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■■■■        平成平成平成平成22226666年度年度年度年度奥州市奥州市奥州市奥州市施政方針施政方針施政方針施政方針    

 

本日ここに、平成26年第２回奥州市議会

定例会の開会にあたり、平成26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、議員並びに市民各位

のご理解とご協力をお願いします。 

 

（はじめに） 

私は先の選挙におきまして、改革の継続

と未来の創造を訴え、市民の皆様のご支持

をいただき、引き続き奥州市長の重責を担

うこととなりました。 

二期目の市政運営は、一期目の自分に向

き合い、改めて「変えよう奥州  変わろう

奥州」に挑戦するとともに、これまで以上

に市民に向き合い「地域の個性がひかり輝

く自治と協働のまち」の実現に取り組んで

まいる所存であります。 

市町村合併により手に入れた多様性を奥

州市発展の大切な資源として、「幸せを実

感できるまち」の礎を固め、子どもや若い

世代が能力を遺憾なく発揮し、このまちで

のびのび育ち、さらに夢や希望を描くこと

ができるよう、次代へ財産を引き継ぐこと

が私に与えられた使命と確信し、全身全霊

を傾注して邁進してまいります。 

 

奥州市政、特にも財政運営は予断を許し

ません。 

 

平成28年度から始まる普通交付税の合併

算定替え終了による減額、長い行政運営で

積み上がった総額1400億円余にも及ぶ負債

の償還、そして厳しい基礎的財政収支の黒

字の確保、そのうえ人口減少社会の到来に

よる歳入の減少が追い打ちをかけます。 

国勢調査の結果によりますと1960年は、

75歳以上の後期高齢者１人を生産年齢人口

37人で支えていたものが、社会保障・人口

問題研究所による推計人口では2025年には、

後期高齢者１人を生産年齢人口３人で支え

ることとなり、大きな社会負担となります。

また、1960年30.2パーセントを占めていた

年少人口が2025年の推計では11.0パーセン

ト、実数では１千５百万人余り減少し１千

３百万人余と、社会の縮小が如実となり、

未来社会に不安がよぎります。 

社会制度の変更なしにこれからの時代を

乗り切れるとは到底思えませんが、その際

に大きな市民負担を求められませんし、先

送りもできません。「世代間の負担の均衡

を図りながら、軟着陸を目指す」ことこそ

が私の果たすべき責務であると覚悟してお

ります。 

これらを成し遂げるために欠かせないの

が、市民の現状認識であります。 

一期目においても多くの時間を費やして、

さまざまな場面を通じて情報を提供し、説

明を尽くしてきましたが、市民一人ひとり

に十分ご理解いただいている状況にはない

と感じております。 
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今後は事実に基づいた一層丁寧な説明を

心がけ、これまで同様警鐘を鳴らし、改善

提案してまいります。予断を持たずに、共

に中立な立場で、総合的にまちづくりを考

えていただきたいと願うものであります。 

 

この話をいたしますと、「小沢市政には

夢がない。展望が開けない」と言われます。

通常であれば、たいへん辛いことに挑む場

合は、その先に希望や大きな喜びが待ち受

けているから頑張れるという構図を描くも

のであります。しかし、それをさせないぐ

らい奥州市の財政運営は深刻化していると

認識しております。そのため、将来立ち行

かなくなることを回避するために、断固た

る行政改革の実行の命令を出し続けている、

それが私の姿であります。 

財政見通しからは、当面、国の施策など

で財政的な支援があって財源不足の心配が

ないように見えます。しかし、単年度収支

を見ますと現在の行財政改革を続けても平

成29年度からは財源不足に陥り、平成43年

度まで収支の黒字化は見込めない状況にあ

ります。そこを一層の行財政改革と財政運

用によって乗り切っていく設計をしており

ます。 

市民の英知と行動力の提供こそが根源的

な「協働」であって、まちづくりの原動力

であります。自らが負担、支出したお金の

有効な使い途について、当事者として一緒

に考えていただきたいのです。 

さて、限りある資源の重点配分でありま

す。 

行政が社会生活全般のセーフティネット

を担うのは勿論です。この堅持を基本とし

つつ、一つ目は、人づくりであります。 

「学ぶことが奥州市の伝統であり未来で

ある」との理念に基づき、市民一人一人が

自ら学びその英知を結集しながら市勢を発

展させるまちづくりを推進するために、教

育に限らず、多様な人材の育成が重要であ

ります。 

二つ目は、基幹産業である農業の振興で

あります。 

純生産額に農業の占める割合は 3.5パー

セントに過ぎません。しかしながら地域の

消費者の購買意欲の下支えであり、地域経

済の要であります。市内の農林畜産物等を

活かし、地域一体的な産業育成・振興を図

るために、各産業分野の共同や連携の下、

食の黄金文化の創造に挑戦し、引いては農

業の元気創出が重要であります。 

 

