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■■■■        平成平成平成平成22229999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29年第１回奥州市議会

定例会の開会にあたり、平成29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。 

 

（新たな総合計画の着実な推進） 

 平成29年度は、新たな奥州市総合計画推

進のスタートの年であります。 

 「地域の個性がひかり輝く自治と協働の

まち 奥州市」を実現するため、２つの戦

略プロジェクトを中長期的な取り組みに位

置付けました。 

 １つ目は、「誇りと幸せを実感できるま

ちづくり」として、人口プロジェクトです。 

 本市の人口は、平成27年国勢調査の結果

を見ると、１１万９千人と１２万人を割り

込むとともに、人口減少率は、県平均より

も高く、高齢人口の割合は、全国平均を5.7

ポイントも上回っております。 

 観光資源やふるさとの名物など、本市が

持つ魅力を最大限生かすとともに、生活利

便性が高く、子育て環境に優れたまちの実

現に取り組んでまいります。 

 ２つ目は、「世界へ発信するまちづく

り」として、ＩＬＣプロジェクトです。 

 ＩＬＣを様々な施策に積極的に取り入れ、

国際科学技術イノベーション拠点の実現や

文化、居住、就業、教育、医療等の充実を

関係団体等との協力、連携の下、進めてま

いります。 

この２つの戦略プロジェクトは、各分野

を横断的に取り組むものであり、地域社会

を構成する多様な「力」の結集と「協働」

により、目指すべき奥州市を市民の皆様と

一緒に創りあげていく所存であります。 

 これらを着実に推進するため、本年４月

からは、総務企画部政策企画課内に「人口

プロジェクト推進室」を設置するとともに、

これまでの「ＩＬＣ推進室」を課内室から

部内室へ格上げし、強力に推進してまいり

ます。 

 また、平成29年度を「奥州アピール」の

年と位置付け、新たにスタートする「いわ

て奥州きらめきマラソン」や「カヌージャ

パンカップ」、「台湾をターゲットとした

観光戦略」などで、奥州市の名を全国へ発

信してまいります。 

さらに、今後の行政課題に的確に対応す

るため、すでに医療局内に設置している

「新市立病院建設準備室」を中心として、

本市における医療体制の充実を図り、総合

水沢病院に代わる新市立病院の平成33年度

開院に向け、基本構想及び基本計画の策定

に取り組んでまいります。また、４月から

は、都市整備部下水道課に、平成32年から

の公営企業法適用開始に向けた準備のため

「下水道法適化準備室」を設置し、市民環

境部生活環境課内には、空き家の総合的な

対策のため「空家対策室」を設置し、農林
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部農地林務課内には、北上川東部土地改良

区の経営改善と世界農業遺産登録に向け

「農村保全推進室」を設置するなど、各事

業を確実に推進してまいります。 

 

（協働の力を確かなものに） 

さて、まちづくりの礎となる協働は「第

２ステージ」に進んでいます。地域の特色

を生かした個性輝くまちづくりに向けて、

地域の核である地区振興会等との協働をさ

らに前進させるほか、市民公益活動団体か

らの地域課題解決に向けた提案を具体化で

きるよう、協働の仕組みづくりに力を注ぎ

ます。 

 同時に、次代の協働を担う人材の育成や

庁内の組織的な推進体制の整備などを進め、

協働の基盤をさらに固めます。 

 

（財政運営の健全化） 

そのためには、財政運営の健全化が必要

です。 

平成28年度においては、新たな総合計画

に合わせて、持続可能な財政基盤の確立を

目指した財政計画を策定しました。 

平成29年度の予算総額は578億6,460万円

で、胆沢統合中学校建設、岩手国体等の大

型事業が終了したことにより、前年度当初

予算と比較し、16億4,320万円の減となって

おります。 

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、地方交付税の合併特

例が段階的に減少してきており、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、新たな総合計画の初年

度であることから、人口減少対策等の喫緊

の課題への対応や実施計画の実効性の確保

が求められています。 

今後も都市基盤の維持管理や社会保障関

連経費等の増加が見込まれることから、行

財政改革の着実な推進とプライマリーバラ

ンスの黒字化の堅持を原則とし、計画的か

つ健全な財政運営に努めます。 

 

（行財政改革の推進） 

財政の健全化を確実に進め、新たな総合

計画に基づく市政運営を持続可能なものに

するためには、行財政改革は不断の努力で

進めて行かなければなりません。 

平成29年度からは第３次の計画である

「行政経営改革プラン」に基づき進めてま

いります。職員の意識改革と組織の適正化

を図るとともに、公共施設の総合的な管理

を進め、限られた経営資源である職員・組

織、資産、資金、情報を最大限に活用しな

がら、優先施策の「選択」と資源の「集中

投下」により、最少の経費で最大の効果を

上げる行政経営の実現に努めてまいります。 

 

 

次に主な施策について、新たな総合計画

の大綱に沿って説明いたします。 
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第１に「みんなで創る生きがいあふれる

