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令和３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３年５月24日（月） 午後２時 

（2） 場所 奥州市役所７階委員会室 

 

２ 議題 

（1） 説明事項１ 第１回総合計画審議会の要点とスケジュールについて 

（2） 説明事項２ 奥州市の合併検証に係る実施方針について 

（3） 説明事項３ 第２次奥州市総合計画（前期基本計画）体系図の説明 

（4） 協議事項  第２次奥州市総合計画（後期基本計画）体系図（案）について 

 

３ 会議を構成する者の現在総数及び出席者の数 

（1） 会議を構成する者の現在総数 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 

        髙橋 厚 

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   佐藤 恒一   千葉 利幸   佐々木一恵 

三浦 千春   菊池  藍 

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 ２名 

２号委員 菅原 かおり   

４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３年度第１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、今現在、委員 21人中 18人の委員が、ご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項の規定では、会議開催の定足数は過半数でありますが、

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。 

 はじめに、遠藤会長よりご挨拶を申し上げます。 

２ 会長あいさつ 

○遠藤会長  

会長を仰せつかっております、水沢地域会議の遠藤でございます。よろしくお願いいたし

ます。本日は大変ご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

前年令和２年度から、この審議会の会長を仰せつかっておりますけれども、令和２年度は、

皆さんの、英知と市民感覚を存分に発揮をいただきまして、前期の行政評価への意見提起を

していただきました。すばらしいものと、私も思っております。なぜならば、分科会での、

非常に活発な議論の中に、内容が統一されているのかなというふうにも思っております。こ

の結果、議会を含め、われわれの評価をどのような感じで受け取られているのかを知りたい

ところでありますけども。それについては、今年度にまた生かしていければなと思っており

ます。 

本日、令和３年の１回目の審議会では、昨年の経験、ノウハウを共有しながら、しっかり

したスクラムを組み、答申に向けて邁進をしていきたいと思っております。引き続き、皆さ

んの積極的なご参加を賜ればと願っております。 

今、新型コロナワクチンの接種が、当市においてもスタートしました。予約で大変だとい

うようなこともお聞きします。自分自身も、本日から予約できる層にありますので、朝の９

時０分０秒に、ネットと電話で、同時に申し込もうと思ったのでありますけれども、電話に

ついてはご承知のとおり、ＮＴＴから遮断され、ネットについても混雑ということでありま

す。ただ言えることは、必ずひとりひとりの住民の方々にワクチン接種をやると言うことが、

確約されているわけでございますので、１秒早めて打ったからどうのこうのということはな

いと思います。市民の冷静な対応というものが、今、すべてにおいて求められているのかな

と思います。ここは幅広い層がおりますので、今年中に打てるかなと、気を揉んでいる方も

おられると思いますけども、必ず打つと、希望者には打つということでございますので、そ

の時をじっくりと待っていただければなと思います。 

また、ご承知のとおり、奥州市においては、盛岡市に次ぐ感染の確認がされております。

クラスターも多く発生しております。そういった意味では、ワクチン接種については、政府、
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または、行政の責任というふうに思いますけれども、この感染の拡大については、一方では、

われわれ市民というのも大きな責務を持っているわけであります。やはり、人流をどうする

かとか、あと三密、手指消毒をどうするかとか、そういう今までこの１年を超える、経験の

中で、蓄えられた知見でございますので、しっかりと慣行しながらですね、この感染拡大を

底辺から押さえていけばなと思っております。 

今日は令和３年度の第１回ということありますので、基本的な部分について、皆さんにご

審議をいただきたいと思っておりますので、その基本部分をしっかりと固めながら、第２回

からの積極的な議論に向けて取組んでいければなと思っております。皆さんの格段なるご協

力を賜りまして、一言御挨拶いたします。よろしくお願いします。 

３ 市長あいさつ 

○総務企画部長  

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あいさつを申し上げます。 

○小沢市長 

 改めて皆さんこんにちは。いま遠藤会長の方からもお話がございましたけれども、委員各

位におかれましては様々ご多忙のことと拝察するとき、この様にご出席を賜りましたことに

心から感謝申し上げますとともに、先ほど３人の方々に改めて、御仲間入りをしていただい

たということでございます。ぜひ、これまでの奥州市民としての経験などを踏まえた上で、

より良き奥州市を作るためには、こうあるべきだ、あるいはこういうふうなところを是正す

べきだというような観点も踏まえて、様々なご意見を頂戴できればと考えているところでご

ざいます。 

ご案内のとおり、今回の内容については 10年計画の後期計画の５年分を改めて作るとい

うこと、そして、これまでの評価、政策に対する評価などを加えながら、これから迎える 5

年間どうあるべきかというふうな内容を、ご審議いただくということでございますので、ぜ

ひ、忌憚のないご意見を寄せいただければと思っております。 

また、後ほど説明があると思っておりますが、昨年度、令和 2年度において、奥州市が合

併してから 15年が経過いたしました。この 15年を経過したというひとつの区切りとして、

合併以来、奥州市がどのようなまちづくりを進めてきたかということについての客観的な評

価を下すべく、作業に入っているところであります。できれば第２回目の 8月中旬以降まで

に、素案を作成し、皆様にお諮りをし、ご意見を頂戴しながら、なるほどこの 15年でこう

いうふうなことがあったのかと。これは上手くいったけれどもこれは、なかなか思うとおり

にいかなかったというようなことなども踏まえてですね。最終的には合併 15年の評価をも

とに、後期計画、11月中旬に答申を、最終答申を予定しているところでございますが、こ

の部分にも反映をしていただければと考えているところでございます。 

人口減少であるとか高齢化であるとか、少子化であるとか様々な問題は、奥州市のみなら

ず、日本全体に、あるいは先進国の、結構数多くの部分に同様な課題があるわけであります

けれども、基本的には、国が目指すところの、デジタルトランスフォーメーション。言えば、

電子化、ＩＴ化を進めることによって、できるだけ効率を上げ、少人数でも内容の濃い行政
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ができるように、内容の濃いまちづくりができるように、という部分をひとつひとつ着実に

進めながら、手数が減ったにしても内容はさらに充実する、という考え方を取り入れながら、

行政運営をしていかなければならないと考えているところでございます。 

いずれいろいろ申し上げましたが、皆様方の忌憚のないご意見をたくさんお寄せいただき

ますことを、心からご期待を申し上げ、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

 ４ ＜説 明＞ (1) 第１回総合計画審議会の要点とスケジュールについて 

○総務企画部長 

 次に、次第４の説明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旨定められておりますことから、以降の議事進行に

つきまして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いたします

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、お手元のマイ

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、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 

