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■■■■        平成平成平成平成27272727年度奥州市施政方針年度奥州市施政方針年度奥州市施政方針年度奥州市施政方針    

 

本日ここに、平成27年第１回奥州市議会

定例会の開会に当たり、平成27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お願いします。 

 

平成27年度は、奥州市が満10歳を迎える

年です。 

国の財政支援をテコに財政の健全化を目

指してきましたが、いよいよ自立した自治

体を実現する時期が到来します。 

所期の目的を実現するために掲げた志を

今一度噛みしめ、小異を捨て大同団結のう

えで、新生奥州市のまちづくりに取り組め

る準備に万全を期して行こうではありませ

んか。 

（地域自治区のあり方） 

特にも重要なことは、28年度以降の市政

のあり様です。 

憲法がいう「地方自治の本旨」は、独立

した団体として自立して自治を行う団体自

治と、住民の意思に基づいて行う住民自治

の２つが原則です。 

一つ目の団体自治ですが、これまで住民

組織との関係は、地域自治区を経由して市

役所と繋がるかたちでしたが、これからは

住民組織と市役所が直接繋がる、団体自治

です。これこそが、協働のまちづくりの基

本です。 

したがいまして、水沢市・江刺市・前沢

町・胆沢町・衣川村合併協議会平成17年３

月３日承認の「地域自治区の設置に関する

協議書」の取り決めによって平成28年３月

31日をもって失効する地域自治区について

は、改めて設置しないことと考えています。 

また、二つ目の住民自治ですが、住民自

治の主たる舞台が議会です。 

選良といわれる市議会議員の皆様の識見

や経験などに基づく議論を経ての適時適切

な結論を得て着実に市政運営を進めます。

その点から、私自身政治家としてさまざま

な資質を磨いていかねばならないと肝に銘

じています。 

さて、新生奥州市のまちづくりの根本に

あるものは協働のまちづくりです。地区セ

ンターへの指定管理者制度の導入を軸とす

る協働のまちづくり第２ステージに、確実、

円滑に移行する準備をしっかりと進めます。

また、現行総合計画を継承する次期計画の

策定に当たっては、地域コミュニティとの

協働からその取り組む範囲を施策の全般に

拡大して、住民協働によってまちづくりが

進められる「幸せを実感できるまち」を標

榜します。 

さらに、内に向かっては調和と融合、外

に向かっては都市間競争に負けない都市力

の強化を要諦とする「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に真正面から取り組みます。 

地方創生は「人づくり」です。「ひと」

が「しごと」を作り、「まち」を作るもの
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です。 

個人の自己実現につながる自立はもとよ

り、住民組織による地域経営の自立、そし

て、住民が楽しくいきいきと暮らしている、

笑顔あふれるまちでなければなりません。 

それがまちの元気、品格、魅力となって

自然に市内外に滲み出るように伝播してい

く、そのために内に熱や力を蓄えられる自

発的な人、自立的な人の育成が重要です。 

雇用機会の創出による定住人口の拡大が

目的に掲げられていますが、今ある多様な

資源に目を向け大きく育みながら、市民自

身が奥州ファンになり、市外や都会に新た

な奥州市ファンをつくる住民協働も重要で

す。 

そこで、協働まちづくり部の新設ととも

に、総務企画部に「元気戦略室」を設置し、

地域における多様な人材育成に合わせて、

奥州市を愛し、奥州市を応援する人を増や

すとともに、農業を基軸とした地域６次産

業化の取組みを融合し発展させ、人としご

との好循環を生み出し、まちの活気を取り

戻していく戦略的な施策に取り組みます。 

また一方、子育てを地域ぐるみで支援す

る「子ども子育て支援新制度」の始動に合

わせて、教育委員会は、より一層子どもの

教育、子育てを中心に据えた行政委員会と

しての機能と役割を明確にいたします。 

 

