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平成29年度第１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30年１月15日（月） 午後２時 

(2) 場所 奥州市役所３階講堂 

 

２ 協議事項 

 (1) 平成29年度戦略プロジェクトの取組状況について 

 

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 19名 

１号委員 瀬川  巌   廣野 雅喜   小澤 光男   三浦 清司   小野寺 功 

２号委員 髙森 俊文   菅原 繁夫   明神 キヨ子  渡邉 幸貫   昆野 宏彦 

   鈴木 公男   長野 耕定   菊池 典郎   若生 和江   渡部 千春 

３号委員 四戸 克枝   山本  健 

４号委員 行方 啓師   皆本 秋子 

 (3) 欠席委員数 16名 

     １号委員 藤波 洋香   小野寺 敏光  千田 和子   小原 里司   菊地 清子 

２号委員 後藤 元夫   及川 正和   菊池 達哉   井上 建志   田代 良子 

   浅間 光将   菅野 麻里絵  松平 アイ子  菅原 民子   及川 正幸 

３号委員 小野寺 純治 
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議事 

午後２時開会 

１ ＜開 会＞ 

（総務企画部長） 

それではただいまから、平成29年度第１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

沢昌記よりご挨拶申し上げます。 

２ ＜市長挨拶＞ 

（市長） 

改めて皆様ご苦労さまでございます。本当にそれぞれお忙しい時間帯だったのかなというふうに思うとき、

このようにご参会いただきましたことを心から感謝申し上げます。本日は総合計画審議会ということで、特に

戦略プロジェクトということで掲げました、人口プロジェクト、そしてＩＬＣプロジェクトの状況について、

ご説明をさせていただきたいと思います。至らぬところもあろうというふうに思いますし、更にこういうふう

なことがあればよし、などというようなことなどを含めてですね、委員各位からは積極的なご発言をいただけ

れば、というふうに思うところでございます。何卒、よろしくお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 

（総務企画部長） 

本日の会議の目的は、今年度から実施している戦略プロジェクトについて、状況をご説明させていただいた

上で、次年度の方向性について、皆様からご意見をいただければと存じます。 

遅くとも４時には終了したいと考えておりますし、本日の会議の内容については、議事録をおこして、ホー

ムページにて公表してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

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

３ ＜協 議＞  

平成29年度戦略プロジェクトの取組状況について 

（瀬川巌会長） 

それでは早速でございますが、議事に入らせていただきます。本日は事務局より、協議事項が用意されてお

ります。スムーズに進行してまいりたいと思いますので、ご協力を、お願いを申し上げたいと思います。それ

では協議事項、平成29年度戦略プロジェクトの取組状況について、事務局より説明をしていただきたいと思い

ます。よろしくどうぞお願いをいたします。 

（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。 

昨年皆様にご審議をいただき、決定をしました総合計画に基づきまして、市では今年度事業を実施しており

ますが、今年度平成29年度は、初年度ということでございまして、現在事業を実施している最中ではあります

けれども、現在の取組状況について、皆さんにご説明をし、今後に向けたご意見を頂ければと考えております。

資料の１ページ目をご覧ください。 

昨年度策定しました総合計画におきましては、目指すべき都市像ということで、「地域の個性がひかり輝く 

自治と協働のまち 奥州市」を掲げ、２つのプロジェクトを大きな柱としておりました。ひとつは、誇りと幸

せを実感できるまちづくりプロジェクト～人口プロジェクト～でございます。奥州市の人口ビジョンに掲げる

人口目標の達成のために、雇用、それから結婚・子育て、移住・定住、地域愛の醸成、この視点から事業展開

をしていこうとするものでございます。２ページをご覧ください。もうひとつは、世界へ発信するまちづくり

プロジェクト～ＩＬＣプロジェクト～でございます。ＩＬＣを積極的に施策に取り入れ、次世代の人材の育成

や新産業の創出を図るとともに、生活環境の充実を図っていこうとするものでございます。こうした２つの柱

に基づいて実施をしている事業について、本日は説明をさせていただきますし、特にも、人口プロジェクトに

つきましては、国の交付金も活用しながら取り組んでおりますので、その交付金の対象となっている事業につ
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いても、ご説明をさせていただきます。３ページから詳細の事業を並べております。事業については、担当か

ら説明を致させますし、説明の後、ご質問ご意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

（政策企画課企画推進係長） 

政策企画課企画推進係長の千葉と申します。私のほうからご説明をさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。では３ページのほうになります。人口プロジェクトについて、でございます。まずは、ひと

