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平成 29年第 1回市議会定例会の開会にあたり、市政運営に対する私の基本

的な考え方と主な施策を申し上げ、議会並びに市民の皆様のご理解とご協力

をいただきたいと存じます。 

 はじめに、昨年、甚大な被害をもたらした熊本地震、及び台風 10号によっ

て大規模な土砂災害に見舞われた方々に、心よりお見舞いを申し上げるとと

もに、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたします。 

 

 さて、昨年発表された平成 27 年国勢調査確定値では本市の人口は 24,684

人でした。22 年調査から 2,127 人減尐しており、その前の減尐数が 1,381 人

でしたからそのスピードが加速しており、対策が急務であると言えます。既

に、「第 5次村山市総合計画 次世代への“架け橋”プラン」や「村山市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に沿った施策が遂行されておりますが、先般、公

表された総務省の 2016年住民基本台帳に基づく人口移動報告でも東京圏の転

入超過は 11万 7,868人でした。各市町村が地方創生の名のもとに総合戦略を

策定し地方の人口減尐対策を施しても、この一極集中は止まる気配がみえま

せん。 

本市も第 5 次総合計画や総合戦略に基づく事業着手からまだ 2 年と道半ば

ではありますが、機動力と弾力性を持って取り組んでいかなければなりませ

ん。とりわけ、これらの計画に登載された３つの最重点プロジェクトを核に、

人口減尐対策ひいてはまちづくりに取り組んでまいります。 

 

今年は、各界からのお客様をお迎えする予定の年であります。 

まず、東京オリンピック・パラリンピック関連事業ですが、昨年 12月にブ

ルガリアの「ホストタウン」に登録され、6月には同国新体操選手団を招き入

れるとともにスポーツ国際交流員を招請し、文化学習やスポーツ指導にあた

ってもらうことを予定しております。村山市を世界に発信する絶好の機会と

捉え、キャンプ誘致に向けて積極的に事業を展開してまいります。 

また、9月には東沢バラ公園に、公益財団法人 日本ばら会 名誉総裁で在

られます寬仁親王妃信子（ともひとしんのうひのぶこ）殿下をお迎えし、6月

に植栽するオリジナルローズ「プリンセス・ノブコ」をご観閲いただく予定

としております。これによって東沢バラ公園の名声が更に高まり、観光で訪

れる方々の増加が期待されます。 
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基本的な考え方と具体的な施策 

Ⅰ．「人口減少社会における若者の定住促進」事業 
 

■基本的考え方 

 人口減尐対策は、各種データでも分かるとおり流出を防ぐ政策が重要です。

そのため、①若者定住支援、②雪対策、③子育て支援、④産業・農業支援、

⑤教育支援を行ってまいります。 

 

□具体的施策 

１．若者定住支援 

 水道料金の引き下げを行います。主に家庭用として使用されている口径

13mmと 20mmの基本水量を撤廃するとともに基本料金を下げ、超過料金も引き

下げます。これにより、本市の水道料金の一般家庭平均（13mm 20㎥/月）料

金は約 600円安価になり生活負担の軽減が図られます。県内 33団体の内、高

い方から 9番目だった順位が中位以下の 21番目に下がることになります。 

 また、若者世帯や移住者用に楯岡鶴ヶ町に新たな住宅団地 19区画を整備い

たします。その関連費用として 1億 450万円を計上しております。 

そして、引き続き、中学生以下の子どもを持つ家庭が、市内に住居を求め

る場合に最高 100 万円を補助する「子育て応援・定住促進対策事業」に、予

算額 2千 502万円を計上しております。 

 

