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令和２年度  市政運営方針  

 

 令和２年第１回那須塩原市議会定例会の開会にあたり、

新年度の市政運営に臨む所信の一端を申し述べさせていた

だくとともに、令和２年度の「予算編成の基本的な考え方」

と「主要な事業」につきまして 御説明申し上げます。  

 

【はじめに】  

 私は、昨年４月の市長就任以来、「持続可能 なまちづくり」

を市政運営上のコンセプトに掲げ 、持続可能性を 政策判断

の基準として、本市を取り巻く行政課題の解決に 取り組ん

でまいりました。  

 「持続可能 なまちづくり」を実現するためには、 その事

業や取組に付加価値を高めていく 必要があります。  

 その一方で、長年のデフレマインドを 払拭し、令和とい

う新しい時代に相応しい 「わくわくドキドキするまちづく

り」も必要であります。  

 就任２年目となる来年度につ きまして も、引き続き、未

来永劫に続く那須野が原の繁栄のために、 全力で取り組ん

でまいる所存であります。  

 市民の皆様並びに議員各位には、更なる御理解と御協力

を賜りますよう、お願い申し上げます。  
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【基本姿勢】  

 さて、地域経済の景気動向を測る代表的な指標として、

有効求人倍率がございますが、令和元年１２月のデータで

は、県全体は１．５倍であるのに対して、那須塩原 市を含

めた県北地域は１．２９倍と下回っており、県央地域の  

１．７倍から水をあけられている状況であります。  

 また、一般的に景気と地価の動向には相関関係がござい

ますので、令和元年７月１日現在の 栃木県内基準地価の全

用途における 平均変動率の状況 を見ると 、県平均が  

－０．７％であるのに対して、那須塩原市が－１．２％、

大田原市が－１．０％、那須町が－２．４％であり、いず

れの市町も県平均を下回っている一方で、 上昇率 同率県内

第１位の 宇都宮市 及び下野市 の＋０．５％と比較すると、

やはり大きく水をあけられ ております。  

 就任当時から申し上げておりますが、このままでは栃木

県北地域が置いて いかれるのではないかという、強い危機

感を持っております。  

 しかしながら、栃木県北地域には、素晴らしい資源、魅

力がたくさんありますので、「持続可能なまちづくり」の考

え方を踏まえ、各事業・取組 の付加価値 を高め、都市の活

力を向上させ、成長力を 上げることで、財源を生み出し、

市民サービスの維持・向上に努める必要があります。  

 また、私は、こうした視点からも 、地理的な一体性、歴

史的な共通性 を有する近隣市町との連携が更に重要になっ
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てくると 考えております。現在、人口減少社会、少子高齢

化社会に対応すべく、那須地域定住自立圏での取組を進め

ておりますが、更に広域連携 の推進を図ることが、栃木県

北地域における２０万人から３０万人都市構想の具現化に

繋がるものと考えております。  

 更には、この栃木県北地域 を巡る重要な課題としては、

ブリヂストン黒磯工場跡地の有効活用 がございます。那須

塩原駅は、本市のみならず、県北の玄関口、中心地でもあ

り、極めて重要な位置を占めております。  

 私は、この課題については、那須塩原市、栃木県北地域

の「持続可能なまちづくり」の推進に おいて、重要な位置

を占めていると考えているため、その解決に向けて、 今後

とも関係各位 の理解を得 られるよう努力してまいります。  

 加えて、私は、令和２年度の組織機構 改編につきまして

は、大胆な改革を行います。  

 私の政策の実現化を速やかに 行い、具体的な姿で事業・

取組が進むよう、その総合的な企画立案、各種調整を担当

する部相当組織として、戦略推進局を設置いたします。  

 また、やはり部相当組織として、気候変動対策局を設置

し、近年の気候変動に 関して 地域から対策を講じてまいり

ます。その一環として、市町村レベルでは、全国初と なる

地域気候変動適応センターも４月から設置いたします。  

 令和２年度は、私の市長在任 期間の２年目ともなります

ので、行政組織の充実化を図り、 私の政策実現に向けた取
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組を、市民並びに議員の皆様とともに、 より一層加速させ

てまいりたいと考えております。  

 

【予算編成の基本的な考え方】  

 次に、令和２年度予算編成に当たっての基本的な考え方

について御説明申し上げます。  

 令和２年度の事務事業推進のキーワードを まさしく「持

続可能なまちづくり」 とし、中・長期的な展望に立って、

財政の健全性と持続性を維持していくため、これまで進 め

てきた行財政改革を一層推進 し、財源配分の効率化を図る

ことといたしました。  

 以上の基本的な考え方により編成いたしました令和２年

度一般会計当初予算案の総額は、４９５億円でございます。  

 

