けけけけ準備準備準備準備をををを進進進進めていめていめていめてい

るところでするところでするところでするところです。。。。ヨットやプレジャーボートなどヨットやプレジャーボートなどヨットやプレジャーボートなどヨットやプレジャーボートなど、、、、海海海海からのからのからのからの

来訪来訪来訪来訪もももも期待期待期待期待されされされされ、「、「、「、「海海海海のののの駅駅駅駅」」」」のののの登録登録登録登録をををを、、、、にぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわいの創出創出創出創出につにつにつにつ

なげていきたいとなげていきたいとなげていきたいとなげていきたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

またまたまたまた、、、、本年本年本年本年 7777 月月月月にはにはにはには、、、、わがわがわがわが国最大国最大国最大国最大のののの客船客船客船客船「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥ⅡⅡⅡⅡ」」」」がががが、、、、

乗客乗客乗客乗客・クルー・クルー・クルー・クルー合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約 1,0001,0001,0001,000 人人人人をををを乗乗乗乗せせせせ、、、、稚内港稚内港稚内港稚内港にににに寄港寄港寄港寄港しししし

ますますますます。。。。    
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飲食飲食飲食飲食やややや物産物産物産物産をををを販売販売販売販売するするするする皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと、、、、歓迎歓迎歓迎歓迎イベントをイベントをイベントをイベントを開催開催開催開催すすすす

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、市内観光市内観光市内観光市内観光へのへのへのへの誘導誘導誘導誘導をををを強化強化強化強化してしてしてして、、、、今後今後今後今後のののの寄港寄港寄港寄港にににに

繋繋繋繋げげげげ、、、、一層一層一層一層のののの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果がががが得得得得られるようられるようられるようられるよう取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきいきいきいき

ますますますます。。。。    
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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ししし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ををを

めざすめざすめざすめざす」」」」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。。。。    

＜再生可能エネルギー拡大への貢献と地域活性化＞＜再生可能エネルギー拡大への貢献と地域活性化＞＜再生可能エネルギー拡大への貢献と地域活性化＞＜再生可能エネルギー拡大への貢献と地域活性化＞    

1111 つつつつ目目目目はははは、「、「、「、「再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献とととと地域活性地域活性地域活性地域活性

化化化化」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

風力発電風力発電風力発電風力発電にににに関関関関しししし国内国内国内国内でもでもでもでも有数有数有数有数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誇誇誇誇るわがるわがるわがるわが

マチがマチがマチがマチが、、、、今今今今、、、、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のののの中中中中でででで、、、、注目注目注目注目をををを浴浴浴浴びていびていびていびてい

ますますますます。。。。    

国国国国のののの推計推計推計推計によればによればによればによれば、、、、北海道北海道北海道北海道はははは、、、、陸上風力陸上風力陸上風力陸上風力、、、、洋上風力洋上風力洋上風力洋上風力ともともともとも

にににに全国全国全国全国でもトップクラスのでもトップクラスのでもトップクラスのでもトップクラスの賦存量賦存量賦存量賦存量
ふぞんりょう

をををを有有有有しておりしておりしておりしており、、、、特特特特にににに、、、、本本本本

市市市市をををを含含含含むむむむ北海道北西部北海道北西部北海道北西部北海道北西部のののの““““送電網強化送電網強化送電網強化送電網強化によるによるによるによる風力発電風力発電風力発電風力発電ポテポテポテポテ

ンシャルンシャルンシャルンシャル””””はははは、、、、約約約約 217217217217 万万万万キロワットとキロワットとキロワットとキロワットと、、、、他他他他のののの地域地域地域地域とととと比比比比べべべべ群群群群

をををを抜抜抜抜いていながらもいていながらもいていながらもいていながらも、、、、今今今今はははは、、、、そのそのそのその 5555 パーセントパーセントパーセントパーセント足足足足らずしからずしからずしからずしか、、、、

風力発電風力発電風力発電風力発電にににに活用活用活用活用されていないのがされていないのがされていないのがされていないのが現状現状現状現状ですですですです。。。。    

このポテンシャルをこのポテンシャルをこのポテンシャルをこのポテンシャルを生生生生かすためにはかすためにはかすためにはかすためには、、、、送電網送電網送電網送電網のののの脆弱脆弱脆弱脆弱さがさがさがさが

課題課題課題課題であることからであることからであることからであることから、、、、これまでこれまでこれまでこれまで、、、、国国国国にににに対対対対しししし送電網増強送電網増強送電網増強送電網増強のののの必必必必

要性要性要性要性についてについてについてについて、、、、関係自治体関係自治体関係自治体関係自治体などとなどとなどとなどと訴訴訴訴ええええ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。。。。    
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こうしたこうしたこうしたこうした結果結果結果結果、、、、このほどこのほどこのほどこのほど国国国国のののの平成平成平成平成 25252525 年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案にににに、、、、当地当地当地当地

域域域域のののの送電網整備実証事業送電網整備実証事業送電網整備実証事業送電網整備実証事業としてとしてとしてとして 250250250250 億円億円億円億円がががが計上計上計上計上されたとこされたとこされたとこされたとこ

ろですろですろですろです。。。。    

当地域全体当地域全体当地域全体当地域全体でででで、、、、約約約約 1,2001,2001,2001,200 億円億円億円億円のののの事業費事業費事業費事業費というというというという、、、、このこのこのこの送電送電送電送電

網整備網整備網整備網整備がががが実現実現実現実現するとするとするとすると、、、、本市本市本市本市がががが電力供給基地電力供給基地電力供給基地電力供給基地としてとしてとしてとして、、、、わがわがわがわが国国国国

のエネルギーののエネルギーののエネルギーののエネルギーの安定供給安定供給安定供給安定供給にににに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできるだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、資材調資材調資材調資材調

達達達達のためののためののためののための港湾利用港湾利用港湾利用港湾利用やややや、、、、建設工事建設工事建設工事建設工事へのへのへのへの地元参入地元参入地元参入地元参入、、、、建設後建設後建設後建設後のののの

維持管理業務維持管理業務維持管理業務維持管理業務などなどなどなど、、、、雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保やややや地域地域地域地域全体全体全体全体のののの活性化活性化活性化活性化にににに繋繋繋繋がががが

るものとるものとるものとるものと、、、、大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せているところですせているところですせているところですせているところです。。。。    

もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、送電網送電網送電網送電網のののの整備整備整備整備とととと並行並行並行並行してしてしてして、、、、風力発電施設等風力発電施設等風力発電施設等風力発電施設等のののの

建設建設建設建設もももも進進進進められなければなりませんめられなければなりませんめられなければなりませんめられなければなりません。。。。陸上陸上陸上陸上のみならずのみならずのみならずのみならず洋上洋上洋上洋上

風力風力風力風力もももも含含含含めめめめ、、、、様々様々様々様々なななな展開展開展開展開がががが予想予想予想予想されされされされ、、、、再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

のののの一大基地一大基地一大基地一大基地としてとしてとしてとして、、、、大大大大きくきくきくきく変貌変貌変貌変貌することがすることがすることがすることが期待期待期待期待できますできますできますできます。。。。    

本市本市本市本市のののの経済経済経済経済へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果をををを優先優先優先優先することはもとよりすることはもとよりすることはもとよりすることはもとより、、、、そそそそ

れらにれらにれらにれらに、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取組取組取組取組がががが必要必要必要必要になるのかになるのかになるのかになるのか考考考考ええええ、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり

とととと取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    

またまたまたまた今後今後今後今後、、、、様々様々様々様々なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー政策政策政策政策がががが展開展開展開展開されるされるされるされる中中中中でででで、、、、単単単単

