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令和２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 令和２年10月２日（金） 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１ 総合計画審議会の役割とスケジュールについて 

(3) 説明事項２ 総合計画と行政評価について 

(4) 説明事項３ 財政健全化に向けた取組みについて 

(5) 協議事項  施策評価への意見付与の進め方について 

 

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 21名 

内訳 １号委員 ５名 

 ２号委員 11名 

 ３号委員 ３名 

      ４号委員 ２名 

(2) 出席委員 19名 

１号委員 遠藤 清逸   及川  公   吉田あや子   小野寺 功 

三浦 賢一 

２号委員 菊地 浩明   佐藤たき子   大内  薫   鈴木美喜子 

若生 和江   小原 勝喜   三浦 千春   菊池  藍 

菅原かおり 

３号委員 小野寺純治   山本  健   小野 綾子 

４号委員 高橋 智史   和川 理恵 

(3) 欠席委員数 ２名 

     ２号委員 浅利 祐輔   佐々木一恵    
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議事 

-午後２時３分開会- 

１ 開会 

○総務企画部長 

それでは、１の開会に入ります。これより、令和２年度第１回奥州市総合計画審議

会を開会いたします。 

本日の審議会の内容につきましては、議事録を起こして、ホームページで公表いた

しますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

２ 市長挨拶、小沢市長よりご挨拶を申し上げます。 

２ 市長あいさつ 

○小沢市長 

改めて皆さんこんにちは。 

本来、委員21名の皆様おひとりおひとりに、ご委嘱状を申し上げなければならない

ところでありますが、その時間よりも、一言ずつ、名前と所属などをお話いただく時

間とした方が、より、会議がスムーズに進むのではないかというふうな思いから、今

回は１号委員であります、水沢地域会議の遠藤様に、代表して委嘱状を申し上げたと

ころであります。本日より２年間ということになりますが、何卒奥州市の発展のため

に、ひいて言えばそれは、皆様方の生活がさらに良い方向になるための会議でもある

というふうに私どもは考えております。その意味におきましても、積極的にご参加を

いただき、様々な角度からのご発言を頂戴できればというふうに思っているところで

ございます。 

本日は、後程事務局の方から資料の内容等についての説明などがあるわけでありま

すが、１枚ものの本日の会議の要点、皆様にお伝えしたいこと、というところが要点

になるわけであります。その分など、あ、なるほどと、こういうふうなことをまず説

明し、では私は何ができるかなというようなことなど、しっかりとご検討していただ

ければと思いますし、あくまでも、審議会委員の皆様におかれましては、市がこうだ

から、ということではなく、私たち生活者、あるいは市民としてはこういうふうに思

うがいかがか、というふうなところについて、忌憚のないご意見をお寄せいただけれ

ばと思います。 

また、資料の４－１から何枚になりますかね、結構厚い資料がごそっとあるわけで

ありますが、この部分の評価調書と言われるもの、資料の４－１から７でありますが、

これはあくまでも担当課長が、それぞれの事業について評価をしたものでございます。

決して粗雑に評価をつけたということではないわけでありますが、評価者が、役所の

人間ということになれば、やはり役所の目線でどうしても評価をせざるをえないとい

う部分は否定できません。その意味におきましては、委員皆様方から、私どもの物差

しではかるとこうはならないのではないか、こうした方がもっといい方向に行くので

はないか、というようなご意見なども頂戴できれば、大変ありがたいなというふうに

思うところでございます。 

いずれ、市とすれば様々な委員会、審議会、開催しておりますが、その中でも最も
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重要な位置をなす、総合計画の審議会でございます。繰り返しお願いを申し上げます。

遠慮なく、様々な角度からのご意見を、この審議会にお寄せいただき、よりよき奥州

市を作り上げるためのお力をお借りできればと思っております。期間中、皆様どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

３ 委員自己紹介 

○総務企画部長 

それでは、３の委員自己紹介に入ります。係員がマイクをお持ちいたしますので、

資料２の名簿の順に従い、委員になられた皆様より自己紹介をそれぞれよろしくお願

いいたします。はい。 

○遠藤清逸委員 

１号議員の、水沢地域会議の遠藤清逸でございます。所属は常盤地区振興協議会で

ございます。よろしくお願いします。 

○及川公委員 

同じく１号委員の２番目に書いてあります、及川公と申します。江刺地域会議から

の推薦でなっていますが、藤里地区の振興会の役員を務めております。私自身は昨年

の12月からでありまして、本当にまだ日が浅いです。目下勉強中ですので、勉強しな

がら進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田あや子委員 

前沢地域会議から参りました、吉田あや子と申します。前沢南地区振興会の方の役

員と、それから、商工会女性部の方の役員、その他もろもろやっております、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○小野寺功委員 

胆沢地域から参りました小野寺功でございます。小山でございます。よろしくお願

いします。 

○三浦賢一委員 

衣川地域会議から参りました三浦と申します。衣里地区振興会の方で、会長やらせ

ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○菊地浩明委員 

奥州商工会議所の菊地浩明と申します。よろしくお願いいたします。 

○佐藤たき子委員 

江刺から参りました、佐藤たき子と申します。岩手江刺農業協同組合の方で理事を

務めさせていただいております。２年間の任期ですけれども、学びながら、何か意見

ができたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大内薫委員 

奥州市社会福祉協議会常務理事の大内と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。残念ながらこの会場で、赤い羽根をつけていただいて、いただけないのが非常に

残念に思っておりますが、奥州社会福祉協議会、昨日からですね。こういう中ではご

ざいますけれども、赤い羽根共同募金、それから、これからは歳末助け合いというふ

うに、皆さんのご協力をお願いしているところでございます。地域福祉っていうのは、
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従来の考えと違って、限られた分野のことではなくて、市政全般に関わると言っても

いいような状況なのではないかなというふうに思いますんで、いろんな方々と力を合

わせながら、地域福祉の推進に尽力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○鈴木美喜子委員 

奥州市芸術文化協会専務理事の鈴木美喜子と申します。コロナの関係でなかなか、

芸術文化協会も文化祭を中止にしたり等々、通常通りにできない状況が続いておりま

すが、芸術文化の根を絶やさないように、引き続き頑張ってまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○若生和江委員 

奥州環境市民会議、奥州めぐみネットの若生和江と申します。私たちの会議は誕生

してから11年目になるんですが、まだ知らない人もたくさんあります。で、やっぱり

いろんな年代、いろんな人たちが思ってることをこう言いやすい場ができたり、こん

なことしたいんだけど、なんて夢が叶うような、そういう活動をいつも応援したいな

と思ってますし、奥州市の中の振興会でもどこでもそういうふうに若い人がこう、私

は若くないですね、若い人がご意見を言いやすくなったり、それが叶ったりっていう

ことが進むような会議にしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○小原勝喜委員 

はい。奥州市消防団の代表を務めさせていただいております、小原勝喜と申します。

消防団は、それぞれの職業を持ちながらの活動してるわけですけども、私も職業が江

刺の自動車学校というところで、皆さんもご承知の通り春先から、大特の免許の取得

がかなり多くて、２ヶ月３ヶ月待つという、そういう状況でございまして、そのよう

な忙しい中出席させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○三浦千春委員 

ジョブカフェ奥州から参りました三浦千春と申します。普段はメイプルの地下で就

労支援をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。 

○菊池藍委員 

胆江日日新聞で報道部長をしております菊池藍と申します。普段は皆さんの意見を

伝える側の立場なので自分の意見を出すことはなかなか不慣れではございますが、頑

張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○菅原かおり委員 

社会保険労務士をしております、菅原かおりと申します。よろしくお願いいたしま

す。奥州市の雇用維持、雇用創出に、何か私もご意見ができればと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします 

○小野寺純治委員 

３号委員になります、岩手大学の小野寺と申します。岩手大学と書いてありますけ

ども、実はこの３月で岩手大学の常勤の教員は、一旦退きまして、いまは非常勤の客

員っていう形で大学に勤務しております。その一方で、私2003年から大学で地域連携

とか産学官連携やってきました。最後の５年間は、知の拠点大学による地方創生推進
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事業、まさに地方創生を大学の立場からどうするかってのをやって参りました。その

