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１．はじめに 

 本日ここに、令和四年 上町議会定例会三月議会が開会され、令和四年度一般会計予算

案をはじめとする各議案のご審議をお願いするにあたり、私の町政運営に向けた基本的な

考えと主要な施策の概要について述べさせていただき、議員各位ならびに町民の皆さまの

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

２．令和三年度を振り返って 

（新型コロナウイルス感染対策と情勢変化への対応） 

令和三年度を振り返りますと、豪雪による災害をはじめ、農作物の降雹被害、そして新

型コロナウイルス感染症においても強い感染力を持つオミクロン株が猛威を振るい、我が

国でも感染の拡大、病床の逼迫、経済への打撃など、多大な影響をもたらしております。

本町においても、飲食業や観光業のほか、米価が大幅に下落した農業など、あらゆる業種

に経済的な影響が及んでおります。県内においても年明けから感染者が増えており、希望

される方全員に迅速かつ的確に三回目のワクチン接種を行ってまいります。さらには、関

係機関や町民の皆様のご協力をいただきながら効果的な経済活性化策の展開と感染予防

対策の両立を図ってまいります。 

 

（全国高校スキー大会・国民スポーツ大会冬季スキー競技会開催正式決定） 

令和五年二月開催の全国高等学校スキー大会並びに令和六年二月の国民スポーツ大会

冬季スキー競技会の本町での開催が正式決定されました。 

赤倉温泉スキー場の良さと、豊富な温泉、食の魅力を全国に発信できるチャンスと捉え、

町技スキーのより一層の振興を図るとともに、関係機関のご協力をいただきながら万全の

受入体制を整え、実行委員会を立ち上げて臨んでまいります。 

 

（二〇五〇年ゼロカーボンシティ宣言） 

昨年十二月、二〇五〇年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」

への挑戦を宣言いたしました。地域資源を活かした再生可能エネルギーの普及と脱炭素社

会の実現に向け、第一弾の取り組みとして「もがみまちゼロカーボン推進パートナー制度」

を採り入れ、ゼロカーボン推進に貢献する企業や団体と町が協定を締結し、協働で取り組

みを内外に広げてまいります。 

 

（第五次最上町総合計画スタートにあたり） 

令和二年度から策定を行った「第五次 上町総合計画」が完成し、新たな“本町の十年”

がスタートしました。理想とする将来像を「明日 今日よりもっと好きになれる 上町 

～笑顔が輝き住み続けたくなるまちへ～」とし、「楽しいね」「幸せだね」「安心だね」「豊

かだね」「美しいね」「住みやすいね」と言えるまちづくりを基本目標としました。 
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また、今般の策定において、「移住・定住」「交流・観光」をテーマに、若手職員四十六

名により政策提案がなされました。交流・定住人口を増やすための短期的重点プロジェク

トとして事業を展開してまいります。 

併せて、実施計画に沿ってＳＤＧｓを計画的に推進していくためのアクションプランを

策定し、その実践を通じてＳＤＧｓに賛同する多くの方々との連携を深めながら、行政と

民間のパートナーシップで様々な課題解決と目標達成に向けて取り組んでまいります。 

多くの課題を抱える中で、今後十年の町政運営は、今まで以上に困難であろうかと思い

ます。このような状況にあっても、新たな総合計画に掲げる基本理念や将来像の実現に向

けて、十年後の将来、より住みやすく、住み続けたいと思える町であることを目指し、今

やるべき取り組みを着実に進めていく所存であります。 

 

３．令和四年度における町政運営の基本姿勢 

今、地方を取り巻く環境は、急速な人口減少と超高齢化社会の到来、頻発化・激甚化す

る自然災害への対応など、極めて深刻な状況となっています。さらに、新型コロナウイル

ス感染症拡大により、様々な分野の経済活動に甚大な影響を及ぼし、私たちの暮らし方も

大きく変容せざるを得ないほどコロナ禍の衝撃は大きいものでした。 

今年は、町民のいのちとくらしを守り「安心」を確保していくことを 優先とし、同時

にこうした課題の解決に向けて取り組んでいかなければなりません。 

令和四年度における町政運営の基本姿勢を『自律と協働 互いの力をもって切り拓こう 

持続可能なまちづくりの推進』とさせていただきました。 

 

（自律と協働 互いの力を持ち寄って切り拓こう 持続可能なまちづくりの推進） 

新型コロナの感染拡大が予断を許さない中、医療の確保や経済対策など「今おこなわな

ければならない」喫緊の課題も多くあると同時に、地方の価値が見直され、新たな成長分

野への挑戦も必要になってきます。 

「ウィズコロナ時代」すなわち、新型コロナウイルスとの共存が必要となった現在、縦

割り組織だけでなく関係機関と手を組み、より機能的で効果的な事業展開が求められてき

ます。ＳＤＧｓの理念である、誰一人取り残さない、支え合うまちをつくるためには、個

別の問題解決から統合的な問題解決へと発想を変え、お互いの知恵を絞り、持てる力を出

し合って課題を同時解決しようとするものであります。 

「一人の百歩」から「百人で一歩前進する」という「協働」の姿勢がより重要になって

きます。 

歳入に見合った歳出を大原則とし、常に「自律」の意識を持ち、「選択と集中」の事業

実践を徹底しながら、将来を見据えた健全な財政運営と、町と町民の皆さんがしっかりと

それぞれの役割を果たして行く自治協働のまちづくりがその基盤となるところと信じる

ものです。 
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４．重点施策に係る事業展開 

次に、基本姿勢に基づきながら、令和四年度の重点施策について、第五次 上町総合計

画の六つの柱に沿って申し上げます。 

 