以下、平成27年度において取り組む重要

施策４点について申し述べます。 

（協働の力を確かなものに） 

１点目は、協働のまちづくりです。 

市民が自ら持っている力を少しずつ出し

合いながら共に支え合う「協働のまちづく

り」を確かなものとし、さらなる飛躍に向

けたステップとするため、協働の提案テー

ブル試行の成果を検証しながら、協働の取

組みの裾野を広げます。 

 

（将来を見通した行政組織の構築） 

２点目は、28年度以降の行政組織のより

効率的かつ機能的な体制の構築です。 

これまで、住民負担のあり方に配慮し、

多様な住民ニーズに応えるために工夫を凝

らしながら体制の縮小を推し進めています

が、ニーズの多様化の進展は勿論、福祉、

医療分野の課題も顕在化し、一層行政運営

が難しくなっています。運営経費の縮減と

課題解決を可能とする組織体制を判断しま

す。 

 

（財政運営の健全化） 

３点目は、財政運営の健全化です。 

平成27年度一般会計予算は、新市建設計

画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

も対応しました。 

予算総額は593億5,530万円で、前年度肉

付け後の６月補正予算と比較し、21億5,857

万円の増です。子ども・子育て支援新制度

の導入や農地の多面的機能支払対策事業な
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どの影響で大きく増加し、財政計画に掲げ

る歳出の総額抑制の計画額は達成できませ

んでした。 

歳入は、財源の多くを地方交付税に頼る

中、国の動向は不透明な情勢にあり、市税

収入では景気回復の兆しが見られるものの、

一般財源の確保は依然として厳しい状況で

す。 

一方、歳出では、定員適正化計画の実施

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

費の抑制が進まず、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、

将来負担比率は共に数値の改善が見られる

とはいえ、県、全国と比べて依然として高

い水準です。 

奥州市の持続的な発展を見据え、財政の

健全化の実現に努めます。 

 

（行財政改革の推進） 

４点目は、行財政改革です。 

着手以来３年目の「事務事業・公の施設

の見直し」は、合併効果を引き出す重要な

取り組みです。 

社会状況が日々変化する今日、環境の変

化に適切に対応し、組織、業務、人員を不

断に見直す行財政改革は自治体に課せられ

た責務として、職員一丸となり弛まず進め

ます。 

 

次に主な施策について総合計画の大綱に

沿って説明します。 

 

第１に「みんなで創る自立したまちづく

り」です。 

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抱けるよ

う奥州市民憲章の普及に努めます。 

平成28年度からの協働のまちづくり第２

ステージへの移行に備えて、地区センター

への指定管理者制度導入を図る住民組織の

人材育成や事前準備への支援を行います。 

「協働のまちづくりアカデミー」は２年

間のカリキュラムを単年度に編成し直し、

引き続き地域の人材育成に取り組みます。 

また、28年度から正式に始動する「協働

の提案テーブル」を、27年度は試行的に運

用し手法を固めます。 

次に、国際リニアコライダー「ＩＬＣ」

計画の実現についてです。 

政府に対しＩＬＣの日本誘致の決断を促

すうえで、ＩＬＣ計画に対する国民の理解

が重要です。東北ＩＬＣ推進協議会や岩手

県などと連携し、日本でＩＬＣ計画を実現

する意義などについて、広く市民に周知す

る取組みを引き続き展開します。 

市内においては、中学生対象の出前授業

に加えて、小学生対象の普及啓発活動に取

り組みます。 
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また、ＩＬＣを生かした戦略的なまちづ

くりビジョンの取りまとめを行い、実現に

向け、関係者、関係団体との話し合いなど

を働きかけます。 

 

