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施 政 方 針 

 

本日、ここに平成３１年矢巾町議会定例会３月会議において、平成

３１年度における７会計の予算案並びに関係諸議案の審議をお願いす

るに当たり、行政経営に対する私の所信と新年度の主な施策について

概要を申し上げ、議員各位並びに町民の皆さまのご理解とご指導を賜

りたいと存じます。 

 

はじめに私の所信を述べさせていただきます。 

今年５月には皇位継承が行われ、平成の時代が幕を降ろし、その先

の時代に向かう一歩となる年となります。 

次代を担う若者や子どもたちに希望に満ちた矢巾町を引継ぐためそ

の先頭に立って町政を進めてまいる所存であり、第７次矢巾町総合計

画の基本理念であります『希望と誇りと活力にあふれ 躍動するまち 

やはば』の実現を目指し、また、前期基本計画のまとめの年として、

議員各位、そして町民の皆さまとともに、今後とも諸施策に精力的に

取り組んでまいります。 

それでは、新年度の主な施策の方針について述べさせていただきま

す。 

矢巾町が先駆けて取り組んでいる将来世代の立場になって政策を考

えるフューチャーデザインは、持続可能な町づくりとして主要な新聞

各紙の論説で取り上げられるなど高い評価を得ているところであり、

国等でもその活用に向けた取り組みが広がりを見せております。 
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平成３１年度は、この手法を活用した自治体の最上位計画の策定と

して、全国初となる第７次矢巾町総合計画後期計画の策定を住民参加

のもと進めるとともに、新たに未来戦略室を設置し、持続可能で未来

に強い町づくりを実現する施策を展開してまいります。 

また、これまで矢巾町新エネルギービジョンの基本方針に基づき地

球温暖化問題やエネルギー問題の解決に取り組んでいるところであり、

環境省の公共施設等先進的ＣＯ2 排出削減対策モデル事業の採択を受

け整備してまいりました低炭素区画内でエネルギーマネジメントシス

テム及び地域内電力活用の本格運用を開始いたします。さらに整備し

た低炭素区画内で蓄えられる電力を電気自動車を移動可能な蓄電池と

し、普段は環境に優しく非常時は動く電源として活用するべく防災の

視点からも検討を進め、環境先進地としての取り組みを更に進めてま

いります。 

今後大きな社会問題となることが懸念されている少子高齢化に加え、

団塊世代が後期高齢者となる「２０２５年問題」にいち早く対応し、

人生 100 年時代の長寿社会を全ての町民が元気で活躍できるよう、健

康に暮らせる地域づくりを進めるとともに、子どもや障がい者、高齢

者が身近な地域の場で交流し、地域で楽しくそして安心して過ごせる

環境を整えるため、地区公民館等を拠点とした多世代型地域包括支援

体制として「エン（縁
えん

）ジョイやはばネットワーク」の構築を新たに

図ってまいります。 

ウェルネスタウンプロジェクトとして、健康寿命の延伸、医療費・

介護給付費の削減を目的に展開している健康チャレンジ事業は、産学
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官金の連携を強化しさらに拡大させ、みんなが健康で元気に生活する

町づくりを進めてまいります。  

 

続きまして、平成３１年度における各会計の予算規模につきまして

ご説明申し上げます。 

 一般会計は、１１４億５,３２０万円で前年度と比較し５．１パーセ

ントの増 

 国民健康保険事業特別会計は、２７億９，４３６万円で前年度と比

較し９．４パーセントの増 

 介護保険事業特別会計は、２１億８,６６４万４千円で前年度と比較

し２．８パーセントの増 

 後期高齢者医療特別会計は、２億４７万７千円で前年度と比較し０．

２パーセントの増 

 矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計は、７億２，２８９万１千円

で前年度と比較し１２．９パーセントの増 

 これによりまして一般会計及び特別会計の総予算額は、１７３億５，

７５７万２千円で前年度と比較し５．７パーセントの増となっており

ます。 

 次に企業会計の予算規模につきましてご説明申し上げます。 

 水道事業会計は、収益的収入と資本的収入の総額が１０億３，５５

１万２千円で前年度と比較し４９．２パーセントの減、収益的支出と

資本的支出の総額が１３億１，８５８万２千円で前年度と比較し４３．

０パーセントの減 
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 下水道事業会計は、収益的収入と資本的収入の総額が１３億５８２

