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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、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度のののの

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。。。。    

まずまずまずまず、、、、我我我我がががが国国国国でででではははは、、、、長引長引長引長引くくくく景気景気景気景気のののの低迷低迷低迷低迷からからからから脱却脱却脱却脱却をををを図図図図るたるたるたるた

めめめめ、、、、様々様々様々様々なななな経済対策経済対策経済対策経済対策がががが進進進進めめめめられられられられておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、実実実実

質質質質ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰがががが４４４４期連続期連続期連続期連続ででででプラスになるなどプラスになるなどプラスになるなどプラスになるなど、、、、効果効果効果効果がががが現現現現れてきれてきれてきれてき

ておりますておりますておりますております。。。。    

本市本市本市本市におきまにおきまにおきまにおきまししししてもてもてもても、、、、製造業製造業製造業製造業やややや卸売業卸売業卸売業卸売業などのなどのなどのなどの売上高売上高売上高売上高のののの    

増加増加増加増加やややや、、、、新築住宅新築住宅新築住宅新築住宅のののの確認申請確認申請確認申請確認申請のののの増加増加増加増加などなどなどなど、、、、景気景気景気景気回復回復回復回復のののの兆兆兆兆しししし

がががが見見見見ええええ始始始始めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、実感実感実感実感するするするするというところというところというところというところまままま

ででででにはにはにはには、、、、まだまだまだまだ時間時間時間時間がかかりそうでがかかりそうでがかかりそうでがかかりそうでありまありまありまありますすすす。。。。    

またまたまたまた、、、、消費税消費税消費税消費税のののの引引引引きききき上上上上げにげにげにげに伴伴伴伴うううう駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ需要需要需要需要のののの反動反動反動反動やややや、、、、

海外景気海外景気海外景気海外景気のののの下振下振下振下振れなどれなどれなどれなど、、、、先行先行先行先行きについてはきについてはきについてはきについては不透明不透明不透明不透明なななな部分部分部分部分がががが

ありありありあり、、、、今後今後今後今後もももも注視注視注視注視していくしていくしていくしていく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。。。。    

早早早早いものでいものでいものでいもので、、、、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しししてからてからてからてから 3333 年年年年がががが経経経経とうとしとうとしとうとしとうとし

ておりておりておりており、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度はははは締締締締めくくりめくくりめくくりめくくりのののの年年年年となりとなりとなりとなりますますますます。。。。このこのこのこの        

３３３３年間年間年間年間、、、、私私私私自身自身自身自身としてはとしてはとしてはとしては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きたつもりでんできたつもりでんできたつもりでんできたつもりでああああ

りまりまりまりますがすがすがすが、、、、残残残残りりりり１１１１年間年間年間年間はははは、、、、まさにまさにまさにまさに４４４４年間年間年間年間のののの集大成集大成集大成集大成となるとなるとなるとなる年年年年

ででででももももありますありますありますあります。。。。    



 

 

2 

これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに、、、、時代時代時代時代のののの変化変化変化変化をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと見極見極見極見極めめめめ、、、、足腰足腰足腰足腰

のののの強強強強いいいい地域経済地域経済地域経済地域経済をををを構築構築構築構築しししし、、、、将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって持続可能持続可能持続可能持続可能なまちなまちなまちなまち

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めめめめるためるためるためるため、、、、全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいきますきますきますきます。。。。    

以下以下以下以下、、、、平成平成平成平成 26262626 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、、、、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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一一一一つつつつ目目目目のののの「「「「人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込込込込みみみみ、、、、にぎわいのあるまちづくりにぎわいのあるまちづくりにぎわいのあるまちづくりにぎわいのあるまちづくり」」」」

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。。。。    

地域交流人口地域交流人口地域交流人口地域交流人口のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図ることがることがることがることが最最最最もももも必要必要必要必要なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興やややや合宿誘致合宿誘致合宿誘致合宿誘致、、、、イベントのイベントのイベントのイベントの開催開催開催開催などなどなどなど、、、、

これまでこれまでこれまでこれまで積積積積みみみみ上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた実績実績実績実績をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、さらにさらにさらにさらに積極的積極的積極的積極的なななな    

展開展開展開展開をををを図図図図るるるる年年年年とととと考考考考えておえておえておえておりますりますりますります。。。。    

まずはまずはまずはまずは、、、、観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致についてでについてでについてでについてでありますありますありますありますがががが、、、、本市本市本市本市のののの昨年昨年昨年昨年

のののの上期観光客入込数上期観光客入込数上期観光客入込数上期観光客入込数はははは、、、、国内景気国内景気国内景気国内景気のののの持持持持ちちちち直直直直しもありしもありしもありしもあり、、、、前年前年前年前年        

よりよりよりより若干若干若干若干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、、、、増加増加増加増加ししししてててておりおりおりおりますますますます。。。。    

残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、昨年昨年昨年昨年にににに続続続続きききき、、、、季節便季節便季節便季節便のののの関西便関西便関西便関西便とととと中部便中部便中部便中部便はははは、、、、

運行休止運行休止運行休止運行休止のののの継続継続継続継続がががが伝伝伝伝えられていますがえられていますがえられていますがえられていますが、、、、昨年就航昨年就航昨年就航昨年就航したしたしたした        

ＦＤＡＦＤＡＦＤＡＦＤＡ（（（（フジドリームエアラインズフジドリームエアラインズフジドリームエアラインズフジドリームエアラインズ））））のののの夏場夏場夏場夏場のチャーターのチャーターのチャーターのチャーター

便便便便のののの就航就航就航就航がががが、、、、本年本年本年本年もももも計画計画計画計画されされされされておりておりておりており、、、、近近近近いうちいうちいうちいうちにににに公表公表公表公表されされされされ

るとるとるとると思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。発着地発着地発着地発着地やややや便数便数便数便数のののの増増増増もももも予定予定予定予定されているされているされているされている

とととと伺伺伺伺っているっているっているっていることことことことからからからから、、、、そのそのそのその実現実現実現実現とととと効果効果効果効果にににに、、、、大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待をををを

しているところでしているところでしているところでしているところでありまありまありまありますすすす。。。。    

またまたまたまた、、、、既存既存既存既存のののの航空路線航空路線航空路線航空路線とタイアップとタイアップとタイアップとタイアップををををしたしたしたした商品商品商品商品のののの造成造成造成造成やややや、、、、

広告宣伝広告宣伝広告宣伝広告宣伝のののの支援支援支援支援をををを充実充実充実充実させさせさせさせるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ（（（（格安航空格安航空格安航空格安航空

会社会社会社会社））））もももも含含含含めためためためた、、、、新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港やややや旭川空港旭川空港旭川空港旭川空港からのツアーからのツアーからのツアーからのツアー客客客客のののの

誘致誘致誘致誘致にもにもにもにも努努努努めめめめてててていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。    
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道央圏道央圏道央圏道央圏からのからのからのからの集客対策集客対策集客対策集客対策としてとしてとしてとして、、、、バスやレンタカーなどバスやレンタカーなどバスやレンタカーなどバスやレンタカーなど、、、、

陸路陸路陸路陸路をををを活用活用活用活用したしたしたした商品開発商品開発商品開発商品開発についてについてについてについて、、、、旅行会社等旅行会社等旅行会社等旅行会社等へへへへ積極的積極的積極的積極的なななな

働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行ってってってってまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客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、、、、特特特特にににに台湾台湾台湾台湾からのツアーからのツアーからのツアーからのツアー客客客客

のののの増加増加増加増加がががが目立目立目立目立ってってってっておりおりおりおりますますますます。。。。これまでこれまでこれまでこれまで同様同様同様同様、、、、台湾台湾台湾台湾などなどなどなど現地現地現地現地

でのでのでのでの観光観光観光観光プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション活動活動活動活動はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、観光情報観光情報観光情報観光情報のののの提供提供提供提供

やややや発信発信発信発信のののの強化強化強化強化をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。    

昨年昨年昨年昨年、、、、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たなスタートたなスタートたなスタートをををを切切切切りましりましりましりまし

たたたた稚内観光協会稚内観光協会稚内観光協会稚内観光協会についてはについてはについてはについては、、、、専門職専門職専門職専門職であるであるであるである旅行業免許旅行業免許旅行業免許旅行業免許をををを    

取得取得取得取得したしたしたした職員職員職員職員をををを配置配置配置配置するするするするなどなどなどなど、、、、体制体制体制体制づくりのづくりのづくりのづくりの強化強化強化強化をををを図図図図ってってってって

きたときたときたときたと、、、、そのようにそのようにそのようにそのように聞聞聞聞いておりいておりいておりいておりますますますます。。。。    

観光観光観光観光振興振興振興振興ののの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をををを、、、、行政行政行政行政としてもとしてもとしてもとしても、、、、

