
奥州市総合計画基本構想（素案）に対するパブリックコメント等実施結果 

 

１ 意見募集期間 平成 28 年 11 月 26 日から 12 月 19 日 

２ 意見提出状況 パブリックコメント 5 個人、3 団体から 28 件 

         市議会及び市政懇談会から 33 件 

３ 意見等の要旨及び意見に対する市の考え方 

No 区分 ページ 意見等 意見に対する市の考え方 

1 基本 

構想 

1 １点目は「超高齢化社会」という用語について、広辞苑に載っている

様な一般的な用語であれば良いのですが、そうでない場合は注釈が必要

ではないかと思います。２点目は、「偏在性が危惧されている」という

表現について、「偏在が危惧されている」に改めた方が良いと思います。 

①「超高齢化社会」についての定義についてですが、世

界保健機構(WHO)や国連の定義を準用しております。 

【内容:総人口に対して 65 歳以上の高齢者人口が占める

割合を高齢化率といいます。この高齢化率が 7%を超えた

社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」、

21%を超えた社会を「超高齢社会」となっております。】 

ご指摘の「超高齢化社会」については、「超高齢社会」へ

修正します。 

②「偏在性が危惧」については、ご指摘のとおり「偏在

が危惧」へ修正します。 

2 基本 

構想 

1 (下から 5 行目) 

 「市民をはじめ、企業、ＮＰＯ、行政など地域社会を構成する様々な

力」を「市民をはじめ、地区振興会、企業、NPO、行政など地域社会を

構成する様々な力」へ修正しては? 

【理由】 

 P5「まちづくりの課題」③の４行目に、「行政だけでなく市民や地区

振興会、企業、NPO などの情報を～」とある。 

 地域課題を解決するパートナーとして 30 の地区振興会を位置付けて

いるとしたら、「地域社会を構成する様々な力」の中に当然、地区振興

会も明記すべきと考える。 

 ご意見のとおり修正いたします。 



3 基本 

構想 

1  10 年先の奥州市をどの様な「まち」にしていくのか、市民共有の目標

となるような計画とするため、どのような視点で策定しようとするのか

「策定の視点」を盛り込むべき。 

（北上市を参考） 

 策定の趣旨の後に項目立てをします。 

4 基本 

構想 

1 (5 行目） 

 「こうした中にあって、～実施していかなければなりません。」とあ

ります。この文章の主語は、行政を意味するのか、市民を意味するので

しょうか。両方なのでしょうか。 

（8 行目） 

 同様に、8 行目からの文章も、12 行目からの文章も主語が明確でない

と思います。 

明確にすべきです。 

 5 行目の「こうした中にあって、自治体においては」

と記載しているとおり、ご指摘の箇所は全て「行政」を

主語として記載しているものです。ご理解願います。 

5 基本 

構想 

1  計画策定の趣旨は、「誰もがここに住んで良かったと幸せを実感でき

るまちづくりを進めるため策定するもの」とありますが、あとでこの計

画が目標に達したかを評価するときは、何をもって評価するのでしょう

か？ 計画とは、達成する為に作成するものです。美辞麗句を並べてス

ローガンやユートピアを記載しても、夢は達成しません。出来ることを

目標にしましょう。計画を策定したら、実行しましょう。 

 「取組みは行政だけで出来るものではありません。市民、企業,NPO、

行政等様々な力を結集し」とありますが、まず行政が企画・立案しない

と何事も進まないと思います。評価の時点で、市民の参加が少なかった

から出来なかった、という言い訳に使わないで下さい。 

 奥州市の行政マンは、もっと市民の為になることにエネルギーを集中

して下さい。公僕であることを意識して下さい。全員でコンプライアン

ス研修をして下さい。（奥州市職員は、岩手県庁マン、盛岡市職員、金

ヶ崎町職員より、公僕意識は薄いと思います。）（判断基準は、目標･計

画の達成割合です）。 

 基本構想は、「まちづくりの基本方針」を定めておりま

す。なお、基本計画及び実施計画には、それぞれ指標を

設定し取り組んでまいります。 



6 基本 

構想 

2  基本構想が１０年で、基本計画と実施計画が５年だと、一体感があり

ません。１０年も掲げる基本構想は、そもそも理想を掲げてるだけです。 

市民が期待するのは、基本計画と実施計画です。これのパブコメを募っ

て下さい。 

 基本構想に掲げる「まちづくりの方針」を実現するた

め、基本計画や実施計画を位置付けているものです。な

お、基本計画は前期及び後期としてそれぞれ５年を、実

施計画は５年としながらも、計画期間中の社会情勢など

により随時見直すことを可能としております。 

 基本計画等については、策定段階で市民意見を取り入

れておりますので、策定後公表いたします。 

7 基本 

構想 

2  「毎年度ローリング方式で見直す」とありますが、計画を立てること

ばかりを考えて、実行する成果を出すという意識がないようです。 

行財政改革プラン(案）でも、ローリングを掲げてますが、見直しは、事

務段階で内々にするもので、庁内を挙げてローリングばかりしていて

は、何事も目標達成しません。目標達成に視点を持っていって下さい。 

 基本計画及び実施計画それぞれに指標を設定し、取り

組んでまいります。 

8 基本 

構想 

3  (3）土地利用の文中、農用地の割合減少、都市的土地利用の割合増、

としているが、いくら減って、いくら増えたかがわかるよう平成 23 年

度との比較を入れられたい。 

 H23.1.1 現在の状況を記載し、比較が分かるような表

といたします。 

9 基本 

構想 

3  前計画においては、地区別計画というものがあったが、本計画ではど

のような取扱いとなるのか。地域の展望を描くためでもあり、要望を反

映させるものでもあるので組み入れてほしい。 

 新しい計画では、地形に応じた市の土地利用の方向を

記載いたします。 

10 基 本

構想 

4  「詳細な土地利用の方針などは国土利用計画奥州市計画、奥州市都市

計画マスタープランなどで定める地域別構想～」と記述しているが、そ

れぞれの、計画や地域別構想の概要を追加記述されたい。 

 市政懇談会などにおいて、地形に応じた市の土地利用

の方向を記載することとしておりますので、ご指摘の記

述箇所については、削除いたします。 

11 基本 

構想 

5  文中にある「各地域」や「地域」とは、どこを示すのか、各小学校単

位か、各区なのか、奥州市全体なのか曖昧である。それぞれに意味があ

るとすれば読み手に分かるよう注釈等を入れるべきである。 

 P5「①人口減少に対応したまちづくりの課題」上から

3 行目の「各地域」を「地域」へ修正します。 

※ 地域のとらえ方は、その場面ごとに対象が異なること

もあり得ることから、「地域」で統一させていただきます。 



12 基本 

構想 

5  第１次総合計画後期計画基本構想では、以下のようになっていまし

た。 

「（１）社会的背景からみたまちづくりの課題」を設定し、ア～カで細

かく展開しています。しかし今回はこの項目を割愛しています。この理

由が分かりません。この項目を設け奥州市の置かれている状況は全国

的・社会的影響のもとにあることを明らかにし、課題を整理すべきと思

います。その方が文章ははっきりすると思います。」 

 奥州市の課題として、これまでの施策に対する課題や

新たな課題を記載しているものです。ご理解願います。 

13 基本 

構想 

5 (第 1 次との連携) 