（１）“楽しいね”と言えるまちづくり【子育て・教育・文化】 

 第五次総合計画の基本目標において、第一番目に取り挙げますのは、“楽しいね”と

言えるまちを目指す子育て・教育・文化についてであります。 

人口減少対策、若者定住の促進を図るため「子育て大国 上町」を 重要施策と位置づけ、

令和四年度から、これまでの「幼児教育課」を「こども支援課」に改め、併せて、課内に

総合的な子育て支援の役割を担う「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、育児相談・児童

福祉相談窓口を一本化し、安心して子育てできる環境を提供してまいります。 

 

（子育て支援体制の充実と「子育ち憲章」の推進） 

少子高齢化が一層進む中、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備して

いくことは、社会全体や地域を支えるための重要な政策であり、行政の重要な役割です。 

いま、社会は、新型コロナ感染症の蔓延により、大きな影響を受けておりますが、そ

のような中でほっと心が安らぐのは、子どもたちの笑顔に出会った時であります。 

未来ある子どもの笑顔には大きな力が秘められており、子どもの笑顔は家族を元気に

し、そしてそれは地域の活力、地域の未来への展望へとつながります。 

子どもの笑顔広がる町は多くの人が住みたいと思う町です。そのような町を目指して町

民総意の下に「 上町子育ち憲章」を制定し、大人の視点からの支援ではなく、子ども自

身の発達に目を向け、大人が子どもの主体的な成長を見守る「子育ち」体制の充実を図っ

てまいります。 

併せて、本町が実現を目指しておりますアートビレッジ構想における子育て環境の整備

として、 上町の豊富な自然と文化に親しみ、遊びやアート活動を中心に多くの体験を通

して自主性や好奇心を高め、創意工夫して遊ぶことは、これから必要とされる心豊かな感

性を養う上で大変重要と考えておりますので、総合的な遊びや学習に活用できる場の整備

について、閉校校舎の活用も含め具現化に向けた取り組みを目指してまいります。 

子育て支援体制の充実に向けた具体的施策と致しましては、平成二十七年度より全国

に先駆け実施した三歳児以上の保育料完全無償化に加え、昨年九月に開始した、県と市

町村が連携しての、三歳未満児の保育料無償化に向けた段階的負担軽減事業、あわせて、

町独自の施策として、「家庭保育応援給付金」事業も引き続き継続してまいります。 

さらに、女性の働き方の変化に伴う保育ニーズの拡大と多様化に対応するため、保育

士の確保、ＩＣＴ化による保育士業務の負担軽減を図り、待機児童ゼロを継続してまい

ります。 

また、虐待を受けている可能性のある児童の早期発見・早期対応・保護など、一人ひ

とりの特性に応じたきめ細かい支援を推進するため、子育て支援センターひまわりにて
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実施している子どもの広場事業に加え、三地区に出向いての出張子どもの広場事業など、

相談窓口の環境を整え、子どもを産み育てることが楽しいと実感できるよう支援してま

いります。 

加えて、多様化する保護者の就労形態や家族形態に対応するため、日中家庭に保護者

がいない小学校就学児童を対象に、適切な遊びと生活の場を提供するための放課後児童

クラブ事業も継続してまいります。 

  また、子育て世代包括支援センター事業につきましては、引き続き、保健師・助産師・

保育士などの専門職の連携により育児の不安や悩みなどを気軽に安心して相談できる

体制を充実するとともに、母子健康手帳の発行時や新生児全戸訪問、乳児健診などのあ

らゆる機会を捉えて、育児不安を軽減し安心して育児ができるよう、切れ目のない支援

に取り組んでまいります。 

 