次に、本年度の重点的な取り組みであり

ます。 

 

 (協働の力を確かなものに) 

１点目は、協働のまちづくりの推進であ

ります。 

現在、平成27年度までを「協働」と「自

立」のトレーニング期間と位置付けて、地

域コミュニティとの協働のまちづくり施策
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に取り組んでおります。生活のありようを

再構築して欲しいとの願いを込めており、

しっかりと約束どおり進めてまいります。 

地域コミュニティは、家族の次のコミュ

ニティであり、行政関与は少ないものであ

るべきです。しかし、当事者意識が不足し、

行政の支援の堅持や増額を求められます。

「自立」と「自律」の意味を良くご理解い

ただき、市民が自ら自覚的に動くことで地

域が変わる経験を積んでいただきたいと思

います。 

地域コミュニティから着手しましたが、

次はすべての分野の「協働」です。「協

働」は、当事者として負担とサービスを考

え、資源の再配分を行い、効率を上げ、成

果を大きくすることを目指します。たくさ

んの主体の参加が大きな力を創造するはず

です。 

人間力と地域力、ふるさとの総合力を遺

憾なく発揮していただくよう願っておりま

す。 

 

平成25年度において現在のまちづくり施

策の見直しを行い、後継の案を取りまとめ

たところです。 

協働の第２ステージと位置付ける平成28

年度からの施策に円滑に移行していくため

に協働の理念の普及と施策に対する理解に

努めてまいります。 

 

 

（財政運営の健全化） 

２点目は、財政運営の健全化であります。 

平成24年度の一般及び特別会計歳入歳出

決算の状況は、実質収支額が約12億円の黒

字を実現、積立基金のうち財政調整基金は、

平成25年度末で７億５千万円増の64億１千

万円となり、積立額、残高ともに計画を上

回る結果となりました。 

全会計の市債残高は、平成25年度の決算

見込みで1,425億円であり、前年度から約39

億円減少する見通しとなっております。今

後は着実に減少していくと見込まれるもの

の、なお高い水準となっており、一層の市

債の抑制が必要となっております。 

平成26年度一般会計予算は、新市建設計

画実現のための事業を確実に盛り込むと共

に、財政調整基金を取り崩すことなく新た

な行政需要にも対応するよう編成を進めま

したが、骨格予算として編成した当初予算

に、新規事業などの肉付けを行った結果、

６月補正後の予算総額は約572億円となって

います。前年度の同期で比較すると、約９

億７千万円の増となっており、予算規模の

縮減を一つの目標としていましたが、消費

税増税に対応するための臨時福祉給付金や

農地の多面的機能支払対策事業などの影響

で増加しており、計画額を上回っている状

況にあります。歳出総額の抑制を掲げた財

政規律を厳守しきれず、忸怩たる思いであ

ります。 

歳入は、財源の多くを地方交付税に頼ら
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ざるを得ない中、国の動向は不透明な情勢

にあり、市税は震災復興需要に支えられ回

復の兆しが見られるものの、一般財源の確

保は一層厳しい状況にあります。 

一方、歳出では、行財政改革の着実な実

施により人件費の抑制が進んでいるものの、

社会保障関連経費の増加により、義務的経

費の抑制がなかなか進まない状況にあり、

新たな行政需要や住民要望への対応、老朽

化した施設の修繕などの経費の捻出に苦慮

している状況です。また、遊休化した市有

財産については、売却や貸与を進め管理費

の縮減と自主財源の確保に努めてまいりま

す。 

財政健全化の指標となる実質公債費比率、

将来負担比率はともに数値の改善が見られ

るとはいえ、依然として高い水準にあり、

県、全国と比べても一向に楽観できるもの

ではありません。容易ならざる状況にある

との認識のもと、財政健全化に真正面から

取り組んでまいります。 

 