にににに発電発電発電発電にににに止止止止まらずまらずまらずまらず、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消などなどなどなど、、、、率先率先率先率先してしてしてして

取取取取りりりり組組組組んでいかなければならないんでいかなければならないんでいかなければならないんでいかなければならない課題課題課題課題はははは山積山積山積山積していますしていますしていますしています。。。。    

再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの先進都市先進都市先進都市先進都市としてのとしてのとしてのとしての自覚自覚自覚自覚をををを高高高高めながめながめながめなが

らららら、、、、一層一層一層一層のののの取組取組取組取組をををを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    
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＜強みを生かした物流の拠点化・人流の促進＞＜強みを生かした物流の拠点化・人流の促進＞＜強みを生かした物流の拠点化・人流の促進＞＜強みを生かした物流の拠点化・人流の促進＞    

2222 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした物流物流物流物流のののの拠点化拠点化拠点化拠点化・・・・人流人流人流人流のののの促進促進促進促進」」」」

についてですについてですについてですについてです。。。。    

本市本市本市本市にはにはにはには、、、、日本日本日本日本のののの最北最北最北最北、、、、そしてサハリンとそしてサハリンとそしてサハリンとそしてサハリンと至近距離至近距離至近距離至近距離にににに位位位位

置置置置するするするする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““““稚内港稚内港稚内港稚内港””””がありがありがありがあり、、、、国内国内国内国内でででで唯一唯一唯一唯一、、、、ササササ

ハリンとのハリンとのハリンとのハリンとの定期航路定期航路定期航路定期航路をををを保有保有保有保有しているというしているというしているというしているという強強強強みがありますみがありますみがありますみがあります。。。。    

「「「「北東北東北東北東アジア・ターミナルアジア・ターミナルアジア・ターミナルアジア・ターミナル構想構想構想構想」」」」をををを策定策定策定策定したしたしたした北海道北海道北海道北海道ともともともとも、、、、

さらにさらにさらにさらに連携連携連携連携をををを強強強強めながらめながらめながらめながら、、、、物流物流物流物流、、、、人流人流人流人流のののの拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けけけけ、、、、本市本市本市本市

がががが持持持持つポテンシャルをつポテンシャルをつポテンシャルをつポテンシャルを生生生生かしかしかしかし、、、、必要必要必要必要なななな取組取組取組取組をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

今後今後今後今後のののの動向動向動向動向がががが注視注視注視注視されるサハリンプロジェクトされるサハリンプロジェクトされるサハリンプロジェクトされるサハリンプロジェクト関係者関係者関係者関係者もももも、、、、

本市本市本市本市のののの港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能にににに関心関心関心関心をををを寄寄寄寄せせせせ、、、、精力的精力的精力的精力的にににに視察視察視察視察にににに訪訪訪訪れるなどれるなどれるなどれるなど

のののの動動動動きがきがきがきが見見見見られていますられていますられていますられています。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした動動動動きにきにきにきに対応対応対応対応するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、日本最北日本最北日本最北日本最北のののの物流拠点物流拠点物流拠点物流拠点

港港港港としてとしてとしてとして、、、、稚内港稚内港稚内港稚内港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ことがることがることがることが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠ですですですです。。。。    

現在現在現在現在、、、、稚内港稚内港稚内港稚内港のののの将来像将来像将来像将来像をををを描描描描くくくく「「「「港湾計画港湾計画港湾計画港湾計画」」」」のののの策定作業策定作業策定作業策定作業にににに

取取取取りりりり組組組組んでいるところでありんでいるところでありんでいるところでありんでいるところであり、、、、平成平成平成平成 25252525 年度内年度内年度内年度内のののの策定策定策定策定をををを目指目指目指目指

しししし、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと進進進進めますめますめますめます。。。。    
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稚内稚内稚内稚内・コルサコフ・コルサコフ・コルサコフ・コルサコフ定期航路定期航路定期航路定期航路はははは、、、、依然依然依然依然としてとしてとしてとして収支収支収支収支がががが厳厳厳厳しいしいしいしい

状況状況状況状況にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、運航会社運航会社運航会社運航会社においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、航路航路航路航路のののの安定化安定化安定化安定化にににに

向向向向けけけけ、、、、努力努力努力努力しておりしておりしておりしており、、、、昨年昨年昨年昨年はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした努力努力努力努力のののの成果成果成果成果がががが現現現現れれれれ、、、、

1111 便便便便あたりのあたりのあたりのあたりの乗客数乗客数乗客数乗客数もももも過去最高過去最高過去最高過去最高をををを記録記録記録記録しましたしましたしましたしました。。。。    

サハリンとのサハリンとのサハリンとのサハリンとの定期航路定期航路定期航路定期航路はははは、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの発展発展発展発展にににに欠欠欠欠かすことかすことかすことかすこと

ができないというができないというができないというができないという認識認識認識認識のもとのもとのもとのもと、、、、航路航路航路航路のののの安定化安定化安定化安定化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、

本年本年本年本年もももも継続継続継続継続してしてしてして支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

全国的全国的全国的全国的ににににはははは、、、、このこのこのこの定期航路定期航路定期航路定期航路のののの認知度認知度認知度認知度はまだはまだはまだはまだ十分十分十分十分ではないではないではないではない

とととと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。運航会社運航会社運航会社運航会社をををを支援支援支援支援しながらしながらしながらしながら、、、、さらにさらにさらにさらに積極的積極的積極的積極的

にこのにこのにこのにこの航路航路航路航路のののの周知周知周知周知をををを図図図図ってってってっていきますいきますいきますいきます。。。。    

特特特特にににに北海道北海道北海道北海道のののの生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品はははは、、、、品質品質品質品質のののの高高高高さからさからさからさから潜在的需要潜在的需要潜在的需要潜在的需要

がががが高高高高くくくく、、、、本年本年本年本年ははははユジノサハリンスクユジノサハリンスクユジノサハリンスクユジノサハリンスク市市市市でででで、、、、旭川旭川旭川旭川をはじめとをはじめとをはじめとをはじめと

するするするする道北各市道北各市道北各市道北各市とととと、、、、物産展物産展物産展物産展をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。これまでこれまでこれまでこれまで物産展開物産展開物産展開物産展開

催催催催などになどになどになどに実績実績実績実績をををを持持持持つつつつ、、、、北海道北海道北海道北海道ともともともとも連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら進進進進めまめまめまめま

すすすす。。。。    

＜“産業連携による食のブランド化”と“産業振興”＞＜“産業連携による食のブランド化”と“産業振興”＞＜“産業連携による食のブランド化”と“産業振興”＞＜“産業連携による食のブランド化”と“産業振興”＞    

3333 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「““““産業連携産業連携産業連携産業連携によるによるによるによる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””””とととと““““産業振産業振産業振産業振

興興興興””””」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    
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1111 次産業次産業次産業次産業のののの振興振興振興振興やややや中小企業中小企業中小企業中小企業へのへのへのへの支援支援支援支援をををを行行行行うととうととうととうとともにもにもにもに、、、、本市本市本市本市

がががが優位性優位性優位性優位性をををを持持持持つつつつ食材食材食材食材、、、、加工品加工品加工品加工品のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化をををを支援支援支援支援、、、、促進促進促進促進しししし

ますますますます。。。。    

昨年誕生昨年誕生昨年誕生昨年誕生したしたしたした「「「「稚内稚内稚内稚内ブランドブランドブランドブランド」」」」についてはについてはについてはについては、、、、新新新新年度年度年度年度はははは、、、、

宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設やややや飲食店飲食店飲食店飲食店などとなどとなどとなどと連携連携連携連携をををを図図図図ることをることをることをることを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

みみみみ、、、、最北最北最北最北のまちののまちののまちののまちの““““食食食食””””のののの魅力魅力魅力魅力をををを情報発信情報発信情報発信情報発信していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