つ目の柱「安定した雇用と新しい産業の創出」についてですが、今年度は12事業を実施しております。ひとつ

ずつ、若干説明をさせていただきたいと思います。１ やる気商業者支援事業。これは、商店街への新規出展

等、商店街活性化のための補助事業です。現在、新規若手創業者２名、飲食店とエステサロンのほうに、新規

出店補助を実施してございます。２ 観光客誘致促進事業。これは、主に国内の観光客向けの事業で、焼石栗

駒ホットラインのスタンプラリー、これは５月20日から11月19日まで実施しております。それから、観光サポ

ーター育成、プレミアムタクシー宣伝、接遇セミナー、地域おこし協力隊の募集、これは12月12日から２月４

日まで募集となっております。これらを実施してございます。３ 訪日外国人観光客受入拡大事業でございま

す。こちらは、主に台湾観光客向けのインバウンド事業で、台湾人監督によるショートムービーの作成をいま

やっております。それから昨年度台湾で実施した奥州フェアを足がかりに、台湾の百貨店と販路開拓に向けた

協議、それからインバウンドの観光客向けに、えさし藤原の郷の体験コンテンツの作成等を実施してございま

す。４ 多言語表記促進事業。これは、民間事業者が行う多言語化対応への補助でございます。現在、２社に

補助を実施しております。その内容は多言語のホームページの作成、それから屋外社名表示作成ということで

補助をしてございます。５ 創業支援事業。これは、地域経済を活性化させる潜在的創業者を掘り起こすため

の事業で、10月28日から12月２日まで、全５回の創業セミナーを開催してございます。こちらは17名が参加さ

れております。６ 中小企業・小規模事業者販路開拓等支援事業。これは、中小企業の新製品開発や販路開拓

を支援する補助事業です。現在、１社の事業を採択しております。内容は、新製品の生産事業でございます。

７ 南部鉄器等技術継承者育成及び独立創業支援事業。これは、南部鉄器の伝統・文化を継承するため、現在

育成中の若手３名の独立に向け、作品の展示会出展等を支援しているもので、人材育成の主体である水沢鋳物

工業協同組合のほうへ補助をしております。８ 伝統工芸技術活用製品販路拡大支援事業。これは、岩谷堂箪

笥組合が行う、箪笥より身近で手頃な「岩谷堂くらしな」製品の販路拡大事業のための事業で、こちらは箪笥

組合のほうに補助をしております。９ ジョブカフェ運営事業。これは、メイプルの地下にある、若年者を中

心とした就職支援サービスを行う「ジョブカフェ奥州」を運営しているものでございます。これは、外部の民

間団体のほうへ委託してございます。10 ブランド牛生産拡大事業。これは、ブランド牛の管内一貫生産、畜

産農家の体質強化及び産地確立を図るための事業で、管内導入肥育体制構築、それから繁殖基盤強化に補助を

実施してございます。補助の主体は両農協となってございます。11 新品種りんご「奥州ロマン」導入促進事

業。これは、奥州の名を冠した新品種りんご「奥州ロマン」普及のための事業で、苗木購入及び改植に補助を

実施しております。こちらも、両農協のほうに補助をしてございます。12 「食の黄金文化・奥州」ブランド

魅力強化・発信事業。これは、市産農畜産物の魅力を向上させるための事業で、市産食材を使用している食の

黄金店のスタンプラリー、それから６次産業化に係る助言・指導、それから市産食材を使った新商品開発・販

路拡大への補助等を実施しております。現在新商品開発の補助のほうは２件採択してございます。 

続いて２本目の柱「出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ」でございます。14 移住・定住

促進事業（不妊治療補助）。こちらは、医療保険が適用されない一般不妊治療のうちの、人工授精と男性不妊治

療に補助をしております。現在15件の補助をしております。なお、特定不妊治療補助等、従前からの事業につ

きましては、別予算の、総合戦略ではなくて、個別の予算で対応してございます。それから結婚・子育て支援

の分野につきましては、ここには１項目しか載せてございませんが、これは総合計画の前の総合戦略策定時に、

新規事業のみを位置づけた関係で、ここには新規の１事業しか計上してございません。総合計画の分野別事業
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としては、他にも行っておりまして、子育て支援事業としましては、例えば子育て支援センターを開設・設置

してございますし、第３子の医療の無料化、それから第３子の保育料無料化等も、別予算のほうで実施してご

ざいます。このほか、予算に表れない事業といたしまして、県の結婚サポートセンター「i-サポ」、こちらのほ

うですね、メイプルのほうに誘致し、設置していただいてございます。 

では、４ページをご覧下さい。続いて、３本目の柱「体験を通じた新たな奥州ファンの開拓」でございます。

15 移住・定住促進事業。これは、Ｕターン・Ｉターン者の定住促進持家取得補助、これは50万円を上限とし

た補助ですが、現在27件の補助を実施してございます。そのほか、移住支援員による移住・定住相談対応、こ

れは主に空き家バンクの相談なんですが、こちらのほう成約は８件となってございます。このほか、移住・定

住基本戦略を現在策定中でございますし、移住フェアのほうに出展して、移住希望者への相談対応を行ってお

ります。なお、この「奥州ファン開拓」につきましては、分野横断的な事業である関係上、３ページのほうで

ご説明しました、１番目の柱、雇用の面の事業と重複する事業がありますが、３ページのほうに計上している

事業については、こちらの方には計上してございません。再掲となる事業は主に、観光対策による交流人口の

拡大の部分、それから市の魅力向上に係る取組などで、奥州ファンをつかむことが、「体験を通じた新たな奥州

ファンの開拓」として他の分野とダブっているものでございます。 

次に、４本目の柱「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」についてでござ

います。16 地域自治組織情報共有等強化事業。これは、各地区センターの地域活動員を対象とした、情報共

有を強化するための研修会を開催したものです。１回目は６月28日に開催、46人の参加、２回目は12月１日開

催で、39人の参加となっております。17 いわて奥州きらめきマラソン運営事業。こちらは、皆様にご協力を

いただき、平成29年５月21日に第１回大会を開催したものです。エントリー数は4,701人。実行委員会に対し、

運営補助を実施しております。18 市民活動支援センター体制強化事業。これは、メイプル地下にある市民活

動支援センターの体制強化のためのもので、２名の職員の雇用、それから団体活動紹介パンフ作成、セミナー

等を実施しております。19 協働の提案テーブル実践事業。これは、市民提案型協働支援事業に対する補助事

業です。現在までに４回の審査会を開催して、21事業を採択してございます。20 災害対応強化事業。これは、

安心・安全な地域づくりのための事業で、本年度はハザードマップを作成しております。21 学習支援事業。

これは、地域理解促進のための事業で、小学校３年生を対象とした副読本「わたしたちの奥州市第４次改訂版」

を作成しております。それから、岩手大学との古文書整理についての共同研究契約を締結してございます。22 

ライフステージに応じた学習機会提供事業。これは、生涯を通じた学習支援による、人づくりのための事業で、

子育てひろば、家庭教育講演会、寺子屋・かぜの子学級等を実施してございます。なお、平成29年予算の欄が

千円単位でございました。すみません記載が漏れておりましたが、千円単位ですので、ご了承願います。予算

の合計につきましては、平成29年12月１日現在で、２億4,492万４千円となってございます。あと、備考欄には

担当課を記載させていただいておりました。 

続いて、５ページのほうをご覧下さい。続いては、ＩＬＣプロジェクトとなります。ＩＬＣプロジェクトに

つきましては、関係機関と連携して実施していることから、各実施機関で予算措置しているもの、市の事業で

あっても予算の切り分けができないものがあり、平成29年度予算欄が空白のものがございますことを、ご了承

ください。こちらのほうも、単位のほうが抜けてございました。千円単位となってございます。申し訳ござい

ません。 

まずは、「１ 地域産業振興に向けた行動指針 安定した雇用と新しい産業の創出」についてです。こちらは

４つの事業を行っております。１ 地域企業の競争力強化支援。これは、市が雇用している産業支援コーディ

ネーターが企業を訪問し、ＩＬＣ関連産業への参入も視野に入れた助言や制度紹介等を実施しています。その

ほか、ＩＬＣ関連産業への参入に向けた企業向けのセミナーを、11月９日に開催してございます。こちらは、

91名の参加をいただいておりました。２ 質の高い農畜産物の周知と生産の拡大。これは、地域おこし協力隊

が市産農畜産物の情報発信を行っているほか、現在進行形なんですが、来月の事業なんですけれども、おやつ
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フェスティバル、これは２月３日の開催予定、それから料理コンクール、これは２月17日の実施予定ですが、

これらを予定しております。３ 観光地及び伝統文化の多言語情報発信。これは、市で雇用するＩＬＣ国際化

推進員による、在日外国人の視点で奥州市の観光地や文化を紹介する動画情報「Oshu For You」を配信してお

ります。現在ホームページ上で17本を公開中でございます。４ フリーで使用できるWi-Fiスポットの整備。こ

のWi-Fiスポットの設置は、平成27年度に国の補助事業を活用して実施したもので、藤原の郷、水沢駅、水沢江

刺駅のほうに設置してございますが、その運用につきましては、藤原の郷、それから観光物産協会のほうで実

施していただいております。 

次に、「２ 多文化共生の推進と快適な生活環境向上に向けた行動指針」です。５ 生活習慣情報の発信。こ

れは、ホームページで生活習慣情報を発信しております。県の事業として岩手県公式ホームページ内に「English 

Information」というもので公開しておりますほか、奥州市国際交流協会さんのホームページのほうでも、生活

情報を発信していただいております。６ 外国人の医療受付の利用支援。これは、奥州市国際交流協会さんに

よる医療通訳派遣、12月の実績で15件となっておりますが、それと県央消防指令センターによる１１９番通報

の英語通訳システム導入、これは平成29年の10月からですが、実施されております。１１９番通報のコールセ

ンターは東京にございまして、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語には24時間対応しておりま