 第２次のまちづくりに課題は、第１次の課題が解決したことが前提で

すか？ 例えば第１次の「一体感の醸成」や「財政課題への対応」は達

成したのですか。 

 第 2 次も、課題は挙げても何等評しない、出来ない恐れがあります。 

課題解決の為掲げた目標は、少なくとも８５％以上は達成しないと、市

民は満足しません。 

 他の市町村に住んだことがある人が、住んで良かったと実感出来るこ

とが一番望ましいと思います。市内だけに住んでいる人は、相対的評価

は難しいと思います。 

 ご意見として承ります。 

14 基本 

構想 

5 （１）奥州市の課題について 

 「①、②は、総合計画・基本計画に移すべきものと思います。」 

「③～⑧は、主語等の文章があいまいです。市民に「～求められている」

との記述が多くあります。しかし行政は何をするのかを提起しなければ

協働とはいえません。行政の役割の展開が不十分です。また文章は長過

ぎ、簡潔であるべき基本構想の理念からは、大きく離れていると思いま

す。施策の大綱より細かすぎるのはいかがかと思います。すっきりとし

たまとめ方が必要と思います。 

 ①、②は長期的に取り組む課題として基本構想に位置

付けているものです。③～⑧はご意見として承ります。 

 

※ 課題は、上記にも記載しているとおり、これまでの市

の取り組みの評価も含めて記載しているものであり、そ

れらの課題を踏まえ、(新たに)まちづくりの目標を掲げて

おります。 

  



 第１次総合計画後期計画基本構想での「奥州市の課題」は、以下のよ

うになっていました。 

(ア）一体感の醸成 

(イ)行政が担う役割 

(ウ）財政課題への対応 

  

15 基本 

構想 

5 「人口減少に対応したまちづくりの課題」 

 人口減少による地域に及ぼす影響を「課題」とした記述に留まってい

るが「まちづくりの課題」であるので、どの部分が奥州市の施策として

不足している部分なのか、触れる必要がある。あるいは、不足している

少子化への対応や社会像に向けた取組みの必要性などを盛り込むべき

である。 

 人口減少は様々な要因が絡み合っており、特定の施策

をもって明確にできるものではありません。 

今後、取り組みが必要なものについては、P12「まちづく

りの目標」へ記載しております。 

16 基本 

構想 

5 「ILC の実現に向けたまちづくりの課題」 

 「安心して生活できる環境の整備の必要性」が「地域の国際化」とあ

るが具体的な説明が必要。 

 「そのための、地域の国際化やグローバル人材の育成

に」を 

「そのため、様々な国籍や多様な価値観・文化をもつ人々

が安全・快適に暮らせる環境の創出や、国際人としての

素養を身につけ、世界に羽ばたく若者を輩出する教育や

体験機会の提供によるグローバル人材の育成に」へ 

修正します。 

17 基本 

構想 

5  二つの戦略プロジェクトは分野別を横断しながら推進するとしてい

るが、それぞれのプロジェクトが各分野別のどの施策をもって推進する

のか標記すべきである。花巻市は４施策 23 項目 72 細目で示している。

参考にすべき。 

 ご意見として承ります。 

 なお、各施策との関連付けについては、「実施計画」の

策定と併せ整理するものとなります。 



18 基本 

構想 

5  「郷土づくり」、「協働のまちづくり」、「地域づくり」、「地域自治」な

どもどのような定義なのか、分かりづらい。 

 それぞれ 4 つの語句の定義は、次のとおりです。ご理

解願います。 

「郷土づくり」:地域の特性を活かした郷土愛あふれるま

ちづくりを進めること。 

「協働のまちづくり」:地域の各主体が、互いの自主性を

尊重しつつ、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立

場で相互に補完し、協力しながらまちづくりを進めるこ

と。 

「地域づくり」:多様化・複雑化する地域課題に対し、地

域と行政などが意見交換を通じ、各々の役割分担を明確

にしながら、地域課題を解決すること。 

「地域自治」:地域のことを地域自らが決め、それを実行

すること。 

19 基 本

構想 

5.11.

12 

 ◎まちづくりの目標(施策の大綱）と奥州市の課題、目指すべき都市像

を実現するための進め方、との整合性が取れていません。課題を解決す

る施策を述べてください。また、形容詞や修飾語の多い美辞麗句的なス

ローガンは本質がぼやけます。平易な表現にしましょう。 

 ご意見として承ります。 

20 基本 

構想 

6  ④教育文化の振興について。学校再編の推進に賛成です。実家の江刺

東学区のお母さんたちとお話しする機会が多いですが、小学生のミニバ

スや野球などスポ少は合同になり江刺東として活動しています。いろい

ろな議論、世代によって考えの違いも出てくると思いますが、若いパパ

ママ世代が将来のこと（財政のことも含め）をしっかり考え、どうする

ことが子どもにとってよいのか、声を出していかないといけないと思っ

ています 

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 少子化は全国的に深刻な問題です。学校は、子どもた

ちのお互いの関わりを通して、学び合い人間性を高める

重要な場であり、そのために適正とされる学校の規模が

国から示されています。学校再編の検討においては、地

域の人口の動きも重要な要素とすることから、個々の世

帯ばかりでなく、地域の実状や課題を的確に捉えながら

慎重にすすめていかなければなりません。このことから、

折に触れ、様々な視点や立場から皆様のご意見をお聞き

する予定です。皆様と共に、子どもたちのためにあるべ



き学校の姿について考えてまいりますので、ご協力を賜

りますようお願いいたします。 

21 基本 

構想 

6  ⑤保健、医療、福祉の充実について。『地域包括ケアシステム』の構

築、必要なことと思います。さらにそれにもう一歩、どうせなら、高齢

者に限らず、そこに乳幼児や障がい者まで含めた「地域ぐるみ」の支援

体制をプラスしていく方法もありだと思います。ダブルケア（育児と介

護の同時進行）をしていて思ったことがあります。高齢者支援と子育て

支援には似ている事や、同じニーズや目的によって取組まれていること

がたくさんあります。高齢者を見守る地域の目は、子育て世帯や障がい

者を見守る目にもなると思います。  

  

