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令和２年度第２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３年３月18日（木） 午後２時 

(2) 場所 奥州市役所３階講堂 

 

２ 議題 

 (1) 報告事項１ 施策評価調書の総合的評価に対する分科会の意見について 

(2) 協議事項１ 施策評価調書の総合的評価に対する意見の検討について 

(3) 協議事項２ 令和３年度における総合計画後期基本計画の策定について 

 

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 16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 佐藤たき子   大内  薫   鈴木美喜子   若生 和江 

小原 勝喜   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 和川 理恵 

(3) 欠席委員数 ５名 

     ２号委員 菊地 浩明   浅利 祐輔   佐々木一恵   三浦 千春 

３号委員 高橋 智史 
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議事 

-午後２時開会- 

１ 開会 

○総務企画部長 

それでは、これより、令和２年度第２回奥州市総合計画審議会を開催いたします。 

本日の出席状況ですが、いま現在、委員21人中15人の委員が出席されております。

奥州市総合計画審議会条例第４条第２項にて、会議開催の定足数は過半数であること

が規定されております。本日は半数以上の委員が出席されておりますので、会議が成

立したことをご報告いたします。なお、本日の出席委員については、本日配付の座席

表をもって紹介に代えさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。 

それでは、はじめに遠藤会長からごあいさつを頂戴いたします。 

２ 会長あいさつ 

○遠藤会長 

会長の遠藤でございます。一言、ご挨拶を申し上げます。 

本日は年度末のところ、各協議会、そして各団体の皆さん、大変お忙しいところご

出席賜りましたこと、深く感謝申し上げたいと思います。 

本日は皆さんご承知のとおり、総合的評価に対する意見の集約をとり行います。私

自身、すべての分科会に傍聴で、皆さんの熱心な、熱い議論をこの目で拝見いたしま

した。そういった意味では、それが今日まとまったものと、基本的には分科会の意見

集約がされるべきであろうというふうには思いますけれども、全体会議でもございま

すので、他の分科会のいろんな形で、そのへんを皆さんでご協議いただきながら。 

今、最大の課題はコロナ対策だと。これがわれわれ一般の、一般人の生活にも、そ

して、こういう行政の、財政または発展等々においても、非常に深いところでござい

ます。 

今の岩手日報において、新年度ですか、来年度の予算点検というものがシリーズで

掲載されております。先日、奥州市の点検の基本的な部分が報道されておりましたけ

ど、私もちょっとこう、やはり、いま各自治体は個性を出していこうと、非常に強い

意思は持っているわけであり、歳出、歳入、歳入歳出を考えるとなかなか厳しいもの

がある、というふうに感じているところです。 

個性を出していくという部分では、特徴的には、ＳＤＧｓを基本とした様々な、そ

れから、名前はいろいろあろうかと思いますけども、当市で言うならば、協働のまち

づくり。要するに、まちをどうやって創るのか。それから若者の定住促進、子供の教

育、子育て支援対策、そして、先ほども言いましたように、コロナ対策、という部分

について、非常にその、お金のかかる、行政としてはお金のかかるというのが実態だ

ろうと。まちづくりの魅力、私なりに考えれば、やはり、今という時代に合致してい

ると。先日も、水沢協議会の提言を出させていただきましたが、やはり、いろんな分

野において行政が考えること、そしてわれわれのような協議会が考えること、市民が

考えること。この三つを体系的に進めていかないと、行政に頼りっ放しでは、一歩も

進まないだろうと。 
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そういった意味では、この総合計画10か年計画というのは、まさに激動の中の10か

年。その前期の５年間というのが評価をいただくわけでありますけども、今後この評

価をもとにして、これからの後期の５年間っていうのは、もしかしたら、バブル期等々

から見れば、その時間的な部分で、２倍も３倍も早い進展、もっと早い進展が起きる

だろうというふうに考えるべきであって、それをいかに先取りしていくか、というと

ころに焦点が当たるんじゃなかろうかなと。 

また皆さんもご承知のとおり、奥州市出身の大リーガーで、大谷翔平さんが、今年

度は二刀流という活躍をして、大活躍をして、オープン戦で現在まで、何と五割七分

も、２回バッターボックスに立つと必ずヒットかホームランで塁に出る、というよう

なこと。また一方の、ピッチャーという、投手というその成績でも、非常に良い成績

を残している。そういう部分では、われわれは、大谷翔平という偉大な野球人生、野

球人を抱えている。自分が何もできないわけですけども、誇りがあるなと。これが大

谷さんを中心にして、市民の一体感、または、この沈んだ時期の希望と考えていくの

がいいかなと。 

最後になりますけれども、われわれ審議会としても、各団体から非常に素晴らしい

選出をいただいているわけでございます。この意見の交換。非常に大きな、未来を見

据えた提言が、そういった意味では、本日を含めて、引き続き、しっかりと行政にコ

ミットできるような、審議会であり続けたいと。格段のご協力を賜ればと。 

本日は限られた時間ではありますけれども、われわれのミッションをしっかりと、

よろしくお願いしたいと思います。若干長くなりましたけれども。 

３ 市長あいさつ 

○総務企画部長 

遠藤会長ありがとうございました。 

続きまして、小沢奥州市長よりご挨拶を申し上げます。 

○小沢市長 

改めて皆さんこんにちは。 

それぞれお忙しい日程等あったというふうに拝察する時、多くの皆様にご出席を賜

り、第２回の奥州市総合計画、総合計画審議会のですね、会議を開ける、開催してい

ただけるということに心から御礼を申し上げます。 

前段の余談でありますけれども、今回は奥州市が始まって15年経ったわけでありま

すけども。15億ほどの除雪費を、使ったんですね。その15億はどこに行ってしまった

んだろうというふうに思うときですね、何か違うところに使えたらなあ、というふう

なことをですね、ちょっと感傷的に思っているところでありますけれども。被害は大

きな被害があったわけでありますけれども、人的な被害は最小限にとどめられたとい

うことはですね、喜ぶべきことだったのかなというふうにも思うところであります。 

さて、本日の第２回の総合計画審議会においては、まず報告としてですね、施策評

価調書の総合的評価に対する分科会の意見を、まずみんなで聞き取りながらですね、

もちろん私はもう、最もですね、真摯にお聞き取りをしたいと思っておりますけれど

も。これを報告いただく。 
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協議の部分においてはですね、その総合評価に対するご意見。または、検討してい

