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本日、平成２７年第１回安中市議会定例会の開会にあたり、私の市政運営に

対する所信を申し上げ、市民の皆様並びに議員各位の深いご理解とご賛同を賜

りたいと存じます。 
 
我が国の経済は、個人消費などに弱さが見られますが、緩やかな回復基調が

続いています。政府は、経済の好循環を確かなものとするため、引き続き、「大

胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三

本の矢」からなる経済政策を一体的に推進するとしています。  
そのような状況の中、本市の財政見通しにつきましては、歳入においては、

企業業績の好調などから法人市民税の増収が見込まれるものの、地方交付税で

減収が見込まれています。一方、歳出におきましては、扶助費や公債費など、

経常経費の大幅な増加が見込まれており、実施計画において予定した事業に配

賦すべき財源の確保が極めて厳しい状況にあります。  
このため新年度予算編成につきましては、徹底した歳出の削減と事務事業の

見直しに努め、持続可能な財政を維持するために、「歳入に見合った歳出」を基

本に対処したところであります。 
 
こうした財政状況のもと、安中市総合計画に掲げられた本市の将来像「豊か

な自然と歴史に包まれて  ひとが輝くやすらぎのまち」の実現に向け、基本目

標として位置づけた、 
「うるおいに包まれ安全・安心に暮らせるまちづくり」 

「いつまでも健康に暮らせるまちづくり」 

「生涯を通じて生きがいを持って暮らせるまちづくり」 

「にぎわいと活力のあるまちづくり」 

「効率的な行財政運営と市民との協働によるまちづくり」 

の５つを柱として、市民皆様の知恵とお力をお借りしながら、積極的かつ合理

的に諸施策を進めて参ります。 
 
それでは、平成２７年度の主な施策の概要を申し上げます。 

 
まず、「うるおいに包まれ安全・安心に暮らせるまちづくり」では、豊かな自

然環境を生かし、緑と水にふれあいながら、道路、公園、上下水道などの都市

基盤の充実により生活の利便性を向上させるとともに、市民生活を守るため、

災害対策・防犯対策など危機管理体制の強化を図り、個性的で魅力ある、安全

安心に暮らせるまちづくりを推進して参ります。 
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都市計画地域地区につきましては、都市計画マスタープランにおける基本的

方針に合わせた計画的な土地利用の誘導を図るため、２６年度より、用途地域

指定の見直しの策定に着手しました。 
また、都市計画道路の見直しにつきましても、引き続き、都市計画マスター

プランに合わせ検討して参ります。 
 
都市基盤の骨格となる道路整備につきましては、国道１８号久芳橋及び安中

駅前高架橋工事が進められ、平成２７年度で整備が完了すると聞いております。 
また、交差点改良促進につきましては、原市地区で順次整備されております

が、引き続き国土交通省に働きかけを行うなど、交通渋滞の緩和に向けて努力

して参ります。 
 
西毛広域幹線道路につきましては、県事業として、２４年度に安中工区が着

手され、３２年度に整備完了の目標が示されておりますが、安中工区の早期完

成、その他区間の早期事業着手に向け、関係機関に働きかけて参ります。 
また、これに関連する道路として、国道１８号城下交差点からのアクセスの

向上を図るため、新年度から都市計画道路・扇城下秋間線の一部区間の用地交

渉に着手し、西毛広域幹線道路安中工区の進捗に合わせて整備を進めて参りま

す。 
 
住環境の向上に直結する生活道路の整備につきましては、市民ニーズに合わ

せ、安全性・緊急性を考慮し、計画的に進めるとともに、交通安全対策事業と

して、通学路の歩道整備を優先的に進めて参ります。 
また、豪雪時の道路除雪につきましては、地域の状況を踏まえ、対策を講じ

て参ります。 
 
橋梁につきましては、地震による落橋などを防止する工事を引き続き実施し

て安全を確保するとともに、橋梁長寿命化計画に基づき、計画的な維持管理を

行って参ります。 
 
道の駅の設置につきましては、国道１８号を行き交う人と物の流れを大きな

財産・資源ととらえ、観光振興や地域振興、幹線道路の防災の拠点施設として、

国、県と連携を取りながら、適地の選定と併せ調査、研究を行って参ります。 
 
市営住宅につきましては、２４年度に策定した「長寿命化計画」に基づき、

新年度も引き続き秋間団地の改修工事を継続し、良好な住環境づくりを図って
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参ります。 
空き家対策につきましては、近年、全国的に深刻な問題となっており、本市