事業が終わったので、これではまだいかんということで、いまイノベーション人材を

作って、若者をイノベーティブにして、それから地域を変えていく、そういう会社も

立ち上げまして、４月にイノベーションラボ岩手という会社を立ち上げております、

よろしくお願いいたします。 

○山本健委員 

はい。同じく３号委員の岩手県立大学の山本健と申します。私専門が、産業振興で

すとか、はい。創業支援等を常に研究調査の方でも、専門としておりまして、その方

面で、この市の計画づくりですね、貢献を果たすことができればというふうに考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○小野綾子委員 

同じく３号委員に仰せつかりました、県南広域振興局経営企画部の小野と申します。

現在は文化スポーツの特命ということでついておりますけれども、３月までは、人材

育成雇用の担当ということで、県南局、３年目になりますが、関わってきた分野の知

識を少しでも役立てさせていただくように頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

○高橋智史委員 

はい。４号委員、公募委員として務めさせていただきます高橋智史といいます。普

段は地域包括支援センターで、社会福祉士として働いております。あとは、ひとりの

子供が、２歳になる子供がいるんですけども、福祉の視点としてと、あとは親の視点

として、何かこう、奥州市のために自分ができることとして参加できればいいかなと

思って、今日参加しました。はい。どうぞよろしくお願いいたします。 

○和川理恵委員 

公募委員の和川理恵と申します。江刺の伊手に住んでおりまして、現在、子供たち

が４人おりまして、子育てをしながら自営のリンゴ園を手伝っております。今日はで

すね、四番目の１歳10ヶ月になる子供を連れてきまして、10月から保育園に入れたか

ったのですが、まさに待機児童で入れなくてですね。市の担当の方にお願いして、子

供を見てもらっております。そういうのについても意見できたらなと思って参りまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務企画部長 

はい。委員の皆様、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

４ 会長の選任及び会長職務代理者の指名 

○総務企画部長 

それでは次に、４会長の選任及び会長職務代理者の指名に入りますが、会議開会時

に申し上げました通り、議事録を作成いたしますので、発言の際にはマイクを使用し、

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。 

お手元の資料１をご覧ください。奥州市総合計画審議会条例第３条第１項の規定に

より、会長は委員の互選により選出されます。 

会長について、どのように選出したらよろしいでしょうか。お諮りいたします。ど

なたかご発言お願いいたします。 
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それではですね、ご発言がないようですので、事務局案をお示ししたいと存じます

が、その方法でよろしいでしょうか。 

－「異議なし」の声多数－ 

○総務企画部長 

はいという声が多数でございました。では、事務局案を示してください。 

○政策企画課長 

はい。事務局の政策企画課の二階堂でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。事務局案を申し上げます。会長には１号委員の、遠藤清逸さんをお願いしたいと

思います。 

○総務企画部長 

ただいま、１号委員の遠藤清逸さんとの、事務局案が出されました。お諮りいたし

ます。会長に、遠藤清逸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か。 

－「異議なし」の声多数－ 

○総務企画部長 

はい。異議なしとの声がございました。それでは、皆様のご承認をいただきました

ので、会長は遠藤清逸さんに決まりました。決しました。よろしくお願いいたします。 

それでは、遠藤清逸さんは、会長席にご移動をお願いいたします。 

遠藤会長より、会長就任のごあいさつをいただきます。 

○遠藤会長 

ただいま会長に就任いたしました遠藤でございます。先ほど自己紹介でもお話しま

したように、水沢地域会議、所属は常盤地区振興協議会で会長を務めております。 

直近になりまして、もし自薦他薦いなかったら、何とか席に着いてくれという形で、

二階堂さんに大分粘られまして、この結果になったところであります。いま現在、こ

の会長就任という重責を担うことになったわけでありますけども、緊張やら、不安や

ら、そして、先ほど小沢市長の挨拶の言葉にありましたように、審議会の中でも重要

な審議会であるというようなことをおっしゃられて、なおさら足がいま震える状態に

なっております。私ひとりだけでこの審議会を進める気は毛頭ございませんので、皆

さんのお知恵をお借りしながら、スムーズにそしていままでにないような職務に当た

っていきたいな、そのような考えを持ったところでございます。 

この会議は先ほどの何でしたか、目的、この会議の目的にもありましたように、市

政の総合的な発展計画策定、及び推進に関する重要事項の調査、審議を行う審議会と

いうふうに、どの言葉をとっても無駄のない、重厚な文字でございます。そういった

意味で、これに見合うようなお仕事を皆さんとともにやっていければなというふうに

思います。先ほど自己紹介をお聞きいたしまして、いろんな分野のプロフェッショナ

ルの人材がここに集まったなというふうに思います。男性女性、おそらくこの審議会

で、女性の割合というのが一番高いんじゃないのかなというふうに思います。そうい

った意味では、男女共同参画という時代にマッチした審議会の入口がスタートしたと

いうふうにも思われます。そういった中で、そのプロフェッショナルの一人一人にい

かんなく力を発揮をしていただきまして、先ほどのこの審議会のねらいであります、



 

 7 / 26 

 

初期目標、目的を達成していければいいかなというふうに思っております。 

また、この審議会の任期は２年という有期の有期で行われます。２年といえどもで

すね、コロナの感染が発生してから、もうすでに10ヶ月前に入ってたわけですね。非

常に早いスピードでいま、時代は流れているというふうに感じます。２年というその

２年あるんだということではなくて、２年しかないんだと。ならば、その時々の会議

の中で精一杯の議論をし、そしてその目標に到達していくというようなことができれ

ばなというふうに思ってます。 

大変微力でございますけども、皆さんのご協力をいただきながら、進めてまいりた

いというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○総務企画部長 

ありがとうございました。続きまして、会長職務代理者の指名についてでございま

す。 

奥州市総合計画審議会条例第３条３項の規定により、職務代理者は会長指名となっ

ておりますので、会長よりご指名をお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。会長より指名ということでございますけれども、今日初めてお会いする方も

多くいらっしゃいます。もし、事務局で案がございましたら、その案を発表し、お願

い申し上げたいというふうに思います。 

○政策企画課長 

はい。それでは事務局の案を提示させていただきます。２号委員の若生和江さんに

お願いしたいと思います。 

○遠藤会長 

はい。それでは、いまの事務局案の通り、２号委員の若生和江さんを指名させてい

ただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○総務企画部長 

はい。会長よりご指名がありましたので、会長職務代理者には若生和江さんをお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、５の説明に入らせていただきますが、ここからは会長の議事進行でお願いい

たします。なお質疑の際は担当者がマイクをお持ちいたしますので、受け取りの上、

ご発言くださいますようお願いいたします。では遠藤会長、よろしくお願いいたしま

す。 

５ ＜説 明＞ (1) 総合計画審議会の役割とスケジュールについて 

○遠藤会長 

では早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。 

５番の、次第の５番の説明（1）、総合計画審議会の役割とスケジュールについて、

事務局から説明をいただきます。よろしくお願いします。 

○政策企画課長 

はい。それでは私、二階堂の方から説明をさせていただきます。（1）の総合計画審

議会の役割とスケジュールについてでございます。15分ほどですね、いろんな資料を
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使って説明させていただきます。ちょっとお付合いいただきたいと思います。座って