しっかりしっかりしっかりしっかりとととと支支支支えてえてえてえていきいきいきいきたいとたいとたいとたいと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。    

引引引引きききき続続続続きききき、、、、観光協会観光協会観光協会観光協会をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体とととと連携連携連携連携しししし、、、、            

国内国内国内国内外外外外をををを問問問問わずわずわずわず、、、、観光客観光客観光客観光客ののののさらなるさらなるさらなるさらなる誘致対策誘致対策誘致対策誘致対策をををを、、、、積極的積極的積極的積極的にににに    

進進進進めめめめていきますていきますていきますていきます。。。。    

次次次次にににに、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ合宿誘致合宿誘致合宿誘致合宿誘致についてはについてはについてはについては、、、、受入体制受入体制受入体制受入体制のののの充実充実充実充実やややや、、、、

関係者関係者関係者関係者のののの熱心熱心熱心熱心なななな誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動によりによりによりにより、、、、参加団体参加団体参加団体参加団体がががが、、、、年々年々年々年々、、、、増加増加増加増加

してしてしてしておりおりおりおりますますますます。。。。    
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嬉嬉嬉嬉 し い ニ ュ ー ス と し てし い ニ ュ ー ス と し てし い ニ ュ ー ス と し てし い ニ ュ ー ス と し て 、、、、 本 市本 市本 市本 市 でででで 合 宿合 宿合 宿合 宿 をををを 行行行行 っ て い るっ て い るっ て い るっ て い る            

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボールチームチームチームチームがががが、、、、そのそのそのその後後後後のののの全日本総合選手権全日本総合選手権全日本総合選手権全日本総合選手権    

大会大会大会大会でででで、、、、男女男女男女男女ともともともとも好成績好成績好成績好成績をををを収収収収めめめめるなどるなどるなどるなど、、、、今後今後今後今後のののの誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの

大大大大きなきなきなきな励励励励みみみみになるになるになるになる成果成果成果成果もももも現現現現れてれてれてれておりおりおりおりますますますます。。。。    

今年今年今年今年もももも、、、、これまでこれまでこれまでこれまで培培培培ってきたノウハウをってきたノウハウをってきたノウハウをってきたノウハウを活活活活かしかしかしかし、、、、周辺周辺周辺周辺        

自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの連携連携連携連携にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組みみみみながらながらながらながら、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動をををを

進進進進めめめめますますますます。。。。    

次次次次にににに、、、、まちにまちにまちにまちに賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを生生生生みみみみ出出出出すすすす、、、、中心中心中心中心市街地市街地市街地市街地のののの活性化活性化活性化活性化にににに

ついてついてついてついてはははは、、、、昨年昨年昨年昨年もももも、、、、キタカラやキタカラやキタカラやキタカラや道道道道のののの駅駅駅駅のイベントののイベントののイベントののイベントの開催開催開催開催なななな

どどどど、、、、地元商店街地元商店街地元商店街地元商店街やややや関係団体関係団体関係団体関係団体とととと連携連携連携連携しししし、、、、様々様々様々様々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを        

行行行行ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。    

本年本年本年本年はははは、、、、６６６６月月月月のののの夏至夏至夏至夏至のののの時期時期時期時期にににに、、、、昼昼昼昼のののの時間時間時間時間がががが日本日本日本日本でででで一番一番一番一番        

長長長長くなるくなるくなるくなる本市本市本市本市のののの特性特性特性特性をををを活活活活かしかしかしかし、、、、新新新新たなイベントがたなイベントがたなイベントがたなイベントが、、、、地元商地元商地元商地元商

店街店街店街店街やややや飲食店飲食店飲食店飲食店などなどなどなど、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体によりによりによりにより、、、、企画企画企画企画されていされていされていされているとるとるとると聞聞聞聞

いいいいておりておりておりておりますますますます。。。。    

観光観光観光観光のののの端境期端境期端境期端境期でもありでもありでもありでもあり、、、、映画館映画館映画館映画館のののの集客力集客力集客力集客力もももも合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、        

魅力魅力魅力魅力あるイベントあるイベントあるイベントあるイベントにににに育育育育つようつようつようつよう、、、、行政行政行政行政としてもとしてもとしてもとしてもしっかりしっかりしっかりしっかり支支支支ええええ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりますすすす。。。。    

同様同様同様同様にににに、、、、夏夏夏夏のイベントとしてのイベントとしてのイベントとしてのイベントとして定着定着定着定着してきたしてきたしてきたしてきた「「「「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」」」」はははは、、、、本市本市本市本市のののの「「「「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」」」」はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、            
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多彩多彩多彩多彩なななな““““食食食食””””のののの魅力魅力魅力魅力をををを発信発信発信発信するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、夏夏夏夏のののの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むむむむ観光観光観光観光資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、今年今年今年今年もももも積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、交流人口交流人口交流人口交流人口をををを増加増加増加増加させるさせるさせるさせるためにはためにはためにはためには、、、、交通交通交通交通ネットネットネットネット            

ワークのワークのワークのワークの充実充実充実充実はははは欠欠欠欠かせませんかせませんかせませんかせません。。。。空路空路空路空路やややや鉄路鉄路鉄路鉄路はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん        

ですがですがですがですが、、、、本市本市本市本市からからからから旭川旭川旭川旭川、、、、そしてそしてそしてそして道央道央道央道央ままままでをでをでをでを繋繋繋繋ぐぐぐぐ国道国道国道国道40404040 号号号号はははは、、、、

様々様々様々様々なななな意味意味意味意味でででで重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っていっていっていっているるるる大大大大動脈動脈動脈動脈ででででありまありまありまありますすすす。。。。    

特特特特にににに観光振興観光振興観光振興観光振興のののの側面側面側面側面でででで言言言言えばえばえばえば、、、、平成平成平成平成 27272727 年度末年度末年度末年度末ににににはははは新幹線新幹線新幹線新幹線

がががが函館函館函館函館までまでまでまで延伸延伸延伸延伸されされされされ、、、、観光客観光客観光客観光客のののの増加増加増加増加などなどなどなど、、、、北海道経済北海道経済北海道経済北海道経済にににに        

大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果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ていますされていますされていますされています。。。。    

またまたまたまた、、、、６６６６年後年後年後年後にはにはにはには、、、、東京東京東京東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック、、、、パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック

もももも開催開催開催開催されされされされることからることからることからることから、、、、このこのこのこの効果効果効果効果をををを、、、、道北地域道北地域道北地域道北地域にもにもにもにも波及波及波及波及        

させさせさせさせ、、、、一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々にににに、、、、我我我我がまちをがまちをがまちをがまちを訪訪訪訪れていただくれていただくれていただくれていただく

ようようようよう、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる面面面面でででで準備準備準備準備をををを進進進進めるめるめるめる、、、、そのスタートのそのスタートのそのスタートのそのスタートの年年年年だとだとだとだと

思思思思ってってってっておりおりおりおりますますますます。。。。    

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ととととのののの「「「「コンカツプロジェクトコンカツプロジェクトコンカツプロジェクトコンカツプロジェクト」」」」についてについてについてについて

はははは、、、、ココココンブとンブとンブとンブと鰹鰹鰹鰹をををを使用使用使用使用したしたしたした料理料理料理料理やややや、、、、商品商品商品商品のののの開発開発開発開発をををを進進進進めめめめ、、、、        

新年度新年度新年度新年度、、、、本市本市本市本市でででで予定予定予定予定されているされているされているされている縁結縁結縁結縁結びのびのびのびの「「「「婚活婚活婚活婚活パーティパーティパーティパーティ」」」」

などでなどでなどでなどで披露披露披露披露できるようできるようできるようできるよう、、、、具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体

などとなどとなどとなどと検討検討検討検討をををを進進進進めてめてめてめていきいきいきいきますますますます。。。。    
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二二二二つつつつ目目目目のののの「「「「地域地域地域地域ののののポテンシャルをポテンシャルをポテンシャルをポテンシャルを活用活用活用活用したしたしたした、、、、経済経済経済経済のののの活性活性活性活性

化化化化」」」」についてについてについてについてででででありますありますありますあります。。。。    

まずまずまずまず、、、、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へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつについいいいてはてはてはては、、、、        

北海道北部地域北海道北部地域北海道北部地域北海道北部地域がががが「「「「特定風力集中特定風力集中特定風力集中特定風力集中整備地区整備地区整備地区整備地区」」」」にににに指定指定指定指定されたされたされたされた

ことことことことをををを受受受受けけけけ、、、、平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度からからからから、、、、国国国国がががが指定指定指定指定したしたしたした特定目的会社特定目的会社特定目的会社特定目的会社

２２２２グループによグループによグループによグループによりりりり、、、、２２２２つのルートでつのルートでつのルートでつのルートで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がががが