も例外ではなく早急な対策が求められております。 
国においては住宅用地に係わる法整備を進めており、本市においても実態調

査をはじめ、対策と利活用等についてさまざまな観点から取り組んで参ります。 
 
旧安中高校跡地につきましては、利活用の方向性を検討する中で、取得に向

けた準備を進めて参ります。 
 
上水道事業につきましては、安全で安心なおいしい水の安定供給を維持する

ため、「新水道ビジョン」を策定し、重要性の高い老朽施設から、更新・耐震化

など施設整備強化を推進して参ります。 
 
公共下水道の整備につきましては、快適で住みよい環境づくりのため「利根

川上流流域関連安中市公共下水道事業計画」に基づき、主に原市地区の認可区

域の管渠布設工事を進め、引き続き下水道の普及と拡大を図って参ります。 
 
環境政策につきましては、現状の環境問題に対応するための新たな「環境基

本計画」を市民の意見も反映させながら策定して参ります。 
 
ごみの減量化・資源化につきましては、地域の集団回収の補填としての古紙

類の行政回収及び市内の５箇所に設置した回収ボックスによる使用済小型家電

の回収を推進して、ごみの資源回収に努めて参ります。 
 
地球温暖化対策につきましては、市民による再生可能エネルギーの活用とし

て引き続き住宅用太陽光発電の設置補助を行うとともに、家庭での節電対策の

啓発に努めて参ります。 
その他、小水力発電、バイオマス発電の可能性についても調査研究を行って

参ります。 
 
放射線対策につきましては、放射性物質汚染対処特措法を踏まえ、引き続き

状況の把握に努めて参ります。 
 
市営墓地建設につきましては、適地の選定や墓地に対する多様な価値観の調

査などを進めて参ります。 
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一般廃棄物処理施設のごみ・粗大ごみ処理施設につきましては、長寿命化計