す。７ 外国人ママサークルの事業の充実。これは、外国人の母親同士の交流活動の充実、及び日本文化体験

学習の強化を実施していただいております。現在は月１回程度の開催となっております。８ 多様なメディア

を活用した多言語による情報発信。こちらは、奥州エフエムの多言語通信局、これは月曜から金曜の16時半か

ら放送されておりますが、こちらのほうでくらしの情報を発信しております。言語は、やさしい日本語、中国

語、英語、韓国語、タガログ語で、日替わりで放送してございます。９ 行政情報や生活情報に関する多言語

化。これは、市の広報誌を要約した多言語情報紙を希望する定住外国人に対し毎月郵送しております。また、

ＩＬＣ観光マップの作成も行っておりますほか、人口プロジェクトの方でご説明させていただいた多言語化表

記ということで、案内表示板等の多言語化への補助を実施してございます。 

続いて、「３ 次代の人材を育成できる国際教育都市に向けた行動指針」でございます。10 国立天文台を活

かした科学教育活動の推進。これは、国立天文台と市の共催で、天文に関する出前授業を実施しているほか、

「銀河フェスタ」、これは８月19日に開催しておりますが、こちらで天文台公開を行っております。11 科学体

験研修。これは、中学生の体験学習として、ＫＥＫやＪＡＸＡ等を訪問しての研修を実施予定でございます。

12 地域学習の推進と人材育成。こちらも、人口プロジェクトの方でご説明させて頂いておりますが、学習機

会提供事業と一部重複しておりますが、地域文化の相互理解促進のため、地域文化を伝える人材を育成してお

ります。13 児童生徒の英語教育の推進。これは、昨年夏に「イングリッシュキャンプ」を開催しております。

８月８日に水沢地区センターを会場に開催しておりまして、51名が参加しております。今回は、ＡＬＴと呼ば

れる外国語指導助手を活用したこともあって、経費は発生してございません。ＩＬＣにつきましては、以上の

13事業を今年度実施してございます。 

最後に７ページでございます。こちらは、人口プロジェクトに関しましては、そのベースになったものが、

平成28年に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」でありまして、その事業に係る費用の一部は、国の

補助を活用しておりますことから、平成28年度の結果等についてご説明させて頂きたいと思います。事前に皆

様にお送りさせていただきました資料には、平成28年の実績額しか載せておりませんでしたが、本日は、平成

29年度の予算と対比できる表に差し替えさせていただいております。大変申し訳ございませんが、本日の資料

は皆様のお手元に先にお送りしていたものと若干、表の欄が増えております。平成28年度は、合計４つの事業、

ローマ数字で書いた事業が国の事業に採択されておりまして、それぞれ、採択された事業ごとに指標を設定し

てございます。ですので、例えばこの表のⅠの地方創生推進交付金「地域産業事業」、これは大きなくくりの事

業として、８つの個別事業が入っておりますが、右側の二重線で引かれたところより右側の欄になりますが、

Ⅰの事業全体で、３つの指標を掲げて事業を実施している、というもので、その行で対応していることではな
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いということをご理解いただければと思います。これらの事業につきましては、仕事が人を呼び、人が仕事を

呼ぶ好循環を確立させ、地域の人口減尐に歯止めをかけるためのもので、その４つの大きな事業の中に、個別

の具体事業を位置づけ、指標の目標達成に取り組んだところでございます。地方創生推進交付金の「地域産業

事業」につきましてですが、交付対象事業の名称のところに数字が入っているものについては、これは３ペー

ジ・４ページのほうにございます、人口プロジェクトと同じ事業名を計上しております。これは28年度から継

続して29年度も引き続き取り組んでいるということでございます。５の総合的企業立地促進事業、こちら28年

度は首都圏企業立地説明会、展示会の出展等を実施しておりますが、交付金事業としてはこの年だけにエント

リーしておりまして、企業立地の促進事業につきましては個別の予算で実施しておりますことから、総合計画

の中の人口プロジェクトのほうには29年予算額は入ってございません。ただし、こちらは個別に継続はしてご

ざいます。それから６の(Ｈ29)台湾との交流を核とした地域活性化事業とありますが、こちらは下の欄、ナン

バー15から17に計上しておりますが、Ⅲ地方創生加速化交付金「台湾との交流をきっかけとした稼げる地域の

創造」、この地方創生加速化交付金、ⅢとⅣにつきましては単年度の補助であることから、この台湾の分につき

ましては、この６のところで、交付金ベースで800万の申請をしてございます。 

それからⅡ地方創生推進交付金「協働のまちづくり推進事業」につきましてですが、７の地域ビジネス推進

事業、奥州イメージアップ事業に取り組んでございましたが、29年度は移住定住のほうで奥州イメージアップ

事業を実施しております。そのほかの部分につきましては、平成29年度も引き続き実施してございます。 

Ⅲ地方創生加速化交付金「台湾との交流をきっかけとした稼げる地域の創造」は、先ほど申し上げましたと

おり、６のほうに移行しております。ただし、こちらの事業につきましては、平成29年度単独事業でやってい

る部分、それから地方創生推進交付金及び東北観光復興対策交付金事業で実施しておりますので、３ページの

ほうで合計しますと、4,950万の事業費、予算ベースでこの事業費となってございます。 

Ⅳ地方創生加速化交付金「食の黄金文化・奥州」ブランド魅力強化・発信事業でございます。こちらのほう

につきましても、加速化交付金が単年度で終わりでしたので、この年は資産食材を使用する飲食店等の認証、

６次産業化商品化のための補助及び助言・指導、首都圏在住若者の集い、それから奥州ブランドＰＲ動画の作

成等実施しておりますが、平成29年度は単独事業として1,040万の事業を実施してございます。 

それで、指標のほうについてなんですけれども、それぞれこれらの事業をやったことにより、毎年度の事業

目標を国のほうに提出しておりまして、Ⅰの地域産業事業につきましては、その取り組んだことによって、こ

れぐらいの製造品出荷額の増加がある、それから創業等の相談がある、起業を含む就業者があるだろう、とい

うことで目標を設定したのですが、製造品出荷額につきましては、事業を実施してからその成果が出るまでに、

その期間が短かったために、今回は目標に届かない状態になっておりましたし、相談対応件数につきましても、

100件を見込んだのですが、30件に止まった状態でした。起業を含む就業者数につきましては、創業の部分で３

名、プラス起業立地に伴う新規就職ということで、合計16名の成果が出てございました。それからⅡの協働の

まちづくり推進事業の部分の指標についてですが、人口の社会増減についてですが、これは前年との差分とい

うことで、人口減尐のほうはなるべく歯止めをかける、ブレーキをかけたいということで、前年より流出を尐

なくということでの20人を目標にしておったのですが、実際はマイナス29の、流出となっておりました。これ

は住民票ベースでのカウントとなってございます。それから講座・イベント受講者数につきましては、通常分

からの増加分、この交付金を活用したことによる増加分として、2,139人の増加を見込んでおりましたが、増加

はしてはおるものの、その目標には達してございませんでした。それからＮＰＯ法人数につきましては、毎年

度１、２件のＮＰＯ法人を増加させることを目標としてございましたが、ＮＰＯ法人のなかで、当初拾ってい

たもののなかで、ほとんど動いていないＮＰＯ法人の解散等があったり、法人格を持たないで、解散したうえ

で任意の団体として活動を続ける団体等もあったことから、団体数はマイナス４といった状態になっておりま

す。Ⅲの台湾との交流の部分ですが、台湾人観光客の受入数につきまして、観光の統計につきましては暦年で

の統計となっておりまして、１月から12月までということで、事業実施の効果が出る前にいったん閉めること
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となったために、目標値には到達しておりませんが、この結果につきましては、昨年の１月から12月までの結