説明させていただきます。 

初めに、本日お配りしました、Ａ４横長の１枚ものの資料をご覧いただきたいと思

います。本日の会議の要点、皆様にお伝えしたいこと、というタイトルの資料でござ

います。 

まず、第１回審議会でご理解いただきたいことですが、初めて委員になられた方も

いらっしゃいますので、まずはそもそも総合計画とは何か、総合計画審議会で何をす

べきか、行政評価の役割と審議会の関わりなどについてご説明をいたします。本日は

この点を押さえていただければ幸いでございます。これを踏まえて次回からの議論を

進めることとさせていただければと思っております。 

次に、令和２年度の総合計画審議会でお願いしたいことですが、これは最初に書い

てないことをご説明いたしますけれども、現総合計画は、平成29年度から令和８年度

の十年間の市の展望を計画したものでございまして、そのうち、令和３年度までが前

期計画、４年度からが後期計画となります。令和２年度が、前期計画の中間評価を行

っておりますが、先ほど市長からもありました通り、あくまで行政がみずから、施策

を評価したに過ぎませんので、ここから資料読みますけれども、総合計画に係る前期

計画の行政評価について意見をいただきたいと存じます。そのために、審議会と分科

会を開催し意見をまとめて、施策評価調書に審議会としてのコメントをつけていただ

ければ幸いです。コメントをいただいた暁には、議会や、住民に公表をいたします。 

今年度のスケジュールについても触れておりますが、10月末までに、施策評価に対

して皆様からご意見をいただきます。これに関しては後程、意見を出していただくた

めの様式をお配りいたします。次、11月中旬から下旬ですが、意見集約が終わりまし

たら市がそれをまとめ、それぞれへの市からの回答をまとめます。その資料を基とし

て、12月末までに各分科会において、施策ごとの意見の案を整理していただきます。

最終的には、２月ごろ、第２回の総合計画審議会を開き、全体会にて意見案を協議、

総合計画審議会としての意見を決定していただきたいと思います。 

そして最後の箱ですが、令和３年度の総合計画審議会で進めたいことですが、今年

度にいただいた行政評価への意見などを踏まえて、総合計画基本計画、これは後期計

画でございますが、この策定にご参画いただければというふうに思っております。 

ここで、事前送付資料でございます、６、事前送付資料の６をご覧いただければと

思います。Ａ４横長の１枚ものの資料になります。資料が見つからない方、近くのス

タッフにご相談いただければと思います。はい。それでは資料６でございますが、総

合計画審議会の令和２年度から３年度のスケジュールを図で表した事務局案でござい

ます。 

令和２年度のところを見ていただきますと、本日の第１回奥州市総合計画審議会で

は、総合計画とは、審議会の役割といったところについて、共通理解いただく機会と

させていただければと思います。 

次に、これは年内に第１から第４の分科会を予定しておりまして、ここでは分科会

ごとに、行政が自ら行った施策評価に対する意見をお聞きしたいと思います。 
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そして、２月か３月にですね、第２回総合計画審議会を開き、行政評価に対する審

議会としての意見をまとめていただきたいと思います。 

それからさらに右側には、令和３年度に想定しているスケジュールを掲げておりま

す。年度の早い時期から総合計画審議会を開催しまして、分科会などを経て、令和４

年度から始まる後期計画の原案を作成し、その後は、パブリックコメントや議会への

説明を経て、来年度中には審議会から答申をいただきたいと思います。 

以上が今年度、そしてその先の令和３年度に想定しているスケジュール案でござい

ます。この件については、６番の協議の中でも改めて、ご提案したいと思います。 

次に、総合計画とは、あるいは総合計画審議会とは、といったところをご説明しま

す。皆様のお手元に、先ほどご紹介いたしました奥州市総合計画という、カラーの少

し厚い冊子を配布させていただいておりますので、それをお開きいただければと思い

ます。厚い冊子、カラーの表紙の冊子でございます。 

３ページをお開きいただきたいと思います。ページの下の方にピラミッド型の図が

ございます。一番上の基本構想ですが、ここに記してある通り、奥州市の十年間の将

来像を示したものでございます。その将来像の方向性を定めたものがその下の基本計

画となります。基本計画は、前期５年、後期５年に分かれておりまして、平成33年度、

つまり令和３年度までが前期計画で、その翌年の平成34年度、つまり令和４年度から

が後期計画となります。そしてさらにその下、具体的な取組が実施計画となります。 

基本構想に関しては、13ページをお開きいただきたいと思います。目指すべき都市

像を掲げております。地域の個性が光り輝く自治と協働のまち奥州市、というキャッ

チフレーズにどう近づけるか。図に表す六つの大きな柱、これが大綱でございますが、

横断的な取組である二つのプロジェクト、これは下の方に書いてありますけども、人

口プロジェクトとＩＬＣプロジェクト、これを合わせて進めることを想定しておりま

す。 

次の14ページから17ページにかけて大綱等をどう進めるかを示しておりますので、

これは後程ご覧いただければというふうに思います。 

その下にぶら下がる基本計画ですが、20ページ以降で、お示ししております。20ペ

ージ、21ページをお開きいただくと、大綱や戦略プロジェクトにぶら下がる基本計画

を示しております。白抜きで示している六つの大綱には基本的な施策がぶら下がって

おりますが、例えば大綱の一番左ページの上の方でございますけれども、みんなで創

る生きがいあふれるまちづくり。その直下の箱囲みには、市民参画と協働によるまち

づくりの推進、という基本施策を示しております。そして、それをまた具体的に推進

するためにはどんな施策が必要になるかということで、その下に①から⑤に掲げてい

るもの。①の開かれた市政の推進、といった施策を挙げております。今年度、基本施

策の、市民参画と協働によるまちづくりの推進など、これらについて行政自らが施策

評価をしております。その評価をもとに、次に計画するとすればどんな視点が必要か

などについて、皆さんから意見を頂戴することを想定しております。 

基本計画についての具体は、22ページ以降を後程ご参照いただければと思います。 

そしてそのまた下にぶら下がる実施計画、これは具体の事業になりますが、これに
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ついては131ページをご覧ください。奥州市には実に730もの事業がございまして、例

えば131ページの表の一番上には、広報おうしゅう作成業務という事業が掲載されてお

りますが、こうした事業の着実な積み重ねによりまして最終的には、地域の個性が光

り輝く自治と協働のまち奥州市に近づくというのが、総合計画の意図するところでご

ざいます。その他の実施計画の概要については、以降153ページまで掲載しております

ので、必要に応じてご確認いただければというふうに思います。 

さて次に、事前配付しております資料１－１でございますが、先ほどもご覧いただ

きましたけれども、総合計画審議会についての条例になりますので、これについては

それぞれご確認いただけますようお願いいたします。 

その次に資料１－２、をご覧ください。資料１－２でございます。よろしいでしょ

うか。総合計画審議会の役割についてお示しした資料となります。読みますと、総合

計画審議会とは、総合計画審議会条例第１条に規定する通り、市政の総合的な計画の

作成及び推進に関する重要事項の調査及び審議を行う機関だとされております。 

その下、矢印、左側の矢印の下ですが、先ほども説明しました総合計画の期間を箱

囲みで示しております。皆様には今年度、前期計画に係る評価に意見をいただきなが

ら、来年度は後期計画の作成にご協力いただきたいと存じます。そして実施計画です

が、これは現状来年度までの前期計画をどう具体化するかといった事業が計画されて

おります。 

その下、次の箱囲みでは、計画の作成をいかに行うかを解説させていただいており

ます。市長が総合計画審議会に総合計画の案を諮問しまして、審議会から答申を得る

ということとなります。繰り返しになりますが、現総合計画の後期計画が令和４年度

からですので、令和３年度、来年度は、総合計画審議会で素案を審議いただき、精査

を重ね、最終的に答申を頂戴する形を想定しております。 

最後の箱囲みについては、総合計画をいかに推進していくかについて触れておりま

す。これも繰り返しますが、現総合計画の前期計画が来年度までで、今年度市の内部

で中間評価をしております。この箱囲みの中、右側を読みますが、策定した計画内容

の進捗管理について、重要事項を中心に審議いただくものであり、令和２年度はこれ

をお願いするものとしておりますが、市内部で中間評価したものに対して、皆様から

意見を頂戴するのが今年度のお願いでございます。 

その下には、先ほどご説明した、基本構想と基本計画実施計画について解説してお

りまして、一番下の段落を読み上げますが、市では毎年度内部で事務事業の評価を行

い、ＰＤＣＡサイクルで改善につなげているほか、２、３年に１度の間隔で施策段階

の評価も実施している、基本的に審議会委員の皆様にはこれまで同様、個別の事務事

業ではなく、より大きな括りである、施策段階でご意見を頂戴したいと考えている、

戦略プロジェクトも分野横断的なものであり、こちらにもご意見を頂戴したいとあり

ます。個別の事業に対する意見ではなく、その上の大きな括りでご意見を頂戴したい

というのが、こちらからのお願いでございます。 

資料が多くなって大変恐縮です。 

続きまして資料２でございます。これは先ほどから触れております、委員の名簿と
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なります。会長おっしゃいました通り、男性委員が11人、女性が10人となっておりま

