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平成28年度第３回奥州市総合計画審議会議事録 

 

１ 審議会開催の日時及び場所 

(1) 日時 平成28年10月26日（水） 午後２時 

(2) 場所 奥州市役所３階講堂 

 

２ 議題 

 (1) 協議事項 総合計画基本構想（骨子案）について 

 

３ 会議を構成する者の現在総数及び出席者の数 

(1) 会議を構成する者の現在総数 35名 

内訳 １号委員 10名 

 ２号委員 20名 

 ３号委員 ３名 

      ４号委員 ２名 

(2) 出席委員数 23名 

１号委員 瀬川  巌   藤波 洋香   廣野 雅喜   小澤 光男   三浦 清司 

小野寺 敏光  小野寺 功   千田 和子   菊地 清子 

２号委員 菅原 繁夫   昆野 宏彦   鈴木 公男   田代 良子   長野 耕定 

   菊池 典郎   若生 和江   松平 アイ子  菅原 民子   及川 正幸 

３号委員 小野寺 純治  山本  健 

４号委員 行方 啓師   皆本 秋子 

(3) 欠席委員数 12名 

     １号委員 小原 里司 

２号委員 菅原 新治   後藤 元夫   明神 キヨ子  及川 正和   渡邉 幸貫 

   菊池 達哉   井上 建志   浅間 光将   菅野 麻里絵  渡部 千春 

３号委員 四戸 克枝 
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議事 

午後２時開会 

１ ＜開 会＞ 

（総務企画部長） 

それではこれより、平成28年度第３回奥州市総合計画審議会を開催いたします。はじめに、奥州市長小沢昌

記より挨拶申し上げます。 

２ ＜市長挨拶＞ 

（市長） 

あらためまして皆さんそれぞれお忙しいところ、ご出席・ご参加いただきましたこと、心から感謝申し上げ

ます。また過日開催されました希望郷いわて国体及び障がい者の希望郷いわて大会につきましては、ここにお

集まりの皆様はじめ多くの市民の皆さんのご協力とご理解をもって、それぞれの会場、多くの市民の皆様にお

いでいただき、また多くのボランティアの方々にご協力を頂き、大会に参加された多くの方々からは、とても

記憶に残るいい大会だったというようなご評価を頂くことが出来ました。これもひとえにご協力頂き、また足

を運んで頂いた皆様のお蔭様だと考えるとき、心から感謝を申し上げるところです。 

さて、今回の審議会では、前回お示ししたとおり、現在新たな奥州市総合計画の策定作業を、庁内組織の策

定委員会を中心に作業を進めてきているところであります。 

本日は新たな奥州市総合計画のうち、計画内の施策や事業における基本理念でありますところの基本構想に

ついて、骨子案をお示しし、内容をご審議いただく予定としています。本日骨子案の形でお示ししたものに、

委員の皆様方からのご意見を盛り込みながら、基本構想の素案を形作り、そして原案、最終案として進めて参

りたいと考えておりますので、ぜひとも忌憚のないご意見をたくさん頂戴できますこと心からお願いするもの

でございます。 

また、基本構想を実現するための基本計画（案）につきましては、当審議会の各分科会にて、今後ご協議い

ただきたいと考えております。当審議会で皆様方にいただくご意見、それから地域協議会、市政懇談会やパブ

リックコメントなどの市民皆様のご意見も頂戴・確認しながら、最終的には計画内容について、当審議会にて

答申していただく予定としております。 

委員の皆様や、市民の皆様のご意見を新たな総合計画に盛り込むことで、総合計画の目標としております協

働のまちづくりにつなげていきたいと強く思っているところでございます。ご多忙のところとはご拝察申し上

げるところでございますが、委員の皆様のお知恵で、素晴らしいご審議・ご意見をいただきますよう心からお

願いを申し上げ、冒頭の挨拶といたします。本日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

（総務企画部長） 

本日の審議会の内容につきましては議事録を起こして市ホームページにて公表してまいります。議事録作成

のため、ご発言の際はお名前をお願いいたします。 

３の協議に入らせていただく前に、事務局より本日の審議方法等について説明させていただきます。 

（政策企画課長） 

政策企画課長の浦川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の進め方でございますが、最初に

全体会において、先日送付させていただきました、奥州市総合計画基本構想（骨子案）について、ちょっと時

間を頂いてご説明させていただきます。こちらは計画全体の基本理念である基本構想の骨格部分でございます。

これに関しご質疑・ご意見をいただきまして、今日の会議の目指すところとして、この構想案を理解していた

だくことと、これに対する意見をいただいて、次回の会議において、次回の全体会の後のこととなりますが、

その後予定している市民や議会への説明資料とするための構想案を確定させたいと思っております。 

本日はこの構想案の協議が終わったら、一度全体会を閉じさせていただいて、分科会へと移らせていただき

たいと思っております。本日の座席でございますが、分科会ごとに集まりやすいような席次とさせていただい
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ております。引き続きこの場でそれぞれに分かれていただき、分科会の運営方法等について事務局も入ります

ので、事務局職員から全体的にご説明をさせていただきます。その後、分科会ごとに分科会長を互選いただく

ことになります。 

なお分科会の運営方法の場面でもご説明いたしますが、基本的に分科会では、総合計画の基本計画部分をご

審議いただく予定でございます。ですが、本日時点においては基本計画部分の案をまだお示しできる状況には

ございませんので、本日の分科会については、分科会長を選出していただくところまでと思っております。 

それから本日この会議にご出席いただいている皆様方には、一部の分科会の方には急遽の延期、そして急遽

の開催通知となりまして申し訳ございませんでした。それにも関わらず、こうしてお集まりをいただきまして、

大変ありがとうございます。 

当初は、いきなり分科会での説明と当方で考えていたところでございますが、庁内の策定委員会におきまし

て、きちんと段階を踏んで、まずは基本構想の全体像を理解していただいたうえで分科会に入るべき、という

決定をさせていただいております。それを踏まえて本日全体会を開かせていただいて、この構想案について説

明したというものでございます。 

以上、本日の審議内容等についてお話をさせていただきました。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（総務企画部長） 

では、３の協議に入らせていただきます。ここからは会長の議事進行でお願いいたします。 

３ ＜協 議＞ 総合計画基本構想（骨子案）について 

（瀬川巌会長） 

それではよろしくお願い申し上げます。先ほど説明があったとおりでございますが、今日分科会も控えてい

るということでございますので、これからの各種説明その他については簡潔に事務局から骨子等についてのご

説明をいただいたうえで、分科会に入るというような流れになると思います。では次第に従いまして、３の協

議、総合計画基本構想（骨子案）について、事務局から説明をいただきたいと思います。 

（政策企画課長） 

それでは、はじめに、今回の総合計画の大きな柱立てについて、ご説明をさせていただきたいと思います。

資料、構想案の冊子のほかにA3の一枚もの、こちらをまずご覧ください。こちらが今回の骨子案の要点をまと

めたものですので、このイメージ図でご説明したいと思います。 

左側に、さきほど唱和していただいた市民憲章をのせております。奥州市のまちづくりにあたりましては、

市民憲章の精神、「ふるさとを愛し、いきいきと働くことができるまちをつくる」、「すすんで学び、文化のかお

り高いまちをつくる」、「みんなが手をつなぎ、健康で明るいまちをつくる」この３つをまちづくりの理念とし

て掲げておりますが、この理念を心にきざみつつ、まちづくりをしていく、将来の奥州市を築いていくという

姿勢にいまも昔もこれからも変わりはありません。 

そのうえで、右側になりますが、これまでは、「地域の個性がひかり輝く、自治と協働のまち、奥州市」をス

ローガンとして、協働のまちづくりを進めてまいりました。おかげさまで、奥州市が進める協働の考えが徐々

に浸透してきており、協働の精神であります「市民と行政が良きパートナーとして、まちづくりという共通の

目的を持って地域課題を解決していく」という考え方が浸透してきたのではないかと思っております。 

そこで、新しい総合計画では、次のステップとして、協働を進めていって、奥州市はどうなりたいのか、と

いうような部分。これまで「地域の個性がひかり輝く、自治と協働のまち、奥州市」というスローガンをもっ

て、進めてきたまちづくりでは、どちらかというと、「自治と協働のまち奥州市」を強調してまいりました。こ

の理念をまずは皆さんに理解をしていただきたいということでまちづくりを進めてまいりました。 

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

互に補完して協力しあうという、そう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

おったのがいまのまちづくりの進め方でございました。 
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それを今後は、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