果が上がっているということをこれから期待したいところでございます。それから外国人受入れ施設の認証に

つきましては、５店舗についてまだゼロの状況。また観光ガイド利用者、観光ガイドタクシー認定者数につき

ましても、目標を下回っている状態でございました。Ⅳ「食の黄金文化・奥州」ブランド魅力強化・発信事業

につきまして、資産食材使用ホテル・飲食店数につきましては、これは目標どおり７店。それから市産農畜産

物使用新商品開発数ですが、こちらは新商品というものに行きついたものがなかったために、こちらはゼロと

なっております。それからお土産フェア６次産品購入品数につきましては目標を142上回る542品となっており

ました。そのほかブランド総研市町村順位の部分で、250位というところを目標にしたんですけれども、残念な

がら若干、この部分は調査項目が若干変わったということもあってですね、418位という結果になってしまって

おりました。実績としては、芳しい状況にはないんですけれども、この28年度にまいた種を、29年度事業でさ

らに加速させるような形で、事業を継続してございます。そして、改善すべき点は改善しながら事業を実施し

てございました。説明については以上でございます。 

（瀬川巌会長） 

ただいま事務局よりいろいろと説明があったわけでございます。これからご意見を頂戴したいと思っており

ます。ご意見やご質問のある方は、挙手をしていただきたい。マイクをご持参いたしますので、挙手をしてご

質問・ご意見を述べていただければと思うわけでございます。なお発言の折にはお名前をお願いしたいと思う

わけでございます。それでは忌憚のないご意見・ご提言・ご質問を頂戴したいと思います。よろしくどうぞお

願いをいたします。行方さんどうぞ。 

（行方啓師委員） 

行方と言います。よろしくお願いします。私はいま、県の地方創生のメンバーで、３年前に東京の世田谷の

ほうからこちらのほうに移住させていただきました。いま話の中で、食の新商品が新たにという話があったん

ですが、私ときたま東京のほうに戻っていろいろな話をすると、岩手県って超高級品が多いよね、っていう話

がよく出ます。地元に課題を聞くと、何が超高級品なの、という話が出てくるんですけど。東京で見ると、超

高級品というのはかなりあります。例えば、前沢牛、江刺りんご、それから水沢ダウン。これなんか欲しいと

言っているんですけどなかなか手に入らない。他にもキノコ類。カオリダケと言われているのが、昨年東京の

ほうで爆発的に売れていたんですけど、商品がないということで買えませんでした。それで私よく土日に産直

のほうをまわるんですけども、この時に驚いたのは、幻の果物と言われているポポーという果物が、岩手県に

あるんですね。このポポーっていうのは幻の果物と言われて、東京でいうと高野とか高級フルーツ店で売って

いるんですけど、１個2,000円で売っています。ただなかなか手に入りません。ただ、私産直行ったとき、４個

200円で売っていたんです。それで産直の人に「これポポーですか」って言ったら、「知らない」と言われまし

て。それで、ポポーですよ、というところで。結構皆さん知らないんだけれど、非常にいいものを売っている。

というところで、私先ほどちょっと言いました、県の地方創生のメンバーでもありますので、一応ですねいま

ポポーっていうのが、全国的に幻の果物と言って人気があります。それで、いま水沢一高さんのほうにレシピ

をお願いして、なかなか手に入らないというところはあるんですけれども、ちょっとすりおろしたものをお渡

ししながら、いまどんなものかやっている最中です。それで、ポポーっていうのが、よくこちらの産直のほう

で売っていますので、ちょっと進捗状況にもよりますけど、私のほうで試作品を作りまして、皆さんに食べて

いただければな、というところで。現在地元の方に、結構あたりまえだよというふうに思われているのが、実

は非常な高級品、というのが結構あるように思います。他にも、サルノコシカケがあるんですけれども、サル

ノコシカケも皆さん、なんだこれということで、500円くらいで売っているんですけど、これもがんに効くと言

われて、100グラムものすごい高い値段で売っています。それと、白樺林にしかできないというサルノコシカケ

が、黒いダイヤと言われているんです。これは北海道でしかできないと言われていたのが、このあいだ私、岩

洞湖のほうに行ったら、道の駅で売ってました。それも2,000～3,000円という安い値段で。そのような商品が
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岩手県にはごろごろしているので、ちょっとその辺をもう一回、見直したほうがよろしいのかな、というふう

に思います。以上です。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。行方さん、ご意見として伺ってだけおけばいいのですか。 

（行方啓師委員） 

はい。 

（三浦清司委員） 

いまのお話の関連なんですが、私あのポポーというのお聞きしまして、私の友達のところに木が１本あるん

ですよ。であの、ポポー戴くんですけど、私もちょっと処分に困って(笑)。あれは、落ちたやつじゃないと食

べられないんだね。木から取って食べるというのではなくて、木から落ちたやつを食べるんですよ。そうする

と、こういう実の中に種がぼろぼろと入っていて、べろんべろんって、食べてみるとの大変なんですね。食べ

方や取り方や、私たち分からないんですが、何かヒントあれば、後から教えていただければ。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。その他ご意見、ご質問あれば。若生さんどうぞ。 

（若生和江委員） 

奥州めぐみネットの若生と言います。よろしくお願いします。何点かあるんですけれども。地域おこし協力

隊が移住定住とか、奥州の魅力を発信するというところでの応援をしてくださるんだよ、ということで、いま

出たみたいな、当たり前と思っている食材の中にも、すごくいいものがあったり、外から奥州市にいいものい

っぱいあるよね、と言ったときに、中にいる人がまだその良さをしっかりわかってなくて、それに相槌が打て

ない状況というのを、やっぱり両面から何とかしていければいいなと思ってました。そういう中で、個々に出

ている事業ではあっても、地域おこし協力隊の人が、外から来た時に、こっちの内側にいる人の中にもそれを

つなぐ人材というか、そういうものをしっかり見つけていただいて、地域にいる人材がいろんな物の掘り起し

がきちっとつながるように、市としての計画を作っていただきたいなと思っていました。そういうなかで、本

当に食の部分で言いますと、昔ながらの郷土料理が作れる人達が、80代とかになってきて、その貴重な料理・

技をきちっと繋がないと、次世代に繋げないというところにいまちょうど来ているわけで、昨年はちょっとそ

れを映像で記録しようか、ということもしてみたんですが、いま繋がないと、途切れてしまう大事なところに

着目して、きちっと予算を付けていただいて、そういう記録しつつ次の伝承者に繋いでいくということが、次

の事業でできればいいなと思っていました。 

それから指標のことなんですけれども、７ページの協働のまちづくり推進事業の指標が、ＮＰＯ法人数で指

標としておりますが、この指標では実態がつかみ辛いのではないかなと思うんですが。後々法人格を取るよう

なことを目指して、というようなところは続くと思うんですけれども、実際に法人格を持っていなくても、民

間のほうで活動している人達で、力持っている人達がいらっしゃるので、その実態の数字が拾えるような指標

に変えてみてはどうかなというところと、例えば何かそういうところでサポートが必要となったときに、実際

にサポートした件数とか、そういう地域のまちづくりに確かに関わっているよ、というところが見えるような

指標を新たに設定してはどうかな、と思います。以上です。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございます。答えを求めたほうがいいですか？ご意見として伺っておきますか？協働まちづくり

