
- 1 - 

■  平成30年度奥州市施政方針 

 

本日ここに、平成30年第２回奥州市議会

定例会の開会にあたり、平成30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ます。 

 

（はじめに） 

私は先の選挙におきまして、「奥州市は

ひとつ、今こそ飛躍のとき」を合言葉に、

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。 

奥州市誕生から12年が経過しました。干

支でいえば二回目の戌年を迎えたことにな

ります。西洋暦は時間暦といわれ時間のみ

で区分されるのに対し、東洋暦は甲、乙な

ど空間符号の十干と、子、丑など時間符号

の十二支を組み合わせた空間時間暦といわ

れています。 

本市では、本年４月１日より地域自治区

制度が終了しました。これからは、時間経

過による自治体の仕組みの成熟に加え、空

間を意識した「奥州市はひとつ」という風

土の調和に向けた新しいまちづくりが求め

られると考えます。 

三期目の市政運営の初年度にあたり、マ

ニフェストに掲げた四つの柱に込めた想い

をひとつずつ着実に具現化しつつ、「地域

の個性がひかり輝く 自治と協働のまち」

の実現に向けて、全身全霊を傾注する所存

であります。 

 

（マニフェストの推進） 

マニフェストの四つの柱の一つ目は、地

域コミュニティの充実に向けた協働のまち

づくりへの取組みであります。 

人口が減少し、行財政環境が厳しさを増

す中で、複雑化、多様化する地域課題を解

決し、誰もが住みよいまちを作るためには、

市民と行政とが対等なパートナーとなり、

ともに手を携えて取り組むことが重要です。

特に市内 30 地区においては、地区振興会な

どの地域自治組織が中心的役割を担ってい

ただくことが期待されることから、組織の

活性化や人材育成のための支援を充実して

いきます。 

具体的には、本年度からすべての地区セ

ンターで、地区振興会などによる指定管理

が始まったことを踏まえ、地区振興会を中

心に地域の皆様がより主体的に、より活発

に地域づくり活動を行っていただけるよう、

庁内の支援体制を強化するとともに、財政

支援の充実についても検討を進めます。 

 また、地域活動の拠点となる地区センタ

ーについては、バリアフリー化や空調設備

のない施設の計画的な整備を進め、利便性

の向上に努めます。 

 このほか、これからの地域づくりを担う

人材の育成を目的に開催している「協働の

まちづくりアカデミー」などの研修事業に

ついても、充実を図ります。 

さらに、本年度から新たに設置する地域
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会議からの意見、提言を最大限市政に反映

できるよう、円滑な運営に努めます。 

 

二つ目は、元気創出のまちづくりであり

ます。 

昨年、本市は「奥州アピール元年」と位

置づけ、「いわて奥州きらめきマラソン」

と「カヌージャパンカップ」を初めて開催

しました。 

本年度は、全国ランニング大会100撰に選

出されたこのマラソン大会を定着させ、市

民総参加で「ひと」や「まち」の魅力を全

国に発信するとともに、観光や産業の振興

にもつなげ、東北随一の大会を目指します。 

また、昨年に引き続き７月にカヌージャ

パンカップを開催します。本年は新たに競

技カヌーの有力選手を地域おこし協力隊員

として迎え、この大会成功に向けて一層の

努力を重ねるほか、カヌーの体験会、研修

会を実施し、カヌーを通じた地域振興、人

づくりを図ります。 

県の観光統計調査によれば、本市の外国

人入込み客数は 3,895 人で、前年より

2,322 人増加し、このうち台湾からは 2,487

人と大半を占めています。この状況を踏ま

え、観光分野では台湾との交流促進による

インバウンドの推進や、地域資源を生かし

た体験型コンテンツを構築するため、先般

着任した２名の地域おこし協力隊員ととも

に、都会の若者の視点も取り入れながら、

本市の魅力をさらに掘り下げていきます。 

また、６次産業化の推進やふるさと納税

制度の積極的活用により、地域ぐるみの産

業振興も進めていきます。 

一方、本市ではそれぞれの分野で市民や

ＮＰＯ、ボランティア団体が精力的に活動

しています。内発的に地域の元気を創出す

るこれらの取組みは、本市発展の原動力と

なっていることから、引き続き活動の支援

を充実させてまいります。 

このように本市には豊かな自然を生かし

た産業、市民が織りなす祭りやイベントな

どが数多く存在します。これらの財産を市

民自らが再認識し、さらに内外へ力強く発

信できるよう、市ホームページをリニュー

アルします。 

 