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 地域包括ケアシステムの構築において、まずは高齢者

への対応を優先し、在宅医療と介護の連携、介護予防、

認知症施策など、一体的な取り組みを進めているところ

です。乳幼児や障がい者を含めた支援体制の構築につい

ては、国の方針・プランなどを注視するとともに、今後

の検討課題として捉えておりますので、参考とさせてい

ただきます。 

22 基本 

構想 

6  妊娠、出産、子育てと切れ目のない支援について。周産期医療を北上

と一関に頼らざるをえないこと、お母さんたちの悩みの種になっていま

す。もう一人子どもが欲しい友人同士で集まれば、その話題が必ず出ま

す。新市立病院に周産期医療センターができる期待はあまりしていませ

んが、陣痛が始まってから、北上や一関の病院まで行かなければならな

い妊婦さん達の不安な気持ちをもっと聞いてほしいです。中山間地に住

んでいる妊婦さんは、どの病院に行ってももともと 30 分以上かかる人

もいるということ、遠野市は釜石か盛岡まで行って出産しているという

こと、など話して、『水沢はまだいい方だよ、大丈夫だよ』と友人を励

ましていますが、逆に「向かう途中の車の中で生まれてしまった話し」

や「病院についてすぐ生まれた話」なども聞くので……やっぱり不安に

なります。  

 直接関係ないですが、公立幼保再編は、今の案をしっかり進めてほし

いと思っています。個人的には概ね賛成です 

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 県では、県内に４つの周産期医療圏を設定するととも

に当該医療圏ごとに地域周産期母子医療センターを設置

し、産科医不足などへの対応を行っているところです。

その中で、県立胆沢病院が岩手中部・胆江・両磐の周産

期医療圏の上記母子医療センターになっていないことか

ら、引続き県に対し要望して参りたいと考えております。 

 また、産前・産後の支援等については、実施計画及び

部門計画である「奥州市子ども・子育て支援事業計画」「奥

州市母子保健計画」の中で取り組んできたいと考えてお

りますので、ご意見として参考とさせていただきます。 



23 基本 

構想 

6  １点目は、「地域包括ケアシステム」の構成要素の内、「予防・生活支

援」について、厚労省の HP によれば、「介護」「医療」「予防」「住まい」

「生活支援」の５つとされていますので、予防と生活支援は別に記載し

た方が良いのではと思います。２点目は強調表現の使い分けについてで

す。文中で『地域包括ケアシステム』という様に、「」ではなく『』が

使われています。また、ｐ１０の最後の段落にも“土壌”という様に“”