 それでは、ご指名によりまして、進行を進めてまいりたいというふうに思います。早速で

ありますが、議事に入らせていただきます。 

本日は、事務局より説明事項と、協議事項が用意されております。なお、しっかりとした

議論をいただきたいわけでございますけれども、ひとつの目安として、２時間以内に、終わ

ろうというような、ある意味での暗黙のですね、申し合わせもあるようでございますので、

是非とも中身の濃い時間を取りたいと思いますので、４時を過ぎないような形で、進行させ

ていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

それでは、４の説明事項（１）第１回総合計画審議会の要点とスケジュールについて、事

務局より説明を求めます。よろしくお願いします。 

○政策企画課長 

 はい。事務局政策企画課長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。 

それでは私の方から説明の（１）第１回総合計画審議会の要点とスケジュールについてご

説明をしたいと思います。資料の 1－1、それから 1－2、そして参考として資料の６、７ま

で触れて、ご説明を差し上げたいと思います。ここの部分は 12分ほどかかるかなと思って

おります。お付き合いをよろしくお願いしたいと思います。座って説明をさせていただきま

す。 

まず、１－１横長のカラーのもの、「総合計画審議会の要点」というものをお開きいただ

ければと思います。本日の第１回審議会でご理解いただきたいことを記してございます。 

第２次奥州市総合計画後期基本計画の策定に向けて、新市合併 15年を機にこれまでのま

ちづくりについて、検証作業を行っております。検証の結果は、後期基本計画に生かす考え

ですので、本日は、奥州市の合併検証にかかる実施方針についてご説明をいたします。これ

についてちょっと補足いたしますけれども、これまでの総合計画審議会では、委員の皆様に
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この件、ご説明をしておりません。議員等から要請がございまして、市としても合併の検証

が必要という判断に至り、この４月から検証の作業を進めているところでございます。この

方針について後で説明を差し上げます。 

また、現行の前期基本計画体系図を用いて、総合計画の施策体系（構成）を説明いたしま

す。それを踏まえまして、委員の皆様各位には、現行の前期基本計画の体系図と比較した第

２次奥州市総合計画後期基本計画体系図（案）について、ご協議いただきたいと思います。 

これが、本日お願いしたいことでございます。その下の箱囲みについては、今年度、令和

３年度の総合計画審議会でお願いをしたいことでございます。令和２年度にいただいた行政

評価への意見などを踏まえ、第２次奥州市総合計画後期基本計画の策定作業をお願いいたし

ます。 

そのために、全体会と分科会を開催し、意見をまとめて後期計画素案に、審議会として意

見をいただければ幸いでございます。 

その下にスケジュールございますが、これは次の資料でお話したいと思います。 

事前配付資料の１－２は、若干修正がございまして、本日配付しております資料の中に、

資料１－２【差し替え】と右肩に入ったものがございますので、そちらご覧いただければと

思います。「皆様にご理解いただきたい内容と要点」と書いております。１番２番３番と掲

げてございますが、中ほどから下３番の令和３年度スケジュール図をご説明したいと思いま

す。 

５月 24 日、①ですね。本日第１回の審議会では、右側二重丸部分でございますけれども、

合併検証説明、体系図説明、協議を行いたいと思います。 

その下、②でございますが、７月上旬から中旬にかけまして、分科会での協議をお願いし

たいと思います。これまた右に行きまして、部門別計画体系図を各分科会で協議し、分科会

別に意見としてまとめ策定委員会、委員会へ提出をいただくということでお願いしたいと思

います。これもまた補足いたしますけれども、本日確認いただいた体系図、それから、それ

をさらに具体にどう進めるか、分科会で協議をいただくことになります。 

短い期間でございますけども、分科会が１回で終わればですが、場合によっては複数回こ

の期間で開催いただくことで、ご了承いただければと思います。戻りまして、その下左右に

分かれているもの、これは総合計画策定委員会のスケジュール。これは内部の協議でござい

ますが、ここで分科会から頂戴した意見を検討し中間をまとめると。 

その下、③の８月中旬、審議会において、全体会第２回行いたいと思います。その右に二

重丸で掲げておりますが、分科会として、策定委員会へ提出した意見を報告いただきます。

これは策定委員会では分科会の意見に加えて、各部で所管する個別の計画など加味しながら、

中間案を検討するわけでございますが、その下の二重丸に行きまして、策定委員会から提出

された中間案について、ご審議いただくと。 

それから最後、所属以外の分科会への意見がある場合は、この時点で行いますと書いてあ

りますが、この中間案、こちらから説明したものについて皆さんから意見をいただくと。こ

ういうことを想定しております。それから戻りましてまた左右に分かれているもの、これが

策定委員会でございまして、ここで最終案を検討し、確定をさせます。 
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下の④番。第３回の総合計画審議会で、最終案を諮問させていただければと思います。こ

れに対する検討をお願いし、各委員から意見を頂戴しながら、会長に確認いただいたもので、

答申をいただくということを事務局では想定しております。 

そして最後⑤、11月中旬の総合計画審議会で答申をいただきたいと。これがスケジュー

ルとなります。 

ここで総合計画の策定方針を簡単に再確認いただきたいと思いまして、事前配布資料の６

番をご覧いただければと思います。「後期基本計画の策定基本方針」になります。これは３

月に開催した総合計画審議会で内容を確認いただいたものでございます。その後、４月に議

会への説明を行いまして、市の重要案件の決定機関でございます庁議を経て、方針を確定さ

せた経過でございます。ちなみに、この確定した内容については、３月に皆様にご説明した

内容と変わってございません。 

本日、初めて参加された委員もいらっしゃいますので、概要だけ触れさせていただければ

と思います。ページめくっていただきまして１ページの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からなる総合計画を策定したわけ

でございます。この間ですね、少子高齢化あるいは人口減少のさらなる進行、医療介護に係

る課題の顕在化、そして最近では新型コロナウイルス感染症の拡大など、社会経済情勢が大

きく変化をしているということでございます。そこの趣旨の下から４行目でございますが、

前期基本計画が令和３年度をもって終了することから、急激な時代の変化には的確に対応し、

効果的なまちづくりを進め、さらには、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ござい

ます。 

そして２番の策定の視点ということで、従前掲げておりました市民憲章の実現、あるいは

協働によるまちづくり、成果を評価できる計画づくり等々ございますが、新しい視点として

は（３）のＳＤＧｓの理念を具体化する計画づくり、あるいは（４）の未知なる感染症への

対策を考慮した計画づくり、そして、（５）行財政改革等を踏まえて実効性を担保する計画

づくり、こういった視点を盛り込むということで確認をいただいているところでございます。 

そして３番の総合計画の構成、計画期間でございます。まず基本構想については令和８年

度までの 10年間ということでございます。それで、皆さんにご検討いただく基本計画につ

いては、後期基本計画が令和８年度までの５年間、そして実施計画についても、令和８年度

までの５年間ということで想定しております。 

３ページお開きいただきますと、４番の計画の策定体制とございます。（１）市民参画を

各種行う。それから審議会については、総合計画審議会の皆さんから答申を頂戴する。

（３）として、庁内体制として、総合計画策定委員会を位置付けているということでござい

ます。 

そして、５番の策定手順については、別途要領を定めて行うと。 

それから６番の計画策定日程でございますが、審議会への諮問等を経て、令和４年２月ま

での決定をめどとしたいと考えております。 

最後７番でございますが、第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係という



 7 / 29 

 