部長。 

（協働まちづくり部長） 

ご提言ありがとうございます。協働まちづくり部の鈴木です。私のほうからはＮＰＯの指標、もっと実態を

判る指標にしたほうがいいとの貴重なご意見、ありがとうございます。いまのＮＰＯの状況なんですが、先ほ

ど担当からも説明しておりますけれども、やはりＮＰＯ法人に認証いただくとき、その後も、法務局への手続
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きあるいは届出、報告、こういった事務的な部分が出てまいります。それに対するアドバイス等を行いながら

やっているわけなんですけれども、やはり実態としては、そういったＮＰＯ法人の認証をいただかなくても、

自分たちの目的に合わせて活動は続けていきたい、あるいはワンランク上の別な法人に移行していきたい、あ

るいは残念ながらちょっと高齢化等によって、一応所期の目的を達成して解散する、等々がございました。や

がてＮＰＯ法人として認証されたことによってのメリットというのが、なかなか現状としては、あまり見られ

てこないと言いますか、そういったことが法人としての必須要件な部分に取組む場合はもちろん必要なんです

けれども、そういった部分もございますので、実態、自分たちの課題を見つけ、地域づくりに繋がるような部

分のバックアップと言いますかお手伝いを、今後も続けてまいりたいと思います。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。 

（ＩＬＣ推進室長兼元気戦略室長） 

前段の質問でございました地域おこし協力隊について、元気戦略室長の千田と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。現在地域おこし協力隊の隊員は１名、ということで活動いただいておりますけれども、新年

度を含めまして最大４名まで増員したいというふうな考え方を持っております。地域と繋ぐ体制を、というよ

うなことでございまして、まさに域外からいらした方が、いろいろな考え方を持って活動するときに、地域と

上手に繋いでいこうというふうな考え方は大事であろうかと思います。現在いる１名の方につきましては、ま

るっこ奥州という施設を私どもが活動拠点として用意してございまして、そこで活動していただきながら地域

の方々との交流もしていただこうというふうなところで取り組んでおりますが、まだこちらから出ていく分に

は皆さん乗っていただけるんですけれども、ほとんど、いらしていただくというような形にはなっていないよ

うな感じもございますので、今後この辺を気をつけながら、地域おこし協力隊の協力、支援であったり活用と

いうようなところを考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

（市長） 

ことほど左様に郷土料理の担当がどこなのか、市長が判らずに申し訳ありません。一関ではもち料理という

ことでですね、何かいつの間にか専売特許のような形になって、まあ決して悪いことではないんですけれども。

実は例えば、私どもオール奥州で見ても、四十九日の法事のときはもち料理を振る舞うというような、伝統文

化がきっちりあって、必ずしも一関というよりも、岩手県南部、伊達藩グループでは当たり前の話だというこ

となんですけれども。やっぱりそこのところに力を入れていると、こういうふうなもち料理もあるのね、と気

づかされるところがあったりして、いま若生さんがおっしゃるような部分で、そういうものを食べたり見たり

したことがなくなれば、誰も作る人がいなくなって、いつの間にか地元の郷土料理であったはずが、余所の郷

土料理になってしまうのというようなことはちょっと悲しいことだなというふうに思います。食改のグループ

とか、さまざまありますし、何かそういうふうな分において、いまおやつフェスティバルやってますけれども、

その延長線上で、おらほの料理自慢コンクールとか、何か例えばそういうふうなものの中で、昔あったずもな、

というものをまた作ってみたい、みたいなことなども、考えていかなければならない重要なポイントではない

かと。食べるということイコール文化ですので、そういうふうなものも、郷土芸能だけではなくて、郷土料理

というようなものも文化だと思っておりますので、その辺についてはいまのご提言を大事に、尐し検討してみ

たいと思います。ありがとうございます。 

（若生和江委員） 

丁寧な回答いただいてありがとうございます。郷土料理の分に関しては、そのフェスティバル的なものだけ

じゃなくて、ひとつの料理の作る工程をきちっと記録して、次に作る人が繋がるようにというところの記録保

存、継承という視点での予算化とか、実施というのがないと。他人にとっては一過性の「こういうのがあるん

だね」で終わってしまうんですけど、そうじゃない形のきちっとした継承というのをしていかないと。本当に

大事な時期かなと思いますので、郷土芸能と同じように、食の部分でも進めていただいて。食の部分でやっぱ
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りここに住む人が、何というか自己肯定感と言うようなものが確実に育つ部分もあるかと思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいなと思います。 