開始開始開始開始されされされされ、、、、本格的本格的本格的本格的なななな調査調査調査調査ががががスタートスタートスタートスタートしておりましておりましておりましておりますすすす。。。。    

調査結果調査結果調査結果調査結果についてはについてはについてはについては、、、、まだまだまだまだ報告報告報告報告されてされてされてされておりおりおりおりませんませんませんませんけれどけれどけれどけれど

もももも、、、、本市本市本市本市にににに向向向向かうルートだけをかうルートだけをかうルートだけをかうルートだけを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、完成完成完成完成するまでにするまでにするまでにするまでに

はははは、、、、約約約約１１１１千千千千２２２２百百百百億億億億円円円円のののの投資投資投資投資がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる巨大巨大巨大巨大プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

でありでありでありであり、、、、このこのこのこの送電網整備送電網整備送電網整備送電網整備がががが完成完成完成完成するとするとするとすると、、、、当然当然当然当然、、、、多多多多くのくのくのくの風力風力風力風力        

発電施設発電施設発電施設発電施設のののの建設建設建設建設がががが促進促進促進促進されされされされるとるとるとると考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 27272727 年年年年にはにはにはには、、、、市内事業市内事業市内事業市内事業者者者者によるによるによるによる３３３３万万万万キロワットキロワットキロワットキロワット

のののの風力発電施設風力発電施設風力発電施設風力発電施設がががが建設建設建設建設されされされされるるるる予定予定予定予定となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

今後今後今後今後、、、、これらのこれらのこれらのこれらの建設建設建設建設にににに伴伴伴伴うううう資機材搬入資機材搬入資機材搬入資機材搬入によるによるによるによる港港港港のののの活用活用活用活用、、、、

メンテナンスビジネスのメンテナンスビジネスのメンテナンスビジネスのメンテナンスビジネスの創出創出創出創出などなどなどなど、、、、地域地域地域地域経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化にににに大大大大

きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献するものとするものとするものとするものと考考考考えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。    

国国国国やややや風力発風力発風力発風力発電電電電関関関関係係係係団体団体団体団体等等等等とととと一層一層一層一層のののの連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり
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とととと情報収集情報収集情報収集情報収集をををを行行行行いいいい、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの強化強化強化強化をををを進進進進めてめてめてめていきいきいきいきますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、長期的長期的長期的長期的なななな視野視野視野視野にににに立立立立ちちちち、、、、港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備やややや利用利用利用利用などなどなどなどのののの        

方向性方向性方向性方向性をををを取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめた「「「「稚内稚内稚内稚内港港港港港湾港湾港湾港湾計画計画計画計画」」」」をををを改改改改訂訂訂訂いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。    

本計画本計画本計画本計画はははは、、、、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はもちろんはもちろんはもちろんはもちろんででででありまありまありまありますがすがすがすが、、、、

宗谷海峡宗谷海峡宗谷海峡宗谷海峡にににに面面面面するするするする国境国境国境国境のまちとしてのまちとしてのまちとしてのまちとして、、、、サハリンプロジェクサハリンプロジェクサハリンプロジェクサハリンプロジェク

トトトト支援支援支援支援はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、ロシアロシアロシアロシア極東極東極東極東、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは北極海航路等北極海航路等北極海航路等北極海航路等をををを

見据見据見据見据えたえたえたえた、、、、アジア・ヨーロッパアジア・ヨーロッパアジア・ヨーロッパアジア・ヨーロッパとのとのとのとの新新新新たなたなたなたな物流物流物流物流ルートのルートのルートのルートの形形形形

成成成成、、、、さらにはさらにはさらにはさらには、、、、洋上風力洋上風力洋上風力洋上風力によるエネルギーによるエネルギーによるエネルギーによるエネルギー供給基地供給基地供給基地供給基地をををを目指目指目指目指

すことすことすことすことなどなどなどなどをををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、まさにまさにまさにまさに、、、、本本本本市市市市のポテンシャのポテンシャのポテンシャのポテンシャ

ルをルをルをルを最大限最大限最大限最大限にににに活活活活かすためのかすためのかすためのかすための内容内容内容内容となってとなってとなってとなっておりおりおりおりますますますます。。。。    

一方一方一方一方、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、初初初初のののの試試試試みとしてみとしてみとしてみとして、、、、道北道北道北道北６６６６市市市市によるによるによるによる「「「「ユジノユジノユジノユジノ

サハリンスクサハリンスクサハリンスクサハリンスク道北物産展道北物産展道北物産展道北物産展」」」」をををを開催開催開催開催いたいたいたいたしましたしましたしましたしました。。。。参加参加参加参加したしたしたした

各市各市各市各市のののの皆様皆様皆様皆様ににににはははは、、、、サハリンのサハリンのサハリンのサハリンの発展発展発展発展ぶりはもちろんのことぶりはもちろんのことぶりはもちろんのことぶりはもちろんのこと、、、、

本市本市本市本市からからからから定期定期定期定期航路航路航路航路がががが就航就航就航就航していることのしていることのしていることのしていることの重要性重要性重要性重要性をををを、、、、充分充分充分充分感感感感

じとっていただいたとじとっていただいたとじとっていただいたとじとっていただいたと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。    

今年今年今年今年はさらにはさらにはさらにはさらに、、、、3333 市市市市がががが新新新新しくしくしくしく参加参加参加参加をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、このこのこのこの物物物物

産展産展産展産展をををを機機機機にににに、、、、道北地域全体道北地域全体道北地域全体道北地域全体でサハリンをでサハリンをでサハリンをでサハリンを商業圏域商業圏域商業圏域商業圏域とととと捉捉捉捉ええええたたたた、、、、

一層一層一層一層のののの物流促進物流促進物流促進物流促進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。。。。    
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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はではではでは、、、、食糧生産食糧生産食糧生産食糧生産やややや食品流通食品流通食品流通食品流通をををを拡大拡大拡大拡大

しようとしようとしようとしようと、、、、公設市場公設市場公設市場公設市場「「「「農業農業農業農業パパパパークークークーク」」」」のののの建設建設建設建設をををを計画計画計画計画してしてしてしておりおりおりおり、、、、

昨年昨年昨年昨年、、、、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、、、、旭川市旭川市旭川市旭川市、、、、そしてそしてそしてそして旭川市内旭川市内旭川市内旭川市内のののの

民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者にににに、、、、本市本市本市本市をををを加加加加えたえたえたえた４４４４者間者間者間者間でででで、、、、技術協力技術協力技術協力技術協力のののの調印調印調印調印をををを

しましたしましたしましたしました。。。。    

このこのこのこの調印調印調印調印はははは、、、、物資物資物資物資のののの輸送輸送輸送輸送やややや人人人人のののの往来往来往来往来などなどなどなど、、、、今後今後今後今後のサハリのサハリのサハリのサハリ

ンンンン定期航路定期航路定期航路定期航路のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大にににに繋繋繋繋がるもがるもがるもがるもののののとととと、、、、期待期待期待期待してしてしてしておりおりおりおりますますますます。。。。    

本年本年本年本年はははは、、、、「「「「農業農業農業農業パークパークパークパーク」」」」建設建設建設建設にににに向向向向けけけけたたた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うとうとうとうと    

伺伺伺伺っておりっておりっておりっており、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、情報情報情報情報のののの収集収集収集収集にににに努努努努めてめてめてめていきいきいきいきますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、昨年昨年昨年昨年もももも定期航路定期航路定期航路定期航路をををを活用活用活用活用したしたしたした「「「「新新新新たなたなたなたな物流物流物流物流ルートルートルートルート」」」」

のののの開拓開拓開拓開拓をををを目指目指目指目指しししし、、、、稚内港稚内港稚内港稚内港からからからからのののの積荷積荷積荷積荷をコルサコフをコルサコフをコルサコフをコルサコフ港港港港でででで積積積積みみみみ

替替替替ええええ、、、、ウラジオストクウラジオストクウラジオストクウラジオストク港港港港へへへへ輸送輸送輸送輸送するするするする実証実証実証実証実験実験実験実験をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

このこのこのこの経路経路経路経路がががが確立確立確立確立できるとできるとできるとできると、、、、ロシアだけでロシアだけでロシアだけでロシアだけでははははなくなくなくなく、、、、ウラジウラジウラジウラジ

オストクオストクオストクオストク港港港港からからからから中国中国中国中国やややや韓国韓国韓国韓国、、、、そしてヨーロッパそしてヨーロッパそしてヨーロッパそしてヨーロッパなどなどなどなど大陸大陸大陸大陸へへへへ

のののの輸送輸送輸送輸送もももも視野視野視野視野にににに入入入入れることがれることがれることがれることが出来出来出来出来ますますますます。。。。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調調調調

査査査査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

産業振興産業振興産業振興産業振興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、、、、申申申申しししし上上上上げるげるげるげるまでもなくまでもなくまでもなくまでもなく、、、、地域地域地域地域