して、今回は、産業界、学術分野、県、金融機関、労働界、言論界、社会保険労務士

さんなど、多方面から参画いただくこととなっております。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

以上、少し長くなりましたが、（1）の説明とさせていただきます。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございました。事務局から、多くの資料を使いながら説明いただ

きました。なお協議に入る前に、本日の会議については、３時45分あたりをめどにで

すね、終了をしたいというふうに思っております。一般的に２時間を超える会議って

のは、非常に辛くて生産性があまりないというふうにも言われておりますので、短期

集中型の会議に努めていきたい、いけたらなというふうに思ってますんで、ご協力を

よろしくお願い申し上げます。発言を縛るわけではございません。 

それではただいま、説明をいただきました部分について、質問等ご発言がある方は、

挙手をお願い申し上げます。挙手をいただいた方にマイクをお持ちしますんで。どな

たかございませんでしょうか。ここが分からないとか、このスケジュールはどうなん

だとかですね。 

よろしいですか。 

－「はい」の声多数－ 

○遠藤会長  

じゃあ、ないようでございますので次進んで参ります。いずれにしても、このよう

な形のスケジュールが組まれておりますので、できるだけ早めの日程等を提供いただ

きながら、その日程に極力合わせていただくよう、会長の方からも要望を申し上げて

おきたいというふうに思います。 

５ ＜説 明＞ (2) 総合計画と行政評価について 

それでは、次進んで参ります。続きまして説明（2）の、総合計画と行政評価につい

て説明をお願いします。 

○政策企画課長 

はい。引き続きまして二階堂の方から説明をさせていただきます。これに関しては、

５分から６分ちょうだいしたいと思います。 

次、資料３－１でございます。令和２年度奥州市行政評価体系イメージでございま

す。（1）のところでも触れましたが、令和２年度は総合計画基本計画の前期計画の施

策について中間評価を行ったところでございますが、総合計画審議会においてこの施

策評価に対する意見をいただくことになります。よってここでは、そもそもの行政評

価とは何か、審議会で何をするのかといったことについて、改めてご説明をいたしま

す。 

上段の２行をそのまま読みますが、市は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、

施策等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施するとともに、その結果を公

表するものとしている、とあります。これは奥州市の最高規範でございます、奥州市

自治基本条例で定めておりまして、市は行政評価した結果を公表する義務があります。
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その下に行政評価の体系をピラミッド型の図で示しておりますが、先ほどの説明でお

話した通り、総合計画審議会にお願いしたいのは、この図の真ん中、施策について行

政が評価したものに対して、住民目線での評価、あるいは評価を踏まえて今後どうし

ていけばいいのか、違う視点によるまちづくりとは何なのか、そういったことについ

てですね、意見をいただければと考えております。 

図の、図と図の間ですね、真ん中あたりに、施策評価と事務事業評価について解説

しております。まず施策評価ですが、総合計画基本計画、前期計画の中間年度と最終

年度が対象となります。毎年でなく、２、３年に１度、少し大きな括りで評価を行っ

ているということでございます。総合計画に位置付けられている26と、ここ26と書い

ておりますが申し訳ございません、訂正でございます。24でございます。失礼いたし

ました。24の基本施策を、指標が達成されたかどうかなどを判断基準として、各部の

担当部長が評価するものでございます。今年度はすでに前期計画の中間年、中間年度

の評価を内部でいたしましたので、これに対する意見を頂戴し、次期総合計画作成の

参考とさせていただきたいと思います。 

次に、事務事業評価ですが、これは毎年度の事業が対象となります。総合計画に位

置付けられた730もの事務事業を、Ａ－１からＣ－２まで６段階で評価いたします。こ

れについては事業の担当課長が評価し、次年度以降の事業の見直しで予算の査定に反

映させます。皆様に意見を頂きたいのはこの事務事業についてではなく、上段でお話

いたしました、もう少し大きな括り、施策評価に対してでございます。 

その下の図は、目指すべき都市像、地域の個性が光り輝く自治と協働のまち奥州市

を実現するために、六つの大綱と二つの部局横断的なプロジェクトで総合計画が成り

立っていることを表した図ですので、ご参照いただければと思います。 

それから、資料３－２、Ａ３を折り込んだ資料になります。よろしいでしょうか、

はい。先ほど、奥州市総合計画の冊子の中でもご紹介した、総合計画の体系図です。

キャッチフレーズを実現するために、六つの大綱、例えば一番の、みんなで創る生き

がいあふれるまちづくり、などが並んでおりまして、その下には方向性を示す基本施

策。例えば、市民参画と協働によるまちづくりの推進といった基本施策、それをまた

具体化するための方針、例えば、開かれた市政の推進といった施策がぶら下がってい

るということを、視覚的にまとめたものとなりますので、これも後程ご確認いただけ

ればと思います。 

進みまして資料の４－１から４－７が、それぞれホチキス止めされている資料です

が、これは令和２年度奥州市行政評価・施策評価調書を束ねたものでございます。今

年度、行政内部で行った前期計画の施策の中間評価を掲載しております。 

例えばでございますが、資料４－１の１ページをお開きいただくと、施策の分類が

戦略プロジェクト、誇りと幸せを実感できるまちづくり～人口プロジェクト～に関す

る調書でございますが、まず、施策の達成度合いをはかる指標が並んでおりまして、

達成度を二重丸からバツとして表しております。一番上の人口目標、社会増減でござ

いますが、前期計画の最終目標、昨年度の数値は、マイナス280人と設定しておりまし

た。指標を設定した平成26年度がマイナス373人でしたので、少しでも減少幅を小さく
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しようという考えの指標の設定でございました。結果、令和元年度の数値がマイナス

269人とマイナスでございますが、目標をクリアしているということで達成度合いが二

重丸となっているものでございます。以下、指標が並んでおりまして、ページ進みま

して３ページの上までですね、この評価が続いております。 

そしてその下、３の評価内容でございますが、各指標などを基にして担当部長が評

価した総合的評価を掲載しています。 

また、このプロジェクトを具体化するための基本目標について、その下ですね、評

価も掲載しております。 

それが４ページまで続きまして、４ページをお開きいただくとその次に、４の今後

の方向性がございます。ここでは、評価の内容を踏まえて今後どう進めていくのか記

してございます。 

最後に、総合計画審議会の意見という欄が現状は空欄としてございます。ここに市

が行った行政評価に対する、総合計画審議会からのコメントを頂戴したいと思います。

そのために今年度は、総合計画審議会の中に分科会を設けて意見集約し、今年度中に

は最終的なコメントをこの欄に埋めてもらうことを、事務局として想定しております。 

以下、資料４－７まで、大綱ごとに調書を並べております。これについては、すで

にご覧いただいている方もいらっしゃると思いますが、次回からの意見集約に向けて、

そのような視点で改めてご確認いただければと思います。 

以上、説明とさせていただきます。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。事務局からの説明をいただきました。これから皆さ

んからご意見を伺うわけですけども、特にもですね、今年度から委員になられた方等

についてですね、もし不明な点等ありましたらですね、積極的にご発言いただければ

なというふうに思います。それではご意見のある方、挙手をお願い申し上げます。分

からないとこは分からないで結構ですから。 

はい。はいどうぞ。 

○及川公委員 

私もさっき言ったように日が浅いのでよく分かりませんので、基本的なことをお聞

きしたいと思います。次の協議事項のところで質問した方がいいのかなと思いました

が、まずここでちょっと、間違っていればお許しください。 

この施策評価。大綱ごとのやつを、事前に配布されたものを、私なりに見させてい

ただきましたが、そもそもその目標値というものの設定の仕方なんですが、それぞれ

指標をもとに書かれているものもありますから、そういうものかなと思いますが、例

えば策定時にこの目標設定の大きな考え方っていうんですか、機軸。こういうものが

もしあったのであれば、教えていただければありがたいなと思いますし、それから各

評価はですね、取組んだ経緯とか、それからー苦労した点とか努力した点、こういっ

たものも書かれているものもありますので、丁寧な評価はした資料なんだなと思って

見ておりましたが、こういう評価、これについてこれから分科会とかなんかで、私た

ちが意見を加えるような形になるんでしょうが、さらにまた、分科会でこの評価に、
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至った経緯とか具体的なことが各部署から、説明っていいますか、資料が用意されて

