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令和４年市議会３月定例会の開会に当たり、私の市政運営に関する所信の一端

と新年度の予算概要及び主要施策について御説明申し上げます。 

 

１ はじめに 

私が市政の２期目をお預かりしてから、２年が経過しました。この２年間を 

一言で申し上げますと、新型コロナウイルス感染症との闘いの日々であったと感

じております。市民の命を守ることを最重要課題として捉え、ワクチン接種をは

じめとする感染予防対策に全力で取り組んできたことに加えて、地域経済への影

響を緩和するために、様々な生活支援・経済対策を行ってまいりました。今後も

３回目のワクチン接種を円滑に進めるとともに、感染防止対策の周知徹底を図

り、市民の皆様が安心して日常生活を過ごせるよう努力してまいります。 

そのような中、昨年は明るい話題もありました。５月には新庁舎がオープン

し、ユニバーサルレイアウトを採用した執務室は開放的で、市民の皆様から好評

を得るとともに、職員のコミュニケーションも活発化しております。また、長年

の懸案事項であり、市長として強い使命感を持って取り組んできた市立病院の建

設については、６月に三友堂病院と合同の起工式が行われました。公立病院と民

間病院の各経営体を維持しつつ併設する国内初の事例であり、米沢モデルとして

先進的な地域医療体制の構築ができるものと考えております。これらの新しい 

一歩に加え、４月には環境省の地域循環共生圏活動団体に、５月には内閣府の 

ＳＤＧｓ未来都市に本市が選定されました。ＳＤＧｓの先駆けとも言われる上杉

鷹山公の精神を受け継ぐ本市の様々な取組、そして市内の地域資源が持つ潜在能

力が評価されたものとして喜ばしく感じております。  

先が見通しにくいこのような時代においても、本市が将来にわたって発展し、

市民一人ひとりの幸福度を最大限に高めていくためには、持続可能なまちづくり

を意識していくことが必要です。新年度は、持続可能な米沢を目指し、三つの

「持続性」を高める取組を進めてまいります。 
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一つ目は、「経済の持続性」です。ポストコロナ時代の経済社会に対応するた

め、新分野への展開や業態転換等に取り組む事業者への支援を行っていくととも

に、新型コロナウイルス感染症で疲弊した地域経済の回復に向けて、本市の経済

と雇用を支える中小企業の経営基盤の安定や個人消費喚起に向けた支援を継続し

て行います。また、ＪＲ米沢駅構内に「コワーキングスペース」整備を進めると

ともに、民間のテレワーク施設整備に対して補助を行うことで、市内外の人や企

業が連携し、相乗効果を生み出せる場を整備してまいります。 

経済の持続性を高めるため、地域の魅力向上にも取り組みます。「米沢品質」を

持続的に向上させ、米沢全体のブランド価値を高める米沢ブランド戦略事業を推

進するとともに、世界農業遺産の認定を目指す紅花について、その文化を活用し

た地域づくりを、観光、文化、教育等の側面から進めるなど、本市が有する様々

な地域資源を市民の皆様と協働しながら磨き上げ、地域ブランド力の向上につな

げていきます。また、官民一体となった米沢市版ＤＭＯを設立することで、多様

な主体を連携させ、地域資源の磨き上げや受入環境整備等の実践的な観光マネジ

メントを行いながら、本市の魅力的な観光情報を効果的に発信するための仕組み

を構築し、市民の皆様の地域への誇りを高めるとともに、地域の稼ぐ力を引き出

してまいります。 

二つ目は、「社会の持続性」です。人口減少対策として、誰もが安心して生み育

てられるよう、保育料の第３子無償化対象者を拡充するなどの子育て支援対策を

進めるとともに、屋内遊戯施設の整備を進めていきます。また、令和７年度の 

県立米沢工業高等学校と県立米沢商業高等学校との統合に向けて立ち上げた地域

コンソーシアム等を活用し、高校生の地元定着に向けた取組を進めるほか、新婚

夫婦への引っ越し費用や住居費等の補助を行うことで、経済的不安を軽減し、結

婚しやすい環境を整備してまいります。 

さらに、全ての市民が健康で明るく元気に生活を送ることができるよう、健康

長寿日本一を目指した取組を進めます。特に、減塩に関する取組に力を入れ、 
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特定健診等において、新たに一日の推定食塩摂取量測定を行い、その結果に基づ