光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ことでございます。 

文言こそ、これまでのものを引き継ぐ形ではありますけども、焦点は、「地域の個性がひかり輝く奥州市」を

形づくっていくということを目指して、「地域の個性がひかり輝く自治と協働のまち奥州市」これを目指すべき

都市像としたいというものでございます。 

地域の個性が光輝く奥州市を目指し、その過程において、ILCによって奥州市を世界へ発信したり、人口減少

の対策をとりながら「誇りと幸せを感じられるまち奥州市」にしたいと、いうような姿を目指す、それからそ

の基盤となる６つの大綱がある、という組立にしております。これが、今回の総合計画の柱の部分となります。 

大事な部分ですので、資料の説明の前に、先に説明をさせていただきました。以下、担当から、全体的な資

料の説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

（政策企画課長補佐） 

総合計画の策定を担当しております、奥州市総務企画部政策企画課の小山と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。私からはいま課長から説明いたしましたダイジェスト版イメージ図、基本構想骨子案及び総合

計画策定のスケジュールといったものを一括でご説明させていただきます。 

それでは、本日配布のA3のダイジェスト版イメージ図にてもう一度ご説明いたします。左側には、平成19年

２月に制定いたしました「奥州市民憲章」を記載しております。この市民憲章が掲げる３つのまちづくりの理

念は、奥州市が、永遠に美しく、豊かに発展し、市民が幸せを実感できるまちを願い定めているものであり、

普遍的なまちづくりの目標というかたちにしております。右側には、策定しております、総合計画基本構想を

まとめたものとなっております。次期総合計画においても、めざすべき都市像を「地域の個性がひかり輝く自

治と協働のまち奥州市」をめざすべき都市像に掲げております。このめざすべき都市像を実現するため、「まち

づくりの目標」として、２つの戦略プロジェクトと６つの大綱を定め、まちづくりを進めていこうとするもの

でございます。 

戦略プロジェクトの１つ目は、「人口減少対策プロジェクト」としております。若干説明になりますが、人口

規模が全体的に縮小するとともに、とりわけ、生産年齢人口が減少し、人口構造が大きく変化することが見込

まれています。平成22年に人口の６割ほどであった生産年齢人口の割合については、平成52年には５割程度ま

で低下し、各地域において労働力の不足、それに伴う生産量の低下が懸念されます。また、地域の人口減少に

ついては、地域経済の衰退等につながる可能性がありまして、特に子育て世代の減少は、地域の消費を減少す

るということも懸念されます。地域経済の縮小に伴い、税収等の落ち込みが予想されますし、さらに高齢化に

伴い社会保障関連経費等の増加が見込まれる一方、人件費及び公債費等、歳入の減少に応じた削減が厳しく、

市の財政が硬直化してしまうといった恐れがあります。このような現状を受け止めつつ、新しい時代に対応し

たまちづくりを進めるためには、「安定した雇用と新しい産業の創出」、「出会いを通じた結婚支援、子育て環境

ナンバーワンへ」。「体験を通じた新たな奥州ファンの開拓」、そして「地域愛の醸成と、安心・安全に生活でき

る個性豊かな地域社会の実現」といったものに取り組む必要があり、戦略プロジェクトのひとつとして掲げた

ものです。 

もうひとつの戦略プロジェクト、「ILCプロジェクト」です。ILCの建設には、世界の研究者や技術者が携わる

とともに、運用時には、世界の国際研究機関等が集積する一大研究拠点が建設地周辺に形成されることが見込

まれております。その波及効果を地域産業へ生かす取り組みが必要となりますし、またILCが実現しますと、世

界中から研究者等とその家族が訪れます。この方々が安心して生活できる環境の整備を進めることが必要であ

り、そのための、地域の国際化やグローバル人材の育成に向けた取り組みが今後必要となると見込まれており

ます。市では、本年４月に「ILCまちづくりビジョン」を策定し、様々な分野との連携を視野に具体の取組みを

挙げております。これらの取組みを現在策定している総合計画においても着実に取り込み、推進していきたい

と考えております。 
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これら２つの戦略プロジェクトは、従来の計画では分野ごとへの集中投資という考え方でしたが、これらに

ついては分野横断的な取組みによる相乗効果を期待しているものです。 

次に、基本計画の大綱です。大綱は、６つの分野から構成しております。 

１つ目は、市民協働、文化、スポーツ分野です。ここでは、「 みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」

を目標に掲げまして、取組みを進めたいと考えているものでございます。 

２つ目は、教育分野です。ここでは、「未来を拓く人を育てる学びのまちづくり」を目標に掲げまして、取組

みを進めたいと考えているものでございます。 

３つ目は、健康・福祉・医療分野です。ここでは、「健康で安心して暮らせるまちづくり」を目標に掲げまし

て、取組みを進めたいと考えているものでございます。 

４つ目は、農、商、工業の分野です。ここでは、「豊かさと魅力のあるまちづくり」を目標に掲げまして、取

組みを進めたいと考えているものでございます。 

５つ目は、市民環境分野です。ここでは、「環境にやさしい安全・安心なまちづくり」を目標に掲げまして、

取組みを進めたいと考えているものでございます。 

６つ目は、都市整備分野です。ここでは、「快適な暮らしを支えるまちづくり」を目標に掲げまして、取組み

を進めたいと考えているものでございます。 

以上、２つの戦略プロジェクトと６つの大綱を「まちづくりの目標」と定めまして、めざすべき都市像実現

に取り組んでいこうとするものでございます。 

なお、「まちづくりの目標」を実現するための手段として欠かせない事項を「まちづくりの進め方」というこ

とで位置付け、下のほうに記載しているところです。 

１つ目に、「市民参画と協働」の推進です。市民参画、各種団体との協働で地域力を引き出し、公共分野にお

ける民間参入の拡大を図っていく必要があります。また、従来の補助・給付制度を見直しまして、地域を創生

させる事業に取り組む、個人、団体、企業への支援や将来を担う人材育成への支援を積極的に促進し、市民参

画と協働の推進に取り組んでいこうとするものでございます。 

２つ目は、「財政基盤の確立」です。優先度の高い事業を「選択」し、「集中投下」する経営手法に取り組む

とともに、公共施設等の集約・縮減を基本としながら、長寿命化や維持管理に必要な財源確保に努める必要が

ございます。 

３つ目に、「公共施設の適正配置と維持管理」です。公共施設等の総合的な管理計画を策定したしまして、公

共施設の適正配置と維持管理コストの縮減に努めていく必要がございます。 

最後に４つ目、「広域的連携の推進」です。国・県さらには県南地域の市町との連携を深めまして、様々な課

題に対応しつつ、地域住民のいのちと暮らしを守りながら、圏域全体の活性化を図っていきたいというふうに

考えております。 

この４つの柱建ての進め方をもって、まちづくりの目標を行い、目指す都市像の実現に向けて取り組んで行

こうというもので、ダイジェスト版を作成したものでございます。この考えを盛り込んでございますのが、事

前に送付させていただきました。「奥州市総合計画基本構想（骨子案）」でございます。 

はじめに、本骨子案作成の経緯について若干ご説明します。 

これまで、総合計画の策定にあたっては、総合計画が行政計画であるため、行政主体の計画として位置付け

られており、市民の意見をどの様に反映したかが不透明であったのかな、と感じております。 

そのため、今回の新たな総合計画策定にあたっては、市民意見、特にも審議会委員皆様のご意見を確実に計

画に反映させながら計画策定を行うことが、市民参画と協働のまちづくりの推進を掲げます奥州市の方針に沿

うものと判断いたしまして、今回骨子案としてご提示しているものであります。それでは、１ページをお開き

願います。 

１ページには、この骨子案の位置づけを記載しておりまして、本骨子案は「最初のタタキ台」として位置付
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けるものであり、今後、骨子案から「素案」、「原案」、「最終案」という流れの中で、市民意見などを反映しな