のののの活力活力活力活力そのものでありそのものでありそのものでありそのものであり、、、、雇用雇用雇用雇用やややや定住定住定住定住のののの基本基本基本基本でありますでありますでありますであります。。。。    
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本市本市本市本市ではではではでは、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと広大広大広大広大なななな大地大地大地大地のののの資源資源資源資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした

““““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をををを推進推進推進推進してしてしてしてまいりままいりままいりままいりましたしたしたした。。。。「「「「稚内稚内稚内稚内ブランブランブランブラン

ドドドド」」」」はははは、、、、““““食食食食””””のののの魅力魅力魅力魅力をををを高高高高めるだけではなくめるだけではなくめるだけではなくめるだけではなく、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化

にににに大大大大きくきくきくきく繋繋繋繋がりますがりますがりますがります。。。。    

本年本年本年本年はははは、、、、市内飲食店市内飲食店市内飲食店市内飲食店などにおけるなどにおけるなどにおけるなどにおける利活用利活用利活用利活用、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市内市内市内市内

事業者事業者事業者事業者がががが一体一体一体一体となとなとなとなったったったったＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動やややや、、、、各種物産展各種物産展各種物産展各種物産展へのへのへのへの参加参加参加参加、、、、

販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大にににに向向向向けたけたけたけた関係団体関係団体関係団体関係団体のののの取取取取りりりり組組組組みみみみなどにもなどにもなどにもなどにも、、、、積極的積極的積極的積極的にににに

関関関関わっていきますわっていきますわっていきますわっていきます。。。。    

漁業漁業漁業漁業についてはについてはについてはについては、、、、昨年昨年昨年昨年はははは、、、、ホタテ・ホタテ・ホタテ・ホタテ・サケ・サケ・サケ・サケ・ななななままままここここをををを中心中心中心中心

とするとするとするとする沿岸漁業沿岸漁業沿岸漁業沿岸漁業がががが大変好調大変好調大変好調大変好調ででででありまありまありまありましたしたしたした。。。。自然自然自然自然にににに恵恵恵恵まれてまれてまれてまれて

いるいるいるいる、、、、宗谷海域宗谷海域宗谷海域宗谷海域のののの水産資源水産資源水産資源水産資源のののの付加価値付加価値付加価値付加価値をををを一層高一層高一層高一層高めるためにめるためにめるためにめるために

もももも、、、、ＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

対応対応対応対応のののの加工場加工場加工場加工場づくりやづくりやづくりやづくりや、、、、沖合漁業沖合漁業沖合漁業沖合漁業におけるにおけるにおけるにおける

老朽船対策老朽船対策老朽船対策老朽船対策などなどなどなど、、、、各漁組各漁組各漁組各漁組をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、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十分意十分意十分意十分意

見交換見交換見交換見交換をををを行行行行いないないないながらがらがらがら、、、、取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すすすす。。。。    

農農農農業業業業についてはについてはについてはについては、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化やややや担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足がががが深刻化深刻化深刻化深刻化しているしているしているしている

ことからことからことからことから、、、、就農就農就農就農にににに合合合合わせたわせたわせたわせた支援支援支援支援をををを行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。新規就新規就新規就新規就

農者農者農者農者とととと後継者合後継者合後継者合後継者合わせてわせてわせてわせて、、、、一昨年一昨年一昨年一昨年はははは５５５５名名名名、、、、昨年昨年昨年昨年はははは７７７７名名名名のののの方方方方がががが、、、、

就農就農就農就農してしてしてしておりおりおりおりますますますます。。。。    
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新新新新たなたなたなたな担担担担いいいい手手手手はははは、、、、人口増加人口増加人口増加人口増加やややや地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化活性化活性化活性化にもにもにもにも繋繋繋繋がががが

りますりますりますります。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、農協農協農協農協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しししし、、、、新規就農新規就農新規就農新規就農者者者者

のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成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、、、、酪農酪農酪農酪農ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー事業事業事業事業などなどなどなど、、、、

安心安心安心安心してしてしてして就農就農就農就農できるできるできるできる環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりにもももも取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、農道整備事業農道整備事業農道整備事業農道整備事業やややや営農用水事業営農用水事業営農用水事業営農用水事業ををををはじめはじめはじめはじめ、、、、生産基生産基生産基生産基

盤盤盤盤のののの整備整備整備整備をををを行行行行いいいい、、、、生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上やややや経経経経営営営営のののの安定安定安定安定化化化化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、、、、北海道経済産業局北海道経済産業局北海道経済産業局北海道経済産業局ではではではでは、、、、加速加速加速加速するするするする高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、或或或或いはいはいはいは

限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、地域経営地域経営地域経営地域経営のののの視点視点視点視点にににに立立立立ってってってって、、、、新新新新たなたなたなたな

ヘルスケアサービスヘルスケアサービスヘルスケアサービスヘルスケアサービス産業産業産業産業をををを創造創造創造創造するするするするというというというという観点観点観点観点からからからから、、、、「「「「北海北海北海北海

道道道道ヘルスケアサービスヘルスケアサービスヘルスケアサービスヘルスケアサービス創造研究会創造研究会創造研究会創造研究会」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上げましたげましたげましたげました。。。。    

このこのこのこの研究会研究会研究会研究会ではではではでは、、、、医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護をををを核核核核にしたにしたにしたにした地域特性地域特性地域特性地域特性をををを踏踏踏踏まままま

えたえたえたえた、、、、健康健康健康健康サービスのサービスのサービスのサービスの展開可能性展開可能性展開可能性展開可能性のモデルのモデルのモデルのモデル地区地区地区地区としてとしてとしてとして、、、、        

「「「「本市本市本市本市」」」」がががが選定選定選定選定されされされされておりますておりますておりますております。。。。    

本市本市本市本市、、、、中央地区中央地区中央地区中央地区にはにはにはには医療機関医療機関医療機関医療機関やややや介護施設介護施設介護施設介護施設をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、水夢水夢水夢水夢

館館館館などなどなどなど健康健康健康健康にににに関連関連関連関連するするするする各種施設各種施設各種施設各種施設があることからがあることからがあることからがあることから、、、、そのそのそのその集客集客集客集客

ポテンシャルをポテンシャルをポテンシャルをポテンシャルを活活活活かしかしかしかし、、、、商店街商店街商店街商店街をををを中心中心中心中心にににに 25252525 年年年年度度度度からからからから検討検討検討検討がががが

進進進進められてめられてめられてめられておりおりおりおりますますますます。。。。    

本市本市本市本市としてもとしてもとしてもとしても、、、、持続的持続的持続的持続的にににに発展発展発展発展するまちづくりをするまちづくりをするまちづくりをするまちづくりを目指目指目指目指しししし、、、、    
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26262626 年度年度年度年度もももも積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力していきしていきしていきしていきたいとたいとたいとたいと考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。    

地域経済地域経済地域経済地域経済のののの基礎基礎基礎基礎をををを担担担担うううう中小企業中小企業中小企業中小企業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、、、、経営環経営環経営環経営環

境境境境のののの変化変化変化変化にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できできできできるるるるようようようよう、、、、引引引引きききき続続続続きききき「「「「特別融資制特別融資制特別融資制特別融資制

度度度度」」」」によるによるによるによる貸付貸付貸付貸付をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、企業企業企業企業のレベルアップをのレベルアップをのレベルアップをのレベルアップを図図図図るためのるためのるためのるための「「「「人材育成助人材育成助人材育成助人材育成助

成制度成制度成制度成制度」」」」などのなどのなどのなどのほかほかほかほか、、、、国国国国やややや北海北海北海北海道道道道のののの制度制度制度制度もももも積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用しししし

ながらながらながらながら、、、、経営経営経営経営のののの安定化安定化安定化安定化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。。。。    
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三三三三つつつつ目目目目のののの「「「「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でででああああ

りますりますりますりますがががが、、、、    

これまでこれまでこれまでこれまで、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策やややや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をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、子育子育子育子育てててて

支援支援支援支援、、、、医療体制医療体制医療体制医療体制のののの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの不安不安不安不安をををを取取取取りりりり除除除除きききき、、、、

充実充実充実充実したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送ることができるようることができるようることができるようることができるよう、、、、様々様々様々様々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを

行行行行ってきたところでってきたところでってきたところでってきたところでありますありますありますあります。。。。    

防災対策防災対策防災対策防災対策についてはについてはについてはについては、、、、まずはまずはまずはまずは市民市民市民市民にににに災害災害災害災害のののの発生発生発生発生をいちをいちをいちをいち    

早早早早くくくく知知知知らせるためらせるためらせるためらせるため、、、、「「「「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ラジオラジオラジオ」」」」のののの貸与貸与貸与貸与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。。。。    