（地域と共にある学校づくりの推進と教育環境の整備） 

二点目は「地域と共にある学校づくりの推進と教育環境の整備」についてであります。 

新型コロナ感染症予防のため、学校行事等には配慮が必要な状況が続いておりますが、

子どもたちは元気に学んでおります。子どもたちの笑顔を家庭の笑顔に、そして地域の

笑顔から地域の活性化へとつなげてまいります。 

地域との関係では、昨年から「学校運営協議会」いわゆる「コミュニティスクール」

を全小中学校に設置し、地域と学校がともに協働していく仕組みを構築できました。ま

た、本年は向町小学校が創立百五十周年を迎えます。統合後三年目を迎え、広くなりま

した学区におきまして旧小学校学区の地域との連携強化を図ってまいります。 

新庄北高 上校につきましては、設置から三年となりました「 上校魅力化にかかる

地域連携協議会」を中心として、小規模ではありますが地域になくてはならない 上校

の魅力を引き出すべく活動を続けてまいります。令和五年四月に全国からの入学生をお

迎えすべく、全国に 上校と 上町の魅力を発信してまいります。明るいあいさつや地

域行事への参加、冬季間の除雪ボランティアなど地域の宝である 上校生徒の成長と地

元への定着、町の子どもたちとの交流などを図ってまいります。 

児童生徒の安全・安心の確保につきましては、子どもたちが安全で快適な環境で学べ

るよう、施設の改善に取り組んでまいります。本年は大堀小学校昇降口にオートロック

の扉を設置し校舎の安全対策を図ってまいります。また、ＩＣＴ教育をすすめるため、

児童・生徒のひとり一台端末を活用した学習環境の整備にもひきつづき取り組んでまい

ります。 

長年町の学校給食を支えていただきました瀬見の遠藤製パン様が炊飯事業を昨年お

やめになりました。これまでの子どもたちの成長に対するご尽力に深く感謝し、引き続

き安全で安心な給食を提供してまいります。現在は町外から米飯・パンともに運んでお

りますが、本年給食センターの増築工事に着手し、炊飯設備とアレルギー対応食の調理

室を整備してまいります。 
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（郷土への誇りと愛着を育み文化向上を目指す活動の推進） 

三点目は「郷土への誇りと愛着を育み文化向上をめざす活動の推進」についてであり

ます。 

現在小中学校におきましては児童・生徒や地域の実情に応じた特色ある教育をめざし、

魅力ある学校づくりを進めております。令和三年には 上中学校の生徒さんの発案によ

る「 上町歴史カルタ」が山形県教委主催の「ふるさと探究コンテスト」で 優秀に輝

きました。これからもふるさとへの愛着を育むものとして、児童・生徒の「ふるさと学

習」や「職業学習」の内容をさらに充実してまいります。本年は町内の産業について学

ぶ「もがみ未来塾」を 上中で開催すべく準備を進めてまいります。グループでの対話

や討論、協働の学びを通した「探求型の学び」を重視し、より質の高い教育を受けられ

るよう努めてまいります。 

町の文化財につきましては、昨年六月にまことに残念ながら東法田の大アカマツを伐

採いたしました。本年は、その近くに二代目のアカマツを東法田公民館前から移植する

とともに、周辺の植樹も企画してまいります。地元東法田との連携のもと子どもたちも

参加できるようすすめてまいります。伐採しましたアカマツを活用した手づくり楽器な

どを通じまして文化活動の振興に生かしてまいります。 

  また、町指定文化財の他にも、地域で守られ受け継がれてきた多様な資源を見直し、

地域や集落の絆づくりの視点から魅力の発信を図ってまいります。 

 

（生涯を通じ活力ある多様な学びの機会の充実） 

四点目「生涯を通じ活力ある多様な学びの機会の充実」につきましては、誰もが生涯学

習活動を通じてつながり、笑顔でいきいきと過ごすことができるよう、公民館を中心とし

た幅広い学習機会の提供に努めてまいります。また、町内外での各種講座やセミナーにつ

いての情報提供を行い、心を豊かにし、また楽しみながら学び、活動できる環境づくりに

取り組んでまいります。 

新型コロナ感染症予防のため、地区公民館単位での学級講座はこの二年ほど休まざる

を得ませんでした。感染防止対策を徹底しながら、地域での学びについてそれぞれ実行

委員会を組織し、今後も各地域での公民館活動を支えてまいります。 

 

（スポーツに親しむ環境整備と国体成功に向けた体制構築） 

五点目は「スポーツに親しむ環境整備と国体成功に向けた体制整備」についてであり

ます。 

スポーツ面では、町技であるスキーの振興に力を入れてまいります。今年度令和五年二

月に第七十二回全国高等学校スキー大会のアルペン競技が本町の赤倉温泉スキー場で

開催されます。また令和六年二月には国民スポーツ大会冬季スキー競技会のアルペン競

技も開催されます。こうした全国規模の大会において、より多くの町内出身選手が活躍

できるよう選手強化と底辺拡大、競技役員の育成を図り、スキー王国としての伝統を守

ってまいります。あわせて、各種大会の成功に向けて準備を進めてまいります。 
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（２）“幸せだね”と言えるまちづくり【保健・福祉・医療】 

次に、“幸せだね”と言えるまちを目指して保健・福祉・医療についてであります。 

 

