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■■■■        平成平成平成平成22228888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28年第１回奥州市議会

定例会の開会にあたり、平成28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。 

 

去る２月20日に奥州市誕生10周年記念式

典を開催いたしました。 

これまでの10年のまちづくりは、合併し

た旧５市町村行政の継続性を強く意識し、

尊重しながら、財政の健全化、協働のまち

づくりの推進を基本に、合併効果を十分に

発揮できる組織体制の構築や行政執行基準

の統一など、多くの課題に全力で取り組み

ました。 

また、平成20年の岩手・宮城内陸地震、

平成23年の東日本大震災と二度の天災に見

舞われましたが、全市民一丸となって発揮

された力により乗り越えることができたも

のと、心から感謝申し上げます。 

奥州市の将来を展望するとき、未だに課

題は山積していますが、市民力を結集する

ことにより、必ず乗り越えられると確信し

ています。 

今に止どまることなく未来志向で、協働

の力を原動力に、希望のひかり輝く奥州市

を創り上げていこうではありませんか。 

 

 

（協働の力を確かなものに） 

さて、本年の施政の方向であります。 

まちづくりの根本に据える協働は「第２

ステージ」です。地区センターの指定管理

者制度が先行して16地域でスタートするほ

か、将来を見据えた提案を持ち寄り、事業

化に向けて話し合う「協働の提案テーブ

ル」を正式運用します。 

さらに、地域自治組織、ＮＰＯなど、多

くの市民公益団体が協働のパートナーとし

て元気ある地域づくりを進めるため、主体

的に自治力、経営力、協動力を高めるよう

様々支援し、協働の裾野を広げます。 

 

（財政運営の健全化） 

平成28年度の予算総額は595億780万円で、

前年度当初予算と比較し、１億5,250万円の

増となっています。歳入は、市税収入にお

いて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、歳出は、胆沢統合中学校建設、岩手

国体の開催、奥州市版総合戦略など喫緊の

課題への対応が求められます。 

そこで、プライマリーバランスの堅持を

原則としながら、これまで措置してこなか

った歳入の一部に財政調整基金の取り崩し

を行うこととしました。これは、財政計画

において説明してきた見通し、流れに重な

ります。 

定員適正化計画の実施による人件費の抑

制に限界が感じられる中、社会保障関連経
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費、老朽化した施設の修繕経費、新たな行

政需要や住民要望の経費などの捻出には一

層厳しいものがあります。 

奥州市の将来を担う若者や子どもたちに、

大きな負担や借金を負わせることはできま

せん。奥州市の持続的な発展を見据え、財

政の健全化を成し遂げる必要があります。 

 

（行財政改革の推進） 

そのためには、行財政改革を不断に進め

て行かなければなりません。人口減少・少

子高齢化などの社会情勢の大きな変化や新

たな行政ニーズに適切に対応するため、常

に組織及び運営の合理化を推し進めること

は、行政としての責務であります。 

変化に対する抵抗や戸惑いがあることも

承知しておりますが、ご理解をいただくた

めの丁寧な説明と情報発信に努めます。 

また、第２次定員適正化計画に基づく職

員数の削減や「事務事業・公の施設の見直

し」など、組織・人・仕事の一体的な見直

しに渾身の力を振り絞ります。 

 

(国体の成功に向けて) 

本年は、復興国体と銘打った「希望郷い

わて国体・希望郷いわて大会」の年です。 

本市は国体正式競技７競技、大会実施競

技１競技の開催地として、リハーサル大会

の経験を糧に、市民一丸となって取り組み、

各競技を大成功に導かなければなりません。 

炬火イベント、国体成功決起集会などに

よって、また、市民総参加による花いっぱ

い運動や歓迎装飾などによって、本番に向

けて開催地の熱気を高めます。 

また、競技会場においては、おもてなし

の心で、さらにはおふるまいで、全国各地

から集う人々を温かくお迎えし、東北・奥

州市民の人となりをもって、復興支援への

感謝と本市の魅力を全国発信します。奥州

市の素晴らしさを磨く好機であります。大

いに盛り上げましょう。 

 

（奥州市版総合戦略） 

また、一昨年から国を挙げて取り組んで

いる地方創生「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」実行の年でもあります。 

課題分析、計画策定の過程において、奥

州市には高い潜在力があり、無限の可能性

があると確信しています。 

人口減少や少子高齢化時代の難局を乗り

越えて行こうとする時、「人」に着目して

取り組みます。 

人口減少の歯止めはもちろん、「しご

と」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しご

と」を呼び込む好循環を確立し、その好循

環を支える「まち」に活力を満たします。 

これまでの多くの失敗が示すように、行

政だけでできるものではありません。関係

する市民、団体、企業など幅広い分野の数

多くの皆様の参画なしには実現は困難です。

まちの空気が「元気」で満たされるように、

共に手を携えて取り組みましょう。 
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（総合計画の策定） 

さらに、昨年着手した次期総合計画を完

成させます。 

次期総合計画は、現計画が掲げる「地域

の個性がひかり輝く自治と協働のまちづく

り」を継承するものとして、また、「奥州

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、

「ＩＬＣまちづくりビジョン」など中長期

的なまちづくりの方向性を新たなベクトル

として取り込み、将来の人口減や財政難な

ど時代の変化に耐えうる、力ある奥州市を

創りあげる計画に仕上げます。また、その

計画推進に関し「市民協働」の精神が全体

を貫いたものとします。 

 