三つ目は、子どもにやさしいまちづくり

であります。 

全国の地方都市同様、人口減少が進む本

市において、将来を担う子どもたちが健や

かに育つ環境づくりは最優先で取り組むべ

き課題です。  

そこで、子どもを安心して産み育てるこ

とができる環境となるよう、「妊産婦タク

シー乗車券給付事業」などの交通費助成や

産後ケアの充実を図り、妊産婦への支援を

強化します。 

また、待機児童解消のため、地域の合意

を得ながら教育・保育施設の再編を進め、

認定こども園整備事業に着手します。併せ

て、市独自に保育士への支援策を講じ、そ
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の確保を図ります。 

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。 

また、通学路の安全・安心対策について

は、ソフト・ハード両面からその対策に取

り組みます。 

 

四つ目は、奥州市総合計画の着実な推進

であります。 

本年度で２年目を迎える総合計画は、12

万奥州市民の道しるべとして、二つの戦略

プロジェクトを掲げています。 

ＩＬＣプロジェクトについては、政府の

一定の判断が本年中になされるともいわれ

ており、ＩＬＣ誘致にとって非常に重要な

一年となります。本市としましても、関係

団体との密接な連携のもと、ＩＬＣを様々

な施策に取り入れ、積極的な誘致に努めま

す。特にも外国人研究者などの受入体制の

整備に向け、県や県立大学、市国際交流協

会と連携し、ワンストップサービス提供の

検討などを進めます。 

さらに、人口プロジェクトの推進につい

ては、奥州市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の着実な推進を図るほか、大学などの

高等教育機関などと連携し、人口減少対策

の新たな施策検討を進めていきます。 

これら２つの戦略プロジェクトは市政発

展に向けた重要施策であることから、さら

に庁内横断的に取組みを強化します。 

 

次に主な施策について、総合計画の大綱

に沿って説明いたします。 

 

（大綱別の主要施策） 

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。 

市民公益活動の支援については、市民公

益活動団体支援の核となる「奥州市民活動

支援センター」の機能強化に取り組むとと

もに、課題解決に向けた提案を具体化でき

る「協働の提案テーブル」の活性化を図り

ます。 

生涯学習活動の推進については、市民一

人ひとりが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

化祭の開催や文化会館での鑑賞事業などを

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します。 

スポーツの振興については、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」を引き続き推進するとともに、

未来のトップアスリート育成事業などを通

じて、競技選手の育成を図ります。 

 

第２に「未来を拓く人を育てる学びのま
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ちづくり｣であります。 

全ての児童生徒が「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。 

希望あふれる学校づくりについては、児

童数が減少傾向にあることから、適正規模

による教育活動を行うための学校再編基本

計画の見直しを図り、学校の適正配置計画

の策定に向けた検討を進めます。 

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、老朽化が進んだ文

化財施設の必要な修繕や整理統合について

検討を行います。また、胆沢城跡歴史公園

整備や世界遺産の拡張登録を目指す活動、

多くの文化財の調査整理や公開活用を行い、

市民の郷土に対する誇りと愛情を醸成する

取組みを進めます。 

なお、特に人づくりに関しては、教育行

政方針として教育長から申し述べます。 

 

第３に「健康で安心して暮らせるまちづ

くり｣であります。 

平成28年度に策定した第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、行政などが連

携し、共に支え合う地域づくりを引き続き

進めるとともに、「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。 

さらに、本年度からスタートした第２期

奥州市障がい者計画などにより、多岐にわ

たる障がい福祉施策を総合的かつ横断的に

推進します。 

子育て支援については、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、様々な困

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。 

また、健やかな妊娠、出産を支援するた

め、新たに助産師を配置するとともに、宿

泊、デイサービス、訪問などの妊娠・出産

包括支援事業に取り組みます。 

健康づくりの推進については、検診の受

診率向上のため、同一会場での複数検診の

実施日程を増やし、受診しやすい環境を整

備します。さらに糖尿病を始めとする生活

習慣病の重症化予防の取組みを強化します。

歯科保健・精神保健におけるモデル事業に

おいては、継続して地域との協働により取

り組みます。 

 高齢者支援については、誰もが住み慣れ

た地域で安心して自分らしい生活を送るこ

とができるよう、奥州市高齢者福祉計画及

び第７期介護保険事業計画に基づき、地域

包括ケアシステムの構築を目指し、在宅医

療と介護の連携、自立支援や介護予防、認

知症施策を推進します。 

また、地域医療の充実を図るため、一

次・二次救急医療体制の支援や看護師など

の人材確保育成に取り組みます。 
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新市立病院の建設にあたっては、奥州市