（持続可能な地域医療の推進と医療サービスの提供） 

二年間にわたり猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、第六波として国内に

急速に拡大し、収束に向けた取り組みや厳しい規制が敷かれている中、未だその出口が見

えない状況にあります。今後とも町民の安心と安全を確保していく地域の医療機関として、

先頭に立ち、出来うる限りの環境の整備と医療を提供し、全力で役割を果たして参ります

ことを、冒頭、申し上げたいと思います。 

病院及び介護老人施設につきまして、両施設ともに直面している重要な課題として、「経

営の健全化」と「人材の確保」二つが挙げられますが、このことにつきましては議会特別

委員会のご意見としても頂戴しているところです。 

 高齢者人口が今後二十年程度は増加傾向で推移するため、入院・入所の需要はしばらく

維持されることが予想されます。反面、外来・通所件数は人口減少に伴う形で減ってきて

いる状況が続き、収支において、独立した経営へと近づいていくには至っておりません。

今後とも経営健全化に関する取り組みを強化して進めて参ることはもちろん、スタッフ一

丸となって研鑽を重ねながら、利用される方々に喜んで頂ける医療・介護を提供し、これ

まで以上に町民に信頼され、必要とされる施設を目指して参りたいと思いますので、ご理

解とご協力をお願い致します。 

 医療及び介護分野における人材の確保は、持続可能な施設運営に不可欠なものであり、

確保に関する各種説明会や関係機関へ募集の働きかけ、ホームページへの掲載等あらゆる

手段を用いて進めて参ります。しかしながら、コロナ禍の中、対面での募集活動は皆無の

状況もあり、数年来の結果は厳しく、これまで以上に各現場の人員不足が危惧されるとこ

ろであります。令和三年度内において、人材の効率的な活用を目的とし、今後は医療・介

護人材の積極的な連携を図るべきとの考えから、社会福祉法人との協議を進め、老健と病

院の看護師相互の派遣型の研修を開始しておりますので、ご報告申し上げます。 

 

（地域包括ケアシステムの体制強化と人材育成確保） 

  保健・医療・福祉・介護の連携による「 上町地域包括ケアシステム」により健康と

福祉のまちづくりを推進して参りましたが、少子高齢・人口減少社会は急速に進行し、

高齢者人口が生産年齢人口を上回る時代が目前に迫っています。 

今後一人暮らしの高齢者など支援を必要とする高齢者が増加するなか、高齢者になっ

ても住み慣れた地域で、自立した生活を 後まで送ることができるように、必要な医療、

介護、福祉サービスなどを一体的に提供し、すべての世代で支え・支えられるまちづく

りを目指し、地域包括ケアシステムの更なる充実を推進して参ります。そのために、介

護事業所やＮＰＯ、生活支援の担い手となるボランティアなども含めたさまざまな人材

の育成推進に取り組んでまいります。 
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また、地域包括ケアシステムの目指す「ときどき入院、ほぼ在宅」の実現を図るため

に、高齢者に関わる在宅医療と介護の連携強化及び生活支援の充実による地域での在宅

生活を支援してまいります。 

 

（「健康寿命の延伸」に向けた健康・体力づくりの推進） 

現在も世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、国内でも二度のワクチン接

種でも抑え込むことができず、変異株の出現により今後の収束を見通せない状況にあり

ますが、町民の健康と命を守るため、ワクチンの三回目接種を迅速かつ円滑に実施する

ことが、今年度に引き続き来年度の 大の目標と位置づけ全力で取り組んでまいります。 

生涯現役生活を支える健康寿命の延伸には適度な運動、生活習慣の改善、そして疾病

の早期発見・早期治療が重要であり、各種検診や精密検査の受診率向上に取り組むとと

もに精神的な不安やストレスを抱える人が増えていることから「こころ」の健康づくり

の取り組みも推進してまいります。 

また、町民のライフステージに合わせた健康・体力づくりの情報を提供し、「自分の

健康は自分でつくる」という意識の醸成を図り、町民の運動習慣の獲得を推進します。

特に、地域ではサロン活動や百歳体操などの介護予防活動が実践されておりますが、ウ

エルネスプラザからの専門職の派遣を充実させて、地域住民がより主体的に取り組むこ

とができる健康体力づくりを支援してまいります。 

 

（地域福祉の充実と地域で支え合う仕組みづくりの推進） 

  本町の地域福祉の推進にむけた取り組みは、自助、互助、共助、公助を基本姿勢とす

るなか、社会福祉協議会との協働のもと、サロン活動の普及や高齢者宅の間口除雪など

の生活支援体制の構築、高齢者や障がい者を思いやるための福祉教育に取り組んでおり

ます。 

今、高齢者や障がい者のみならず、子どもや若者の貧困や社会的孤立などへの支援に

より、年齢や障がいに関わりなく誰もが安全・安心に暮らせる社会を目指す、「共生社会」

の実現が求められています。地域福祉の推進をまちづくりの重要な柱と捉え、社会福祉

協議会を中心に、各集落、地域間連携推進団体及びＮＰＯ団体などが緊密に連携し、誰

もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域で支え合う体制づくりを推進し

てまいります。 

 

（３）“安心だね”と言えるまちづくり【建設・防災】 

重点施策の第三は、“安心だね”と言えるまちを目指す建設・防災についてでありま

す。 

 

（消防力強化と防災、減災対応力の充実強化） 

 一点目、「防災・減災対策の強化」につきましては、火災や頻発する自然災害から、町

民の皆さまの生命と財産を守る体制の充実強化は今まさに求められるところであります。 
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消防団をはじめ、自主防災会の活動は、その支えであると共に、防災にとどまらず、幅

