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はじめに 

 

平成２９年第１回定例会にあたり、市政執行への私の所信と施策を

申し上げます。 

 

現在、国では、少子高齢化に歯止めをかけ、地域の人口減少と地域

経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保することをめざし

て「地方創生」を進めております。 

本市は、国が地方創生を掲げる前から「第８次三笠市総合計画」に

基づき、まちの再生に向けて動き出していたことに加え、「三笠市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進により、確実に良い方向に向

かっています。 

私は、この流れを止めることなく、また、甘んじることなく、新し

い発想をさらに取り入れた中で着実にまちづくりを進め、「希望に満

ちた元気産業都市づくり」に全力をあげて取り組んでまいりますので、

市民ならびに市議会議員のみなさんの特段のご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

１．市政に臨む基本姿勢 

ここで、まちづくりに臨む基本姿勢について申し上げます。 

 １つ目として、行政判断の基本は、本市の市益・市民益にあると考

えていること、２つ目は、人口減少対策として徹底した経済・産業活

性に取り組まなければならないと考えていること、この２つの基本的

な考え方に基づき、今後も市政運営の判断をしてまいりたいと考えて

おります。 
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２．主要な施策の推進 

次に、総合計画の基本目標に基づき、本年度の主要な施策の推進に

ついて申し上げます。 

 

（人が育つまち三笠） 

はじめに、「人が育つまち三笠」についてであります。 

 

次代を担う子どもたちが、たくましく生きる力と思いやりのある豊

かな心を育み、家庭・学校・地域の連携により、元気に学びながら成

長できるよう、学習や文化・スポーツ環境の充実を図るとともに、子

育てしやすい環境の充実に努めてまいります。 

また、市立三笠高等学校については、開校年度から調理・製菓の各

種コンクールにチャレンジし、全国優勝を果たすなど輝かしい成績を

収めており、市民に元気を与えています。 

これらの実績を踏まえ、調理技術のスキルアップや専門的知識・経

営力のさらなる向上を図り、食のスペシャリストとしての総合力を身

に付けさせるため、高校生レストランのオープンに向け、しっかりと

準備を進めてまいります。 

さらに、だれもが気軽にスポーツやレクリエーションに親しみ、健

康増進を図ることができる環境づくりや、地域に根ざした社会教育な

どを通じ、生きがいのある充実した人生をすごすことができるまちづ

くりを進めてまいります。 

 

（人が元気で働けるまち三笠） 

次に、「人が元気で働けるまち三笠」についてであります。 

 

経済・産業活性の取り組みについては、引き続き産業界と議論を行
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い、既存制度の拡充も含め、必要な制度創設に向けて検討してまいり

ます。 

農業については、日本型直接支払事業を引き続き実施するほか、新

規就農者や農業後継者の育成・確保にも取り組んでまいります。 

また、玉葱の収量向上対策として圃場の地力回復を行う玉葱生産性

改善事業を実施するほか、農業者自らが行う農地の排水対策について

は、市独自の小規模排水等整備事業により基盤整備を推進してまいり

ます。 

さらに、農産物の販路拡大に向け、農業団体等と連携し地元で生産

される農産物のブランド化、道内外で開催されるフェア等に積極的に

参加するとともに、都市と農村の交流を促進するため、農業体験ツア

ーなどの受け入れ農業者の拡大を図り、地元農産物の魅力を発信し、

さらなる交流人口の増加と地域経済の活性化を図ってまいります。 

商工業及び起業化については、引き続き商工業活性化事業やる気応

援補助金などの制度により、新たな事業や起業者に対する支援を行い、

地域経済の活性化に努めてまいります。 

また、食に対する取り組みとして、商工業者・三笠ジオパーク・三

笠高校などが連携し、地場産品を活用した商品開発や販売促進を進め、

三笠ならではの特産品開発に取り組んでまいります。 

さらに、三笠高校生による高校生レストランを起点とした「食街道

づくり」をめざし、農業やジオパークとも連動した食による観光づく

りを推進するとともに、本市の特色や地域資源を活かし、食をまちづ

くりの中心に据え、市民、事業者、関係団体、市が協働して地域活性

化を図るため「食のまちづくり基本条例」の制定に向けた取り組みを

進めてまいります。 

旧商工会館跡地を中心とした中心市街地再整備については、市民の

利便性向上と地域経済の活性化を図り、新たな都市づくりに努め、商
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業・観光・交通などの要所となる施設整備に向け、取り組んでまいり

