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平成30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10月２日（火） 午後２時 

(2) 場所 奥州市役所３階講堂 

 

２ 議題 

 (1) 会長の選任及び会長職務代理者の指名 

(2) 説明事項 総合計画審議会の役割について 

(3) 報告事項 総合計画における平成29年度の進捗状況について（指標の状況） 

(4) 協議事項 総合計画実施計画事業について（戦略プロジェクトの取組状況） 

 

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 29名 

１号委員 瀨川  巖   高野 紀代   小澤 光男   千田 友明   小野寺 尚美 

小野寺 功   菅原 英記   菅原 千保子 

２号委員 髙森 俊文   千田 幸男   佐藤 たき子  渡邉 幸貫   鈴木 公男 

青木 光宏   広野 次雄   長野 耕定   菊池 典郎   若生 和江 

千葉 恭義   菅原 正尭   松平 アイ子  高橋 知章   及川 正幸 

渡部 千春 

３号委員 小野寺 純治  山本  健   熱海 淑子 

４号委員 伊藤 裕子   三田 幸絵 

(3) 欠席委員数 ６名 

     １号委員 山田 昌江   千田 典子    

２号委員 菅原 繁夫   及川 正和   菊池 達哉   大内  薫 

    

  



2/22 

議事 

午後２時10分開会 

１ ＜開 会＞ 

（総務企画部長） 

それではこれより、平成30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、小沢奥州市長

よりご挨拶を申し上げます。 

２ ＜市長挨拶＞ 

（市長） 

本日は、公私ともどもご多忙の折、ご出席いただき感謝申し上げます。またこのたびは、奥州市総合計画

審議会委員についてお引き受けいただき、お礼申し上げます。 

先ほどは新しい委員の方18名を含む、35名の方々を委嘱させていただきました。任期は２年間ということ

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

さて、当市の総合計画につきましては、計画行政を行う市における最上位計画として、当審議会での審議

を踏まえて昨年２月、一昨年度になりますがご答申をいただき、第２次総合計画がスタートしたところでご

ざいます。この審議会は、総合計画の策定と推進に係る重要事項、つまり当市のまちづくりにおける根幹部

分を皆様方にご審議いただくものであり、ご意見を頂戴しながら事業内容の改善を行い、よりよいまちにつ

なげていく場としております。 

本日は総合計画の概要と29年度の実施状況について、特にも総合計画における戦略プロジェクトを中心に

ご審議をお願いするものですが、今後に向けた事業の方向性について、忌憚のないご意見を賜りますようお

願いいたします。限られた時間の中での審議となりますが、委員皆様のお知恵で、繰り返しとなりますが、

充実したご審議と、さまざまな角度からの幅広いご意見をいただきますようお願い申し上げ、挨拶とさせて

いただきます。 

（総務企画部長） 

本日の審議会の内容については、議事録を起こしてホームページで公表いたしますので、予めご了承願い

ます。なお議事録作成のため、お名前を述べてからご発言くださいますようお願いいたします。 

３ ＜会長及び会長職務代理者の選任＞ 

それでは、次第に従い、次に会長及び会長職務代理者の選任を行いたいと存じます。お手元に配布の資料

１をご覧いただきたいと存じます。奥州市総合計画審議会条例でございますけれども、こちらの条例の第３

条第１項の規定によりまして、会長は委員の互選により選出されることとなってございます。会長について、

どのように選出したらよいか、まずは皆様のほうにお諮りをしたいと存じます。はい、どうぞ。 

（千田幸男委員） 

千田でございます。素晴らしい委員の方がたくさんいらっしゃいますので、誰ということも選べませんの

で、事務局案がありましたらお願いしたいと思います。よろしくお計らいをお願いします。 

（総務企画部長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま、事務局案という声が上がりましたが、他の皆様からはご意見

ございませんでしょうか。 

-「異議なし」の声多数- 

（総務企画部長） 

はい。それではご意見ないようでございますので、事務局案をお示ししたいと存じます。それでは、事務

局案を示してください。 

（政策企画課長） 

事務局の政策企画課の高野でございます。事務局案を申し上げます。会長に、１号委員、胆沢地域会議か
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ら推薦の、小野寺功さんにお願いしたいと考えております。以上でございます。 

（総務企画部長） 

ただいま事務局のほうから、１号委員の小野寺功さんを会長に、という案が出されました。皆様にお諮り

いたします。会長に、小野寺功さんを選任いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

-「異議なし」の声多数- 

（総務企画部長） 

はい、ありがとうございます。それでは、皆様のご承認を賜りましたので、会長は小野寺功さんに決しま

した。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、小野寺功さんには、会長席の方にご移動をお願いいたします。 

それではここで、小野寺会長より会長就任のご挨拶を頂戴いたします。 

（小野寺功会長） 

皆さんこんにちは。ただいま、急きょご推薦いただきました、小山の小野寺功と申します。胆沢地域会議

からの推薦ということで、委員になったわけでございます。何せ不慣れな人物でございます。もっともっと

優秀な方々が皆さんいらっしゃるわけでございますが、私みたいなのを選んでいただいて、本当に光栄でご

ざいます。いずれこの２年間、誠意尽くして頑張りたいと思いますので、皆様からの温かいご指導を賜りた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

-拍手- 

（総務企画部長） 

会長ありがとうございました。それでは続きまして、会長職務代理者を選任いたしたいと存じます。資料

１の奥州市総合計画審議会条例第３条第３項の規定により、職務代理者は会長の指名となってございますの

で、会長より指名をお願いいたします。 

（小野寺功会長） 

はい、それでは、規定によりまして指名ということでございますが、先ほどありましたとおり、新人の方

が多いようでございます。私も顔ぶれが、ちょっと分からないものですから、直接ではなく、事務局案があ

りましたら、事務局案で指名していただければ有難いなと思っているわけですが、どうぞそのようにご賛同

願いたいのですが、よろしゅうございますか。 

-「異議なし」の声多数- 

（小野寺功会長） 

はい、ありがとうございます。それでは、事務局の方からひとつ、案ありましたらお願いいたします。 

（政策企画課長） 

はい、それでは会長さんからご指示をいただきましたので、事務局の案を提示させていただきます。１号

委員の江刺地域会議推薦の、小澤光男さんにお願いしたいと考えております。以上でございます。 

（小野寺功会長） 

江刺地域会議の小澤さんとのご指名でございます。どうぞ拍手をもってご賛同をお願いいたします。 

-出席委員から拍手- 

小澤さん、よろしくお願いいたします。 

（総務企画部長） 

それでは会長よりご指名がありましたので、会長職務代理者には小澤光男さんに決しました。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

それではこれより、４の説明に入らせていただきたいと存じますが、ここからは会長の議事進行でお願い

いたします。なお、担当者がマイクをお持ちいたしますので、発言なさる場合はマイクを受取のうえ、ご発

言くださいますように、予めご協力をお願い申し上げたいと存じます。では、小野寺会長よろしくお願いい



4/22 

たします。 

４ ＜説 明＞ 総合計画審議会の役割について 

（小野寺功会長） 

はい、それでは早速、進めさせていただきます。４の説明、総合計画審議会の役割について、を提案とい

たします。事務局から説明をお願いいたします。 

（政策企画課長） 

はい、あらためまして、政策企画課長の高野聡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私のほう

から、総合計画審議会の役割について、説明をさせていただきます。はじめに、先ほどもご覧いただきまし

たけれども、資料１、奥州市総合計画審議会条例をちょっとご覧いただきたいと思います。 

この審議会条例の第１条、設置となっております。ここのところに、この審議会の設置目的が記載されて

いるところでございます。市政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項の調査及び審議を行わせる

ため、というふうになっております。市政の総合的な計画というのが、総合計画ということになります。こ

れの策定及び推進、これらに係ります重要な事項の調査審議を行っていただく、というのがこの審議会の役

割というふうになっております。現在の総合計画につきましては、先ほど市長からのあいさつにもありまし

たとおり、平成28年度にこの審議会でご議論いただきまして、29年度、昨年度から10年間の計画を、前期５

か年の計画ということでスタートしているところでございます。今回、委員をお願いしております皆さんに

は、今年から２年間の任期ということですので、策定に当たる部分というのはないのですけれども、総合計

画の推進の部分に関しまして、重要事項の調査・審議をしていただく、ということになります。初めての委

員さんもいらっしゃいますので、総合計画とは、というところについても、ちょっと触れていきたいという

ふうに思います。総合計画は、市政運営における、市長のあいさつからもありましたけれども、もっとも基

本となる計画でございます。市には個別計画と呼ばれます、それぞれ、環境基本計画でありますとか、ある

いは地域防災計画とか、そういう個別計画があるんですけれども、それら全ての計画の最上位にあるのが、

この総合計画でございます。奥州市はどのようなまちであるべきかという、目指すべき都市像を想定しまし

て、その姿を実現するためにはどのように地域づくりを進めて行くか、という道筋をまとめたものでござい

ます。市政運営のバイブル、というような言い方をされているものでございます。本日、当日配布資料とし

てお配りをさせていただいておりました、当日配布資料１、Ａ３の横長のものをお開きいただきたいと思い

ます。奥州市総合計画の体系図になります。奥州市が目指しております都市像につきましては、この資料の

右上にあります「地域の個性がひかり輝く 自治と協働のまち奥州市」でございます。この都市像の実現を

目指しまして、左端のほうにあります、市政発展のための戦略プロジェクトという、２つの戦略プロジェク

トと、それから、上に１から６まで数字が振ってありますけれども、６つの、施策の大綱というふうに呼ん

でおりますけれども、施策の大きな柱になるものです。この２つのプロジェクトと、６つの施策の大綱、こ

れでもって取組んでいるというところでございます。２つの戦略プロジェクトでございますけれども、ひと

つは人口プロジェクト、それからもうひとつはＩＬＣのプロジェクトになります。いずれも全庁的、それか

ら横断的に取組むことが必要であるということから、戦略プロジェクトと位置付けまして取組んでいるとこ

ろでございます。戦略プロジェクトはこの後、協議事項にもなっておりますので、詳しい説明については後

程、改めて説明をさせていただきたいと思います。 

次に数字の１から６まで振ってある部分、１が「みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」から、６の