いた保健指導を実施します。また、健康長寿の趣旨に沿う民間団体等の活動認証

や「よねざわ健康マイレージ」を活用し、健康長寿のまちづくりを実現してまい

ります。 

三つ目は、「環境の持続性」です。本市が令和２年１０月に宣言したゼロカーボ

ンシティの実現に向けて、昨年１０月から実施している再生可能エネルギー導入

基礎調査の結果を踏まえ、再生可能エネルギー導入目標を設定するとともに、地

域のエネルギー事業者間のマッチングを図ることで、再生可能エネルギーの地産

地消に努めてまいります。また、県立米沢工業高等学校が取り組んでいるゼロ・

エミッションに関する様々なプロジェクトに対する支援のほか、シンポジウム、

ワークショップ等の啓発事業を実施し、温室効果ガス削減に向けた取組を進めて

まいります。 

このように、本市の経済・社会・環境の持続性を高めることで、これらの好循環を

地域内で生み出し、持続可能なまちを実現すべく全力で取り組んでまいります。 

 

２ 新年度予算案の概要 

次に、新年度に向け編成した予算案の概要について、御説明申し上げます。 

新年度は、まちづくり総合計画第４期実施計画の初年度であり、実施計画に掲

げた施策とともにＳＤＧｓの取組を着実に推進し、実現していく重要な年と位置

付け、一般会計予算額として４０７億９千万円を計上しました。 

これは、今年度予算額と比較しますと１０億９千万円の減少となりますが、過

去２番目となった今年度に次いで３番目の予算規模となります。未だ新型コロナ

ウイルス感染症の収束が見通せない中、今後も地域経済対策等に要する経費の増

加や市税の減少も考えられることから、国・県支出金等を最大限活用するととも

に、元利償還金の一部が地方交付税で措置される有利な地方債の発行等により財

源の確保を図り、健全財政の維持に努めたところであります。 
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続きまして、歳入歳出予算の主な内容について、御説明いたします。なお、金

額については、百万円単位の概数で申し上げます。 

歳入予算におきましては、今年度の収入見込額や景気動向等を勘案し、市税全

体では、今年度当初予算に比べて７億９千万円増の１０５億８千万円を計上しま

した。また、地方交付税については、４億９千万円増の８１億８千万円を計上

し、市債については、市庁舎やコミュニティセンター建替分の減少等により、 

２１億４百万円減の２３億７千７百万円を計上しました。 

次に、歳出予算におきましては、総務費では、庁舎建替事業費が今年度比８億

４千５百万円減となることから、全体で６億７千９百万円減の６６億２千５百万

円を計上し、民生費では、屋内遊戯施設整備事業費や障がい者自立支援給付事業

費等の増により、今年度比５億５千２百万円増の１４２億８千４百万円を計上し

ました。 

衛生費では、市立病院建設支援負担金や新型コロナウイルスワクチン接種事業

費等の減により、今年度比６億８千４百万円減の４１億５千２百万円を計上し、

商工費では、天元台施設等整備事業費や米沢ブランド戦略事業費のほか、新型 

コロナウイルス感染症対策として実施する中小企業新展開促進事業費や消費喚起

促進事業費補助金等、全体で２６億６千８百万円を計上しました。 

また、特別会計は、８会計の合計で１８３億８千２百万円、企業会計は、３会

計の合計で２１１億３千９百万円を計上しました。 

新年度も新型コロナウイルス感染症対策等の特殊事情があるものの、一般会計

の予算総額は、３年連続で４００億円を超える規模となりました。持続可能なま

ちづくりには健全な財政運営が欠かせませんので、人口減少社会の中で新たな行

政需要に対応していくため、今後とも徹底した歳出の削減と更なる歳入確保に向

けた不断の努力を続けながら、既存事業の廃止・縮小についても積極的に取り組

んでいく必要があると考えております。 
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３ 令和４年度の主要施策 