ます。 

石炭地下ガス化の取り組みについては、基礎実験を行い必要な基礎

データを蓄積するほか、室蘭工業大学による、市内山林で引き続き実

施されるフィールド実験をサポートし、調査研究を進めてまいります。 

企業誘致については、民間の信用調査会社等と連携し、企業へのア

プローチを図っていくと同時に、既存企業の課題などの把握にも努め、

市内企業が安定した企業運営のもと、市民の雇用機会の充実や産業の

活性化を促進してまいります。 

 雇用・労働環境については、関連する市内団体との連携や広域団体

とともに実施している事業に取り組みながら、市内労働環境の改善や

人材育成などに努めていくほか、労働者への生活・教育資金の融資政

策を継続してまいります。 

 また、失業者対策として、ハローワークなどとの連携による取り組

みや求人情報を発信し、雇用の拡大を図ってまいります。 

 観光については、本市の地域資源を最大限に活用し、交流人口の増

加を図ってまいります。 

本市の観光施設の一つである三笠鉄道村については、三笠トロッコ

鉄道などの相乗効果により、より一層の魅力づけを図るほか、ジオパ

ーク幌内エリアと連動した取り組みを実施してまいります。 

西桂沢地区のみかさ遊園については、隣接する桂沢国設スキー場と

あわせ、引き続き施設管理を徹底し、利用者の安全対策と利用促進に

努めてまいります。 

また、旅行業者等と連携し、三笠ならではの体験型観光の充実を図

るとともに、近年、増加傾向にあるサイクリング観光を受け入れる体

制の整備を進め、交流人口の増加と経済振興につなげてまいります。 
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（人が快適に生活を楽しむまち三笠） 

次に、「人が快適に生活を楽しむまち三笠」についてであります。 

 

交通環境については、今後も公共交通の維持、住民の足である市営

バスの運行を守るため、経費節減に努めながら運行維持を図ってまい

ります。 

また、市民の交通の利便性を向上させるとともに、移住・定住の促

進と観光による交流人口の増加をめざすため、高速道路を通過する都

市間高速バスの停留所設置に向けた関係機関への要望等に取り組ん

でまいります。 

冬の環境については、老朽化したロータリー除雪車を更新し、作業

の効率化を図るとともに、国や北海道と連携を取りながら、市民の重

要なライフラインである道路網の除排雪に努めてまいります。 

 また、ぬくもり除雪サービス事業を引き続き実施してまいります。 

環境衛生については、ごみの分別など適正排出によるリサイクルの

啓発を進め、ごみの減量に努めてまいります。 

また、市営墓地については、清住墓地の階段整備や弥生墓地にトイ

レを設置し、墓地の環境整備を進めてまいります。 

はじめ、

既存の市営住宅の改修を引き続き実施するとともに、市内各地に点在

する空き老朽市営住宅の計画的な除却を進め、地区内集約化を図って

まいります。 

また、子育て世帯等を対象とした岡山地区の道営住宅の整備につい

て、北海道と連携し早期完成に向け取り組んでまいります。 

個人住宅については、住まいのリフォーム助成事業や若者移住定住

促進家賃助成事業などを引き続き実施し、移住・定住の促進を図って

まいります。 
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上水道については、「水質検査計画」に基づき、水質管理の徹底を

図るとともに、計画的な配水管の改良と老朽管の更新を行い、有収率

の向上と効率的な業務執行に努めてまいります。 

下水道については、浸水対策として三笠第３排水区の整備を行うほ

か、老朽化した下水道浄化センターの機器の更新を行うとともに、施

設の適切な維持管理に努めてまいります。 

幾春別川総合開発事業については、新桂沢ダムの堤体工事が、本格

的に始まり、新桂沢及び三笠ぽんべつ両ダムの早期完成をめざし、着

実な工事の推進が図られるものと期待しております。 

また、ダム事業と並行し、桂沢湖周辺の開発についても、関係機関

との協議を進め、意見・要望が反映されるよう国等に要請してまいり

ます。 

森林資源の保護については、市有林環境保全整備事業や分収造林受

託事業を計画的に実施してまいります。 

道路・橋りょう・河川・公園については、計画的に整備するととも

に、道道関係の整備については、引き続き北海道へ要望してまいりま

す。 

情報通信については、ＮＴＴ光通信網が市内のほぼ全域に整備され

たことから、今後は観光や防災の拠点等における来訪者や住民の情報

収集等の利便性を高めるため、観光拠点及び防災拠点におけるＷｉ－

Ｆｉ環境の整備について研究してまいります。 

 