がら段階的に内容を充実していこうとするものでございます。具体的には、本日、委員の皆様に本骨子案を説

明後、「方針」について決定をいただきたいと考えております。なお、不足する部分や委員皆様からの意見を反

映した後、「素案」といった形へ作り込んでいきたいと考えております。この素案と後日分科会においてご検討

いただく基本計画の体系図を持って、市民参加の機会ともなりますパブリックコメントや、市政懇談会、地域

協議会などへ順次説明をし、計画に対しての意見をいただいていこうとするものでございます。なお、いただ

いた意見は、市において集約したのち、計画への反映については審議会でご検討をお願いしたいと考えており

ます。その後、市民意見を反映した原案をもって、地域協議会への意見聴取の手続きを行い、最終案として、

市から審議会に対し諮問を行います。審議会において内容を検討した上で答申を、最終的には議会において議

決をいただき、成案としたいと考えているものでございます。 

続いて２ページをお開き願います。ここでは、「計画策定の趣旨」といたしまして、前段では、全国の情勢で

もございます人口減少社会による影響を述べております。特にも人口減少に伴う人口構造の変化におきまして

は、どの様な影響が生じるかといったものを記載しております。 

そのような状況を踏まえ、今後、自治体における役割、そして、住民の意識改革等など記載した後に、奥州

市の地域社会を構成する様々な「力」を結集しながら、めざすべき奥州市を協働の理念をもって、創りあげて

いくことを記載しているものです。 

次に３ページでございます。「総合計画の構成と計画期間」を記載しております。この部分につきましては、

先の第２回総合計画審議会において、策定の基本方針をご説明しておりましたが、この部分を改めてご説明い

たします。 

次期総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３階層で構成します。その上で、はじめに基本構想です。

基本構想につきましては、各種施策や事業における「基本理念（将来像）」として位置付けられるもので、現状

とまちづくりの課題を明らかにし、長期的・広域的な視点から「めざすべき都市像」とまちづくりの基本方針

としての「施策の大綱（まちづくりの目標）」などを定めたものとなります。市の計画的な行政運営を行うため

の指針となります。この基本構想の計画期間につきましては、平成29年度から平成38年度までの10年間となり

ます。 

次に基本計画です。基本計画は、「基本構想」に掲げるめざすべき都市像を実現するための基本的な施策方針

を示すもので、大綱ごとに具体的な施策方針・主要事業及びめざす目標として社会指標といったものを明らか

にしたもので、計画期間は、前期の基本計画を平成29年度から平成33年度の５年間、後期の基本計画を平成34

年度から平成38年度の５年間と位置付けるものでございます。 

最後に実施計画です。実施計画は、基本計画で示された基本的施策を具体化するため、毎年度の施政方針・

教育行政方針・予算編成方針及び事業実施の指針となる事業計画を示すものとなっております。計画期間は、

基本計画と同様平成29年度から平成33年度までの５年間としながら、行政評価制度による進行管理と併せ、次

年度以降は３年を単位として毎年度計画の具体化について見直すことということにしたいと思っております。 

４ページをお開き願います。ここでは「市の現状と見通し」といたしまして、人口と世帯、年齢別人口、さ

らに土地利用について記載しております。なお、●印やアンダーラインの箇所につきましては、昨年調査を行

いました国勢調査の結果が、現時点で速報値として総人口しか公表されておりません。そのためこのような標

記としておりますが、総務省のホームページでは、本日午後２時30分頃公表されるということでしたので、会

議終了後に確認し、順次●印やアンダーラインの箇所につきましては記載して報告させていただきたいと考え

ております。 

次に６ページをお開き願います。ここでは「まちづくりの課題」を記載しております。はじめに「奥州市の

課題」といたしまして８つの項目ごとに記載しております。 

①の人口減少に対応したまちづくりの課題と②のILCの実現に向けたまちづくりの課題につきましては、先程、
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ダイジェスト版において説明いたしました「戦略プロジェクト」を掲げた理由ともいうべき課題を記載してお