「快適な暮らしを支えるまちづくり」までの部分でございます。この６つの施策の大きな柱のもとに、今度

は四角い箱でぶら下がっております、例えば１の「みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」であれば、

「❶市民参画と協働によるまちづくりの推進」でありますとか、❷として「豊かな生き方を築く生涯学習・

文化活動の推進」、❸として「潤い豊かなスポーツライフの推進」といった、中レベルの施策と言ったらいい

んでしょうか、そういったものが位置付けられておりまして、更にそれぞれの箱囲みの下に、丸数字で振ら
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れておりますけれども、具体的な施策がそれぞれ位置付けられているところでございます。目指すべき都市

像を実現するために、大きな６つの目標を立てまして、更にその中くらいの目標、その下に更に具体的な目

標を設定して取り組んでいる、というものでございます。これらの施策を実現するために、この一番下に位

置付けられている施策の更に下に、今度は具体的にどんな事業でもってその施策を実現していくかといった

ところで、具体的な事業が張り付いているということになります。その具体的な事業につきましては、参考

資料ということで事前にお配りをさせていただいておりますＡ４の縦の一番分厚い資料になります、平成29

年度事務事業結果一覧となっておるものでございます。これが、目指すべき都市像実現のための具体的な事

業を掲載しておるものになります。例えば上から２番目のところになりますけれども、左端、管理番号が11008

となっております、事業名が「おうしゅう広報作成業務」となっておりますけれども、担当課の左隣に数字

の１、それから黒丸で❶、白丸で①というふうに入っていると思います。これが先ほどの体系図で言うとこ

ろの１「みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」の「❶市民参画と協働によるまちづくりの推進」の「①

開かれた市政の推進」を実現するための事業として取り組んだものという意味でございます。これら個々の

事業についてはご説明をいたしませんけれども、いずれこういった事業がそれぞれの施策の推進のために張

り付いておるもの、というふうにご理解をいただきたいと思います。 

先ほどもお話しましたとおり、計画の中間年であります本年度、来年度につきましては、この審議会でご

議論いただくのは、この施策として設定されたものが、目標達成に向かっているかどうかをチェックしてい

ただく、あるいはどうすればより効果的に目標が達成できるか、などのご意見をいただく場というふうに考

えているところでございます。以上、簡単ではございますけれども、総合計画審議会の役割と、奥州市総合

計画の説明とさせていただきます。以上でございます。 

（小野寺功会長） 

はい、ありがとうございました。先ほど申し遅れましたが、本日の議題には説明内容の他、報告事項と協

議事項と２つがあるようでございますので、何とかスムーズに行くようにお願いしたいわけでございます。

なお、時間制限は取りませんが、なるべくなら午後３時45分には終了させていただくよう、迅速にひとつ取

り扱っていただければ有難いと思っております。どうぞ、申し添えさせていただきます。 

それではいま、事務局より説明ありました内容について、ご意見等あればどうぞお願いします。 

次に進んでよろしいですか。 

-「はい」の声多数- 

（小野寺功会長） 

それでは、４の説明につきましては以上をもって終わらせていただきます。 

５ ＜報 告＞ 総合計画における平成29年度の進捗状況について（指標の状況） 

（小野寺功会長） 

続きまして５の報告に入ります。報告事項、総合計画における平成29年度の進捗状況について、説明を事

務局のほうからお願いいたします。 

（政策企画課長） 

はい。いまほど説明をさせていただきましたけれども、現在の総合計画、前期５カ年計画で進めていると

ころでございます。毎年度、これらの進捗がどのようになっているかという部分につきましては、それを測

る数値としまして、数値目標を定めておるところでございます。それぞれの施策ごとに、成果指標を設定し

ておりまして、これらにつきまして確認いただくことで、進捗状況の確認としていただければ、というふう

に思うところでございます。 

平成29年度における進捗状況につきましては、この成果指標の達成度合いをご説明させていただきたいと

思いますし、この結果を受けまして、以降の事業の取組にあたって、私どもが留意すべき点について、事務

局サイドで検討した内容、これをちょっと説明をさせていただきます。これらに対して、ご意見をいただけ
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ればというふうに思っております。具体につきましては、課長補佐の村上より説明をさせていただきます。 

（政策企画課長補佐） 

はい。政策企画課の村上幸男といいます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは資料２のほうをお

手元にご用意ください。こちらの資料に基づきまして、私の方から具体的に説明をさせていただきます。こ

の資料２「奥州市総合計画の平成29年度の進捗状況について」の表の見方ですが、それぞれ大綱１から順に

大綱６までそれぞれ指標を設定し、その数値が書いてございます。数字が４列ほど書いてございますが、計

画策定時のそれぞれの現状値の数字がございまして、ひとつ飛ばして中間目標、平成31年度までの目標値、

あるいは平成33年度、５年後の目標値、こういったものを総合計画策定時点で定めまして、その目標に向け

ていま事務事業を進行しているということでございます。それの、２列目のところの実績値について、H29

とありますが、こちらがそれぞれの項目についての現在の数値ということになります。こちら、多数の項目

がありますので、特徴的な部分をかいつまんでご説明をさせていただきます。 

まず１ページ目でございます。大綱１「みんなで創る生きがいあふれるまちづくり」についてでございま

す。基本施策❶「市民参画と協働によるまちづくりの推進」の項目では、「ホームページのアクセス数」であ

りますとか、施策③のところの「市民活動支援センター利用者数」、こういったところの数値は、既に平成33

年度目標値を超えるほどの数字ということで、伸びを見せております。着実に市民参画、あるいは協働の視

点というものが根付き始めているのかなというふうに考えてございます。しかしながら、施策④の「男女協

働参画社会形成の促進」のところに「地方自治法に基づく審議会等の男女比率」という項目がございますが、

こちらの数字については、実績値のところ27.7と書いてございますが、こちらは現在の女性委員の割合とい

うことになっております。こちらは目標が男女半々まで上げるという目標になってございますが、こちらの

ほうは伸びていないというところで、今後に向けては女性の視点を市のまちづくりに大きく取り入れて行っ

て、住みよい地域社会実現をするという観点でも、今後更に力を入れていくべき項目であろうというふうに

考えてございます。続きまして基本施策❷「豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の推進」の項目でござ

います。こちら施策②のほうに、「本に親しむ活動の推進」で、市民一人当たりの図書館蔵書数でありますと

か、貸出冊数、こちらのほうは伸びを見せております。またその下の、文化会館利用者の数、こちらのほう

も増加傾向にあります。その一方で、施策①の社会教育講座受講者の割合、こちらのほうは減尐傾向となっ

ております。こちらの講座、いろいろな年代あるいは性別などから、多くの市民の皆さんがより興味を持っ

て参画していただけるような社会教育講座の充実検討が求められているのかな、というふうに思ってござい

ます。続きまして基本施策❸「潤い豊かなスポーツライフの推進」という項目です。施策②「競技水準の向

上」、こちらのほうは「国民体育大会出場者数」あるいは「県民体育大会優勝者数」のほうが大きく伸びを見

せている一方で、施策③「スポーツを支える基盤の整備」の体育施設利用者、こちらについては減尐の傾向

で推移しているということでございます。競技スポーツもさることながら、今後とも身近にスポーツに親し

めるような環境づくりといったようなものが求められているのかなというふうに思ってございます。 

２ページをお開きください。大綱２「未来を拓く人を育てる学びのまちづくり」についてです。まず最初

に基本施策❶「「生きる力」を育む学校教育環境の充実」のところです。施策②「安全・安心な教育環境の充

実」、こちらのほう、いわゆる学校・校舎等の耐震化率等が書いてございますが、こちらのほうは概ね計画的

に進められて推移しているというところになっております。また、施策①「学校教育の充実」の項目のとこ

ろに、「自己肯定感をもった児童生徒の割合」が書かれておりますが、こちらのほうは小学校・中学校とも増

加しているという状況です。しかしながらその下の「不登校児童生徒の出現率」、こちらのほうは小学校・中

学校とも増加傾向にあるということでございます。子どもたちを取り巻く環境というのは急激に変化してお

りますので、なかなか難しい時代ではありますけれども、子どもたちが生き生きと楽しく学べる環境づくり

というものが求められているのかなというふうに思っております。次に基本施策❷「時代をつむぐ歴史遺産

の保存と活用」についてでございます。施策①の「文化財施設利用者数」や、あるいは「web博物館アクセス
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数」、こういった数字は順調に伸びを見せているというところでございます。この点では、身近な歴史遺産が