（人が安心して暮らせるまち三笠） 

次に、「人が安心して暮らせるまち三笠」についてであります。 

 

地域福祉については、小地域ネットワーク活動の充実や地域ぐるみ

で高齢者等を支えるための連携・協力体制をより一層推進するなど、
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地域から孤立することなく、安心して暮らすことのできる生活環境づ

くりに努めてまいります。 

生活保護については、法に基づき適正実施に努めるとともに、ハロ

ーワークとの連携や生活保護就労支援員の配置を継続し、就労及び自

立助長に努めてまいります。 

また、生活困窮者の自立支援については、生活保護に至っていない

生活困窮者に対する第２のセーフティーネットとして、広域連携によ

る相談支援等を包括的に取り組んでまいります。 

さらに、離職により住居を失った方、そのおそれがある方に対し、

家賃相当額を一定期間支給する住宅確保給付金を引き続き実施して

まいります。 

児童・母子・父子福祉については、「三笠市子ども・子育て支援事

業計画」に基づき、保育所・児童館の環境整備や本市独自の保育所使

用料助成事業、乳児紙おむつ購入費用助成事業、子育てサロン事業を

引き続き実施し、幼児期の保育・子育て支援の拡充や質の向上を進め

ることで子育てしやすい環境の充実を図るとともに市内経済の活性

化を推進してまいります。 

また、引き続き少子化対策として結婚を望む若い世代に対し、出会

いの場やきっかけづくりなどのサポートに努めてまいります。 

地域医療については、市民が安心して暮らし続けるための大切な社

会基盤であり、必要な医療が適切に受けられる環境を維持する必要が

あります。 

 そのため、市立病院においては、医師・看護師・医療技術者等の必

要な人材の確保に努め、市民が安心して医療を受けることができる環

境づくりを進めるとともに、外来・病棟機能の維持や在宅医療の充実

を図り、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で医療が受けられるよう、

各診療科、救急医療ならびに訪問看護事業等について、現行の体制を
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堅持してまいります。 

 また、昨年の市政懇談会において市民から寄せられた、意見、要望、

苦情等を踏まえ、患者の確保、サービスの向上にかかわる取り組みを

強化するとともに、経営改善にも改革的視点で取り組んでまいります。 

国民健康保険については、生活習慣病や疾病予防のため、人間ドッ

クなどの各種検診を引き続き実施するほか、保健指導事業や重症化予

防対策などが柱となる「データヘルス計画」を作り、健康寿命の延伸

や医療費の抑制に努めてまいります。 

また、平成３０年度からの広域化に向け、国の動きを注視しながら

健全な運営に努めてまいります。 

健康づくりについては、各種健康診査や健康教育のほか、各種運動

教室を引き続き実施してまいります。 

また、がん対策の一つとして、特定の年齢に達した方に対する各種

がん検診や肝炎ウイルス検診の費用を助成するほか、インフルエンザ

予防接種の費用助成事業を高校生まで拡充し実施してまいります。 

高齢者福祉については、「第６期三笠市高齢者保健福祉計画」に基

づく保健サービスや施設サービスなどを提供するほか、バス運賃の一

部助成や敬老祝い温泉入浴券助成事業、長寿祝い事業を引き続き実施

してまいります。 

介護保険については、「第６期三笠市介護保険事業計画」に基づき、

適正な介護認定及びサービス給付を進めるとともに、介護保険財政の

健全運営に努めるほか、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、

水中運動教室などの予防事業を引き続き実施してまいります。 

障がい者福祉については、「第４期三笠市障害者計画」に基づき、

障害福祉サービスのほか、コミュニケーション支援事業やタクシー料

金の一部助成等を引き続き実施してまいります。 

また、障がいがある児童を対象に、日常生活に必要な動作や集団で
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のコミュニケーションの取り方などを習得するための障害児通所支