（市長） 

ありがとうございました。いま、そのことについて思ったんですけれども、すぐに実行できるかどうかは判

りませんけれども、そういうふうな料理を作れる人を、水沢一高の子どもたちに教えていただくということで、

子どもたちがその作る過程を再現したものを記録に留めるとか、レシピを作るということであれば、ややそれ

に近い。要するに地元のおばあちゃんが作ったのに「いやいや私のではわがね」、とか「オラ家の台所が映るの

はおしょすや」みたいな話もあったりするのかなと思うので、やっぱり継承できるとすれば、それなりの設え

の中できちっと記録として撮れるようなもの、そしてそのこと自体が、若きこれから料理人になろうとする子

どもたちにも伝承されるというような、そういう仕掛けというか、受けてもらえるかわかりませんけれども、

そういったものを考えてみたいと思います。ありがとうございます。 

（瀬川巖会長） 

その他。 

（渡邉幸貫委員） 

すいません。まずＩＬＣについて聞きたいんですが。２ページのところの、プロジェクトのところには、そ

の実現に必要な文化、居住、就業、教育、保育、医療、交通等の充実を図ります。と書いてありますね。その

具体的なところには、それが書かってるとは私は思えない。何というかささやかなWi-Fiとか何とか、さまざま

ありますけど、これは最初に書いてあるのは本当に基本的なことで、私もＣＥＲＮとかスイスに一週間くらい

行ったりして、いろいろな人に話を聞きました。やっぱり生活する技術者は大体30代ですから、奥さんがどこ

かに行って勤めるんですね。そう赤十字に勤めるとか、難民高等弁務官事務所だとか、ジュネーブは国際都市

ですからいろんな国際機関があって、そこに奥さんが行って勤めるというようなケース。われわれのところに

きて、コンビニのレジに、学者の奥さんにやれや、というわけにもいかないと思うので。要するに、私たち地

元で幾ら金がかかるのかと。これは県にも言えることだと思って、良く言ってきたんですけど。ＫＥＫとかＪ

ＡＸＡとかありますよね。播磨にも似たような施設があります。あそこ地元で5,000億円くらいかかったんです

よね。7,000億の予算しかない岩手県で、5,000億かけられるのかというと、かけられないだろうなと。地元の

姫路とかのああいう街が何百億というお金を投資している。この奥州市でそんな投資、ＣＥＲＮ来たらできる

のかなと、ＩＬＣが来たら。そういう何て言うか具体的な心配を、今年は正念場の年です、と盛んにおっしゃ

るから。んで俺たちは何ぼ払うことに、市民としてなるんだべなという、漠然とした不安をね。そこら辺はや

っぱり夢ばりではなくて、言葉も一致していないし、そういう不安をやっぱり答えてもらいたいなと。財政の

面ですよ。特に私は土地改良区で来たんですけれども、都市計画区域内の水路なんか、壊れても、まあやっと

市長さんの配慮で補助金をもらってね、何とか直したいと。そいつも土地改良区主体でやれやって言われるか

ら、私は農家の人達にね「これからはもは、行政でお金払って水路直してくれないかもしれないぞと。従って

われわれは何千万も今年からは貯金しなければ、一反分千円でも賦課金上げて入れておく」というようなこと

を盛んに言ってこれからやろうとしています。つまり市は本当にこれから、上下水道だとか道路だとか、本当

に維持できるのか。そしてモノの本を読んでいると、もはや３戸に１戸はもう無駄な家だから、間もなく無く

なると。奥州市なんか２軒に１軒、家が無くなるかもしれません。そうすると、空き家対策というのも、どん

どん空き家を壊してもらわないと、そこは廃屋だらけで、東京から来る人ますます引っ越しませんから、何ぼ

斡旋するところができたって。それよりも空き家をどんどん壊してね、まあ美しさだけでも保つような、つま

りそういう条例を作って無理やり戸主にも求めるとかね、そういうふうにして、５年後や10年後に、私たちは

廃屋だらけの街になるんだという危機感を、やっぱりやっていかないと、間に合わないと思うんですよね。も

うどんどん家が空いていきますから。そういう条例を作っていってでも、市だけがお金を払うんじゃなくて、

本人に払わせるようなきついこともね、やらなきゃならないだろうし。まあどうしてもできなければ、コンパ
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クトシティでみんな水沢の街さ集まって、来れない人は水道は要りませんよとか、はっきり語るとかね。そう