市民や来訪者に親しまれているのかなと推察しておるところでございます。一方、施策③に「郷土芸能祭等

の観客数」という項目がございますが、こちらの数字は現状に比較し伸び悩んでいるというところもござい

ます。そういう観点では、無形文化財、こういったところについても、広く市民に親しまれるような取組み

の強化が求められているのかなというふうに感じてございます。 

３ページをお開きください。次、大綱３「健康で安心して暮らせるまちづくり」についてでございます。

基本施策❶「みんなで支えあう地域福祉の推進」についてです。施策①「福祉で地域づくり」という項目の

なかで、「みまもりおーネット登録事業者数」でありますとか、「住民参加型在宅福祉サービスの利用状況」、

こちらの数字は大きく伸びているということでございまして、地域で支えあう福祉体制の構築については良

い方向に向かっているのかなというふうに思っております。一方で施策③「福祉を支える人づくり」の項目

のなかに、「ボランティア登録団体」でありますとか、「コーディネート数」、こちらのほうの数字は低下の傾

向にあるということでございます。こういった、福祉を支える人材育成の分野につきましては、更に強化を

図っていく必要があるのかなというふうに考えてございます。次に基本施策❷「子育て環境の充実」の項目

についてです。こちら施策①「子育てを支える環境の整備」、こちら保育施設における待機児童者数が書いて

ございますが、目標はゼロということですが、まだ待機児童が存在しているという状況になっておりますの

で、引き続き待機児童ゼロに向けて取組みを進めて行くことが求められています。一方、施策②「子育て家

庭への支援の充実」というところでは、「ファミリーサポート事業提供会員数」あるいは「地域子育て支援拠

点事業利用者数」などについては増加の傾向を示しております。これらの子育てサポート施策についても一

層の充実を図りながら、「子育てをするなら奥州市で」と言っていただけるように、そういったまちづくりを

更に進めていくことが大切かなと感じてございます。４ページをお開きください。基本施策❸「健康づくり

の推進」という項目がございます。こちらの施策②「心の健康づくりの推進」という項目で、ゲートキーパ

ー養成者の累計数、こちらが倍増ということになってございます。結果的に、「自殺死亡率」も大幅に減尐し

ているということです。今後ともこういった心の健康づくりという観点を大事にして継続していくことが大

切かなというふうに思っております。一方で、施策①「予防を重視した健康づくりの推進」の項目の中で、

「脳血管疾患による死亡率」や「成人肥満者の割合」、こういったところが増加の傾向にあるということです。

こういった部分につきましては、様々な要因があろうかと思いますので、これらを的確に分析等しながら更

に効果的な施策展開を模索していくという必要があろうかと思っております。次に基本施策❹「高齢者支援

の推進」についてです。施策①の「敬老会の参加率」あるいは施策②「高齢者の生きがいづくり事業の参加

者数」、これらの数字については減尐の傾向にあります。より多くの高齢者の方々にこれらの事業に参加して

いただいて、生き生きと老後を暮らしていただけるような環境整備が求められているのかな、というふうに

感じてございます。続きまして４ページから５ページにかけてでございますが、基本施策❺「障害者福祉の

推進」、基本施策❻「医療の充実」の項目がございます。こちらのほうはそれぞれ指標数値が出ているわけで

すございますが、とりわけ医療については、「訪問診療・訪問看護件数」、こちらのほうが増加傾向を示して

ございます。在宅医療を望む市民の方も一定程度おられるということから、引き続きこういった取組みも充

実させていく必要があろうかというふうに考えております。 

続きまして大綱４「豊かさと魅力のあるまちづくり」です。こちらはいわゆる産業振興に関わる部分です。

基本施策❶「農林業の振興」につきましては、施策①「新規就農者数」、こちらは増加傾向になっております。

また「担い手への利用集積率」、こちらも増加傾向になっております。施策④「環境にやさしい農業の推進」

の「特別栽培米作付割合」、こちらのほうも増加しておりますし、施策⑤「活力ある農村の形成」の「主要産

地直売所販売額」なども増加傾向になっております。農業が主要産業である当市にとって、今後ともこうい

った農業振興施策の充実強化を図っていく必要があろうと考えております。一方で、なかなか数字が良い方

向に向かっていないものが、施策①「集落営農の推進、担い手の育成」の「遊休農地面積」、こちらは増加の
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傾向にございます。また施策⑥「地域６次産業化の推進」の部分では、「地域６次産業化の取組」、こちらの

ほうも減尐の傾向にあるということでございますので、こういった部分、新たな農家所得の確保策等でも一

定の役割はあろうかと思いますので、６次産業化などの取組みについても更に強化していく必要があるとい

うふうに考えております。次に基本施策❷「商工業の振興」についてです。施策①「商業の振興」について

は、「重点商店街への新規出店者数」、あるいは「重点地域商店街の通行量」、こちらの方は数字が低下傾向に

あるということでございますので、既存商店街の振興策についても、更なる取組を強化していく分野なのか

なと考えております。続きまして６ページ、施策の③「技術力・経営力向上への支援」から、施策④「産業

間連携の促進と新事業育成の支援」、施策⑤「企業誘致の推進」まで、企業、工業振興について書いてござい

ますが、こちらのほうは、どの数字も比較的順調に推移しているのかなというふうに考えてございます。今

後とも奥州市内の雇用環境を支える製造業等、そういったものの雇用環境の充実についても、継続して取り

組んでいく必要があろうかというふうに考えております。続きまして基本施策❸「観光物産の振興」につい

てですが、こちらのほうには「観光客入込数」については減尐傾向にありますけれども、一方で外国人観光

客の入込が３倍増、というような形で大幅に増えております。こちらのほうは、外国人観光客の増加を好機

として捉えて、更にインバウンド需要の掘り起し・取り込みを行っていくような取組み、あるいは自然体験・

農業体験・歴史体験等のメニューも充実させながら、観光振興を図っていく必要があるというふうに考えて

おります。続いて７ページのほうをお開きください。基本施策❹「雇用環境の向上と人材育成」についてで

す。こちらのほうの数字も、比較的順調に伸びているということですが、特にも「ジョブカフェ奥州就職決

定者数」、こういった部分は大きく伸びております。近年の好景気を反映して、有効求人倍率なども奥州市地

域で高く推移しているわけですが、こういったジョブカフェなどの役割は大きく、これからも更に大きな存

在になっていくものと思われますので、引き続きその役割を果たしていく必要があろうかと考えております。

また、施策②の「人材育成の推進」については、各種セミナー、ガイダンス、あるいは職業訓練等を実施し

ているわけでございますが、こういったところも数字的には大きく上回っています。個々の人材の能力開発

などについて、引き続き適切な取組みを行っていく必要があると考えております。 

次に、大綱５「環境にやさしい安全・安心なまちづくり」でございます。基本施策❶「良好な自然・生活

環境の保全と循環型社会の形成」について書いてございます。施策①の「自然環境保全対策と環境学習の推

進」については、市民の環境学習イベントの参加者数や、あるいはその理解度、目標と比較して大きく上回

っている状況で推移しております。引き続き、奥州市は自然環境豊かなまちでございますので、こういった

環境学習イベントについても実施していくということでございますし、一方で施策③「ごみ減量化に向けた

３Ｒの推進」という項目で、「１人１日あたりのごみの排出量」、こちらは減尐を目指すわけでございますが、

実績とすれば若干増加しているという数字になっております。しかしながら、次の指標の「リサイクル率」

でいえば、リサイクルされる割合は増えてきているということもございますので、いずれこういったところ、

内容を吟味しながら、引き続きごみの減量化に向けて、取組を推進していくということが必要になってきて

いると考えております。８ページをご覧ください。基本施策❷「安全・安心な市民生活の実現」についてで

す。こちら「交通事故（人身）発生件数」あるいは「刑法犯発生件数」などが書いてございますが、こちら

のほう、減尐の傾向で推移しております。安心・安全なまちづくりというのが、一定程度図られてきている

のかなと思っております。一方で、基本施策❸「災害に強いまちづくりの推進」の部分については、「消防団

員数」という欄がありますが、こちらのほうはいろいろな事情がありますけれども、なかなか消防団の増加

にはつながっていないということでございますので、最近いろいろな災害がありますので有事の際のことを

考えますと、こちらの団員の確保というのも引き続き重点的に取組んでいく必要があるのかなというふうに

考えてございます。 

最後に、大綱❻「快適な暮らしを支えるまちづくり」についてでございます。８ページの下のほうには基

本施策❶「道路環境の充実」について記載されておりますが、こちらのほうも計画的に実施されておりまし
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て、数字も伸びてきているというところでございます。また９ページにいきますと、基本施策❷「快適な住