酪農酪農酪農酪農においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、担担担担いいいい手育成対策手育成対策手育成対策手育成対策としてとしてとしてとして、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、農協農協農協農協なななな

どとどとどとどと協議会協議会協議会協議会をををを立上立上立上立上げげげげ、、、、営農実習受入営農実習受入営農実習受入営農実習受入れれれれ事業事業事業事業をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。

現在現在現在現在、、、、3333 名名名名のののの方方方方がががが新規就農新規就農新規就農新規就農をををを目指目指目指目指しししし実習中実習中実習中実習中でありでありでありであり、、、、安心安心安心安心してしてしてして

スタートできるようスタートできるようスタートできるようスタートできるよう引引引引きききき続続続続きききき支援体制支援体制支援体制支援体制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、、、、営農用水営農用水営農用水営農用水のののの整備事業整備事業整備事業整備事業をををを進進進進めめめめ、、、、安定安定安定安定したしたしたした営農用水営農用水営農用水営農用水のののの

供給供給供給供給とととと、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの向上向上向上向上をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

漁業漁業漁業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、、、、本年秋本年秋本年秋本年秋、、、、省省省省エネエネエネエネ型型型型のののの新造船新造船新造船新造船がががが完成完成完成完成

してしてしてして操業操業操業操業をををを開始開始開始開始するというするというするというするという、、、、底引底引底引底引きききき網漁業網漁業網漁業網漁業ににににとってとってとってとって、、、、久久久久しししし

ぶりぶりぶりぶりにににに明明明明るいるいるいるい話題話題話題話題がありますがありますがありますがあります。。。。    

底引船底引船底引船底引船はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化のののの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えたえたえたえた漁船漁船漁船漁船がががが多多多多くくくく、、、、このままこのままこのままこのまま

更新更新更新更新がががが進進進進まなければまなければまなければまなければ、、、、水産物水産物水産物水産物のののの安定供給安定供給安定供給安定供給にににに支障支障支障支障をきたしかをきたしかをきたしかをきたしか

ねないことからねないことからねないことからねないことから、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる更新更新更新更新がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    
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またまたまたまた、、、、ホタテホタテホタテホタテ貝柱貝柱貝柱貝柱のののの増産増産増産増産とととと付加価値向上付加価値向上付加価値向上付加価値向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、

ＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

対応型対応型対応型対応型のののの加工施加工施加工施加工施設設設設がががが整備整備整備整備されましたされましたされましたされました。。。。今後今後今後今後もももも、、、、

漁業生産漁業生産漁業生産漁業生産とととと漁家経営漁家経営漁家経営漁家経営のののの安定化安定化安定化安定化にににに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    

全道的全道的全道的全道的にににに来遊来遊来遊来遊がががが増増増増えているトドえているトドえているトドえているトド、、、、アザラシアザラシアザラシアザラシによるによるによるによる漁業被漁業被漁業被漁業被

害対策害対策害対策害対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、宗谷管内宗谷管内宗谷管内宗谷管内のののの関係者関係者関係者関係者がががが集集集集まりまりまりまり「「「「海獣海獣海獣海獣

被害防止対策連絡会議被害防止対策連絡会議被害防止対策連絡会議被害防止対策連絡会議」」」」がががが設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。    

抜海港抜海港抜海港抜海港ではではではでは、、、、大学大学大学大学のののの研究者研究者研究者研究者によるによるによるによる生態調査生態調査生態調査生態調査がががが続続続続けられてけられてけられてけられて

おりおりおりおり、、、、専門家専門家専門家専門家やややや関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、引引引引きききき続続続続きききき対対対対

策策策策をををを講講講講じていきますじていきますじていきますじていきます。。。。    

本年本年本年本年 3333 月月月月のののの「「「「中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法」」」」終了終了終了終了のののの影響影響影響影響がががが危惧危惧危惧危惧

されることからされることからされることからされることから、、、、特別融資貸付金特別融資貸付金特別融資貸付金特別融資貸付金のののの融資枠融資枠融資枠融資枠をををを拡大拡大拡大拡大してしてしてして、、、、中中中中

小企業小企業小企業小企業のののの経営経営経営経営のののの安定化安定化安定化安定化とととと設備設備設備設備のののの近代化近代化近代化近代化をををを図図図図りやすくするたりやすくするたりやすくするたりやすくするた

めめめめ、、、、支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、新新新新たなたなたなたな産業創出産業創出産業創出産業創出をををを目指目指目指目指すすすす産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスター研究会研究会研究会研究会やややや、、、、

水産廃棄物水産廃棄物水産廃棄物水産廃棄物のののの有効利用有効利用有効利用有効利用をををを目指目指目指目指そうとするそうとするそうとするそうとする団体団体団体団体がががが、、、、本市本市本市本市のののの特特特特

性性性性をををを生生生生かしたかしたかしたかした事業事業事業事業にににに成果成果成果成果をををを上上上上げられるようげられるようげられるようげられるよう、、、、引引引引きききき続続続続きききき支援支援支援支援

しますしますしますします。。。。
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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をつくるをつくるをつくるをつくる」」」」についてについてについてについてであであであであ

りまりまりまりますすすす。。。。    

＜防災対策の強化＞＜防災対策の強化＞＜防災対策の強化＞＜防災対策の強化＞    

1111 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「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」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活のののの基本基本基本基本はははは安全安全安全安全でありでありでありであり、、、、安心安心安心安心できることですできることですできることですできることです。。。。    

特特特特にににに、、、、間間間間もなくもなくもなくもなく 2222 年年年年がががが経経経経とうとするとうとするとうとするとうとする東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの発生発生発生発生

以降以降以降以降、「、「、「、「防災防災防災防災」」」」についてについてについてについて様々様々様々様々なななな取組取組取組取組をををを進進進進めてきましたがめてきましたがめてきましたがめてきましたが、、、、今今今今

年度年度年度年度はははは「「「「防災防災防災防災」」」」のみならずのみならずのみならずのみならず「「「「減災減災減災減災」」」」というというというという視視視視点点点点もももも持持持持ちながちながちながちなが

らららら、、、、取取取取りりりり組組組組みたいとみたいとみたいとみたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

「「「「減災減災減災減災」」」」はははは、、、、自然災害自然災害自然災害自然災害をををを完全完全完全完全にににに防防防防ぐことはできないといぐことはできないといぐことはできないといぐことはできないとい

うううう前提前提前提前提にににに立立立立ちちちち、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの「「「「自助自助自助自助」」」」とととと、、、、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ううう「「「「共助共助共助共助」」」」をををを基本基本基本基本にににに、、、、万万万万がががが一一一一のののの場合場合場合場合のののの被害被害被害被害をををを最小限最小限最小限最小限にににに

するためのするためのするためのするための日常日常日常日常におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組ですですですです。。。。    

「「「「減災減災減災減災」」」」のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを進進進進めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、まずまずまずまず市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さんにさんにさんにさんに、「、「、「、「地域地域地域地域をををを知知知知りりりり」「」「」「」「災害災害災害災害をををを知知知知りりりり」「」「」「」「人人人人をををを知知知知りりりり」」」」そしてそしてそしてそして「「「「技技技技

術術術術をををを習得習得習得習得していただくしていただくしていただくしていただく」」」」ことがことがことが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いますえていますえていますえています。。。。    

「「「「地域地域地域地域をををを知知知知りりりり」「」「」「」「災害災害災害災害をををを知知知知るるるる」」」」ためためためため、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも防災防災防災防災ハザハザハザハザ

ードマップのードマップのードマップのードマップの作成作成作成作成やややや、、、、シンポジウムやフォーラムシンポジウムやフォーラムシンポジウムやフォーラムシンポジウムやフォーラム、、、、そしてそしてそしてそして