りますので、３つ目以降からご説明します。 

６ページから10ページの上段まで③の「協働社会の形成と生涯学習・スポーツ推進」から⑧の「都市環境の

整備」までは、それぞれ現行計画が掲げます大綱における現状と課題を記載しております。時間の関係上全部

をご紹介することを控えさせていただいて、10ページ中段の（2）市民の意識から見たまちづくりの課題、とい

った部分をご説明させていただきたいと思います。この部分につきましては、昨年８月に実施しております市

民アンケートの結果から記載しているものです。 

はじめに、①の「奥州市の暮らしやすさ」です。市民アンケートの結果によりますと、市民の半数（58.8パ

ーセント）以上が奥州市は暮らしやすいと感じています。その理由として、恵まれた自然環境、地域コミュニ

ティにおける良好な人間関係・近隣関係、買い物の便利さといったものが挙げられています。反面、暮らしに

くい理由として挙げられているのは、まちの活気のなさ、交通の不便さ、安心して受診する医療機関がないと

いった点でありまして、これらの点を克服する施策をいかに展開していくかといったことが課題であるといえ

ます。 

次に11ページでございます。②の「これからのまちづくり」です。分野別の満足度と重要度に関するアンケ

ート、これも市民アンケートですが、その結果によると、現状の暮らしにおいて、環境保護、ごみの減量化、

リサイクルの取組といった自然・生活環境の保全及び維持に関する項目や、防災、防犯など安全・安心な暮ら

しに関する項目は、重要度、満足度ともに高いと感じる市民が多い結果となりました。反面、医療サービス、

高齢者介護福祉、地域における雇用の確保などに関しましては、市民が感じる重要度は高いんですけども、満

足度については不満とする回答が多く、これらの項目については、市民ニーズを踏まえて重点的に資源を投入

するなどの取り組みが求められていることが分かりました。 

最後に③の「市民参画意識と活動状況」です。市民参画意識のアンケート結果では、町内会など地域活動に

対する参画の意識は高いものの、積極的に市政へ参画したいとする回答は必ずしも多くないという結果でした。

また、市民活動への参画状況については、全般的に若年層が少なく、比較的高い年齢層が、その活動を支えて

いるという現状があります。市民や各種団体、行政など地域社会を構成する方々のさまざまな力を結集し、ま

ちづくりを進めるためには、様々な取り組みによって、市民が幅広く市政に参画できる“土壌”といったもの

を整えるとともに、積極的な情報発信に努めるなど、市民が市政に関心を寄せるような取組みを進めていくこ

とが必要ということが、アンケート結果から分かったところでございます。 

続いて12ページをお開きください。12ページから最後の15ページまでにつきましては、先ほどA3のイメージ

図、ダイジェスト版のイメージ図において説明したところでございます。その部分を分かりやすくイメージし

たものが12ページに記載しております「めざすべき都市像」の部分でございます。そのめざすべき都市像を実

現するための「まちづくりの目標」を記載しているものです。この部分について、後段は先ほど説明した形に

なりましたので、以上でダイジェスト版及び基本構想骨子案の説明を終わりますが、本日は、この基本構想の

骨子案の方針についてご審議ご決定いただき、その後、素案、原案と策定を進めてまいりたいというふうに考

えているものでございます。 

骨子案の説明の次には、総合計画策定のスケジュールをご説明いたします。左側から市内部の庁内組織、続

きまして、本日ご審議いただいております審議会、審議会も全体会と分科会と記載しております。次に市民参

加としたしまして地域協議会、パブリックコメント、市政懇談会、最後の右側に議会という形でスケジュール

を構成して作成しているものでございます。庁内組織部分につきましては説明を省略させていただきまして、

本審議会の全体会と分科会の部分を若干ご説明いたします。まず全体会の部分でございます。本日、基本構想

骨子案の検討をいただきまして、その方針の部分について、ご審議ご決定いただければと思います。その後、

それらのご意見を踏まえて庁内で内容精査したものを11月中旪には素案という形でして皆様方に内容のご検

討・ご意見のとりまとめをお願いしたいと考えております。なお11月中旪の下段にございます基本計画体系図



8/17 

案の決定につきましては、分科会で検討いただいたものを、全体会で決定していただきたいというものでござ

いますので、分科会のところでもう一度説明いたします。この素案が出来次第、市で取りまとめたものを市民

参加の機会を設けまして、さまざまな意見を頂戴したいと考えております。11月下旪から12月中旪にパブリッ

クコメント等の市民参加の機会、というふうに考えておりましたので、12月下旪にはその意見をまとめ、１月

の上旪には全体会でその意見の検討、更に基本構想原案の検討も行いたいと考えております。さらに基本計画

の部門別の案を検討していただくということも、この全体会で確認していきたいと考えております。最終的に

はそういった意見を踏まえながら、２月上旪には市のほうから最終案の検討、諮問をさせていただき、２月中

旪には答申という流れを考えているものでございます。 

続いて右側の分科会です。本日は分科会の役割をご説明し、先ほど課長からご説明したとおり分科会長等の

役割分担を決めて頂きたいと考えております。市から基本計画の体系図または部門別計画案といったものが送

付され次第、その中身の検討なりに入っていただければと考えております。概ね11月中旪には体系図の検討・

決定までできればと考えておりますし、部門別計画の中身の部分についてはさらに検討を重ねていきたいと考

えております。概ね11月下旪には部門別計画の検討取りまとめを行うんですが、様々な市民意見ということが

考えられますので、そういった意見の取りまとめにつきましては随時ということで、12月下旪まで想定してお

り、そこを目途に進めていただければと考えております。 

 以上で骨子案・スケジュールの説明を終わります。よろしくご協議願います。 

（瀬川巌会長） 

以上資料に基づいて、基本計画骨子案等の説明があったわけですが、このことについてのご意見ご質問があ

れば頂戴したいと思います。 

（若生和江委員） 

環境市民会議の若生と申します。まず１つ目質問、５ページの地目別面積のところについてです。その他の

部分の面積がかなり広くて構成比が５割となっていますが、これほど大きいその他とはなんでしょうか。また

山林原野が一緒の項目となっていますが、森林の利活用とその原野の部分、手つかずで原野が増えているとい

う状況があったりすれば、別々に見ることで今後の利活用の課題とか対策が見えてくるのではないかと思うの

ですが、これは前回の計画も一緒だったのでこうなっているのか、意味があるのかとかその辺を詳しくお伺い

したいと思います。 

あと意見です。１つ目６ページのところ③協働社会の形成と生涯学習・スポーツの推進の部分、１つ目の・

の市民憲章を理念とする部分、今後普及啓発活動に力を入れていきたいと思いますよということがここに記さ

れておりますが、本当にまちづくりを進めて若い人たちが奥州市に定住をしたり、よそから来て仕事をしなが

らここで暮らしていくためには、普及啓発からもう一歩進んだことが必要ではないかと思っております。今回

の計画のなかには、そのことをきちっと文言で書き込んでいただきたいなと思っております。いろんなことを

こう集って語り合う場であったり、各地区にその核となるような人や活動は生まれているんだけれども、それ

ぞれの課題とかどうしたらいいんだろうという時に、それをきちっとコーディネートしたりアドバイスしたり

という人材が、いま奥州市にはまだ育っていないように思いますので、そういうところをどうしていくのか、

中の力外の力どういうふうにしていくのかとか、その辺のところが計画に書かれると実施に移しやすいのでは

ないかと思います。それについてなんですけど、昨日実はダム水源のほうの会議があって、そのときに全国各

地から胆沢ダムのところを見に来て、カヌー会場になったところを見て、皆さん一同に、本当に素晴らしいと、

ここがいろんな研修の場になるのにぴったりですねと。だから単なる観光というものだけじゃなく、何かを学

んで体験して帰る場の、カヌーのメッカ、あとは伝統文化のメッカみたいに、奥州市の個性輝くというところ、

旧５地区にそれぞれ個性がすごくあると思うので、その学ぶところというのが地区にないだけではなく、外か

ら来て奥州市に学んで、ここの物を食べて、どこに泊まってっていう流れができるように、つながるような文

言を書き込んでもらうとうれしいなと思います。 
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それから、８ページのところの林業のところなんですが、林業の中では確かに材がなかなか売れづらかった

りという問題があって、すごい資源があるのに利活用できていない部分を、少し具体的に書き込めないかなと。

例えば地域ごとの森林計画を立てて森林組合がすることのほかに、自分がもっと山を何とか自力で整備して、

その木を売ってお金に換えれるような、そういうことをしたいという若い人達も結構いま、いますので、もう

ちょっといまの現状から何とかなりそうなところも書き込んでもらえるとうれしいなと思いました。 

最後にもう一つ。13ページのところの１番目の人口減少対策プロジェクトのところに、いま言ったみたいな

ところの、観光資源と１次産業を別々ではなく、そこをつながるよう、そこに学びが加わるような、そういう

部分が何かちょっと入ると、いま言ったことが分かりやすく伝わるのかなと思いました。以上です。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございます。なお分科会等を通しながら、より詳しいお話を。いま骨子についてお話頂戴しまし

たけど、より内容の濃いお話は分科会を通しながら。市の担当者も付き添いますので、いろいろご提言をいた

だけるかと思います。その他ございませんか。 

（小野寺敏光委員） 

いまのでたぶんご意見も聞けると思ったのですけど、いまの資料だけですと漠然とした基本構想案だけ提示

されてますよね。これをタタキ台にして協議しなさいと言われましてもですね、文言の足したり引いたりとい

う感じに行きかねないような気がします。基本計画案のようなものが同時に出されまして、ある程度輪郭が整

った基本計画案と整合性と取りながら進めていかなければ、この基本構想案についても議論の深みを帯びるこ

とができないんじゃないかと思います。一刻も早く基本計画案を出して欲しいし、恐らく完璧なものがまだで

きていないとおっしゃるんでしょうが、完全じゃないものが私たちは欲しいです。ぜひ出していただきたいと

思います。併せまして、いつ頃出せるのか、ぜひお聞きしたい。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございます。いまのご提言について、事務局に回答していただいたほうがよろしいですか。ご提

言頂戴したと、それを事務局で正しく受け止めます、という状況でよろしいですか。 

本日はご案内のとおり、骨格骨子ということで、より具体的なものよりも、基本的にこの計画を策定するに

あたって、こういう考え方で基本構想を策定しています、そういう方向で策定いたします、の段階での協議だ

としております。したがって、不十分な部分より具体的な、若生さんおっしゃったようなことを、皆さんいろ

んなことをお考えになっていることと思います、発言するしないにかかわらず。そういうことについては、よ

り詳しいことの肉付け、あるいは血の通った、市の想いといったようなことについては分科会とか、いろんな

場面を通しながらより納得のできる計画を立案する方向に持って行ったならば、とだけ思いますので、その辺

ひとつご理解を頂きたいということと、今日はおっしゃるとおりいろんな問題抱えながらも、例えば今日の資

料にあります１ページの骨子案の位置づけということで、今日は骨子について説明あったわけです。とりあえ

ずいろんな資料に基づいて総合計画の構成はこうです、基本的にはこうです、現状はこうです、あるべき姿は

こうです、と資料で説明あったわけです。したがっていろんな問題を抱えながらの今日の資料だと思います。

したがって分科会などを通しながら、繰り返しますが皆さんの思いを十分反映させて、皆さんが納得のできる

ような計画を策定するんだ、という方向にこの会が進んで行けばいいなと思ってございます。その他ございま

せんか。 

（三浦清司委員） 

前沢の三浦でございます。この基本構想のなかの「地域の個性が光り輝く自治と協働のまち奥州市」と、こ

れは前からそれで進んで来たわけですけど、これからもこれを実現していくためのいろんな施策をしていかな

くちゃいけないと思うんですが、やはりこのキャッチフレーズがものすごく良いもんですから、これを前面に

出して、そして奥州市の魅力というふうなものを高めていかなくちゃないと思うんです。ただ、市長さんにお

伺いしたいんですが、やはり協働というものですと、職員をこれからどのように減らしていくのか、減らして
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いく計画のようですけれども、本当にこのような事業を進めていくのに、職員を減らしていった場合、地域と