環境の実現」というところで、施策②から④まで、水道、汚水処理、公園整備、こういったところの数字も

それぞれの計画に基づいて実施されておりまして、順調に推移しているということでございます。引き続き、

快適な住環境の整備ということで努力していく、というところが大事なのかなというふうに思っております。 

以上で、平成29年度の進捗状況についてご説明をいたしました。順調に数字が上向いている部分、あるい

はなかなか上手く行っていない部分、いろいろあるわけでございますけれども、いずれ前期５か年の平成33

年度に向けて、いろいろなご意見を頂戴しながら、更により良い事業展開をしていきたいと思います。本日

は忌憚のないご意見を頂戴したいと思っております。以上で説明を終わります。 

（小野寺功会長） 

はい、ただいま事務局のほうから説明いただきました。ご意見、ご質問等ありましたらどうぞ、挙手の上

お願いいたします。 

はいどうぞ。 

（若生和江委員） 

奥州めぐみネットの若生と申します。質問がひとつあります。３ページのところの大綱３、基本施策❶、

の施策①の、一番下のところなんですけれども、「災害時要援護者避難支援計画（個別台帳）登録人数」、こ

こ登録人数で出ておりますけれども、もともとこの対象になる人が何人いて、そのうちの何人が登録してい

るのかというのが、この表し方では分からないのではないかなと思いましたので、ここのところ分母が分か

らない、人数ではなくて割合で書いてもらったほうが、現状が分かるのかなと思いましたので、ここのとこ

ろについての説明をお願いしたいと思います。 

（小野寺功会長） 

はい。答弁、見解等ありましたらお願いいたします。 

（健康福祉部長） 

健康福祉部の阿部と申します。私のほうからご答弁させていただきます。いまご質問あった大綱３の「災

害時要援護者避難支援計画（個別台帳）登録人数」の指標のお話でございました。こちらの指標の設定につ

きましては、委員さんご指摘のとおり対象者が何人いて、何人登録なったか、例えば比率が何％、というふ

うな指標にすべき、というふうにいまお聴き取りをいたしました。今般設定する段階では、できるだけその

登録者を増やして行こうという観点から、その登録者数だけを上げて行こうという目標設定をしたものです

から、現在そういう捉え方をして、その数字だけとしているような状況でございます。災害時の要援護者と

申しますのは、いわゆる高齢者の方、子どもの方、障がい者の方ということで、正確な人数については私の

手許にないんですけれども、１万人以上の方がその対象となりうる人がいらっしゃいます。その中でここに

登録なっておりますのは、ここにございます29年度で1,491人でございますので、まあ10％くらいの数字、比

率からすれば達成でございますけれども、この指標を設定した段階では増やそうということで、そういう数

字のみを出しているということになってございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 （小野寺功会長） 

よろしいですか。 

（若生和江委員） 

あの、いまのことに関連してなんですけれども、後半で地域の消防団員の数も増やしていきたいというふ

うな声が出ていても、なかなかその地域で日中、その時間、地元にいて、消防団の活動に参加できるという

人がどんどん尐なくなってきていて、消防団員以外の地域に住んでいる人も、その要支援の人の手助けに、

協力してあたって行かないと、ちょっと大変な状況というのが、街から離れれば離れるほどあるので、さっ

き言った意味は増やしていきましょうというのはひとつは納得しますが、どのぐらい手助け必要な人がいる

んだべな、というところを見て行かないと、このごろ大雤とか台風とか、たくさん被害がどこで起きるか分
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からない状態になっているので、何かその辺のところ絡めて、何とか考えていただければな、と思いました。

