
■  平成23年度奥州市施政方針 

 

本日ここに、平成23年第１回奥州市議会

定例会の開会にあたり、平成23年度の市政

運営の基本方針及び主要な施策について所

信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民

の皆様のご理解とご協力を心からお願いす

るものであります。 

 

（人口構成の変化と厳しさ増す自治体経営） 

まず、はじめに私たちが今置かれている

日本の社会経済情勢について触れてみます。

現在、日本は長期にわたるデフレ、急激に

進む高齢化や人口減という、世界でもかつ

てない未知の難題に直面しています。 

1955年（昭和30年）に8,927万人だった人

口は2004年（平成16年）に１億2,777万人ま

で増加しましたが、これをピークに人口は

減少に向かっております。国立社会保障・

人口問題研究所の予測によれば35年後の

2046年（平成58年）には１億人を割り込み、

44年後の2055年（平成67年）には8,993万人

まで減るとされています。50年間で3,800万

人が増え、50年間でほぼ同じ人口が減るこ

とになります。 

単に人口が減るだけではありません。離

職した高齢者の比率が高まり、現役世代は

減るのです。日本の社会保障は現役世代が

高齢世代に「仕送り｣する仕組みですから、

人口が高齢化すると、現役世代の１人当た

りの負担は当然膨らみます。65歳以上を高

齢者、15歳から64歳までを現役世代とする

と、40年前は現役10人が高齢者１人、今は

３人弱で１人を支えています。12年後、支

える側は２人を切ることになります。 

日本の将来における人口構造の変化は国

民負担増となってはね返るのであります。

高齢化が進めば年金、医療、介護などにか

かる費用が膨らみ、財政支出で賄う分が増

えていくことになります。 

さらに、若年層は中高年より生涯所得が

低くなる可能性が高く、金額で見る以上に

負担感はより重いとされています。 

中でも、高齢化や人口減が一層進んでい

る脆弱な地方は、あっという間に押しつぶ

されてしまう状況です。 

このような厳しい状況だからこそ、奥州

市は地方自治法にあるように「常にその組

織及び運営の合理化に努めるとともに、そ

の規模の適正化に努めなければならない｣、

そして「住民の福祉の増進に努めるととも

に、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしなければならない」と、今、まさに強

く認識するものであります。そして、併せ

て共助の地域としての信頼を築くために、

人間力、地域力を向上させる協働のまちづ

くりに、住民の皆様とチームワーク良くス

クラムを組んで、誠心誠意取り組んでいか

なければならないと強く確信するところで

あります。 

 

（財政の状況と健全化） 

さて、奥州市の財政状況であります。歳

入は、法人市民税が一部回復傾向にあるも
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のの、個人所得の減少などにより税収の確

保は厳しく、財源の多くを地方交付税に頼

らざるを得ない状況にあります。一方歳出

は、子ども手当や生活保護費などの扶助費、

特別会計・公営企業会計への繰出金などの

増加が見込まれるほか、土地開発公社の健

全化に向けた具体的な取り組みが喫緊の課

題となっており、このままでは財源不足が

今後、さらに拡大するのは必至であります。 

この現状を見るとき、私は、たとえ痛み

を伴っても、与えられた任期において市民

の皆様とお約束した財政の健全化は、不退

転の覚悟をもって推し進める所存でありま

す。 

 

まず第１に、土地開発公社の問題であり

ます。喫緊の課題解決として、平成24年度

以降の第三セクター等改革推進債を活用し、

抜本的な改革による経営健全化に向け、公

有用地の買戻しや民間売却を積極的に進め、

起債発行額の抑制に努め、その道筋をしっ

かり立ててまいります。 

 

第２に、総合水沢病院の経営健全化であ

ります。関連大学への医師派遣要請と医師

紹介事業者の活用、岩手県や県国保連との

連携、医師養成奨学資金貸付事業等を推進

し、私自らも先頭に立ち、医師確保に努め、

市民のための地域医療の充実とともに医業

収入の確保に全力を挙げてまいります。特

に、経営面においては、病院のおかれてい

る実態を直視しつつ、機敏に変化に対応で

きる体制を整え、一刻も早い単年度黒字化

に向けた努力を重ねてまいります。 

 