いう基本的なことを議論していただくのが、市の総合計画でないかなと。私はそいつをぜひ聞きたいのですが、

お聞かせください。 

（市長） 

あの、時代の流れの部分のところからするとですね、かなり切り込んだ政策を明確にお示しし、それにご理

解をいただきそして行動を示していく、ということになっていかなければならないという、渡邉幸貫さんのお

話については、ごもっともだなというふうには思うところでありますが、何しろさまざまな部分で足元の事業

を固めながら、夢も見つつというところで、現実にできるではなく、目標としたものに一歩でも近づくための

努力をしていかねばならないというのも、現実の部分であるのだろうというふうに思っております。大きく２

つの質問といいますか、ご提言をいただいた分について、尐しお話をさせていただきたいと思うわけでありま

すが、まずＩＬＣの部分においては、このさまざまな受入体制というふうな部分においては、あくまでも市民

目線のなかで、われわれは長期的に整備できるものについて、しっかりと計画的に整備をしていくということ

になろうと思います。播磨の件もお話をいただきましたけれども、何か欲しい欲しいということを言って、設

置していただければその半分を出しなさいとか、あるいは運営費の全部を出しなさい、というようなこととな

れば、市のちからでは用い得ないようなものについて、それを誘致するということは、これは不可能なことで

あろうと思っております。あくまでも住まわれる方々にとって、快適であるということ、それは外国人の方だ

けではなくて、どちらかと言えば奥州市民にとってより良き環境を作るということが、外国の方にもご理解い

ただけるというような、そういうふうな状況を作りあげていくことで、誰かのため、外国の方々のためだけに、

大きな市の財政を投入していくということは、これは無理であろうというふうに思っているところであります。

ですから、書いていることと、実際の具体的な分のところに違いがあるのではないか、と言われる部分につい

ては、これは時間をかけながら尐しずつ整備をしていきたい、ということであります。お話の中にありました

とおり、スイス、その中においてもキャピタルがあるところのジュネーブというような国際都市、お聞きする

ところによると、ジュネーブ市民の２分の１ないしは２分の１以上が外国人だというような国であります。奥

州市は、ほぼ100％に近い方々が全て日本人であるというふうな部分からすると、奥州市がジュネーブのような

ことを思っても、それはならぬことでありますので、われわれらしさの中で対応できるところをしっかり設え

ていく、ということに尽きるのかなと。身の程を超えた投資、あるいは過度な投資によって、市民に負担をか

けるというようなことは無きように進めていかなければならない、ということでございます。それからもうひ

とつ、空き家の対策が出ました。これについては、いま内部ではありますけれども、条例化をすることによっ

て、やはり不法に空き家が、何というかそのままに置かれるような状況だけは、これは阻止しなければならな

いということ。しかし、それを全て市が賄うということになれば、誰もその空き家への対策対応をしなくなっ

てしまいますので。いまお話いただきましたように、義務的にも、負担していただく部分は負担し、景観を守

る、そして空き家周辺にいる方々の生活環境をしっかり守る、というようなこととして条例化を検討しつつ、

しっかり対応してまいりたい、というふうに考えているところでございます。いずれ、人口減尐の中であって

も、対応できる部分という部分は対応していかなければなりませんし、できる限り費用に見合う効果が出るよ

うな対策を打ち続け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あります。今次計画した総合

計画においても、そこが十分であるのかと言えば、いささか足らないところもあるような感じもしております

ので、これは毎年の見直しによってですね、現状の変化にいち早く対応する、あるいは尐し先取りをして、そ

の対応を進めるというような形で臨んでまいりたいと、このように考えているところでございます。 

（渡邉幸貫委員） 

上下水道ですが、私はいま土地改良区とすれば、農家の人はもう貯金しねばダメなんだと言ってますけど、

それは間違いで、市の方で考えてね、しっかりこれからも何億円でも、補助金でも対応できます、と言い切れ

るかどうかっていう。要するに、未来の夢は、ここにあるけれど、とにかく見たいということで書いてあるん



12/15 

だと思いますけど今日の資料もね。それはそれでいいんですよ、財政が厳しければささやかでもしょうがない

んです。ただ基本的にせっかくこの振興会長さんだとか、皆さん偉い人がみんないるなかで、われわれ市民と

してはこれだけは覚悟しねばねえよと。要するにマイナスであっても、それはこれからの時代、止むを得ない

んだってことを言っていかないと。ＩＬＣだってみんなには負担をかけませんって言ったって、そこに行くま

では市道も必要でしょうし、学校は作らなければならないでしょうし、最低限、行政が市としてやらなければ

ならないものがありますよね、県がやらなければならないものも。これは行政的に決まってますから。そうい

うことを、私たちは負担するんですね、っていうことをね、やらなければならないかもしれませんよ、ってい

うことを言い切っていかないと。私たちはやはり投資対効果ではありませんが、そういう厳しい時代だから、

やっぱり。まあ決まったらば、喜んで酒っこ飲んでたらば、いつの間にか国がみんな面倒みてくれるんではあ

るまいか、と何となく思わせるような気がしてならないんですね。ＩＬＣの陽子と陽電子の話だけ聞かされて、

あとは何もしたりはないという。そこの不安をぜひやっぱり拭ってもらって、教えてもらいたいと思います。

もう一回その辺、私が農家に負担をさせるのが間違いだと、はっきり言ってもらえるかどうかと、それといま

のＩＬＣの話はどうなんだと。やっぱり基本的な上下水道とか、市民生活に必要なものはどうなんだ、という

見通しだけちょっと教えてもらいたいと思います。 

（市長） 

まずは後段のほうからお話を申し上げます。まだ決まっていないということがあって、それが逃げ口上のよ

うに聞こえてしまうと大変恐縮ではありますけれども、いずれ道路を作る、市道を作るあるいは市としての施

設を作るということになれば、それは補助金をいただく仕組みで100％などというものはありえないということ

でございますので、そういう意味では、どの程度の投資がかかるのかについては、あくまでも想定の中でも、

なかなか出しにくいところでありますけれども。当然奥州市の市域内にそういうふうなものが必要とされれば

ですね、これはいままでの予算を切り崩してでも、それをしなければならないという優先順位は、ある意味で

はいの一番に上がってくるというふうなことは、これは当然あることだ、というふうに思うところでございま

す。一定の負担というのは、して行かざるを得ない。決定なればそれは当然必要なものとして、議会の同意が

得られるということが前提ありますけれども、いずれ作らなければならないとなれば、それは市費を投入して

でも作るということになりますけれども、その範囲がどの程度なのかというふうな部分については、尐し内部

でも検討しながら、一定の協力というか負担というものは強いられることだということは、今後においてはし

っかりと説明していかなければならない重要なポイントだと思っております。いま、何ぼかかるということは

言えませんけれども、ＩＬＣもし決まれば、万歳と言って、事業とお金が一緒に落ちてくるなんてことはあり

ませんよと。当然いただく限りには、われわれもそこの負担を申し上げて作り上げていくということになると

すれば、そういうふうな覚悟を持って誘致していかなければならない、ということについては、いままではお

っしゃるとおり、ＩＬＣの研究の内容は何たるか、ということだけになってしまいましたけれども、いよいよ

これが実現に向かって動き始めるということになれば、この分についてはしっかりとお話をして、ご理解を賜

っていかなければならないと。当然ご理解を賜るということは、それに伴う行動と、支出が伴ってくるという

ことについても、説明をしていかなければならないものというふうに、ここのところは考えているところであ

ります。ただ、金額等々お話ししてしまうと、それが確定したものでないのにもかかわらず、それだけが一人

歩きして不安だけをあおるようなことになってはならないので、この辺は慎重に検討していきたいというふう

に思うところであります。いずれ、ご立地いただく部分においては、相応のわれわれも負担を申し上げて、と

もに作り上げていくという、その覚悟は必要ですよという、最大限その部分はしっかりとお伝えしていかなけ

ればならない、と思うところであります。上下水道の部分についてのお話でございますが、公共下水道という

ふうな形のなかで、全てを網羅するということは無理でありますけれども、コミュニティプラントであるとか、

合併浄化槽の設置というふうな形のなかで、市内のどこにとまでは言わないまでも、ある程度市内の居住して

いる範囲において、時間はかかれども、しっかりとこれは市のほうで応援をしながら、上下水道の整備はして
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いくということで計画立てをしているところでございます。場所によっては尐し時間がかかるというふうな部

分については、単独で合併浄化槽設置していただくところに、応分の補助などを出しながら、その家における

下水道整備がなされるような状況を作ってまいりたいというふうに思うところであります。当然単独で下水道

整備をされるとすれば、土地改良区さまの水路をお借りするというふうな部分もありますので、この辺につい

ても、十分に検討をしながら、ただただ黙って借りるみたいなことがないようにしていかなければならないも

のというふうに考えております。また上水道の部分につきましては、遠距離でどうしても上水道を引けないと

いう箇所が、市内にはまだあります。200世帯、あるいはもう尐しあるのかな。そういうふうなところについて

は、遠距離における水道を引くという部分において補助金をお出しする、あるいはそこの分の集落でのまとま

りがある際には、そこまで水道管を延伸させるというような形をとっていかなければならないというふうに思

っておりますし、その制度も既にあるわけでございます。ただ、いままで自家水道を使っておられた方々にお

いては、上水道を引くということによって当然料金が発生するということになりますから、そうなると上水道

は来たけれども、負担もいっぱい来た、というふうな話に、何て言えばいいんですかね、負担も伴うことは事

実であります。そこを含めて十分にご説明をしながら、いま整備がなされていない地域に対して切り捨てると

いうことではなく、一定の補助をしつつ、ご負担も頂戴するわけでありますけれども、対応してまいりたい、

というふうに考えているところでございます。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。その他ございませんでしょうか。渡部さん。 

（渡部千春委員） 

奥州市国際交流協会の渡部と申します。よろしくお願いいたします。いまのお話を伺っていて、ＩＬＣが来

ることによって、負担ばかりではなく、大きな利益が奥州市にもたらされるということを願っております。ち

なみにＩＬＣプロジェクトの、１の３の、在日外国人の視点で奥州市の観光地や文化を紹介する動画「Oshu For 

You」は、Youtubeで公開しているので、皆さんは市政に積極的な姿勢の方々の集まりですので、ぜひ皆様に見

ていただければ。桜の景色だったり、種山、お祭り、ダム、天文台。いろいろな、ぜひ訪れていただきたいと

いうところを紹介しています。奥州市国際交流協会で事務局をしております International Support 

Communityという、外国人の方だけでＩＬＣを応援しようという委員会もありますので。全編英語でございます

が、外国の人がお祭りや桜を見るってこういう視点なんだな、というようなことをご覧になっていただきたい

と考えております。 

プロジェクトには、国際交流的な部分を大きく取り上げていただいていますが、良しにつけ悪しにつけ、国

際的にグローバル社会がどんどん入ってきております。企業の実習生にしても。ただいま市内の外国人は500

名強でございます。海外にルーツを持つ子どもたち、という言い方をしておりますが、そのお子さん方を含め

ると明らかに1,000名を超えております。そのようにたくさんの方が奥州市で生活しておりますので、やはりＩ

ＬＣはもちろんのこと、そういう方々が奥州市で暮らす外国人の先輩として、いろいろなところで力を借りて

やっていきたいなと思っております。また、先ほど渡邉委員からもどういうふうになっていくか、具体的に分

からないじゃないかというふうな、どういう準備をすればいいかというようなこともありましたが、ＩＬＣ推

進室や地域づくり推進課とともに、いろいろなことを考えながら知恵をしぼってやっております。いま、協会

内部の話ですけれども、外国の人が来たときにやはり一番困るのが、手続き的な部分、住民票だったり、どう

いうところで免許取ったらいいんだろうとか、保険は、税金は、といったところが一番大きな問題になるとこ

ろだと思いますので、出来れば奥州市に、ワンストップシステムの奥州モデルを作っていきたいなと、内部で

いま考えております。それから外国人住民の居場所づくり、例えばコンビニで研究者の奥さん働くのはどうか

な、というふうな話もありましたが、結構多いのが、園芸や農業に興味を持っている方が多い感じらしいので、

居場所づくりや相談場所がいったいどういうところになるのか。教育や福祉的なところも。そういうことに関

して、国際交流協会として、今日は山本先生もお見えになっておりますが、県立大との共同研究で進めていっ
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て、とにかく私たちとすれば、ＩＬＣのまちづくりに、派手なところだけでなく、地味なところからお手伝い