出前講座出前講座出前講座出前講座やややや防災教育防災教育防災教育防災教育をををを行行行行ってってってってききききましたましたましたました。。。。    
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新年度新年度新年度新年度はははは特特特特にににに「「「「人人人人をををを知知知知るるるる」」」」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みますみますみますみます。。。。そそそそ

のためのためのためのため、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、高齢高齢高齢高齢などなどなどなどでででで支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな

方方方方のののの、、、、避難時避難時避難時避難時のののの個別計画個別計画個別計画個別計画づくりにづくりにづくりにづくりに着手着手着手着手いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

「「「「技術技術技術技術のののの習得習得習得習得」」」」についてもについてもについてもについても、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、救急救急救急救急・・・・救命講習救命講習救命講習救命講習

会会会会をををを開催開催開催開催するほかするほかするほかするほか、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織がががが自自自自らららら行行行行うううう訓練訓練訓練訓練をををを支援支援支援支援しししし

ながらながらながらながら、、、、新新新新たなたなたなたな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結成結成結成結成をををを促促促促していきますしていきますしていきますしていきます。。。。本本本本

年年年年はははは総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練やややや、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民がががが参加参加参加参加するするするする実践的実践的実践的実践的なななな訓練訓練訓練訓練もももも

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。。。。    

またまたまたまた、、、、緊急告知防災緊急告知防災緊急告知防災緊急告知防災ラジオをラジオをラジオをラジオを情報伝達手段情報伝達手段情報伝達手段情報伝達手段のののの柱柱柱柱にににに位置位置位置位置づづづづ

けけけけ、、、、早早早早めのめのめのめの避難避難避難避難をををを促促促促しししし、、、、被害被害被害被害のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るるるる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。。。。    

まずはまずはまずはまずは来月来月来月来月、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設やややや小中学校小中学校小中学校小中学校などなどなどなどにににに配置配置配置配置したしたしたした後後後後、、、、市市市市

内全世帯内全世帯内全世帯内全世帯にににに配布配布配布配布してしてしてして、、、、無償無償無償無償でででで貸与貸与貸与貸与いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

このこのこのこの緊急告知防災緊急告知防災緊急告知防災緊急告知防災ラジオはラジオはラジオはラジオは、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティＦＭＦＭＦＭＦＭ放送放送放送放送をををを活活活活

用用用用しますのでしますのでしますのでしますので、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて難聴地域難聴地域難聴地域難聴地域のののの解消解消解消解消にににに向向向向けてもけてもけてもけても、、、、取取取取りりりり

組組組組みますみますみますみます。。。。    

木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅のののの耐震化耐震化耐震化耐震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、、、、昨年開始昨年開始昨年開始昨年開始したしたしたした耐震化耐震化耐震化耐震化

診断費用診断費用診断費用診断費用へのへのへのへの補助補助補助補助にににに加加加加ええええ、、、、新新新新たにたにたにたに工事費工事費工事費工事費へのへのへのへの補助補助補助補助をををを行行行行ってってってって、、、、

耐震化耐震化耐震化耐震化をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、上下水道上下水道上下水道上下水道などのなどのなどのなどの耐震化耐震化耐震化耐震化もももも、、、、引引引引きききき続続続続

きききき、、、、着実着実着実着実にににに進進進進めますめますめますめます。。。。    
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＜交通網などの社＜交通網などの社＜交通網などの社＜交通網などの社会基盤整備＞会基盤整備＞会基盤整備＞会基盤整備＞    

2222 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「交通網交通網交通網交通網などのなどのなどのなどの社会基盤整備社会基盤整備社会基盤整備社会基盤整備」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

市内市内市内市内のののの道路整備道路整備道路整備道路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、、、、安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな市民生活市民生活市民生活市民生活

とととと、、、、円滑円滑円滑円滑なななな交通交通交通交通のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、計画的計画的計画的計画的なななな道路整備道路整備道路整備道路整備とととと改良改良改良改良にににに

取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

緑緑緑緑・・・・富岡環状通富岡環状通富岡環状通富岡環状通はははは、、、、全体全体全体全体のののの 2222 割割割割のののの区間区間区間区間のののの実施設計実施設計実施設計実施設計をををを終終終終ええええ

たところでありたところでありたところでありたところであり、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから街路整備工事街路整備工事街路整備工事街路整備工事にににに着手着手着手着手いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

市内市内市内市内にににに 158158158158 あるあるあるある橋梁橋梁橋梁橋梁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、「、「、「、「長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化    修繕計修繕計修繕計修繕計

画画画画」」」」のののの策定策定策定策定にににに着手着手着手着手いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

公園公園公園公園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、、、、引引引引きききき続続続続きききき各公園各公園各公園各公園のののの休憩施設休憩施設休憩施設休憩施設やややや遊具遊具遊具遊具

のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを進進進進めるほかめるほかめるほかめるほか、、、、稚内公園稚内公園稚内公園稚内公園についてについてについてについてはははは、、、、安全安全安全安全がががが確確確確

保保保保できるできるできるできる歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備などをなどをなどをなどを進進進進めますめますめますめます。。。。    

北辰北辰北辰北辰ダムダムダムダム周辺周辺周辺周辺のののの区域区域区域区域についてについてについてについて、、、、このたびこのたびこのたびこのたび北海道北海道北海道北海道のののの条例条例条例条例にににに

基基基基づくづくづくづく水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域のののの指定指定指定指定をををを受受受受けるべくけるべくけるべくけるべく提案提案提案提案をををを行行行行いましいましいましいまし

たたたた。。。。間間間間もなくもなくもなくもなく指定指定指定指定をををを受受受受けるけるけるける見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、北海道北海道北海道北海道とともにとともにとともにとともに

水資源水資源水資源水資源のののの保全保全保全保全をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

本市本市本市本市とととと旭川旭川旭川旭川をををを結結結結ぶぶぶぶ国道国道国道国道 40404040 号号号号はははは、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送などになどになどになどに利用利用利用利用されされされされ

るるるる““““命命命命のののの道道道道””””でありでありでありであり、、、、観光観光観光観光やややや一次産品一次産品一次産品一次産品のののの輸送輸送輸送輸送などなどなどなど、、、、本市本市本市本市のののの

発展発展発展発展にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな道路道路道路道路ですですですです。。。。    
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来月来月来月来月にはにはにはには「「「「名寄名寄名寄名寄・・・・美深道路美深道路美深道路美深道路」」」」がががが全線開通全線開通全線開通全線開通するほかするほかするほかするほか、、、、新年新年新年新年

度度度度にはにはにはには「「「「更喜苫内防雪更喜苫内防雪更喜苫内防雪更喜苫内防雪」」」」がががが完了完了完了完了するなどするなどするなどするなど進展進展進展進展はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、

音威子府音威子府音威子府音威子府バイパスのバイパスのバイパスのバイパスの建設促進建設促進建設促進建設促進、、、、凍結凍結凍結凍結されているされているされているされている未整備区間未整備区間未整備区間未整備区間

のののの早期事業化早期事業化早期事業化早期事業化などなどなどなど、、、、今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに訴訴訴訴ええええ、、、、またまたまたまたＪＲＪＲＪＲＪＲへへへへ

のののの要望要望要望要望もももも行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害やややや雪害雪害雪害雪害にもにもにもにも強強強強いいいい、、、、安心安心安心安心でででで

きるきるきるきる交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

地域公共交通地域公共交通地域公共交通地域公共交通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、、、、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・サラキトマナイ地地地地

区区区区のののの乗合乗合乗合乗合タクシーのタクシーのタクシーのタクシーの運行運行運行運行をををを継続継続継続継続するほかするほかするほかするほか、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民がががが小中小中小中小中