次に、新年度に取り組む主な施策について、まちづくり総合計画の基本目標の

柱に沿って御説明申し上げます。 

 

(１) 挑戦し続ける活力ある産業のまちづくり 

初めに、挑戦し続ける活力ある産業のまちづくりについて申し上げます。 

商工業については、新産業の創出や、地域企業の人材育成、ブランド力・競争

力強化、企業間連携及び販路開拓等に向けた取組を支援し、高付加価値なものづ

くりの実現を図るとともに、成長分野の企業誘致や新たな産業団地整備の検討を

進め、雇用機会の創出を図ります。また、地元企業への就職を促進するため、企

業情報の発信やインターンシップの充実を図るとともに、大都市圏等からの若者

のＵターンに向けた取組を進め、労働力人口の確保に努めます。 

観光については、ポストコロナを見据えた米沢型インバウンド推進事業を実施

し、観光コンテンツの磨き上げや誘客プロモーションを実施するとともに、令和

２年度から実施している「西吾妻山×天元台高原×白布温泉エリア リボーンプロ

ジェクト事業」を加速化させ、エリア内の賑わいの創出と地域の活性化を図って

いきます。 

農林業については、米価安定に向けた米の需給調整や、「つや姫」、「雪若丸」等

の付加価値の高い米や消費者ニーズの高い園芸作物生産を推進するとともに、畜

産においては、飼料自給率の向上、生産基盤の充実等により米沢牛をはじめとす

る畜産物の生産拡大とブランド力を向上させます。また、近年、有害鳥獣による

農作物被害が深刻化していることから、大型鳥獣類の出没原因等を明確化し、地

域ぐるみの防除やＩＣＴを活用した効率的な捕獲を重点的に行います。さらに、

緑のふれあいを通した環境保全の心を育むとともに、地元木材の利用促進及び森

林資源の循環利用を図り、林業・木材産業の活性化と森林の適切な整備・保全を

推進します。 
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(２) 郷土をつくる人材が育つ、教育と文化のまちづくり 

次に、郷土をつくる人材が育つ、教育と文化のまちづくりについて申し上げま

す。 

学校教育については、ＧＩＧＡスクール端末の効果的な活用や、探究型学習の

推進、小中連携の充実、学校と家庭との連携を進めることで、確かな学力の育成

を図ります。併せて、子ども達の健全な成長のためにいのちや心の教育を充実さ

せるとともに、引き続きスクールガイダンスプロジェクトを推進します。また、

市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づき、（仮称）南西中学校をはじめと

する統合中学校の開校に向けた整備事業を推進するとともに、学校給食共同調理

場整備に向けた基本構想及び基本計画を策定します。 

社会教育については、コミュニティセンターや高等教育機関と連携すること

で、多様な学習機会を提供するとともに、米沢鷹山大学と協働し市民主体の生涯

学習活動を一層推進します。 

文化の振興については、日本画家で有名な福王寺一彦氏や世界的なピアニスト

として活躍されている福田直樹氏にも御協力いただきながら、市民の文化芸術に

親しむ機会の充実を図るとともに、自主的な文化芸術活動を促進してまいりま

す。また、国指定史跡上杉治憲敬師郊迎跡保存修理工事や、上杉文書調査事業を

引き続き実施し、文化財の保存・継承と活用を進めていきます。 

スポーツの振興については、ＦＵＮ＋ＷＡＬＫ（ファンプラスウォーク）推進

事業やチャレンジデー等の実施により、スポーツ参画人口の拡大及び健康長寿に

資する取組を推進するほか、市営陸上競技場第３種公認更新等改修工事を行い、

スポーツ活動の推進を図ります。また、ホストタウンとしての経験を活かした

フェンシング大会の開催を支援し、中高生の競技力向上を図るなど、地域特性を

活かし、スポーツを通した交流の促進と地域活力の向上を目指します。 
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(３) 子育てと健康長寿を支えるまちづくり 