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」であります。 

奥州市民であることを誇りとし、さらに

住み良いまちを理想に掲げて定められた市

民憲章を基本として、市民の力を結集し自

立したまちづくりを進めます。 

地域の特色を生かした個性輝くまちづく

りを進めるため地区振興会の支援に力を注

ぐほか、地域や市民公益活動団体との絆を

大切にし、市民提案がまちづくりに生かさ

れる仕組みづくりに努めます。 

また、過去３年間の経過を踏まえ「協働

のまちづくりアカデミー」を発展的に継続

し、地域を担う人材の育成に取り組みます 

次に、国際リニアコライダー「ＩＬＣ」

計画の実現についてです。 

ＩＬＣ実現に向けた課題解決方策や、推

進体制の検討が着々と進められていますが、

国民的な理解に至っていないのが現実です。 

このため、国体などの機会を捉えながら、

関係団体と連携しＩＬＣ実現の意義などを

市内外に向けて周知する取組みを行います。 

また、多くの方々のご協力をいただき、

現在策定中のＩＬＣまちづくりビジョンで

掲げる奥州市の将来像の実現に向け、関係

団体等と協力、連携し、施策を推進します。 

 

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作るため、幼

稚園や小中学校の修繕や耐震補強事業を計

画的に進めるほか、給食センターの改築事

業に着手します。胆沢中学校については平

成29年４月の開校へ向け、万全を期します。 

市民一人ひとりが、学びの成果を生かし

て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、学習機会の情報提供や助

言指導など学習活動の支援を行います。 

芸術文化の振興については、市民芸術文

化祭や文化会館での鑑賞事業等を通して、

多くの市民に優れた芸術作品や舞台にふれ

る機会を提供するほか、市民自らが芸術文
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化活動に参加できる環境整備を進めます。 

歴史遺産の保存と活用については、引き

続き、文化財の保全に努めるとともに、胆

沢城跡歴史公園整備事業など文化財の公開、

活用や、世界遺産の拡張登録を目指す活動

を通じて、市民の郷土に対する誇りと愛情

を涵養する取組みを進めます。 

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、選

手の育成を図ります。 

また、「第１回いわて奥州きらめきマラ

ソン」の平成29年５月の開催に向け準備を

進めます。 

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。 

 

第３に「健康で安心して暮らせるまちづ

くり｣であります。 

本市の高齢化率は、平成37年度には約

37％まで上昇すると予測されており、誰も

が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

に地域包括ケアシステムの構築が急がれる

ことから、地域包括ケア推進室を設置し、

在宅医療と介護の連携、介護予防、認知症

施策などの取組みを一体的に推進します。 

また、老朽化が顕著となっている総合水

沢病院に代わる新病院建設の準備を進める

ため、平成28年度内に（仮称）新市立病院

建設準備室を設置します。 

休診していた前沢診療所については、外

来診療を４月から再開するとともに、江刺

区の４診療所については、新たに移動診療

車を導入して医療環境を整えます。 

障がい、介護、社会的な孤立などのさま

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、自立相談支援の窓口とし

て設置した「くらし・安心応援室」に就労

の準備を支援する機能を加え、制度の垣根

を越えた包括的な支援を行うとともに、第

２期奥州市地域福祉計画に基づき、多様化

する生活課題に対して地域住民、関係団体、

行政等が連携し、共に支え合う地域づくり

を進めます。 

また、東日本大震災から５年目を迎え、

避難生活が長期化している被災者の方々の

生活再建支援に取り組みます。 

子ども・子育て支援については、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、放課後児童クラブなどの事業を引

き続き実施します。また、子どもたちの健

やかな心とからだを育むため、妊婦・乳幼

児健診や保健指導の充実を図ります。さら

に、奥州市子ども・子育て支援事業計画に

掲載された事業を着実に実施しながら、公

立教育・保育施設の再編に向けた検討を進

めます。 

市民の健康増進を図るため、複数の検診

を同一会場で実施するなど、受診しやすい

環境を整備して受診率の向上を目指すとと
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もに、検診結果を活かした保健指導を行い

ます。また、心の健康づくりを推進するた

め、人材育成や相談しやすい環境づくりに

取り組みます。 

 