学生学生学生学生とととと一緒一緒一緒一緒にににに乗車乗車乗車乗車できるスクールバスのできるスクールバスのできるスクールバスのできるスクールバスの運行運行運行運行についてについてについてについて、、、、導導導導

入入入入にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

＜こどもが輝くための教育＞＜こどもが輝くための教育＞＜こどもが輝くための教育＞＜こどもが輝くための教育＞    

3333 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「こどもがこどもがこどもがこどもが輝輝輝輝くためのくためのくためのくための教育教育教育教育」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

私私私私はははは、、、、このマチにこのマチにこのマチにこのマチに生生生生まれたまれたまれたまれた子子子子どもどもどもども達達達達にににに、、、、そのそのそのその能力能力能力能力をををを伸伸伸伸ばばばば

しししし学力学力学力学力をををを高高高高めていってめていってめていってめていって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと願願願願っていますっていますっていますっています。。。。こどものこどものこどものこどもの未未未未

来来来来にににに可能性可能性可能性可能性をををを開開開開くことはくことはくことはくことは、、、、将来将来将来将来、、、、このマチをこのマチをこのマチをこのマチを支支支支ええええてててて行行行行くくくく        

こどもこどもこどもこども自身自身自身自身のののの幸幸幸幸せにせにせにせに繋繋繋繋がるからですがるからですがるからですがるからです。。。。    

本市本市本市本市ではではではでは、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも市費市費市費市費でででで教員教員教員教員をををを配置配置配置配置するなどするなどするなどするなど、、、、学力学力学力学力

向上向上向上向上のためののためののためののための独自独自独自独自のののの対策対策対策対策をををを講講講講じてきましたがじてきましたがじてきましたがじてきましたが、、、、新年度新年度新年度新年度はははは、、、、

さらにさらにさらにさらに一部一部一部一部のののの小学校小学校小学校小学校でででで、、、、放課後放課後放課後放課後をををを利用利用利用利用してしてしてして退職教員退職教員退職教員退職教員などになどになどになどに

よるよるよるよる学習支援学習支援学習支援学習支援をををを試行試行試行試行しますしますしますします。。。。    
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学校施設学校施設学校施設学校施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、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから進進進進めているめているめているめている東中学校東中学校東中学校東中学校

のののの新校舎建築工事新校舎建築工事新校舎建築工事新校舎建築工事がががが、、、、本年本年本年本年 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ておりしておりしておりしており、、、、2222

学期学期学期学期からからからから新新新新たなたなたなたな学習環境学習環境学習環境学習環境のもとでのもとでのもとでのもとで授業授業授業授業をををを開始開始開始開始できるできるできるできる予定予定予定予定でででで

すすすす。。。。    

南小学校南小学校南小学校南小学校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、、、、「「「「耐力度調査耐力度調査耐力度調査耐力度調査」」」」をををを実施実施実施実施しししし、、、、改築改築改築改築

にににに向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

他他他他のののの学校施設学校施設学校施設学校施設もももも安全性安全性安全性安全性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極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要であであであであ

りりりり、、、、「「「「耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断」」」」をををを実施実施実施実施してしてしてして、、、、計画的計画的計画的計画的にににに耐震化耐震化耐震化耐震化をををを進進進進めていきめていきめていきめていき

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて通学路通学路通学路通学路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策としてのとしてのとしてのとしての道路整備道路整備道路整備道路整備やややや、、、、

給食給食給食給食センターのセンターのセンターのセンターの改修改修改修改修などにもなどにもなどにもなどにも取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

＜安心でやさしさのある地域づくり＞＜安心でやさしさのある地域づくり＞＜安心でやさしさのある地域づくり＞＜安心でやさしさのある地域づくり＞    

4444 つつつつ目目目目にににに、「、「、「、「安心安心安心安心でやさしさのあるでやさしさのあるでやさしさのあるでやさしさのある地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」についてについてについてについて

ですですですです。。。。    

スポーツスポーツスポーツスポーツ、、、、文化文化文化文化、、、、趣味趣味趣味趣味、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる場面場面場面場面

でででで行行行行われるわれるわれるわれる““““生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習””””はははは、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり

などなどなどなど、、、、個人個人個人個人のののの生活生活生活生活のののの豊豊豊豊かさにかさにかさにかさに結結結結びつくばかりでなくびつくばかりでなくびつくばかりでなくびつくばかりでなく、、、、社会社会社会社会

的的的的側面側面側面側面としてはとしてはとしてはとしては““““人人人人づくりづくりづくりづくり””””にににに繋繋繋繋がりがりがりがり、、、、よりよりよりより住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい        
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地域社会地域社会地域社会地域社会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために必要必要必要必要なななな、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基盤基盤基盤基盤ともともともとも言言言言

えるものだとえるものだとえるものだとえるものだと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

新年度新年度新年度新年度はははは、、、、特特特特にににに高齢者高齢者高齢者高齢者のののの人生人生人生人生をををを豊豊豊豊かにするためのかにするためのかにするためのかにするための学習機学習機学習機学習機

会会会会のののの拡充拡充拡充拡充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、「、「、「、「第第第第 2222 次稚内市生涯学習推進計画次稚内市生涯学習推進計画次稚内市生涯学習推進計画次稚内市生涯学習推進計画」」」」

のののの終了年終了年終了年終了年にあたることからにあたることからにあたることからにあたることから、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度からのからのからのからの新新新新しいしいしいしい計画計画計画計画

のののの策定策定策定策定をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

生涯学習機能生涯学習機能生涯学習機能生涯学習機能をををを持持持持つつつつ児童館児童館児童館児童館、、、、活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点センターについてセンターについてセンターについてセンターについて

はははは、、、、南地区南地区南地区南地区でのでのでのでの建設建設建設建設がががが、、、、かねてからのかねてからのかねてからのかねてからの検討事項検討事項検討事項検討事項でありますでありますでありますであります。。。。

老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進むむむむ社会教育社会教育社会教育社会教育センターやセンターやセンターやセンターや南小学校南小学校南小学校南小学校のののの建替建替建替建替えなどもえなどもえなどもえなども

考慮考慮考慮考慮したしたしたした上上上上でででで、、、、総合的総合的総合的総合的なななな視野視野視野視野にににに立立立立ってってってって具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討をををを進進進進めめめめ

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、現在現在現在現在、、、、商工高校商工高校商工高校商工高校のののの跡利用跡利用跡利用跡利用についてについてについてについて、、、、北海道教育委北海道教育委北海道教育委北海道教育委

員会員会員会員会とととと協議協議協議協議をををを進進進進めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、庁内庁内庁内庁内にににに設設設設置置置置したしたしたした「「「「稚内商工稚内商工稚内商工稚内商工

高等学校跡利用高等学校跡利用高等学校跡利用高等学校跡利用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」ではではではでは、、、、生涯学習機能生涯学習機能生涯学習機能生涯学習機能もももも含含含含めめめめ

たたたた検討検討検討検討がががが行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、このプロジェクトのこのプロジェクトのこのプロジェクトのこのプロジェクトの報告報告報告報告をををを尊重尊重尊重尊重しししし

たたたた活用活用活用活用をををを基本基本基本基本にににに、、、、作業作業作業作業をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援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、、、、本市本市本市本市のののの最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題のののの一一一一つとつとつとつと

してしてしてして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで一貫一貫一貫一貫してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、本市本市本市本市のののの子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策はははは、、、、

他他他他のののの地域地域地域地域にににに引引引引けをけをけをけを取取取取らないものであるとらないものであるとらないものであるとらないものであると自負自負自負自負していますしていますしていますしています。。。。    
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加加加加えてえてえてえて昨年春昨年春昨年春昨年春からからからから、、、、小学生小学生小学生小学生までをまでをまでをまでを対象対象対象対象としたとしたとしたとした医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成