自治との協働というようなものが果たして本当にうまくいくのかなと。そういうふうに思っております。地域

協議会、振興会なんかも一生懸命になって地区センターなんかも頑張っておりますけれども、やはりさっきも

若生さんがおっしゃったように、若い人たちの参加がどうしても少ないというようなことになってきますと、

なかなか事業推進していくのに難しいんじゃないかなと、このように思っております。ここの中に、町内会な

んかの参加があるけれども、今日わたしテレビで見てましたら、八戸市で町内会に加入している割合が58パー

セントだそうです。四十何パーセントは入っていない。それでこれをどうするかというようなことで、いろい

ろ町内会事業も人が集まらないもので苦労していると、地域づくりのために苦労しているようです。私たちの

ほうも、町内会には加入はしているけどもやはり参加が少ないということです。そういうことをどのようにし

ながら、町内会が一つの基本になるものですから、そして地域、というようなことになりますので、やはりそ

ういうふうなことをするのに魅力づくりをしていかなくちゃいけないなと思っておりますし、この前もお話し

ましたように、奥州市全体の魅力づくりを、この基本構想の中で進めてもらわないと、なかなか奥州市が陥没

してくるような感じがするんです、極端なことを言うと。例えばですけど、この間被災地の方々が内陸のほう

に県のほうで住宅を、災害復旧のを建てるというふうなことが発表なりました。そこの中に、被災地の方がど

こに住みたいか、というふうなことが出てくるんじゃないかと思ったんです。そしたら盛岡が四百なんぼと一

番多かった。で北上、一関も多い。奥州市は12戸と出てました。やはり奥州市に行って住みたいな、というよ

うなまちづくりをしていかないと。一番少なかったんですよ。何で奥州市に、環境のいいところに住みたいな

と思う人が少ないんだとろうなと。やっぱりＰＲと、そういうふうなことで奥州市の魅力づくりを、やはり今

度の基本構想の中になんとか入れてもらいたい。そしてそれには予算がからむと思いますので、その辺をひと

つこれからのまちづくりの進める大きな柱にしていただきたいと思います。以上です。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございます。市長さんの名前をおっしゃっていまのご提言があったわけでございますが、ちょっ

とだけお待ちください。廣野委員さんにお話しいただいてから、いまの三浦委員さんの話を市長さんに対応い

ただきます。 

（廣野雅喜委員） 

それでは２点ほど質問といいますか、お伺いします。１つ目は協働のまちづくり、次の10年の展開に入って

いくわけですけれども、現在で何パーセントくらいの目標の達成率かなと。それからもう一つは私の認識不足

なのかもしれないですけど、市の次年度の予算というのはたぶん基本計画・実施計画に基づいて予算化される

んではないかなと思います。確か予算議会というのは12月だったような気がするんです。変更もあり得るんだ

ということであればそうですけども。それが今日のスケジュールを見ると、１月あるいは下手すれば２月を超

えそうな基本計画の決定になりそうなんですよ。その辺の整合性について28年度予算は何に基づいて予算編成

されるのか、その２点についてお伺いしたい。 

（市長） 

皆さんからお話をいただきました部分のところで、ご質問の内容については、人員計画・削減計画に従って

どんどんこう人減らしになっていくと、なかなか市が及ぼす力が弱くなって、地域をリードする人を育てるに

しても、さまざまな地域活動を推進してもなかなか支障が出てくるんではないかというお話であり、職員削減

というふうな部分についての考え方を正すべきではないか、というふうなご意見だったようにお聴き取りをさ

せていただきました。基本的には奥州市合併時で13万、いま12万を割り込むというような部分であるとすれば、

やはり人口に応じた行政の形を整えていかねばならない、というのはどなたが見てもそのとおりの答えが出る

ところだというふうに思うところでございます。職員の定数につきましては、合併当時からにおいては、その

削減のカーブは非常に緩やかなものになっていて、最終的には目標で出しておる部分、というふうなところが

ございますけれども、その目標に近づいているところでございます。その意味におきましては、これまでどお
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り同じ割合で職員が減っていく、というふうな形ではない。ということについてはご理解をいただきたいとい