るものか、これだけで評価、私たちが分科会で話し合いをして評価していくものか、

この点、次の協議事項に関わるものかなと思いますが、この点２点をよろしくお願い

したいと思います。 

以上です。 

○遠藤会長 

はい。評価に関わる部分という形で、これよりも詳しい資料があるかどうかとか、

どんな視点に立っって評価されてるかとか、いろいろご意見いただきましたけど、こ

の辺よろしいでしょうか。 

はい。よろしくお願いします。 

○政策企画課長 

はい。まず順番逆ですが、二つ目の取組んだ経過、あるいはここに書かれてあるこ

と以外に、分科会等で皆様がお聞きしたいことがあればということでございますが、

後程これはご説明する予定でございましたが、分科会のメンバーには委員の皆様それ

ぞれ所属していただきます、これを想定しておりますし、そこにはその分野の担当部

長、あるいは必要に応じて担当課長。それから、事務局の政策企画課も入りますので、

その辺は一緒にですね、協議していく形になりますので、そこで評価の結果等々を知

らせることが可能だと。ぜひその辺は、お話し合いっていうことで情報交換しながら、

進めたいっていうふうに考えております。 

それから一番初めの目標値の設定、どういう形でかということについて、ちょっと

お待ちください。 

はい。先ほどですね、ご説明をいたしました、資料の３－２でも触れました市総合

計画の冊子の中でもご紹介いたしましたけれども、体系図がございまして、やはり奥

州市が目指すべきところ、これが自治と協働のまち奥州市という部分でございますが、

これに向けて何が必要かということで、体系が示しておりまして、それが最終的には

730もの事業が支える、目標達成するためにですね、いかに進めるか、ということでご

ざいますが、指標についてはやはり100ページのもとの数値、達成度合いといいますか、

その時点での数値がございますので、そこからいかに５年間事業を進めればこの基本

方針を達成できるか。そういった部分を考慮しまして、先ほどご説明しました人口減

少社会、増減でございますが、社会増減。当時300何十というマイナスでございました

が、これをいきなり0ということは、目標にしたいところではございましたけれども、

なかなか現実的ではないということで、徐々にいろんな施策を使って、数値を近づけ

ていこうというふうな考えのもとにですね。年度年度で出るときに、数値をというこ

とでございます。ちょっとご質問の趣旨に沿わないかもしれませんけれども、いずれ、

そういった考えで、それぞれの指標を設定しております。 

なお先ほどご説明いたしました、分科会で資料、これだけでやるのかということで

ございますが、必要に応じて、こちらから資料提供差し上げたいと思います。 

○及川公委員 

はい。ありがとうございました。 
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○遠藤会長 

よろしいでしょうか。いずれもその分科会に分かれて、この評価について議論する

わけでありますけども、そこではいろんな必要な資料があれば、どんどん要求しなが

らですね。この評価が本当に正しいかどうか、市民にお示ししてよろしいかどうか、

という部分があろうかというふうに思いますので、ぜひともそこで深掘りをですね、

していただくことをお願い申し上げたいと。今日は現在の流れとしてこんな形の資料

ができ上がってるということで送っていただければ、はいどうぞ。 

○若生和江委員 

奥州めぐみネットの若生です。ひとつは確認です。それぞれ分科会に分かれて、そ

の分科会の中でいろいろ意見を話せるということでしたが、その分科会の分野じゃな

いところで意見があるときは、先ほどお話したような様式という紙があって、それに

記入してそれを出す形で、意見が言えるんでしょうかっていうところを、まず多分、

委員の皆さん、いろんな分野から出席してらっしゃるので、担当分野のところとそれ

とは別に例えば子育て中だとか、中心部から離れて住んでるとか、いろんな事情の違

いでこう、分科会以外の場で意見を出したいこととかって出てくると思うので、その

辺のところどうなのかをちょっとお伺いしたいと思います。 

あとそれとあわせて、前回出した指標とか、それの人数で出してる部分について、

例えば学校の数が大きく変わる可能性がここ何年かであったりすると、実施数とか児

童数で追っかけていくのはちょっと、合わないんじゃないかなとかそういう事情も多

分出てくると思うんです。だから、そういう面の、市の中で大きな仕組みが変わるよ

とか、いろんな学校の数が変わるよとか、児童数がぐんとこういうふうに変化してる

よ、というふうな資料もあわせて出していただきながら見ていかないと、どうしたら

いいという答えがなかなか出しづらいような気がしますので、そのあたりのところも

ぜひお願いしたいと思います。 

○遠藤会長 

はい、２点ですね。はい、回答お願いします。 

はい。 

○政策企画課長 

はい。一点目のですね、分科会、これからどう進めるのかといった部分。これ次第

は６番でしたでしょうか。協議の中でご説明をしたいと思いますが、その協議の前に、

それぞれの皆さん、どちらの分科会に所属していただきたいかという事務局案をお示

ししたいと思います。おっしゃる通り、やはりさっき自己紹介の中でもございました

けど、本職はこうだけどもいま私生活ではこういう分野も意見があるという方いらっ

しゃると思いますので、今日この協議の場面で資料、様式を渡したいと思いますが、

さっき説明いたしました大綱が、大綱の下に基本施策が22ありまして、その他にプロ

ジェクトが二つあるので、24。この24項目それぞれに、皆さんでお感じいただいたと

ころ、そこに意見を頂戴する場面は設けたいと。その他、分科会進めていくうちに、

やはり今、世の中いろいろ複雑でございまして、その分野だけで収まらないこともあ

ろうかと思います。横断的なものもあろうかと。この辺については、柔軟に対応させ
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ていただきます。 

それから、おっしゃる通り今まさにですね、学校再編であるとか、少子化でいろい

ろ条件が変わるといったことがございます。市の方でも、これから年度計画でいろい

ろ施策を変えていかなければならない。そういったことについても、必要に応じてい

きます。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。後程詳しく触れると思いますけども、分科会委員の前に、わ

れわれは一人一人が総合計画審議会委員であるということをですね、肝に銘じていた

だきながら、いろんなその分科会の議事、分科会で取り上げられている議題、課題等

について、誰でもそこにその意見を申すことができるという形になるというようなこ

とでございますので、その辺で大いに活躍をいただければと。 

そのほかございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○小野寺純治委員 

はい。岩手大学の小野寺ですが、行政評価調書の見方について１点教えていただき

たいというのと、それからもうひとつは、こういう資料をお願いできないかっていう

要望になります。 

最初の見方についてですけども、いま先ほど説明いただいた戦略プロジェクトの資

料見ると、二重丸、概ね達成して丸、三角、全く達成しないバツってのがありまして、

これザーッと見てくと、確かにそうだよねってのもありますけども、一方で例えば５

分の１ページの、市内交通量など、上、ちょうど真ん中あたりにありますけど、これ

が７割ぐらいになってるのに、上昇すると言いながら７割ぐらいの減になってて、こ

れは基本的にはバツではないかと思うんですが、三角というふうになってます。この

バツ、三角、丸の考え方が、どっかにきちっとした考え方があるんだろうというふう

に思いますんで、それを何らかの形で後程でも結構ですからご提示いただきたい。い

までも結構です。 

それから要望なんですけども、例えばこれ、現状値26年、それから目標値、それか

ら令和元年の実績になってますけども、５か年間の差の中で、瞬間風速なのか、積み

上げで出てきたものなのかというのが、これでは分からない。例えば何を言いたいか

といいますと、例えば後ろの方の５分の３ページのところに評価内容があって、合計

特殊出生率は目標に近いと。でも、出生者数は大きく減じているわけですよ。という

ことは、このときたまたま目標値に近かっただけであって、その前は低かったのでは

ないか、というふうに推計されるわけです。そこが見えてこないと、間違えた判断に

なるというふうに思いますので、これはおそらくこれでまた作ってくれということで

はなくて、既存のものでどこかに、ホームページで公開されてるんであればそれを見

てくれ、とかいうことでも結構ですので、そういうところのもう少し時系列的なフォ

ローっていいますかね、それをぜひお願いしたいというふうに思っています。 

以上です。 

○遠藤会長 

要望事項もございますけども、いま答えられる部分について、よろしくお願いしま
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す。 