万６千円で前年度と比較し５．２パーセントの増、収益的支出と資本

的支出の総額が１７億３，１６２万５千円で前年度と比較し０．７パ

ーセントの減 

これによりまして、企業会計全体では、収入総額が２３億４，１３

３万８千円で前年度と比較し２８．６パーセントの減、支出総額が３

０億５，０２０万７千円で前年度と比較し２４．８パーセントの減と

なっております。 

 

続きまして、平成３１年度当初予算の概要について、第７次矢巾町

総合計画の施策の大綱であります、まちの将来像の実現に向けた７つ

のまちづくりの方針に沿って、主要な事業に関し具体的な取り組みや

直面する課題を、ご説明申し上げます。 

 

第１に『健やかな生活を守るまちづくり』についてですが、健康寿

命の延伸を図るとともに、高齢者については個人の尊厳を保持し、そ

の有する能力に応じ、健康で自立した日常生活を営むことができるよ

う、健康に関する意識向上や健康増進につながる健康づくりの支援を

行います。また、高齢者やそのご家族が介護や支援が必要な状態にな

った場合、その必要性に応じ介護保険などの支援を変わらず受けるこ

とができる体制整備を図り、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮

らし続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるため、医療、介護、

予防、住まい及び生活支援が一体的に提供される地域ぐるみで皆を支
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え合う「地域包括ケアシステム」の実現に向け、保健・医療・福祉の

各機関との連携に加え、保健福祉施策に係る町民サポーターの養成を

図るなど住民の主体的な参加も促進しながら事業を推進・拡充してま

いります。 

また、第７期介護保険事業計画の２年目を迎えることから、高齢者

本人とそのご家族を支えるための自立支援・重度化防止に向けた取り

組みと介護予防事業を推進するとともに、ボランティアも含めた介護

人材の確保・養成に努めてまいります。 

子育て支援の拡充策としては、家族が増える喜びを感じ、安心して

育てられる環境を整えるため不妊治療費助成、健康診査、予防接種費

助成を継続実施するほか、医療費助成給付をこれまでの中学生から高

校生世代まで拡充します。 

妊娠期から子育て期にわたる総合的な支援としては、産後の健康の

保持増進及び疾病の早期発見並びに早期治療のため産婦一般健康診査

を新たに実施し、かけがいのない子どもの健やかな成長やご家族の健

康も支援する体制や制度を設立し子育て世代が安心できる支援体制を

構築してまいります。 

健康づくりにつきましては、「健康チャレンジ事業」を継続実施し、

更なる町民の健康意識の向上と生活習慣の改善を促すとともに、いつ

でも、どこでも、一人でも自主的な健康づくりをするといった意識を

醸成しながら、国保特定健診・特定保健指導と連動させた生活習慣病

の発症予防及び重症化予防への取り組み等によって健康づくりと、健

康寿命の延伸を目指してまいります。 
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地域福祉の充実につきましては、困難で複合的な課題の解決に向け

た相談支援体制の充実を図るため、「相談支援包括化推進員」を配置し、

多機関・多職種と連携した包括的かつ総合的な相談支援を継続的に行

ってまいります。 

また、地域福祉活動に関する学習会を行い、地域の困りごとをその

地域で受け止め、解決につなげられるよう、「我が事・丸ごと・地域ご

と」の地域づくり推進事業を推し進め、地域共生社会の実現を目指し

てまいります。 

 自殺対策につきましては、自殺の多くは様々な要因により追い込ま

れた末の死であり、平成２９年度に策定した「矢巾町自殺対策計画」

に基づき、「生きることの包括的な支援」という視点で、紫波郡医師会

や教育委員会、町 PTA連合会、商工会等と連携し、「いのちを支え合う」

取組みを強化してまいります。 

 障がい福祉の充実につきましては、紫波地域障がい者基幹相談支援

センターと連携しながら、障がい児や障がい者の方々が、身近なとこ

ろで相談でき、住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、

相談支援体制を強化してまいります。 

また、災害時に要支援者の支援を速やかに行い、被害の拡大防止に

努めるため、災害時避難行動要支援者名簿の登録拡大とともに、情報

提供作業を円滑に行うためのシステムを導入し、地域の防災力の底上

げを図ってまいります。 

 

第２として『時代を拓き次代につながるひとづくり』についてです
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が、未来を拓く子どもたちの育つ環境整備として「矢巾町子ども・子