（行政組織の再構築） 

３点目は、行政組織の再構築であります。 

住民の福祉の増進を図ること、自治体と

して健全な発達を目指すことが、自治体の

存在意義です。それを実現するために民主

的にして能率的な行財政運営であることは、

市民からの信頼に応える条件です。持続的

な行財政改革は、そのためにありますし、

日々の変化に適切に対応するための最も重

要な方途でもあります。 

これからの行財政改革は、「あった方が

良い」を削り「なければならない」に絞り

込む「新たな段階」に入ってまいります。

「組織・人・仕事」を一体で、聖域を設け

ず見直すものです。職員の英知を結集して、

単なる事業の削減だけでなく、コスト削減

やサービスの質の向上手法や新たな施策形

成などによって、持続可能な行政運営、地

域経営の確立を目指してまいります。 

そして、市民が当事者として問題解決す

ることを基本としつつ、行政の責任領域を

明らかにし、各役割を担う部門の自立支援

に変わってまいります。 

この先に、市役所の規模縮小があります。

既に、自らの業務の贅肉を削ぎ落とす作業

とともに人員の削減に取り組んでおります

が、このたび策定した第２次奥州市定員適

正化計画に基づき一層努力を重ねてまいり

ます。 

最近、平成の大合併後の自治体の厳しい

現状が報道されておりますが、当市は既に

厳しい現実を直視した対策を講じることと

して着実に歩みを進めてきております。 

私たち行政に関わるものは勿論、様々な

価値観を持つ市民におかれましても当事者

の一人として事実を正しく理解していただ

くように、丁寧な説明に腐心し、行財政改

革を確実に実行してまいります。 
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 次に主な施策について総合計画の大綱に

沿って説明いたします。 

 

第１に「みんなで創る自立したまちづく

り」であります。 

豊かで住みよい奥州市を目指し、奥州市

民であることの誇りと将来にわたり繁栄す

る都市像を市民一人ひとりが心に築けるよ

う奥州市民憲章の普及に努めてまいります。 

「協働のまちづくりアカデミー」が２年

目を迎え、地域リーダーと目される受講生

が地域課題の解決を図る実践活動に挑戦す

る年となることから、協働のまちづくり交

付金の有効活用とともにアカデミー受講生

の創造的な取り組みを促してまいります。 

また、平成28年度以降の「協働の第２ス

テージ」として、協働の取り組みを広げる

ため「協働の提案テーブル」を設置する予

定でありますが、本年度から試行的に実施

し、その運用手法を研究してまいります。 

 次に、国際リニアコライダー計画「ＩＬ

Ｃ」の実現についてであります。 

 昨年８月に、「ＩＬＣの国内候補地は北

上サイトが最適」とする評価結果が公表さ

れました。また、国の平成26年度予算に初

めてＩＬＣ計画に関する調査検討費が措置

され、ＩＬＣ計画は、いよいよ政府による

計画推進の是非を検討する段階へと進んで

いる状況にあります。 

 当市では、ＩＬＣを日本で実現するため、

国がＩＬＣの日本誘致を表明し、国際プロ

ジェクトとして推進するための国内体制を

整えるよう東北ＩＬＣ推進協議会や岩手県

などと連携した取組みを展開してまいりま

す。また、県内初の市内中学２年生を対象

とする出前授業を展開するとともに、外国

人市民にも暮らしやすい環境づくりを進め

るため、行政サービスや生活情報の効果的

な多言語情報の提供に努めるなど、地域に

おける一層の機運醸成に取り組んでまいり

ます。 

 

第２に「未来を拓く人を育てる学びのま

ちづくり｣であります。 

教育環境の整備については、子どもたち

にとってよりよい学習環境をつくるため、

小中学校の改築事業や耐震補強事業を計画

的に進めます。胆沢区の統合中学校につい

ては平成29年４月の開校を目指し、学校施

設の新築事業を着実に進めます。 

本市の歴史文化の発信拠点となる胆沢城

跡歴史公園整備事業を引き続き推進すると

ともに、世界遺産暫定一覧表に記載された

「白鳥舘遺跡」と「長者ヶ原廃寺跡」の基

礎的な調査研究を進め、世界遺産拡張登録

に向けて取組みます。 

平成28年に開催される「希望郷いわて国

体・希望郷いわて大会」は、奥州市内で８

種目の競技が予定されており、実行委員会

を中心に競技団体等の関係者のご協力を得

ながら開催準備を加速させてまいります。

本年度は、来年開催予定のリハーサル大会
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へ向けた準備と選手強化や各競技施設の整

備や改修を進めます。 

 特に人づくりに関しては、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。 

 