広い地域づくりに貢献する基盤でもあります。 

そうした中、町の人口減少は、消防団員数の減少ももたらしており、組織機能を維持し

ながら、消防団の再編を行う対策が急がれるところです。その事を推し進める背景として、

団員の処遇改善と資機材能力の向上を適切に果たして行きます。 

昨今の頻発化、激甚化する自然災害に対しても、令和三年度完成の新たな『 上町地域

防災計画』を足掛かりに、町民の皆さまへの情報伝達を強化し、令和四年度は、『ハザー

ドマップ』も 新情報に切り替えます。 

改めて防災・減災対策の強化の基本に、町民一人ひとりが、自分の身を自分で守る意識

をより強めながら、消防団始め、自主防災会の「自分たちの地域は自分たちで守る」と言

う強い使命感と共に、地域防災力の充実強化に向けて町一丸となって取り組みを展開しま

す。 

 

（安全な暮らしを守る防犯・交通安全活動の推進） 

  二点目、「安全な暮らしを守る防犯・交通安全活動の推進」についてであります。 

防犯につきましては、インターネット等の普及により生活の利便性は向上している反面、

それらを利用した、特殊詐欺や消費者トラブルが多発し、町民への大きな脅威と不安を与

えています。また、子供たちを狙った声がけやつきまとい、ストーカーといった事案も発

生しています。これらを未然に防ぐため、青色パトロール車による広報、巡回活動に力を

いれてまいります。 

交通安全活動につきましては、自動車の安全技術の発達は日々進化をしていますが、高

齢者による事故が跡を絶ちません。また、飲酒運転やあおり運転といった運転者のモラル

の低下も大きな社会問題となっています。交通安全対策として、警察や関係機関・団体と

緊密な連携を図りながら、交通安全意識の普及・啓発に努めるとともに、交通安全対策を

推進してまいります。 

 

(生活を支える公共インフラの最適化と長寿命化) 

三点目、「生活を支える公共インフラの 適化と長寿命化」について申し上げます。 

はじめに、安全安心な道路の整備でございますが、昨年も千葉県において、通学途中の

児童を巻き込んだ、痛ましい交通事故が発生しております。町では関係機関と連携し、通

学路の点検を行い、路面の危険表示や路肩の拡幅工事などにより、児童、歩行者の安全対

策を講じてまいります。また、車両の安全な走行対策として、日々の道路パトロールを行

い、長寿命化修繕計画に基づく舗装、橋梁修繕を実施してまいります。  

また、日常生活の利便性を図るため、集落間を結ぶ道路整備として、町道上鵜杉線の改

良工事や昨年の六月定例会で認定いただきました町道月楯向町線の調査そして災害時の

安全対策として、赤倉地区の避難道の整備を実施してまいります。 

そして、中でも雪国の生活で も重要な冬季間の安全対策ですが、なんといっても道路

除雪であります。今年の降雪は、毎日のように降り続ける雪となり、昨年を上回る大雪で、
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みなさんも大変苦労されたかと存じます。除雪は冬季間の生活において、一日たりとも欠

かすことができないものでありますので、除雪体制をしっかりと整え「きめ細かな」除雪

に取り組んでまいります。 

次に、「水道、下水道などのインフラ」についてでございますが、いずれの施設も二十

年を超える施設となっており、徐々に老朽化が進んできております。施設の日々点検と計

画的な更新を行い、安定した水道の供給と下水処理を実施してまいります。快適な生活環

境と「きれいな川」を将来に残すためにも合併浄化槽の普及に力を入れてまいります。 

町道以外の道路でございますが、国道四十七号は重要物流道路の指定を受け、命をつな

ぐ道路として重要な道路でありますので、「災害に強いダブルネットワーク」の機能強化

として、「県境部分のバイパス化」と「石巻新庄地域高規格道路の整備促進」について、

県道においては満沢、野頭地内の 上小野田線、東法田大堀線の整備について関係機関と

連携しながら、国・県へ要望をしてまいります。 

後に、 上小国川流水型ダム周辺整備や愛宕山公園など街並みの景観を整備し、「笑

顔が輝き 住み続けたくなるまち」を構築してまいります。 

 

（地域公共交通の円滑な展開） 

四点目、「地域公共交通体制の整備」につきましては、進む人口減少局面においても、

高齢化率が高まるわが町にとって、町営バスによる公共交通体制の整備充実は、外出支援

を始め、高齢者の福祉向上に直結する対策であります。 

令和三年度においては、町全域に予約制乗合バス（デマンド型）の運行を果たす中、

令和四年度においては、より利用しやすいバス規格に統一し、運行体系につきましても、

特に利用の多い高齢者の利便性の向上に配慮し、健康の維持をはじめ、交流機会の拡大に

資してまいります。 

 

（４）“豊かだね”と言えるまちづくり【産業・経済】 

重点施策の第四は、“豊かだね”と言えるまちを目指す産業・経済についてでありま

す。 

 