ただくということになろうかと思いますし、二つ目の協議題といたしましては、遠藤

会長の方からもお話がありましたとおり、令和３年度以降における、総合計画の後期

計画の策定についての策定指針案を、お示ししてですね、ご意見を頂戴できればと思

っております。基本的には行政というのは、場当たり的な行政、施策を展開するとい

うことではなく、大きな方針に則ってですね、進めていくということであります。し

かしながら大きな方針を決めてもですね、日々一日一日の変化は確実にあるわけでご

ざいまして、ぶれてはならないものと、柔軟に対応しなければならないこの二つを兼

ね合わせながらですね、市民の皆様に奥州市で良かったな、奥州市民で良かったなと

思っていただけるような行政サービスを展開していかなければならない。というふう

に思うとき、総合計画っていうのはその基本になる部分でございますので、是非とも

様々な角度から、多くのご意見を賜ればというふうに思っております。 

限られた時間ではございますが、多くの発言をご期待申し上げ、冒頭の挨拶といた

します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

４ ＜報 告＞  施策評価調書の総合的評価に対する分科会の意見について 

○総務企画部長 

次に、次第４の報告に入らせていただきますが、奥州市総合計画審議会条例第３条

第２項の規定により、会長が会議の議長となるので、定められておりますことから、

以降の議事進行は遠藤会長にお願いいたします。 

なお、本日の会議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します

ので、あらかじめご了承願います。また、議事録作成のためご発言の際は、担当者が

マイクをお持ちいたしますので、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。ご協力をお願いいたします。 

それでは遠藤会長、よろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。では早速でございますが、議事に入らせていただきます。なお、本日の目安

の時間でございますけども、私自身会議は２時間以内で終わりたいなというふうにい

つも言っておりますけども、余裕を見て、15時45分ぐらいを一つ目途としながら、２

時間以内で終えたいというふうに思っています。 

とは言っても、皆さんの中身の濃い、そして、建設的な意見、そして議論をお願い

申し上げるとともに、スムーズな流れにご協力をお願い申し上げたいというふうに思

います。 

それでは、４の報告事項、施策評価調書の総合的評価に対する分科会の意見につい

て。事務局の説明を求めます。 

○政策企画課長 

はい。事務局、政策企画課の二階堂と申します。よろしくお願いをいたします。 

昨年の10月２日にですね、第１回総合計画審議会を開きまして、その場で四つの分

科会に分かれて意見集約を行うという方針を確認いただいたところでございます。そ

の方針に基づきまして、本年１月に各分科会を開きまして、互選で選出された分科会
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長のもと、多くの意見を頂戴しまして、それを事務局がまとめさせていただいた経過

でございます。まとめた結果については、分科会長さんに確認していただいておりま

す。 

そして本日、各分科会の分科会長さんから、分科会としての意見を報告いただくこ

とで確認をしていたことから、以降、各分科会長から報告をお願いしたいというふう

に存じます。 

○遠藤会長 

それでは、ただいまの説明のとおり、分科会長から、ご報告をお願い申し上げます。 

なお、発表の際には、事務局がマイクをお持ちしますので、その場で資料の資料１

の施策名と意見を読み上げていただければというふうに思います。 

それでは、第１分科会長、小野綾子委員の方から報告をいただきたいと思います。 

○小野綾子委員 

それでは着座にて説明させていただきます。第１分科会の分科会長を仰せつかりま

した、小野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは資料１の１ページ目になります。戦略プロジェクト。施策、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ついて、分科会の意見を述べます。 

森林整備や木材の活用促進は環境保全や温暖化防止にもつながるものであり、全国

で持続可能な開発目標としてＳＤＧｓの取組促進が謳われていることから、市の施策

においても、市民や民間などを巻き込みながらＳＤＧｓに取組む仕組みを検討された

い。 

総合戦略における成果指標について、婚姻や出生届出件数などを設定しているが、

若い年代が減少傾向にある現状を踏まえ、再度検討されたい。 

生産年齢人口が大きく減少し地域の事業継承などが問題となっているとともに、小

さいころから将来の目標などを持った有能な子どもが地域を知らないまま、進学によ

り市外に流出している。まちづくりの原点は人づくりであることからも、この大きな

課題に対し、市は庁内外の関係機関と連携して取組み、国や県に対し要望すべきは積

極的に要望するよう努められたい。 

次の、世界へ発信するまちづくり、ＩＬＣプロジェクトについてでございますが、

こちらの方は、意見なしとさせていただきます。 

では、次の２ページ目になります。大綱Ⅰ、みんなで創る生きがいあふるまちづく

り。施策、黒丸１、市民参画と協働によるまちづくりの推進、分科会意見。 

地域コミュニティや市民公益活動のさらなる活性化を図るため、市民活動支援セン

ターの機能を強化するとともに、まちづくりのアドバイザー育成に努められたい。併

せて、今後の地域づくりにおいて、指定管理者のさらなる自立性や独自性が求められ

ることから、市は、地区振興会などが十分な財源と併せ、より多くの権限や裁量が持

てるよう検討されたい 

市政情報の発信において、対象者と伝える内容を整理し、特に市民に対して市の施

策が伝わるよう努められたい。併せて、ＳＮＳが持つ情報の双方向機能を十分に活用

し、市内・市外の多様な人々を巻き込みながら、奥州市を盛り上げていける施策を検
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討されたい。 