ことで、後でまた説明いたしますけども、４ページの一番下の方を見ていただくと、人口減

少対策に対する取組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期総合

戦略を、総合計画と一体化させることを検討するという方向性を皆さんにご説明して、ご了

承終えたところでございます。 

そして、５ページ別表にスケジュールがございまして、総合計画審議会の欄ございますが、

これについては先ほど冒頭で説明したとおりのスケジュールで進めたいと考えております。 

さらに、資料７でございますが、これについては具体の策定要領でございますので、各位、

改めて確認をお願いしたいと思います。（１）については以上でございます。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。 

 ただいま事務局長の方から、スケジュールの要点、また、われわれ審議会に望まれている

こと等々について、３つに分けながら説明していただきました。皆様の資料については、１

度ぐらいは、お目通しいただいたと思いますけども。それに加えて今の説明でございますの

で、少しは理解していただいたかなと思っております。 

ご質問のある方については、挙手をお願いしたいと思います。議事録作成のために、発言

の際はお名前を申し述べてからご発言をいただきたいと思います。それでは皆さんの方から、

ご意見、ご質問ご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

特に今年度から委員になられました皆さんは、こういうとこはちょっと理解できないとか

あろうかと思いますので。今日ぐらいは許されるのではないかなというふうに思いますので、

遠慮せずに声をいただければなと思います。 

いかがでしょうか。私の見る限りでは日程等については、昨年よりも分科会の全体会議の

報告がひとつ、追加されておりますので、有意義な中間のフォローアップができるのかなと

いうふうにも考えております。はい、どうぞ。 

○小野寺純治委員 

 岩手大学の小野寺です。ご説明いただきありがとうございました。策定の視点について少

しご質問といいますか意見を述べさせていただきたい。と思っております。今回ＳＤＧｓの

理念を具現化するということ、未知なる感染症が入っているのですけど、菅内閣で 2050年

にＣＯ２の排出を全体としてゼロにする。という話になっています。おそらく、2030年ま

でにこの対策というのは、各自治体も含めていろんな話が出てくる可能性が極めて高いとい

うふうに思っています。それに対して全く、この中に入ってない。ＳＤＧｓの中に全部包含

しているとは思いますけれども、やはり多分、産業活動に対しても非常に大きな影響を及ぼ

す可能性がありますので、そこら辺をぜひ策定の途中でも結構ですけど、情報が入り次第、

やはり委員の皆様方にも明らかにしていただきながら、組み込むというところをお願いした

いと思っております。 

それからもう１点ですけれども、未知なる感染症とＳＤＧｓ、それから、例えば先ほどの

市長さんのご挨拶ありましたように、ＤＸの話もありましたけども、デジタルトランスフォ

ーメーションの話もありましたけども、そういうことを考えていきますとやはり国が抱えて

いる、Society5.0の社会に対して、奥州市はどのようなアプローチをしていくのか、とい
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う視点もやはり、どこかに押さえておく必要があるというふうに思っております。そういう

ものを踏まえつつ、経済産業活動だけではなくて市民生活も含めて、やはりバーチャルとリ

アルが、高度に融合した人間中心の社会っていうのが、Society5.0中で求められておりま

すので、そのような政策になるような形でぜひお考えになっていただければありがたいなと

いうふうに思っております。以上です。 

○遠藤会長 

 はい。お願いします。 

○政策企画課長 

 はい。ご意見ということでありがとうございます。先生おっしゃるとおり、ＣＯ２削減は

非常に重要な課題でございまして、情報があり次第、委員に知らせるべきだというご意見で

ございました。全くそのとおりだと思いますので、情報が入り次第、分科会の席になろうか

と思いますが、お知らせをしたいとに思います。 

それから２点目の新たな視点の部分以外にも Society5.0の部分、非常に大切ですよとい

うことでございます。後でご説明いたします体系図のところでも若干触れますけれども、さ

らに踏み込んで、皆さんにご検討いただく際には、非常に重要な視点ということでこちらも

とらえておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。ありがとうございます。 

○遠藤会長 

 小野寺委員よろしいでしょうか。 

今の要望を付け加えまして、ご確認されたということで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す。 

４ ＜説 明＞ (2) 奥州市の合併検証に係る実施方針について 

続きまして、説明の（２）奥州市の合併検証にかかる実施方法についてご説明いただきま

す。 

○政策企画課長 

 はい。これも私、二階堂の方から説明をさせていただきます。 

事前配付資料の２、右肩に資料２とあるものをご覧いただければと思います。奥州市の合

併検証に係る実施方針について、冒頭に市長もお話いたしましたとおり、合併検証について

は進めておりますが、審議会では初めてということでございますので、若干説明をさせてい

ただければと思います。これに関しては資料の２と、それからアンケートも行っております

ので、後ほど資料５についても触れたいと思います。ここについては 10分程度お時間を頂

戴できればと思います。 

まず、検証の目的でございます。奥州市が誕生してから 15年が経過しております。第２

次総合計画の後期基本計画の策定に着手する時期にも当たりますので、当市が進めてきた施

策について合併時に策定された新市建設計画や、総合計画に沿って、総合的に検証して、そ

の結果を総合計画後期計画の策定における基礎資料としたいと掲げております。 

２番の検証期間でございますが 15年を一区切りとして令和２年度までを期間としたいと

思います。 
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３番の作業スケジュールでございますが、９月の定例市議会の前の市議会全員協議会にお