第３に、岩手競馬であります。「新しい

岩手県競馬組合改革計画」に基づき、競馬

関係者の努力と県民･市民のご協力により、

平成19年度から４年連続で収支均衡を辛う

じて実現する見込みとなりました。平成23

年度は、収支均衡はもとより、「岩手競馬

経営の将来方向検討会議｣の議論を踏まえ、

水沢競馬場のある地元として、岩手競馬を

堅持し地域に根ざした産業として着実に継

続発展できるよう、官民一体となって支援

対策を推進します。 

 

（行財政改革の推進） 

この難局を乗り越えるためには、「都市

経営」の考え方の下にしなやかな行政運営

を実現せねばなりません。 

特にも、行政需要の増大と多様化は、行

政に人材と財源の大きな負担を強いていま

す。発想の転換や市民の皆様との適切な役

割分担の下、あらゆる分野で組織や機能の

改革に取り組み、施策の選択と資源の重点

的な配分を行うことこそが、私に課せられ

た最大の使命と強く受け止め、全力を傾注

してまいります。 

また、「増える要求、減る予算｣とたびた

び申し上げてまいりましたが、状況は一層

深刻になっていくということであります。

本年開催した市政懇談会において「自助、

共助、公助｣の理念の下、責任と役割の明確

 - 2 -



化による「協働のまちづくり」を呼びかけ、

その支援をし、展開をするための仕組みづ

くりに取り組むとお約束いたしました。市

民と行政が共に手を携えて進む「協働のま

ちづくり」の実現に向けて、まさに市民の

皆様からの信頼を得るに足る行財政改革に

真正面から取り組んでまいります。これを

成し遂げることこそが、私の選挙公約実現

の第一歩と確信しております。 

 

（地域自治の推進によるまちづくり） 

第35代アメリカ合衆国大統領のジョン・

Ｆ・ケネディが、1961年１月の就任演説に

おいて、アメリカ人がみな「アクティブ・

シチズン（行動する市民）｣である必要を語

ったのはあまりにも有名でありますが、中

でも「国があなたに何をしてくれるかを尋

ねてはなりません、あなたが国のために何

をできるか考えて欲しい」との演説は、ま

さに協働のまちづくりの基本を述べている

と私は思っております。私としても同じよ

うに市民、市民団体、事業者の皆様にお願

いを申し上げたいところであります。そし

て手始めとしてまずは、職員の意識改革か

ら始めなければならないと考えております。 

私は、本年を「協働のまちづくり元年｣と

位置付け、市民の主体的、積極的参画を促

し、市民を主役とするパートナーシップに

よるまちづくり、地域自治組織への支援や

育成の仕組みづくりなどを積極的に進め、

地域の個性を伸ばし「幸せを実感できるま

ち｣の実現を目指します。 

30の地域には30通りの個性や特性に応じ

た主体的な取り組みがあってほしいと思い

ます。地域自治活動の拠点である地区セン

ターを充実するとともに、新しく創設する

「協働のまちづくり交付金」を活用し、地

域が主体となった効果的な事業を展開して

いただくことによって、地域自治のまちづ

くりを目指してまいります。 

 

このように大胆かつ細心の配慮をしつつ、

任期２年目の市政運営に、就任１年目の昨

年もお示しいたしました「変革・挑戦・集

中・協働｣の４つを「スタイル」として行動

し、たくさんの「変える」の実現に邁進し

てまいりますとともに、私は勿論のこと、

市役所組織全体を挙げて、より積極的にか

つ情熱をもって突き進む所存であります。 

 

（予算編成と主な施策） 

さて、予算編成に当たっては、自主財源

の確保と経常経費の抑制による持続可能な

財政基盤の確立に努めるとともに、協働の

視点のもとで事業の再構築、「選択と集中｣

による施策の重点化により、新市建設計画

の事業を中心に、限られた財源を重点的に

配分することといたしました。 

引き続き、各分野における主な施策につ

いて、総合計画基本構想に掲げている施策

の大綱に沿って、重点とする事項について

その一部を申し述べます。 

 

第１に「豊かな自然と共生する快適で安
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全なまちづくり」であります。 

奥州市環境基本計画は策定から３年目を

迎え、中間見直しの年となっております。

市民団体などとの協働により、環境にやさ

しいまちづくりを推進いたします。 

ごみ減量化は、家庭からの廃棄物排出抑

制を進めます。ごみ袋は、現在の指定袋の

使用を基本に、一定の基準のもと、指定ご

み袋以外でもごみを出せるよう、市民の皆

様の意見をもとにさらに検討を進め、平成

23年度の実施に向け、市民の皆様の理解を

求めてまいります。 

 