が使われていますが、これは何か意味があれば良いのですが、そうでな

い場合は、表現方法を統一した方が良いのではと思います。 

 ①ご指摘のとおりですので、「介護」「医療」「住まい」

「予防」「生活支援」へ修正します。 

 ②「」『』については、その構築の困難さをより強調し

たものとなっております。Ｐ10 の””については「」へ

修正します。 

24 基本 

構想 

7  「周産期医療などの不足・・・」とあるが、当市に不足している医療

分野を明記すべき。 

 「周産期医療などの不足・・・」を 

「産婦人科や脳神経外科など不足する…」に修正します。 

25 基本 

構想 

7 （農林業の活性化：4 行目） 

 「6 次産業の取り組みなど積極的な推進」を 

「6 次産業の取り組み、輸出の促進などの積極的な推進」へ修正しては？ 

 少子高齢化の進展による人口減少のなか、国内市場の

規模が縮小される懸念もあり、新たな市場開拓という意

味では、輸出促進に取り組むことも必要と考えますが、

反面、輸出を目的とする生産体制等の整備も必要となっ

てきます。奥州市の農業の現状は、担い手の不足、農業

従事者の高齢化など、生産体制の強化に取り組むことが

最重要と捉えていますので、原案のままといたします。 

26 基本 

構想 

7 （農林業の活性化：下から 7 行目） 

 「観光地としての魅力が不足しており」を「魅力ある観光資源を有し

ているが、発信や PR が不足しており」へ修正しては？ 

 観光客を呼び込めていない要因として、観光地として

の魅力を十分に引き出せていないと考えており、情報発

信やＰＲの不足だけが課題ではないと捉えております。 

しかしながら、観光資源そのものに魅力がないような誤

解をされるのも本意ではありませんので、ご意見を参考

に、「観光地としての魅力が不足しており」を「恵まれた

観光資源を活かしきれておらず」へ修正します。  

27 基本 

構想 

8 （生活環境の充実：3 行目） 

 「リサイクルの推進、省エネルギーへの取り組みなど」を 

「リサイクルの推進、食品ロスの削減、省エネルギーへの取り組みなど」

へ修正しては？ 

 「リサイクルの推進、省エネルギーへの取り組みなど」

を 

「リサイクルの推進、食品ロスの削減、省エネルギーへ

の取り組みなど」へ修正します。 



28 基本 

構想 

9  「田園と～モールなどは、」について、「田園とエグネを配した」とい

う修飾語句が「蔵町モール」にもかかっているように読めるので、蔵町

モールを前に持ってくるか、蔵町モールを説明する語句を挿入するかし

た方が良いと思います。 

 「田園とエグネを配した散居集落や蔵町モール」を「田

園とエグネを配した散居集落や蔵等を活かした歴史的な

街並みの蔵町モール」へ修正します。 

29 基本 

構想 

9 「市民アンケートの結果に基づくまちづくりの課題」 

 「これらの点を克服する施策をいかに展開していくかが課題」とある

が、市民から見た「活気のあるまち」や「交通の便利さ」、「安心して受

診できる医療機関」をどの様なイメージなのか、どの様なサービスを求

めているかが掌握できていないことが課題ではないか。 

 個別施策に係るニーズ等の調査については、対象者も

異なることから、別途アンケート調査を行っております。

ご理解願います。 

30 基本 

構想 

9  アンケート項目が漠然としており、この分析でいいのでしょうか。 

企業では、お客様アンケートを取り、ここを直して欲しいという要望の

あった項目について検討し、業務改善につなげています。いわゆるクレ

ーム処理です。これに対応しないと倒産の憂き目を見ます。 

 市政においても、ここを改善して欲しいというアンケートを実施し、

それを改善してこそ、市民満足度があがるのではないでしょうか。今の

アンケート項目は、暮しやすい、満足しているとの回答を得んがための

項目にみえます。 

 「まちの活気のなさ」「交通の不便さ」「地域における雇用の確保」に

ついては、市民は満足していません。特に、交通の不便さについては、

議会も先進地調査等に行っていますから、真剣に取り組んで下さい。こ

こらへんに、分かっていても改善しようとしない奥州市行政の”一所懸

命”さが足りません。不信感が溢れます。 

 個別施策に係るニーズ等の調査については、対象者も

異なることから、別途アンケート調査を行っております。

ご理解願います。 



31 基本 

構想 

10  市内には、県立病院が 2 つ、市立病院が 2 つと全国でも例がない医療

体制です。しかし、３大疾病である心臓病、ガン、脳の救急体制が不備

です。新聞では、水沢病院を新しく建設する案が小出しに出されており、

いつの間にか建設するというなし崩しになりそうな気配です。 

 県立病院は、３大疾病に特化した高度な体制とし、その他はそれなり

の体制としてはいかがでしょうか 

市長は行政懇談会で、質問に対し、産婦人科や小児科医を探すのは大変

であると強調してました。中々難しいと。掲げた目標と実際の行動とに

大きな乖離があると感じました。矛盾です。 

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 平成28年3月に策定された岩手県地域医療構想を受け

設置される「協議の場」において、高度救急医療を含め

た地域医療及び介護の体制を検討・協議することとして

おります。市の施策等への反映については、部門別計画

の奥州市立病院・診療所改革プラン（改訂版）の中で、

必要に応じ対応する方向で考えているところですので、

ご意見として、参考とさせていただきます。 

32 基本 

構想 

10 「市民参画意識と活動状況」 

 「積極的な情報発信に努め、市政に関心を寄せる取り組み・・・」と

あるが積極的より「効果的な情報発信」がベターで具体の媒体を事例と

してあげたり、市民参画したくなるような「市民議会」とか「市に提言

を行うための市民会議」の開催など具体事例を盛り込むことによって市

民の関心度をあげるのではないか。 

 ご質問の趣旨は、前段の「老若男女が幅広く市政に参

画できる土壌を整える」に含まれ、具体の方策について

は、今後の検討となります。 

33 基本 

構想 

11  市が作成している「協働のまちづくり指針 増補版 はじめに」には、

「協働は目的ではなく手段です」と明記しています。手段を目的にした

ため漠然として分かりにくいです。協働は、手段です。 

 ご意見として承ります。 

34 基本 

構想 

11  前回の基本構想では「第 6 節 めざすべき都市像」と「第 7 節 施策

の大綱」を分けそれぞれ内容を展開しています。例えば、第 6 節は以下

です。・自立する地域自治・高度な水準を目指す「教育と医療のまち」・

地域が支える「農業のまち」・地域の人材と資源を活かす「ものづくり

のまち」 ところが今回はその箇所が「地域と個性がひかり輝く自治と

協働のまち」と戦略プロジェクトになりました。むしろこの戦略プロジ

ェクは基本計画に移すことによって生きてくるものと思います。基本計

画の戦略プロジェクトとは、私見ですが基本構想「めざすべき都市像」

「施策の大綱」等を実現するため計画の各分野の枠組みにとらわれず横

 これまでの特定分野に対する投資から、分野横断的な

投資を行う意思を示したものです。なお、戦略プロジェ

クトの位置付けについては、長期的に取り組む課題とし

て基本構想に位置付けているものです。 



断的に対処しなければならない課題に対して重点的かつ戦略的に取り

組むものと思います。そのためにも「めざすべき都市像」「施策の大綱」

は整理しなければならないと思います。  

 

 前回の総合計画・基本計画では以下の戦略プロジェクトを打ち出しま

した。 

・子育て環境ナンバーワンプロジェクト 

・おうしゅう農畜産物ブランドオンリーワンプロジェクト 

・工業振興プロジェクト 

・広域連携プロジェクト ILC 東北誘致プロジェクト 

今回の戦略プロジェクトでは前回のこれらの言葉や内容はどうなった

のでしょうか。変える場合でも一定の総括・評価が必要と思います。 

  

35 基本 

構想 

11  「地域の個性がひかり輝く自治と協働のまち奥州市」は具体性に欠け

る。 

 市長個人の思いは、市民には届かない。自治と協働の力で、どのよう

なまちにするのか、目指す姿が見えない。 

 

 今年 1 月に増補版として示された「協働のまちづくり指針」の目指す

べき将来像は、「一人ひとりが幸せを実感できるまち」としている。平

成 27 年に策定されたひと・まち・しごと創生総合戦略では「歴史的風

土と豊かな自然に快適都市基盤が調和し 誇りと幸せが実感できるま

ち奥州」としている。 

むしろ、2 つのスローガン？から目指す都市像を下記のとおりにしたほ

うが、めざす都市像の方向性がイメージできるのでは。 

 