黒丸２になります。豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の推進についての分科

会の意見といたしまして、奥州市としての市民劇場の在り方について検討し、市全体

として盛り上げていける施策を推進されたい。 

若い世代は仕事や子育てで忙しく、現在の芸術文化活動は、主に高齢者世代によっ

て支えられているのが現状である。また、イベントなどの非日常的な活動以外の、日

常的な芸術文化活動が徐々に鈍化してきている。これらを踏まえ、100年時代の人生を

明るく前向きに捉え、新たな発想を取り入ながら市の芸術文化活動が活発になるよう、

市は庁内の他部門や他団体と連携して支援することを検討されたい。 

次に、黒丸３、潤い豊かなスポーツライフの推進。 

市全体で取組めるスポーツの機会や、市の財産として市民や民間を巻き込んだ「奥

州市ならでは」の取組により、地元を盛り上げるとともに、全国に向けて発信してい

けるような施策を検討されたい。 

子どもたちが地元行事に積極的に参加し、小さいころから地域とのつながりを深め、

地域愛の醸成を図ることができるよう、市と学校、地域が連携しながら施策の推進や

情報提供に努められたい。 

スポーツを通じた健康づくりは、前面にPRしていくべきであり、成果指標に、スポ

ーツによる市民の健康度などを検討されたい。 

以上、第１分科会の意見を述べさせていただきました。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。 

続きまして、第２分科会長、及川公委員お願いします。 

○及川公委員 

はい。第２分科会の会長を務めました、及川であります。 

第２分科会は、教育文化財関係、それから福祉健康医療部門の分野での意見の集約

でしたが、資料２、２ページ目の資料にのっとって、順番に申し上げたいと思います。 

まず、生きる力を育む学校教育の関係ですが、ここには三つ集約しております。 

一つは、今後のオンライン授業について、活用の仕方や家庭での環境整備などを検

討を進められたい、という短文ではありますけども、これはいわゆるデジタル教育の

取組みについての意見なんですが、いま学校では、生徒に端末一人一台の授業が進め

られているようですけども、今後オンラインになった場合ですね、子どもだけじゃな

くて家庭での、親の活用も関わるので、これからの取組みについては、子どもさんと

親と一緒の活用の仕方も検討されることをお願いしたいと、こういう趣旨でした。 

二つ目は、小中学校の不登校問題ですが、特に家庭環境っていいますか、家庭での

問題もはらんでいるというケースもあるので、家庭を含んだ関係機関と連携し、解消

に努力されたい、ということです。 

三つ目ですが、これは総合的評価には記述はなかったんですけども、学校再編のこ

とです。小学校規模、小学校っていいますか。すいません、失礼しました。小規模校

の特徴である地域との繋がりを含めて、教育環境の整備に努めて、学校再編を進めて
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いただきたいということです。特に江刺の方で、来年再来年にかけて計画が進められ

るんですが、特に小規模校、少人数の学校では地域との繋がり、交流協力、こういっ

たものを大事にして子供たちの成長を地域で見守っている、そういう姿があると。こ

ういう点を大事にして、子供たちにとって最良の教育環境を第一に整え、再編を進め

てほしいという意見でした。 

次に２番目、歴史遺産の保存と活用ですが、一つは郷土芸能の担い手ということで、

従来の形に留まらず、地域外への募集なども含めて、後継者の確保に努められたいと、

こういうことです。なかなか保存団体の方では、後継者というのが本当に少なくてで

すね、大変苦労していると。やっぱり少ないと、舞の数も、お囃子も限られた人数で

しかできず、本当に郷土芸能の数、っていうか種類はですね、限定されてしまうとい

う問題があるようですので、どうかその後継者の確保には、地元だけじゃなく、地域

外、或いは市外の方々も取り入れた、そういう募集の仕方も一つの方法ではないかと、

こういうご意見でした。 

それから世界遺産の登録、追加登録ですね。これについては現在取組んでいる内容

を、十分に住民にも分かりやすく周知していただきたいと。登録についての取組みが

進んでいるんでしょうが、何か市民の関心が遠のくようなので、市民ＰＲもあわせて、

取組んでもらえるよう検討をしていただきたいということです。 

次に、福祉関係の１、みんなで支え合う地域福祉の推進ということですが、地域福

祉としては高齢者の支援が中心となっているが、子育て世代等、他の世代への支援の

さらなる充実にも検討していただきたい、ということです。各層に渡っての福祉課題

があるので、どうかそういう視点も大事にしていただきたいという趣旨です。その他

にですね、どうしても若い方々は仕事が手一杯で、なかなか福祉を支援する側まで至

らないのじゃないかと。こういう課題もあるので、こういう課題についても、何か市

の方で検討していただければと、こういうご意見もありました。 

次に二つ目は、子育て環境の充実ということですが、これはもう皆さんご存知、実

態は分かっているんですけども。子育てに困っている親を、第三者が気づいてやれる

ような仕組みをより一層充実されたい、ということです。様々な相談システムを取組

んで、市の方では、いらっしゃるようですけども。こういった点、もうちょっと気安

く相談できる体制をということでした。 

二つ目は保育関係ですが、保育関係等の人材確保については、働く人のメンタルヘ

ルス等の待遇の改善もあわせて検討されたい、ということでした。このほかですね、

保育所に従事されている職員の方々は、もちろん子どもさんの保育が中心ですけども、

最近は親御さんへの、何て言うんですか、対応ですか、相談っていうんですか、そう

いうことも増えつつあると。こういうことも踏まえて、職員のスキルアップを、あり

方も検討を考えなければならないのではないか、という意見もありました。 

三つ目、健康づくりですが、さらなる自殺者の減少に向け、減少はしているようで

すけども、ゲートキーパーの養成に努めていただきたいと。 

次のページをめくっていただきます。ここは高齢者支援と障がい福祉の推進ですが、

総合的評価が十分、的確で評価がされているということで、特に意見はございません



 

 8 / 21 

 

でした。 

最後、医療の充実ですが、ここはですね、奥州市の医療体制の対応について、具体

性のある三つの意見がございました。 

一つは、皆さんも本当にご存知の実態なんですが、市民が安心して、出産できる環

境整備に努められたいと。ご存知のとおり市内では、なかなか出産できる産婦人科さ

んが少なくて、本当にこういうことが人口減少にも影響しているのではないかと。何

とかいい対応を、対策を講じてもらえるよう努めていただきたいというお願いでした。 

二つ目は、いわゆる市立病院のことですが、新病院建設については、必要性や建設

後の維持管理費も含めて、十分に検討していただきたい、ということでした。今、い

ろいろ議論、検討されているようですけども、その方向性については病院・診療所改

革プランで示されるようですが、この意見も十分に考慮して検討していただきたいと

いうことです。 

最後、三つ目、まごころ病院を中心に行っている在宅医療について、病院・診療所

改革プランの中でも、大事な視点として捉えて、検討していただきたいということで

す。在宅医療については、指標の中でも、介護との連携を含めた拠点セクションの役

所内の設置、ということは達成できたようですが、これが具体的な取組みについてで

すね、先進的に取組んでいるまごころ病院の例を委員の方から挙げられましたので、

このような点も踏まえて、ぜひ改革プランにおいて検討を進めていただきたいという

趣旨でありました。 

以上のような意見で、第２分科会はまとめたところであります。以上で報告を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。 

続きまして、第３分科会。小野寺功委員よりお願いします。 

○小野寺功委員 

はい。第３分科会の小野寺でございます。 

私たちは１月19日に５人のメンバーで検討させていただきました。その結果、この

メモ書きにしておりますが、これを朗読をもって、代えさせていただきます。 

まず１番の農林業の振興についてでございましたが、それの意見につきましては、

農業者の高齢化や後継者不足の問題、中山間地の活力低下に対応するため、担い手の

確保・育成、中山間対策の更なる強化を推進されればいいな、ということでございま

す。併せまして、意欲ある農業者の持続可能な農業経営に資するため、経営状況や環

境変化に柔軟に対応した支援策を講じてほしい、ということでございます。 

それから二つ目といたしまして、鳥獣被害防止のため、効果的な有害鳥獣対策を講

じられたい。また、ジビエへの活用の可能性も検討してもらえれば、ということでご

ざいます。 

それから、２番目の商工業の振興でございますが、市民が実感できる商業の活性化

を実現するため、地域に即した特色を出せる個店への支援に一層注力していただきた

いと。 



 