まちづくり」であります。 

地域コミュニティ活動の活性化に向けて

は、地区センターに指定管理者制度を導入

する地域が25と拡大することに対応し、地

域の力を最大限に引き出すことができるよ

う、専門職員の伴走支援を強化します。 

市民公益活動の活性化に向けては、地域

課題を解決するために提案を持ち寄り事業

の具体化に向けて知恵を出し合う「協働の

提案テーブル」の普及・推進に全力を尽く

します。 

また、地域から要望の多い協働に関わる

人づくりについては、「協働のまちづくり

アカデミー」などの人材育成事業を積極的

に展開します。 

生涯学習活動の支援については、市民一

人ひとりが生涯にわたって学びを深め、生

きがいのある心豊かな人生を送ることがで

きるよう、学習の機会や情報の提供など学

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、次代を担う子ども

の情操を養い、芸術文化活動が活発に行わ

れるような環境を醸成します。 

スポーツ振興については、５月21日に、

これまでの奥州３大マラソンを統合し、東

北随一の大会を目指して「いわて奥州きら

めきマラソン」を開催いたします。「走

る」「みる」「支える」で、市民総参加の

大会を目指しながら、奥州の「ひと」や

「まち」の魅力を全国に発信し、観光や産

業の振興にもつなげ、奥州市の輝かしい未

来へあこがれをもてるような大会を展開し

てまいります。 

また、国体において整備をしたカヌー競

技場を活用して、８月には「カヌージャパ

ンカップ」を開催いたします。カヌーを通

じ奥州市を全国発信するとともに、地域振

興へとつなげてまいります。 

 

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。 

全ての児童生徒に「生きる力」を育むた

め、学校経営の充実を図りながら、知・

徳・体のバランスのとれた学校教育を充実

させます。 

安全・安心な教育環境の充実については、

子どもたちによりよい学習環境を提供する

ため、教育施設の修繕や耐震補強事業など

を計画的に進めるとともに、老朽化した施

設については、施設の再編計画などに基づ

き、新築に向けた設計業務に着手します。 

歴史遺産の保存と活用については、引き

続き、適切な保全に努めるとともに、老朽

化が進んだ文化財施設の整理統合について

検討を始め、胆沢城跡歴史公園整備、世界

遺産の拡張登録を目指す活動、また、多く

の文化財の公開活用を行い、市民の郷土に

対する誇りと愛情を醸成する取り組みを進
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めます。 

 

第３に「健康で安心して暮らせるまちづ

くり｣であります。 

平成28年度からスタートした第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

るとともに、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の自立相談支援

機関である「くらし・安心応援室」を核と

して、制度の垣根を越えた包括的な支援を

行います。 

また、東日本大震災から５年が経過し、

避難生活が長期化している被災者に寄り添

いながら生活再建のための支援を続けます。 

次に、奥州市子ども・子育て支援事業計

画に基づき、子育て支援サービスを充実さ

せるとともに、さまざまな困難を抱えた家

庭が自立して子育てができるよう、関係機

関との連携を図りながら適切な相談支援を

行います。 

さらに、子どもたちの健やかな心とから

だを育むため、新たに新生児聴覚検査費用

の助成を開始するとともに、妊婦・乳幼児

健診や保健指導の充実を図り、子育て支援

の強化に取り組みます。 

また、待機児童の解消を図るため、市立

教育・保育施設再編計画を着実に実行して

まいります。 

次に、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に向け

て、在宅医療と介護の連携、介護予防、認

知症施策などの取り組みを一体的に推進す

るとともに、平成30年度からの高齢者福祉

計画・第７期介護保険事業計画の策定に取

り組みます。 

市民の健康増進を図るため、がん検診初

回自己負担金の無料化など、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

もに、検診結果を活かした保健指導を行い

ます。また、新たに歯科保健・精神保健に

おいて、地域との協働によりモデル事業に

取り組みます。 

地域医療の充実について、懸案となって

いた江刺区の医療環境を維持するため、移

動診療車による診療に取り組みます。 

 

第４に「豊かさと魅力のあるまちづくり｣

であります。 

農業を取り巻く環境は、ＴＰＰ協定の先

行きが不透明な中、新たな貿易協定交渉の

先行き不安や生産原価を賄えない米価など

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り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
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管理事業などの積極的な活用という両面か