のののの拡大拡大拡大拡大やややや、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ショートステイショートステイショートステイ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、、、、

こどもをこどもをこどもをこどもを持持持持つつつつ親親親親のののの安心感安心感安心感安心感をををを、、、、さらにさらにさらにさらに高高高高めることができたとめることができたとめることができたとめることができたと

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの支援支援支援支援につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは、、、、昨年行昨年行昨年行昨年行ったったったった公募公募公募公募にににに基基基基づづづづ

きききき、、、、新年度新年度新年度新年度はははは、、、、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のホームのホームのホームの増床増床増床増床、、、、新新新新たなグルーたなグルーたなグルーたなグルー

プホームのプホームのプホームのプホームの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、介護介護介護介護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がががが実現実現実現実現いたいたいたいた

しますしますしますします。。。。    

在宅支援在宅支援在宅支援在宅支援としてはとしてはとしてはとしては、、、、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にセンターにセンターにセンターに社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士

をををを増員増員増員増員しししし、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制をををを強化強化強化強化するほかするほかするほかするほか、、、、認知症認知症認知症認知症

サポーターのサポーターのサポーターのサポーターの養成養成養成養成をををを拡大拡大拡大拡大いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

またまたまたまた、、、、水道水道水道水道やガスやガスやガスやガス配送配送配送配送会社会社会社会社などとなどとなどとなどと協定協定協定協定をををを締結締結締結締結してしてしてして、、、、地域地域地域地域

でのでのでのでの見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制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。。。。    

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、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、設置設置設置設置したしたしたした「「「「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」」」」のののの相談機能相談機能相談機能相談機能のののの充実充実充実充実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、、、、本年本年本年本年４４４４

月月月月にににに施行施行施行施行されるされるされるされる障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法にににに対応対応対応対応するするするする各種各種各種各種サービサービサービサービスススス

をををを充実充実充実充実してしてしてして、、、、だれもがだれもがだれもがだれもが、、、、いきいきといきいきといきいきといきいきと自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく生活生活生活生活できるできるできるできる

社会社会社会社会をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

新新新新たなたなたなたな臨床研修制度臨床研修制度臨床研修制度臨床研修制度のののの創設以降創設以降創設以降創設以降、、、、地方地方地方地方のののの医療医療医療医療にはにはにはには大大大大きなきなきなきな

課題課題課題課題がががが生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。医師医師医師医師のののの不足不足不足不足やややや地域偏在地域偏在地域偏在地域偏在がががが深刻深刻深刻深刻となりとなりとなりとなり、、、、
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宗谷圏宗谷圏宗谷圏宗谷圏のののの人口人口人口人口 10101010 万人万人万人万人あたりのあたりのあたりのあたりの医師数医師数医師数医師数はははは、、、、道内最下位道内最下位道内最下位道内最下位でででで、、、、最最最最

もももも多多多多いいいい上川中部圏上川中部圏上川中部圏上川中部圏とととと 3333 倍以上倍以上倍以上倍以上のののの格差格差格差格差がががが生生生生じていますじていますじていますじています。。。。    

医師医師医師医師のののの確保確保確保確保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、、、、病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者とともにとともにとともにとともに、、、、

鋭意取鋭意取鋭意取鋭意取りりりり組組組組んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、地方地方地方地方のののの取組取組取組取組にはにはにはには自自自自ずとずとずとずと限界限界限界限界もあもあもあもあ

りますりますりますります。。。。根本的解決根本的解決根本的解決根本的解決にはにはにはには、、、、国国国国のののの制度見直制度見直制度見直制度見直しなどもしなどもしなどもしなども必要必要必要必要であであであであ

りりりり、、、、関係者関係者関係者関係者、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とともにとともにとともにとともに、、、、国国国国にににに対対対対しししし強強強強くくくく訴訴訴訴えていきえていきえていきえていき

ますますますます。。。。    

昨年昨年昨年昨年 11111111 月月月月にはにはにはには、、、、本市本市本市本市のののの助成制度助成制度助成制度助成制度をををを利用利用利用利用したしたしたした 2222 件目件目件目件目のののの診療診療診療診療

所開設所開設所開設所開設がががが実現実現実現実現いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今後今後今後今後もさらなるもさらなるもさらなるもさらなる開業医誘致開業医誘致開業医誘致開業医誘致のののの

実現実現実現実現をををを目指目指目指目指しししし、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療へのへのへのへの安心感安心感安心感安心感をををを高高高高めますめますめますめます。。。。    

さらにはさらにはさらにはさらには、、、、医師医師医師医師というというというという貴重貴重貴重貴重なななな人材人材人材人材にににに、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも長長長長くくくく止止止止まままま

っていただけるようっていただけるようっていただけるようっていただけるよう、、、、地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで医師医師医師医師をををを守守守守るるるる体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

をををを進進進進めるめるめるめる必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じていますじていますじていますじています。。。。医師医師医師医師のおかれているのおかれているのおかれているのおかれている環境環境環境環境

をををを理解理解理解理解していただくためのしていただくためのしていただくためのしていただくための啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささ

んとんとんとんと一緒一緒一緒一緒にににに医師医師医師医師のののの地域定着地域定着地域定着地域定着にににに取取取取りりりり組組組組みみみみたいとたいとたいとたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

交通事故交通事故交通事故交通事故などなどなどなど市民生活市民生活市民生活市民生活をををを脅脅脅脅かすエゾシカのかすエゾシカのかすエゾシカのかすエゾシカの対策対策対策対策につきまにつきまにつきまにつきま

してはしてはしてはしては、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度からからからから、、、、捕獲捕獲捕獲捕獲

頭数頭数頭数頭数をををを 400400400400 頭頭頭頭とととと倍増倍増倍増倍増してしてしてして、、、、駆除駆除駆除駆除をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。捕獲枠捕獲枠捕獲枠捕獲枠のののの

拡大拡大拡大拡大をををを検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら、、、、引引引引きききき続続続続きききき対策対策対策対策をををを講講講講じますじますじますじます。。。。    
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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をつくるをつくるをつくるをつくる」」」」についてについてについてについて

ででででありまありまありまありますすすす。。。。    

＜省エネルギーの推進＞＜省エネルギーの推進＞＜省エネルギーの推進＞＜省エネルギーの推進＞    

1111 つつつつ目目目目はははは、「、「、「、「省省省省エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの推進推進推進推進」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

積雪寒冷地積雪寒冷地積雪寒冷地積雪寒冷地であるであるであるである北海道北海道北海道北海道はははは、、、、電気電気電気電気やややや灯油灯油灯油灯油などなどなどなど民生家庭部民生家庭部民生家庭部民生家庭部

門門門門のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー需要需要需要需要がががが特特特特にににに高高高高いいいい状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。地球規模地球規模地球規模地球規模

のののの課題課題課題課題でもあるでもあるでもあるでもある、、、、二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素のののの削減削減削減削減にににに繋繋繋繋がるがるがるがる省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

へのへのへのへの取組取組取組取組がががが、、、、ますますますますますますますます重要重要重要重要ですですですです。。。。    

特特特特にににに節電節電節電節電にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、昨年夏昨年夏昨年夏昨年夏とこのとこのとこのとこの冬冬冬冬はははは、、、、電力事情電力事情電力事情電力事情のののの切切切切

迫迫迫迫からからからから、、、、全市的全市的全市的全市的にににに対策対策対策対策をををを実施実施実施実施しているとこしているとこしているとこしているところでありろでありろでありろであり、、、、このこのこのこの