 9 / 21 

 

二つ目といたしましては、感染症の流行の中でも持続可能な働く場を確保するため、

テレワークの推進など、きめ細かな企業支援策を講じられたい、というのが商工業に

ついてです。 

三つ目の観光物産の方にございますが、感染症感染リスクを抑えながら観光振興を

図り、市民に「奥州市の魅力」を再認識してもらうため、域内のリピーターをつくる

ことにより持続可能で安定したマーケットを構築しやすいマイクロツーリズムを推進

されたほうが、いいのではないかということでございます。 

それから、四つ目の雇用環境でございますが、地元就職を希望する学生に資するた

め、「奥州市企業支援ポータルサイト」の機能性と認知度をより向上させ、かつ相談

体制の充実に努められたい。併せまして、特化した技能を持つ学生の地元就職先の確

保策を検討されたい、というのでございます。 

それから二つ目といたしまして、中小零細企業の職場環境の向上を実現するため、

その実態を的確に把握し、働き方改革に関する取組みが浸透するよう努めていただき

たいと、こういう意見が出されました。 

以上で私の方の報告を終わります。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございました。それでは最後になります。分科会発表最後になり

ますが、第４分科会長、小野寺純治委員の方からお願い申し上げます。 

○小野寺純治委員 

はい。第４分科会を代表して報告させていただきたいと思います。 

私自身、奥州市に在籍するものではないもんですから、なかなか地域の実情をよく

分かってないということから、委員の皆様方からの意見をできるだけ委員間同士でキ

ャッチボールすると。というようなやり方を努めさせていただいて、まとめさせてい

ただいた意見になるということを、予めご承知おきいただきたい。それではご報告申

し上げます。 

大綱Ⅴ、環境にやさしい安全・安心なまちづくり。１、良好な自然・生活環境の保

全と循環型社会の形成でございます。 

分科会の意見として、まず一つ目は、ごみの減量化については、減量化対策につい

て市民がまだ知らない情報が多くある。それで、有効な情報を積極的に市民に周知す

る等の対策を図られたいと。また、自力でごみを出すのが困難な高齢者等に対する支

援策についても、地域特性を考慮しながら検討して欲しいということ。 

二つ目としましては、児童生徒の問題ですけども、小中学校で環境学習は極めて大

切であるが、学校統合などもあり、十分な学習内容となっていないのではないかと。

さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、未達の指標もありました。コロナ

対策も考慮した戦略的かつ継続的な新たな学習内容を準備してほしい、っていうもの

であります。 

二つ目。安全・安心な市民生活の実現のところでございます。 

交通指導隊関係です。交通指導隊の業務は忙しく大変であり、なり手がいない状況

にあるので、交通指導隊のモチベーションを向上させる方策について検討してほしい、
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というものです。 

三つ目、災害に強いまちづくりの推進。一つ目は、消防団は地域を守る上で必要不

可欠であるが、団員の減少が続いており、確保対策には企業の理解と応援が不可欠で

ある。消防団を応援することで、企業もメリットを受けられるよう対策を講じてほし

い。 

二つ目です。地域の防災に関しては行政の対応はもとより、地区振興会の防災会な

どもあり、地域の自主性も考慮して、自助、共助を基本とした施策を講じることが重

要である。婦人消防協力会については、地域によっては、代替組織での対応も可能な

状況も見受けられるので、地域と協議の上、現状に即した、実情に即した組織として

改めるよう検討してほしい、というものです。 

施策の４です。持続可能な公共交通体系の確保。 

高齢化が進む中で自家用車に頼らないで済む社会が求められている。コミュニティ

バス、スクールバスなど市が有する既存の移送手段の統合的・戦略的活用も踏まえた

組織横断的な取組みに努めてほしい。 

次のページへ参ります。続いては大綱Ⅵの、快適な暮らしを支えるまちづくり。 

施策の１、道路環境の充実、こちら三つあります。 

一つは、奥州市は合併市であることから道路延長も膨大であり、限られた財源を有

効活用するため、優先度を考慮した道路整備、維持管理を図られたい。 

二つ目です。路肩の除草対策としては、除草剤は有効であり、活用すべきという意

見もあるが、土砂災害や農作物への影響を懸念される箇所への使用については慎重に

対応されたい。これは中でちょっと意見が分かれまして、北上市のように除草剤を使

うべきではないかというのと、やはり環境に配慮すべきじゃないかという意見があっ

たと。 

三つ目。倒木の対策にあっては、森林担当部署と連携を図られたいと。また、岩手

の森林づくり県民税が拡充されていることから、県との連携も進められたいというこ

とで、市だけではなくて、県の林業サイドとも調整してほしいというものです。 

施策の２、快適な住環境の実現、ここは一つであります。公園の整備については人

口減少を踏まえて整備することが重要であるが、住民説明が総じて遅いのではないか。 

要するに形が決まってから住民説明をしているような感じがするという意見。住民説

明を可能な限り早期に行い、多くの人が利用できるよう、幅広い世代や障がい者の声

を聞くよう努めてほしいと。あらかじめ計画作成にあたっては、聞いてほしいという

ものでした。 

施策の三つ目、地域の特性を生かしたまちづくりの推進、ここは二つであります。 

一つ目は、奥州市は水沢中心部の空洞化が著しく、市全体の顔となる賑わい創出の

工夫が必要である一方、地域には多様な顔があって、その個性を生かしながら、まち

の賑わいが創出されるような中長期的な施策を講じられたいと。 

二つ目でございます。奥州市都市計画審議会の開催回数が、総合計画の指標と入っ

ていますけれども、本当に開催回数で成果指標としていいのかどうか、いうようなと

ころも検討してほしい、ということがございます。 
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以上です。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。四つの分科会の会長さんの方から報告がございま