いて、市議会に対して検証結果を報告します。それから９月には、検証報告書を市民の方に

公表したいと考えております。 

４番の検証推進体制でございます。これは全庁的に取組むということで位置付けていると

ころでございます。 

それから、５番の市民アンケート調査の実施でございます。総合計画基本計画、後期基本

計画策定のための市民アンケートを行っておりまして、その中に、合併の成果と課題につい

てのアンケートを入れ込んでおります。（２）の調査期間については、すでに５月１日から

始めておりまして今月中の集約ということで進めております。 

２ページ進みまして、６番の市民、第三者等における検証について、ということでござい

ますが、市議会それから総合計画審議会との情報共有を行ってまいりたいと思いますし、市

政懇談会での報告を想定しております。 

７番、検証の視点について、ということでございますが、新市建設計画において、合併の

必要性として掲げた以下の５つの項目について、合併後の推移や成果、課題等を整理し、今

後の市政の方向性を示すこととしております。以下でございますが、１番が急速に進む少子

高齢化、高齢社会への対応、２番が高度化多様化する住民ニーズへの対応、３番が生活圏拡

大に伴う広域的な行政需要への対応、４番が自主自立を支える地方主権拡充への対応、５番

が安定した自治体運営を可能とする行財政基盤強化への対応。これらが合併する際に、なぜ

合併が必要かとして掲げたものでございまして、これらを視点として検証を進めたいと考え

ております。８番の検証報告の構成についてということでございますが、検証した後の成果

品は、ホームページ等で公表するほか、紙媒体でもですね 80ページ程度の冊子にしたいと

考えております。 

以下、10章で構成することを想定しておりまして、まず１章ですが、はじめにというこ

とで、その目的と、２章では本市の概況ということで人口産業の推移、それから３ページに

いきまして、３番は合併調整事項の検証ということで、合併協定項目の実施状況、それから、

事務事業調整項目の調整状況について、ここで検証したいと考えております。４番は市町村

合併に係る財政支援措置を生かした主な取組ということで、市町村合併により、国や県から

受けた財政支援措置の状況や、基金を活用して実施した主な事業について整理をしたいと。

もう少し具体的にお話しますと、例えばでございますが、合併市だけが恩恵を受けます有利

な借金、これが合併特例債というものございますが、この活用をして、どのような事業を進

めることができたかなどについて、表したいと考えております。５番の行財政基盤の検証で

ございますが、合併により、行政基盤や財政基盤がどのように変化したのか検証するととも

に、合併後に取組んだ行財政改革の進捗状況について検証するとあります。これも１例を挙

げますと、市議会議員、市職員の数がどのように推移し、どのような行革効果があったのか

とか、合併前に懸念されていた課題についてはどう整理されたのか、それらにより財政の状

況はどうなっているのかなどについて表したいと考えております。それから６番は市民負担

や行政サービスの変化、合併による市民負担や行政サービスの変化でございますが、例えば

一番の市民負担の変化ということで市税、使用料手数料、次のページいきまして、行政サー
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ビスの変化ということで、道路、水道、下水道等の整備状況。そして、７番は、公共施設の

利用状況及び統廃合の状況ということで、公共施設の利用状況にどのような変化が生じてい

るのか。それから公共施設の保有量と統廃合の状況とありますが、果たして住民ニーズを満

たしているのか、あるいは過剰となっているのかこの辺りをあぶり出したい、思っておりま

す。それから、８番は合併後のまちづくりということで、目指すべき都市像を実現するため

の進め方というもの、総合計画の基本構想で謳っておるわけでございますが、これ例えば

「市民参画と協働の推進」のところでは、新市の柱として進めてきた、協働がどのような成

果があって、どこに課題があるのか、こういったことは掘り出したいと思っております。そ

れから９番の市民アンケート調査の結果でございますが、資料５として添付しているアンケ

ート結果の分析をここで表すということにしたいと思います。最後 10番はまとめというこ

とで、合併による効果の検証、あるいは課題の整理そして、今後のまちづくりの方向性を示

したいと考えております。 

次の５ページ、合併検証に係るスケジュールということで別表に掲げております。総合計

画審議会の列をご覧いただきたいと思いますが、５月下旬の本日、検証概要を説明し、７月

には分科会の折ということになろうかと思いますが、市民アンケートの集計結果の報告等々

行って、各種ご意見を頂戴したいと考えております。８月中旬には検証の報告というスケジ

ュールを想定しているところでございます。 

一番下に参考として、新市建設計画における合併の必要性として掲げた５項目とございま

すが、これについては皆さん後でご確認をいただければと思います。 

事前配布資料の資料５をご覧いただければと思います。先ほどお話をいたしました、奥州

市総合計画に関するアンケート、それに加えて、合併検証に関するもの、これはすでにアン

ケート実施をしております。 

概要をお知らせしますと、奥州市の暮らしやすさについて、それから、今後どのようなと

ころに力を入れて、取組むべきかについて、伺っております。これは合併後に過去４回行っ

たまちづくりアンケートがございまして、ある程度同じようなアンケート項目で、定点観測

的にその推移を分析したいと考えております。さらに、今回のアンケートで新たに加えたの

が、５ページにございます。新型コロナウイルスに関連するものでございまして、新型コロ

ナウイルス後において、今後将来を見据えてどのような施策が必要とお考えになるか、これ

について伺っているものでございます。 

そして最後６ページには、合併に関わるアンケートを追加しております。合併当時に課題

として掲げた項目がどの程度改善されたと感じていらっしゃるかなど、伺っているところで

ございまして、先ほどお話しましたとおり、まとまった暁には、皆さんの方にもご説明、ご

報告をしたいと考えております。（２）については以上でございます。 

○遠藤会長 

 ありがとうございました。ただいま事務局の方から、資料２、資料５を中心にご説明をい

ただきました。私自身説明を受けた時に、このアンケートについては、非常に勇気ある行動

だと思いました。建設的な意見でまとまってくれればいいなと、思ったのが第１印象でござ

います。 



 11 / 29 

 

そういった意味も含めまして、皆さんの方から、ただいまの説明について、ご質問やご意

見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

はいどうぞ。若生さん。 

○若生和江委員 

 奥州めぐみネットの若生です。アンケートというのは非常に良かったなと思いましたので、

対象者について地域バランスを考えてランダムに選んで、配りましたということでしたが、

年代については、各世代の人たちの意見が拾えるように、例えば高齢者の層に偏るとかいう

ことなく、若い世代、これからの市を担う人たちへの配布というところには配慮なされたの

でしょうか。お伺いします。 

○遠藤会長 

 はい。お答えいただきます。 

○政策企画課長 

 はい。今ご指摘いただいた件でございますが、各地域のバランスについては人口比で、バ

ランスを取ったということでございます。ランダムに抽出ということでございますが、結果

として、どうランダムに年代分かれたかというのを見てみますと、大体委員おっしゃるとお

り、ちょうどばらけたかなという感じではございますので、年代については、偏ることなく

ということで、アンケート進めているという認識でございます。以上でございます。 

○若生和江委員 

 それにちょっと足しまして、やっぱりこれからのまちづくりを担っていく世代の人たちの

意見をよく聞くっていうことが、後期の計画を作っていく上でも、とても大切ではないかな

と思いますので、例えばそのアンケートで、その辺りが十分に拾えれば良いのですけれど、

そうでないときには、そういう世代のところへの聞き取り調査とか、具体的な声を聞く機会

というのを積極的に設けて、計画づくりに生かしていただきたいなと思います。 

○遠藤会長 

 お受け取りしてよろしいでしょうか。よろしいですか。じゃ、今のは要望としてひとつ、

今後の活動の中でお願いします。 

○政策企画課長 

 はい。ご意見ありがとうございます。中長期的、あるいはその先を見据えた計画というこ

とで、お話のとおり、若い世代からのご意見を頂戴するというのは非常に大切だと思います。

これについては、今、会長がお話いただきましたとおり、ご要望を具体化するよう検討して

まいりたいと思います。 

〇遠藤会長 

よろしいでしょうか。はい。及川委員どうぞ。 

○及川公委員 

 合併検証についてお伺いいたします。合併から 15年経つんですが、本当に検証するとい

うことは、市行政についても市民においても本当に大事なことで、本当に検証されるという

ことは、私もどういう内容なのか期待をしたいと思いますし、大切なことだと思います。 

その検証の手順について先ほど説明ありましたが、検証結果が案として作成されるのが、
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８月の時期となっていますが、第２回の審議会で、その検証結果を参考にして後期計画に生