取組取組取組取組をををを通通通通じじじじ、、、、私私私私たちたちたちたち一人一人一人一人ひとりにひとりにひとりにひとりに節電意識節電意識節電意識節電意識がががが根付根付根付根付きききき、、、、やれやれやれやれ

ばできるということがばできるということがばできるということがばできるということが実感実感実感実感できましたできましたできましたできました。。。。    

今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして節電節電節電節電をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関

のののの利用促進利用促進利用促進利用促進などなどなどなど、、、、移動時移動時移動時移動時のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー行動行動行動行動やややや、、、、建物建物建物建物やややや家家家家

電品電品電品電品のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー化化化化のののの推進推進推進推進などなどなどなど、、、、電気電気電気電気やややや燃料燃料燃料燃料のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑

えたえたえたえた行動行動行動行動をををを啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。    
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個人個人個人個人やややや事業者事業者事業者事業者、、、、行政行政行政行政がががが各々取各々取各々取各々取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項をををを定定定定めためためためた「「「「稚稚稚稚

内市地球温暖化対策実行計画内市地球温暖化対策実行計画内市地球温暖化対策実行計画内市地球温暖化対策実行計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、着実着実着実着実にににに二酸化炭二酸化炭二酸化炭二酸化炭

素削減素削減素削減素削減にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策がががが実行実行実行実行されるようされるようされるようされるよう、、、、環境展環境展環境展環境展などのなどのなどのなどの開催開催開催開催

をををを通通通通じじじじ、、、、市民市民市民市民やややや事業者事業者事業者事業者へのへのへのへの普及普及普及普及・・・・啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

街路灯街路灯街路灯街路灯やややや公共施設公共施設公共施設公共施設ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化をををを着着着着実実実実にににに推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

バスバスバスバス会社会社会社会社とととと協議協議協議協議してしてしてして、、、、利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関

のののの利用利用利用利用をををを促進促進促進促進するなどするなどするなどするなど、、、、省省省省エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに繋繋繋繋がるがるがるがる施策施策施策施策をををを推進推進推進推進

しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、中中中中････長期的長期的長期的長期的なななな視点視点視点視点からからからから、、、、スマートスマートスマートスマートグリッドグリッドグリッドグリッドなどなどなどなど、、、、省省省省

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連関連関連関連するするするする、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発やややや研究活動研究活動研究活動研究活動をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

＜＜＜＜廃棄物の適正な処理と分別推進廃棄物の適正な処理と分別推進廃棄物の適正な処理と分別推進廃棄物の適正な処理と分別推進＞＞＞＞    

2222 つつつつ目目目目はははは、「、「、「、「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正適正適正適正なななな処理処理処理処理とととと分別推進分別推進分別推進分別推進」」」」についについについについててててですですですです。。。。    

生生生生ごみのごみのごみのごみの中間処理施設中間処理施設中間処理施設中間処理施設、、、、バイオエネルギーセンターはバイオエネルギーセンターはバイオエネルギーセンターはバイオエネルギーセンターは、、、、

昨年昨年昨年昨年 4444 月月月月からからからから本稼動本稼動本稼動本稼動していますしていますしていますしています。。。。先先先先ほどほどほどほど一般行政報告一般行政報告一般行政報告一般行政報告のののの中中中中

でもでもでもでも述述述述べましたとおりべましたとおりべましたとおりべましたとおり、、、、分別分別分別分別とごみのとごみのとごみのとごみの減量化減量化減量化減量化にににに、、、、引引引引きききき続続続続きききき

取組取組取組取組がががが必要必要必要必要なななな状況状況状況状況ですですですです。。。。    

各町内会各町内会各町内会各町内会にはにはにはには、、、、廃棄物減量廃棄物減量廃棄物減量廃棄物減量のためののためののためののための推進員推進員推進員推進員をををを配置配置配置配置していしていしていしてい

ただいておりますがただいておりますがただいておりますがただいておりますが、、、、継続的継続的継続的継続的なななな研修開催研修開催研修開催研修開催にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、

全町内会全町内会全町内会全町内会ででででのののの配置配置配置配置をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    
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本市本市本市本市のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率はははは、、、、全国全国全国全国・・・・全道全道全道全道とととと比較比較比較比較してかなりしてかなりしてかなりしてかなり低低低低

いいいい状況状況状況状況がががが続続続続いておりましたがいておりましたがいておりましたがいておりましたが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご協力協力協力協力によによによによ

りりりり、、、、平均水準平均水準平均水準平均水準にににに近近近近づいていますづいていますづいていますづいています。。。。    

学校学校学校学校やややや町内会町内会町内会町内会などをなどをなどをなどを対象対象対象対象としたとしたとしたとした、、、、資源物集団回収奨励金資源物集団回収奨励金資源物集団回収奨励金資源物集団回収奨励金

制度制度制度制度のののの活用活用活用活用もおもおもおもお知知知知らせしながららせしながららせしながららせしながら、、、、引引引引きききき続続続続きリサイクルきリサイクルきリサイクルきリサイクル率率率率のののの

向上向上向上向上にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

さらにさらにさらにさらに本年本年本年本年 4444 月月月月にはにはにはには、、、、デジタルカメラやデジタルカメラやデジタルカメラやデジタルカメラや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話などをなどをなどをなどを

対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「小型家電小型家電小型家電小型家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」がががが施行施行施行施行されますされますされますされます。。。。新新新新

ししししいいいい分別品目導入分別品目導入分別品目導入分別品目導入にににに際際際際しししし、、、、市民市民市民市民にににに混乱混乱混乱混乱がががが生生生生じないようじないようじないようじないようにににに、、、、

対応対応対応対応していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄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、、、、現在現在現在現在、、、、監視員監視員監視員監視員２２２２名体制名体制名体制名体制でででで見回見回見回見回

りをりをりをりを強化強化強化強化していますしていますしていますしています。。。。現在現在現在現在のところのところのところのところ、、、、悪質悪質悪質悪質あるいはあるいはあるいはあるいは大量大量大量大量のののの

不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄はははは認認認認められておりませんがめられておりませんがめられておりませんがめられておりませんが、、、、今後今後今後今後もももも、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと

取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    
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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をつくるをつくるをつくるをつくる」」」」についについについについ

てでてでてでてでありまありまありまありますすすす。。。。    

「「「「地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動活動活動活動へのへのへのへの支援支援支援支援」」」」とととと、「、「、「、「協働協働協働協働のまちづくのまちづくのまちづくのまちづく

りをりをりをりを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための人人人人づくりづくりづくりづくり」」」」にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

住民同士住民同士住民同士住民同士がががが手手手手をつなぎをつなぎをつなぎをつなぎ合合合合うううう「「「「コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動活動活動活動」」」」はははは、、、、先先先先

ほどほどほどほど防災防災防災防災のののの項目項目項目項目でもでもでもでも触触触触れたれたれたれた「「「「共助共助共助共助」」」」のののの基本基本基本基本となるものですとなるものですとなるものですとなるものです。。。。

こうしたまちづくりをこうしたまちづくりをこうしたまちづくりをこうしたまちづくりを進進進進めることがめることがめることがめることが、、、、高齢高齢高齢高齢のののの方方方方のののの生活生活生活生活、、、、まままま

たたたた災害時災害時災害時災害時のののの安心感安心感安心感安心感にににに繋繋繋繋がりますがりますがりますがります。。。。    

広報広報広報広報やややや地域担当職員地域担当職員地域担当職員地域担当職員によるによるによるによる情報提供情報提供情報提供情報提供にににに努努努努めながらめながらめながらめながら、、、、町内町内町内町内

会会会会やまちづくりやまちづくりやまちづくりやまちづくり委員会委員会委員会委員会がががが、、、、自主的自主的自主的自主的・・・・主体的主体的主体的主体的なななな活動活動活動活動をををを展開展開展開展開でででで