（生産・経営基盤の整備と地域を支える農林水産業の推進） 

一点目、「生産・経営の基盤の整備と地域を支える農林水産業の推進」につきましては、

担い手減少対策や耕作放棄地の発生防止、米の需給調整等を講じる中、ＳＤＧｓや社会経

済のグローバル化への対応、農産物価格の低迷対策、ロボット、ＡＩの活用やスマート農

業を推し進めて参りたいと考えております。また併せて、主体的判断を尊重した多様な取

り組みによる「儲ける農業」を推進するため、次の四つの重点施策を実施し、「農業農村

の持続的発展と農業生産額六十億円」を目指してまいりたいと考えております。 

一つ目は、「地域を支える意欲ある担い手の確保・育成」であります。東北農林専門職

大学の開学を見据えつつ、高度な技術と経営感覚を身に着けた農業者の育成を図るため、

関係する方々と連携し、研修の場を整えて参りたいと考えております。また、担い手への
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農地集積や資本装備を進めつつ、研修会や講演会等への参画を促すことで、自己研鑽や情

報発信の機会を創出し、自信と誇りを育む環境づくりを進めたいと考えております。 

二つ目は、「豊かな農村社会の継承と農業基盤の整備」です。経営の効率化や担い手の

育成に必要な優良農地を確保するため、圃場整備を目指している地区での話し合いを重ね、

合意形成が整ったところから調査事業へ移れるように推進します。また、「多面的機能支

払交付金事業」「中山間地域等直接支払交付金事業」を活用し、農村社会と営農が継続さ

れ、災害や有害鳥獣への対策、更にはまちづくり等の地域課題が解決するよう、農家と地

域住民が一体となった豊かな農村づくりを推進したいと考えております。 

三つ目は、「安全・安心な農産物の生産と環境保全型農業の推進」です。分水嶺の町に

ふさわしい、環境保全型農業を推進し、耕畜連携システムやエコファーマー登録による消

費者に信頼される農畜産物の生産を促す等、ＳＤＧｓの理念に合致する施策を展開したい

と考えております。 

四つ目は、「農村資源を活用した所得向上対策」です。収益性の高い農畜産物や、本町

の気象条件・地理的特性に適合する有望品種の導入を促して参ります。また、品質向上や

安定生産技術の普及を目指し、消費者ニーズに応じた生産販売体制を構築するため、各種

補助事業を活用し、強い産地づくりに繋げてまいりたいと考えております。 

 

（農観商工連携による販売戦略及び地域経済の伸長） 

二点目の「農観商工連携による販売戦略及び地域経済の伸長」につきましては、多くの

企業、及び関係機関との連携が不可欠です。地域の特徴を生かした商品・特産品づくりに

産業振興センターの機能を活かし、情報を共有しあい連携できる体制をつくります。 

また、令和五年度の完成を目指す「道の駅」の設置において、国道四十七号利用者の利

便性を高め、多くの資源と魅力の情報発信を行う拠点施設として、生産加工販売事業者の

育成とその販路を確保することで六次産業化をさらに推進するとともに、町内産業を活性

化させてまいります。 

市場出荷に加え、観光産業やふるさと納税制度、道の駅の開設等による需要を見据え、

農家自らの取り組みに限らず、食品加工事業者や商業者と連携した中で、アスパラガスや

大豆、里芋等の農産物や、鮎やイワナ、ニジサクラ等の水産資源等にも着目し、地域全体

における六次産業化で、地域経済の成長と循環を構築したいと考えております。 

 

（地域特性を活かした交流拡大と担い手育成の推進） 

三点目の「地域特性を活かした交流拡大と担い手育成の推進」についてですが、本町に

は長い歴史を誇る瀬見・赤倉両温泉、インターハイと国民スポーツ大会の開催が決定して

いる赤倉温泉スキー場、多くの山岳ファンが訪れる神室連峰、様々な自然体験レジャーを

提供している前森高原、重要文化財封人の家、堺田分水嶺、清流小国川などの観光資源が

多数あります。「百万人交流促進条例」を掲げているわが町としては、これらの資源にさ

らに磨きをかけ連携を図ることが、観光産業の振興、交流人口の拡大、ひいては関係人口、

移住人口の増加につながるものと捉えております。観光協会、物産協会、商工会をはじめ
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とする各関係団体と協力しあい、オール 上で交流事業を推進してまいります。 

また、教育旅行の誘致や旅行商品の提供により、これまで培った受入れ態勢の更なる充

実を図り、国際化と国際理解を深める機会の提供として、もがみ国際交流協会を中心とし

た各団体とも連携し、コロナ収束後に外国人旅行客を迎え入れる体制づくりに反映させて

いきます。 

上町観光協会をはじめ、 上地域観光協議会、仙台宮城観光キャンペーン推進協議会、

伊達な広域観光圏事業と共に近隣の市町村や県全体、東北を見据えた広域的な観光資源を

めぐるコースについて提案をする等、広く誘客対策に取り組んでいきます。 

コロナウイルスの感染拡大により、温泉旅館・飲食店事業者が大きな経済的打撃を受け

ており、国や県の支援事業と連携し、一刻も早く幅広い産業振興が図れるよう努めてまい

ります。 

コロナウイルス感染拡大は先の見通しがない状況ではありますが、収束後にはこれらの

着地型観光施策とあわせ、関東圏と仙台圏のもがみ友の会との交流事業のほか、友好都市

や団体との交流、更には国際的な交流を深める事業等について、町民の皆さんが自発的か

つ主体的に交流活動が出来るよう基盤を構築してまいります。 

 