○政策企画課長 

はい。それではですね、二つご質問を頂戴しております。 

まず二重丸からバツの評価でございますが、純粋に数値的なもので、線を引いて評

価しているというものでもございません。その時の状況、あるいは取り巻く環境等を

勘案して担当部の方で、評価してっていうことでございますので、この辺については、

仮に分科会で議論するということが決まりましたら、その辺突っ込んでお話いただけ

れば、先ほど申しました通り担当部長なり課長なり同席しておりますので、ご確認い

ただければというふうに思います。 

それから同じくですね、二つ目のご質問でございますが、やはりちょっと見てて疑

問だというですね、あろうかと思います。ここについてもですね、個別にここという

ふうなオーダーをいただければ、年度年度の数字についてはお出ししたいと思います

し、同じように分科会の席でお尋ねいただければ、できるだけ丁寧にご説明したいと

いうふうに考えております。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。 

○小野寺純治委員 

はい。 

○遠藤会長 

他ございませんか。ないようでありますので次に進んでよろしいでしょうか。 

－「はい」の声多数－ 

○遠藤会長 

はい。じゃ、次進ましていただきます。 

５ ＜説 明＞ (3) 財政健全化に向けた取組みについて 

○遠藤会長 

次の説明を、よろしくお願いいたします。 

○政策企画課長 

はい。それでは、（3）の財政健全化に向けた取組みについて説明をいたします。こ

れも５分ほど頂戴したいと思います。 

資料５をお開きいただきたいと思います。横長の資料、財政健全化に向けた取組み

について、をご覧いただければと思います。よろしいでしょうか。はい。 

今年の６月から７月にかけまして、30地区を会場とした財政健全化説明会を行って

おります。来年度、委員の皆様には、総合計画基本計画の後期５か年計画を策定して

いただく、参画していただくことになりますが、財政健全化を進めながらの総合計画

となりますので、あらかじめ財政健全化についてもご理解いただきたいということで、

この資料により概略を説明させていただきます。 

開いていただきまして１ページをご覧ください。資料に沿って説明をいたします。

１、はじめにでございますが、奥州市の財政状況は収入が想定以上に減少し、支出の

抑制もうまく進まず、ここ数年で急激に悪化しています。このままでは、今後も、支
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出が収入を上回る状況が続き、この結果、市の貯金である財政調整基金は、近い将来

に枯渇する可能性があります。財政危機を回避し安定的持続的な体制運営を図るため

には、新たな財政計画に基づき財政健全化に向けて緊急かつ、重点的に取組む必要が

あります。 

２番の経過の把握でございますが、合併後の市債残高と主な支出経費の推移、進ま

ぬ支出抑制とあります。市町村合併後、旧５市町村の均衡ある発展のため、普通建設

事業など、必要な投資を行って参りました。また、将来に負担を残さぬよう、一定の

借金返済を継続し、市債残高の減少に努めてきました。さらに、合併効果を発揮すべ

く職員数を大幅に削減しています。一方、子どもや高齢者への生活支援などに充てる

扶助費、様々な業務の委託料、施設の修繕などに充てる物件費の増加が著しい状況で

す。事務事業の集中と選択を推進してきましたが、少子高齢化や人口減少などの行政

課題へも対応しなければならず、思うような支出抑制を進めることができませんでし

た。市民ひとり当たりの市債残高の推移、主な支出額の推移は、右のグラフを後でご

参照いただければというふうに思います。 

２ページに進みまして、３の状況の把握として、毎年20億円前後の収支不足により、

令和５年度には基金が枯渇するおそれとあります。下の表を見ますと、毎年度、収入

収支が20億円を超えるマイナスとなることがわかります。下にいきまして、収支不足

の主な要因として、収入の大きな割合を占める普通交付税が想像以上に減少していま

す。収入が減少しても、支出の急な削減は難しいため、収支不足は、財政調整基金で

穴埋めせざるをえません。一方、財政調整基金は、災害など不測の事態に備える基金

で、奥州市の規模では17から34億円の維持が必要です。今後生じる収支不足の圧縮を

図らなければ、市の財政調整基金は一定の残高を維持するどころか、令和５年度には

枯渇し、予算が編成できない状況に陥ります。 

３ページをご覧ください。四番の対策を講じる、でございます。六つの財政健全化

重点項目を実行し、収支均衡を目指すとあります。令和３年度から５年度までの３年

間を重点取組期間としまして、３ページから４ページにかけてそれぞれ項目を説明し

ておりますが、ここでは詳細を、割愛いたしますけれども、①として、事務事業経費

の削減。②として、補助金負担金の整理合理化。③として、公共施設の整理合理化。

④として、職員人件費の抑制。⑤として、使用料と減免基準の見直し。そして最後、

⑥として市有財産の売却利活用を掲げております。 

最後の５ページをご覧ください。５番の効果を積算というところでは、先ほど説明

した六つの財政健全化重点項目の効果によって、収支の状況を改善したいという説明

を掲載しております。年度ごとの効果額は表の通りでございます。 

そして６番。取組の実行ですが、収入のアップと支出のダウンにより、一定の財政

調整基金を確保していきながら、今後の持続的な財政運営をしていきたいということ

を掲げております。 

おしまいに太字で掲載しておりますが、人口減少により、今後も市の収入が減少す

る見込みです。持続可能な行政経営のため身の丈に合った財政規模とするよう取組ん

で参ります、としております。財政健全化と行政サービスの維持を両立させるために
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は、メリハリをつけた行政経営が求められます。 

総合計画後期計画を作成するにあたり、限られた予算で有効な施策を選択していか

なければならないと考えております。この辺りについても、ご承知おきいただきます

ようお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。この資料は、すでに各地区30地区でも説明されてお

りますので、お目にかかったり、また討論に参加した方もおられるというふうに思い

ます。この件について発言のある方、挙手をお願い申し上げます。 

○吉田あや子委員 

吉田あや子です。ここで言っていいものかどうか悩むところではあるんですが、今

回、資料がこの封筒のほかに、郵便局の350円のあれに入ってきたんですけれども、例

えばクロネコヤマトのメール便だと、そんなにかからないでできたと思うんです。市

の方で、その契約の云々があって、その郵便局を使ったのかもしれないけれども、や

はりそういう小さいところから、財政を言うのであれば、民間の方も照らし合わせて

両方見て、それでなるたけこういう経費はかけないようにしたほうがいいんじゃない

かなって思いました。 

○遠藤会長 

何か回答ございますか。 

○小沢市長 

吉田さんありがとうございます。冒頭に私、お話した部分のところで、岩大の小野

寺先生からも言われましたけど、あと及川さんの方からも言われました。この、物差

しって誰作ってどういうふうな内容なんですかと、どう考えてもこれバッテンなのに

三角になってるのがおかしいんじゃないかと。で、最もそれをわかりやすく表現して

いただいたのが、吉田さんの話だと思うんですよ。要するに、私市長になって11年目

になりますけども、あえて申し上げます。後ろの連中は耳が痛いかと思いますけども、

役所の常識って、民間の非常識になってる部分が少なからずある、というふうに私は

思えてしょうがないんです。すぐやりますよったらすぐやれっていうのに、すぐやり

ますって１週間後にやりましたではやっぱ、すぐじゃないだろうと。 

そういうふうな部分から含めて言いますと、いま吉田さんが言ったように、ちょっ

と目線を開けば、同じものを同じ場所に送るのに、300円ではなく200円とか、あるい

はもっとまとまればもっと安くというふうなことがあるとすればそれは、ほんの少し

の配慮で、実は塵も積もればということで、大きな経費の削減に繋がる。おっしゃら

れたのはきっと、そういうふうな日々の、注意をしっかりされているのでしょうかと。

もしそれが不足するとすれば、その部分はしっかりと配慮するように対応していくべ

きではないですかというふうにお話をいただいたもの、というふうに理解をいたしま

した。いずれ、こういうふうな形の目線でですね、しっかりといろいろな部分として、

お話をいただければというふうに思います。 

なお、吉田さんからいただいた部分、今日担当者来てない部分もありますけど、そ

ういうなんていうか、非常にごく真っ当なご指摘をされたよと。こういうふうな部分
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についてしっかり考えるようにということは、申し付けておきたいと思います。 