育て支援事業計画」のもと、児童福祉の推進を図ってまいります。 

特にも、保育ニーズの高まりを受けて、認定こども園への移行や小

規模保育事業所の設置等保育環境をさらに整備してまいります。 

また、幼児の健やかな成長につながるよう、保護者に対する経済的

な支援として、保育料の負担軽減などに引き続き努めてまいります。 

現在、町内の保育施設５か所で実施している体調不良児保育事業の

ほか、紫波町と連携協定を締結している病児保育事業は、平成 31年度

からは盛岡市とも協定を締結し、医療機関を併設している受入施設の

拡大に努めてまいります。 

全国で多発している痛ましい虐待事件は本町においても発生が懸念

されるところであり、各関係機関と緊密な連携を図り、町民の皆様の

協力を得ながら、命を守る体制の強化を図ります。 

なお、学校教育につきましては、引き続き総合教育会議において、

本町教育の方向性や今後重点的に取り組む施策を共有し、教育委員会

と一層の連携強化を図ってまいります。 

 

第３として『利便性と発展性を高めるまちづくり』についてですが、

土地利用につきましては、自然的土地利用と都市的土地利用との調和

を前提としつつ、平成３０年度に見直しを行った国土利用計画や都市

計画マスタープランに沿い、市街化調整区域でも一定の要件が満たさ

れれば地区計画によって開発が可能であることから、この制度を活用

しながら、業務用地確保の開発支援を行うことで魅力あるまちづくり
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を目指して計画的な土地利用を推進してまいります。 

市街地整備の矢幅駅前地区につきましては、換地処分に向けて事務

を進めてまいります。 

また、活動交流センター「やはぱーく」につきましては、これまで

も活動の拠点として多くの皆さまにご利用いただいており、今後も各

種イベントを開催し、中心市街地の活性化と賑わいの創出に努めてま

いります。 

 幹線道路網の整備につきましては、国の交付金等を活用し、引き続

き計画を推進してまいります。具体的には、岩手医科大学に接する町

道中央１号線は、本年９月の岩手医科大学附属病院の開院に合わせ、

拡幅整備を進めてまいります。また、県事業であります国道４号と国

道３９６号を結ぶ一般県道大ケ生徳田線の整備及び徳田橋の架け替え

につきましても工事が進められており、引き続き、早期完成に向けて

要望活動を行ってまいります。 

昨年３月に開通した「矢巾スマートインターチェンジ」に関連する

アクセス道路につきましては、交通安全確保並びに利便性の向上を図

るため、交差点改良及び拡幅工事を行っており、引き続き整備を進め

てまいります。 

さらに、利用者の安全確保を目的に、町内３箇所の踏切拡幅につい

て関係機関との協議を進めてまいりましたが、上杉踏切につきまして

は本年から２カ年で工事を行うこととなっており、白沢踏切、南矢巾

踏切につきましても早期事業着手に向けて、引き続き取り組んでまい

ります。 
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そのほか、国で調査を行っている盛岡南道路の事業化へ向けた要望

活動や、矢巾スマートインターチェンジを核とし、岩手医科大学附属

病院へ通じる「いのちの道」の整備を早期に実現する取り組みを進め

ます。 

 

第４として『快適性と安全性を高めるまちづくり』についてですが、

防災への取り組みにつきましては、さらなる防災体制の強化・充実を

図るため、常備消防の維持と消防団の活性化及び消防団員の確保と機

能別消防団員の増員、そして第３分団第１１部のポンプ車の更新を行

うほか、非常用の食料品や避難所で使用する衛生用品を備蓄してまい

ります。 

他団体や町民との協力体制につきましては、民間事業者との協定を

推進するとともに、防災士養成講座の開催、岩手大学と連携した自主

防災組織育成事業の実施や自主防災組織と連携した防災講習会訓練の

開催、防災ラジオを核とした非常時通信手段の整備をはじめとする連

絡体制の強化を行い、地域ぐるみの防災体制と防災意識の高揚を図っ

てまいります。 

 また、犯罪の無い明るく住みよい地域社会の実現に向け、地域安全

推進隊の活動を積極的に支援するとともに、今後も継続して紫波警察

署等と連携した防犯パトロールの強化に取り組んでまいります。 

 さらには今後、岩手医科大学附属病院の開院に伴い、交流人口の増

加が予想され、新たな犯罪の発生も懸念されることから、紫波警察署

等との情報共有を密にし、犯罪が発生しやすい場所のパトロールを重
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点的に行う等、犯罪が発生しにくい、犯罪に強い街づくりに取り組ん