（力強い産業の振興・活性化を担う人材の育成確保） 

四点目、「力強い産業の振興・活性化を担う人材の育成確保」につきましては、農業・

観光・商業・工業の各分野における事業継続と規模拡大による雇用の促進を図り、担い手

の確保を強化するため、人材確保対策を地域振興と一体的に推進してまいります。各機関

連携した中で人材育成を推進するとともに、地元企業の体力強化と豊かな資源を活かした

産業の魅力づくりを推し進めながら、同時に当町への進出企業に対して企業立地促進条例

に基づく支援を行います。小規模企業の事業継承に向けた対策のほか、商工業振興につい

て国や県の支援を活用し地元商工会と共に取り組んでまいります。 

 

（５）“美しいね”と言えるまち【環境・エネルギー】 

重点施策の第五、“美しいね”と言えるまちを目指す環境・エネルギーについてであり

ます。 

 

（環境衛生等の推進と地域資源・景観の保護）  

まず一点目、「環境衛生等の推進と景観の保護」について申し上げます。 

本町の美化推進並びに良好な生活環境保全を実現するため、不法投棄を防止するためパ

トロールを徹底し、町民と協働で清掃活動を行ってまいります。また、豊かな自然環境を

守るため、水質検査を行い、河川等の環境保全に努めるとともに、地域資源・景観の保護

について更なる啓蒙・啓発に努めてまいります。 

 

（森林環境整備の推進と森林資源の活用） 

二点目の「森林環境整備の推進と森林資源の活用」についてでありますが、度重なる豪

雨災害を受け、あらためて管理された人工林が災害防止に有効であり、反面、荒廃した森

林が、より大きな二次的災害に結び付くことが明らかになったところであります。このこ
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とから、森林資源の持つ広域的機能を保全し、林産業を発展させていく必要があると考え、

町民全体から森林に目を向けていただく森づくりを目指してまいります。 

特に、新たな森林管理システムが政策化され、市町村には、森林における農地中間管理

機構的な管理が求められるようになり、本町ではいち早く取り組んでいるところでありま

す。また、森林環境譲与税も併せて活用し、育林や人材育成、木材利用の促進、そして再

造林等、将来を見据えた体制を整備したいと考えております。 

 

（バイオマス産業都市の推進と再生可能エネルギー導入促進）  

「バイオマス産業都市の推進と再生可能エネルギー導入促進」についてであります。 

町では、持続可能な循環型社会づくりとして貢献するために森林資源をエネルギーとし

て有効活用を図り、木質バイオマスを燃料とした再生可能エネルギー利用を全国に先駆け

て進めてきました。    

この取り組みとあわせて、地域における省エネルギー化を推し進めるため、『スマート

コミュニティ構想』や『バイオマス産業都市構想』、さらには『 上町地球温暖化対策実

行計画』等を策定し、エネルギー施策を遂行しているところです。 

これらの構想や計画の実現により持続可能な 上町を築くべく、エネルギー産業分野で

は、ウエルネスプラザと若者定住環境モデルタウンの地域熱供給事業における円滑なバイ

オマスエネルギー事業管理に努めてまいります。 

これらの構想と計画は、地球温暖化防止や国土の保全をはじめ、教育的な分野をも幅広

く担っています。環境づくりの具体的方策として、今後も森林保全と林業振興の在り方を

計画し、国・県と歩調を合わせながら事業展開を図ってまいります。 

 

（ゼロカーボンシティ宣言による地球温暖化対策の推進）  

「ゼロカーボンシティ宣言による地球温暖化対策の推進」についてであります。 

国では、「二〇五〇年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を宣言し、脱炭素化

に向けた取り組みを進めております。本町においても、 上町地球温暖化対策実行計画に

掲げる「温室効果ガスの削減」と「再生可能エネルギーの導入」などの取り組みを、町民

や事業者の皆様と一体となって進めるため、令和三年十二月九日に、二〇五〇年までに二

酸化炭素の排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。 

令和四年度からは、これまでの取り組みに加え、公共施設の省エネルギー化及び低炭素

化を進めるとともに、地球温暖化対策への理解を深め、官民を挙げてＳＤＧｓにつながる

新たなパートナーシップを構築しながら、豊かな自然環境の保全と安心・安全な生活環境

を守り、次世代へと引き継いでまいります。 

 

（６）“住みやすいね”と言えるまちづくり【定住・協働】 

重点施策の第六は、“住みやすいね”と言えるまちを目指す定住・協働についてであ

ります。 

 

（関係人口の創出・拡大と移住・定住の支援策の展開） 

「関係人口の創出・拡大と移住・定住の支援策の展開」につきましては、ふるさと納税
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を契機とした、町とつながりのある方との関係人口の創出を目指してまいります。また、