本当に何か目からうろこが落ちるような視点でありましたけど大変ありがたく、参

考にさせていただきます。ありがとうございます。 

○遠藤会長 

どうでしょうか。はい。 

その他ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○小野寺純治委員 

すいません。岩手大学の小野寺です。座ったまま失礼します。 

これはこういう状況であるというふうにちゃんと委員一同考えておけという、多分

こういった資料が出たんだというふうに思いますけども。その中で一点、私もある自

治体の行財政の方も関与させていただいて、そこでやはりいつも議論になるのが、こ

の２ページ目の職員数。やはり職員数が多いんではないか、まず人件費削るだけ削ろ

うっていうのは、行革大綱で必ず出てくることで、これを見ると、右下の方のグラフ

を見ると、これは単位が億円かなんかですかね、かなり人件費がぐっと下がってきて

かなり圧縮してると。そうすると左側にあります、今1,078人あるものをどこまで適正、

減ずれば適正なのかどうか。あまり減らしすぎると、これまた行政が回んなくなると

いう、非常に大きな問題があるわけであり、行政が回らなくなると、すべての基礎的

なサービスが滞ってしまう。ですから、これをやはり類似の自治体とか比較をしなが

ら、やはり客観的に住民の方に見ていただくというのがひとつ必要だろうというふう

に思いますので、そこら辺を検討いただきたいというふうに思います。 

それから、奥州市の大きなポイントとしては４ページ目にあります、公共施設の整

理合理化、これ2.8億円って出てまして、先ほど事務事業のっていうか、事務事業の評

価調書見ても後半の方にずっとやはり、公共施設がダーッと並んできて維持管理費が

ずっと入ってきてると。これやはりそろそろ見直さないと、やはりなかなか難しい。

ここはしっかりと住民と議論して、この2.8億円という規模ではなくて、多分もう少し

大きな規模で見直さなきゃいけないんじゃないかと。逆に６番目の市有財産の売却。

これは見通しがあればいいんですけども、今いろんな自治体でこれがなかなか売れず

に残っています。やはり買うだけの、地域に余力がないという問題もありますし、そ

れからやはり適切なところに買っていただきたいということがありますので、これが

多分5.9億が本当に行くのかどうかっていう、厳しさもあるのかなというふうに思いま

すので、ここは総論としてはやはり頑張っていただいて人件費減らすところは減らさ

なきゃいけないんですけども、過度に減らしすぎないように、それ以外の努力をです

ね、しっかりと市長さんはじめ皆さん方でですね、議論しながら進めていただいて、

特にも公共施設について、奥州市、多そうに私も思いますので、それ、住民の理解を

いただきながら、できるだけ協力いただくということで、ぜひお願いしたいというふ

うに思ってます。 

以上です。 

○遠藤会長 

今の２点に関しましてご意見という形でお伺いしましたけれども、もしこれだけ言
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っておきたいというのがあればですね、お願いしますけど、よろしいですか。はい。 

○総務企画部長 

総務企画部の千葉です。定員についてはですね、ここに記しております通り、1,467

人から1,078人。かなりの数を、職員の数を合併以来、削減して参りました。で、類似

団体と比べますと、ほぼですね、この11万人の都市規模で言いますと、低い方です。

標準より少ない人数になっております。ですので、今もうギリギリのところでやって

ますし、今般特に社会保障関係とかの事業がですね、かなり上積みなりまして、仕事

も多ございます。そうした中で、やはりもう定員適正、うちの定理管理上もですね、

令和７年まであと20数名削減して終わりという、一定のめどを立てております。 

おっしゃる通り、職員を削ればいいというものではなくて、適正な人数というもの

を確保していかなければならないな、というふうに考えておりますので、ここら辺は

また会計年度任用職員のこともございますので、こういった総合的な見極め、事業の

数、それから今回の財政健全化におけるですね、事務事業の見直し、そしてその財政

規模等々加味してですね、さらに適正な人数というものを改めて不断に見直していき

たいというふうに考えております。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。はい。 

その他はございませんでしょうか。はい。 

○吉田あや子委員 

今の話に関連しているんですが、ずっとこういう会議を持つと、職員を減らしてと

かそういう話が出てくるんですけれども、多分これは退職者の方が当時、何十年か前

に、たくさんこう採用して、その人たちが自然に退職してって、そっちの方が減って

るからこういう数字なんじゃないかなって私思うんですけれども、やはり、これから

のことを考えると、むやみに減らすことばかり考えないで、若い人材を一定数、ちゃ

んと雇用しないと、ここ役場ですけれども、全体がうまく繋がっていかないっていう

のもありますし、それから、新しい考えがなかなか取り入れられないということもあ

るので、やはり減らすことばかりではなく、いい人材を保有するっていうことの方を

考えていただければいいんじゃないかなって、いつも思います。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。ご意見というふうに、ご意見という形で受け止めて、

先ほどの回答を答弁、ほぼいけるかなというふうに思いますんで、これらを肝に銘じ

ていただきたい、というふうな形で進めてまいりたいというふうに思います。 

この件についてはそろそろよろしいでしょうかね。はい、どうぞ。最後にします。 

○山本健委員 

はい。岩手県立大学の山本です。財政健全化に向けた取組みについて、費用の削減、

支出の削減ももちろん重要だとは思いますけど、例えば住民自治活動であるとか、広

域的な行政の展開等に対する様々な補助金もあってですね、新たな財源確保に向けた

ですね、取組みたいなものをこの中で、あっておかしくないのかなというふうに率直

に感じたんですけど。 
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ちょっと的外れちゃって申し訳ないんですけど、はい。事務局の方でご意見、お聞

かせいただければというふうに思います。 

○遠藤会長 

財源確保の施策ですか。 

○山本健委員 

はい。 

○遠藤会長 

はい、どうぞ。 

○政策企画課長 

はい。委員おっしゃる通りですね、減らすだけでなく、財源の確保という視点で取

組むべきということでございますが、その通りで今ちょっとお話いただきました。広

域化という部分に関しては、当課で所管しておりますけれども、今、４市町ですね、

金ケ崎町、北上市、和賀町との定住自立圏という単位で、いろいろ事業をできないか

という視点で、当然そこには、事業を行うと特別交付税措置があるということでござ

いますので、これに関してはフルに活用したいと。それ以外にも、地方創生の推進交

付金をいかに活用するかであるとかですね、その他の財源に関しては、先ほどちょっ

と触れましたけども、財政健全化説明会で、企業誘致はどうする、あるいはふるさと

納税頑張れ、というふうな様々なご意見がございまして、それについては市長の方か

らも一生懸命頑張るというふうな話を説明してますので、そういう視点で頑張ってま

いりたいというふうに思います。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。はい。ちょっと時間の制約といいましょうか、目標もござい

ますので、このレジュメの５項の説明については以上にさせていただきたいというふ

うに思います。いずれにしましても、これからの分科会の中で、いろんな形でですね、

陰に陽に関わりができてくる項目だというふうに思いますので、是非ともこの辺も含

めて、ご議論いただければなというふうに思います。 

６ ＜協 議＞ 施策評価への意見付与の進め方について 

○遠藤会長  

それでは、レジュメの６の協議に入ります。施策評価への意見付与の進め方につい

て、ご提案いただきます。 

○政策企画課長 

はい。それでは、これも私の方からご説明いたしますが、いま係員が資料をお渡し

いたします。 

後程、これに関しては触れたいと思いますが、まず冒頭で使いました資料６をご覧

いただきたいと思います。資料６、横長のＡ４、１枚ものの資料でございますが、こ

れ冒頭でもご説明しておりますので、重複でございますが確認をさせていただきたい

と思います。 

資料６でございます。令和２年度のところでございますが、本日の第１回の総合計

画審議会では、そもそもの部分を、ご確認いただいているところでございます。 
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次にこれは年内に四つの分科会を開きまして、分科会ごとに、行政が行った施策評