した。 

私も冒頭言いましたけども、真剣な各分科会の議論を拝聴させていただきまして、

皆さんの分科会の中で、本日の意見集約に網羅されているでしょうかね。そんなこと

をまず問い質してみたいと思っています。 

報告ですから、ここで議論は差し控えたいというふうに思いますけども。私自身、

傍聴させていただいた件について、三つぐらいに分けて、感想をちょっと述べさせて

いただければなと思います。 

一つは、やはり皆さんお気づきの通り、やっぱりその市民の日常の目線、市民の日

常の目線であるとか、地域に根差した議論、そして提言等々が多く感じられます。そ

ういった面では、行政サイド、そして市民という視点から見ても、これはこういうふ

うな、やっぱりその観点で論ずるんだなというふうに一つは感じたところであります。 

二つ目は、やはりその評価という部分では、立案実施者の評価に対して、先ほど言

いましたように、市民を代表する分科会委員、市民団体を代表する分科会委員の評価

というのは、どう出てくるのかなと、すごく気がかりだったんですけども、やはり、

私が想定したようにですね。こういうやっぱり評価なんだろうなと。やっぱりその、

私自身個人としても例えば、こういうことをやってきた、こういうことをやってきた、

こういうことをやってきたと報告しますけど、それは自信を持って報告するわけであ

りまして、それが万人からその評価を受けた時にどうなのかということを考えると、

こんな評価しか、私自身の評価ですね、そういうふうにしか出ないのかなというふう

に思いますので、そんなふうに考えます。 

それから三つ目でありますけども、やはりこれから、後程ご説明ございますけれど

も、後期の計画が提案されるわけでありますけども、ぜひ、この後に議論いただく評

価内容についての意見交換の中で、特徴的な部分については、ぜひとも後期計画に反

映されたらいいだろうなと。もっといい計画になるだろうなというふうに感じたとこ

ろでございます。 

もっともっと、長時間傍聴させていただいて、もうちょっと言うことあるだろうと

いうふうに。この辺で閉じさせていただきながら、４の報告について、以上をもちま

して、はい、どうぞ。 

○小野寺純治委員 

岩手大学の小野寺です。 

他の分科会での意見の中で、ちょっと分からなかった部分があるので、質問させて

もらっても構わないでしょうか。その意見になったものについて。 

○遠藤会長 

次の協議の中の（1）で提案していただきたいというふうに思いますんで、よろしく

お願いします。 

報告についてはよろしいでしょうか。 
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－「はい」の声多数－ 

各自、他の三つの分科会から、こういうような取りまとめがされてるということを

まずご認識いただきながら、この報告事項については終わらせていただきたいという

ふうに思います。 

５ ＜協 議＞ (1) 施策評価調書の総合的評価に対する意見の検討について  

○遠藤会長 

それでは続きまして、協議事項に入りたいと思います。本日は２点の協議事項が用

意されております。 

この協議事項の１項として、施策評価の総合的評価に対する意見の検討について、

でありますけども、事務局から提案説明を求めます。 

○政策企画課長 

はい。ただいま各分科会長様からご説明をいただいたわけでございますけれども、

総合計画審議会全体の意見として、報告をいただいたとおりの内容で決定してよろし

いか、ご協議をお願いするものでございます。 

決定した意見については、総合計画前期計画の中間評価に対する意見として、施策

の推進に生かすことはもとより、今後本格的に作業を進める後期基本計画の材料とさ

せていただきたいと。 

○遠藤会長 

はい。事務局から以上のような提案でございます。説明がございました。 

それではまず、分科会の意見に対して、質問等をお受けいたしますが、分科会意見

は、冒頭のご挨拶の中にも触れましたように、一定程度、尊重されるものと考えてお

ります。これからいただくご発言については、原則として、分科会意見の訂正、本日

は先ほど説明いただいた、訂正ということではなくて、後期、次期計画策定にて検討

する材料として扱いをいただきたい、というふうに思います。 

そういうことで、やはり他の分科会の他の施策の意見に対して、このように考える、

というような方も多くいらっしゃるというふうに思いますので、その辺については、

時間の制限はございますけれども、忌憚のない意見交換をしていただければというふ

うに思います。 

どうぞ。 

○小野寺純治委員 

どうも、会長ありがとうございます。岩手大学の小野寺です。 

資料１、分科会１のですね、戦略プロジェクトの中で、分科会意見の二つ目のとこ

ろでちょっと分からなかった点がありまして、質問させていただきます。 

二つ目のところで最後のところに、現状を踏まえ再度検討されたい、っていうのは、

成果指標の中の婚姻数や出生届件数などの設定目標を、要するに下方修正ということ

をすべきではないかというようなご意見なのかなというふうに、この読んだときに理

解したんで、実は私も総合戦略いくつか関わっていまして、その中で私の理解は、今

回のまち・ひと・しごとの総合戦略ってのは、例えば2040年とか2050年という将来を

見据えてそこに、その地域として必要な人口がどれくらいなのか置いて、それに対し
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てバックキャスティングっていう形で現状との差をとって、どうやったらそこに近づ

けるかという取組みをするというのが、総合戦略の基本的な考え方だというふうに思

っております。総合計画の、逆にこれまでフォアキャスティングって言って、これま

での施策の延長を持ってって、見ていくっていう形になるわけで、この総合戦略にお

いて、いま申し上げたような指標をこうされてくると、最終的に上げた人口が達成で

きなくなる可能性が高くなってくるっていう懸念が大いにある。ですから、検討すべ

きは、この数値というよりは施策が、そこにあった努力として他となされているかど

うかということの方が大事ではないかと、私は常々思っているわけでして、そういう

観点から、ここについてどういうご議論があったのかを知りたいということでござい

ます。 

以上です。 

○遠藤会長 

第１分科会についての意見に、ご質問がございましたけども、分科会の委員でも結

構ですし、また、担当の方からの所見がございましたら、お願いします。 

よろしいですか。はい。事務局の方からお願いします。 

○後藤主任 

第１分科会の事務局をしております、政策企画課の後藤です。私の方からこの経過

について、説明させていただきます。 

今、小野寺委員から、数値の下方修正という事ではなくて、新たな指標を検討して

はどうか、というご意見です。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。 

他にございませんでしょうか。 

他の分科会に質問したから、自分のところにはね返ってくる、ブーメランは考えな

くても結構だというふうに思いますんで。これが世に出るということでございますの

で、なんなりと、もし疑問点がございましたら、お願いしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

皆さんが資料配付をいただいて、お目通しをいただいて、今日お越しいただいてい

るというふうに思いますので、この内容で分科会の意見という形で決定させていただ

きます。 

よろしいでしょうか。 

－「はい」の声多数－ 

はい。ありがとうございました。 

５ ＜協 議＞ (2) 令和３年度における総合計画基本計画の策定について 

○遠藤会長  

続きまして、協議事項二つ目の、令和３年度における総合計画後期基本計画の策定

について、事務局の説明を求めます。 

○政策企画課長 

はい。引き続きまして私の方から説明をいたします。 
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資料については本日配布をいたしました、第２次奥州市総合計画後期基本計画策定