第３に「健康で安心して暮らせるまちづ

くり｣であります。 

「みんなで支え合う地域福祉の推進」の実

現に向け、生活困窮、障がい、介護等のさま

ざまな理由から支援を必要とする人たちを地

域全体で見守る社会を構築するため、市社会

福祉協議会と連携しながら、日常的な見守り

や災害時の避難支援等の支え合いの体制づく

りを地域住民との協働で進めてまいります。 

さらに、今年４月に実施された消費増税の

市民生活に対する影響を最小限に抑えるため、

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付

金の速やかな支給に努めてまいります。 

「安心長寿のまちおうしゅう」を目指し、

介護予防や認知症施策を推進するとともに、

計画に基づき小規模特別養護老人ホームなど

の整備を進めてまいります。また、平成27年

度からの高齢者福祉計画・第６期介護保険事

業計画の策定を行います。 

「医療環境の充実」に向け、限られた医療

資源や財政負担の中で、安定かつ継続的な地

域医療を提供するため、平成25年度に策定し

た奥州市立病院・診療所改革プランに基づき、

平成27年４月の医療局設置に向けて、（仮

称）地域医療推進室を設置し、組織や財務統

一のための準備を進めてまいります。 

平成27年４月からの施行が予定されてい

る子ども・子育て支援新制度への対応につ

きましては、市の事業計画の策定や事業の

基準等の制定を着実に進めると共に市民へ

の制度内容の周知に万全を期してまいりま

す。 

 

第４に「賑わいと豊かさのあるまちづく

り｣であります。 

農業振興については、国の農政改革初年

度に当たることから、これまで以上に関係

団体との濃密な連携の下で、基盤づくり、

人づくり、産地づくりを強化してまいりま

す。 

基盤づくりとしては、経営基盤の整備に

よる担い手の確保を進めるためほ場整備事

業を推進するとともに、新たに創設された

農地中間管理機構が行う事業を積極的に活

用し、農地の集積を推進してまいります。 

人づくりとしては、認定農業者や集落営

農組織が担い手の中心となっている実態に

即して、新規就農者の確保、青年就農者の

育成、集落営農組織支援に引続き取り組む

とともに、集落による多面的機能を支える

活動を推進します。 

産地づくりとしては、当市は「江刺金札

米」「前沢牛」「奥州牛」「江刺りんご」

など、数多くの農畜産ブランドを産出して

おり、生産体制の拡充を図ると共に、既存

ブランドの販路拡大を進めます。 

 当市の地域経済の活性化の要は「農業」
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を基軸にして各産業が連携した地域ぐるみ

の産業振興であることから、年内を目途に

「地域６次産業化ビジョン」を策定し、戦

略的な奥州ブランドを構築してまいります。 

商業の振興については、商店街への出店

を促す制度により、やる気のある事業者を

積極的に支援するとともに街なかイベント

の開催を支援し、商店街の交流人口の増加

と賑わいの創出を図ります。 

観光振興については、「奥州市観光基本

計画」に掲げた事業を官民協働によって実

践に移すとともに、世界遺産・平泉を核と

した広域観光やインバウンド観光について

も県や他の自治体等との連携を強化して誘

客の促進を図ります。 

企業誘致については、奥州市ゆかりの

方々のネットワークもお借りしながら、私

自らが奥州市を売り込むトップセールスを

強力に推し進めてまいります。 

さらに、県内トップクラスの優遇制度を

生かした積極的な誘致活動を展開し、東北

地方に集積が進む自動車関連産業を中心に

誘致促進を図ります。 

地域企業の振興については、未来の活

力・産業育成事業などの補助制度や産業支

援コーディネーターの配置により、産学官

連携や受発注拡大に取組みます。また、も

のづくり企業の技術力向上を図るため、人

材育成事業を強化します。 

 

 

第５に「豊かな自然と共生する快適で安

全なまちづくり」であります。 

環境市民会議などとの協働により環境基

本計画に掲げるプロジェクトを推進し、豊

かで良好な自然環境・生活環境を保全する

とともに、奥州市公衆衛生組合連合会など

と連携しながら資源物の有効活用や廃棄物

の適正処理を促進します。 

また、太陽光発電など再生可能エネルギ

ーの利活用や省エネルギー対策をさらに促

進します。 

防災対策については、防災行政無線の整

備や自主防災組織の育成支援に取組み、消

防団活動については、消防車両等の整備に

より装備の充実を図るとともに団員確保に

努めてまいります。なお、以前より要望が

ありました江刺区東部の分遣所設置につい

ては、今年度に用地造成を行い、平成28年

度運用開始を目指します。 

東日本大震災後の放射能汚染対策につき

ましては、市内には今なお局所的に放射線

量の比較的高い地点があり取り組みの難し

さと長期化を痛感しているところでありま

す。平成23年度からの公共施設関係の除染

は一巡しましたので、今後は汚染土壌の仮

置き場の設置への市民理解を求めながら、

道路側溝などの土壌の除去に努めてまいり

ます。併せて、放射線量の測定、市民の健

康相談、汚染牧草や汚染稲わらの焼却処分、

風評被害を含めた農畜産物の価格下落や経

費増嵩の対策などに全力で取り組んでまい
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ります。 

 