次に、子育てと健康長寿を支えるまちづくりについて申し上げます。 

子育て支援については、児童虐待の未然防止をはじめ、子どもの貧困やヤング

ケアラーへの支援等、全ての子どもとその家庭に対して総合的、重層的な支援を

更に進めていきます。また、昨年実施した子どもの生活に関するアンケート調査

の結果を踏まえ、子どもの貧困対策推進計画を策定します。 

健康長寿の推進については、受診率の向上を図るため、子宮頸がん検診個別通

知の対象年代を拡大し、新たに乳がん検診クーポン券を発行するとともに、母子

保健の充実を図るため、産後ケア事業の拡大や新生児聴覚検査の公費助成、３歳

児健康診査における屈折検査を導入します。 

高齢者福祉については、疾病や障がい等により判断能力が十分でない高齢者等

の権利擁護支援を推進するために、置賜３市５町で運営する置賜成年後見セン

ターを開設するとともに、介護予防教室の開催や住民主体の通いの場を創出する

など、介護予防を推進し、高齢者の自立支援・健康寿命の延伸を図ります。 

地域福祉については、関係機関等との連携強化を図りながら、コロナ禍によっ

て増加している生活困窮者の自立・就労に向けた支援を引き続き推進していくと

ともに、多様化するひきこもり問題の解決に向け、訪問支援強化を進めるなど支

援体制の強化を図ってまいります。 

地域医療を支える市立病院については、急性期医療の維持・強化に向けて、 

三友堂病院との機能分化・医療連携を進めながら、地域医療連携推進法人の設置

に取り組んでいくとともに、令和５年度内の両病院の同時開院を目指して新病院

建設を推進します。 

 

(４) 自然と都市の魅力が調和し、賑わいと交流を促すまちづくり 

次に、自然と都市の魅力が調和し、賑わいと交流を促すまちづくりについて申

し上げます。 
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都市政策については、都市再生整備計画に基づく「都市構造再編集中支援事

業」により、市街地の都市機能の強化を促進し、コンパクトなまちづくりを推進

するとともに、立地適正化計画における誘導区域内の一部エリアにおいて、官民

連携によるエリアプラットフォームを形成し、地域の未来ビジョンの策定を行い

ます。 

道路交通網及び公共交通については、国道２８７号米沢北バイパス及び米沢川

西バイパスの早期完成を支援していくとともに、都市計画道路万世橋成島線の早

期着工に向け、引き続き関係機関に強く働きかけていきます。また、市民ニーズ

を踏まえた持続可能な公共交通を実現するため、米沢市地域公共交通計画に基づ

き、公共交通の利便性向上に向けた具体的な取組を進めていきます。 

住環境づくりについては、空き家実態調査等による現状分析を行い、より効果

的な施策を実施するために空家等対策計画の見直しを行うほか、公営住宅長寿命

化計画に基づく市営住宅等の効率的な改善を実施するとともに、民間建築物への

住宅リフォームや耐震改修工事費用の一部を補助し、快適で良好な住まい環境づ

くりを促進していきます。 

上水道については、老朽化した舘山浄水場を廃止し、県企業局笹野浄水場から

の受水量を増量するための施設整備を進めるほか、病院・避難所等の重要給水施

設までの配水管の耐震化を計画的に推進します。 

下水道については、置賜広域行政事務組合が運営する米沢・南陽の二つのし尿

処理施設の廃止に向けて、米沢浄水管理センター内にし尿受入施設を整備し、し

尿処理を下水道に統合することで、効率的な処理を行っていきます。その上で、

下水道事業の健全な運営を確保するため、新型コロナウイルス感染症による市内

経済の影響を考慮しながら、下水道使用料の見直しを検討します。 

 

(５) 安全安心に暮らせるまちづくり 

次に、安全安心に暮らせるまちづくりについて申し上げます。 
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防災のまちづくりの推進については、防災行政無線やＳＮＳの活用により、市