新年度新年度新年度新年度はははは、、、、ラジオラジオラジオラジオ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のためのためのためのため戸別戸別戸別戸別アンテナアンテナアンテナアンテナをををを

設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど、、、、全全全全てのてのてのての世帯世帯世帯世帯がががが災害情報災害情報災害情報災害情報をををを受信受信受信受信できるようできるようできるようできるよう、、、、

整備整備整備整備をいたをいたをいたをいたししししますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、現在現在現在現在、「、「、「、「稚内市地域防災計画稚内市地域防災計画稚内市地域防災計画稚内市地域防災計画」」」」のののの改定作業改定作業改定作業改定作業をををを進進進進めてめてめてめて

おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、従来従来従来従来のののの計画計画計画計画にににに増増増増してしてしてして、、、、様々様々様々様々なななな災害災害災害災害にににに対対対対するするするする        

備備備備えやえやえやえや避難場所避難場所避難場所避難場所等等等等をををを示示示示すほかすほかすほかすほか、、、、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教訓教訓教訓教訓をもとをもとをもとをもと

にににに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抑抑抑抑えるためえるためえるためえるため「「「「自助自助自助自助・・・・共助共助共助共助・・・・公助公助公助公助」」」」のののの役割役割役割役割

分担分担分担分担やややや、、、、連携連携連携連携のののの促進促進促進促進をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ内容内容内容内容となってとなってとなってとなっておりおりおりおりますますますます。。。。    

出来上出来上出来上出来上がったがったがったがった計画計画計画計画をををを基本基本基本基本にににに、、、、市民市民市民市民一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの」」」」防災防災防災防災にににに    
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対対対対するするするする意識意識意識意識をををを、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織

のののの拡大拡大拡大拡大やややや、、、、地域地域地域地域によるによるによるによる訓練訓練訓練訓練・・・・講習会講習会講習会講習会をををを行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、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るためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からのからのからのからの

意識付意識付意識付意識付けがけがけがけが重要重要重要重要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、、、、学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける防災教育防災教育防災教育防災教育のののの

重要性重要性重要性重要性をををを再認識再認識再認識再認識してもらうためしてもらうためしてもらうためしてもらうため、、、、小中学校教職員小中学校教職員小中学校教職員小中学校教職員をををを対象対象対象対象にににに

講演会講演会講演会講演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、、、、小学生小学生小学生小学生をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした防災教育防災教育防災教育防災教育のののの        

実施実施実施実施などなどなどなど、、、、災害災害災害災害についてについてについてについて学学学学ぶためのぶためのぶためのぶための環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。    

人口人口人口人口のののの減少減少減少減少やややや少子化少子化少子化少子化などによりなどによりなどによりなどにより、、、、惜惜惜惜しまれつつもしまれつつもしまれつつもしまれつつも閉校閉校閉校閉校とととと

なりましたなりましたなりましたなりました旧稚内商工高等学校旧稚内商工高等学校旧稚内商工高等学校旧稚内商工高等学校はははは、、、、稚内大谷高校稚内大谷高校稚内大谷高校稚内大谷高校のののの学校学校学校学校        

校舎校舎校舎校舎としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育やややや社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設としてとしてとしてとしてのののの活用活用活用活用

をををを図図図図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えておえておえておりますりますりますります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、市内市内市内市内をををを一望一望一望一望できできできできるるるる高台高台高台高台にににに位置位置位置位置してしてしてしているためいるためいるためいるため、、、、        

災害時災害時災害時災害時にににに活用活用活用活用するにはするにはするにはするには、、、、とてもとてもとてもとても適適適適ししししているているているている場所場所場所場所であることであることであることであること

からからからから、、、、国国国国、、、、北海道北海道北海道北海道、、、、関関関関係機関係機関係機関係機関とととと連携連携連携連携しししし、、、、総合的総合的総合的総合的なななな災害対応災害対応災害対応災害対応

のののの機能機能機能機能をををを有有有有するするするする防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてとしてとしてとして、、、、一部一部一部一部をををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたい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。。。。    

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、「、「、「、「緑緑緑緑・・・・富岡環富岡環富岡環富岡環状通状通状通状通」」」」のののの        

拡幅工事拡幅工事拡幅工事拡幅工事にににに着手着手着手着手しておりしておりしておりしており、、、、本年本年本年本年はははは「「「「朝日朝日朝日朝日１１１１号橋号橋号橋号橋」」」」やややや「「「「栄通栄通栄通栄通」」」」

をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした 260260260260ｍｍｍｍ区間区間区間区間をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。    
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既存既存既存既存のののの市道市道市道市道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、、、、市街地市街地市街地市街地 201201201201 ㎞㎞㎞㎞についてについてについてについて、、、、路路路路

面状況面状況面状況面状況のののの調査調査調査調査をををを行行行行いいいい、、、、緊急度緊急度緊急度緊急度をををを見据見据見据見据えながらえながらえながらえながら舗装補修舗装補修舗装補修舗装補修をををを進進進進

めるめるめるめるほかほかほかほか、、、、「「「「潮見潮見潮見潮見がががが丘通丘通丘通丘通」」」」やややや「「「「栄栄栄栄２２２２条通条通条通条通」」」」などなどなどなど生活道路生活道路生活道路生活道路をををを        

順次順次順次順次、、、、整備整備整備整備していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

公園公園公園公園のののの整備整備整備整備でででではははは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの避難場所避難場所避難場所避難場所やややや市民市民市民市民のののの憩憩憩憩いのいのいのいの場所場所場所場所

としてとしてとしてとして、、、、引引引引きききき続続続続きききき稚内公園稚内公園稚内公園稚内公園のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてめてめてめてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

水道事業水道事業水道事業水道事業ではではではでは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした導水管等導水管等導水管等導水管等のののの布設替布設替布設替布設替えやえやえやえや、、、、            

災害発生等災害発生等災害発生等災害発生等におけるにおけるにおけるにおける緊急時緊急時緊急時緊急時のののの給水拠点給水拠点給水拠点給水拠点をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための    

配水管配水管配水管配水管のののの改良改良改良改良をををを進進進進めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、市民生活市民生活市民生活市民生活のののの安心安心安心安心のためのためのためのため、、、、            

ライフラインのライフラインのライフラインのライフラインの確保確保確保確保にににに万全万全万全万全をををを期期期期しますしますしますします。。。。    

本市本市本市本市のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである水産等水産等水産等水産等のののの基盤基盤基盤基盤をををを支支支支えるえるえるえる、、、、港湾港湾港湾港湾のののの    

整備整備整備整備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、、、、第一副港第一副港第一副港第一副港などなどなどなどのののの稚内港稚内港稚内港稚内港のののの改修改修改修改修やややや、、、、利利利利

礼航路礼航路礼航路礼航路のののの利便性利便性利便性利便性をををを高高高高めるめるめるめる「「「「ボーディングボーディングボーディングボーディングブリッジブリッジブリッジブリッジ」」」」のののの整備整備整備整備、、、、

水産物供給基地機能等水産物供給基地機能等水産物供給基地機能等水産物供給基地機能等のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる宗谷港宗谷港宗谷港宗谷港のののの改修改修改修改修などをなどをなどをなどを    

進進進進めてめてめてめてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅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、、、、市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの個別改善個別改善個別改善個別改善などなどなどなど、、、、入入入入

居者居者居者居者のののの住環境住環境住環境住環境のののの改善改善改善改善にににに、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、努努努努めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。またまたまたまた、、、、            

一一一一戸建戸建戸建戸建てのてのてのての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をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断やややや

改修改修改修改修にににに対対対対するするするする補助補助補助補助もももも推進推進推進推進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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新新新新年年年年度度度度はははは、、、、都市都市都市都市基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの方向性方向性方向性方向性やややや、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用のありのありのありのあり方方方方

などなどなどなど、、、、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本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めているめているめているめている「「「「稚内市都市計稚内市都市計稚内市都市計稚内市都市計

画画画画マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン」」」」がががが、、、、策定策定策定策定からからからから 10101010 年以上経過年以上経過年以上経過年以上経過しておりしておりしておりしており、、、、

防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のののの変化変化変化変化やややや、、、、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

推進推進推進推進などなどなどなど、、、、社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化しているしているしているしている現状現状現状現状をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、

本市本市本市本市のののの現状現状現状現状やややや課題課題課題課題をををを整理整理整理整理しししし、、、、本計画本計画本計画本計画のののの改定作業改定作業改定作業改定作業をををを進進進進めてめてめてめていいいい

ききききますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設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、、、、機能機能機能機能やややや利用状況利用状況利用状況利用状況、、、、経費経費経費経費、、、、            

老朽化老朽化老朽化老朽化のののの度合度合度合度合いなどをいなどをいなどをいなどを総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断しししし、、、、今後今後今後今後においてにおいてにおいてにおいて、、、、        