コロナを機に地方への関心が高まる中、都市部に向け町の暮らし方や働き方に関する様々

な情報発信を強化するとともに、移住・定住相談窓口を設けながら丁寧に対応してまいり

ます。さらには、地域おこし協力隊によるまちの魅力を掘り起こし、内外に発信していた

だくため、新たな隊員も募集してまいります。 

結婚支援につきましては、引き続き「ハッピーサポーター推進協議会」を設置し、結婚

を望む方はもとより、親御さん世代や地域の方に向けた支援に取り組んでまいります。 

一方で、移住・定住に必要な住まいについては、町内の民間アパートも少なく、空き家

バンクはあるものの、町に住みたい方のニーズに届かない現状です。若い世代や子育て世

代、シニア世代まで町内に住み続けられる環境整備について検討を進めてまいります。 

 

（持続可能な地域コミュニティ活動の推進） 

「持続可能な地域コミュニティ活動の推進」につきましては、現在、町内の三地区にお

いてそれぞれ協議会を構成しながら住民参加のまちづくりを行っています。コロナ禍で地

域の祭り行事が制限される中、希薄になりがちな地域コミュニティをいかに維持し、自分

たちの手でどう地域を盛り上げていくか、各地区の特色ある取り組みにより、地域の良さ

を引き出して取り組んでいただいております。旧小学校区や公民館のあり方につきまして

も皆様方からご意見をいただきながら検討してまいります。 

 

（自治会組織の基盤強化及び集落自治活性化の推進） 

「自治会組織の基盤強化及び集落自治活性化の推進」につきましては、地域リーダー

である区長の皆さんを中心として、一人ひとりが役割を持ち、地域での取り組みがしっ

かりとなされています。自治活動の拠点となる公民館の修繕等補助制度を継続するとと

もに、集落自治活性化応援交付金を活用した前向きな事業展開と、集落相互の連携を推

進する取り組みの維持・強化を図ってまいります。また、集落支援員や生活支コーディ

ネーターによる目配りを行いながら、コロナ禍を乗り越える支え合いの地域づくりに向

けて取り組んでまいります。 

 

（デジタル化の推進と情報発信の強化） 

「デジタル化の推進と情報発信の強化」についてでありますが、国では昨年九月にデジ

タル庁が発足し、デジタル社会の実現に向けた取り組みを加速させております。行政手続

きのオンライン化では、本町におきましても、令和四年度よりコンビニ証明書発行サービ

スに取り組んでまいります。令和五年度以降も順次、各種手続きの簡素化が計画されてお

り、こうした国の動きを踏まえ、更なる利便性の向上に取り組み、町民の皆さん一人ひと

りに寄り添ったサービスの提供に努めてまいります。 

また、県の制度を活用し、情報化アドバイザーによる専門的なデジタル技術の知見と、

幅広い視点による指導をいただきながら、第四次 上町情報化計画の策定に取り組んでま

いります。 
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（７）健全財政の確保に向けた取り組みの強化 

後に重点施策の基軸にある、『健全財政の確保に向けた取り組みの強化』についてで

あります。 

 

（健全な行財政運営の推進） 

 「健全な行財政運営の推進」につきましては、『第七次行財政改革プラン』を着実に実

践しながら、私ども行政を担う者自らが襟を正し、人口減少局面にあっても、持続できる

まちづくりに向けて、明確で効率的な事業実施を徹底して参ります。「選択と集中による

事務事業の見直し」始め、ソフト・ハード事業の適正管理を通じ、 小の経費で 大の効

果が得られる対策を常に意識し、職員育成も通じながら、財政の健全化を果たし、次代に

確実につなげてまいります。 

 

（公共施設等の適正管理） 

「公共施設等の適正管理」について申し上げます。町の公共施設は、町民の皆さまへの公

共サービスの源泉になるものであり、今後とも利用状況を的確に捉えながら、適切に維持

管理して行かなければなりません。しかし、急速な人口減少動向を踏まえた場合、公共施

設の総量管理には一層の配慮が求められます。令和三年度からスタートした『個別施設計

画』を着実に実践し、持続可能な施設規模に 適化しながら、町民の皆さまの暮らしを支

え続ける使命を果たしてまいりたいと考えます。 

 

５．共通戦略について  

これまで、令和四年度における重点施策を申し上げましたが、これらの施策・事業の展

開に際し、共通戦略として重視すべき点に、「職員力・行政力の向上とＳＤＧｓの推進」「施

策目標達成のための横軸連携の強化」「選択と集中、ＰＤＣＡサイクルの実行による事業

量の 適化」「情報の共有と効果的な発信」の四点を掲げ、取り組んでまいります。 

 併せて、機構改革により組織を見直し、機能的・効果的な体制を構築いたします。 

 

６．むすびに  

新型コロナウイルス感染によって、これまでの暮らしや働き方は大きく変化しています。

ここに改めて、「持続可能な未来につなぐ自治協働のまちづくり」の意を強くし、これま

で以上に柔軟な思考と新しい発想を持ち、しっかりと施策へ結び付けていく所存でありま

す。   町民のいのちと暮らしを守ることを 優先としながら、同時に、今後起こりう

る事態に備え、できる限りの予測を行い、準備を整えなければなりません。 

議員各位には、これまでと違った新しい日常に対応しながらも、このまちに暮らす皆さ
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んの 大幸福に視点を合わせ、共に力を合わせていただくことを心からお願い申し上げ、

令和四年度の施政方針といたします。 