うふうに思っております。もちろん職員が持つ人としての力、組織としての力というのは、まちづくりに大き

な力を及ぼすというような意味においても、より組織力を高め、そして一人ひとりの職員の力を高めていくと

いうふうな形が、これからより強く求められるということでございますので、こういう部分については総合計

画として文言を入れるということになるよりも、実際問題としては新しく29年度から着手しようとする、行財

政改革に代わる行政経営改革というような形で経営改善をするという部分のなかで職員定数にも触れていくと

いうところでございますので、その上位となる計画として職員の削減が悪い意味で市のまちづくりに影響を及

ぼすようなことがないように十分配慮をしていかなければならないというふうに思っているところでございま

す。いずれ私とすれば、刻々と変化するその内容・状況について柔軟に対応できる組織を作り続けていく、あ

るいは改革・改善をし続けるということが、行政のもっとも正面に立ち向かわなければいけない重要なことだ

と考えておりますので、人が減ったということでまちづくりがなされないようなことがないよう、これは意を

尽くして参りたいというふうに思っているところでございます。 

それから、総合計画の位置づけというような部分で、他市に比べて奥州市の魅力発信が弱いのではないか、

というふうな部分、そのようなご意見として受け取らせていただきました。このことについても、リーディン

グプロジェクトも用意しているわけですけれども、いずれ総合計画基本計画に盛り込める部分についてはしっ

かりと盛り込みをしていきたいと考えているところでございますが、計画倒れにならないような形で対応して

いかねばならないというふうな形からすれば、まずは少子高齢化・人口減少にしっかりと立ち向かうことが出

来る柔軟な組織を構築しつつ、それぞれの地域の力が、形が違えどもその一つ一つが、奥州市発展の原動力に

しっかりとリンクしていく、連携していくというような形こそが奥州市としていま必要なものではないか、と

いうふうに考えているところでございますので、いまの部分、どういうふうな魅力発信があるのかという点に

ついては、先ほど若生さんからもありましたけれども、今回の国体でカヌースラローム競技が行われた、胆沢

ダム下流直下のカヌー競技場は、カヌー競技だけでなく様々な面で活用できる、それはひとつ胆沢の分だ、と

言えばそれまでですけれども、若生さんのお話では、それが各区あるいはそれぞれの魅力発信にできるような

ものを、目をつけ、そして育てていくというふうになれば、そこに住まわれている地域の皆さんも一生懸命頑

張れる材料になるのではないかと、というふうな話として受け取りをさせていただきましたので、そういうふ

うな部分も、これは市民の皆さんとともに進めていくというふうな形になろうかと思いますので、しっかりと

その辺については考えてまいりたいと思います。言えば、人は知らないけどすごいいいものはある、というレ

ベルから、みんなが知っているレベルになって初めて活性化をしていくということでございましょうから、そ

の辺のところは総合計画としてどのような盛り込みができるか考えなければなりませんけれども、着目とすれ

ば地域の個性というその個性が光り輝かせるためにどうするのだ、というふうな発想が必要だ、というふうに

思っております。また三浦さんのほうからは町内会の参加率をおひとつの例としてお話をいただいたところで

ございます。これは八戸市の例であったようでございますが、奥州市としても、都市規模は八戸市よりはやや

小さいですがそれほど変わりない地域だとすれば、町内会参加率がどのくらいなのか、というふうな部分、こ

ういうふうなところについてはしっかり着目していかなければならないということでございますけれども、平

成28年度から始めた地区センターの指定管理化という部分は、すそ野を広げるひとつのきっかけづくりになる

のではないかと考えております。町内会の参加率が悪いというふうな部分で、さてこれをどうするかという部

分については市でもしっかり検討していきたい、というふうに考えているところではございますが、旧態依然

とした運営をそのまま続けていってはなかなか難しいところがあるのかな、というふうに思っております。と

いいますのも一つの例えとして老人クラブの参加率・加入率が下がっているという現状があります。要するに

老人クラブが出来上がったころの老人というふうな考え方・概念と、いまの適齢の方の考え方は全く違うもの

になっているということでございますので、そういうふうな部分からすると、いままでの組織をこれまでも続

けるということではなく、変化に応じた対応をいかにできるかということが、これからのまちづくりに最も重
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要なことなのだろうというふうに思います。他からの評価というものは非常に大きな部分はでございますけれ

ども、何よりも、まずここに住まう住民の皆さんが満足度を上げていただけるようなまちづくりに、要するに

まちづくり・地域づくりに少しでも、ひとつでもかかわっていただけるような、そういうふうな作業を通じて

地域への愛着を増幅していただく、大きくしていただくというふうな考え方がいま何よりも必要ではないかと

いうふうに思っております。 

それから、小野寺さんのほうに。基本構想審議で基本計画がないと、どうも議論がかみ合わないのではない

かというふうな部分で、いつ頃という部分については、先ほど担当からお話をさせていただきましたが、スケ

ジュール表のところで記載しておりますとおり、本日は10月後半ということで骨子案の検討、方向性をご検討

いただきたいということと、併せて11月中旪、今日頂いたご意見も併せて基本構想素案、骨子案から素案とい

うふうに一段上げるとともに、基本計画の体系図等々をこの辺で、基本計画というものの粗々をお示しできる、

そのための準備をしているということで、スケジュールをお示しいたしましたので、その辺になってくると。

今日は骨子となっておりますけれども構想の素案、そして基本計画の案というようなものがおおよそ、粗々で

はありますけれども11月の中旪頃にはお示しをし、そして協議がかみ合うというか、こうであればこうではな

いか、というふうな部分も含めて、ご協議をいただければ根が出てくると思っております。最終的には、今日

決めたから変更ができないというものではありません。ひとつひとつ不具合があれば直していく。で、これで

よかろうか、というようなところまで議論を詰めていただいた状態で、審議会委員の皆さんのご同意といいま

すかご意見、いただきながら諮問に対するお答えをいただき、そのお答えを議会にお諮りし、最終決定をして

いくという手筈でございますので、段々の手続きをひとつひとつしていかないと、議論が前に進みにくい、と

いうふうな部分もあります。決して今日この場でこのことを諮ったからもう後戻りはしないというふうなこと

ではない、というふうな部分でお諮りしておりますので、その旨についてはぜひご理解を頂ければと。スケジ

ュールのほうにお示しした部分で、出来得る限りこのスケジュールどおりに進めていければと、思っていると

ころでございます。 

廣野さんからお話をいただきました、まちづくりの目標達成率というふうな部分については、これはベンチ

マークとして取り上げているものを、正確に客観的にお出しできる部分がない、ということでございますけれ

ども、ひとつの考え方としてぜひご理解をいただきたいのが、地区センター化を進めるということで、江刺の

ほうでは既に合併前から進んでおりましたし、少し形は違うものの旧水沢でも進められていた、これが公民館

方式から地区センター方式に変わり、平成28年度においては16の地区センターが指定管理を標榜し、そしてお

引き受けをいただいたという形からすれば、一定のご理解、結果はともかくとして一定の理解がなければそこ

まで手上げがならない、という部分を考えたときに、みんなで出来ることはみんなでし、不足するところは市

の力を借りながらやっていくのだ、というふうな意識づけはなされているのではないか、なされて来つつある

のではないかというふうに思います。また28年度の予算、及び29年度の予算が結果的にまちづくりに、計画の

部分に対して。あ、何かあればどうぞお話しください。 

（三浦清司委員） 

私、職員のことをしゃべったんですけど、実際商工観光の、前沢には商工観光課というのがいまなくなって

しまったと思うんですが、例えばイベントをやる、そのときに、本部のほうに行政としての人数をなんとかお

願いしたいということで、この間も産業まつり・物産まつりですか、あの時には３人、前沢の役場のほうから

来ていただいたというようなことを言ってましたっけが、まあ３人がいいのか悪いのか判りません。たぶん夏

まつりじゃなかったかと思うんですが、10人くらいなんとか商工観光課のほうでお手伝い願いたいというふう

なことをお話したら、そんなに欲しいべか、というようなことを言われたと。こういうことなんですっけ。だ

から、やはりその辺を、いろんなイベントをやるときには、地域の方々も一生懸命やってくれるわけですから、

行政のほうもそういうのには集中的にある程度職員を派遣してもらうというふうにしないと、なかなか協働作

業というのが、まあ職員がいないから出来ないというわけではないですけど、そういうふうなものがないと、
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思う通りに事業が、そういうイベントだのが難しくなってくるよ、というようなことを係の方々から聞きまし