画に基づき、今後３年計画で老朽化した設備の延命化と二酸化炭素排出量の

３％以上削減を図るために基幹的設備改良工事を実施し、将来に向け、施設の

安定した運営管理を進めて参ります。 
 
防犯対策につきましては、近年、全国的に子どもや女性、お年寄りを狙った

犯罪が発生しています。市民生活の安心安全を守る体制づくりに、より一層力

を入れて参ります。防犯パトロールの実施に加え、地域における自主防犯活動

の支援により、地域防犯の強化を図るとともに、警察・防犯協会などと連帯し、

犯罪の防止と防犯意識の高揚に努めて参ります。 
また、夜間の犯罪抑止のため、地域におけるLED防犯灯設置の支援を継続し、

防犯効果の向上と維持管理の省力化・消費電力削減を図って参ります。 
 
交通安全対策につきましては、交通安全施設の充実に努めるとともに、警察

をはじめ関係機関との連帯のもと、四季の交通安全運動や街頭指導、子どもと

高齢者の交通事故防止のための交通安全教室などを実施して、一層の交通事故

減少を目標に、交通安全意識の普及と啓発に努めて参ります。 
 
地域防災対策につきましては、防災行政無線とメール配信サービスを併用す

ることにより、迅速かつ正確な緊急情報の伝達に努めて参ります。 
また、避難所における体制・設備の充実、さらには、地域における自主防災

組織の結成や活動への支援を行い、自助・共助の推進のために災害対応ガイド

マップを活用した避難訓練や図上訓練などの実施により、地域防災力の向上を

図るとともに、庁内体制を含めた危機管理全般の構築と強化を図って参ります。 
さらに、災害時要配慮者の名簿作成と併せ、福祉避難所の指定に向けた取り

組みについても、進めて参ります。 
 
消防対策につきましては、消防署と消防団の連携による水防訓練やポンプ操

法訓練を中心とした各種訓練を実施し、消防技術の向上に努めるとともに、消

防団員の安全確保のための装備や、消防施設の整備を進めるとともに、女性防

火クラブと協力し､火災予防活動を実施し、消防力の強化を図って参ります。 
  
消費生活対策につきましては、消費者の安全・安心を確保するために、相談

体制の一層の充実を図るとともに、特に高齢者を対象とした啓発活動の強化に

より、被害の未然防止に努めて参ります。 
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次に、「いつまでも健康に暮らせるまちづくり」では、本市の全ての人が、生

涯を通じて、心身ともに健康で長寿を喜び、自立した生活を送れるよう、保健

予防、疾病予防を充実させ、保健・医療・福祉・介護などの関係機関が密接に

連携したネットワークを構築するとともに、地方創生総合戦略の大きな柱であ

る結婚・出産・子育て環境の整備・支援を推進して参ります。 
 
保健予防、疾病予防につきましては、結核検診及び乳がん、子宮がん検診を

除く各種がん検診を同時受診できる集団検診に改善し、受診率向上に努め、疾

病の早期発見、早期治療につなげて参ります。 
また、感染症予防対策につきましては、引き続き「おたふくかぜ」のワクチ

ン接種を全額公費助成し、感染症を抑制して参ります。 
 
母子保健につきましては、新年度から発達障害児を早期発見し、早期支援を

行うための乳幼児２次健診事業を始めて参ります。また、医療的ケアを必要と

する児童等に対して、訪問看護を実施し、通園、通学のための支援を行って参

ります。 
 
病院事業につきましては、医師の偏在など、地域医療を取り巻く環境は依然

として厳しい状況でありますが、公立病院としての重要な使命である救急医療

やへき地診療などに取り組むとともに、引き続き、安定した透析医療の提供を

行って参ります。 
また、経営改善を図るため積極的に医師確保に努めるとともに地域医療体制

の確立を目指して公立病院のあり方検討委員会を立ち上げ、多角的な視点から

課題を検証し、市民の命を守る体制の検討を進めて参ります。 
 
社会福祉につきましては、地域を基盤とした協働による福祉の実現を目指す

ため「第２次地域福祉計画」を策定し、地域における福祉の推進を図って参り

ます。 
また、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護に至る前段の生活困窮

者を対象に、多様な課題を包括的に受ける相談窓口を設置し、関係機関との連

携をもとに、就労など自立に向けた相談を中心に計画的な支援を行って参りま

す。 
さらに、「ニート」や「引きこもり」状態にある方などに対しては、先進事例

を参考に支援策の検討を行い、併せて市民への意識啓発の取り組みも進めます。 
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高齢者福祉につきましては、誰もが歳を重ねても住み慣れた地域で自立した