でまいります。 

犯罪に強い街づくりのためには、地域住民一人一人の防犯意識を高

めることも非常に重要であることから、要望に応じて防犯講話を行う

等地域住民と一体となって防犯活動に努めてまいります。 

交通安全につきましては、事故の無い明るいまちづくりを目指して、

町民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止、危険運転防止活動

を推進してまいります。 

その活動の一環として、町内の全小学生を対象に反射材付タスキを

配布いたします。登下校中にそのタスキを着用していいただくことで、

交通事故防止につながるだけでなく、小学生の段階から交通安全に対

する自覚をしっかりと芽生えさせることができます。そして、小学生

が交通事故防止活動を積極的に推進することで小学生ばかりでなく、

町内全体の交通安全意識が高まることを目指してまいります。 

小学生全員に反射材を配布し交通事故防止を図るこの取組は、現在、

岩手県内で実施している市町村はなく、まさに岩手県の交通安全のモ

デルとなるべき活動であります。 

信号機等の交通安全施設の整備の推進については、矢巾町交通安全

対策協議会や各関係機関と連携を図りながら、今後の交通の流れをし

っかりと見極めつつ、各自治会の意見を聞きながら、県公安委員会に

対し継続的に要望していくほか、通学路の交通安全対策としてグリー

ンベルトの設置や注意喚起の路面標示等の設置事業に取り組んでまい

ります。 
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町営住宅は、長寿命化計画に基づき修繕や補修を行ってまいりまし

たが、全般的に老朽化が著しく、平成３１年度は矢巾町住宅マスター

プランを策定し、具体的な整備方針を決定してまいります。 

空き家対策につきましては、危険なまま放置され問題を生じる可能

性のある空き家の増加が懸念されることから、このような空き家に対

し迅速に周辺への被害防止等を可能とする仕組みを整備するとともに、

利用可能な空き家については全国版空き家バンクを活用し、不動産事

業者と連携して市場流通を促進させる取り組みを行ってまいります。 

上水道事業につきましては、耐震性を有する水道施設の整備を推進

するとともに、本年３月に稼働を開始する東部新配水場を拠点として、

地域住民への安定的、そして安全安心な水道水の供給を継続的に行う

ことはもとより、岩手医科大学附属病院開院及び関連施設などの水需

要増加への対応も視野に入れながら事業を推進してまいります。上水

道事業は、住民の生活と健康に直接的に関係するインフラ事業である

ことから、日常の水質や水量の安定供給や、緊急時における迅速な対

応のための体制強化に努めます。 

また、下水道事業においては、公共下水道事業区域である又兵エ新

田地内及び南矢幅地内にて管渠の更新工事の実施及び、農業集落排水

事業区域である矢次地区を公共下水道事業区域へ集約化する工事に着

手し、さらに処理場施設及び管路の適正管理のため、老朽化が進む施

設の維持更新に努めるほか、不明水対策の実施、排水設備接続率の向

上と浄化槽の普及活動についても努力してまいります。 

加えて、上下水道事業を通して矢巾町を本当に好きだと言っていた
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だけることを目的に、率直に語り合うことができる関係性を築けるよ

う水道サポーター制度をより充実させ、将来の矢巾町における上下水

道事業はどうあるべきかなどの具体的将来像を忌憚なく話し合えるワ

ークショップなどの活動を実施してまいります。 

大きく変化する社会環境の中でコミュニティの果たす役割は重要性

が増しており、その推進のため、矢巾町コミュニティ条例を基本とし、

各コミュニティ組織が地域の実情に応じて策定いたしました「コミュ

ニティ計画」に基づき、コミュニティ活動の推進を図ります。 

 

第５として『産業の活力を高めるまちづくり』についてですが、農

業基盤整備事業につきまして、多様化する農業情勢に適切に対応する

ため、新たな基盤整備事業実施要望地区の意見集約や調査事業等を行

い、ほ場の大区画化及び汎用化やパイプライン化、老朽化した農業水

利施設の長寿命化など総合的な整備に向けた支援を行ってまいります。

また、農地耕作条件改善事業等を活用し、園芸作物等との複合経営に

取り組む地域を中心に、暗渠排水設備の更新等を進めてまいります。

加えて、農業者等で構成される活動組織が農地を維持し、地域資源の

質的向上や地域コミュニティの強化を図る多面的機能支払交付金や、

条件不利地域での活力ある農山村の実現に向けた中山間地域等直接支

払交付金等を活用し、引き続き耕作放棄地の発生防止に努めてまいり

ます。 

溜まった土砂の排除等を行う煙山ダムの大規模改修事業につきまし

ては、平成３１年度中の着工に向け、管理者である本町からも必要な
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支援を行ってまいります。 