２．雪対策 

高齢者世帯への配慮とともに、早朝に出勤する若い方々にも配慮すること

により若者の流出を止める施策になると確信しております。 

新年度も十分な予算を確保して「間口に雪を置かない」除排雪に取り組ん

でまいります。消雪施設は定期的点検と補修を行いながら長寿命化を図り、

現在の水源を確保できる限りは廃止せず利用していく方針であります。 

市道 687 路線 251 ㎞の除排雪と消雪パイプ 30 路線 18km の維持管理に 3 億

417万円を計上しております。 

流雪溝については平成 26年度の全市内調査を踏まえて、新年度、富並・外

宿地区に整備してまいります。予算額は 1千 350万円を計上しております。 
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３．子育て支援 

 人口減尐の大きな要因は若者世代の流出であり、対応策として特に「子ど

もを持つ家庭」への支援を手厚くいたします。26 年度から実施の第 1 子保育

料半額事業、28 年度からの第 3 子以降児童手当の上乗せ事業に加えて、新年

度からは市内 3 保育園で実施している一時保育料も半額にいたします。さら

に、県内自治体初となる「新生児の聴覚検査事業」として検査費用の助成を

実施いたします。予算額は 51万円です。 

環境整備では、幼児教育・保育施設に関する窓口を子育て支援課に一元化

すると共に、しろはと保育園・新町保育園の統合保育園関連事業に 1 億 5 千

618万円、4月に開園する袖崎・大高根両地区も含めた民設民営「認定こども

園」3園の運営費として 1億 3千 639万円を計上しております。認定こども園

ふたば大高根保育園内には、新たな子育て支援センターを設置いたします。

予算額は 832万円です。 

最後に、子どもの遊び場対策として、子育て世代から強い要望のある屋内

外遊び場の新たな確保策について、493万円を計上しております。 

 

４．産業・農業支援 

 工業について、働く場所の確保は人口減尐対策として最重要課題でありま

す。現段階では、アメリカのトランプ大統領の就任に伴って景気判断の予測

がつきにくい状況ではありますが、やはり当面は新規の工業団地を造るとい

う選択肢よりも、既存の企業を大事にして社員を増やしていただく方向で進

めたいと存じます。「企業支援コーディネーターの配置」の継続事業に 556万

円を計上しております。 

 商業については、住民のニーズは買い物場所の確保であります。駅西での

中型商業施設がこの 3 月にオープン予定となっており、引き続き付帯店舗の

誘致を進めてまいります。 

最後に農業ですが、新規事業として、「農観連携むらやまアグリランド推進

事業」、「むらやま６次産業化人材育成事業」、及び「むらやま産直推進事業」

に総額約 200 万円の予算を計上しております。また、農業者・新規就農者及

び就農希望者の経営や生活を総合的に支援する「担い手創造推進事業」を拡

充いたします。予算額は 448万円です。 

 



- 4 - 

 

５．教育支援 

 これからの市・まちづくりを支える人材の育成に向けて、教育に最大限の

力を入れてまいります。 

まず、新年度から、教育委員会の組織再編を行い、現在の 2 課体制から 3

課体制といたします。さらに人員を拡充し、特にグローバル化に対応した英

語教育を推進するために、新たに英語の指導主事を 1名配置いたします。 

さらに、28 年度に創設した給付型奨学金「夢応援奨学金事業」の給付を開

始いたします。今、国でも子どもの貧困対策として給付型奨学金の制度が創

設されようとしておりますが、国に先駆けて実施いたします。高校生コース

は一定の基準を満たした保護者へ 10万円を 1回、大学生コースは最も負担感

の重いとされる年間授業料相当額を年 1回 4年間又は 6年間支給いたします。

こうした手厚い支援を行っていくことで、負の連鎖を断ち切るとともにわが

村山市から有能な人材が輩出されることを願ってやみません。予算額は 600

万円です。 
 
 
Ⅱ．「楯岡高等学校用地の利活用と中心市街地の再生」事業 
 

■基本的考え方 

 旧楯岡高等学校用地の利活用は本市の人口減尐対策と並んで喫緊の課題で

あります。既に昨年 11月から市民・山形県・議会そして執行部から構成され

る市民会議を創設して、まもなく最終報告が出される段階にきております。

この報告書を基に対策を講じてまいります。 

 また、中心市街地の再生事業として、狭隘な道路の対策は安心安全な生活

を送るうえで、まちづくりに欠かせません。新年度もこの考え方に沿って新

規路線の整備に取り組むと共に、買い物バス運行などの利便性向上を図って

いきます。 

 