基本方針案というものを、ご覧いただきたいと思います。説明にはちょっと十二、三

分お時間頂戴したいと思います。お付き合いいただきたいと思います。 

それではページめくっていただきまして、１ページでございます。下線引いており

ますが、その部分は前期計画の策定方針から変更しているところでございます。 

そして、大きい項目１から７までございますが、そのうち、１から２については、

資料のとおり読み上げさせていただきます。 

１番、策定の趣旨でございます。奥州市は平成29年３月に、10年間の長期ビジョン

となる基本構想と、基本構想の実現に向けた市政全般の施策を体系的に示した、５年

間の基本計画からなる「第２次奥州市総合計画」を策定し、市民や、地域づくりに取

組む地域自治組織、ＮＰＯ、並びに地方創生に取組む企業等を始めとした各種団体と、

行政が一体となり奥州市のまちづくりに取組んできた。 

この間、少子高齢化や人口減少のさらなる進行、医療・介護に係る課題の顕在化、

そして近年では、人々の生活様式に大きな変容をもたらした新型コロナウイルス感染

症の感染拡大など、本市を取り巻く社会経済情勢は日々刻々と変化している。 

また、令和２年３月には、第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し

た。第１期市総合戦略から、総合計画の中で戦略プロジェクトの基本としての位置付

けも継続しつつ、「総合計画・総合戦略と一体となったＳＤＧｓの推進」という新た

な視点も盛り込んでおり、相互の関連性を高めている。 

このような状況の中で、前期基本計画が令和３年度をもって終了することから、市

民や各種団体との連携のもと、急激な時代の変化にも的確に対応し効果的なまちづく

りを進め、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念に基づき奥州市の発展を持

続可能なものとするため、中期的な行政運営の指針となる後期基本計画の策定を行う

ものである。 

２番の策定の視点でございます。 

基本構想で掲げた「めざすべき都市像」及び前期基本計画の実績や社会情勢を踏まえ

つつ、社会的責務の遂行や実現可能性の向上を図り、次に掲げる視点を基本とし、後

期基本計画の策定を進める。 

（1）市民憲章の実現に向けた計画づくり。活力ある労働環境、市民自らが学ぶ教育

環境、健康で文化的な生活環境の実現に向けた計画とする。 

（2）市民と行政の「協働」による計画づくり。まちづくりの主体である市民の意向

を十分に反映するとともに、市民の参画と協働のまちづくりの実現に向けた計画とす

る。 

（3）ＳＤＧｓの理念を具現化する計画づくり。2030年をゴールに国際社会全体の普

遍的な目標として国連が設定した、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を念頭に、「持

続可能な社会」を具現化するための計画とする。 

（4）未知なる感染症への対策を考慮した計画づくり。世界中で猛威を振るう新型コ

ロナウイルスのような未知なる感染症に対して、「新しい生活様式」やデジタル技術

の活用などによる感染拡大防止策を徹底するとともに、地域経済の停滞回避、活性化
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に寄与する計画とする。 

（5）実効性を担保する計画づくり。非常に厳しい財政状況の下、「財政健全化」を

謳う中で計画の実現を図るため、経営的視点に立つ「選択と集中」を念頭に、財源や

人員といった行財政資源の配分と整合を図りながら、事務事業の見直し、公共施設の

適正配置と維持管理コストの縮減などを推進し、行財政改革の実効性を重視した計画

とする。 

（6）成果を評価できる計画づくり。可能な限り目標を可視化、数値化し、計画目標

の達成度を市民に分かりやすい形で公表するとともに、市民との協働による進行管理

を行うことができる計画とする。 

以降３からは、かいつまんでご説明をいたします。 

３番、総合計画の構成・計画期間でございます。 

（1）の基本構想でございますが、三行飛びまして、現在の計画期間は、平成29年度

から令和８年度までの10年間としております。 

（2）の基本計画、二行飛びまして、計画期間は、前期計画期間を平成29年度から令

和３年度の５年間としており、後期基本計画も令和４年度から令和８年度の５年間と

するものでございます。 

それから、（3）実施計画、これ具体的な事務事業を表すものでございまして、計画

期間は、後期基本計画と同様、令和４年度から令和８年度の５年間とするものでござ

います。３年を単位として、毎年度計画の具体化について見直すものでございまして、

下の表がスケジュールでございます。ローリング３年間というふうに書いてあります

のは今お話しました、毎年見直すという部分といったところでございます。 

次のページに参ります。４番、計画の策定体制でございます。 

（1）市民参画でございます。①まちづくり市民アンケート、これにつきましては、

第２期総合戦略策定時の令和元年度に、市民3000人を対象にアンケートを実施してお

ります。この調査を踏まえつつ、前回アンケート実施後に感染拡大した新型コロナウ

イルス感染症による市民への影響等を考慮しまして、再度アンケートを実施する考え

でございます。②番のパブリックコメント、それから③番、市政懇談会等も行うとい

うふうな考えでございます。 

それから、（2）の審議会等でございます。①総合計画審議会、当審議会で様々な意

見を頂戴しながら、最終的には、答申を得るという考えでございます。それから②の

地域会議、ここでも説明をさせていただく予定でございます。 

（3）の庁内体制でございますが、総合計画策定委員会。この点につきましては、３

月15日の月曜日、先日でございますが、新田副市長を委員長としまして、部長等を委

員とし、委員会を開きまして、この計画策定方針案の検討を行っているところでござ

います。 

５番の計画策定手順でございますが、別に定める策定要領により、進めたいと思い

ます。この策定要領でございますが、策定作業の具体でございますので本日は割愛を

させていただきます。 

６番の計画策定日程でございますが、別表がございまして、これについては後でご
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説明をさせていただきます。 