第２に「未来を拓く人を育てる学びのま

ちづくり｣です。 

子どもたちにとってより良い学習環境を

つくる教育環境の整備については、小中学

校の修繕や改築事業のほか、耐震補強事業

を計画的に進めます。胆沢区の統合中学校

建設事業については平成29年４月の開校を

目指し、着実に進めます。 

市民一人ひとりが豊かで生きがいのある

人生を構築することができるよう、また地

域における人づくりに資するよう、生涯学

習事業や芸術文化活動を推進します。 

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については、復元整備

に当たり、その学術的検証を行うための発

掘調査を重点的に実施します。 

世界遺産拡張登録については、関係自治

体と連携しながら、専門家委員会などから

の指導に基づき、白鳥舘遺跡と長者ヶ原廃

寺跡の基礎的な調査研究に取り組みます。 

スポーツ振興については、市民が週１回

以上、運動やスポーツに取り組む「全市民

週一運動」を推進するとともに、未来のト

ップアスリート育成事業などを通じて子ど

もたちが持っている運動能力を引き出し、

育てる取組みを進めます。 

なお、第２の大綱に関わっては、教育行

政方針として教育委員長から詳しく所信を

申し述べます。 

 

平成28年に開催される「希望郷いわて国

体」に向けて、平成27年度は７月上旬のカ

ヌー競技を皮切りに、６種目のリハーサル

大会を開催し、奥州市実施本部を中心に市

民ボランティアや関係団体などのご協力を

得て、競技会運営などの習熟を図ります。 

また、市民総参加による国体の機運を高

めるため、引き続き花いっぱい運動や広報

啓発活動の充実に努めるほか、歓迎装飾や

おもてなし活動を積極的に推進します。 

 

第３に「健康で安心して暮らせるまちづ

くり｣です。 

本年４月１日に市立医療施設２病院・３

診療所の組織・財務を統一した医療局を設

置します。地域医療が抱える課題や新たな

医療政策に的確に対応する体制を検討協議

する環境を整えます。これを契機に、当市

が関わる医療環境の改善に繋げていかなけ

ればなりません。 

また、４月から施行される子ども・子育

て支援新制度は、市子ども・子育て支援事

業計画に基づき着実に事業実施を進めます。 

社会的な孤立、障がい、介護などのさま

ざまな理由から生活に困窮する人たちの相

談に応じるため、生活困窮者自立支援法に

基づく総合的な相談窓口を設置します。 



- 5 - 

また、東日本大震災から４年目を迎え、

未だ不自由な生活を強いられている被災者

の方々の生活再建支援に取り組みます。 

次に、地域子育て支援拠点事業やファミ

リーサポートセンターなどの事業を引き続

き推進するとともに、放課後児童クラブの

対象を小学生全学年に広げることで子育て

支援の体制を整えます。さらに、子どもた

ちの健やかな心とからだを育むための妊

婦・乳幼児健診や保健指導を継続して推進

します。 

今般策定した高齢者福祉計画・第６期介

護保険事業計画に基づき、介護予防並びに、

在宅医療と介護連携など、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた取組みをスタートさ

せます。 

成人、高齢期の保健指導や検診を通じて

健康増進を図るとともに、心の健康づくり

を推進するための相談体制を整えます。 

 

第４に「賑わいと豊かさのあるまちづく

り｣です。 

農業を取り巻く環境については、再生産

価格をも下回る米価の下落が、農地中間管

理事業による農地の集約化取組みの足かせ

になるほど農業者の生産意欲を奪うものと

なり、生産コスト低減の取組みを急ぐ必要

があります。 

そのため、効率的な生産基盤の整備を図

るためのほ場整備事業の推進と、農地中間

管理事業の積極的な活用というハードとソ

フトの両面から農地集積を推進します。 

また、低コスト化に向けた事業を積極的

に導入し、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き続き取り

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。 

本市には、「江刺金札米」をはじめ「ひ

とめぼれ」や「前沢牛」「江刺りんご」な

ど、高く評価されているブランド農畜産品

があり、これらを不動のものとするため、

農業団体の技術支援と一体となって、生産

と販路の拡大を進めます。 

林業の振興については、効率的かつ安定

的な林業経営の基盤づくりを推進し、間伐

材などの有効活用を図ります。 

 