かすという説明でした。大変良いことだと思います。ただ、分科会が７月にありますので、

その時に、私の分科会でもいくらか検証結果の中身を参考にして、分科会の議論に生かせれ

ば、なお結構だなと感じました。ただ、素案として分科会の方には出せるような手順として

なっているものか、その辺をお伺いしたいと思いますし、検証の中身ですね、市民に対して

のアンケートを求める項目が最後にありましたが、アンケートのとり方としてはこれしかな

いのかな、というふうにも思いました。少しこう概略的っていいますかね、そういう感じを

受けましたが、今後の件と、今これから検討される余地があるものかどうか、お伺いしたい

と思います。 

○遠藤会長 

 はい、ありがとうございます。今２点の質問がありました。 

○政策企画課長 

 はい。合併検証について１点目のご質問でございますが、文化会が７月であると、そこに、

どの程度間に合うのか間に合わないのかというご質問だったと思います。さっきご説明しま

したとおり、市民アンケートについては、まとまっている予定の時期でございますし、そこ

までの作業について、経過を含めて、分科会で説明できる範囲で情報提供差し上げたいとい

うふうに考えております。 

それから、アンケートの内容について、これしかないのかというふうなお話もありました。

アンケートのやり方は非常に事務局でも悩みました。県内ではあまりないんですが、全国で

は数十ヶ所ほど合併検証を行っているところがありまして、そのうちの一部でアンケートを

とっていると、そこの事例も見たのですけれども、やはりアンケートの回答としては、「わ

からない」、「どちらでもない」ということが非常に多い結果になっているというのがあり

まして、これどうしたもんかなということで、非常に悩んだ経過でございます。視点として

５つ、合併がなぜ必要かという説明したところに絞って、その進捗状況について聞くという

ことで最終的にあったわけですけども、さらに自由記載欄もございまして、各種ご意見頂戴

したいと思っておりますので、その辺を合併検証に結びつけられるように、これから検討し

たいというのが、事務局の進め方でございます。以上でございます。 

○遠藤会長 

 及川委員よろしいですか。 

 はい、ありがとうございました。本当にアンケートは、やっぱり難しいですよね。どれを

引き出そうかっていう意図が余りにも濃く出てもしょうがないし、じゃあ何もそれを示さな

いっていうのもちょっと、逆に、そのアンケートを受ける方からすれば、迷ってしまうと。

難しいと思いますけども、勇気だけはですね、皆さんで称えてやりたいなというふうに思い

ますので、その件については、分科会で中間的な部分で報告されるということでございます

ので、ご期待を申し上げたいと思います。その他、ございますか。 

○菊地浩明委員 

 この検証報告の部分なのですが、数値化して表せるものについては、10 が 20 なったとか、

５が 10になったのかというふうに記載なると思われるのですが、この事業の場合の検証と
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いう場合は、この評価まで含めた検証なるのですか。それとも、こういう事業に取組んだ、

こういう事業に取り組めなかった、というような形での検証になるのでしょうか。その検証

のハードルっていうのですかね、ステージっていうのですかね、どこまで切り込んだような

検証の報告の報告になるのかについてちょっと教えていただければと思います。 

○遠藤会長 

 はい、ありがとうございます。今のよろしいですか、どうぞ。 

○政策企画課長 

 はい。できるだけ数値で表せるものは数値で表して、この 15年を振り返りたいと考えて

おります。ただ今、委員ご指摘をいただいたとおりそれぞれの事業を評価する、深掘りをす

るというところまでいくかどうかということでございますが、例えば、さっきご説明しまし

た、第４章で、財政支援措置を生かした取組ということでございますが、非常に事業数がご

ざいまして、結果こういうものが事業できたということで、ここは、とどまるのかなという

ふうに思いますし、その前のですね、合併調整事項の検証３番でございますが、これについ

ては、合併時は事務事業の調整項目が 1000ぐらいあるのですけれども、そのうち協議して

おった事業がどの程度できたのか、できなかったものは何なのか、そのできなかった理由に

ついてはこういう状況だったか、この辺については、検証といいますか、表せればなという

ふうに思っております。 

その他の、数値で表せない部分としまして、協働のどの程度という部分については、数値

ということがいいのか、あるいは違った形がいいのか、この辺については協議しながら進め

たいと考えております。 

○菊地浩明委員 

 はい。ありがとうございます。 

○遠藤会長 

 髙橋委員どうぞ。 

○髙橋厚委員 

 合併検証のアンケートについてですけど、この奥州丸は、「地域の個性輝く協働のまちづ

くり」という「船」で、その方向に向かっていると理解しています。よってですね、アンケ

ート調査もそこに軸足を置いて、いろんな設問をすべきではないかなと思います。まだ道半

ばなはずですが、そういう方向の軸足がありますよ、奥州丸はその方向へ進んでおりますが

という前提で設問すると全然違ってくるだろうと思いますが、その辺はどうなのかなと思い

ます。 

もうひとつ、これ今度は質問ですけれど、今後のスケジュールで、総合計画策定委員会で

先ほど説明では、職員の方々でやると言いましたよね。で、協働という理念は、市民と行政

と、民間の組織、一緒になって議論をして、同じ課題を共有して物事を進めるという、理念

があると思いますので、願わくばこの委員の方々でその委員会に立ち入って、立ち入るとい

うよりも、入って協議をするってこと可能でしょうか。それこそ協働の理念に合うと思いま

すがいかがでしょうか。以上です。 

○遠藤会長 
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 はい。２点ですね、１点目のですね、アンケートの設計についてはですね、今はもうすで