生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスが切れ目

なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向け取り組みを進めて参り

ます。 
新年度は、医療と介護の従事者による連携を図り、地域におけるニーズや課

題の発見に努め対策を検討いたします。また、認知症を正しく理解するための

研修会や相談事業を実施し、認知症患者及びその家族の支援に努めて参ります。 
 
障害者福祉につきましては、「障害者計画」及び「障害福祉計画」に基づき、

障害を持った方が必要な支援を受けられ積極的に社会参加できる地域づくりに

向けて、さまざまな施策の推進と充実を図り、新年度においては「地域活動支

援センターまついだ」を障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス事業所」

へ転換するための整備を進めて参ります。 
 
子育て環境の整備につきましては、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

様々な雇用形態や就労環境のもとで働く保護者のために、保育サービスを受け

やすい環境づくりと保育の充実を図るとともに、放課後児童対策の整備を推進

し、子育てと仕事の両立を支援して参ります。 
また、幼児期にふさわしい教育環境の整備を推進し、幼児教育の充実に努め

るとともに、子育て全般を多世代の方々が支援し、交流できる拠点づくりを検

討して参ります。 
 
東横野小学校区における新たな学童クラブ施設の建設につきましては、新年

度に建設工事を行って参ります。 
また、学童クラブ未設置地域の解消に向けた取り組みを進めて参ります。 

 
産前産後ケアシステムの拡充につきましては、核家族や高齢出産などが増え

ているなか、体調の回復が十分でなく、精神的にも不安になりやすいため、出

産後の母親が家事や育児などの支援が受けられるよう、育児ホームヘルパー派

遣事業の対象者を拡大し、産後サポート事業として進めて参ります。 
 
国民健康保険事業につきましては、特定健康診査や特定保健指導の受診率向

上を図るとともに、人間ドックなどを通じて、市民の健康の保持と増進に努め

て参ります。 
 
子育て支援の重要施策の一つである福祉医療助成につきましては、群馬県な
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どの助成制度に加え、本市独自の助成制度の継続実施により、一層の福祉医療

の充実を推進して参ります。 
 
次に、「生涯を通じて生きがいを持って暮らせるまちづくり」では、子どもか

ら大人までさまざまな世代の一人一人が新たな目標を見出し、生き生きと自分

らしく暮らすために、学校教育や社会教育の充実、スポーツ・レクリエーショ

ンの機会提供など、市民の価値観の多様化に対応した環境づくりを進めるとと

もに、歴史・文化を尊重しつつ、個性豊かな新しい地域文化や価値を創造し、

協働と融和を図るまちづくりを推進して参ります。 
 
社会教育につきましては、「社会教育推進計画」に沿って、魅力ある学習機会

を提供するなど、市民の生涯学習活動を支援して参ります。 
 
また、人権教育につきましては、「人権教育事業計画」に基づき、関係機関や

関係団体との緊密な連携のもとに、人権尊重の教育を推進して参ります。 
 
学校教育につきましては、学習指導要領の基本理念である「生きる力」を育

むために、引き続き、確かな学力、豊かな心、健康な体の育成に努めて参りま

す。いじめ問題への対応には「安中市いじめ防止基本方針」の策定を進め、い

じめの早期発見、未然防止の一層の充実を図ります。 
また、学校給食費につきましては、子育て支援の一環として、１８歳以下３

人以上の子を養育している世帯の第３子以降の子どもと、教育費が増大し将来

の進路を決めていく大事な時期に当たる中学３年生を対象に、給食費の無料化

を導入し、子ども達が将来住みやすい、住んでみたい安中市を創っていくため

の環境整備を進めて参ります。 
施行時期は周知・準備期間を見込んで、平成２７年１０月から実施し、市の

宝である子ども達を安中市全体が応援しているという強いメッセージを子育て

世帯に発信していきたいと考えております。 
 
学校教育施設につきましては、引き続き「耐震改修計画」に基づき構造補強・

大規模改造改修を実施し、児童・生徒が安心して学習に取り組める環境整備を

進め、耐震化率 100％を目指します。あわせて、耐震補強工事に伴う大規模改造

工事を実施していない学校のトイレ洋式化等施設格差について平準化を進めて

参ります。 
また、各学校の普通教室等へのエアコン設置や体が不自由な児童・生徒に対

するバリアフリー化を進めるとともに、避難場所に指定されている小中学校体
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育館のバリアフリー化も検討して参ります。 
 