本市本市本市本市のののの規模規模規模規模にににに見合見合見合見合ったったったった、、、、適正適正適正適正なななな配置配置配置配置やややや整備整備整備整備をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、

「「「「公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画」」」」のののの策策策策定定定定にににに着手着手着手着手しますしますしますします。。。。    

ススススポーツポーツポーツポーツ都市宣言都市宣言都市宣言都市宣言のまちとしてのまちとしてのまちとしてのまちとして、、、、かねてからかねてからかねてからかねてから稚内市体育稚内市体育稚内市体育稚内市体育

館館館館やカーリングやカーリングやカーリングやカーリング場場場場のののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが著著著著しいことからしいことからしいことからしいことから、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

早期早期早期早期のののの改修改修改修改修がががが求求求求められてめられてめられてめられていいいいましたましたましたました。。。。    

様々様々様々様々なななな検討検討検討検討のののの中中中中でででで、、、、体育館体育館体育館体育館とカーリングとカーリングとカーリングとカーリング場場場場がががが併用併用併用併用できるできるできるできる

施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、関係関係関係関係者者者者のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの協議協議協議協議をををを進進進進めてきましたのでめてきましたのでめてきましたのでめてきましたので、、、、

ぜひそのぜひそのぜひそのぜひその実現実現実現実現をををを図図図図りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。    

先先先先のののの一般行政報告一般行政報告一般行政報告一般行政報告でもでもでもでも申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、新年度新年度新年度新年度はははは        

デジタルテレビデジタルテレビデジタルテレビデジタルテレビ中継局中継局中継局中継局のののの整備整備整備整備をををを行行行行いいいい、、、、テレビテレビテレビテレビ北海道北海道北海道北海道のののの視聴視聴視聴視聴

がががが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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テレビがテレビがテレビがテレビが私私私私たちのたちのたちのたちの生活生活生活生活にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな情報媒体情報媒体情報媒体情報媒体になっているになっているになっているになっている

今日今日今日今日、、、、市民生活市民生活市民生活市民生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上、、、、またまたまたまた、、、、道内道内道内道内のののの他他他他地域地域地域地域とのとのとのとの情報情報情報情報

格差格差格差格差がががが解消解消解消解消されるものとされるものとされるものとされるもの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。。。。    

    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援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、、、、本市本市本市本市のののの重要課題重要課題重要課題重要課題としてとしてとしてとして、、、、ここここ

れまでもれまでもれまでもれまでも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、、、、家庭児童相談家庭児童相談家庭児童相談家庭児童相談・・・・児童福祉相談窓口児童福祉相談窓口児童福祉相談窓口児童福祉相談窓口のののの開設開設開設開設などなどなどなど、、、、支援支援支援支援

施策施策施策施策をををを充実充実充実充実してしてしてしてまいりまいりまいりまいりしたしたしたした。。。。    

    それらにそれらにそれらにそれらに加加加加ええええ、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを充実充実充実充実するためするためするためするため、、、、    

「「「「給食費負担給食費負担給食費負担給食費負担のののの半減半減半減半減」」」」とととと「「「「学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所とととと児童館児童館児童館児童館のののの建設建設建設建設」」」」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。。。。    

「「「「給食費負担給食費負担給食費負担給食費負担のののの半減半減半減半減」」」」にににに関関関関ししししましましましましてはてはてはては、、、、子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯のののの保保保保

護者負担護者負担護者負担護者負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、所得制限所得制限所得制限所得制限をををを設設設設けけけけたうえでたうえでたうえでたうえで、、、、学学学学

校給食費校給食費校給食費校給食費のののの半額半額半額半額をををを助成助成助成助成しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、緑地区緑地区緑地区緑地区にににに地域活動地域活動地域活動地域活動のののの活性化活性化活性化活性化とととと、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

をををを図図図図るためるためるためるため、、、、活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点センターとセンターとセンターとセンターと学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所、、、、児童館児童館児童館児童館をををを        

併設併設併設併設したしたしたした、、、、多機能型施設多機能型施設多機能型施設多機能型施設のののの整備整備整備整備にににに着手着手着手着手しますしますしますします。。。。平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度

のののの建設着工建設着工建設着工建設着工にににに向向向向けけけけ、、、、本年本年本年本年はははは実施設計実施設計実施設計実施設計・・・・地質調査測量地質調査測量地質調査測量地質調査測量をををを行行行行いいいい

ますますますます。。。。    
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    地域医療地域医療地域医療地域医療をををを守守守守るるるる体制体制体制体制づくりについてはづくりについてはづくりについてはづくりについては、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも、、、、        

市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院のののの医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする、、、、医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者

のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、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、、、、対応対応対応対応してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ましたましたましたました。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、本年本年本年本年４４４４月月月月からからからから、、、、数年途絶数年途絶数年途絶数年途絶えていたえていたえていたえていた自治医大自治医大自治医大自治医大かかかか

らのらのらのらの医師医師医師医師１１１１名名名名のののの派遣派遣派遣派遣がががが、、、、復活復活復活復活することとなりましたすることとなりましたすることとなりましたすることとなりました。。。。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、、、、医療体制医療体制医療体制医療体制のののの確保確保確保確保にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

またまたまたまた、、、、地地地地域域域域のののの「「「「かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医」」」」となるとなるとなるとなる開業医誘致開業医誘致開業医誘致開業医誘致についについについについ

てはてはてはては、、、、昨年昨年昨年昨年もももも新新新新たにたにたにたに１１１１件件件件がががが開業開業開業開業しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

医師医師医師医師のののの確保確保確保確保にはにはにはには、、、、徐々徐々徐々徐々にににに成果成果成果成果がががが現現現現れれれれているとているとているとていると思思思思ってってってっておりおりおりおり

ますがますがますがますが、、、、医師医師医師医師をををを定着定着定着定着させさせさせさせ、、、、地域地域地域地域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にはするにはするにはするには、、、、医医医医

師師師師のののの労働環境労働環境労働環境労働環境のののの改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様ののののごごごご理解理解理解理解とごとごとごとご協協協協

力力力力がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思ってってってっておりおりおりおりますますますます。。。。    

    住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで、、、、安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療サービスをサービスをサービスをサービスを受受受受けられるけられるけられるけられる

ようようようよう、、、、必要必要必要必要としているとしているとしているとしている診療科診療科診療科診療科のののの医師確保医師確保医師確保医師確保やややや開業医誘致開業医誘致開業医誘致開業医誘致にににに        

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、、、、地域地域地域地域でででで医療体制医療体制医療体制医療体制をををを支支支支えるえるえるえ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。。。。    

    我我我我がががが国国国国ではではではでは毎年毎年毎年毎年 12121212 万人万人万人万人がががが胃胃胃胃がんとがんとがんとがんと診断診断診断診断されされされされ、、、、年間年間年間年間            
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約約約約５５５５万万万万人人人人のののの方方方方がががが亡亡亡亡くなっておりくなっておりくなっておりくなっており、、、、がんのがんのがんのがんの死因死因死因死因ではではではでは肺肺肺肺がんにがんにがんにがんに

次次次次いでいでいでいで多多多多いのがいのがいのがいのが胃胃胃胃がんでがんでがんでがんでありまありまありまありますすすす。。。。    

    北海道大学北海道大学北海道大学北海道大学とととと市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院、、、、そしてそしてそしてそして本本本本市市市市がががが連携連携連携連携しししし、、、、胃胃胃胃がががが

んんんん発症抑制発症抑制発症抑制発症抑制にににに繋繋繋繋がるがるがるがる除菌方法除菌方法除菌方法除菌方法についてについてについてについて、、、、若年層若年層若年層若年層をををを対象対象対象対象としとしとしとし

たたたた““““ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌””””除菌研究事業除菌研究事業除菌研究事業除菌研究事業をををを 25252525年度年度年度年度行行行行ってってってってまいりままいりままいりままいりましたしたしたした。。。。

そのそのそのその結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ、、、、本年本年本年本年はははは、、、、市単独市単独市単独市単独でででで、、、、高校生高校生高校生高校生をををを対象対象対象対象にににに““““ピピピピ

ロリロリロリロリ菌菌菌菌””””検査検査検査検査とととと除菌治療除菌治療除菌治療除菌治療をををを無料無料無料無料でででで実施実施実施実施いたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

    このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも例例例例がががが少少少少なくなくなくなく、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして除菌除菌除菌除菌

までまでまでまで行行行行うのはうのはうのはうのは道内道内道内道内ではではではでは初初初初めてめてめてめてだとだとだとだ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。。。。    

    若若若若いうちからいうちからいうちからいうちから、、、、健康健康健康健康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もっていただきをもっていただきをもっていただきをもっていただき、、、、        

胃胃胃胃がんのリスクをがんのリスクをがんのリスクをがんのリスクを抑抑抑抑制制制制するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、自身自身自身自身のののの健康管理健康管理健康管理健康管理にににに    