 例 「産業の力みなぎる活力ある奥州市」 

   「幸せが実感できる健康都市・奥州市」 

   「歴史と文化が香る快適都市・奥州市」 

 これまでは、自治と協働のまち奥州市を強調し、行政を

含めた様々な団体が、互いの自主性を尊重しつつ、それ

ぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に補完し、

協力しあうという協働の精神がこれからのまちづくりに

は必要だということを進めてまいりました。 

 今後は、協働のまちづくりの目指すところは、「地域の

個性がひかり輝く姿だ」ということを、地域がひかり輝

いてこその奥州市ということを目的とした総合計画とし

たいという内容ですので、原案のままといたします。 



36 基本 

構想 

11  めざすべき都市像「地域の個性がひかり輝く 自治と協働のまち」、

とても共感しています。市も地域も、行政や一部の人だけで作るもので

はなく、私たち市民一人一人がそれぞれの役割を担いながら、まずは地

域や身近な人たち、任意団体、ＮＰＯetc.で協力し、さらに必要なこと

は行政に提案し、自分たちでより住みよい奥州市にしていくことが大切

と思っています。さてそれを、どう市民に理解、浸透させていくか…。

私自身は、実家（江刺玉里）でも今の住まいの大鐘でも地域行事が大好

きで参加しています。自然と地域の人たちと会う機会も多いですが、そ

れを面倒くさいと思っている人たちもいます。「個人主義」の人たちが

増えているそうですが、例えば将来、家族や自分が認知症にでもなって

徘徊し始めた時、やっぱり地域の人とコミュニケーションをとっておく

ことは大切です。行政や自治会など上からの働きかけはなかなか若い世

代に届きにくい響きにくいかもしれません。逆に若い人たち（男性も女

性もパパもママも）でいろいろと頑張って活動をしている個人、団体さ

まざまありますので、そういった方たちの協力も得て内側からじわじわ

と浸透させていければいいのかなあと思います。  

 ご意見として承ります。 

37 基本 

構想 

12 戦略プロジェクト・・いずれも「具体的な取り組みは○○総合戦略、○

○ビジョンを基本としながら進める」とあるが、それぞれ概要を記述す

る必要がある。 

総合戦略及び ILC まちづくりビジョンの概要を追記いた

します。 

38 基本 

構想 

12  [子どもや若者の社会参画」について目指すべき都市像として「自治と

共同のまち奥州市」をスローガンとし、施策の大綱の「みんなで創る生

きがいあふれるまちづくり」を掲げている点について提言いたします。 

平成 27 年度「子供・若者白書」(内閣府)によりますと、全国で、ひきこ

もりが 70 万人ほど、それを誘引する不登校児童・生徒が 17 万 5 千人あ

まり、高校中退が 6 万人程となっております。 若年無業者の問題は全

国的な課題であり、当市においても年々深刻な状況であると考えていま

す。税金未納者が増え続けることは、持続可能な社会を構築する上で極

めて大きな弊害になると思われます。 訓練を積んだことも無く、また

いかなる責任を負わされた経験もないままに二十歳になった時点でい

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。

【総合計画審議会への回答】 社会を取り巻く諸環境の

変化や価値観の多様化が進展に対応するため、子供に、

国家・社会の形成者としての意識を醸成すると共に、課

題を多面的・多角的に考え、自分なりの考えを構成させ

ることが重要となっております。  

 これを踏まえ、現在国で進めております『主権者教育』

では、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協

働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会

の構成員の一員として主体的に担う力を育むこととして



きなり大人としての責任をもって社会に参画することを期待する方が

非現実的です。民主的な社会参画に対する理解や、社会参画するための

自信と能力は、実践を通して徐々に獲得していくものであり、抽象概念

で学ぶものではありません。 

 子どもや若者たちが「自分たちこそ主役」であるという感覚を持てば、

みんなで力を合わせて難しいプロジェクトを企画・運営して行くことが

できます。少なくとも、部分的でもプロジェクトのゴールを自分たちで

設定することができたなら、彼らの持っている優れた能力を発揮するこ

とができます。 集団の場で協力し合うスキル(技術)を磨くことは、子ど

もの成長にとって多大なメリットになり、様々なプロジェクトに関わる

ことによって若者はそこで創出された成果を維持、保護しようとし、そ

れが責任感につながります。 真の社会的な安定を得るためには、絶え

ず変化する世界に柔軟に対応しながら、民主的な姿勢で他者と連携でき

るような若者を育てることが必要です。そのためには、大人たちはまず、

彼らに自己決定を行う機会を提供し、彼らに任せて彼らが集う場所を再

構築させることにあると考えます。 

 「群」の会では、ここ 20 年の間、子どもと大人が共に参画できるジ

ョイントプログラムを企画し、それぞれの世代ならではのエネルギーと

感性を交換し合いながら、共に成長を図ってまいりました。若者と大人

との間に生産的な関係が芽生えれば、向上を模索する民主社会の核とな

り、また、過去、現在、未来をつなぐ架け橋となるでしょう。 社会は

一人一人の人間によって成り立っています。子どもは地域社会の中で市

民性を育んでいきます。自立した市民として世の中に送り出すために

は、社会教育分野にも光をあてた施策があってほしいと切に願うもので

す。 

おります。 当市の生涯学習分野におきましては、『主権

者教育』の推進方策に合致する事業として、寺子屋事業、

かぜの子学級事業、ジュニアリーダー育成事業等の異年

齢間・異世代間交流を通じた青少年の健全育成事業のほ

か、教育振興運動推進事業、学校支援地域本部事業、放

課後子ども教室事業及び市民劇場事業等による家庭教育

環境整備や自立・主体的な人材育成を、民間団体等の協

力のもと行っており、今後とも実施計画に盛り込み取り

組んでまいります。 

 また、地域づくり分野におきましても、『主権者教育』

推進方針が目指す人材は、地域づくりにあっても、いわ

ば主人公として活躍が期待される人材であり、現在取り

組んでいるまちづくりアカデミー事業の実施等を通じ、

地域への愛着と誇りを持ち、ふるさとに根付いて活動し

ていく人材の育成に取り組んでおります。 

 これらにつきましては、今後も引き続き、国の『主権

者教育』推進の方針を踏まえて実施していくこととして

おり、御意見中に挙げられました課題解決に資するもの

ととらえております。 



39 基本 

構想 

12 「みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」について 

 現在、市外の山間地域に住んでいる高齢者は、益々生活が困難を極め

ることとを思います。まず、車の運転が出来なくなります。現在でも、

江刺区梁川方面にはスーパーもコンビニもありません。今でも孤独死が

あります。これからも益々増えると思います。 

 そこで私の案ですが、区長、民生委員が連携してみまわり隊になって

ほしいのですが、その人たちもみまわりが必要になっていると思いま

す。それよりも買い物サービスや病院に行く通院サービスを充実させ、

誰かに支えられている安心感を持たせて欲しいと思います。電話による

安否確認も必要と思います。また、元気な高齢者には、スポーツやサー

クル活動を通して健康維持に励んでもらいたいと思います。 

 地区要望事業などと同様に、具体の実施事業要望とし

て整理します。 

40 基本 

構想 

13 「未来を担う子どもたち」について 

  両親に育まれて元気な子どもさん以外の「片親の家庭や事情のある

子ども」について思うのです。まだ元気な高齢者で料理も上手な人たち

に、この子どもさん達に家庭の味を食べさせて欲しいと思います。その

事で双方が満足したり、おいしいいごはんを食べさせていただいた子ど

もさん達は、幸せを感じてくれると思います。これは、私が以前、ちょ

っとした事をしてあげただけで、その子が今も私をしっかり覚えてくれ

ています。その私が幸福を感じていますから。週の曜日と時間や場所も

決めて一緒に食事したいものです。※盛岡では恵まれない子どもさん達

に食事サービスをしています。 

 地区要望事業などと同様に、具体の実施事業要望とし

て整理します。 



41 基 本

構想 

13  「福祉を核としたまちづくり」(案)について 1．現状と課題 (1) 少子

超高齢化や人口減少、限界集落の増加等が今後益々加速することが予想

されます。 (2) 2025 年問題等が次期総合計画期間に入り、市独自の対

策を打ち出す必要があると思われます。 (3) 「介護保険総合事業」は市

民誰でも関係があり、また、早晩市内全域で取り組まれる予定です。 (4) 

介護保険総合事業の実施に際し、他市町村との差別化が求められていま

す。 (5) 全市的なまちづくりの成果が求められていると思われます。 

(6) 介護保険総合事業の実施を契機に、「福祉を核としたまちづくり」に

取り組む絶好のチャンスだと思います。2．介護保険総合事業の課題 奥

州市の人口減少や少子化超高齢化(市 33.1%、衣川 36.4%、江刺 35.9%、

前沢 35.2%、胆沢 34.8%、水沢 30.4%)が今後更に加速することが予想

される。これに伴い、限界集落(市:21 ヶ所、水沢 5、江刺 13、前沢 1、

胆沢 0、衣川 2)も増加傾向であり、奥州市の活性化が失われていくこと

への対策が喫緊の課題と思います。これを踏まえ、単なる「介護保険総

合事業」を行うのではなく、また、総合事業以外の福祉課題等も含め、

福祉とまちづくりを融合した、「福祉を核としたまちづくり」を進める

ことが求められているのではないでしょうか。なお、介護保険総合事業

の推進上、以下のような課題があります。 ① 行政区等の集会施設の改

善(トイレ改修、段差解消、手すり等) ② 衣川区は冬季間雪が多く、特

に独居高齢者や高齢者世帯等の除雪や送迎が不可欠です。(地域の実情に

合った対策が求められています。) ③ 利用者が多く既存の集会施設が不

足した場合、市の施設をお借りしたい。3．期待される効果 (1) 少子超

高齢化や人口減少、限界集落等の現状認識が深まる。 (2) 2025 年問題

が次期総合計画期間に入るため、福祉部門とまちづくり部門の大きな施

策となり、介護総合保険事業を契機に、「福祉施策とまちづくり」を同

時に進めることができ、他市町村との差別化を図ることが出来る。 (3) 