７番、第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係、ここについては読

ませていただきます。前期基本計画において、人口プロジェクトの具体的な取組みに

ついては、奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）

に掲げる基本的施策をもとに進めてきた。しかしながら、現状は総合計画と総合戦略

の計画期間が一致していない。両者の整合を図るためには、このあたりの調整が必要

となる。また、総合計画審議会委員からは「総合戦略を市民に浸透させ、一丸となり

取組む手法を見出すことが第一であり、総合戦略の認知度を上げる具体的な工夫を検

討のこと。」という意見を頂戴している。これらを鑑み、人口減少対策に対する取組

みの認知度と実効性を高めるため、後期基本計画においては、第２期市総合戦略を総

合計画と一体化させることを検討するものでございます。 

最終ページをお開きいただきたいと思います。別表ということでスケジュール掲げ

ておりますが、議会等からですね、５年前の総合計画策定時においては、作業の進捗

が遅れて、市民意見や、議会の意見が十分に取り込まれなかったというご指摘もござ

います。かなり大変なスケジュールでございますが、早め早めを想定したものでござ

います。表は、左側にスケジュール、列で言いますと、その次に総合計画策定委員会。

そして、総合計画審議会。ということで、スケジュールで掲げておりますが、今日は

総合計画審議会でございます。その列をご覧いただければと思います。 

まず本日、施策評価への意見を頂戴したところでございますし、策定方針案の説明

を行っております。それから、第２回の市民アンケート。 

それから、市内部の組織でございます、総合計画策定委員会等での素案検討とタタ

キ台としまして、計画案の検討をお願いするものです。これは分科会方式での進捗も

想定しているものです。 

総合計画審議会での検討内容を踏まえまして、策定委員会等で精査しまして、素案

ができた段階で、市政懇談会、あるいは議会での説明等経まして、最終的には、11月

のところに書いてありますけれども、総合計画審議会に諮問をし答申をいただくとい

うスケジュールを想定しているところでございます。 

それから、市議会のところの一番下でございますが、カッコで計画の審議・議決と

ありまして、米印で、議会から基本構想の修正や基本計画の議決を求められた場合、

というふうに書いております。このことについて少しご説明いたします。基本計画の

上にある基本構想は、５年前に策定したものでありますが、議会から修正を求められ

ればですね、これ基本構想は議決事項と定められておりますので、議決を経る必要が

あると。さらに現在、議会改革委員会の方では基本構想だけでなく、基本計画まで議

決事項にするべきというふうなお話もあるようでございます。これらに鑑みまして、

議決が必要となった場合は来年の１月を目途としてそれに間に合わせるようなスケジ

ュールで作業します。ちなみに来年３月には、市長選挙、或いは市議会議員選挙が控

えておりますので、そうなれば、令和４年の第１回市議会定例会が１月開会と通常よ

りだいぶ早まる公算でございます。よって、令和３年度は年度が始まって間もなく作

業を進めると、いうことで想定しているところでございます。 
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以上、ご説明いたしましたが、この後、ご意見を頂戴できれば幸いでございます。 

なお、資料の配布が本日、当日になりましたので、後日改めて資料確認の上、意見

を頂戴できるという場合はですね、3月25日の木曜日までにメール等で、事務局まで意

見をお寄せいただければと思います。いただいた意見を参考にさせていただきまして、

最終的には市の政策決定機関でございます、庁議、それから市長決裁を経て方針を確

定させたいと考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。 

ただいま事務局の方から、審議会へ、後期計画に対する策定基本方針というものが

お示しされ、説明されました。本日の資料配布でございますので、なかなか発言は難

しいかと思いますけれども、とは言っても、前期の分科会からの流れというのが非常

に大きいものがございますので、その辺を踏まえてですね、関連付け等においても、

ぜひとも、これだけはちょっといま聞いてみたいと、また、提言しておきたい、とい

う方がございましたら、積極的に挙手をお願いしたいと。 

いかがでしょうか。はい。若生さんの方から。 

では、鈴木さんからどうぞ。はい。 

○鈴木美喜子委員 

鈴木でございます。 

実は、私が所属しております文化振興財団の職員研修として、今まさに総合計画に

ついて、今、研修中でございます。それらも含めてですね、意見というより、ちょっ

と確認、ご指導いただきたいんですが。 

市民アンケート。これは元年度に、市民3000人対象にアンケートをとりまして、コ

ロナの影響を考慮して、追加アンケートということで、４月実施予定のようですが、

この内容。経済の、経済を中心としたマイナス影響を中心にしたアンケート項目にな

るのか、あるいはサンプル数なども、現段階で決まってることがありましたら、お知

らせいただきたいと思います。 

それから、令和元年度のアンケートの結果は、大変申し訳ありません、私が分から

ないので、すでにホームページ等で公表されてるものでしょうか。 

その２点お願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。それでは事務局お願いします。 

○政策企画課長 

はい。今アンケートについてのご質問でございました。 

それで、アンケート項目については、もうこれ、以前にお渡ししたものですが、カ

ラーのですね、厚い総合計画。これの資料として掲げておりまして、このアンケート

項目が、ある程度以前から、定点観測的に同じものに対して、時代とともにどう変わ

っていくかという変化を見ているものでございますので、この件については、基本は

変えず同じ項目について質問はさせていただきたい。 
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ただ、さっきご指摘もございましたとおり、同じ項目でも、コロナ前、コロナ後で