援事業の事業化に向け取り組んでまいります。 

交通安全については、高齢運転者や飲酒運転による交通事故が社会

問題となっていることから、関係機関や各種団体と連携し、啓発活動

を積極的に進めてまいります。 

市民生活の安全対策については「空家等対策の推進に関する特別措

置法」に基づき、管理不全な空家等の所有者などに対し、管理指導を

徹底してまいります。 

防犯対策については、町内会などが行う防犯灯のＬＥＤ化などの支

援を引き続き実施してまいります。 

消費生活については、振り込め詐欺や悪質商法などによる被害の防

止を図るため、消費者協会を中心とした消費者被害防止ネットワーク

を活用し、関係機関と連携しながら啓発に努めてまいります。 

消防行政については、安全で安心なまちづくりのため、地域での防

火活動や救命率の向上をめざした講習会の開催、また、救急資機材の

更新を行い、救急業務の高度化を図ってまいります。 

火災予防対策については、住宅用火災警報器の設置指導などを徹底

するとともに、高齢者を重点に防火指導を推進してまいります。 

防災については、地域防災力の向上に向けて、引き続き自主防災組

織の結成を促進してまいります。 

 また、災害時に市民が安全に避難できるよう、ハザードマップを更

新するとともに、備蓄品の整備を進め、災害に強いまちづくりを推進

してまいります。 
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（人と自然が共存できるまち三笠） 

次に、「人と自然が共存できるまち三笠」についてであります。 

 

本市の歴史や資源を総合的に活用し、地域振興に寄与することを目

的に取り組んでいる三笠ジオパークについては、４年に一度の再審査

の年でありますが、引き続きジオパークとして認められるよう、しっ

かりと取り組んでまいります。 

ジオサイトの環境整備や学校教育と連携した活動などの事業を引

き続き実施していくとともに、農産物の収穫体験などの地域資源を活

かした魅力的な体験型ツアーの充実やダム事業などとの連携を図り、

ジオパークによる効果を最大限に発揮できるよう努めてまいります。 

また、都会の文化に親しむ機会の創出や新しいまちづくりのきっか

けにもつなげるため、市民の元気づくり講演会を引き続き実施してま

いります。 

 

（人が未来に向かって夢を育めるまち三笠） 

最後に、「人が未来に向かって夢を育めるまち三笠」についてであ

ります。 

 

協働・市民参加については、協働のまちづくり推進事業補助金の活

用により、地域住民と連携した地域づくりをめざしてまいります。 

また、市政懇談会や多くの審議会・委員会のほか、三笠市未来創造

会議や三笠市主要団体協議会などを必要により開催し、意見交換に努

めてまいります。 

コミュニティ活動については、引き続き連合町内会の活動を支援す

るほか、市役所が市民により近い存在になるよう地区市民センターに

出向き、相談活動を行うほか、集いの場としてのコミュニティ拠点の
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強化を図ってまいります。 

行政運営については、公共施設の修繕として、毎年計画的に緊急性

を考慮しながら実施するとともに、更新・統廃合・長寿命化などを図

ってまいります。 

財政運営については、今後、地方交付税の削減も懸念されることか

ら、事務事業の見直しなどにより歳出の削減を図るとともに、使用

料・手数料などの適正化など収入確保に努め、健全な財政運営に努め

てまいります。 

本市の重要な財源である市税などについては、市民の納税意識の高

揚を図るとともに、引き続き納税に誠意の見られない滞納者には法的

措置による滞納処分を実施することで、市民負担の公平化に努めてま

いります。 

移住定住促進については、引き続き施策をテレビＣＭなどでＰＲす

るほか、地域おこし協力隊制度の活用により、将来的に地域に定着し、

活躍できる人材の確保に努めてまいります。 

さらに、遠距離通勤者に対し通勤費用の一部を助成し、より通勤し

やすい環境を創出するとともに、本市が札幌圏を含む近隣都市圏の通

勤圏内であることを強くアピールし、移住及び市民の定住促進に努め

てまいります。 

また、農業・観光・文化・歴史など、さまざまな情報を広く発信す

るため、一昨年に制定した「三笠市特命大使条例」に基づき、必要に

より大使を派遣し、本市のさらなる発展に努めてまいります。 
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むすび 

 

私は、「三笠市未来づくり基本条例」に基づき、これまで先人が築

き上げてきた誇りと豊かな自然・歴史・文化、そして協働の精神によ

って築かれたこのまちを継承するとともに、安全・安心で快適に暮ら

せるまちを構築してまいります。 

また、次代を担う子どもたちが未来に向かって夢を育み、そして本

市に帰ってこられる環境づくりに取り組んでまいります。 

 

私は、先人たちの開拓精神の気概を思い起こし、「誰もが暮らして

みたい田園産業都市」の構築と「日本一安心して誰もが住み続けたい

まち」を実現するため、本市のまちづくりの基盤となる「第８次三笠

市総合計画」とそれに連動した「三笠市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の推進を図り、｢誇りと希望にあふれるまちづくり｣に全力を尽

くしてまいる所存であります。 

 

以上、市政執行に臨む、私の所信の一端を申し上げましたので、市

民のみなさん、そして市議会議員のみなさんのご理解とご協力を心か

らお願い申し上げます。 

 