たので、そういうことがないように、出来るだけそういうふうな、いろいろな大きなイベントがあるときには

支所のほう、本庁のほうからも応援を出して欲しいというような気構えを、担当部長さんだとか担当さんにも

お願いしておきたいなと、そういう意味で職員が減ってくるとなかなか厳しいのかなと感じたわけですから、

その辺を、ご理解をひとつお願いしたいと。 

（市長） 

個々具体の部分については、担当部長から少しコメントあれば説明を致させますが、今回は、例えば国体の

部分について、冒頭でもお話させていただきましたけどかなりの人数を割いて、必要十分とはいわないまでも、

最低限の部分は各競技種目に庁内の人員を割いた、そして成功裏に終えることができたということでございま

す。何も、どこどこの地域であるからこんなに要らないんだ、ということではなく、検討したうえでしっかり

と必要人数を応援に出している、というふうな方向は、間違いなく実行されていると思うところでございます。

いまのご指摘の分については、考え方としての分を、廣野さんへの答弁がちょっと途中になってしまっており

ますので、その部分をお話したあと、商工担当のほうから若干お話を致させます。 

廣野さんのほうに戻ります。28年度の予算あるいは29年度の予算、結局計画を実行するのに予算付けなかっ

たら絵に描いた餅になりますよねと。そうなると常に予算というふうな部分との連携があって初めて計画が出

てくるのではないですかと。そうすると総合計画を第一義の計画としたときに、予算というふうな編成の在り

方自体どうであるのかという考え方についてのご質問だったと思いますので、これについては担当のほうから

お話を致させます。 

各イベントに対する応援の体制の在り方についての、考え方については、担当の部長のほうから答弁を致さ

せます。 

（政策企画課長） 

いまの市長の話のとおりでございますが、基本的に議会の関係でいえば、予算は３月でございます。ただ、

いま市長申しましたとおり３月だからといっていま何もしないというわけではなくて、準備は着々と向けてや

っておりますので、ある程度その仮定をするという形というか、総合計画自体に盛り込まれるだろうというこ

とを、目指しての段階で、いまは準備を進めておいて、あと最後は３月に向かって、という形になるというこ

とでございます。 

それからすみませんが１点だけ、少しマイクをお借りします。若生さんから、骨子案資料の５ページ、土地

利用のその他は何の区分かというご質問を頂きました。その点をお答えしたかったので。この、その他に含ま

れるのは、保安林、雑種地、道路、水路という部分が含まれているということで、恐らく大きくは保安林の部

分で、焼石のあたりが大きく含まれているものと思いますが、資料的にこういうまとめ方のものしか、地目別

の面積は持っておりませんでしたので、これを使わせてもらっているということでございました。以上でござ

います。 

 （瀬川巌会長） 

若生さん、いまの話はとりあえず「分かった」ということにしていただけますか。 

（若生和江委員） 

「分かった」ということにして、後で個別に。 

 （瀬川巌会長） 

はい、とりあえずね、いまの話をキャッチボールしてわかった、ということにしておいていただきたいと思

います。 

そこでですね、会議始めて１時間10分が経ちました。これから分科会もしたいと思います。ついてはですね、

まあちょっとここに座っている人間として僭越なところございますが、今日皆さんにお諮りしているのは、先

ほど説明あった基本構想、このことについて、行政として原案を作って、今日資料としてこういうことを皆さ
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んにご提示したわけです。この示された基本構想骨子案、とりあえず今日、皆さん各論についてのご意見ある

にしても、総論として、この資料に基づくめざすべき都市像、その上にある基本構想、これについてのご理解

とご了解を頂きたいという思いがあるのですが、いかがでしょうか。もし質問あれば、これについてのご質問

を頂戴したいと思います。 

（小野寺純治委員） 

 お時間頂きましてありがとうございます。岩手大学の小野寺と申します。私は奥州市の実態が分からないの

で、この構想の中の議論をさせていただきます。２つありまして１点目、戦略プロジェクトのところの２つの

中身は非常にいいと思います。ただ、１点目の「人口減少対策プロジェクト」という表現が、この中身と合っ

ていないのではないかと。人口減少というのはあくまで結果であって、やはりそうではなくて、このタイトル

にあるような、めざすべき都市像にあるようなものを引っ張ってきて、もう少し積極的なタイトルにしたほう

がいいのではないか。ですからもし減少対策であれば、ここはこういうことをやってって人口減を防ぎます、

っていう話にならなきゃいけないんだと思う。そうでなくて、中身は幸せを実感できるまちづくりって書いて

ますので、それに合ったようなタイトルにされたほうが、よりわかりやすいだろうと思います。これはぜひ、

後でご検討いただければと思います。 

 それから２点目ですけれども、先ほど浦川課長さんのほうから最初のご説明のなかで、協働の精神が徐々に

浸透してきているという話がありまして、新しい構想では、地域の個性が光り輝く、というところに焦点を置

いて進めていきたいという話があったというふうに承ってました。ただ一方で11ページには、まだ住民の市政

に対する参画関心が低いということがあって、そこが大きな課題ではないかというふうに受け取りました。そ

の一方で市長さんから先ほどありましたとおり、地区センター構想を進めていかれると。となると私ども大学

人としては、そうすると住民自治を進めるためには地区センターを通じて、地域の計画を作って、住民が参加

していただいてやっていくようなイメージが出てくるんですけれども、必ずしもこの基本構想の大綱のなかに

はその位置づけがないんですね。ですからそういうものをもしご検討いただければ、私はこの地域というのは

奥州市全体を言っているわけではなくて、たぶん奥州市の胆沢の小山は小山、若柳は若柳、江刺なら江刺の稲

瀬だと、いうようなことを言っているんだろうと思いますので。そういうのが見えるような計画を仕立てたほ

うが、より地域の個性が輝くというところについては、分かりやすいのではないか。先ほど胆沢ダムの話があ

りましたけれども、そういうところに位置付ければ、やはり自分たちのシンボルとして考えられるというふう

に思いますので、その面についてはご検討いただければありがたいな、という２点でございます。以上です。 

（瀬川巌会長） 

ありがとうございます。担当部局、ただいまの先生のご提言については、十二分に腹に据えて、今後進めて

いただきたいと思います。それで、再度申し上げますが、いまの先生のお話などを踏まえて、なおかつこの基

本構想そのものについての、大まかなところと言うんでしょうか、概略的にここに示されております。これに

ついてのご理解を今日しないと。日程的に言いますと先ほど29年度の予算の話、予算の最終時期、編成時期は

いつだ、12月議会じゃないのかとか、いろいろあるわけです。そんなこともあるので、このスケジュールに基

づきますと、とてもとても皆さんのご意見を、議会対策まで含めながら内容を検討しますと、時間的には非常

に制限があります。したがって、今日のところは基本的には、先ほど岩手大学の先生がおっしゃったようなこ

とを、念頭に入れながら、大まかなところでこの、市が示した基本構想について、今日の会議として、皆さん

のご賛成いっぱいということで、このとおりにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（田代良子委員） 

いいとかわるいとか言えばいいんでしょうが。ちょっと理解ができない部分があるのでひとつだけ。ちょっ

と単純な質問ですけど。「地域の個性」というところをもう少し説明していただけませんか。 

（長野耕定委員） 

体育協会の長野ですけど、誠に先生おっしゃるとおりなんですけど、それが奥州市の個性なんだ、という捉
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え方をしないと、なんかバラバラの個性を訴える奥州市だよ、という、この説明聞くと。地域ごとの歴史や伝