まちづくりに関する成果がはっきり見えてくる。 (4) 介護保険総合事業

等とまちづくりに対する市民意識が向上する。 (5) 地域の暮らし環境を

整備することで「住みやすい奥州市づくり」につながる。 

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 高齢者を取り巻く現状と課題については、ご指摘のと

おりであると考えておりますので、既存制度の効果的な

活用とともに、新しい総合事業の実施にあたっての参考

とさせていただきます。 



42 基本 

構想 

13 「（仮）集落福祉モデル事業」(案)の創設について 

1．現状と課題 

 (1) 少子超高齢化や人口減少、限界集落の増加等が、今後益々加速する

ことが予想されます。 

 (2) 次期総合計画期間に 2025 年問題等が入り、奥州市独自の対策を打

ち出す必要があると思います。 

 (3) 「介護保険総合事業」が始まることで、集落内の福祉課題が浮き彫

りになると思いますが、介護保険総合事業以外の福祉課題を集落丸ごと

取り込む有効な方策が見当たらない。 

2．(仮)集落福祉モデル事業の概要 

 「福祉を核としたまちづくり」を進めるため、集落の介護保険総合事

業以外の福祉課題を丸ごと取り込む(仮)"集落福祉モデル事業"の創設が

必要と思われます。 

 (案)集落福祉モデル事業※ 

 一定期間(3 年程度)、各区の集落を数箇所希望により指定し、「集落福

祉モデル計画」(1 年間)を策定し、この計画に基づき「集落福祉モデル

事業」(2 年間)を実施する。なお、事業主体は、介護保険総合事業実施

単位と同じとし、財源は市等の補助金とする。事業構成は義務事業(市等

の方針に沿った事業)と選択事業(介護保険総合事業以外の福祉課題に取

り組む事業)とする。事業を実施した結果(成果や課題等)を広報やまちづ

くり大会等で発表し、市民に周知する。これを繰り返し住みやすい集落

づくりを進める。 

 ※ 敢えて「集落福祉]にした理由は、総合事業の取り組み単位と同じに

した方がまとめやすい。「地域福祉」は余り広くイメージしにくいため。 

3．期待される効果 

 (1) 少子超高齢化や人口減少、限界集落等の現状認識が深まる。 

 (2) 次期総合計画期間に 2025 年問題等が入るため、市独自の対策を打

ち出すことができ、他市町村との差別化を図ることが出来る。 

 (3) 「介護保険総合事業」を契機に、集落内の福祉課題がはっきりし、

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】 

 高齢者を取り巻く現状と課題については、ご指摘のと

おりであると考えておりますので、既存制度の効果的な

活用とともに、新しい総合事業の実施にあたっての参考

とさせていただきます。 



総合事業以外の福祉課題に集落丸ごと取り組むことができる。 

 (4) 集落福祉やまちづくり等に対する市民意識が高まる。 

 (5) 総合事業以外の福祉(地域、障がい者、児童等)に対する市民認識が

浸透する。 

 (6) 集落の福祉基盤を整備することで「住みやすい奥州市づくり」につ

ながる。 

43 基 本

構想 

13 ３ 健康で安心して暮らせるまちづくり に関連して 

 健康づくりにおける特に受動喫煙対策の推進関係者の立場から、具体

的な意見・提案をお送りしますので、健康部局との連携調整の上、よろ

しくお願いします。 （以下は健康づくり施策で既に実施されているこ

ととの重複も多いでしょうし、誠に僭越ではありますが…） （本会に

は御地近隣の会員や本会がネット掲載している禁煙治療の保険適用施

設にも適宜情報を提供し連携もしているところで、それらを取りまとめ

た形で利害関係者の立場でお送りするものです。）  

禁 煙 治 療 ･ 禁 煙 外 来 に 保 険 が 使 え る 御 地 の 医 療 施 設 

http://www.kinen-map.jp/hoken/list.php?pref_id=3#3215 

 

 住民の健康寿命を延ばし、重症化予防、要介護の減少のため、また子

ども・妊産婦・アレルギーなど感受性の高い方を含めた非喫煙者を受動

喫煙の危害から守るために、健康の基本として、この課題の重点施策を

お願いします。  

 基本計画の検討資料として、担当部門へ引き継ぎます。 

 

【総合計画審議会への回答】  

 実施計画及び部門別計画である奥州市健康増進計画に

おいて取り組んでいきますので、参考とさせていただき

ます。 



       （１）タバコ（喫煙及び受動喫煙）は、早期死亡、健康寿命の短縮、

要介護の増加など、健康破壊に第一の要因になっているとのエビデンス

が蓄積していることから、活用可能なあらゆる機会を通してその周知・

対策徹底を図る必要があります。  

 

A.喫煙、受動喫煙のタバコに、非燃焼の加熱式タバコ等の新型タバコも

含めることが必要です。  

理由は  

・紙巻きタバコと同様にニコチンが含まれる。したがって、吐き出す呼

気にもニコチンが含まれ、受動喫煙による急性心筋梗塞などのリスクが

ある。  

・紙巻きタバコと同様に種々の発がん性物質が含まれる。したがって、

受動喫煙による肺がん・口腔がん・胃がん・腎臓がんなどのリスクがあ

る。  

（紙巻きタバコと同様の健康警告表示が義務付けられていることから

も判るように）  

・紙巻きタバコと違い、発生する有害物質が見えにくい。したがって、

周囲の人々は受動喫煙を避けられず、かえって危険である。  

 

B.受動喫煙にはタバコ煙付着物の発散（第三次タバコ煙）による健康影

響が近年問題となっていますので、それへの留意が必要です。  

 

  

       （２）タバコ特に受動喫煙の危害防止について、公共性の高い施設に

おいて子ども・妊産婦を守ることを最優先に全面禁煙ルールを確立して

順次広げていくことや、幼稚園や小中学校をなどの保護者への禁煙促進

の働きかけや啓発・講習等を行う必要があります。  

 

 ※「分煙」について、公共施設や飲食店・職場等や家庭内でも、「分

煙」では危害は防げません。煙は必ず漏れます。全面禁煙を推奨・推進

  



が必要です。  

 国では現在法整備が検討されているところですが、「例外のない屋内

全面禁煙」への支持・サポートをお願いします。  

 また、国の「受動喫煙防止法の制定」を見越して、管轄内公共的施設・

場所の屋内全面禁煙の自主的実施が望まれるので、市町村出先や関係機

関を含め周知・要請をよろしくお願いします。  

       （３）子ども・青少年の喫煙防止とともに、親や妊産婦・家族が喫煙

している場合は禁煙を促す抜本的施策などが必要です。  

  

       （４）禁煙サポートの推進で、特定健診やがん検診等の場は 40 歳以

上であったりで、より若い 20 歳前～30 歳代・未成年者への禁煙サポー

トに重点を置いたやり方が求められています。  

 