以上です。 

（小野寺功会長） 

あの、ご意見でよろしいですか。 

（若生和江委員） 

はい。 

 （小野寺功会長） 

はい、他にございましたらお願いします。はいどうぞ。 

（伊藤裕子委員） 

このたび公募委員として委嘱いただきました伊藤裕子と申します。よろしくお願いします。私、奥州市出

身なんですけれども、結婚してから関東に住んでいて、４年前に両親と義理の父親の介護のことで、夫を東

京に置いて、子ども達と一緒にふるさとに戻ってきました。それで、ここ４年間介護にあたってきたんです

けれども、私の場合は専業主婦なので、子どもを育てることと介護と、両方やってきて、仕事を持っていな

くてもすごく大変だったんですね。いまダブルケアという言葉が旬というか、結構世の中で理解されて来て

まして、ダブルケアというのは子育てと介護の同時進行という状況なんですけれども。先日京都のほうでや

っぱりダブルケアはこれから先、晩婚化・晩産化が進むにあたって大きな問題になってくるということで、

京都のほうではダブルケア支援員という制度を始めますよ、というようなことが取り上げられていました。

昨日一昨日あたりは東京都議会で、やはりダブルケアはこれから問題になるからということで、その重要性

を取り上げられていたんですけれども。大綱３の❷と❹のところで、子育て環境の充実と、高齢者支援の推

進というところで、それぞれどちらも大事なんですけれども、子育てと高齢者支援にあたっている人の中に、

両方背負っている人がいて、その人達は結構すごく、精神的にも体力的にも追いつめられた状況にあるとい

うことをちょっと理解していただいて、それでどうにかここのところで、両方の支援をつなげるような手立

てがないものか、というのを、私がよく参加しているダブルケアカフェというところで、ダブルケアにあた

っているお母さんたちと話をしているんですね。ちょっとその言葉が、ここには出てきていなかったもので、

もし皆さんに認知していただいて、理解していただいて、市の政策の中にそういう価値観というか、それを

取り入れていただけたらな、と思ってここに来ました。よろしくお願いします。 

（小野寺功会長） 

はい。進捗状況ではなく、これからについてのご意見ということですね。 

（伊藤裕子委員） 

ここで言って良かったのか分からないんですけれども、はい。 

（小野寺功会長） 

何か、お答えできることが可能なものがあればお願いします。 

（健康福祉部長） 

いま委員さんからのお話ございました、ダブルケアの話でございます。市内にはダブルケアの活動をなさ

れている方がいらっしゃいまして、その活動の中でカフェのなかで、委員の先生も参加されているのかなと

思います。いまお話あったように、ダブルケアという問題は、世の中の状況を反映して、子育てと介護を両

方しなければいけない、という方々が出ていらっしゃるということは、当然これからも大きな問題になって

くるという認識でございます。今般、市議会のなかでもそういったダブルケアの問題、それから県議会の中

でもダブルケアの問題が取り上げられて、今後の施策の推進のなかで進めて行かなければならないというふ

うなことで、県あるいは市町村もそこを本格的に検討していかなければいけないという状況でございました

ので、委員様のご指摘のあったとおり、そこは十分考慮しながら進めて行きたいというふうに考えてござい

ます。 
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（小野寺功会長） 

よろしゅうございますか。はい。他にございませんか。はいどうぞ。 

（熱海淑子委員） 

県南広域振興局から参りました熱海と申します。よろしくお願いいたします。数字でちょっと確認をした

い箇所が、６ページなんですけれども。大綱４の施策⑤の企業誘致の推進で、「製造業従業者数」のところは

同じ数字がずっと入っているんですけれども、これは同じ数字をキープするという意味合いか、ということ

と、次の基本施策❸の観光物産の振興の、一番下の施策④の「観光物産協会ＨＰアクセス数」のところの29

年度実績値、34,945ということで、ちょっと桁が違うんですけれども、これはこの数字ということでよろし

いのでしょうか。 

（小野寺功会長） 

はい。答弁お願いします。 

（政策企画課長補佐） 

「製造業従業者数」については、確認はしてみますが、工業統計あるいは経済センサス等の数値を使って

最終的な結果数字を出していると思いますので。ただ、この取りまとめた時点で最新の数字が出ていなかっ

たので、同じ数字になっているのかなと思っておりますが、ちょっとその点は確認していきたいと思ってお

ります。なお観光物産協会のホームページアクセス数、こちらのほうも数字ちょっと一桁下がっております

ので、こちらは直近になって気づいて、確認作業中でしたので申し訳なかったのですが、これら再度確認さ

せていただきたいと思っております。大変失礼いたしました。 

（小野寺功会長） 

はい。確認のうえ、別途お知らせするんですね。 

（政策企画課長補佐） 

はい、確認のうえ、委員の皆様にご連絡させていただきたいと思います。 

＜※追記：確認の結果、「製造業従業者数」については9,425人を9,310人に訂正、「観光物産協会ＨＰアクセ

ス数」については34,945で変更ありませんでした＞ 

（小野寺功会長） 

よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にございますか、はいどうぞ。 

（山本健委員） 

県立大の山本でございます。６ページの基本施策❸施策①の「観光客入込数」が、現状に比べて１割近く、

20万近く大幅に減尐しておりますが、これは大規模な施設の閉鎖ですとか、何か明らかな原因等があってこ

れだけ著しく減っているのか、ご説明いただきたいというふうに思います。あと、この減尐を踏まえて先々

の目標の下方修正の必要はあるのかないのか、お考えをお聞かせください。 

（小野寺功会長） 

はい。どうぞ。 

（商工観光部長） 

商工観光部の千葉と申します。まず観光客の入込数ですけれども、27年度から29年度、１割ほど減尐して

いるということですが、これは特に大きな施設が閉鎖したとか、何かあったとかいうことではないというふ

うに、私のいまの判断でございます。一応トレンドとして見れば、徐々に減ってきているという、その流れ

になってきているということはそのとおりでございます。この中間目標値あるいは目標値につきましては、

こういったことも踏まえながら、修正等についてはちょっと検討させていただきたいというふうに思います。

いずれ、いまが減っているから、この中間目標値あるいは目標値というものをそのまま減尐ということでは

なくて、ある程度維持してそれに向かって取り組んでいきたいとは思っておりますが、検討はしたいと思っ

ております。以上です。 
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（小野寺功会長） 

よろしいですか。はい。はいどうぞ。 

（渡部千春委員） 

渡部でございます。ただいまの基本施策❸の施策①「観光客入込数」の下の、「外国人観光客入込数」のほ

うなんですけれども、すみません自分が委員をしておきながらちょっと無責任なことだったのかもしれませ

んが、27年度1,298人から、実績29年度3,895人というふうになっておりますが、目標値33年度は2,800人と、

現状より減っているというふうな状況で、これ目標値というふうなことで、何かの形で変更等できるのでし

ょうか。 

（小野寺功会長） 

はい。見解お願いします。 

（政策企画課長） 

今回の計画につきましては、５年間の計画ということで進めさせていただいております。次回の後期５年

間の見直しの際に、そこを考慮して進めたいというふうには思っております。一方で、目標はこのとおりで

ありますけれども、実際事業を取組む担当部署としましては、現在でもう達成しているのであれば、自分た

ちで新たに総合計画以上の目標を持って取組むことは当然のことと思いますので、そういった形で意欲を持

って進めるようにしたいというふうに思っております。以上でございます。 

（小野寺功会長） 

よろしいですか。はい。他にございませんか。はいどうぞ。 

（若生和江委員） 

奥州めぐみネットの若生と言います。２ページのところの「郷土芸能祭等観客数」のところで、まつりの

観客者数については減らないようにしていきたいというところが出ているんですけれども、実際郷土芸能を

伝承している人達の維持というのが、今回の指標にはどこにも残念ながら表れていないんですけれども、そ

このところをフォローできるように、６ページの大綱３の施策③「新たな体験型観光の推進」のところの「歴

史体験メニュー」のところに、是非その郷土芸能という部分も視点の大事なもののひとつとして入れていた

だいて、体験してもらうというものを充実させていくには、それを実際にやっている人と、それから後継し

ていく人というのが育って行かないとたぶんできないと思うので、今日の項目のどこにどう、という話では

ないのですが、そのあたりのところもぜひ意識の中に入れておいていただきたいなと思いますし、地域おこ

し協力隊の若い方たちが奥州市にやってきまして、この体験型観光というところは奥州市にとっても非常に

力になっていく部分であると思いますので、郷土芸能についてもいままでのようにただ見るだけじゃなくて、

自分たちが踊ってみてワクワクするとか、そういうことも実は魅力の中にあるんじゃないかなと思いますの

で、幅広いところでその体験を考えていっていただけるといいなと思いました。 

（小野寺功会長） 

はい。答弁どうぞ。 

（商工観光部長） 

ありがとうございました。歴史体験メニューの中に郷土芸能という、こういった非常に貴重な資源といい

ますか、要素に入れ込むというのが、旅行客等の皆さんに非常な興味とか、意識を高めるエレメントになる

と思いますので、これは積極的に取り入れていきたいと思います。 

（小野寺功会長） 

よろしいですか。はい。他に、はいどうぞ。 

（渡邉幸貫委員） 

すいません、江刺の渡邉といいます。あの、大綱５の基本施策の❶のところに、「助言・指導などを行った

空き家等に対する問題の解決に至った年間件数」が33件とありますが、将来も20件くらいだということなん
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ですけれども。まあ私の住んでいるところは40軒にも満たない集落でも、もう既に空家は何軒かあるんです

ね。これはこんなもんじゃなくて、ものすごくもう５年位で一気に増えていくんだろうと思うんですよね。

そうすると、宅地というものはどういうことなのかと。いや、上の建物がついていたほうが固定資産税安い

んだとや、と。それで上のもの壊さないんだとや、というようなことで。ただ、都会であれば更地であれば

売れるから、まあそりゃ高くなっても構わないんでしょうけど、田舎の場合にはもうあと原野しかないんで

すね、私たちのところは。そんなところなのに、進まないというか、どういう解決策を見出そうとしている

のか、特に固定資産税なんかどう考えて指導されているのか聞いてみたいと思います。 

 （小野寺功会長） 

はい、答弁お願いします。 

（財務部長） 

財務部ですが、固定資産税からの考えですが、現在宅地の部分については、上に居住の用に供する建物が

建っていることによって、固定資産税が安くなっています。空き家の場合に、建物を取り壊してしまうと土

地の固定資産税が、本来の価格に戻るということで、これを避けるためにそのままになさっている方がやは

り多いというふうに認識しております。これについては、国のほうでもその制度設計そのものに無理がある

ということで、検討を始めているはずなんですが、ちょっと私もいまの状況を正確には把握しておりません。

いずれそういった空き家になっている部分の、住居の取壊しの部分については、本来の税率に戻らないよう

な方向で検討を始めているというふうに理解しているところです。 

（市民環境部長） 

市民環境部長の渡辺でございます。空き家の実態についてまずお知らせをいたします。平成27年度におい

て調査をしました空き家の総物件数、2,192軒であります。平成30年度、８月末をもって改めて調査をいたし

ましたところ、空き家の物件数は2,603軒と、おおよそ400軒ほど空き家が増えているという状況でございま

す。過日９月議会におきまして、こういった空き家の増加に係わりまして、適正な管理をしていただく、そ

してまたその適正な管理がなされない場合においては応急的に市がさまざまな手を掛けることができる。あ

るいは空き家特措法において所定の措置命令を発しても、なおかつそれに従わない方の場合については、そ

ういった方の氏名を公表する、などなどの新たな空き家条例を過半ご議決いただきまして、10月１日をもっ

て施行したところでございます。従いまして、今年の11月に予定されております市政懇談会におきましては、

こうした空き家対策の内容について、市民の皆様にお知らせをし、具体的に市がどんなことができるのか、

あるいは今後市として、どういう措置命令を発する可能性があるのか、といったようなことなどを市民の皆

さんにお知らせをしていくという計画を持っているところでございます。 

（小野寺功会長） 

よろしいですか。はい、どうぞ。 

（渡邉幸貫委員） 

あのー、秋田県のほうではね、あの、危ないところは市で、大仙市とかは壊しているのも、事務局は分か

ってらっしゃると思うんで、やっぱり税で壊すっていうのは、あまりに迷惑をかけすぎるのはね、そういう

方法を既にやっているし、まあいまおっしゃるように2,600軒も認めてらっしゃって、相談するのは20件で目

標値も20件だってんで、あまりに数字の乖離がありすぎてね、これでは誰も納得できないと思うんですよね。

さっきも税のほうのお答えでもですよ、あの、固定資産税の評価を皆さんは回って歩いて見るんですよね。

で、見たときに、あの、どんどん宅地を壊して、まあ平らにして、それでも宅地は減尐しないというか、原

野とか畑にそれを戸主に聞いて減らすとかね、何かこの、まあ武士の情けじゃありませんが、せっかく自主

的にやっているところはね、やっぱり認めてやらんと。宅地は絶対取るんだと、それの都合で例えば、家に

入る取り入れ口などちょっとでも変われば、それも宅地だって課税を増やすんですよね。これが我が市の評

価の仕方ですよ。ですから例えば、十幾つも昔木小屋があったとかね、まあ豚小屋があったとか、さまざま
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なところを壊している方もいらっしゃるんですよね。そうするとその分だけ、何か原野で評価してあげよう

とか、そうじゃなくて、いや、宅地は絶対、市では財政が厳しいから取るんだ、といったような態度でいっ

たんではね、これは全然情け容赦がないんですね。ですからその辺は情け容赦しないとね、上手くいかない

と思いますよ。私なんぞは個人的にもう宅地だけで、千坪もあることになっているんですよね。それはね、

やっぱり駄目ですよ。やっぱり自分でどんどん整理していくのはね、それなりに評価をしてとか、戸主に聞

いてみるとかね、そうやってさじ加減をしないと、これは進まないと思いますけど、いかがですか。 

（小野寺功会長） 

はい、回答をどうぞ。 

（財務部長） 

はい、宅地の課税についてですけれども、宅地そのものの課税については、基本的には国が示している基

準に基づいて、市でもそういった宅地の評価基準というものを作って、実際に評価をして課税をしている、

ということになります。いまおっしゃられましたように、財政が厳しいとかですね、そういったことで、厳

しいときは厳しく、厳しくないときは違くというふうな、そもそもそういうような制度ではないものですか

ら、なかなかそこは難しいのかな、と思っております。どこに情けをかけていいのか、やはりそこも同じ基

準で皆さんに公平に税を負担していただくという制度ですので、まああまりその制度自体の根幹を揺るがす

ようなことは、ちょっとなかなかできないかなと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

（小野寺功会長） 

どうぞ。 

（市長） 

あの、部長がお話すればそうなるんですけれども。幸貫先生おっしゃることよく分かります。理屈だから

そのとおりで、空き家が対策できるかというと、決してそうでないという現実を踏まえた時に、結果として

放っておいた人達があまり大きな負担をせずに、まじめにやった人が大きな負担を受けるような状況では、

これは制度として正しく推進されるのかというふうな部分が、現実的に高齢化人口減尐のなかで起きている

という状況を見据えた時には、やはりそれに見合う制度設計が必要であろう、ということとしていまご提案

をいただいたというふうに私としては承りましたので、まあすぐにということではないですが、これは奥州

市だけに係わらず、全国的な問題でもありますので、われわれは、われわれとして尐し考えながら、そして

全国的に取組むべきものであればこれは県を通じて国に申し上げると、いうようなことも含めてですね、現

実的にはいまの制度の中で、いくら罰則を強化するというようなことを進めただけでは。おそらく根源的な

物事の解決には至っていかないのではないかというふうに私も思う節がありますので、ここの部分について

は多くの知恵を寄せながら検討しながら、すぐということにはならないかもしれませんけれども、この時代

の状況の変化にしっかりと対応できるような制度設計ができるべく、まずは検討してまいりたいというふう

に思いますので。すぐにやると言えばいいところなんでしょうけれども、そうも言えないところがあります

が、いまの部分については十分に理解をいたしましたので、今後しっかりと検討していきたいというふうに

思うところでございます。 

（渡邉幸貫委員） 

余計なことかもしれませんが、奥州市の場合には、宅地は30万円以下は、非課税なんですね、要するに1.5％

かけないんですね。建物も20万円以下はかけないんですね。ですから、ボロ屋敷にしてね、上を残しておけ

ば20万円以下ですから、固定資産税評価ですよ。そうするとただの物が、非課税のものが上に乗っかって、

それはあと下は底地ですから、それが一番安いんですよね。それが一番、要するに矛盾ですね。空き家を増

やすことですよ。ですから、その実態を良く踏まえて、町の中だって、あの、もう売ろうと思ったって売れ

ないでしょ、恐らく、水沢の街中のど真ん中だってね。そういう矛盾を抱えている私たちの町でね、そうい

う問題をどうするか、ということを答えなければ、とてもじゃないがこの空き家の相談なんてのはできない
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と私は思いますよ。まず頑張ってください。 