ら農地集積や耕作条件の改善を推進します。 

また、低コスト化、高付加価値化に向け

た取り組みを普及し、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

制度により、農業農村の多面的機能の維持

・発揮を図るため、地域の共同活動、中山

間地域等における農業生産・自然環境の保

全に資する活動の支援に力を入れてまいり

ます。本市には、「前沢牛」をはじめ「江

刺金札米」「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、関係機関

と一体となってＧＩ
ジーアイ

（地理的表示保護制度

）の登録推進とその活用を検討しながら、

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促進し、森林

資源の保全に努めます。 

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、官民協働のもと、

体験型メニューを中心とした着地型観光を

推進するほか、台湾を中心とした訪日外国

人観光客の誘致促進や海外への販路拡大な

ど観光物産の戦略的事業を展開いたします。 

また、県や周辺自治体と連携した世界遺

産平泉や伊達な広域観光エリアなどを核と

した広域観光に積極的に取り組みます。 

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、企業等が実施す

る販路開拓や研修など企業競争力の強化に

資する取り組みへの支援や、産業支援コー

ディネーターによる助言・指導やビジネス

マッチングによる事業展開の強化に努めま

す。 

創業支援については、相談窓口の設置や

伴走型支援、セミナー等の開催により、安

心して創業できる環境の整備に努めます。 

そのほか、ものづくり人材など企業が求

める人材の育成・確保支援、「ジョブカフ

ェ奥州」を中心とした就労支援などにもさ

らに力を入れ取り組みます。 

 

第５に「環境にやさしい安全・安心なま

ちづくり」であります。 

環境市民会議などとの協働により第２次

環境基本計画に掲げる環境保全行動指針を

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。 
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また、原発事故に伴う放射線影響対策に

ついては、利用自粛牧草などの農林業系廃

棄物の処分が本年度中の完了予定であり、

道路側溝土砂にあっては、処分方法の確定

により、順次処理を進めます。 

除染による土壌の処分については、国の

処分方針が未だに示されていないことから、

県及び関係市町と連携し、主体的な対応を

国へ強く要望します。 

防災対策については、ハザードマップを

作成し全戸配布するなど、より一層の防災

対策の充実に努めるとともに、消防体制の

強化については、消防団プレミアム事業等

により消防団員確保対策に取り組みます。 

安全・安心な市民生活の実現については、

消費者被害の防止のため、関係機関と連携

し啓発活動を進めるとともに、消費生活相

談等の事務を金ケ崎町と連携して取り組み

ます。 

 

第６に「快適な暮らしを支えるまちづく

り」であります。 

道路交通網の整備については、通学路や

地区要望のあった路線を重点に、奥州市道

路整備計画に基づき、幹線道路や生活道路

の整備を進めます。 

道路、橋りょう、トンネルなどの公共イ

ンフラについては、定期的な点検を行うと

ともに、適切な修繕を実施します。 

また、国道４号水沢東バイパスなどの道

路整備促進や北上川の無堤防地帯の治水対

策事業については、引き続き国、県に強く

要望します。 

都市計画街路「久田前田中線」は今春開

通の予定であり、「奥州スマートインター

チェンジ」は、平成30年３月の供用を目指

します。 

東日本大震災により未だ住宅が再建され

ていない方々につきましては、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

高齢者に配慮した住宅の改善を進めます。 

汚水処理施設の整備については、奥州市

汚水処理基本計画に基づき、未普及地域の

普及促進を図ります。 

公共下水道事業については、水沢区羽田

地区などを中心に整備を進めるとともに、

下水道計画区域外の地域では、市営浄化槽

事業により整備の推進を図ります。 

また、ストックマネジメント計画に基づ

き、江刺区の管路施設及び前沢下水浄化セ

ンターの機械電気設備の長寿命化対策を実

施します。 

さらに、農業集落排水事業については、

江刺区上三照地区の機械設備などの機能強

化対策を引き続き実施します。 

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

定した経営に努めるとともに、次期経営計

画の策定に取り組みます。 

また、老朽管更新事業や水圧適正化事業
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等を継続して実施していくことにより有収

率の向上を図るとともに、施設の耐震化な

どを計画的に進め、安全で安心な水道水の

安定供給に努めます。 

平成27年度に改定した水道料金について

は、平成29年度が算定期間の最終年度を迎

えることから、今後の収支等について精

査・検討し、改定など必要な措置を講じて

まいります。 

 

以上、平成29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。 

 

（新しいまちづくりの推進） 

今年は、後藤新平先生の生誕160年を迎え

ます。 

後藤先生は、子どもたちを愛し、国づく

りの役に立つような人材を育成しようと

「ボーイスカウト」を起こし、「自治三

訣」を提唱されました。 

自治三訣は、既に皆様ご承知のことと存

じますが、「人のお世話にならぬよう、人

のお世話をするよう、そしてむくいを求め

ぬよう」という言葉です。 

この自治三訣の精神こそ「協働の根幹」

であります。 

協働のまちづくりにより、地域自治が確

立され、さらに、市民力、地域力の高まり

が奥州市のさらなる発展につながるものと

確信しております。 

多種多様な価値観を有する「ひと」によ

って構成される「まち」が、それぞれのし

あわせ感で満ち、住んで良かったと思える

ものとするため、身を粉にして取り組んで

まいります。 

 

議員をはじめ市民各位の皆様におかれま

しては、まちづくりのパートナーとして、

これまで以上のご理解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。 

 