市民相談事業は、悪徳商法、架空請求、

多重債務などの相談に対応するほか、消費

生活相談員による「出前講座」やさまざま

な悩みの解決を支援する無料法律相談など

も引き続き行います。 

消防防災対策について、自主防災組織率

は、平成22年度末には約75％に達すると見

込まれます。なお一層の組織率向上と実践

活動を支援するため、地域へ出向き、きめ

細かな支援を行います。また、消防団員の

確保とその組織・体制の充実も図ります。 

バス交通は、区によって異なる運賃体系

を統一し、同一区内の運賃の上限を 500円

とし利便性と公平性を図るとともに、運行

頻度を見直すなどコスト削減に努めます。 

 

第２に「みんなで創る自立したまちづく

り」であります。 

市民が主役のまちづくりの一端を担うＮ

ＰОの活動については、市民活動支援セン

ターの運営充実と「市民が選択する市民公

益活動団体支援事業｣により、育成と支援を

行います。 

また、今年は、国際姉妹都市であります

オーストラリアのグレーター・シェパート

ン市とオーストリアのロイテ市・ブライテ

ンヴァング市から公式訪問団が訪れます。

市民との有意義な交流を行い、今後一層の

親交を深めてまいります。 

 

第３に「活力と賑わいと豊かさのあるま

ちづくり｣であります。 

まず、農業振興でありますが、平成23年

度から本格的に実施される農業者戸別所得

補償制度などを有効に活用しながら、農業

生産基盤整備や農用地の利用集積を推進し

ます。また、奥州市では、全国屈指の高品

質銘柄米「ひとめぼれ」や全国的なブラン

ドの「前沢牛｣「江刺りんご｣を始め、大変

優良な農畜産物を生産していることから、

今後も農協等関係団体と連携を図り、安全

で良質な奥州市産の農畜産物の普及促進に

努めてまります。グリーン・ツーリズムに

よる都市と農村の交流を積極的に推進し、

新たな取り組みとして、体験生徒に「おも

いで米｣を贈るなど、奥州市ファンの増加を

目指します。 

林業振興については、効率的かつ安定的

な林業経営の基盤づくりを進めるとともに、

森林病害虫被害の拡大防止に努めてまいり

ます。 
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商工観光の振興については、文化、伝統

を育み、各種機能を培ってきた「まちの

顔」ともいえる中心市街地を、暮らしやす

く賑わいあふれるまちにするため、平成23

年３月に奥州市独自の「中心市街地活性化

基本計画」を策定し、計画事業を積極的に

推進いたします。中心に位置するメイプル

西館を「交流ふれあい施設｣として整備し、

ふれあいや賑わいを創出いたします。水沢

区大町地区商店街においては、歩道バリア

フリー化や空き店舗活用への支援など、市

街地の回遊性向上、活性化を目指してまい

ります。 

 

平成22年度新規立地企業の見込みは、ト

ップセールスで功を奏した企業を含めて４

社であり、企業誘致は雇用の場の拡大や企

業集積による地域経済への効果は大変大き

なものと認識しております。特にも、東北

を中心に自動車関連産業の集積が進んでお

り、また半導体関連産業も拡大が期待され

ることから、引き続きトップセールスや県

内トップクラスの優遇制度の紹介などを展

開しながら、誘致活動をより積極的に推進

してまいります。 

 

第４に「すこやかで心豊かに暮らせるま

ちづくり」であります。 

住み慣れた地域で安心して生活すること

ができるように、地域住民によるふれあい

支え合い活動として、要援護者個別台帳の

作成に取り組みます。 

４月に子育て総合支援センターを開所し、

いずみ保育園、発達支援センター、子育て

ひろばなどの複合施設として子育て支援事

業を展開するとともに、ファミリーサポー

ト事業区域を全市に拡大し、子育て支援の

充実を図ります。また、介護施設入所待機

者の解消に向け、第４期介護保険事業計画

に基づき施設整備を行ってまいります。 

現在、任意接種となっているヒブ、小児

用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンの接

種について、費用の全額を公費負担し予防

接種を受けやすくいたします。 

国民健康保険財政の健全運営をめざし、

医療費の抑制につながるよう、各種健診の

受診率の向上や健康づくりの取り組みと併

せて、特定保健指導の充実を図ってまいり

ます。 

 