農業従事者と後継者の確保につきましては、就農の検討・準備段階

から就農開始を経て経営を確立するまでを一連の流れとして、総合的

に支援する農業次世代人材投資資金、矢巾町親元就農給付金をはじめ

とする各種制度を活用し、農業従事者の確保・育成を支援するととも

に、地域の中心経営体に対し、農業用機械・施設の導入についても併

せて支援してまいります。 

経営近代化の推進につきましては、意欲ある農業者が本格的な農業

経営者へと成長し、更なる経営発展を図ることができるよう、農業経

営主体の法人化を推進するとともに、経営の質の向上を支援してまい

ります。 

６次産業化の推進につきましては、当町の農業者が生産する農畜産

物の強みを生かした特産品を矢巾ブランドとして確立するべく、農商

工の連携を図ってまいります。また、取り組む農業者の意識やレベル

に応じ、達成度を高めるための支援を重点的に行い、販売会や商談会

などの実践的な取り組みを強化し、課題の発見と解決を促してまいり

ます。 

そのほか、各集落において策定し取り組んでおります人・農地プラ

ンについて、農業委員会と連携しながら、随時見直しを行うよう働き

かけを行い、見直しに向けた話し合いの実現に向けた支援を行ってま

いります。また、プラン実行に係る支援はもとより、その担い手とな

る中心経営体の育成や農地集積に向け、農地中間管理機構とも連携の

上、引き続き支援してまいります。 
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近年増加している鳥獣被害に対処する観点から、鳥獣被害対策に従

事する人材の確保や技能向上に資する矢巾総合射撃場を平成３１年度

中に再整備するための支援を行ってまいります。 

林業関係につきましては、森林の有する水源涵養や生物多様性の保

全等の多面的機能を生かすため、森林を適正に整備・保全することが

重要であることから、雑草木の刈払い、強風による倒木・枯木の除去、

それらに必要な資機材の導入等について助成を行う森林・山村多面的

機能発揮対策交付金事業により活動組織を支援してまいります。 

また、原木しいたけ生産農家へ安全な原木を安定的に供給できるよ

う原木林の造成につきましても引き続き取り組んでまいります。 

商工業の振興につきましては、矢幅駅周辺の商業環境の整備が進め

られる一方で、岩手医科大学附属病院の移転・開院による人の流れの

変化が見込まれていることから、中心市街地の活性化に向けて起業者

支援と事業者間の連携の推進に取り組んでまいります。 

企業誘致の推進につきましては、若者や女性が働く環境を充実させ

るため、企業立地奨励制度の推進と併せて企業の進出要望に対応する

ため、立地可能用地の確保を進めてまいります。 

また、首都圏で開催される企業ネットワークいわて等を活用して、

町に縁のある企業を中心に、より具体的な立地要望等の情報収集を行

うとともに、立地可能性のある企業に対して、広く町の利便性や魅力

をＰＲしてまいります。 

中小企業支援につきましては、地域経済の活性化を図るため、矢巾

町企業連絡会を通じて町内商工業者の経営環境の把握に努め、企業活
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動に資する情報の提供等の支援を行ってまいります。 