（小野寺功会長） 

まだまだご意見あると思いますが、これから協議事項もありますので、もうひと方、どなたかありました

ら、どうぞお願いいたします。 

もしないようでしたら、これでこの分について、進捗状況については終わりとしたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。 

-「はい」の声多数- 

（小野寺功会長） 

はい、ありがとうございます。 

６ ＜協 議＞ 総合計画実施計画事業について（戦略プロジェクトの取組状況） 

（小野寺功会長） 

それでは、続きまして６の協議事項に入ります。戦略プロジェクトの取組状況について、ご説明をお願い

いたします。 

（政策企画課長） 

はい、それでは６番の総合計画実施計画事業（戦略プロジェクトの取組状況）についてご説明を申し上げ

ます。本日協議事項とさせていただいております。先ほどＡ３の資料でもご確認いただきました２つの戦略

プロジェクト、人口プロジェクトとＩＬＣプロジェクト、この２つの取組状況についてご意見をいただきた

いとするものでございます。特にも人口プロジェクトにつきましては、人口減尐に歯止めをかける、あるい

は東京圏への一極集中を解消する。こういった目的で、いずれ東京圏から地方へ人の流れを作り出そうとす

る取組でございます。一部が国の補助事業となっておりますので、地方創生推進交付金という補助を使って

おるんですが、この事業の成果につきましては毎年度、外部の委員さんの目を通して検証することが義務付

けられておりまして、そういう意味で協議事項として、本審議会に検証をいただいているところでございま

す。人口減尐対策は待ったなしの状況でございますけれども、東京圏への転出超過といった部分はなかなか

止まることがない状況となっておりまして、全国的にも苦戦しているというのが現状ではございます。具体

につきましては、係長の大越よりご説明をさせていただきます。 

（政策企画課企画推進係長） 

政策企画課の大越です。それでは、私のほうからですね、戦略プロジェクトの取組状況についてご説明を

させていただきたいと思います。お手元の資料３のほうの１ページ目をお開きいただければと思います。 

先ほどからご説明申し上げておりますけれども、総合計画は、目指すべき都市像を「地域の個性がひかり

輝く 自治と協働のまち奥州市」として、分野別の事業のほか、分野横断的な２つの戦略プロジェクトを位

置付け、29年度よりスタートしております。分野横断のプロジェクトとなってございますので、個別の事業

につきましては各課で行っておりますが、これら２つの戦略プロジェクトに関連する事業について、私のほ

うからご説明を申し上げます。 

１つ目は、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～になります。人口プロ

ジェクトにつきましては、平成28年３月に策定しました「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ

る基本的施策を基本としながら、奥州市人口ビジョンに掲げる人口目標を達成するためのプロジェクトで、

１ページのほうの下段の枠で囲んだところになりますけれども、（1）から（4）までの、雇用、結婚・子育て

支援、移住・定住、地域愛醸成の４本柱で実施をしております。こちらのプロジェクトにつきましては、当

市の現状と目標について、当日配布資料の２と３を用いまして、補足をさせていただきたいと思います。そ

れでは、当日配布資料２のほうをお手元にご準備いただければというふうに思います。こちらは、人口推移

の現状と、国立社会保障・人口問題研究所の人口予測、そちらと、市が掲げる目標をまとめた資料となって

おります。2010年を基準としまして、2040年の人口予測86,231人に対し、市の目標を94,177人とし、予想に
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対して7,946人。2060年の予想62,002人に対し、目標80,160人とし、予想に対して18,158人を押し上げるもの、

こちらが目標としているところになります。全国的な人口減となってございますので、人口増加という形に

はなかなかならないんですけれども、人口の下げ幅を抑えるという形での取組としている点を、まずはご理

解いただきたいというふうに思っております。なお、こちらの表にございます2015年の実績につきましては、

目標値に対し830人ほど上回っている状況となっております。こちらは喜ばしい数値ということにはなってお

るんですけれども、こちらのほうについては、ブレの範囲内ではないかと捉えているところでございます。

それでは更に、当日配布資料３をご準備いただければと思ってございます。こちらの資料は、当市の人口の

自然及び社会増減をまとめた資料となってございます。平成29年におきまして、出生数782人に対しまして、

死亡数が1,621人となってございますので、839人の自然減という形になってございます。こちらにつきまし

ては、子育ての環境の充実を図るなどして、出生数の増につなげる取組を実施してまいりたいというふうに

考えてございます。続いて資料の中段になりますが、社会増減の資料となります。資料は、転出入先の主な

区・市・町ごとにまとめたものとなってございます。見方としましては、一関市につきましては、当市に転

入してくる方が、転出した方を21人上回っているという形で、増減数が21という形になってございます。逆

に東京特別区につきましては、転出されている方のほうが43人多くなっているということで、マイナス43と

いう形になっているものでございます。なお、男女別で比較をさせていただきますと、男性よりも女性のほ

うが81人多くなっております。特にも15歳～29歳の若年層と呼ばれるところの転出が多くなっている点をご

確認いただければというふうに思ってございます。続きまして資料の下段のほうになりますが、こちらは県

内の周辺市の人口状況をまとめたものとなってございます。旧藤沢町と合併いたしました一関市と、直近で

は当市のほうとはほぼ同数、月によっては逆転する場面もあるというような状況となってございます。盛岡

市さん、北上市さんのほうにつきましては、横ばいという形で推移しておりまして、そちら以外の奥州市、

一関市さん、花巻市さんについては、減尐をたどっておるという状況になっておるところ、この資料からご

確認いただければというふうに思ってございます。続いて、裏面のほうに行っていただきまして、こちらは

先ほども触れましたが、転入出の状況について、北上市との比較という形でこちらの表を載せてございます。

こちらはですね、上の段が奥州市、下の段が北上市という形になってございます。北上市のほうの説明をし

たうえで、奥州市の部分に触れさせていただきたいと思いますけれども、北上のほうでも、当市と同じよう

に先ほど申し上げました、15歳～24歳で転出超過が見られる、ちょっと表が白黒で同じ色の線になってしま

っており申し訳ございませんが、1,369と書いてあるグラフのほうが転出という形となっておりますので、要

は転入している方よりも、出て行っている方が上回っているような状況となってございますが、楕円で囲ん

だところになりますけれども、そちらは逆に、転入してくる方が多くなっていると、25歳以降はそちらが多

くなってございますので、先ほどの若年層で出て行った方の分を、入る方で埋めているという形で、増減が

ないような状況になってございます。逆に、上の段のほうの奥州市でございますけれども、同じように若年

層のほうでは出ていく方のほうが多くなっているという形になってございます。20歳代後半から30代40代と

いう形で、入ってくる方が多くはなっておるんですけれども、出て行っている方を埋めるほどの転入になっ

ていないという形で、社会減が生じているという状況になってございます。こちらがいまの奥州市の現状と

いう形になってございます。いま触れさせていただいたとおり、社会減の部分を今後どのような形かで対策

を打ちながら、改善できればというふうに考えているところでございます。人口プロジェクトの説明にあた

りまして、当日配布資料２・３を使いまして、人口プロジェクトの目標と奥州市の現状について、補足をさ

せていただきました。それではすみませんが、また資料３のほうに戻っていただきまして、そちらの説明を

続けさせていただきたいというふうに思います。 

戦略プロジェクトのほう、２ページ目ということになりますけれども、二つ目の戦略プロジェクトのほう

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」となってございます。ＩＬＣはいまま

さに、誘致に向けた政府判断が待たれているという状況になってございまして、市でも現在６万人の署名活
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動を行うなど、政府判断に向け、皆様になお一層のご協力をお願いしているところでございます。このプロ

ジェクトはＩＬＣ誘致に向け、ＩＬＣを積極的に施策に取り入れ、科学・技術・教育・産業を効果的に融合

させ、次世代の人材の育成や新産業の創出を図ることによって、国際科学技術イノベーション拠点の実現を

図ろうとしているものでございます。 

それでは、こちら人口プロジェクト、ＩＬＣプロジェクト、２つの戦略プロジェクトにつきまして、平成

29年度の個別の事業の取組状況、そして今年度の事業の状況について更に説明をさせていただきたいと思い

ます。資料のほう、３ページをお開きいただければと思います。まずは、人口プロジェクトについてでござ

います。こちらに掲載している予算決算額につきましては、総合戦略事業予算としている分を記載しておる

という点、ご了解いただきたいというふうに思います。 

１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、前年度12事業を実施してございました

が、今年度から１事業を追加しているという形になります。10 企業誘致事業、こちらの部分が今年度追加

した事業になってございます。この柱のなかの施策の１つ目の「農・商・工・伝統工芸産業などの産業基盤

の強化と新産業の創出」に向けた事業としまして、順番に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となってございます。