をしたいなというふうに思っております。なおOshu For Youは、今日は各部長さん方もいらっしゃいますが、

各部それぞれ関係ないということはないと思いますので、ぜひ各部課長さん方も見ていただければと思います。

よろしくお願いします。 

（瀬川巖会長） 

ありがとうございました。 

（市長） 

いまパソコンがない家はかなり尐ないと思いますので、関係する職員、正職員だけで1,100人以上いますし、

臨時職員等も含めれば2,000人を超えます。いずれどういうものか、市の職員、関係する方々については、一度

閲覧をお願いしたいというふうなことについては、今日部長たち揃っておりますので、この場で言ったという

ことは、十分に伝わったと思いますので。さまざまな形で部長さん方には職員にお話ししていただきますよう

に、この場から部長さん方にはお願いしておきます。ありがとうございます。 

（瀬川巖会長） 

その他ございませんでしょうか。若生さん。 

（若生和江委員） 

今度はめぐみネットとして、ひとつお願いがあるんですけれども。現在協働の提案テーブルは、事業申請、

事業採択という形での市民活動の支援を主に行っていますけれども、もっと普段に、例えば第二次環境基本計

画が29年度末に出来まして、それをもっと子どもたちにも見てもらいやすいようにということで、写真が沢山

入ったガイドブックがこのたび完成しました。で、それを学校の環境学習だったり、いろんな場で使っていた

だきたいというふうに思ったときに、担当の生活環境課だけではなく、学校の担当している課の方たちと一緒

に、じゃあこれをどのように活用していこうか、これを実際にやりたいなとなったときに、どんなサポートが

できるんだろうか、必要なんだろうかということを、もっと具体的に詰めていかないと。「作りましたが、そこ

で終わります」となるような感じがしますので、協働の提案テーブル、何かひとつ共通で、課を超えて話した

い、というときに、本当にテーブル欲しいんです。ですので、そのテーブルが用意されて、で、必要と思われ

るところに、提案という形ともまた違う、予算化というのも可能性があるようだと、いろんなまたがった事柄

が、介護とか福祉に関しても、いろんなことに関しても、かなりこう具体的な話ができるのではないかなと思

いますので、そういうもうひとつのテーブルというものも考えていただけないでしょうか、というお願いです。 

（協働まちづくり部長） 

ありがとうございます。いま若生委員さんがおっしゃったように、協働の提案テーブルについては、提案者

の方から事業の中で補助金をいただきたいという部分については、補助事業へ繋げていくんですけれども、ま

ったく委員さんおっしゃったように、この案件についてやっぱり関係者が一堂に会して、それぞれの情報を共

有し、それから新たなステップといいますか、方向性を見出していきましょうというものも協働の提案テーブ

ルでございます。ぜひお気軽にお声がけして相談いただきたいと思います。 

（瀬川巖会長） 

その他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

本来、お一人お一人ご意見のある方々のお集まりなわけでございます。いろんな関係でご発言を頂戴してお

りませんが、皆さんの奥州市を思う気持ち、あるいはそれぞれの方々が持っている力とか立ち位置とかの、ご

発言があって然るべきだとは思いますが、いずれトータルにおいては時間の関係もあったり、それから今日は

主として市のほうからの、とりわけ総合計画の中における戦略プロジェクトについての説明といったような趣

旨の、今日の審議会でありますので。繰り返すようですが、ご発言、皆さん本来お持ちなわけですが、特にな

いとするならば、これでという思いですが、いかがでしょうか。もしよければ。廣野さん最後に何かお話あれ

ば頂戴しましょうか。 
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（廣野雅喜委員） 

ないです。 

（瀬川巖会長） 

よろしいですか。それでは繰り返すようですが、皆さんそれぞれいろんなお考えがあるわけですが、いろん

なこともございますので、この辺で一応、協議そのものは終わらせていただければと思うわけでございます。 

ただし、委員さんでございますので、その都度いろんなお考えあれば、担当部長さん、もちろん市長さんは

じめ皆さんのご意見はいつでもどこででも伺うという立場に立っているわけでございますので、今日のこの会

議の席上ではこれでおしまいにさせていただいて、第２、第３弾については役所のほうにお出向きいただきま

して、いろんなご提言・ご諮問などあればいいのかなと、こう思うわけでございます。 

というようなことで、協議の部を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

-「はい」「異議なし」の声多数- 

ありがとうございます。ということで、マイクを事務当局のほうに戻したいと思います。 

４ ＜その他＞  

（総務企画部長） 

会長、議事進行ありがとうございました。 

次に４のその他ですが、事務局より１点申し上げます。 

（政策企画課長） 

政策企画課からひとこと申し上げます。総合計画審議会、この会議のことでございますが、皆様の任期は２

年ということで、皆様には今年の７月までの任期ということでお願いをしておりました。皆さんには、総合計

画の策定という、昨年度一番重要な時期に委員を務めていただきまして、大変ありがとうございました。 

今年の３月で、地域自治区の設置期間が満了することに伴いまして、当総合計画審議会の構成も、一部変更

になる予定ではございます。現在、地域協議会の委員から選出をさせていただいていたその委員の区分のとこ

ろを、今度新たにできる地域会議の委員から選出をさせていただくような形で、いま考えておりますが、全体

の人数等はいまと大きくは変わらないと、そういう方向で進んでいくということを、一言申し述べさせていた

だきたいと思います。以上でございます。 

（総務企画部長） 

この件について、ご質問等はございますでしょうか。 

それでは、その他について事務局からは以上でございますが、皆様から何かございますでしょうか。 

（瀬川巖会長） 

では私も委員の一人ですので、一言だけ申し述べたいと思います。この会議の中でですね、先ほど渡邉幸貫

委員さんから負担の話を、正式に発言いただきました。配分についての話とか、頂戴する話はしょっちゅうい

ただくわけですが、負担についての話を公式にこの会議で出たのは初めてでございます。最後になりましたが、

全て負担が伴うのだと、負担について共通の認識を持って、といったようなご提言だったと思います。非常に

ありがたい。この会議だけではないです。負担についての議論はいついかなる時も必ず、本来伴わなければな

らない話だと思います。それが渡邉幸貫先生からご発言いただいて、この場所で負担についてみんなで考えな

ければならない、といったようなご発言を頂戴したことは、今日の会議の大きな財産になったなと、こう思っ

ております。ありがとうございました。私の考えですので、ま、皆さんそれぞれお考えなったと思いますが、

この会でそういうご発言を頂戴して、非常に有難かったです。ありがとうございました。 

（総務企画部長） 

ありがとうございました。それでは、以上をもちまして平成29年度第１回総合計画審議会を閉会いたします。

大変お疲れ様でございました。 

-午後３時27分 閉会- 