・禁煙治療の保険適用について、喫煙指数が 200 以上などの制約があり

ましたが、中医協の改定で、今年４月からは 35 歳未満の若い世代は適

用外になりますので、この施策の重要性を進めていただきたいです。  

  

       （５）男女共同参画、特に女性の健康づくりの推進に関連して、禁煙

と受動喫煙の危害防止は「生涯を通じた女性の健康づくり」にとっても

必要です。  

  

       （６）歯周病だけでなく、口内炎や舌がん、食道がんなども喫煙・受

動喫煙と因果関係が多々あることから、これらを強調した啓発と対策が

必要喫煙・受動喫煙の危害対策は、中長期的にも、タバコを吸えない社

会環境づくりとして男女の喫煙率を低減させていく上で極めて有効で、

住民の健康支援となり、健康寿命の延伸に大きく寄与すると考えます。 

 

以上、よろしくお願いいたします。  

  

44 基本 

構想 

15 （1 行目） 

 「公共分野における民間参入・・・」とあるが、「公共分野」を分か

 「行政分野」へ修正します。 

※ 施設の管理に限ったものではなく、市が行う全ての事



り易く表現できないか。例えば「公共施設」とか、「温泉・スキー場な

ど公共の施設」の民間委託など。 

業という意味です。 

45 基 本

構想 

15 （4 行目及び 8 行目） 

 「優先度の高い事業」、「新たな財源」、「有効な補助事業」を理解でき

る表現にできないか。誰がどの様な基準で「優先度」を決めるか見えな

い。例えば、「市民公開による事業選定方式による優先度の高い事業」

とか、「積極的な未利用土地の処分などによる新たな財源」。あるいは「国

や県の動向に注視しながら有効な補助事業」などにより具体の表現が市

民に分かりやすいのでは。 

 優先度の決定については、例えば福祉分野であれば国

の動向を受けて、優先せざるを得なかったり、道路であ

れば地元の意向を踏まえつつ優先度を決定するなど様々

なケースがあります。また、財源についても、多方面か

らの検討を行う必要がありますので、原案のままといた

します。 

46 基本 

構想 

15 (下から 8 行目） 

 「フルセットの行政機能を確保することは困難・・・」を「住民の拡

大するニーズに、単独で対応することは困難・・・」などの表現が望ま

しいのでは。 

 「関係する自治体」ではなく、「近隣する自治体」ではないか。 

 「基礎自治体が単独でフルセットの行政機能を確保す

ることは困難」を 

 「基礎自治体が、住民の拡大するニーズに単独で対応

することは困難」へ修正します。 

 

 近隣する自治体のみではなく、課題が共通する自治体

という意味で「関係する自治体」と記載しているもので

す。、 

47 基本 

構想 

15  ここでは財政計画に基づき起債額を抑制し...とあるが、総合計画では

具体的に記述した方が明確になると思います。 

例：①歳出は、歳入の範囲内に留める ②市債は公債費の 1/2 未満とす

る（金ヶ崎町方式） 

 

 財務の健全化は、ガバナンス（統治）にかかります。副市長、総務企

画部長が先頭に立てば、必ず実行できます。（国では、財務省がガバナ

ンスしている）。 

 

 毎年、議会に諮る単年度収支計画は、上記①②を基本とし前年予算と

の対比ではなく、前年決算見込みとの対比とし、ガバナンスをしっかり

 ご意見として承ります。 



すれば必ず改善します。難しいことではありません。金ヶ崎町は実行し

ました。 

 市長は、市政懇談会において、財政基盤の確立、健全化を真っ先に進

めると説明しています。しかるにここでは、市長の意欲が全く表現され

ていません。市長と事務当局では、見解が違うように見えます。 

48 基本 

構想 

ー  綺麗ごとの羅列です。具体的でない進め方を記述していますが、後日

に評価する場合は、どう評価できるのでしょうか。もっと、実施できる

ことに絞ってみて下さい。 

(具体例) 

 町内の市道沿いの樹木約 100 本が植栽以降十数年も手入れをしてい

なかったので、国体のこともあり住民総出で枝の切り落とし作業をした

が、何の感謝もされなかった。地区センターに補助金の交付申請したら、

１/4 の自己負担分を入金した後、実質 3/4 を含めて補助金は 4/4 だとい

う。業者見積もりでは、樹木数 100 本で 2～3 百万円相当とのことだっ

たが、総経費のうち 5 万円を予定していた補助金は 37,500 円となりそ

うです。住民参加といいながら補助金支給に 1/4 入金という理解不能な

仕組みを作り、町内会から不満のでる結果となってしまい、こころの通

わない行政を痛感しました。 

 ご意見として承ります。 

 

 具体例につきましては、地区要望事業などと同様に、

具体の実施事業要望として整理します。 

49 基本 

構想 

ー  職員の定員適正化計画を見直すこと  ご意見として担当部へ引き継ぎます。 

50 基本 

構想 

ー  公の施設、事務事業の見直しを、住民本位で見直すこと  ご意見として担当部へ引き継ぎます。 



51 基本 

計画 

ー 「施策名」 

 健全な財政運営 

「施策の目標」 

 公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設マネジメントに基づき財

政負担の平準化を考慮した公共施設の再配置、予算編成を行います。 

【理由】 

 市では、平成 28 年に公共施設白書を作成しました。これに基づき、

まずは公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを実施すべ

き。その中で、未利用の公有財産の利活用にも取り組むべき。 

 健全な財政運営は、行政全般に関わるものであること

から、基本構想(素案)P15 の「Ⅶめざすべき都市像を実現

するための進め方」の「2 財政基盤の確立」及び「3 公共

施設の適正配置と維持管理」に掲げておりますので、基

本計画への掲載はいたしません。 

52 基本 

計画 

40  施策の方向に「保育士の育成・確保」を盛り込んでは？  保育士不足は全国的な問題となっており、当市におい

ても保育士の育成・確保は課題となっているところです

が、国において様々な施策が検討されており、保育士育

成事業等に係る補助金も多くある状況です。国の施策の

中で当市の現状にあった事業を実施することにより、保

育士の育成・確保に努めていきたいと考えており、ご意

見として参考とさせていただきます。 



53 基 本

計画 

42  施策の方向に、「子育て世代包括支援センターの設置」を盛り込んで

は？「産前産後ケアの充実」を盛り込んでは？ 

 子育て世代包括支援センターの設置については、関係

部署の連携構築に着手し、今後、当市の実情に合った体

制の検討を行いたいと考えているところです。それらの

内容については、実施計画及び行政組織等の見直しの中

で検討したいと考えておりますので、参考とさせていた

だきます。 

 

 施策の方向、主な取り組みの内容を次のように一部見

直します。 

施策名 Ⅲ－２－３ 安心して出産できるための支援の

充実施策の方向  

修正前：②妊婦健康相談・健康診査事業の実施  

修正後：②妊婦健康相談・健康診査事業等の実施 

 