昨年度、今年度とも新規出店補助を実施しております。２ 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、昨年度創業塾を５回開催しておりまして、併せて創業セミナー

を開催しておりまして、今年度も同様の取組を行っておる状況となってございます。３ 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となってござい

ます。昨年度は１社に補助を実施してございまして、今年度は現在６社へ補助を採択している状況となって

ございます。４ 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、昨年度と同様

に人材育成の主体である水沢鋳物工業協同組合へ補助をしているという状況になってございます。５ 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に、箪笥組合に補助を行っているというものになります。こちらも昨年度

から継続という形で事業を進めております。６ ジョブカフェ運営事業。これは、メイプルの地下にありま

す、若年求職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」、こちらを継続して運営している

というものになります。７ ブランド牛生産拡大事業。これは、銘柄牛の管内一貫生産、畜産農家の体質強

化及び産地確立を図るための事業でございまして、管内導入肥育体制構築、繁殖基盤強化に補助を実施して

おります。こちらも昨年からの継続となりまして、実施主体のほうはＪＡさんにご協力をお願いしていると

いう状況となってございます。８ 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」等の普及のための事業でして、苗木購入及び改植に補助を実施しております。

こちらも昨年からの継続で進めておる事業となってございます。９ 「食の黄金文化・奥州」ブランド魅力

強化・発信事業。これは、市産の農畜産物の魅力を向上させるための事業として、首都圏でのフェアへの出

展、６次産業化に係る助言・指導、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。

今年度は関係６団体におきまして、推進協議会のほうを立ち上げてございまして、更なる推進を図っている

という状況にございます。10 企業誘致事業。こちらについては、施策の２つ目の「地の利を活かした企業

誘致等による雇用拡大」に向けた事業となってございます。平成28年度に総合的企業立地促進事業としまし

て、国の交付金を活用しての首都圏企業立地説明会、展示会出展、広告掲載、企業誘致パンフレット作成等

に取組んだところでありますが、江刺中核工業団地が完売になるなど、企業を誘導する適地が不足しつつあ

るという状況を鑑みまして、本年度において工業団地整備に伴う調査を行うという事業になってございます。

施策の３つ目「観光を核とした交流人口の拡大により関連産業の活性化」に向けた事業としまして、11 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して、昨年は焼石栗駒ホットラインスタンプラ
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リー、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等を実施し

たという事業となっております。今年度は、新たに着任しております地域おこし協力隊による誘客活動や、

旅行商品の開発検討にも取り組んでおるという状況になってございます。12 訪日外国人観光客受入拡大事

業。これは、主に台湾観光客向けのインバウンド事業となってございまして、台湾人監督によるショートム

ービーの作成、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、えさ

し藤原の郷の体験コンテンツ作成等を実施してございます。今年度は、旅行商品開発や、地域おこし協力隊

などとの協力も得まして、台湾での現地プロモーション活動も実施しておるという状況になってございます。

13 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という形になってございます。

昨年度は２社に補助を実施しておりまして、今年度も現在２社を予定しておるという状況になってございま

す。資料のほう、それでは４ページをご覧いただければというふうに思います。 

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。ここでの施策の１つ

目「出会いの機会の創出」に向けた取組としましては、総合戦略策定時に新規事業のみを位置づけたという

ことになってございますので、ここには計上しておらない部分もあるんですけれども、総合計画の分野別事

業としまして、子育て支援事業、既に行っている部分としましては、子育て支援センターの開設でありまし

たり、第３子保育料無料化や医療費助成等を引き続き行っております。また、予算に表れない事業としまし

て、昨年度は県の結婚サポートセンターの「i-サポ」をメイプルのほうに誘致をしたというところになって

ございますし、今年度は民間企業・団体等が主導して先日開催された「奥州恋結びプロジェクト」という婚

活企画を支援したというところになってございます。施策の２つ目「安心して子どもを産み育てられる環境

づくり」に向けた取組としましては、14 移住・定住促進事業（不妊治療補助）という形になってございま

す。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するという

内容になってございます。特定不妊治療補助等、従前からの事業につきましては、別予算で既に実施してお

るという形になってございます。昨年度まではこの分野はひとつの事業を計上しておったところですが、こ

れ以降は、今年度新たに追加した９つの事業という形になっております。ですので、29年度の決算額が入っ

ておらないと状況になってございますので、その辺ご理解いただきたいというふうに思っております。15 妊

娠・出産包括支援事業（産後ケア事業）。出産後特に支援が必要な母子に対しての産後ケアとなっております。

水沢病院の空き室を利用しまして、宿泊型と通所型の支援を行うもので、現在開所に向けた作業を進めてご

ざいまして、今月中の開所を予定しておるという形になってございます。このほか、各戸を訪問しての支援

を行う予定ともなってございます。16 妊産婦タクシー乗車券給付事業。妊産婦が安心して産むことができ

るよう、母子手帳交付時に、タクシー助成券を交付するもので、日常に活用できる助成券500円分のものを20

枚と、出産等の緊急時に２千円を超える分を助成できる券を交付しておるという内容になってございます。

17 妊産婦搬送環境整備助成事業。妊産婦タクシー乗車券給付事業と連動した形となってございますが、タ

クシー利用時における車内の環境整備費用の助成を行っているというものになります。こちら具体的なもの

を言いますと、チャイルドシートでありましたり、衛生資材等を車に積んでいただくと、準備いただく部分

についての助成を行っているものとなってございます。18 運転手スキルアップ支援事業。妊産婦タクシー

乗車券給付事業と連動した形で、搬送時のタクシー運転手のユニバーサルドライバー研修、子育てタクシー

ドライバー養成講座を行うものとなっております。19 医療介護従事者修学資金貸付事業。市内医療介護施

設への就職を目指し、資格取得に向け修学している学生へ奨学金を貸付けするものとなってございます。20 

潜在看護師復職支援事業。21 医療介護従事者確保対策事業。22 介護職員初任者研修受講料助成事業。23 

保育士等確保緊急対策事業。こちらのほうにつきましては、人材確保に向けた補助等という形になってござ

いまして、就職及び就職後の助成を行うものとなってございます。続いて５ページ目となります。 

３本目の柱「体験を通じた新たな奥州ファンの開拓」という形になっております。こちらは、24 移住・

定住促進事業。こちらも補助事業のほか、移住フェアへの出展、移住希望者への相談対応を行っておるとい
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う形になってございます。すみません、ちょっと時間が迫っておるということでございますので、若干説明

を要約したような形で説明をさせていただきたいというふうに思います。 

次に４本目の柱としまして、「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」につ

いてです。こちらは施策の１つ目「生涯を通じた学習支援による、人づくりの推進」としまして、25 学習

支援事業。26 ライフステージに応じた学習機会提供事業。施策の２つ目「地域住民が主役となるまちづく

りの推進」に向けて27 地域自治組織情報共有等強化事業。28 いわて奥州きらめきマラソン運営事業。を

行ってございます。また29 市民活動支援センター体制強化事業。30 協働の提案テーブル実践事業。を行

っておるという形になってございます。説明のほう、すみませんが事業概要のほうをお読みいただきながら

というところでお願いできればと思います。最後に施策の３つ目「災害に強く、犯罪のない、安心・安全な

地域づくりの推進」で31 災害対応強化事業。でハザードマップの作成を行っておるという形になってござ

います。こちら、人口プロジェクト分としましては、９月議会での補正予算議決後という形になってござい

ますが、２億4,374万円ほど見込んでおるという形になってございます。また、備考欄に担当課のほうも記載

してございますので、何かしら細かい部分の確認等ある場合には、そちらの担当課のほうにお問い合わせを

いただくという形もお願いできればというふうに思ってございます。 

 すみません、続きましてＩＬＣプロジェクトという形になります。こちらのほう、お時間の都合ございま

すので、大きい部分という形で説明をさせていただきたいというふうに思ってございます。こちらのほうで

すけれども、資料としまして、決算額の部分が入っていない部分がございますが、こちらのほうですけれど

も、各関係機関と連携して実施していることから、事業単体での予算措置が明確に出せないというものがご

ざいますので、切り分けがうまくできない部分がございます。こちらのほうについては、予算の欄を空白と

なっているというところ、予め資料としてご了解いただきたいというふうに思ってございます。こちらのほ

う、大きく３つに分けたような形で事業を展開してございます。繰り返しになりますが、事業概要につきま

しては、記載なっている部分をお読みいただいて、というところでご確認いただければというふうに思って

ございます。 

 続きまして、最後になります。資料の３－２という形になりますが、こちらの部分ですけれども、先ほど

課長等の説明も含めてご説明をしておったところですけれども、われわれのほうで地方創生推進交付金事業、

そして地域再生計画ということで、２つの事業・計画が採択されてございます。表のほうで事業・内容ごと

に上段と下段に分けてございますけれども、地域産業振興事業のほうと、協働のまちづくり推進事業という

形になってございます。そちらの部分、先ほど実績額・計画額等は既にお示ししておったという形になるん

ですけれども、こちらも、外部評価ということで、数値的な実績値等について評価をお願いしたいという形

になってございます。すみません、資料のほう３－２という、１枚ものになってございますが、そちらのほ

うご覧いただきたいと思います。こちらの部分、繰り返しとなりますが２つの事業となりまして、資料の右

側半分の部分が、地方創生推進交付金事業、地域再生計画という形での事業実績を確認するということで、

数値的な目標を設けてやっておるという形になってございまして、事業それぞれということではございませ

んでして、事業全体としての数値、という形になってございまして、地域産業振興事業では５つの事業内容

をまとめて３つの指標で評価をしておるという形、協働のまちづくり推進事業についても、７つの事業内容

について３つの指標で評価をしておる、という形になってございます。こちらですけれども、目標を達成す

ることが一番喜ばしいという形になるんですけれども、年度ごとのブレというものも含めて、目標に達して

いない部分もございますが、今年度までの実施期間となってございますので、最終的に成果が出るような形

で、事業２本に取り組んでおる、というような形でご覧いただければというふうに思ってございます。資料

の説明は以上となります。繰り返しとなりますが、先ほど当日資料のほうでも触れさせていただきました、

人口の社会減の部分につきまして、全国的な東京一極集中の流れ、そういったもの、また若年層の、特にも

女子の転出が多くなっているという部分を、今後どのような形で対応していくか、対策を練っていくかとい
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う部分を取組んでいきたいというふうに考えてございます。すみません、説明が途中省略となってしまいま