価に対する意見をお聞きしたいと思います。 

そして、２月あるいは３月に、第２回の総合計画審議会を開きまして、行政評価に

対する審議会としての意見をまとめていただきたいと思います。 

それからさらに右側、令和３年度に想定しているスケジュールを掲げておりますが、

年度の早い時期から審議会を開催しまして、その後、市内部で素案を検討する組織も

立ち上げながら、その案をタタキ台として、総合計画審議会で分科会等を数回開催し

ながらですね、令和４年度から始まる後期計画の原案を策定し、その後は先ほどご説

明した通り、パブリックコメントや議会への説明を経て、来年度中には審議会から答

申をいただきたいというふうに思っております。 

以上が今年度、そしてその先の令和３年度に想定しているスケジュールでございま

す。 

もうひとつ、お示ししたい案がございまして、今お配りしました、令和２年度総合

計画審議会分科会名簿案でございます。これをご覧いただければというふうに思いま

す。 

Ａ４横長の１枚ものの資料でございますが、分科会は、大綱ごと、あるいは二つの

大綱をまとめた区分にしまして四つに分けたいというのが事務局の案でございます。

事務局では、委員の皆さんが所属する分科会の案を示しておりますが、例えば、第１

分科会は大綱でいえば、みんなで創る生きがいあふれるまちづくりについてご議論い

ただく分科会でございまして、ご覧の通りの方々に参画いただきたいというふうに思

っております。 

所管いただく事項としては、所管事項のところにありますけども、人口プロジェク

ト、あるいはＩＬＣプロジェクト、地域コミュニティ、国際交流等々というふうにな

っております。 

そして一番右の欄には、先ほどご質問の中でも説明いたしましたが、担当部長や事

務局の名前も入れておりますが、分科会は委員の皆様と、所管する事項を管轄する市

の部長が入りまして、一緒に議論をさせていただく形を想定しております。 

一方これも質問でございまして、お答えしたところでございますが、所属する分科

会だけでなくて、他の分野にも、ご意見があるという方いらっしゃると思います。こ

れについて先ほどお配りした様式ですが、Ａ４の縦２枚。別紙、審議会意見等という

ことで、様式１、様式２というものをご覧いただければと思います。10月30日までに、

すべての基本施策を対象としてコメントいただくような内容となっております。先ほ

ども説明しました通り、これによりコメントいただいた上で、それに対して市がどの

ような対応をしているか。確認したものをまとめまして、それを次に皆様にお集まり

いただく分科会の資料にさせていただければ、と考えております。それをタタキ台と

しまして、分科会で意見をご協議いただくことを想定しております。 

なお、次回が分科会となりますが、次回に分科会長を互選いただきまして、そこか

ら意見交換を始めていただくというスケジュールを想定しておりますので、ご承知お

きいただきたいと思います。 
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そしてあと、最後に、資料７、資料８についても触れておきたいと思います。 

まず、資料７の、令和２年度奥州市行政評価、令和元年度事務事業評価調書でござ

います。ちょっと厚い資料でございますが、ホチキスどめの、700以上の事業について

評価したものでございまして、個別具体にはご説明いたしませんけれども、先ほどお

話いたしました、基本施策の評価に対する意見を述べていただく上で、個別の事業も

確認したいという場合には、この資料をご覧いただければという資料でございます。 

資料８、１枚ものの横長の資料でございますが、資料８でございます。人口プロジ

ェクトの具体的な戦略でございます、まちひとしごと創生総合戦略、その概要版をお

付けしております。これについては昨年度の総合計画審議会の中でご意見をいただき

ながら作成したものでございまして、総合計画の重要プロジェクトである、人口プロ

ジェクトの具体的な戦略がこの第２期奥州市まちひとしごと創生総合戦略でございま

す。ここには、第１期の結果がどうであったか、それを踏まえて第２期計画をどう策

定したか、基本目標を具体化するためにどんな指標を掲げてどう進めていくのか、こ

のあたりについて概略を示した資料でございます。参考までにご確認いただければと

いうふうに思います。 

以上でございます。 

○遠藤会長 

本日の協議では、これから進めていく分科会の第１分科会から第４分科会までの委

員割とか、それから所管事項等々が説明されました。また、ご質問にありましたよう

に、自分が担当する分科会以外の、分科会に対する意見提起等々ですね、こんなのも

様式が配られました。これを含めて、皆さんの方からご意見等ございましたら、ご発

言ございましたらお願いします。私はどうしてもこの分科会に入りたいとかですね。

これが可能かどうかは別にしまして。 

はい、どうぞ。 

○若生和江委員 

様式について、メールアドレスがある方にはそのメールで書けるように、多分ここ

には収まらない意見がたくさんあるかと思いますので、ぜひその、記入しやすい方法

をひとつお願いしたいなと。 

○遠藤会長 

メール、私もですねちょっと、最後に聞こうかと思ったんですけども皆さんにね、

今はＦＡＸって、いや僕っていう、僕んちじゃないんですけどね。アクセスもメール

の時代じゃないかなと。セキュリティ管理は当然必要でありますけれども。この21名

のメンバーの中で、例えばその職場であるとか、受けていいよとかですね。それとも、

駄目なんですか、ちょっと。自宅、でも駄目ですか。自宅はいいんですか。 

自宅で受けられますよっていう方は、どのぐらいおられますか。自宅、メールで対

応できる人。 

－委員の約８割が挙手－ 

○遠藤会長  

うん。そうすっと、８割方ですね。この辺をひとつのベースにしてちょっと検討し
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ていただければと、今の質問。 

はい。 

○政策企画課長 

はい。全くその通りだと思います。様式のですね、右上、ＦＡＸ番号の下に、当課

のメールアドレスがございますので、そちらにメールを頂戴しても結構ですし、この

後帰りにですね、この様式の一番上、お名前と、それからメールアドレス書いたもの

を、お出しいただいても結構でございます。様式に直接入力できるような方法がよろ

しいと思います。ＦＡＸでという方には、ＦＡＸでお願いしたいと。そういう対応で。 

○遠藤会長 

よろしいですか。はい。 

その他、ご発言のある方ございませんか。 

－「なし」の声多数－ 

○遠藤会長  

よろしいですか。はい。 

それでは発言もないようでございますので、以上をもちまして協議の部を閉じさせ

ていただきたいというふうに思います。それでは、本日予定されていた議事について

はここで一切終わりましたので、閉じたいと思います。ご協力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 

遠藤会長、議事進行ありがとうございました。 

それでは、７のその他に入ります。事務局からは本日用意いたしました、協議事項

等は以上でございますが、その他、皆様から何かご質問ご意見等はございますでしょ

うか。 

はいどうぞ。 

○鈴木美喜子委員 

ありがとうございます。改めて次回の分科会をいつごろ予定しているか、お知らせ

いただきたいと思います。 

○政策企画課長 

はい。先ほどですね、資料６のところでもお話しましたけれども、この後皆さんの

方から、今お話しましたメールなり、ＦＡＸなりで、全体に係る意見をいただいて、

それに関して市の内部で、どういうふうに対応しているか、回答を用意させていただ

いた上で分科会を、という流れになりますので、今の段階では12月、あまりおしせま

らない中で、分科会を開ければなというふうに思っておりますので、ご承知おきいた

だきたいと思います。 

○総務企画部長 

その他、どなたかご質問ご意見等はございませんか。 

はい。それでは、会議を閉じさせていただきたいと思います。 

以上をもちまして、令和２年度第１回総合計画審議会を閉会いたします。お疲れ様
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でございました。ありがとうございました。 

 

－午後３時46分 閉会－ 