全体の将来にわたる医療体制の在り方を十

分に検討し進めていきます。 

 

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

行き不安や米政策の見直しなど年々変化し、

営農に対する不安が増大していることから、

奥州市農業振興計画の策定と、奥州市地産

地消わくわく条例の推進体制の構築などに

取り組むとともに、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

地中間管理事業などの積極的な活用を進め

ます。 

また、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努める

とともに、地域の共同活動や中山間地域に

おける農業生産活動などの支援を図ります。 

本市には、「前沢牛」、「江刺りんご」、

「ひとめぼれ」など、高く評価されている

ブランド農畜産品があり、これらとともに

新品種「金色の風」の知名度をさらに上げ

るため、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

資源の維持・造成に努めます。 

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、平成29年３月に見

直しを行いました奥州市観光基本計画に基

づき、官民協働による、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、広域観光

にも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、情報発信などを展開します。 

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、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

大に努めるほか、安心して創業できるよう

関係機関と連携し、引き続き支援します。 

 

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、生活環境の保全を図ります。特にも奥

州金ケ崎行政事務組合の焼却施設長寿命化

工事に伴い、長期にわたる休炉期間が予定

されていることから、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と減量化を促進し

ます。 

空家対策については、奥州市空家等対策

計画に基づき、各種施策に取り組むととも
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に、空き家の管理条例の制定を進めます。 

原発事故に伴う放射線影響対策について

は、道路側溝未清掃地区への住民説明会や

一時保管場所の設置支援を、引き続き行い

ます。 

防災対策については、地域住民により組

織された自主防災組織の活動を支援するほ

か、第一次収容避難所として指定した各地

区センターと避難所開設に係る諸課題を協

議し、地域の実情にあった適切な避難所運

営に努めます。なお、９月２日には、自主

防災組織、地区振興会、地区センターなど

と連携し、避難を想定した奥州市総合防災

訓練を実施します。 

さらに、災害情報の伝達手段である緊急

告知ラジオの難聴地域解消に引き続き取り

組みます。 

また、消防施設・設備を計画的に更新す

るとともに、女性消防団員などで構成する

カラーガード隊を新設し、消防団の活性化

とイメージアップを図ります。 

公共交通対策については、持続可能な地

域公共交通ネットワークの実現に向け、第

３次バス交通計画の策定に着手します。 

 

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、奥州市道

路整備計画に基づき、幹線道路や生活道路

の整備を進めるほか、道路、橋りょう、ト

ンネルなど公共インフラの適切な修繕を実

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。 

住宅施策については、市営住宅の長寿命

化を図り、安全・安心な住まいの整備を進

めるほか、東日本大震災で被災した方々の

生活再建を引き続き支援します。 

公共下水道事業については、水沢羽田町

などを中心に整備を進めるとともに、スト

ックマネジメント計画に基づき、前沢下水

浄化センターの機械電気設備などの長寿命

化対策を実施します。 

農業集落排水事業については、江刺上三

照地区の管路施設や市内における通報装置

の機能強化対策などを実施します。 

また、下水道などの計画区域外では、市

営浄化槽事業による整備を推進します。 

水道事業については、奥州市水道事業ビ

ジョン及び第２次奥州市水道事業中期経営

計画に基づき、効率的で安定した経営に努

めるとともに、胆沢ダムからの受水に対応

した施設整備を引き続き進め、安全・安心

な水道水の安定供給に努めます。 

 

以上、平成30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。 

 

（予算編成方針と財政基盤の確立） 

平成30年度一般会計当初予算は、市長選
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挙を控えていたため骨格予算として編成し、