第６に「安全で心地よい生活空間のまち

づくり」であります。 

道路整備については、通学路や地区要望

のあった路線を重点に幹線道路や生活道路

の整備と「道路ストック点検」の実施やそ

の診断に基づく適切な修繕に努めます。ま

た、国道４号水沢東バイパス並びに小谷木

橋の整備促進や北上川の無堤防地帯の治水

対策事業について、国、県に強く要望して

まいります。 

「久田前田中線｣街路整備事業と（仮称）

奥州スマートインターチェンジの設置につ

いても早期完工を目指してまいります。 

東日本大震災の家屋倒壊等の被災者につ

いては、引き続き生活再建住宅支援事業を

活用し早期の生活再建を支援します。 

市営住宅については、計画的な住戸の改

善を進めるとともに、前沢区内の市営住宅

建設用地が確定したことに伴い、建設に向

け事業を進めます。 

公共下水道事業については、着工中の個

所の整備を加速させるとともに、公共下水

道計画区域の見直しを行い事業認可区域の

拡大を図ります。農業集落排水事業につい

ては、前沢区の母体町地区の整備を完了さ

せます。 

水道事業については、奥州市水道事業中

期経営計画後期計画に基づき、効率的で安

定した経営に努めます。 

胆沢ダムの完成により胆江広域水道用水

供給事業が開始されたことに対応し見分森

配水池築造を進めます。 

また、老朽管更新事業や水圧適正化事業

の実施により有収率の向上を図るとともに、

前沢区の黒水対策として行う配水管の洗浄

など、施設の維持管理事業をすすめ、安全

で安心な水道水の安定供給に努めます。 

 

以上、平成26年度の市政運営の基本的な

考え方と主な施策について述べてまいりま

した。 

 

これまで行政は多くの分野で多様な支援

を行ってまいりました。それは自立や発展

を期待する投資です。しかし、当事者が自

己投資として十分な負担をすることなく行

政からの支援を求める様子が見受けられま

す。その結果、支援が却って成長を妨げて

はいないでしょうか。 

これからの行政は、自ら道を切り開いて

前進しようとする人、自ら困難に立ち向か

う努力を惜しまない人に光を当て、その活

動を後押しする、チャンスを提供するなど、

アシストする役割に変わると考えておりま

す。 

そして、このような市民が主役のまちづ

くりを強力に進めてまいります。 

 

（新しいまちづくりの推進） 

二期目のスタートに当たり改めて奥州市
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勢発展の原動力は「人」にあると思う時、

お金の多寡や業績の大小ではなく、歴史の

検証に堪える人を残していく者が最上と言

った後藤新平先生の言葉を思い出します。 

人づくりは一朝一夕には成りません。ま

た、学校教育や生涯学習だけでも人をつく

ることはできません。農商工分野における

担い手の養成、福祉の担い手となるマンパ

ワーの集約、協働の担い手となるべき地域

コミュニティ組織の活性化などあらゆる分

野で政策的かつ意図的に人づくりを進め、

人が財産となるまち奥州市発展の礎を築い

てまいります。 

 

また、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

語った中で「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」との第35

代アメリカ合衆国大統領のジョン・Ｆ・ケ

ネディの就任演説は、まさに協働の神髄を

述べています。主権者として、市民、市民

団体、事業者の皆様に、この言葉を繰り返

し、今一度ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 

個々の市民の自律的な営みによって社会

保障を含む公のサービスの質の向上が図ら

れます。つまり、市民それぞれの生き方を

尊重しつつ互いに支え合い協働の力を発揮

することが、奥州市発展の原動力となりま

す。そして、これが自立の道への第一歩で

あります。私自身のマニフェストに掲げた

「変革」「挑戦」「集中」「協働」の４つ

の理念はいささかも変わるものではありま

せん。この自立と自律の改革の先に、奥州

市のひかり輝く未来があると確信しており

ます。 

このため、12万市民の英知を結集すると

ともに市職員の能力を最大限引き出し、成

長を求めてやまない奥州市民の幸せのため、

市民一人ひとりが住んで良かったと実感で

きる活気のあるまちを共に創り上げていこ

うではありませんか。 

 

議員をはじめ市民各位のご理解とご協力

を賜りますよう心からお願い申し上げまし

て、施政方針といたします。 

 