□具体的施策 

６．中心市街地の利便性向上 

 楯岡商店街の活性化及びお年寄りなどの買い物弱者対策として 28年度に実

施した買い物バス実証運行事業を、新年度から河西方面まで拡充いたします。
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予算額は 1千 405万円です。 

 また、インフラ関係では引き続き、都市計画道路楯岡東根温泉線整備事業

や鶴ヶ町西線道路改良事業に 5千 500万円を計上しております。 

 そして、既存商店街の活性化を進めるために空き店舗の利活用を促す「小

規模企業活性化補助金」を創設いたします。予算額は 200万円です。 

 
 
Ⅲ．「東北中央自動車道開通後のまちづくり」事業 
 

■基本的考え方 

 未だ公表されてはおりませんが、東北中央自動車道は遅くとも平成 31年度

までには東根 IC～村山 IC（仮称）～大石田村山 IC 区間が開通の見込みとな

っております。それに伴って、周辺環境整備も合せていかなければなりませ

ん。バラ回廊ロード（仮称）の整備や「新道の駅」整備構想を加速化させな

ければなりません。 

  

□具体的施策 

７．インフラ整備 

バラ回廊ロード（仮称）を中心とした駅西開発区域の道路整備及び土地利

用の見直しに 2億 140万円を計上しております。 

 「新道の駅」構想についても庁内ワーキンググループからの最終報告を踏

まえ、本格的な事業着手を推進してまいります。 

 

 
Ⅳ．政策的に重要な事業 
 

８．東京オリンピック・パラリンピック関連事業 

 ブルガリアのホストタウン登録を受けて、村山キャンプ誘致事業に 2千 953

万円を計上しております。 

また、同国からスポーツ国際交流員を招請して、文化学習やスポーツ指導

にあたってもらう事業に 356万円を計上しております。 
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９．ふるさと納税推進事業 

 ふるさと納税寄附金の活性化策によって新年度は 7 億円の歳入を目標とし

ます。その財源を基に、「夢応援奨学金」、「子育て応援定住促進対策事業」、「買

い物バス運行事業」及び「東京オリンピック・パラリンピック関連事業」等

13事業に１億 8千 760万円を充当する予定です。 

 

10．安心・安全なまちづくり 

 市民を守る防災拠点である消防署の老朽化した救助工作車を更新いたしま

す。予算額は 1億 1千万円です。 

また、市民が安心して安全に消費生活を営めるように、消費生活相談員の

継続雇用による相談体制の充実をはじめとして、消費者行政の推進に引き続

き注力してまいります。 

 
 
 
むすびに 

 

平成 29年度は、私の就任 1期目の集大成の年でもあります。選挙時に掲げ

たスローガン「何とかさんなね 村山市」のもと、「若者支援」「市民生活の

利便性の向上」に努めてまいりましたが、まだ道半ばであります。引き続き、

「第 5 次総合計画」及び「総合戦略」に掲げた「次の世代に引き継ぐ魅力あ

る村山市を創る」ために、国・県の力を借りながら、常に費用対効果を検証

し各種施策を迅速に進めていかなければなりません。 

常々申し上げてきましたが、本質は、行財政改革を進めながら、定住人口

を増やすことで税収を確保し、財政基盤を強化して持続可能な村山市を築い

ていくことであります。人口減尐が続いている本市には、大胆で有効な投資

をすることが、前進するための最良の策であると確信しております。 

今後も的確な市政を運営していくために、常に市民の皆様の声に耳を傾け、

各界の方々の知恵をお借りして、村山市発展の礎といたしたいと存じます。 

最後に、議員並びに市民の皆様に、ご理解ご協力を賜りますよう心からお

願い申し上げます。 