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んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思ってってってっておりおりおりおりますますますます。。。。    

    高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの支援対策支援対策支援対策支援対策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、、、、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ホーホーホー

ムのムのムのムの増床増床増床増床やグループホームのやグループホームのやグループホームのやグループホームの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、第第第第５５５５期期期期    稚内市介護稚内市介護稚内市介護稚内市介護

保険事業計画保険事業計画保険事業計画保険事業計画にあるにあるにあるにある施設整備施設整備施設整備施設整備はははは、、、、全全全全てててて計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり実現実現実現実現いたいたいたいた

しましたしましたしましたしました。。。。    

    またまたまたまた、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、市内事業者市内事業者市内事業者市内事業者のののの協力協力協力協力によるによるによるによる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、、、、認知症認知症認知症認知症のののの方方方方やややや、、、、そのそのそのそのごごごご家族家族家族家族をををを温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守るるるる支援者支援者支援者支援者・・・・        
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応援者応援者応援者応援者となるとなるとなるとなる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などなどなどなど、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様やややや

関係者関係者関係者関係者ののののごごごご協力協力協力協力をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、地域地域地域地域でででで支支支支えるえるえるえる体制体制体制体制づくりをづくりをづくりをづくりを    

さらにさらにさらにさらに進進進進めてめてめてめてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

    高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口のののの割合割合割合割合はははは、、、、これからもますますこれからもますますこれからもますますこれからもますます増加増加増加増加しますしますしますします。。。。

今後今後今後今後もももも医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護、、、、予防予防予防予防、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった「「「「地域地域地域地域

包括包括包括包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム」」」」のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、地域地域地域地域でででで        

支支支支ええええ合合合合いいいい、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが元気元気元気元気でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちをらせるまちをらせるまちをらせるまちを目指目指目指目指しましましましま

すすすす。。。。    
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四四四四つつつつ目目目目のののの、「、「、「、「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ででで

ありまありまありまありますがすがすがすが、、、、    

    本市本市本市本市ではではではでは、、、、市民一人市民一人市民一人市民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高高高高めめめめ、、、、

実践実践実践実践することをすることをすることをすることを誓誓誓誓いいいい「「「「環境都市宣言環境都市宣言環境都市宣言環境都市宣言」」」」をををを行行行行ってってってって、、、、市民市民市民市民、、、、            

事業者事業者事業者事業者、、、、市市市市がががが協働協働協働協働しししし、、、、新新新新・・・・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やゴミのやゴミのやゴミのやゴミの        

分別分別分別分別・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル、、、、植樹植樹植樹植樹などなどなどなど環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動のののの取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めめめめ

ておりておりておりておりますますますます。。。。    

特特特特にににに、、、、新新新新・・・・省省省省エネルエネルエネルエネルギーのギーのギーのギーの推進推進推進推進ではではではでは、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも「「「「稚内稚内稚内稚内

市地球温暖化対策実行計画市地球温暖化対策実行計画市地球温暖化対策実行計画市地球温暖化対策実行計画」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、風力風力風力風力をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした

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導入導入導入導入やややや、、、、事業所事業所事業所事業所・・・・家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける            

省省省省エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを推進推進推進推進しししし、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの原因原因原因原因とされているとされているとされているとされている        

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取取取取りりりり組組組組んでまいりまんでまいりまんでまいりまんでまいりましたしたしたした。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、計画計画計画計画のののの目標目標目標目標としているとしているとしているとしている、、、、平成平成平成平成 32323232 年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素のののの排出量排出量排出量排出量 25252525％％％％のののの削減削減削減削減にににに対対対対してしてしてして、、、、平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度にににに

おいてはおいてはおいてはおいては、、、、18181818．．．．2222％％％％のののの削減削減削減削減をををを達成達成達成達成しておりしておりしておりしており、、、、今後今後今後今後においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、

さらなるさらなるさらなるさらなる削減削減削減削減にににに向向向向けけけけ、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみ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。。。。    

我我我我がががが国国国国ではではではでは、、、、福島原発福島原発福島原発福島原発のののの事故以来事故以来事故以来事故以来、、、、電力電力電力電力のののの安定供給安定供給安定供給安定供給がががが求求求求

められておりめられておりめられておりめられており、、、、電力電力電力電力のののの供給不足供給不足供給不足供給不足からからからから、、、、ここここここここ数年数年数年数年、、、、節電対策節電対策節電対策節電対策

がががが講講講講じられてきましたがじられてきましたがじられてきましたがじられてきましたが、、、、こうしたこうしたこうしたこうした節約節約節約節約のののの努力努力努力努力とととと同時同時同時同時にににに、、、、
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限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源をををを、、、、無駄無駄無駄無駄なくなくなくなく賢賢賢賢くくくく利用利用利用利用するするするする新新新新たなシステムとたなシステムとたなシステムとたなシステムと

してしてしてして、、、、「「「「スマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティ」」」」のののの研究研究研究研究がががが、、、、全国各地全国各地全国各地全国各地でででで始始始始まままま

っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

本市本市本市本市におにおにおにおきましきましきましきましてもてもてもても、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを

取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、電気電気電気電気とととと熱熱熱熱をををを効率効率効率効率よくよくよくよく利用利用利用利用するするするする「「「「自立分散型自立分散型自立分散型自立分散型エネエネエネエネ

ルギールギールギールギーネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」のののの構築構築構築構築によるによるによるによる、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消にににに向向向向けたけたけたけた実実実実

現可能性調査現可能性調査現可能性調査現可能性調査をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

またまたまたまた、、、、新年度新年度新年度新年度ではではではでは、、、、環境環境環境環境エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー展展展展のののの開催開催開催開催やややや、、、、青少青少青少青少        

年科学館年科学館年科学館年科学館におけるスマートコミュニティにおけるスマートコミュニティにおけるスマートコミュニティにおけるスマートコミュニティ体験体験体験体験コーナーのコーナーのコーナーのコーナーの        

設置設置設置設置ななななどをどをどをどを行行行行いいいい、、、、近未来近未来近未来近未来におけるにおけるにおけるにおける低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会をををを市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様

にににに実感実感実感実感していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。    

ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別、、、、リサイクルについてはリサイクルについてはリサイクルについてはリサイクルについては、、、、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協協協

力力力力によりによりによりにより、、、、ごみのごみのごみのごみの排出量排出量排出量排出量はははは減少減少減少減少しししし、、、、一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場

のののの延命化延命化延命化延命化もももも見込見込見込見込まれまれまれまれ、、、、確実確実確実確実にににに成果成果成果成果がががが上上上上がってがってがってがっておりおりおりおりますますますます。。。。    

本年本年本年本年からからからから、、、、使用済小型電子機器等使用済小型電子機器等使用済小型電子機器等使用済小型電子機器等のののの回収回収回収回収をををを開始開始開始開始いたいたいたいたしましましましま

すすすす。。。。市内市内市内市内３３３３カカカカ所所所所にににに回収回収回収回収ボックスをボックスをボックスをボックスを設置設置設置設置しししし、、、、買買買買いいいい替替替替えなどでえなどでえなどでえなどで

廃棄廃棄廃棄廃棄されるされるされるされる、、、、電話機電話機電話機電話機やビデオやビデオやビデオやビデオ機器機器機器機器などのなどのなどのなどの回収回収回収回収をををを行行行行いいいい、、、、ごみごみごみごみ

のののの減量化減量化減量化減量化、、、、再資源化再資源化再資源化再資源化をををを図図図図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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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、、、、分別分別分別分別やリサイクルのやリサイクルのやリサイクルのやリサイクルの周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発のののの強化強化強化強化

やややや、、、、「「「「資源物集団回収奨励金制度資源物集団回収奨励金制度資源物集団回収奨励金制度資源物集団回収奨励金制度」」」」のののの活用活用活用活用によによによによるるるる地域活動地域活動地域活動地域活動のののの

促進促進促進促進などなどなどなど、、、、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめてまままま

いりいりいりいりますますますます。。。。    
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五五五五つつつつ目目目目のののの「「「「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づくりづくりづくり」」」」についについについについ

ててててでありますでありますでありますでありますがががが、、、、    

本市本市本市本市のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの基本原則基本原則基本原則基本原則はははは、「、「、「、「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例」」」」にあるにあるにあるにある

とおりとおりとおりとおり、「、「、「、「参画参画参画参画・・・・情報共有情報共有情報共有情報共有・・・・協働協働協働協働」」」」でありますでありますでありますであります。。。。    

まちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくりは、、、、行政行政行政行政のみがのみがのみがのみが進進進進めるのではなくめるのではなくめるのではなくめるのではなく、、、、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、、、、一体一体一体一体になってになってになってになって進進進進めていかなければなりませめていかなければなりませめていかなければなりませめていかなければなりませ