統、文化といった個性を生かしつつ、まとまっていくんだ、というふうに読んだら、いずれどこの地域のこと

だってすら、奥州市の個性なんだ、っていう捉え方でこの審議会は行かないと、いつまで経ってもいままでの

お題目と同じ形になっちゃって、いつ「奥州市」の個性ができるんだ、というふうに思う、説明文を見ると。

地域ごとの歴史や文化って書いてあるから、「また地域ごとのが始まるんだな」というイメージを持っちゃうも

のだから。全てそれぞれの個性は、奥州市の個性なんだという、りんごも奥州市なんだ、前沢牛も奥州市なん

だ、という捉え方でいまいるんですけど。もちろん地域の冠し方というのもわかりますけど、そういう説明を

するときにしてもらえればいいかなというだけで、お題目には文句ないですけど。説明がちょっと必要かなと

私は思いました。 

（瀬川巌会長） 

 いま、たまたま田代さんおっしゃったこと、長野さんがおっしゃったこと、まさにごもっともなんです。従

ってごもっともということは、田代さんがおっしゃったことについての解説を長野さんにしていただきました。

そういう考え方もあるわけです。それを総合しながらなおかつこういう表題にしてます。この「地域の個性が

光り輝く」というような、旧５市町村の地域も地域、30の地区センターのそれぞれも地域です。そういうこと

を全て含んだ地域そのものが、地域です。個人の家、田代家も地域のおひとり、構成員です。常盤地区は常盤

地区、水沢区のメンバーでもあり、そして全体でいえば奥州市のおひとりです。そんな意味で、この地域につ

いてはそのように幅のある考えであり、都合のいい考え方を持っていただきたい。何て言うのかな、マイナス

に考えるんじゃなく、前向きに明るく楽しく、ああ奥州市いいなと思うような地域を想定していただいて、地

域ということを考えていただきたい。でないと、ここに住んでるわれわれは何なんだ、とこうなるわけ。全部

後ろ向きの話だけされますと。ですから、この総合計画そのものは、昨日の話をしているんじゃないんです。

今日から明日に向かって奥州市どうあればいいのか。ましてやこの構想は29年度から10年間です。この10年に

向けて、行政当局は原案を作ってる。それを審議にあたってるわれわれが、これに向かってどうあればいいの

か、われわれはやはり原案については敬意を表したい。ひとつそれに基づいて、われわれは明日に向かって、

みんなで力を合わせて、奥州市良かれかし、という方向に進む必要があるのではないか、こういうことでひと

つ。 

（若生和江委員） 

最後にどうしても。分科会になると、それぞれの分野の話になるので、大本のここは大事でないか、という

話はいまなんじょしても。すみません。さっきおっしゃったみたいに、もう江刺だ前沢だって、おらほのこと

だけ言いたい、って意味の地域じゃなくて、俺は江刺なんだけど本気で衣川すげえなと思ったり、胆沢のここ

がいいなとか前沢の文化の推進がいいなとか、やっぱり自分が住んでいる地区以外の魅力も、ようやくこうや

ってお互い見えてきて、そこに我が事のように力を貸したり借りたりする関係が、若い世代の人達に出てきて、

さっき言ったみたいに地区センター単位でもないし、旧５地区でもないし、そうじゃなくて、奥州市としては

動けるけど、奥州市としての魅力を出すためには、来た人がやっぱり、胆沢のこの雪の中でのこのイベントが

いいねとか、前沢のこの山はすばらしいねとか、すごく心惹かれるのがそれぞれのところに心惹かれて、今回

胆沢さ行ったから今度前沢さ行ってみっか、今度江刺さ行ってみるかって、やっぱりそういうふうな意味の地

域の個性が輝く意味だと思うので、決して後ろ向きでなく、いつまで５地区のこと言ってんのよ、っていう段

階に、市民特にも若い人たちはいるわけではなくなってきてるので、ここで地域のことが出るということは、

おらほのことだけ何とかしたいっていう意味で出てるのではないということを、どうしても。終わりです。 

（菅原民子委員） 

時間差し迫ってるのにすみません。わたし胆江森クラブにも入ってるんですけど、親子向けの森林体験では

奥州市なってから各場所を歩いてたんですけど、今年は林務の都合で、本当は衣川だったのに水沢になったん

です。課長の一存らしいんですけど、そこは私は、この各地域が輝くのに、せっかく衣川に行って、衣川にも
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いいところあるんだね、って親子が体験できるのに、何で衣川でなくまた水沢になったのか。それが私納得で

きませんでした。 

（瀬川巌会長） 

いずれ皆さんこのように、熱い想いを持って、今日の会議にご出席していると私は確信しております。発言

しないからといって冷たいわけでもないし、隣町がどうなってもいいと思っている人は一人もいないわけでし

て、先ほど来言っているとおり、奥州市良かれかし、と思う方々がこうしてお集まりです。したがってですね、

何回も言うようですが、今日何もしないでバイバイ、とはどうしても耐えられない。したがって、この基本構

想の方向について、ご賛成を頂きたいと思いますがいかがでしょうか。 

-「はい」の声多数- 

（瀬川巌会長） 

では拍手をお願いします。 

-拍手多数- 

（廣野雅喜委員） 

やはり今日骨子案で、みんなで承認しましたので、出来上がったものについては、やはりこの委員の方々に、

どういう形でか周知して、次の段階に進むようにしてほしいな、という要望です。 

（瀬川巌会長） 

従って今日、ご賛意をいただいたということで、今日の第３回総合計画審議会、全体会議で基本構想につい

てご理解をいただいたということにしたいと思います。そして、この基本構想に基づいて次は、先ほどの資料

にあるとおり、次々とよりきめ細かな、皆さんがご懸念していることが形に現れるような計画書に、これから

進むんだということは当然でございますので、その辺についてのご意見は、今日の分科会をスタートにして、

十分に納得のできるようなご提言をしていただければ、と思いますがいかがでしょうか、よろしいでしょうか。

もう１回拍手して、皆さんを励ましてください。 

-拍手多数- 

（瀬川巌会長） 

それから三浦委員さん、さっきお祭りのことについてのことを申し上げますが、金のあるなしの話じゃなく、

前沢の方の想いが、本庁に来て伝わらなかった、あるいは伝え方、伝わり方、返事の仕方が、ということは、

小沢市長さんの話でもなく財政の話でも何でもないんですよ。私から言わせれば職員の資質の問題です。往々

にして職員の資質の問題が、あたかも小沢市長だとか、奥州市の行政当局の構造改善とか財政再建とか、それ

から具体的な行政執行の中身について、切り替えられて大ごとになっていること部分が多いと思われます。こ

れは職員の資質です。前沢の支所の方の言い方、受け止めた人の言い方、相手を傷つけたり、けなしたり、あ

るいは傲慢無礼になったり、こういったことで人間の感情が、往々にして論理を超えて、理屈を超えてとても

とても嫌な思い。それが支所の問題になったり、人員削減の問題になったりすると私は思っています。これは

そんなこと全然関係なく、職員が前沢の職員も本庁の職員も仲良くして、ともに問題意識を共有しながら、何

とかしてあげたいという想いとか、何とかしてもらいたいという思いを、いずれ仲良くして手を結びあって、

結果としてできるようなことをやるというのは、職員の資質だと思いますので、そのことを持って奥州市全部

悪いとか、小沢市長悪いとかって言わないで、ひとつみんなで頑張って参りませんですか。ということで三浦

先生ごめんね、こういうことでご理解いただきたいと思います。 

（市長） 

すみません、答弁保留なった分は後程担当のほうからちゃんとお話しさせますので。あの、確認だと言われ

た廣野さん、基本構想骨子案の１ページ目ちょっと開いていただけますか。構想策定の流れということで、今

日は骨子案、一応原案としての大方をご承認いただいたということで、次に11月中旪に素案というものがあり

ます。これを揉んでいただく。例えば今日岩手大学の小野寺先生のほうからも的確なご提言もいただきました
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し、皆様から様々なご意見を頂戴いたしました。そういうふうな部分を、次の段階にということで、ひとつひ

とつ重ねて最終的に１月の下旪というふうなものを、ひとつの着陸地点として決定すると。この場面が最終決

定ということになりますので、それまではひとつまずこの構想の骨子案を持って、素案に作成を進めていきた

いということでございますので、これで後戻りなしということでは決してございませんので、その旨はお話さ

れたとおり、われわれも丁寧に進んで参りたいと思いますのでよろしくお願い致したいと思います。 

（廣野雅喜委員） 

沢山の意見や要望が出ましたから、今日骨子案でみんなで承認したから、成案が出来たらやっぱり審議会委

員には、こういう成案で次の段階に進みますよということを、どういう形でか周知してほしいということを要

望したつもりです。 

（瀬川巖会長） 

廣野先生のお話に、市長優しくお答えなったと思います。その方向で、基本構想原案がそのように成長して

いくと思いますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。ということで、ご意見・ご提言、尽きないわ

けではございますが、分科会もしたいと思いますので、全体会は今日は、繰り返しますが基本構想の骨子案の

部分について、多少問題あるにしても、一応ご理解をいただいたということで、この会を閉じたいと思います

がよろいしでしょうか。 

-異議なしの声- 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。それでは次の事項に移りますので、事務当局にマイクを返させていただきます。 

（政策企画課長） 

ありがとうございました。それでは分科会に入る前に、分科会についてはすみません、今日は中身のことと

いうよりはむしろ、分科会長さんを決めていただくための分科会ということになりますけども、中身のことに

ついて、次回でございます。次回の全体会は11月16日を予定しております。後で正式なご案内は差し上げます

が、11月16日の午後を予定したいと思っておりますし、その全体会の中では、本日骨子案を認めていただきま

したので、これを基に作る素案を出させていただきます。また皆さんでこれについて話し合いをしていただき

たいと思います。それから、小野寺委員さんから話のありました基本計画の内容につきましても、16日までに

は皆さんのお手元に渡るようにしておきますので、それをご覧いただきながら、次回16日も全体会と分科会を

開催したいと思っておりましたので、その中で検討を進めて頂ければと思っておりますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

それでは、会長、議事進行大変ありがとうございました。以上をもちまして、平成28年度第３回総合計画審

議会、いったん全体会のほうを閉じさせていただきたいと思います。引き続きこの場でそれぞれ分科会を開催

いたしますのでよろしくお願いします。 

-午後３時32分 閉会- 