スポーツの推進につきましては、高齢化が進み社会環境が変化するなか、体

力の向上や健康増進、生きがいづくりなど、スポーツの果たす役割は重要であ

り、誰もが気軽に体力や年齢に応じたスポーツが楽しめるよう、社会体育施設

の整備、スポーツ機会の提供、指導者の育成や軽スポーツの普及振興に取り組

んで参ります。 
 
社会教育施設のうち、地区生涯学習センターにつきましては、九十九地区生

涯学習センター及び坂本・入牧地区生涯学習センター大講座室の改築事業など、

生涯学習活動の拠点として、利用者が安心して活動できるよう「耐震改修基本

計画」に基づき整備を進めて参ります。 
 
文化財保護につきましては、引き続き有形文化財や伝統文化の保護・活用に

努め、碓氷関所跡の国指定に向けた検討組織の立ち上げや碓氷峠鉄道施設の追

加指定を視野に入れた調査・研究を進めて参ります。 
 
簗瀬二子塚古墳につきましては、整備が完了しますので、市民の体験学習の

場としての活用を図って参ります。 
 
グローバル社会の進展に併せた多文化共生を推進するため、本市において外

国人が安心して生活が送れるよう相談窓口を設置するとともに、生活に必要な

情報として「外国人生活ガイド」を更新し、ホームページへの掲載を行って参

ります。 
 
 
次に、「にぎわいと活力のあるまちづくり」では、農業、工業、商業などのさ

まざまな産業をはじめ、地域経済の自立性を目指した商工業の振興を図り、若

者の定住を促進するために雇用の機会を拡大し、社会的・経済的活力を高め、

また、安中の特性を活かした個性的で魅力ある地域資源を最大限に活用した観

光の振興をすすめ、にぎわいや活力を創出して参ります。 
 
農業を取り巻く状況につきましては、農業者の高齢化や後継者不足などによ

り非常に厳しい状況にあります。地域農業の担い手となる認定農業者や新規就

農者が積極的に生産活動に取り組むことができるよう、本市農産物の産地化・

ブランド化の推進と併せて、人・農地プランの作成、認定新規就農者制度によ
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る青年就農給付金事業や６次産業化への支援事業など、国、県の事業や制度の

活用により、農業の活性化に努めて参ります。 
 

 活力ある農業農村の実現につきましては、農業生産基盤の整備や耕作放棄地

対策に取り組み、農村環境の維持・向上を図って参ります。また、野殿・岩井

地区における公害防除特別土地改良事業につきましても、事業の積極的な推進

に取り組んで参ります。 
 
富岡製糸場などの世界絹遺産登録に伴い、養蚕製糸業も新たな展開が始まっ

ております。本市としても養蚕業につきましては、養蚕農家への支援を継続し、

製糸業への維持存続策を講じるとともに、養蚕業を地域振興と併せて活性化す

る方策を研究して参ります。また、県や関係機関と連携した取り組みについて、

調査、検討を行って参ります。 
 
東日本大震災にともなう原子力発電所の事故の対応につきましては、関係機

関と協力し、農産物の安全検査などの対策を行って参ります。また、平成２６

年２月の大雪による被災農家に対しましては、再建まで引き続き支援を行って

参ります。 
 
野生鳥獣による農作物の被害対策につきましては、関係機関・団体の協力の

もと、地域における取り組みへの支援など、積極的な防除対策や有害鳥獣の捕

獲・駆除に取り組んで参ります。 
 
商業振興につきましては、地域住民の力をどのように引き出すかが重要とな

ります。地域住民、商店街連盟、商工会等と協力連携して、効果的な国の交付

金事業、県の補助金事業に取り組み、商店街の整備やイベント等を実施する中

で、人材育成や商店街の活性化を進めて参ります。 
 
工業振興につきましては、「ぐんま新技術・新製品開発推進事業」を通じて、

企業の技術力向上を支援して参ります。 
 
企業立地につきましては、本市は、新幹線の駅、高速道路のインターチェン

ジといった高速交通網が整備されているほか、災害の少ない優れた立地が着目

されております。こうしたバックアップ拠点に適した特長を強みに、新たな工

業団地を創設し、また、本市独自の優遇措置を活用して、企業誘致に努め、併

せて雇用の拡大、安定化を図って参ります。 
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中小企業対策につきましては、景気が回復基調にあるものの、地域中小企業