第５に「人にやさしい楽しく暮らせるま

ちづくり｣であります。 

基幹道路や広域道路網整備は市内道路の

ネットワーク形成に配慮し、生活関連道路

や交通安全施設についても、緊急性、重要

性などの優先度を考慮し、各区の整備に対

応してまいります。道路の維持管理は、定

期パトロールや市民からの情報提供による

適切な管理に努め、街路灯電気料補助金の

統一や橋梁長寿命化修繕計画の策定など、

安心安全なまちづくりを進めてまいります。 

国道４号水沢東バイパス整備促進や国道

３９７号小谷木橋架替事業、洪水による北

上川の氾濫に対する無堤防地帯の治水対策
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事業等について、早期実現に向け、地域の

皆様と共に国県等へ強く要望してまいりま

す。 

街路事業の整備は、平成23年度完成予定

の前沢区の「中央線｣、継続事業として水沢

区の「久田前田中線｣の整備を引き続き進め

てまいりますとともに、スマートインター

チェンジの設置について、事業化に向け関

係機関と協議してまいります。 

市及び土地開発公社が販売する分譲地で

の新築住宅への補助金や、Ｉ・Ｕターン者

への持家取得資金の利子補給を行い、住宅

の分譲と奥州市への定住を促進してまいり

ます。 

下水道、農業集落排水、市営浄化槽の使

用料は、平成23年度からそれぞれ市で統一

します。下水道事業は、水沢区の福原地区

や江刺区の愛宕字林地区を整備いたします。

農業集落排水事業は、「前沢北部地区」の

整備を継続するほか、前沢区生母の「町

（まち）地区」の新規実施に向けた調査を

行います。浄化槽事業は、集合処理区域を

除く全市で市営浄化槽事業の普及を図って

まいります。 

 

次に水道事業でありますが、長年の懸案

であった真城が丘地内の配水管布設替工事

について、平成23年度から５ヵ年計画で実

施いたします。前沢区で発生しているマン

ガン（黒水）対策は、県道新城馬口沢線配

水管布設替工事を引き続き進めてまいりま

す。 

長引く景気の低迷、節水型社会の進展等

により、経営状況は厳しさが続いておりま

すが、業務の包括的な民間委託の継続、建

設改良事業の精査及び利益剰余金等の効率

的な活用により、企業債残高の減少に取り

組み、より一層の経費削減を図ってまいり

ます。 

 

地上デジタル放送への完全移行は、期限

が今年７月24日と迫っておりますが、市が

独自に設置している地上デジタル放送相談

窓口を継続し、市民が不安なく移行できる

よう、受信環境の整備の促進をしてまいり

ます。 

国直轄の胆沢ダム建設事業は、平成25年

度の完成に向け順調な進捗が図られており

ます。ダム周辺整備は「奥州市胆沢ダム周

辺整備計画」を基に、地域振興の拠点づく

りを推進してまいります。 

 

第６に「新しい奥州を担う人づくり｣であ

ります。 

教育環境の整備においては、児童の健康

被害が発生しないよう、現在策定中の奥州

市シックスクール対策マニュアルに基づき、

児童生徒の安全に十分に配慮した改築事業

や耐震補強事業などを計画的に進めてまい

ります。 

国史跡指定90周年を迎える「胆沢城跡」

は、鎮守府の重要な儀式の空間と考えられ

ている外郭南門地区の整備に着手いたしま

す。 
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「平泉文化遺産」の世界遺産登録は、今

年６月にその可否が決定されます。私共の

念願が叶いますと、奥州市の資産追加登録

への道が開けることになります。引き続き、

白鳥舘遺跡、長者ヶ原廃寺跡の発掘調査・

研究に取り組み、追加登録の実現に向け努

力を重ねてまいります。 

本年８月に奥州市において開催される全

国高等学校総合体育大会ウエイトリフティ

ング競技の成功に向け万全を期してまいり

ます。 

学びのまちづくりの一環として「早稲田

大学大学院公共経営研究科フィールドワー

ク」を引き続き受け入れし、地域課題に対

する提言をいただくとともに、職員の「政

策形成能力｣の向上に活用してまいります。 

なお、教育行政に関わっては、教育行政

方針として教育委員長から所信を申し述べ

ます。 

 