ですね、多分、市民の意識はかなり変わっていると、そこを見たい。あるいは新しい

生活様式が叫ばれておりますので、そこに関連するアンケート項目を盛り込むという

ことも検討したいと思います。具体についてはこれからの吟味でございますので、概

ねそういうことだということでご理解をいただきたいと思います。 

それから、サンプル数というお話ございました。前回3000人に無作為抽出でアンケ

ートをお願いしたところでございますが、結果として、集まったのが、37パーセント

程度でございました。1,100から1,200、そのくらいのサンプル数でございました。 

一般にアンケート、統計上のお話で言いますと、1,000あればですね、誤差3％程度の

範囲におさまると言われておりまして、かなりいい線に行くだろうというふうに思い

ますし、サンプル数400でも誤差５パーセントというのが世の中で言われている数字で、

ある程度の数は集めなければならないというふうに考えているところでございます。 

それから、第１回アンケート、元年度にとりましたアンケート、これにつきまして

は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するタイミングでとったという経過もご

ざいます。なお、これから策定する後期計画の参考にもしたいという位置付けでとっ

ておりまして、総合戦略に関するアンケートについては紹介をしている、というとこ

ろでございます。ホームページから確認をいただけますので、その辺はご確認願いま

す。 

○遠藤会長 

鈴木委員、よろしいでしょうか。はい。 

では続きまして、若生委員。 

○若生和江会長職務代理者 

奥州めぐみネットの若生です。 

２の策定の視点のところについて、ちょっとお伺いしたいというか、モヤッとして

る部分をお話したいと思います。 

（２）と（３）の部分なんですが、ずっとこう、市では協働のまちづくりを掲げて

きて、いろいろな縦じゃなく、横のいろんな関係で話ができるように協働の提案テー

ブルを作ってますよ、という話は再三やりとりをしてきたんですが、提案事業の相談

をする提案テーブルではなくて、日常的に地域の課題とか、市民がいま思ってること

とかを、市の担当もこう、横にこう、分野、いろんなところが絡まって相談するって

いう事案が今とても多くなってきていて、提案テーブルじゃなくて相談テーブルみた

いな。そういうものがすごく必要になってきているのではないかなと思います。 

で、いろんな社会情勢の変化とかそれが、変わる速さとかが、なんか随分この頃、

ガラガラと、こう変わってきてるような気がして、それを何とか計画づくりのために、

意見を拾うって言って、計画を作ってどうだったかっていう見直しを、したいがため

にここにいるわけではないというか、そういう思いがずっとあって、その計画は誰の

ためって言えば、やっぱり暮らしてる市民の人が、ここにいて良かったって思っても

らえるように、暮らせるようになるための計画なので、何かここに挙げてるアンケー

トとか、その市民に対しての説明会とか懇談会とか、それ以外の場って、もう少しこ
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う丁寧に、意見を聞き合う場が必要なのではないかなと思います。 

で、（３）のＳＤＧｓの理念を具現化する計画づくりっていうことで、ここは誰一

人取り残されないって、どこでも書いてあるのを載せてるけども、そう言われた時に、

みんな奥州市のことだな、自分たちのＳＤＧｓの目標だなんて、果たして思うだろう

か。例えば本当にここにずっと笑顔で暮らせるような、そういう地域にするための目

標としてＳＤＧｓを見てみようとか、もっとちゃんとこう、私たちに届くようなＳＤ

Ｇｓの捉え方とか、その理念っていうのを出していかないと届かないんじゃないかな

と思うし、その中に本当に、17番目の協働でいろんなことを考えていくパートナーシ

ップっていう部分が、本当に大事だと思うので、何かちゃんと意見を聞き合う場とい

うのを、計画づくりの視点のところには盛り込んでいただきたいなと。 

以上です。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。 

事務局、よろしいですか。はい。 

○政策企画課長 

はい。ご意見ありがとうございます。 

市民参画の手法ということで代表的なところを挙げさせていただきました。これに

関して今、委員の意見ですと、計画策定のための場もほしいし、あるいは普段、日常

的な問題も思い立ったら説明できるところもほしい、というようなご意見だったと認

識しております。これに関しては、全庁的に共有させていただきたい。 

計画策定については、いま考えられる市民参画の手法を掲げておりますので検討さ

せていただきたいと思います。 

それからＳＤＧｓの話は、おっしゃる通りですね。今、どこのまちに行っても、世

界中どこでもＳＤＧｓ、誰一人残さないというフレーズでございます。こういった視

点で作るんですが、計画を策定する場面においては、ＳＤＧｓと奥州市の特性を踏ま

えた計画づくりが必要と思います。ＳＤＧｓを大切にしつつも、奥州市のところを他

市名に代えても同じようにならないようにですね、個性を大切にしながら計画をつく

っていくのが大事だと思います。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。 

その他の方。はいどうぞ。及川委員。 

○及川公委員 

基本計画、すいません、後期計画の基本計画と、いわゆる基本構想。この関係をち

ょっと確認したいんですが。 

当然基本構想は10年間ということで定められていまして、庁内の計画策定委員会に

おいては、10年間の構想に基づいて、後期計画が策定されると。こういう運びになる

んでしょうが、その微妙な関係をですね。どういうふうに調整しながら、後期計画を

立てていくのかというようなところを、ちょっと疑問に思いました。 

これは多分、後期計画策定する時は構想に基づいてやられるでしょうが、様々最近
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計画の視点ということで、先ほど話ありましたが、ＳＤＧｓのこと。それからコロナ

禍の生活様式のこと。それから、財政健全化という新たな対応。計画が示されている

中で、この三つによって構想が微妙に、なんて言うんでしょうか、変わるという、言

葉は変ですが、構想を少しいじることもあり得るのではないかなという懸念からです

ね、こういったことにも、構想にも柔軟な対応をすることもあり得るのかというよう

なことを、これは議会の権限だということは分かっておりますが、当然、策定の段階

で審議会とかなんかの段階では、こういった構想へのことについても踏み込むことも

あっていいのかどうか、というようなことの質問です。 

よろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。 

○政策企画課長 

はい。基本構想、それから基本計画、実施計画というふうなピラミッドで構成され

ておりまして、元は基本構想ということで、ご指摘のとおり10年間ということで、策

定しておるところでございます。 

この策定にあたっては多くの人のご意見、それから議決まで経ており、これは重み

があるのだろうということはそのとおりでございまして、ただ、やはりわれわれ事務

局もいろいろこれは、悩みました。やはりちょっと、基本構想が、そもそも現状細か

いところまで触れすぎているきらいもございまして。細かいところまで触れているだ

けに、５年前と５年後、これが少しずれているところもあるのかなというふうなとこ

ろもございました。 

ただ、前段申しましたとおり、基本的な構想ですので、10年間ということで議決も

されている。ここは尊重した上で、基本計画、後期計画を策定する段階におきまして、

それを補うような、補うといいますか、現状を、少し構想と合致しないところは計画

の冒頭で、こういう視点を加える、あるいは、こういうところを現状に合わせる、と

いうことで計画策定できないかな、というふうなのが事務局のいま考えでございます。

ですので、今の段階では構想を変えるという考えは持ち合わせていないというのが、

正直なところでございます。 

○及川公委員 

はい、分かりました。 

当然、その基本構想を基本にしながらというような、そういう、考え方だと思いま

すが、参考に聞いたまででした。 

ありがとうございました。はい。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。 

その他ございませんか。 

もし、ないようでございましたら、25日まで各委員からの意見を求められておりま

す。時間的にですね、1週間程度の時間しかございませんけれども、今日ご説明をいた

だいた、あったかいうちにですね、ちょっと考えていただきながら、多くのご意見ご
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提言を、お願いしたいなと。委員皆様のご協力をお願い申し上げたいというふうに思

います。 

それでは、本日は意見が出尽くしたようでございますので、これをもちまして協議

事項の（２）、令和３年度における総合計画後期基本計画の策定についての項につい

ては、終わりたいというふうに思います。 

順調に時間が過ぎまして、皆さんのご協力に感謝を申し上げながら、お渡ししたい

というふうに思います。ありがとうございました。 

○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。 

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、ご意見等はありますでしょうか。はい。 

それではないようですので、本日の会議を閉めさせていただきます。 

それでは以上をもちまして、令和２年度第２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。ありがとうございました。 

 

－午後３時26分 閉会－ 