主な取り組み内容  

修正前：母子ともに安全な出産を迎えるため、妊娠の届

出が早期に行われるよう医療機関と連携し相談体制を強

化するとともに、妊婦健康診査の充実を目指します。  

修正後：母子ともに安全な出産を迎えるため、妊娠の早

期から支援が受けられるよう医療機関と連携を強化する

とともに、妊婦健康診査の充実を目指します。また、産

前産後の相談支援の充実を図ります。 

 

 また、部門別計画に「奥州市子ども・子育て支援事業

計画」を追加します。 

54 基本 

計画 

43  施策の方向③各種予防接種の実施へ「コールリコールの体制」を盛り

込んでは？ 

 接種率向上の一方策として取り組んでおり、ご意見と

して承ります。 



55 基本 

計画 

94  施策の方向「①ごみの減量化」の主な取り組み内容に、「食品ロスに

対する意識も」盛り込んでは？ 

 食品ロスの削減は、３Ｒの推進とともに「ごみ減量化」

のキーワードと捉えていますので、下記のとおり追加修

正します。 

 

 ごみの発生抑制、再使用の呼びかけ、再資源化や省資

源への取り組みを積極的に進めるとともに、食品ロス削

減の意識啓発を図り、ごみの減量化を目指します。その

取り組みの一つとして、各地域に出向いての「ごみ・リ

サイクル出前講座」を実施し、市民の意識の高揚を図り

ます。 

56 基本 

計画 

ー  基本計画に、北上市の総合計画のように市民と企業、行政の役割分担

や期待する取り組みを記載してはどうか。 

 今回の総合計画基本計画の策定に当たりましては、ご

指摘のような観点からの取り組みは行っておらず、記載

は難しい現状にあります。 

今後、各種部門別計画を策定する際に、参考としてまい

ります。 

57 そ の

他 

全体  プチ市政懇談会をぜひ、子育て支援センターなどでも開いてみてはど

うかと思います。若い世代やママたちにも市政に関心を持ってもらいた

いですよね。私たち母親は、限られた収入の中から子どもの将来のため

に学資保険に入ったり積み立てをしたりしています。自分は我慢をして

も子どもにはおなか一杯にさせるのが母親と思っています。その考え方

を市の財政にも活かせないかと…(笑) 財政については今がよければい

い、ではなく子どもが 30 代 40 代で社会を支える世代になったとき、ど

ういう財政の奥州市を残さなければならないか、若い人に真剣に考えて

もらわないといけないと思います。子育て支援の予算が増えているとい

うことを知らない人も多いです。０１２歳児を保育園に預けているとど

れだけの公費がかかっているか、医療費無料、インフルエンザ助成など

などたくさんの公費を受けて私たちは子育てをしています。そのことも

きちんと知ってもらわなければならないと思います。そして、若い人が

市政に関心を寄せ自分の考えを述べれば、解決していく問題も増えてく

 ご意見として承ります。 



ると思います。私個人にできることはとても限られていますが、『市政

に関心を持とうよ！自分たちの考えも言っていこうよ！』と友人たちと

話しあっていけたらと思います 

58 そ の

他 

ー  現在の黒石地区センターは活動員 2名と 3名時代より 1名減でありま

す。地域面積においては水沢区内では 1 番であります。金融機関も JA

姉体へでむいての入出金が活動の時間ロスがいつも発生しているとこ

ろです。活動員の減少により 1 人が抱える団体事務補助等多忙な業務が

地域活動員にのしかかっておるようです。平成 28 年 4 月に黒石地区振

興会の総会の席上で提案をしておりますが、地区センターへボランティ

ア業務支援をおこなったらどうか。ということです。民生委員や福祉活

動を支えるご近所スタッフのような形か、交通指導隊、交通安全協会黒

石支部活動のようなものか、 

 例として、地区センターの花壇清掃や草刈り清掃、地域まつり時の物

品整理や印刷業務補助、地区運動会業務補助、蘇民祭への業務支援補助、

黒石じゃんぼかるた大会時業務補助等です。これら、その団体が全部や

れることではありません。地区センターが関わる業務は多種多様にあり

ます。黒石じゃんぼかるた大会は 29年 1月 8日開催で 29回を数えます。

次回は 30 回大会になり記念すべき大会となるでしょう。いまからこれ

に向けた企画案を作成しておきたいものです。通常作業では、なかなか

時間がとれないと思われます。こういう企画づくり等にも補助役として

地区センターへの業務支援を行えたらすばらしいではありませんか。経

費は、ボランティア保険等が見込まれます。 

 地区要望事業などと同様に、具体の実施事業要望とし

て整理します。 



59 そ の

他 

ー  私が企画推進係様にお伺いしました週の日曜日にまさに私が提起し

たことを NHK の「日曜討論」で、市の福祉関係者やその問題に精通し

た人たちで話し合いが行われておりました。ご覧になられたでしょう

か。若い人たちもいなくなった小さな村のお店の話しでしたが、「売れ

なくて商売にならないけれどお年寄りの交流の場になっているので店

を閉じれない」とのことでした。私は、地元に住んで顔なじみの人たち

で雨の日とか冬には特に電話でたわいのない話しでもしてほしいと願

っております。会話をしていないと老人は思っていることが口からすぐ

出て来ないのです。それから子ども食堂の話も別の週で話題となってお

りました。そこの話は、親子で参加するのですが、料金が確か 300 円位

だったと思います。食べるだけでなく、回を重ねるにつれてある家庭の

悩みや子どもの虐待等、社会問題も伺えるようになってきたと言うこと

です。そこに参加する人たちが悩みを打ち明けてくれるようになったと

言うことでした。やはり、今、近所づきあいもなくなって、悩みがあっ

ても話し相手がいないことでした。 

 地区要望事業などと同様に、具体の実施事業要望とし

て整理します。 

60 そ の

他 

ー (地区センター活用) 

 半分以上の地区センターは、指定管理者制度を導入し、市役所からの

派遣職員を引き上げ、直接採用制度に切り替えていますが、まちづくり

の中では、しきりに連携を記述しております。人は出さないが、口は出

すと言っている様に感じます。 

 逆に、地区センターにもっと自由裁量を認めて下さい。産直のような

野菜類の販売やカフェ等により、独自に収益を上げれば地区センター活

動は活発になります。 

 今は、収益を上げれば補助金は減らすという自主性を阻む仕組みとな

っています。矛盾です。 

 地区要望事業などと同様に、具体の実施事業要望とし

て整理します。 



61 そ の

他 

ー (推進体制) 

 推進体制と推進方法が不明です。誰が、どんなことをするのか。５Ｗ

１Ｈ方式で記述願います。 

 市役所の担当部は、まちづくり推進課が全て取り仕切るのですか？ 

市役所が取り組むことは、”連絡･調整を行う”という表現が多く、主体

性を感じません。 

 総合計画とは、市役所が実施することです。市民は協力することです。 

 ご意見として承ります。 

 

 