は、依然として厳しい経営環境が続いております。資金繰りへの影響が懸念さ

れることから、小口資金における借換制度及び融資期間延長の特例について新

年度も継続し、中小企業の経営の安定化に寄与して参ります。 
 
観光振興につきましては、富岡製糸場の世界遺産登録に伴い、ぐんま絹遺産

に登録されている市内の該当箇所を観光マップなどに掲載しネットワーク化を

図って参ります。 
併せて、観光客や市内散策者のおもてなし体制の整備といたしまして、公衆

トイレを計画的に整備して参ります。 
また、フィルムコミッションの設立に向けて、市内各所のロケ地の研究や先

進地視察を実施して参ります。 
 
碓氷峠周辺につきましては、観光拠点となる「峠の湯」の早期再開に全力で

取り組み、市民並びに観光客に愛される充実した施設運営と魅力ある碓氷峠の

情報発信に努めて参ります。 
また、古くから交通の要衝として栄えた当地域の特性を生かし、横川駅周辺

の施設の充実や活性化策について検討し、他にはない独自性を広く PR して交流

人口の増加に努めて参ります。 
 
労働対策につきましては、厳しい雇用情勢が続いておりますが、ハローワー

クとの連携を密にしながら、雇用の安定化や若年層を中心とした労働教育の充

実を図って参ります。 
また、勤労者対策につきましては、引き続き、住宅建設利子補給補助や生活

資金融資を実施するなど、勤労者福祉の増進を図って参ります。 
 
 
次に、「効率的な行財政運営と市民との協働によるまちづくり」では、更なる

財政構造の健全化を図り、効果的で効率的な行財政運営を行って参ります。ま

た、行政が担うべき業務、市民団体や企業等が担うべき業務など、それぞれの

役割分担を明確にしながら、協働によるまちづくりを推進して参ります。 
 
行財政改革につきましては、新たに策定する「第２次安中市行政改革大綱」

のもと、市民との協働によるまちづくりを基本とし、簡素で効率的な行政運営

に努めるとともに、安中市行政改革審議会からの答申内容や審議状況を踏まえ、
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健全な財政運営を図って参ります。 
 
窓口業務をはじめとする各種事務につきましては、社会保障・税番号制度に

おける個人番号の付番が本年１０月から開始される予定ですので、この新たな

制度を有効に活用し、より一層の市民サービスの向上に努めて参ります。 
 
まちづくりには市民と行政の協働が不可欠なものとなっており、市民のまち

づくり活動への参加を促進するため、まちづくりの講演会を行うなど市民活動

への参加意欲を高めて参ります。また、市民公益活動などを推進する拠点施設

である市民活動支援センターの設置に向けた検討を行って参ります。 
 
広報広聴事業につきましては、新年度から「市民ふれあいトーク」と題しま

して、各地区公民館活動や自主活動を行っている団体などと交流の場を設け、

気軽に話し合いながら、行政運営に対する理解や相互の信頼を深めるとともに、

透明性の高い開かれた行政と安心できる行政の実現を図って参ります。 
 
男女共同参画につきましては、新たに策定しました「第２次安中市男女共同

参画計画」により、男女が等しく役割を担い能力を発揮できる社会の実現に向

けた取り組みの充実・強化を図るとともに、庁内の関係組織においては女性職

員の管理職への登用や研修派遣を実施するほか、各審議会等における女性委員

の積極的登用を推進して参ります。 
 
以上が、主な施策の概要であります。 
 
こうしたことを基本として、新年度予算を編成したところですが、一般会計

につきましては、２６５億５，０００万円、公営企業会計を除く特別会計につ

きましては、合計１６３億８，１６９万４千円、公営企業会計につきましては、

５５億９，７７８万２千円となった訳でございます。  
これらの予算の執行にあたりましては、地方自治法の主旨に基づき、最少の

経費で最大の効果をあげるよう努力するとともに、組織及び運営の合理化を実

行し、健全な財政の保持に努めて参ります。 
 
国では「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、地方創生・人口減少克服の

ため、国と地方が連携しながら総力をあげて取り組もうとしています。本市と

しても厳しい財政状況が見込まれておりますが、自主・自立と説明責任を果た

すとともに、議員各位をはじめ、市民皆様の英知とお力をお借りして、自ら考
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え、そして行動し、次代を担う世代のためにも将来にわたって活力ある社会、

新しい安中市を創っていけるよう努力して参りたいと存じます。 
 
どうか、議員皆様には深いご理解と特段のご配慮をいただきますようお願い

申し上げまして、私の施政方針といたします。 