して申し訳ございませんでしたが、以上で説明のほうは終わらせていただきます。 

（小野寺功会長） 

はい、説明終わりました。皆様から、ご意見等ありましたら、お伺いいたします。 

はいどうぞ。 

（若生和江委員） 

奥州めぐみネットの若生と申します。先ほどダブルケアという、とっても大事な視点でのお話を、委員さ

んから出していただいて、私たちがこの計画を策定する時には、やはりそこには気づけていなかったところ

があって、安心して暮らせる奥州市っていうのを考えていきましょうという時に、今日の資料の中にも、指

標の中にも、どこに入るのかが見いだせない状況ではあるんですが、中間見直しまで待ってとか、５年待っ

てとか10年待ってっていうふうに、対応をすべき問題ではなくって、今日出たご意見を、どこかにこうねじ

込めるような委員会であれば、今日の審議会が本当に意義あるんじゃないかなと思いますので、まずはその

現状にいらっしゃる方の声を聞くとか、聞いた上でどうして行ったらいいかというところを、是非進めてい

ただければ、いいなと思いました。 

（小野寺功会長） 

委員からそういう強いご意見・要望がありました。承っておいてよろしゅうございますか。はいどうぞ。 

（政策企画課長） 

はい、ありがとうございます。総合計画書というのはあくまで作ってしまってひとつあるわけですけれど

も、その内部でそういった指標を管理していくうえでは、やはり目標設定の仕方をきちんと、先ほどもお話

ありましたけれども、もう達成してしまっているものについてはより高い目標を設定する、あるいは従来無

いようなもので、そういう社会的な変化に伴うものに関しては、新たな目標を自ら設定しながら進めるとい

うことが大事だと思いますので、ご意見として承らさせていただきたいと思います。以上でございます。 

（小野寺功会長） 

はい、よろしいですか。他にございませんか。はいどうぞ。 

（小野寺純治委員） 

岩手大学の小野寺と申します。あの、いまの重点戦略は非常によくできたプロジェクトだというふうに拝

見しておりましたけれども、４点ほどちょっと、意見を申し上げたいと思います。まず、１点目ですけれど

も、「やる気商業者支援事業」、非常にいい事業だと思います。ただ、商業者というのはご存じのとおりマー

ケットが決まっていて、その中での奪い合いになるわけで、そうするともうひとつ大事なのが、インバウン

ドを進めて観光客をどうやって商品開発のほうにつなげていくかっていう課題になっているわけです。とこ

ろが、先ほどの資料を見ても、観光客の誘致数はあるんですけれども、肝心の観光消費額が押さえているの

かどうか、これをどのように押さえて、できれば推定値でも結構ですが、それを尐し上げていく。その時に

何が足らないのか、例えば昼食の単価が低いのか、それをもう尐し上げるのか、宿泊客をどう増やすのか、

そういう具体的戦略ごとに、商業者をアップしていくという考え方が必要だというふうに思います。それか

ら２点目は、南部鉄器等技術継承者育成及び独立創業支援事業と伝統工芸技術活用製品販路化拡大支援事業

について。奥州市が誇る伝統工芸品２つあるわけなんですが、一方では南部鉄器という言葉が明確にありな

がら、一方は伝統工芸技術ということで、岩谷堂箪笥という名前をどうして出さないのか。まあ岩谷堂製品

でも結構ですけど。そういうものはぜひ、今後何等かの形で、サブタイトルでもいいですから、奥州市の誇

るそういうものをしっかりと出していくということを、ぜひお考えになっていただきたいということでござ

います。それから先ほどの議論でもありましたけれども、戦略プロジェクトの移住定住の促進事業、これは

すごく大事なものだと私思っておりまして、空き家対策も含めて解決していかなければならない。ただ空き

家のほとんどが、たぶん使えるかどうか分からない、という議論があると思いますけれども、やはり使える
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ものは一部でもいいからやはり使っていただくということになるんだろうと思います。ところが、資料３－

２のほうの移住・定住促進事業で30年度の予算額が大幅に減じている。先ほどの資料３のほうはそれほど大

きく減じていないんですが、交付金事業としては大幅に減じていると。これはやはり国の交付金の考え方も

あるのかもしれませんけれども、ぜひそこをもういっぺん見直しをして、総合的な移住交流促進事業を立ち

上げていただいて、その中に空き家の活用、それからそういう田舎暮らしを好きな方の交流人口を増やして

いく、そういうことを併せてお考えになっていただくような、戦略的な展開を望みたいと思います。最後に、

これは言わずもがなかもしれませんけれども、人口問題を考えた時に、生産年齢人口といいますか、15歳か

ら64歳は、これから長期的には減っていくわけです。その中で企業誘致をするとなると、当然労働者の奪い

合いということが出てくるわけです。それは確かに活力の面から大事だと思いますけれども、それをもう尐

し地域産業の人口も含めて、しっかりと労働者の観点も入れて議論をしていただく、ということを併せて記

載していただきたいと思います。時間がありませんので、答弁は結構でございますので、ぜひご検討いただ

ければと思います。 

（小野寺功会長） 

貴重なご意見、ありがとうございました。これを真摯に受け止めて、実行するように努力していただきた

いと思います。他にございませんか。はいどうぞ。 

（高野紀代委員） 

高野紀代と申します。総合戦略の、「安心して子どもを産み育てられる環境づくり」という点で申し上げま

す。妊産婦タクシー乗車券給付事業というの、私も今日初めて分かりましたけれども。数日前に県議会を傍

聴する機会を得まして、当市から出ております県会議員さんの質問をちょっと聞いてまいりました。その時、

奥州市で妊産婦さんがお産する割合というのは、半分ぐらい、50％くらいだと。そして後の50％は一関や北

上に流れているということをお聞きしました。そして、その議員さんのお話ですと、胆沢病院にぜひ産科を、

という話はもう何回も出ているわけですけれども、なかなか実現しません。知事さんの答弁は、やはり産科

を作るとお医者さんは１人では駄目で、複数、３人位は欲しいということで、難しいということでございま

した。それで、私ちょっと考えたのですが、私何十年か前に子どもを産みましたけれども、そのときは水沢

病院で一番下の子どもを産ませていただきまして、大変嬉しく思っておりますが、いまもう四十何歳でござ

いますけれども。是非今日のこの中で言うのはちょっと適切じゃないかもしれませんけれども、いま水沢病

院のことが大変問題になっておりますけれども、是非その中に産婦人科があれば凄い目玉になるんじゃない

かと、私はそのように夢物語を考えております。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

（小野寺功会長） 

答弁は。 

（高野紀代委員） 

要りません。 

（小野寺功会長） 

よろしいですか。他にございませんか。 

-「なし」の声- 

（小野寺功会長） 

はい、なしと声あります、強く感じました。 

それでは、意見も出尽くしたようでございますので、いままで出されましたご意見については、市当局で

十分に検討して、そして変更する分はするような方向性で努力するように、ひとつ求めていきたいと思って

います。 

それでは、以上をもちまして、協議の部を終わらせていただいてよろしゅうございますか。 

-「はい」「異議なし」の声多数- 
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（小野寺功会長） 

はい、ありがとうございます。では、議事のほうを終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

-出席委員から拍手- 

（総務企画部長） 

小野寺会長、大変、議事進行ありがとうございました。 

皆様から、今日は大変貴重なご意見を頂戴いたしました。また、ちょっと説明のほうにかなり時間を割い

てしまいまして、皆さんのほうからご意見を伺う時間が本当に限られた時間しか取れなかったという、ちょ

っとこちらのほうのタイムスケジュール的に、ちょっと考えなければいけなかったなと、十分反省している

ところでございます。今日のご意見を、まだまだ申し上げたいという方、恐らくいらっしゃると思います。

どうぞ、今日の説明を行った内容に関わること、とりわけ当市のほうで最重点施策として取組んでおります

人口減尐対策に係るご提言などもあれば、当方でも参考にさせていただきたいというふうに考えております

ので、どうぞ何なりと事務局のほうまでお寄せくださいますようにお願いを申し上げたいと存じます。 

本日、こちらのほうで準備いたしました報告内容、それから協議事項については以上でございますけれど

も、その他皆さんのほうから是非、今日この機会に発言をしたいという方がいらっしゃいましたら、最後に

お伺いしたいと存じますけれども、いかがでしょうか。 

よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

それでは、本日の会議、閉めさせていただきたいと存じます。以上をもちまして平成30年度第１回総合計

画審議会を閉会させていただきたいと存じます。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でござい

ました。 

-午後４時 閉会- 