【令和２年度の主要な事業】  

 次に、令和２年度の主要な事業 について、第２次総合計

画前期基本計画で定める基本政策毎に御説明申し上げます。 

 

■基本政策１  豊かな自然と共に生きるために  

 はじめに、 １つ目の基本政策である「豊かな自然と共に

生きるために」では、地球温暖化対策推進事業 として、去

る１２月３日に行った 「ＣＯ 2 排出量実質ゼ ロ宣言」に、

より実効性を持たすために「地球温暖化対策実行計画・区

域施策編」を改定するとともに、今般の議会に上程をさせ
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ていただいております「気候変動適応計画」 と統合させた

計画の策定等に取り組んでまいり ます。  

 また、今後は、再生可能エネルギーや気候変動適応等の

環境保全に関する施策の資金調達手段として、 グリーンボ

ンドの取組を進めてまいります。  

 

■基本政策２  まちの安全安心を守るために  

 次に、２つ目の 基本政策である 「まちの安全安心を守る

ために」では、新たに防災情報伝達 機器整備事業を実施し、

市から住民に災害情報 等を迅速に 伝達するために 必要な通

信機器の整備を図 ってまいります。  

 また、来年度の 消防署整備事業 としては、老朽化した塩

原分署の 整備事業を進めてまいり ます。  

 加えて、いかなる災害が生じても、強靭な行政機能や地

域社会、地域経済を事前に作りあげておくために、 国土強

靭化地域計画を策定いたします。  

 

■基本政策３  誰もが生き生きと暮らすために  

 次に、３つ目の基本政策である「誰もが生き生きと暮ら

すために」では、地域福祉を充実させるため に避難行動要

支援者支援事業や地域住民助け合い事業 など、障害者福祉

を充実させるため に障害者福祉サービス事業 など、高齢者

福祉を充実させるために在宅医療・介護連携推進事業 など、

更には、安心して子どもを産み育てるため に妊産婦支援事
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業や新生児乳幼児家庭訪問事業 など、市民の健康寿命延伸

のために健康教育事業など、ライフステージに応じた切れ

目ない事業を引き続き実施して まいります。  

 加えて、新たに健康ポイント事業 に取り組むことにより、

多方面から市民の健康増進を図 ってまい ります。  

 

■基本政策４  快適で便利な生活を支えるために  

 次に、４つ目の 基本政策である 「快適で便利な生活を支

えるために」 では、那須塩原市立地適正化計画の推進事業

などにより、効率的な土地利用を推進し、集約型の都市構

造への転換を図ってまいります。  

 また、社会資本整備総合交付金事業 などを活用しながら、

主要道路の整備を 進め、道路の利便性を高めるとともに、

地域バス運行事業 や広域公共交通推進事業 にも取り組み、

交通の利便性も高め、引き続き、市民の皆様の良好な生活

空間の提供に努めてまいります。  

 加えて、ＩＣＴを活用し、交通のクラウド化を図り、マ

イカー以外のすべての交通手段による移動を一つのサービ

スとして見做す、新たな移動の概念である 「ＭａａＳ」に

ついて、最新の事例等の調査・研究 に努めます。  

 

■基本政策５  地域の力と交流を生み出すために  

 次に、５つ目の 基本政策である 「地域の力と交流を生み

出すために」 では、引き続き、コミュニティ設立支援 事業
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や自治会活性化支援事業 などに取り組んでまいります。  

 また、来年度は、みちたろうＴＯわくわくトーク事業 と

銘打ったタウンミーティングを更に拡大し、 私自らが地域

に伺い、 市長と多様な世代の 市民とが気軽に意見交換がで

きる場を市内各所で展開してまいります。  

 加えて、海外姉妹都市交流事業 を実施し、 引き続きリン

ツ市との 都市交流に努める一方で、来年度は、 ベトナム社

会主義共和国や台湾など、海外との連携 にも積極的に取り

組み、人材交流、地場産品の販路拡大、インバウンドの展

開等に繋げてまいります。  

 一方、今年度、まちづくりに造詣の深い有識者で検討し

た報告書を基に、来年度は 本格的に那須塩原駅周辺まちづ

くりビジョン策定事業 に着手し、那須塩原駅周辺の 将来像

を具体化し、栃木県北地域の玄関口、中心地 としての姿を

明らかにしてまいります。  

 

■基本政策６  まちの活力を高めるために  

 次に、６つ目の 基本政策である 「まちの活力を高めるた

めに」では、 牛乳等による地域活性化推進事業 などの事業

を展開する中で、 今後、チーズや高原野菜といった付加価

値のある 農畜産物を、本市の まちづくり の推進における新

しいツールとして活用してまいります。  

 また、首都圏における本市の農 畜産物の販路・消費拡大

を図るために、那須塩原ブランドＰＲ事業 に取り組むとと
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もに、新たに スマート農業推進事業 を実施し、那須塩原市