きるようきるようきるようきるよう支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

町内会活動町内会活動町内会活動町内会活動についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点であるであるであるである町内会館町内会館町内会館町内会館

のののの整備整備整備整備にににに対対対対しししし、、、、引引引引きききき続続続続きききき補助補助補助補助をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、地域集会所地域集会所地域集会所地域集会所

のののの必要必要必要必要なななな改修改修改修改修をををを、、、、継続継続継続継続してしてしてして行行行行いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、町内会町内会町内会町内会やまちづくりやまちづくりやまちづくりやまちづくり委員会委員会委員会委員会、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法人法人法人法人やボランやボランやボランやボラン

ティアなどティアなどティアなどティアなど、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動をををを行行行行うううう様々様々様々様々なななな組織組織組織組織とととと連携連携連携連携してまちづしてまちづしてまちづしてまちづ

くりをくりをくりをくりを進進進進めていくためめていくためめていくためめていくため、「、「、「、「協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり」」」」をををを担担担担っていくっていくっていくっていく

““““人人人人づくりづくりづくりづくり””””にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    
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特特特特にににに、、、、新年度新年度新年度新年度はははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの担担担担いいいい手手手手のののの““““意識改革意識改革意識改革意識改革をををを進進進進めめめめ

るためのるためのるためのるための技法技法技法技法””””にににに重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた研修研修研修研修をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

職員職員職員職員がががが市民市民市民市民やややや地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの最最最最良良良良のパートナーとなりのパートナーとなりのパートナーとなりのパートナーとなり、、、、

市民市民市民市民やややや地域地域地域地域のののの力力力力がががが最大限最大限最大限最大限にににに発揮発揮発揮発揮されるようされるようされるようされるよう、、、、職員職員職員職員のののの意欲意欲意欲意欲やややや

能力能力能力能力のののの向上向上向上向上とととと、、、、市市市市のののの組織組織組織組織のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

さらにはさらにはさらにはさらには、、、、退職退職退職退職やこどものやこどものやこどものやこどもの自立自立自立自立などでなどでなどでなどで時間時間時間時間とととと体力体力体力体力にににに余裕余裕余裕余裕

ができたシニアができたシニアができたシニアができたシニア世代世代世代世代やややや団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代、、、、またまたまたまた女女女女性性性性のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに、、、、

社会参加社会参加社会参加社会参加をををを通通通通じてじてじてじて地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる活動活動活動活動をををを担担担担っていただけるよっていただけるよっていただけるよっていただけるよ

うううう、、、、そのきっかけをそのきっかけをそのきっかけをそのきっかけを作作作作るためのるためのるためのるための取組取組取組取組をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    
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【自治【自治【自治【自治体経営】体経営】体経営】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」」」」についてでについてでについてでについてでありまありまありまありますすすす。。。。    

平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度はははは、「、「、「、「第第第第 4444 次稚内市総合計画次稚内市総合計画次稚内市総合計画次稚内市総合計画・・・・前期計画前期計画前期計画前期計画」」」」のののの

最終年度最終年度最終年度最終年度ですですですです。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績やややや成果成果成果成果をををを総括総括総括総括するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

本市本市本市本市のののの課題課題課題課題をををを整理整理整理整理しししし、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度からのからのからのからの後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画にににに反反反反

映映映映させていきますさせていきますさせていきますさせていきます。。。。    

私私私私はははは、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんにサービスをさんにサービスをさんにサービスをさんにサービスを提供提供提供提供するするするする行政行政行政行政のののの経営者経営者経営者経営者

であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに、、、、市民市民市民市民というというというという顧客顧客顧客顧客をををを代表代表代表代表するするするする立場立場立場立場でもありでもありでもありでもあり

ますますますます。。。。    

私私私私がががが地域地域地域地域にににに出向出向出向出向きききき、、、、直接皆直接皆直接皆直接皆さんとおさんとおさんとおさんとお話話話話しするしするしするしする「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあい

トークトークトークトーク」」」」はははは、、、、回数回数回数回数をををを重重重重ねねねね実施実施実施実施してしてしてしてききききましたましたましたました。。。。今後今後今後今後もももも、、、、よりよりよりより

多様多様多様多様なななな方方方方にににに参加参加参加参加していただけるようしていただけるようしていただけるようしていただけるよう工夫工夫工夫工夫しながらしながらしながらしながら、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん

のののの声声声声にににに真摯真摯真摯真摯にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけ、、、、市政運営市政運営市政運営市政運営にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

地方分権地方分権地方分権地方分権やややや社会環境社会環境社会環境社会環境がががが著著著著しくしくしくしく変化変化変化変化するするするする中中中中、、、、多様化多様化多様化多様化しししし、、、、増増増増

大大大大するするするする市民市民市民市民ニーズをニーズをニーズをニーズ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、、、、果敢果敢果敢果敢にチャレンジするにチャレンジするにチャレンジするにチャレンジする

行動力行動力行動力行動力をををを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、地域地域地域地域のののの諸課題諸課題諸課題諸課題をををを解決解決解決解決することがすることがすることがすることが行政行政行政行政にににに

求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、職員職員職員職員のパワーアップのパワーアップのパワーアップのパワーアップ

がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    
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私私私私はははは、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから、、、、若手職員若手職員若手職員若手職員とのランチミーティングをとのランチミーティングをとのランチミーティングをとのランチミーティングを実実実実

施施施施していますしていますしていますしています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、若者若者若者若者のののの視点視点視点視点からからからから行政上行政上行政上行政上のののの疑問点疑問点疑問点疑問点やややや

改善点改善点改善点改善点についてについてについてについて、、、、様々様々様々様々なななな意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くことができましたくことができましたくことができましたくことができました。。。。    

今後今後今後今後もももも、、、、こうしたこうしたこうしたこうした職員職員職員職員とととと接接接接するするするする機会機会機会機会をををを増増増増やしやしやしやし、、、、私自身私自身私自身私自身がががが

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ精神精神精神精神をををを示示示示しながらしながらしながらしながら、、、、組織風土組織風土組織風土組織風土のののの改革改革改革改革をををを推進推進推進推進しましましましま

すすすす。。。。    
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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 25252525 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。。。。    

私私私私はははは、、、、市役所市役所市役所市役所はははは市民市民市民市民とととと市民生活市民生活市民生活市民生活のためにあるというのためにあるというのためにあるというのためにあるという原点原点原点原点

をををを常常常常にににに忘忘忘忘れてはならないとれてはならないとれてはならないとれてはならないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、主役主役主役主役となるとなるとなるとなる市民市民市民市民、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、経済経済経済経済、、、、

教育教育教育教育、、、、文化文化文化文化などあらゆるなどあらゆるなどあらゆるなどあらゆる分野分野分野分野でででで生生生生きききき生生生生きときときときと活躍活躍活躍活躍されることされることされることされること

によりによりによりにより、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生まれるまれるまれるまれる““““思思思思いやりいやりいやりいやり””””とととと““““共感共感共感共感””””がががが、、、、まちまちまちまち

づくりのエネルギーになっていくものとづくりのエネルギーになっていくものとづくりのエネルギーになっていくものとづくりのエネルギーになっていくものと考考考考えますえますえますえます。。。。    

市政市政市政市政をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは、、、、引引引引きききき続続続続きききき厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります

がががが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと協働協働協働協働してしてしてして「「「「元気元気元気元気なまちなまちなまちなまち」」」」をををを目指目指目指目指しししし、、、、全全全全

力力力力をををを尽尽尽尽くしますのでくしますのでくしますのでくしますので、、、、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皆皆皆さんさんさんさん、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん

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。。。。    