に、31日を目途に回収段階に入っているわけでございます。大きな変更はできないと思い

ますけども、その辺の意図についてお答えいただきたいと。２点について、事務局の方から

回答いただきます。 

○政策企画課長 

 はい。２点、ご質問をいただきました。ひとつは、地域を前提としたアンケートになって

いるかということでございます。先ほど申しましたとおり非常に悩ましいところでございま

して、どうアンケートを取るか。これについては非常に恐縮な話なんですが、時間がですね、

非常にないということで４月から作業を進めて、８月、９月の公表ということで、今、皆さ

んにお諮りすることなく、アンケートを取っているという状況でございますので、ただ地域

バランスを踏まえて、アンケート調査していると先ほどお話しましたが、アンケートの結果

ですね、地域からのバランスで、何かそのアンケートに傾向があるのかどうか、この辺につ

いては見てみたいと考えているところでございます。 

それから、策定委員会、これお話いただいたとおり、委員長が副市長ということで、各部

長級によりまして策定をすると。その下、庁内のワーキンググループっていうのがありまし

て、係長級の職員が素案を検討するということになりますが、この総合計画審議会のお席、

あるいは分科会で、皆さんにご意見をいただく。あるいは、提案いただいた中身を踏まえて、

そのワーキング等で検討し策定委員会で、認知されたものをまた皆さんの方に、バックして

検討いただくという中身で、皆さんの意見は反映するということを前提に進めておりますの

で、その辺はご了承いただきたいと考えております。以上でございます。 

○遠藤会長 

 髙橋委員いかがでしょうか。 

○髙橋厚委員 

 それはね、そのとおりだかもしれません。が、やっぱりそういうエネルギーといいますか、

集中してこの市をどうすべきかもう少し、今の課題を皆に共有とかっていうエネルギーが凝

縮してこそ、やっぱりその良い計画が練り上がると思うんです。何でも同じだと思うんです

よ。希望者でもいいと思うんだけども、その日に行って傍聴できますよ、ぐらいのこのソフ

トな体制が、私は必要ではないかなと思っていますが、その辺は要望でなくて、そちらさん

の裁量下にあると思いますので、その辺はご検討いただければいいかなと思います。以上で

す。 

○遠藤会長 

 はい。失礼します。じゃ、佐藤さんどうぞ。 

○佐藤恒一委員 

 皆様はじめまして。水沢青年会議所、今年度理事長を務めさせていただきます佐藤と申し

ます。よろしくお願いいたします。委嘱を受けて末席預からせていただいた身で、早速質問

で恐縮なんですが、３点ほど質問させていただきます。 

まず今回資料６のですね、第２次奥州市総合計画の基本方針の資料の中の１ページ目の策

定の視点が（１）から（６）まであるわけですが、この視点をもとに、アンケートを集めて
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そして計画を練るのであれば、この視点の（１）から（６）をアンケートに反映すべきだっ

たのかなと。ただ、この中で見るとやはりこの（３）ＳＤＧｓの件と、（５）の実効性を担

保する計画づくりの点について、アンケートがちょっと触れられてない、もしくはちょっと

弱かったのかなと拝見させていただきました。まずそれが１点目。 

２点目がですね。このアンケート自体のですねこちら２ページ目の裏面ですけれども、１

－３の項目で満足度が高い程度不満を感じる点を三つ選んでください。ここにやはり、

（29）のように、その他の部分があればよろしかったのかなと思います。例えば観光資源の

整備活用とひとえに謳っても、中には、例えば、ホテルでの観光をして欲しい、飲食での観

光をして欲しい、細かい意見もやっぱり得られたのかなと思いますので、他はやっぱその他

が入っていますので、ここだけその他がないのはちょっといかがなものかなと思いました。 

また４ページ目の２－６、特に重点的に取組むべきもの３つ選ぶ。そしてそのためであれ

ば我慢できる項目、私ちょっとこの我慢できる項目って言い方がですね、私すごく引っかか

りまして、例えば私は若者ですので、自分のところだけでいいやと、障がい者はいいよと、

子育ても別にしないからいいやっていう中で、我慢できるって書かれてはですね、やはり市

の行政としていかがなものかなと思いますので、ここの書き方は、どうして設問の仕方につ

いて今後、ご配慮いただければと思います。以上３点でしたよろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

 はい。事務局と要望事項も含まれている、というふうに思いますので、ひとつよろしくお

願いします。 

○政策企画課長 

 はい。ご意見いただきまして、ありがとうございます。ご意見、なるほどという部分が

多々ございました。ありがとうございました。今回アンケートといたしましては、先ほども

ご説明いたしましたとおり、この合併以後ですね総合計画策定等を行う際に過去４回、まち

づくりアンケートを行っておりまして、そのアンケートの項目をいじることなく、要望、そ

れから重点と考えるものが、どう推移してきたか。それを図るために、アンケートの項目を

立てたという背景もございます。さらに、今回、アンケートは実は令和元年度にすでに、こ

の総合計画策定するためのアンケートを行っておりますが、新型コロナ感染症が発生したこ

とによる意識の変化も大きいだろうということで、今回急遽、またアンケートを行っている。

つまり、前回と同じような項目で、アンケートを行っておる、あるいは、コロナウイルス合

併の部分を足してということでございます。 

そういう背景ございまして、こういう内容になってしまいましたが、委員おっしゃるとお

り、ＳＤＧｓの件、あるいは、ここで選択肢のない部分はどうか。それから、ちょっと表現

的にどうかという部分は、非常に勉強になるところでございますので、それらについては、

今後に生かさせていただければと思います。ありがとうございます。 

○佐藤恒一委員 

 はい。ありがとうございます。青年会議所としてもですね、事業を構築する上でこのアン

ケートを非常に参考にさせていただいておりまして、といいますのは、やはり私たちが地域

の方達へアンケートを振ってもなかなか回答率がよろしくないと。やはり行政の力、市の力
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ってことで、答えようかなということで意見をいただいてですね、私も非常に事業構築上、

非常に私たちのメンバーもですね参考にこのアンケートを楽しみにしておりますので、今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○遠藤会長 

 はい、その他にございませんか。 

 もし、なければ次に進んでもよろしいですか。 

―「はい」の声多数― 

４ ＜説 明＞ (3) 第２次奥州市総合計画（前期基本計画）体系図の説明 

 はい。それでは（3）の第２次奥州市総合計画後期計画体系図の説明について、事務局か

らよろしくお願いします。 

○政策企画課長 

 はい。それではご説明をいたします。（3）の体系図の説明については資料３を使って説

明いたします。 

これは、次の協議に入る前に、現状の体系図について説明をいたしたいと思います。ここ

については５、６分お時間頂戴したいと思います。 

資料３をお開きいただきたいと思います。カラーのＡ３横長の資料でございます。まず現

行の計画がどうなっているかということを、いま一度おさらいさせていただければと思いま

す。左側、箱囲みのところをご覧いただければと思います。 

施策体系についてということで、１番の体系図についてというところですが、６つの施策

の大綱、政策の基本目標の達成に向けて、基本施策を設定し基本施策の展開方向。施策を統

一体系化したものとあります。この下のピラミッドの一番上の政策、これが大綱でございま

すし、施策については基本施策と施策があるということでございます。 

２番の基本施策について、２行目からなんですが、各大綱を実現するための取組の方向性

をお示ししたものでございまして、右の図の上の方に６つありますが、６つの大綱。そして、

下に、22の基本施策があります。二重線で囲んだものが、基本施策でございます。 

それから３番の基本施策の展開方向施策でございますが、各基本施策の目指すべき方向を

示したものでございまして、前期計画全体では、71の施策がございます。施策の大綱１番

でお話しますと、これ「みんなで作る生きがい溢れるまちづくり」で言えば、白抜きといい

ますか、黒丸といいますか、１が「市民参画と協働によるまちづくりの推進」、これが基本

施策でございまして、その下にぶら下がっている、①から⑤が、施策となります。 

４番の具体的な作業でございますが、総合計画策定委員会で協議された総合計画後期基本

計画について、ご協議いただくものでございますし、今後、分科会で部門別計画についてご

協議いただき、ご意見を頂戴するものでございます。 

そして参考として、総合戦略との関連についてでございます。総合計画と、これは関わり

が非常に深くて、一体として推進することが望ましいことから、総合計画に総合戦略を包含

する形で策定したいということで、すでにお話しているところでございます。これについて

補足をいたしますけれども、右の図の上の方をご覧いただくと、緑色の帯、星のマークがつ

いた人口プロジェクトという表記のところがございます。全大綱を横断して取組むプロジェ
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クトとして位置付けておりまして、それを具体化する計画が、令和２年３月に策定しており