第４に「賑わいと豊かさのあるまちづく

り｣であります。 

農業を取り巻く環境は、引き続きの米の

低価格やＴＰＰ協定の大筋合意により、営

農に対する不安や農業者の生産意欲を削ぐ

ものとなっており、これらを払拭し再生産

可能な農業へ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両面から農

地集積を推進します。 

また、低コスト化、高付加価値化に向け

た取組みを普及し、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、日本型直接支払制

度による多面的機能を支える活動を推進し

ます。 

さらに、ＴＰＰ関連事業が国より示され

ており、これを的確に農業者へ情報提供し、

事業を活用します。 

本市には、「江刺金札米」をはじめ「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、これらの

知名度をさらに上げるため、農業団体の技

術支援と一体となって、生産と販売の拡大

に努めます。 

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促進します。 

商業の振興については、平成28年３月策

定の「奥州市商店街活性化ビジョン」に基

づき、やる気のある事業者を積極的に支援

することにより、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、官民協働により、

着地型観光の推進や訪日外国人観光客受入

体制の確立などによる戦略的誘客を図ると

ともに、県や周辺自治体と連携して世界遺

産平泉を核とした広域観光に積極的に取り

組みます。また、観光施策の指針である

「奥州市観光基本計画後期計画」の見直し

を進めます。 

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

携しながら首都圏を中心とした企業訪問、

フォローアップ、情報発信等を展開すると

ともに、的確な調査や情報収集を行いなが

ら積極的に推進します。 

工業の振興については、販路拡大や競争

力強化に資する企業の取組みへの補助制度

や、産業支援コーディネーターによる助

言・指導やビジネスマッチングにより、受

発注の拡大に努めます。 

創業支援については、相談窓口の設置や

伴走型支援、セミナーの開催などにより、

安心して創業できる環境を整備し、創業率
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の向上に努めます。 

そのほか、ものづくり人材など企業が求

める人材育成の支援、「ジョブカフェ奥

州」を中心とした就労支援などにもさらに

力を入れます。 

 

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

の適正処理及び減量化を促進します。 

また、「空家等対策の推進に関する特別

措置法」に基づき、空き家対策を推進しま

す。 

防災対策については、引き続き自主防災

組織の育成支援に取組むとともに、特に各

区の婦人消防協力会が本年４月から奥州市

婦人消防協力会連合会として統合すること

から、新しい半纏の製作など活動支援に努

めます。また、消防団活動については、消

防屯所改築や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ます。 

原発事故に伴う放射線影響対策について

は、市内における日常生活空間の放射線量

率が国の除染基準を下回り、低減傾向にあ

るものの、道路側溝土砂等を含めた除去土

壌に係る国の処分方針が未だに示されない

ことから、引き続き国に主体的な対応を強

く要望するとともに、県及び関係市町と連

携し、早期の処分を検討します。 

また、平成27年度から本格実施をしてい

る利用自粛牧草の処分とともに、今なお一

部で出荷制限指示や自粛要請などとなって

いる野生きのこ・山菜類を含めた農林産物

等の安全対策についても全力で取り組みま

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、計画的に修繕を実施します。 

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、引き続き国、県に強く要望します。 

「久田前田中線｣街路整備事業と「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

ていない方々に対しては、引き続き生活再

建住宅支援事業を活用し、生活再建を支援

します。 

市営住宅については、建物の長寿命化や

改善などを進めるとともに、前沢区内の竹

沢団地第二期建設については、平成29年４

月に入居開始できるよう事業を進めます。 

公共下水道事業については、水沢区内の
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３地区で整備を進めるとともに、羽田地区

では平成28月４月から一部供用を開始しま

す。 

農業集落排水事業については、機能強化

事業により、江刺区上三照地区の機械設備

などを３箇年計画で更新します。 

 

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。 

まず、胆沢ダムからの受水に対応した施

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、

前沢区の黒水対策に係る配水管洗管作業、

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。 

さらに、平成30年度以降の水道事業のマ

スタープランとなる新水道事業ビジョンの

策定に取り組みます。 

 

以上、平成28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。 

 

私はこれまで、人口減少、少子高齢化と

いう、日本がこれまで経験したことのない、

大きな時代の変化の中にあっても、奥州市

が将来にわたり安定かつ持続的な行財政運

営を行い得るための改革の必要性を訴え、

まちづくりを推進してきました。それは、

旧５市町村が10年前に合併することにより

目指したまちづくりの根幹であると確信し

ています。時代の変化に対応すべき改革を

止どめるとすれば、さらなる市民負担を求

める以外に必要な住民サービスを提供する

道はなく、それは奥州市の凋落に続くもの

です。 

地方自治体の使命は、住民福祉を増進す

るために最小の経費で最大の効果を常に求

め続けて行くことであります。厳しい現実

が見えているにもかかわらず、成すべき改

革を行わず、その負担を安易に市民に求め

ることはあってはならないことです。 

厳しい現実に目を背けることなく、奥州

市の将来に希望の光が大きく差し込むまち

づくりを推進するために、必要な議論を尽

くします。 

 

数多くの先人を輩出した奥州市として、

恥ずかしくない品格ある市政運営を実現す

るため、全ての力を傾注します。 

 

議員をはじめ市民各位の皆様におかれま

しては、協働のまちづくりのパートナーと

して、さらなるご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、施政方針といたしま

す。 

 