ならではの持続可能な農業を検討してまいります。  

 一方、観光の分野におきましては、 観光誘客促進事業の

拡充を図り、来年度からは本格的にＯＮＳＥＮガストロノ

ミーツアーを実施し、本 市の食と文化のＰＲと観光の融合

を図ってまい ります。  

 また、シェアサイクルなど二次交通を整備 し、日本遺産

や観光施設の周遊を促進していくとともに、那須野が原の

文化及び歴史などを利用した広域的な観光地域づくりのた

め、地域連携ＤＭＯの登録 に向けて取り組んでまいります。  

 加えて、本市の 医療・温泉資源を活用したヘルスツーリ

ズムについて、来年度以降も実施してまいり たいと考えて

おります。  

 更には、引き続き、市民の雇用機会の拡大 を図るために、

那須高林産業団地造成事業 を実施するとともに 、企業立地

支援事業 として、サテライト オフィス等の企業誘致に取り

組んでまいります。  

 

■基本政策７  未来を拓く心と体を育むために  

 次に、７つ目の基本政策である「未来を拓く心と体を育

むために」では、引き続き、子ども・子育て環境の充実を

図るために、 保育施設や児童クラブの整備事業 、子どもの

貧困対策事業 などに取り組んでまいります。  

 また、学校教育環境の整備を図るために、新たに 箒根地
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区義務教育学校施設整備事業 に着手いたします。既に義務

教育学校として開校している塩原小中学校では、施設一体

型のメリットを最大限に生かし、９年間を見通した特色あ

る教育活動により多くの成果を得ています。これらの実績

を生かし、箒根地区においても、円滑に事業を推進してま

いります。  

 加えて、学力向上のための授業づくりを推進するために、

本市では、なすしおばら学び創造プロジェクト として、全

国に先駆けて、新学習指導要領が目指す授業を先取りして

教育現場で実践してまいりました。引き続き、同プロジェ

クトを推進するとともに、 ＩＣＴを活用した新たな学びの

推進事業 などにも 取り組み、教育環境の充実を図って まい

ります。  

 一方、芸術・文化の分野においては、 日本遺産魅力発信

推進事業 などを着実に推進し、地域の 活性化とともに、ま

ちの個性や魅力の創出を図ってまいります。  

 また、来年度の東京オリンピック・パラリンピックの開

催に向け、事前キャンプ地誘致事業 に取り組み、ホストタ

ウンとして選手団や関係者との交流を促進するとともに、  

国民体育大会推進事業 にも取り組み、２０２２年開催に向

けた環境整備に努めてまいります。  

 

■基本政策８  まちの持続的発展のために  

 最後に、８つ目の基本政策である「まちの持続的発展の
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ために」 では、引き続き 、シティプロモーション推進事業

に取り組むとともに、那須塩原市の 情報発信の充実化を図

るために、動画配信事業 にも力を入れ、これまで以上に、

本市の魅力、認知度の向上に努めてまいります。  

 また、電子市役所推進事業 の一環として、市役所業務へ

のＲＰＡの本格導入を図り、事務の効率化を推進してまい

ります。  

 加えて、来年度は、那須塩原駅周辺まちづくりビジョン

の策定と同時並行で、新庁舎 への取組 を進めてまいります。  

 なお、次期総合計画後期基本計画の策定においては、Ｓ

ＤＧｓにおける「持続可能な開発目標」の考え方も位置付

けた上で、私が掲げる「持続可能なまちづくり」 の具体化

を図ってまいります。  

 

【むすびに】  

 以上、市政運営に対する私の所信の一端につきまして、

御説明をさせていただきました。  

 今後は、多発する災害、首都直下地震、南海トラフ地震、

気候変動など、将来のリスクは益々予測が困難になってお

ります。その一方で、テクノロジーの進歩には、目覚まし

いものがあります。近年、スーパーシティ、 Society5.0 な

ど、未来に向けた様々な新しい概念が誕生しております。

これらの 革新性と、那須野が原の歴史が育んだ資源・伝統

との融合を図り、力強く前進してまいりたいと考えており
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ます。  

 激動の時代だからこそ、「地方からやること」、「地方 でで

きること」ではなく、未来永劫栄える那須野が原の将来の

ために、「地方からやらなければならないこと」、「地方でし

かできないこと」に率先して取り組み、「わくわくドキドキ

するまちづくり」を推進してまいります。  

 以上、令和２年度の市政運営方針といたします。  

 