商業の振興については、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。また、

今後の商店街活性化に関する基本的な方針

を示す「奥州市商店街活性化ビジョン」を

策定します。 

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推

し進めるとともに、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

も県や他の自治体などとの連携を強化して

誘客を促進します。 

企業誘致については、地域経済の活性化、

雇用の創出などを図るため、関係機関と連
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携しながら積極的な誘致活動を展開し、自

動車、半導体関連産業を中心に多様な業種

の誘致を促進します。 

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による受発注の拡大に

努めるとともに、ものづくり人材の育成な

ど企業が求める人材育成を強化します。そ

のほか、地域活性化につながる起業家育

成・創業支援や新たに「ジョブカフェ奥

州」を開設し就労支援に取り組みます。 

 

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

の適正処理及び減量化を促進します。 

また、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り組み、

消防団活動については、消防屯所新築や消

防車両など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ます。 

さらに、本年７月に岩手県総合防災訓練

が本市を主会場に開催されます。開催を契

機に官民一体となった防災体制の強化をよ

り一層進めます。 

原発事故に伴う道路側溝土砂などの除去

については、国、県及び関係市町と連携し、

早期の処分を進めます。 

また、平成27年度から本格化する汚染牧

草などの農林業系廃棄物の処理については、

裁断、焼却、埋設まで安全対策に万全を期

します。 

 

第６に「安全で心地よい生活空間のまち

づくり」です。 

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

路の整備を進めます。併せて、道路、橋り

ょう、トンネルなどの公共インフラの維持

管理のため、定期点検の実施とその結果に

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

置については、早期完工を目指します。 

東日本大震災により未だ住宅が再建され

ていない方々については、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、既存建物の長寿命

化を進めるとともに、前沢区内の新団地建

設を進め、平成28年４月の一部入居開始を

目指します。 

公共下水道事業については、水沢区内の4
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地区で整備を進めるとともに、羽田地区で

は平成28年４月の供用開始を目指します。 

 

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る本格受水に対応し

た施設の整備を引き続き進めます。 

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、

施設の改築や更新などの維持管理事業を計

画的に進め、安全で安心な水道水の安定供

給に努めます。 

 

以上、平成27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ました。 

 

（新たなパートナーシップ） 

奥州市に限らず地方自治の置かれている

状況はたいへん厳しいものです。その現場

で市民の多様なニーズに応えるべく日々奮

闘されている職員に感謝を申し上げます。 

峠が見えず不安を抱えているかもしれま

せんが、この先に新しい奥州市の希望があ

ると確信し、それぞれの役割をしっかりと

果たしていただきたいと思います。 

総力を挙げて、難局に立ち向かい、打開

していくつもりです。熱烈な奥州ファンと

して、あらゆる場面で市民と手を携え協働

しながら市政運営の現場を支えていただき

たい、そのようにお願いします。 

市民と行政とのパートナーシップによる

「協働のまちづくり」は、必ずや花咲き、

実を結ぶものと確信しています。 

 

敬愛する後藤新平先生は「志ある者にお

のずと道は開かれる」と揮毫しています。 

政治倫理を説いて全国を行脚していた時

代、政治家の持つべき矜持として遺された

ものです。 

 

私には、合併10年の経過措置を経て、新

生奥州市を真に自立させねばならない使命

があります。まさに政治家の力量が問われ

る１年になるものと気を引き締めています。 

融和と尊重こそが、人間力の向上につな

がり、まちの元気、引いては魅力と品格に

通じると確信し、ともに目線を上げて新し

い奥州市を創りあげましょう。 

どうぞ、新しいまちづくりの時期を迎え

る奥州市の市勢発展に向けて議員各位をは

じめ、市民皆様のご理解とご協力を切にお

願い申し上げ、施政方針といたします。 

 