また、起業を志す方を支援するため、広域の人材育成ネットワーク

を活用し、起業家塾の開催等により起業時の指導体制を整えるととも

に、矢巾町地方創生センターを活用した創業支援ネットワークの構築

を図り、起業意欲の向上と地域ぐるみの活動の活性化を図ってまいり

ます。 

雇用対策につきましては、矢巾町で生まれ育った子どもたちがＵタ

ーンして町内に居住し安定して仕事を続けられるよう、早い時期から

様々な職業を知り、進路選択の幅を広げるため、小・中学生が地域の

企業と一緒に仕事について学ぶ機会を増やします。 

また、大学生の町内企業への就職を支援し若者の就業の定着を図る

ため、町内企業に対する理解を深めマッチングを行う実践型インター

ンシップ事業について、受け入れ体制の構築を進めてまいります。 

観光の推進につきましては、東部地域の国指定史跡徳丹城跡から南

昌自然公園を中心とした西部地域へつながるエリアの地域資源の掘り

起こしを行い、特にも町内で一番の集客力を誇る「煙山ひまわりパー

ク」から周辺の観光施設につなげるよう地域資源を活かし観光客の誘

客に努めてまいります。 

観光施設につきましては、既存の施設の老朽化が進んでいることか

ら、利用者が安心・安全に使用できるよう適正に整備すると共に、公

衆トイレの洋式化等順次整備を進めてまいります。 

観光宣伝につきましては、ラグビーワールドカップが岩手で開催さ

れる年であり、多くの観光客が訪れることが期待されることから、盛
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岡広域市町で構成される観光推進協議会が開催する物産展等のイベン

トへ積極的に参加し、本町の観光ＰＲを行い、誘客促進に努めてまい

ります。 

 

第６として『豊かな生活環境を守るまちづくり』についてですが、

循環型社会の形成に引き続き取り組み、太陽光発電を中心とした再生

可能エネルギーの有効利用の促進や、省資源、省エネルギー、３Ｒ運

動などを啓発し、地域特性に合わせた取り組みを推進してまいります。

ごみ減量につきましては資源ごみの分別を重点に資源回収を促進し、

家庭系ごみの減量のほか、事業者の協力を得ながら事業系一般ごみの

減量化対策を進めるとともに、小学生を対象にごみ分別教室を実施し、

本町の未来を担う人材への環境教育に力を入れてまいります。 

環境美化の推進につきましては、地域住民や団体との連携により、

緑化推進を含め、さらなる美化活動の推進を図ります。また、町内の

清掃活動を継続しつつ、関係機関と連携しながら不法投棄パトロール

を行い、ごみの無い住み良い環境づくりに努めます。 

 

第７として『安心と信頼が寄せられる行政経営』についてですが、

行政経営の推進につきまして、事務事業評価を実施し、政策の有効性

等を常に意識して業務の推進に努めます。また、無駄を省き効率的な

行政運営を行い、財政の更なる健全化を図ります。 

人口３万人を達成するため、矢巾町総合戦略の基本目標であります

「まちの発展を支える雇用の創出」「家族全員が健康で笑顔がたえない
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家づくり」「自然が豊かで全世代が安心して暮らせるまち」の実現に向

けて地方創生を推進し、定住人口の増加を目指します。本年９月には

岩手医科大学附属病院の開院を控えており、さらなる交流人口の増加

が見込まれ、道路交通網や公共交通の整備に加え、交流人口をまちづ

くりに繋げるべく、施策を展開してまいります。 

また、関係人口の増加策としては、ふるさと納税等の実施により、

矢巾町のファンを増やすべく、矢巾町の魅力を発信する取り組みを積

極的に進めてまいります。 

なお、高度化しかつ多様化する政策課題に対応する行政機構の構築

に向け、人材育成を図るための研修を充実させ職員の資質の向上を図

ります。 

広域連携の推進につきましては「連携中枢都市圏の形成に係る連携

協約」により、盛岡広域圏における共通の課題の解決に向けさらなる

連携の強化を図ってまいります。 

 

 結びになりますが、国においては、少子高齢化並びに人生百年の時

代にあって、高齢者だけではなく、子ども、子育て世代、さらには現

役世代まで、広く安心を支えていく「全世代型社会保障」の実現を目

指しております。 

 本町におきましては、新元号元年の町づくりといたしまして、平成

２７年９月に国連持続可能な開発サミットで採択された持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）を町づくりに積極的に取り入れた未来都市づくり

を進めてまいります。ＳＤＧｓでは「誰一人取り残さない」という考
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えのもと課題解決に取り組んでおり、本町では多世代にわたって地域

課題を共有し、幅広い分野にわたり政策提言や解決に向けた取り組み

を協働で行う矢巾町の応援団「まちづくりサポーター」を養成すると

ともに、毎月「町民懇談会」を開催し、町民が主役である町民参加型

の町づくりをさらに進め活力に満ちた町政を推進してまいる所存であ

ります。 

議員各位をはじめ町民の皆さまのなお一層のご指導を賜りますよう

お願い申し上げまして、平成３１年度の施政方針といたします。 