（総合計画後期基本計画の策定） 

最後に、２つ申し述べます。 

本年は、平成24年度から28年度までを計

画期間とする総合計画後期基本計画策定の

年であります。昨年度実施した市民アンケ

ートや行政評価結果等を参考に、市民・市

民団体から積極的な意見参加の機会を設け

るなど、市民との協働による総合計画づく

りを進めてまいります。 

この基本計画は、奥州市の将来への期待

と一体感を示すことが求められると考えて

おります。合併時に旧市町村の計画を持ち

寄り、さまざまな思いを組み合わせた前期

基本計画とは異なるものでなければならな

いと考えております。策定のプロセスを十

分に大切にしながら期待に応え得るものに

仕上げるよう努めてまいります。 

 

（官民協働型シンクタンクの設置） 

次に、行政経営の体制についてでありま

す。奥州市の置かれている厳しい状況につ

いては、既に述べたところでありますが、

奥州市が将来にわたり継続的な発展を目指

し、市民満足度の高い市政運営を継続して

いくためには、今後も刻々と変化する社会

状況に対応する施策を的確に展開していか

なければなりません。 

地方分権時代の中、国や都道府県の政策

に頼るだけではなく、奥州市自身の責任と

判断で進むべき方向を決定し、自立した都

市経営を行う姿勢が求められております。

奥州市も職員意識の改革を図り、政策形成

能力を高め、市民目線での行財政改革を推

進するため、官民協働型シンクタンクを設

置いたします。 

このシンクタンクのリーダーには行政と

民間双方の意見を取り入れるためのコーデ

ィネートができる人材を登用します。特に、

行財政改革、医療体制、組織改革など市が

抱えるさまざまな課題をテーマに民間各分

野の有識者を招へいし、それに対応する職

員の協働チームを組織し、短期集中的に意

見交換を行い、課題解決の方向性を市長へ

提言するもの、というような形で考えてお
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ります。民間視線の柔軟な発想によるアド

バイスは、職員の政策形成能力の向上に貢

献するものと期待しております。具体の施

策については民間活力を取り入れることを

考えております。 

 

（行動する市民を支える市役所） 

まちづくりの主役は市役所ではなく市民

の皆様であります。「協働のまちづくり元

年」らしく、市民が地域の主役となり、行

政主導のまちづくりから「市民主体のまち

づくり」へと変革していく中で、市民活動

を支える市役所、市民の思いを実現する市

役所に変えていくよう、渾身の力を注ぎ込

み、引き続き取り組みます。 

職員には、日々向上心を持ち、共に多く

の難局に立ち向かっていただきたい。市民

と手を携えて奥州市の未来を変えていく気

概を持ち、常に時代の流れに対応し、現状

に満足せず、自らが変革を実践し、スピー

ドは最も重要な行政サービスの１つである

との感覚を持って、仕事に臨んで欲しいと

思います。 

 

（新しいまちづくりの推進） 

以上、平成23年度における市政運営の基

本的な方針と主な施策について絞り込んで

申し述べましたが、ここに紹介できなかっ

た施策事業等についても総合計画のほか各

種計画を基本に、着実に進めるべきは言う

までもありません。 

過日、つくば学園都市を訪問し、国際リ

ニアコライダーの研修をした際にお聞きし

た担当教授の話が耳に残っております。

「世界の科学者から望まれる都市とは、教

育と医療レベルがしっかりあるかどうかで

す」と。とすれば、奥州市の目指すべき方

向性はそこに答えがあるのではないでしょ

うか。安心して子どもを生み育てる教育環

境を整え、医療・福祉の充実を図る、この

ことが国際リニアコライダー誘致へ向けた

条件であるとすれば、迷うことなく進まね

ばなりません。それは合併して良かったと

実感できる「まち」をつくり上げること、

そのものだからです。 

 

わが市の先人、後藤新平が残した自治三

訣「人のお世話にならぬよう  人のお世話

をするよう  そして  報いを求めぬよう｣こ

の言葉こそが、奥州市の未来を切り開くキ

ーワードであると考えます。官民の枠を越

え「協働のまちづくり」を推進することが

「幸せを実感できるまちを創り上げる」た

めの第一歩であると信じてやみません。 

 

議員各位、市民皆様のご理解の下、共に、

その１歩を踏み出していただくことを心か

らお願い申し上げ、施政方針といたします。
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