んんんん。。。。市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様とととと行政行政行政行政がががが信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを築築築築きききき、、、、目標目標目標目標とするとするとするとする将来将来将来将来

像像像像へともにへともにへともにへともに前進前進前進前進することがすることがすることがすることが、、、、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本基本基本基本であるとであるとであるとであると考考考考

えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。    

私私私私はははは、、、、市市市市のののの職員職員職員職員にはにはにはには、、、、行政行政行政行政のののの仕事仕事仕事仕事についてについてについてについて、、、、積極的積極的積極的積極的にににに        

地域地域地域地域にににに出向出向出向出向きききき、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有にににに努努努努めめめめ、、、、自自自自らららら地域住民地域住民地域住民地域住民のののの

一人一人一人一人としてとしてとしてとして、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動やややや市民活動市民活動市民活動市民活動にもにもにもにも力力力力をををを発揮発揮発揮発揮してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい

とととと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、回数回数回数回数をををを重重重重ねてきましたねてきましたねてきましたねてきました「「「「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」」」」、、、、「「「「おでおでおでおで

かけミーティングかけミーティングかけミーティングかけミーティング」」」」等等等等はははは、、、、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意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場でででで

ももちろんありますけれどもももちろんありますけれどもももちろんありますけれどもももちろんありますけれども、、、、相互相互相互相互のののの理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、信頼関信頼関信頼関信頼関

係係係係をををを構築構築構築構築するするするする場場場場でもあるとでもあるとでもあるとでもあると思思思思ってってってっておりおりおりおりますますますます。。。。    

これからもこれからもこれからもこれからも、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの方方方方にににに参加参加参加参加いただきいただきいただきいただき、、、、私私私私もももも皆様皆様皆様皆様のののの

思思思思いをしっかりいをしっかりいをしっかりいをしっかり受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、地域地域地域地域のののの課題課題課題課題をともにをともにをともにをともに考考考考ええええ、、、、克服克服克服克服
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していきしていきしていきしていきたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動やややや市民活動市民活動市民活動市民活動にににに

対対対対してはしてはしてはしては、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん行政行政行政行政がしっかりがしっかりがしっかりがしっかりサポートしてサポートしてサポートしてサポートしていかなけいかなけいかなけいかなけ

ればいけないとればいけないとればいけないとればいけないと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。    

昨年昨年昨年昨年からからからから「「「「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人材育成講座人材育成講座人材育成講座人材育成講座」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様とととと市職員市職員市職員市職員にににに一緒一緒一緒一緒にににに受講受講受講受講していただきしていただきしていただきしていただき、、、、団体団体団体団体やややや    

地域地域地域地域でででで行行行行うううう「「「「話話話話しししし合合合合いいいい」」」」のののの場場場場においてにおいてにおいてにおいて意見意見意見意見をををを引引引引きききき出出出出すすすす、、、、        

ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター（（（（司会進行役司会進行役司会進行役司会進行役））））のののの育成育成育成育成をををを行行行行ってってってってまいりままいりままいりままいりま

したしたしたした。。。。    

受講修了者受講修了者受講修了者受講修了者にはにはにはには、、、、様々様々様々様々なななな市民活動市民活動市民活動市民活動へのへのへのへの参加参加参加参加とともにとともにとともにとともに、、、、        

市市市市がががが主催主催主催主催するするするする会議等会議等会議等会議等ではではではでは、、、、積極的積極的積極的積極的なななな発言発言発言発言などなどなどなど、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

のののの原動力原動力原動力原動力としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍していただしていただしていただしていただきたいときたいときたいときたいと期待期待期待期待をしておりをしておりをしておりをしておりまままま

すすすす。。。。    

新年度新年度新年度新年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして、、、、宝来地区宝来地区宝来地区宝来地区、、、、

東地区東地区東地区東地区、、、、富岡富岡富岡富岡・はまなす・はまなす・はまなす・はまなす地区地区地区地区にににに次次次次いでいでいでいで、、、、４４４４番目番目番目番目にににになるなるなるなる            

南地区南地区南地区南地区にににに、、、、児童館児童館児童館児童館とととと学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所をををを併設併設併設併設したしたしたした多機能型多機能型多機能型多機能型のののの        

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ施設施設施設施設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ししし、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動のののの活性化活性化活性化活性化をををを    

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。。。。    

今後今後今後今後もももも、「、「、「、「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例」」」」のののの基本原則基本原則基本原則基本原則のもとのもとのもとのもと、、、、協働協働協働協働のまちのまちのまちのまち

づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進しししし、、、、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目指目指目指目指していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    
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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 26262626 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、、、、３３３３年前年前年前年前にににに皆様皆様皆様皆様からからからから市政市政市政市政のののの舵取舵取舵取舵取りをりをりをりを担担担担わせていただわせていただわせていただわせていただ

きききき、、、、このこのこのこのまちまちまちまちのののの未来未来未来未来をををを託託託託していただいたことにしていただいたことにしていただいたことにしていただいたことに、、、、大大大大きなきなきなきな        

責任責任責任責任をををを感感感感じているとじているとじているとじていると同時同時同時同時にににに、、、、喜喜喜喜びもびもびもびも感感感感じてじてじてじておりおりおりおりますますますます。。。。    

本市本市本市本市はははは国国国国境境境境というというというという地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性をををを有有有有していることからしていることからしていることからしていることから、、、、    

これまでこれまでこれまでこれまでもももも、、、、サハリンとのサハリンとのサハリンとのサハリンとの交流交流交流交流をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、海外海外海外海外にににに向向向向けけけけ

てててて様々様々様々様々なななな役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを期待期待期待期待しししし、、、、そしてそしてそしてそして期待期待期待期待されてされてされてされてまままま

いりいりいりいりましたましたましたました。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、３３３３年前年前年前年前のののの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契機契機契機契機としてとしてとしてとして、、、、世世世世のののの中中中中のののの

価値観価値観価値観価値観やややや判断基準判断基準判断基準判断基準がががが大大大大きくきくきくきく様変様変様変様変わりしわりしわりしわりし、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問題問題問題問題がががが

国家的課題国家的課題国家的課題国家的課題となっているとなっているとなっているとなっている今今今今、、、、今度今度今度今度はははは本市本市本市本市がががが有有有有するするするする再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーのポテンシャルにエネルギーのポテンシャルにエネルギーのポテンシャルにエネルギーのポテンシャルに対対対対しししし、、、、国国国国のののの内外内外内外内外からからからから大大大大きなきなきなきな期期期期

待待待待がががが集集集集まっていまっていまっていまっているとるとるとると考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。    

サハリンであれサハリンであれサハリンであれサハリンであれ、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーであれエネルギーであれエネルギーであれエネルギーであれ、、、、まさにまさにまさにまさに本本本本

市市市市をををを大大大大きくきくきくきく変貌変貌変貌変貌させるさせるさせるさせる要素要素要素要素でありでありでありであり、、、、我我我我がまちのがまちのがまちのがまちの未来未来未来未来をををを拓拓拓拓くくくく

““““鍵鍵鍵鍵””””でででであああありますりますりますります。。。。    
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私私私私はははは、、、、就任時就任時就任時就任時のののの所信表明所信表明所信表明所信表明でででで、「、「、「、「稚内稚内稚内稚内のののの未来未来未来未来にににに向向向向けたけたけたけた発展発展発展発展をををを

望望望望むすべてのむすべてのむすべてのむすべての市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの““““幸幸幸幸せせせせ””””のためのためのためのため、、、、誠心誠意誠心誠意誠心誠意誠心誠意、、、、            

努力努力努力努力していくしていくしていくしていく」」」」とととと誓誓誓誓いましたいましたいましたいました。。。。このこのこのこの誓誓誓誓いいいいはははは、、、、今今今今もももも私私私私のののの胸胸胸胸にににに

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと刻刻刻刻まれてまれてまれてまれていますいますいますいます。。。。    

任期任期任期任期はははは残残残残りりりり１１１１年年年年となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに    

輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい未来未来未来未来をををを築築築築いていくためいていくためいていくためいていくため、、、、もとよりもとよりもとよりもとより自分自身自分自身自分自身自分自身がががが先頭先頭先頭先頭

にににに立立立立ちちちち、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと走走走走りりりり続続続続けていきたいけていきたいけていきたいけていきたい、、、、そのようにそのようにそのようにそのように思思思思っっっっ

ておりますておりますておりますております。。。。    

    市民市民市民市民のののの皆様並皆様並皆様並皆様並びにびにびにびに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におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、

なおなおなおなお一層一層一層一層、、、、ごごご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賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、

私私私私のののの市政執行方針市政執行方針市政執行方針市政執行方針をををを終終終終わりわりわりわりますますますます。。。。    