民及び職員に対し、災害時の速やかな情報伝達を図るとともに、避難行動要支援

者がより安全かつ確実に避難できるように個別避難計画の作成をはじめとした避

難支援体制の構築に努めます。また、新たに消防団に軽資機材搬送車を配備し、

機動力強化を図ります。 

市民の安全確保については、関係団体と連携し、交通安全・防犯活動を推進し

ていくとともに、消費生活相談体制充実、消費者情報の収集・提供及び消費者教

育・啓発に継続して取り組んでいきます。 

雪対策については、新たな除雪オペレーターの育成を行う除排雪業者への経費

補助等を行うことで、迅速かつ効率的な除排雪体制の確立を図っていきます。 

 

(６) 持続可能なまちづくり（協働・行政経営） 

次に、持続可能なまちづくりについて申し上げます。 

ＩＣＴの利活用については、英語や企業紹介のコンテンツを活用した鷹山流 

ＧＩＧＡスクールを推進するなど、これまで庁内の若手職員により検討を進めて

きた内容について事業化を進めるとともに、コミュニティセンターへのＷｉ-Ｆｉ

整備を行います。また、マイナンバーカードについては、健康保険証としての利

用や、電子版新型コロナウイルスワクチン接種証明書の取得時等に活用機会が広

がっていることから、利便性の周知を図るとともに、更なる普及拡大に向けた環

境整備を行います。 

協働のまちづくりについては、引き続き、協働提案制度補助金によりＮＰＯや地

域住民が主体となった地域課題の解決を支援するとともに、ＳＮＳでの発信強化を

図り、多くの方に行政情報を分かりやすく提供します。また、地域活動の拠点とな

るコミュニティセンターについては、建替工事が完了した新しい南原コミュニティ

センターを開館し、老朽化している塩井及び広幡コミュニティセンターの建替に向

けた地域住民との協議を進めるなど、更なる施設整備と機能の充実を図ります。 
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男女共同参画については、男女共同参画基本計画を見直し、女性が活躍しやす

い環境整備を進めながら、性別に関係なく誰もが幸せに暮らし働き続けられるま

ちづくりを推進します。 

 

４ おわりに（結び） 

国は、デジタル田園都市国家構想を掲げ、人口減少が進む中において、地方が

抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、全ての人がデジタル化のメリットを

享受できる心豊かな暮らしを実現するとともに地域の個性を活かした地方活性化

を図ろうとしています。本市には、美しい自然環境をはじめ、豊かな農畜産物、

受け継がれてきた歴史や文化等の魅力的な資源が豊富にあります。これらの資源

をデジタル技術を活用しながら市民の皆様と共に磨き上げ、内発型の発展に結び

付けることにより、本市の個性を活かした持続可能なまちづくりが必ず成し遂げ

られるものと考えております。 

本市では、これまで市民の皆様と共に様々な取組を進めてきましたが、近年、

特に若者の活躍が目立ってきております。自分のまちについて学び、地域課題解

決のために新たな提案をしてくれる中学生や高校生、地域の方々と交流を深めな

がら紅花文化普及等の地域づくりを進める大学生、まちづくり会社を組織化して

地域の方々と共にまちづくりを進めようとする若手社会人グループ、このように

若い新たな息吹が確実に芽生えてきていることを大変頼もしく感じております。 

これらの若者達に加えて事業者や行政、本市に関わる全ての方々がそれぞれ力

を発揮し、そして、それを結集すれば、その力は更に大きな地域全体の力とな

り、新しい時代を切り開く強い原動力となります。市民の皆様と力をあわせ、 

人口減少社会に対する挑戦と創造を成し遂げ、ＳＤＧｓ未来都市として、地域も

人も輝く明るい米沢、持続可能な米沢を創り上げてまいります。 

議員各位をはじめ、市民の皆様の温かい御理解と御協力を心からお願い申し上

げ、市政運営方針といたします。 