ますけども、第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略。通称、総合戦略というもので

ございます。その下の方に目をやると、施策の中には、緑色で色づけしたものがございまし

て、さらに一番下の表を見ていただきますと、総合戦略が四つの基本目標のもと、推進をし、

人口減少対策を講じているということを示しております。 

さらにお話しますけれども、総合計画に、総合戦略を包含する形でというふうにご説明い

たしましたが、皆さんにこれからご検討いただく後期基本計画は、令和８年度までを計画期

間として想定しております。それに対して、総合戦略の終期は現状、令和６年度までとなっ

ております。この機にですね、総合戦略の終期を２年間延ばして、総合計画の後期基本計画

の終期である令和８年度に揃えたいと考えております。伴いまして、成果指標なども、目標

年度をそろえ、評価する際は一体的に効率よく行いたいと考えております。 

総合戦略を表したこの図でございますが、総合計画と総合戦略が、どう結びつくか、例と

して表しておりまして、後期基本計画の策定にあたっては、人口プロジェクト、あるいはＩ

ＬＣプロジェクトがどう関わるのか、よりわかりやすく表現するよう努めたいと思います。

総合戦略の具体も成果品を作る際には資料として入れ込めるかどうか、これも検討をしたい

と考えているところでございます。以上でございます。 

○遠藤会長 

 ただいま資料３を基にして体系図の説明をいただきました。これは大きく変わっている部

分。ではないというふうに思いますけれども、新しいメンバーも迎え入れたわけでございま

すので、少し丁寧に説明していただきたいという形で、要請したものでございます。 

皆さんの方から何かお気づきの点がございましたら、ご発言いただきたいと思いますいか

がでしょうか。 

○若生和江委員 

質問というか、確認ですけれども、先ほど説明がありましたとおり、星印と緑の帯で人口

プロジェクトのところと呼応するところが下のところの、同じように、緑で塗って星印が書

いてあるところですよという説明がありましたと思うんですけれども。これっていうのは、

以前に紐づけされていた部分がそのままそうなっているのか、今回、この部分を拾うとここ

だよねっていうので今回このポイントを表したのか、どちらだったでしょうかということを

まずちょっとお伺いしたいと思います。 

○遠藤会長 

 はい。それでは、回答お願いします。 

○政策企画課長 

 はい。少し説明が不足していたと思います。いまご覧いただきました資料３については、

今年度までの前期基本計画の体系図でございます。新しい体系図ではございません。現状の

体系図でございます。総合戦略が別途ございまして、それを仮に合致させた場合に、どの施

策が、総合戦略と結びつくか、これをわかりやすく、例として挙げたものでございまして、

新しい総合計画後期計画策定する際にも、この施策は総合戦略とどう結びつくか。この辺に

ついても、協議しながら進めたいと考えているところでございます。 
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○若生和江委員 

 質問した意図としては、この色づけがしてあるところ以外にも非常に、重要な項目がある

ように思いまして、この紐づけされているところとされてないところの、重点的に取組むと

か、そうではないとかっていうところに差があるのかどうかを、まずお伺いしたいと思いま

すし、それ以外のところで、ここも繋がるんでないかというところがあれば、さらに加える

というのは可能なのでしょうか。 

○遠藤会長 

 はい。お願いします。 

○政策企画課長 

 はい。総合戦略、人口プロジェクトの具体的な方向性を謳うものについては、これは確か

に難しいところでございまして、委員がおっしゃるとおり、部分的なのかなと。本当にいま、

緑に塗ってないところは関係ないのかと言われると、全部関係あるということにはなると思

うんですけれども、特に人口減少対策として、重点的に進めると位置付けている施策がここ

だという認識でわれわれは捉えています。わかりやすいようにといいますか、こういう部分

と、総合戦略が結びついていますよということで、ご説明をさせていただいたところでござ

います。ですので、それ以外は関係ないかと言われると、関係はあるのでございまして、こ

の総合戦略も５年間の計画として、当初見込んでおりまして、今度、期間を延ばすという話

をしておりますが、当然、毎年必要に応じてそれに伴う事業の見直し等を行っておりますの

で、ここについては、皆さんの意見も頂戴しながら検討していきたいと考えております。 

○遠藤会長 

 はい。いかがでしょうか。 

○若生和江委員  

ここにはＳＤＧｓがまだね、入ってはいないんですけれども、いま言った人口のこととか

を考えるときに、男女共同参画とか、そういう視点がとっても大事になってきているな、と

いうのをこの頃皆さん気づいている部分もあるかと思うので、その辺りもう一度見直してい

ただいて、ここはぜひ入った方がいいなという項目があれば、ちょっと出していただければ

と思います。以上です。はい。 

○遠藤会長 

 今、委員の方から出たように、説明もありましたように、このひとつひとつの縦軸での施

策というものと、横串を刺していくという部分があって、全体的に委員が言うように関わっ

てくる部分があるんだと思いますけども。主たる施策という形で、ここ横串で色分けしたと。

そこにひとつひとつの施策の項目を羅列してあるという形で捉えていただきたいなと思いま

すし、３番目の先ほどのご意見については、今後施策の中で生かしていただきたいと思いま

す。３番目については要望としてお受けして今後の施策に生かすという形にさせていただき

たいと思いますよろしいでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○小野寺純治委員 

 はい。岩手大学の小野寺です。今わかりやすい説明をいただいてありがとうございました。
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それで今は若生委員もお話しされたように、総合戦略と総合計画これが同じようで、違う部

分があると。それは何かというと、私の理解では、総合戦略ってのは、つまり地方創生の一

環として 2040年の人口が、市の場合どれくらい欲しいのかということを決めたうえで、そ

れに対してどういう現状を分析して、そこに達成するように、バックキャスティング手法で

５年間のローリングをかけながらやっていくっていうのが、総合戦略という風に私は理解を

しています。逆に、総合計画ってどっちかっていうと、これまでの着実な行政運営をさらに

フォーキャスティングで伸ばしていくということになってやってきたっていうのが、総合計

画かなというふうに基本的に理解しています。これは当然において、ある時点で融合化して

いかないと、ごちゃごちゃになってしまう。そのとおりだけども、どういう視点で融合化し

ていくかってすごく難しいだろうと思います。よくあるのは、例えばフォーキャスティング

のままいくと、結局現状を追認する形でやっていきますから、人口減少するのがいいよねと

か、これしかないよねっていう形になりますけども。そうではなくて最初に、これくらい人

口が欲しいんだってビジョン掲げると、そこの施策で足らないところを何とか満たさなけれ

ばならないっていう発想になるわけです。そこのところをですねぜひ中でもしっかり議論い

ただいて、単なる現状追認の形のゆるやかな、要するに、ソフトランディングといいますか

ね、地方消滅ではなくて、やはりそこを何とか立て直すための政策として、総合計画と総合

戦略をうまくドッキングさせると。そこのところぜひ難しいと思いますけど、ぜひ知恵を絞

っていただいて、お考えになっていただければと思います。要望でございます。特に回答は

要りません。 

〇遠藤会長 

はい。ありがとうございます。では、要望としてお受けいたします。 

 その他ございませんでしょうか。もしよろしければ、次第の４番の説明については終わら

せていただきたいと思いますけど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す。続きまして、協議に入っていきます。1点のみ、上程され