義務的・経常的な経費のほか、年度当初か

らの執行が必要な経費について措置し、市

民生活に支障がないよう配慮しました。 

肉付け予算となる６月補正予算において

は、政策的経費や普通建設事業など、奥州

市が今に止まることなく未来志向で、協働

の力を原動力として、さらなる飛躍を遂げ

られるよう編成しました。 

６月補正後の予算総額は約５６７億９千

万円で、前年度の当初予算と比較すると、

約１０億７千万円の減となっています。 

歳入は、景気の回復基調を反映し、市税

が微増しているものの、地方交付税の合併

特例措置が段階的に減少しており、一般財

源の確保は依然として厳しい状況です。 

一方、歳出は、定員適正化計画の着実な

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、老朽化した施設の

修繕経費、新たな行政需要に対応する経費

などの捻出に苦慮している状況です。 

今後の財政運営については、総合計画を

着実に推進するため、事業の「選択と集

中」を進めるとともに、ふるさと納税を活

用した自主財源の確保を図ります。また、

将来世代に負担を繰り越さないよう、プラ

イマリー・バランスの黒字を堅持し、地方

債残高の減少に努めます。 

今後も本市の財政状況は厳しい状態が続

きます。しかし、私は、これまで総合水沢

病院、土地開発公社、岩手県競馬組合など

の大きな課題に真正面から取り組み、これ

らの課題は確実に解消に向かっています。

一刻も早く、市民が奥州市の未来に夢と希

望を描けるよう、健全で柔軟な財政基盤の

確立に不退転の覚悟で臨みます。 

 

（行政経営改革の推進と行政事務の適正化） 

このように財政の健全化を確実に進め、

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

力で進める必要があります。 

平成29年度からスタートした第３次の行

財政改革である奥州市行政経営改革プラン

に基づき、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す

るとともに、奥州市公共施設等総合管理計

画により公共施設の集約化、長寿命化の取

組みを進めながら、最少の経費で最大の効

果を上げる行政経営を進めます。 

 行政事務の適正化については、奥州万年

の森太陽光発電事業の残土処理に係る住民

訴訟などで、庁内における意思決定の曖昧

さや連携不足が指摘されました。ことの重

大さを十分自覚し、リスクマネジメントの

取組みを一層強化するとともに、奥州市職

員コンプライアンス指針に基づき、法令順

守、職務倫理の徹底を図ります。 

 

（困難をチャンスに変えて） 

 日本創生会議が全国の半数の市区町村に

消滅可能性があるとした2040年人口推計は、
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とりわけ地方の自治体に大きな衝撃を与え

ました。地方では、既に人口減少と高齢化

の進展という課題に直面しており、不利な

条件ゆえに「こんなところ」と地域を卑下

し、「どうしようもない」と愚痴をこぼし、

「変わるはずもない」と困難に立ち向かう

意欲を失ってしまえば、さらなる衰退の一

途は必定です。このような厳しい社会情勢

のもと、今地方の自治体と住民に求められ

るものは、困難な状況にめげず、しなやか

に生き延びていく力、いわゆる復元力の創

造です。 

 有名な物理学者、アルバート・アインシ

ュタインは、種々の実験で失敗を繰り返し

ていた時期、次のような言葉を残していま

す。「困難の中にこそ、チャンスが眠って

いる」と。そして後に、一般相対性理論と

いう20世紀最大の発見に繋げたのです。 

どんなに困難な時代であっても、本市に

は豊かな自然や多彩な人物と歴史、そして

誇れる物産とそれを育む大地があります。

それらが幾重にも結びつくことにより、本

市の地域力は無限に広がっていきます。こ

の宝物を武器に、行政と市民の協働により

チャンスを目指し歩んでいけば、きっと素

晴らしい未来が開けると確信しています。

私自身その先頭に立ち、この困難な時代に

立ち向かう覚悟であります。 

 

海の向こうでは郷土のヒーロー、大谷翔

平選手が夢の舞台で輝きを見せています。

私も大谷選手に負けないよう、合併時の目

標であった「一つの奥州市」を創り上げる

ために、粉骨砕身努力し続けてまいります。 

 

議員をはじめ市民各位におかれましては、

まちづくりのパートナーとしてご理解とご

協力を賜りますよう心からお願いを申し上

げ、施政方針といたします。 

 

 