ておりますので、第２次奥州市総合計画（後期基本計画）体系図（案）について、説明をい

ただきます。 

５＜協 議＞ 第２次奥州市総合計画（後期基本計画）体系図（案）について 

○政策企画課長 

 はい。それではこの協議の部分についても、資料４を用いて行いたいんですが、実は、事

前配布資料で、お渡ししているものについて、先般の策定委員会の協議を踏まえて修正がご

ざいましたので、本日お渡ししております資料の中に、資料４という縦長、Ａ３のものが、

あろうかと思います。こちらをご覧いただいて、これも 10分少々かかると思いますが、お

時間を頂戴しながら、説明を差し上げたいと思います。 

総合計画の基本構想におきまして、「地域の個性が光り輝く自治と協働のまち奥州市」と

いうものを実現するための施策を６つの大綱として、ご覧のとおり表しているところでござ

います。後期基本計画策定にあたっては、基本構想を変更せず、構想に定める６つの大綱そ

のままに、それを具体化するための手段である基本施策、施策を検討していくことで、皆様
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にご説明をしてきているところでございます。それで資料４には、下の方に現状の体系図が

ございまして、上には、市の内部組織である総合計画策定委員会で検討した後期基本計画の

体系図を示しております。 

本日は、新しい体系図について、皆様にご説明をし、ご質問やご意見を賜りたいと思いま

す。それでは順に説明して参ります。図の見方ですが、もう一度おさらいしますけれども、

６つの大綱の下にぶら下がっている箱囲みの黒丸数字が、基本施策、その下に①、②と示さ

れているのが施策となります。下線引いてある部分が変更点になりますので、ご承知おきい

ただきたいと思います。 

まず、大綱１「みんなで作る、生きがいあふれるまちづくり」でございます。上下見比べ

ていただきますと、黒丸１「市民参画と協働によるまちづくりの推進」、黒丸２の「豊かな

生き方を築く生涯学習文化活動の推進」、そして、黒丸３「潤い豊かなスポーツライフの推

進」、いずれも基本施策の変更がございません。それから、それにぶら下がる各施策につい

ても変更がございません。体系は前期基本計画のも踏襲しつつ、その中で課題等を踏まえて

ニーズに応じた基本方針、新たな指標を設定しつつその達成に向けて具体的な取組を進めて

いくという案でございます。 

それから大綱２「未来を拓く人を育てる学びのまちづくり」でございますが、黒丸１「生

きる力を育む学校教育環境の充実」、それから黒丸２「時代をつむぐ歴史遺産の保存と活

用」、いずれの基本施策も変更がございません。それにぶら下がる各施策についても変更ご

ざいません。これも体系は、前期基本計画のも踏襲し、具体の取組方針の中で、内容を見直

していく考えでございます。 

そして、大綱３「健康で安心して暮らせるまちづくり」でございます。黒丸１「みんなで

支え合う地域福祉の推進」につきましては、基本施策はそのままで、施策の①から④を、①

から③の３つに改めております。昨年度、奥州市地域福祉計画を策定しておりまして、上位

計画である総合計画にも、施策の方向性や成果指標などを反映させるため、後期基本計画の

施策を見直そうとするものでございます。それから黒丸２「子育て環境の充実」から、飛び

まして黒丸５「障害福祉の推進」までの各基本施策と、それにぶら下がる施策はいずれも修

正をせず、そのまま踏襲しつつ、具体の取組方針の中で内容を見直していくという考え方で

ございます。それから黒丸６「医療の充実」については、基本施策はそのままで施策の①及

び②について修正を加えております。前期計画では、「地域医療の充実」及び「地域完結型

医療の構築」であったものを、新しく①「地域医療提供体制の確保」としようとするもので

ございます。これは県内の二次医療圏がそれぞれの役割を果たしつつ、補完すべきものは補

完している実態を鑑みまして、それに見合う施策に変更しようとするものでございます。②

につきましては、令和２年 11月に策定した奥州金ケ崎地域医療介護計画におきまして、市

立医療機関の連携再編を打ち出しておりまして、かつ、現在作業を進めている奥州市立病院

診療所改革プランにおいても、医療機関の再編による医療資源の集約により、市民ニーズに

合った医療提供する方針であることを踏まえまして、施策を展開する考えを表したものでご

ざいます。 

それから大綱４「豊かさと魅力のあるまちづくり」でございます。黒丸１「農林業の振



 21 / 29 

 

興」については、基本施策はそのままで、①から⑦の７つで構成していた施策を６つの施策

として再構築しております。一昨年、本市の基幹産業でございます農業の課題を整理し、今

後の方向性を表した、奥州市農業振興ビジョンを策定しております。上位計画である、総合

計画の施策と、目標や、成果指標などの整合を図るため、後期計画の施策を見直そうとする

ものでございます。 

従前の農業に係る施策６つを５つに再編し、林業に係る施策はそのままで、都合、合わせ

て６つの施策としたい考えでございます。黒丸２の「商工業の振興」、それから黒丸３「観

光物産の振興」、黒丸４「雇用環境の向上と人材育成」については、基本施策と、それにぶ

ら下がる施策いずれも修正をせず、そのまま踏襲するという考えでございます。 

大綱５番「環境にやさしい安全・安心なまちづくり」でございます。黒丸１「良好な自

然・生活環境の保全と循環型社会の形成」。黒丸２「安全・安心な市民生活の実現」。黒丸

３「災害に強いまちづくりの推進」については、基本施策と、それにぶら下がる施策、いず

れも、修正をせず、そのまま踏襲するという考えでございます。黒丸４「持続可能な公共交

通体系の確保」でございますが、新しい体系図では、大綱６に引っ越す形となっております。

ここについてはこの後ご説明をいたします。 

それから、大綱６「快適な暮らしを支えるまちづくり」でございます。黒丸１「道路環境

の充実」については、基本施策と、それにぶら下がる施策、いずれも修正をせず、そのまま

踏襲するという考えでございます。黒丸２でございますが、「快適な住環境の実現」につい

ては、基本施策はそのまま、それにぶら下がる従前の６つの施策のうち、⑥の「地域格差の

ない情報基盤の整備」を削っております。施策名を変えた上で、基本施策黒丸４に引っ越し

ておりまして、これについては、この後ご説明をいたします。黒丸３「地域の特性を生かし

たまちづくりの推進」でございますが、従前の①「計画的な土地利用の推進」はそのままに、

②を「機能的な都市計画の推進」から「魅力ある都市拠点づくりの推進」に改めております。

さらには、③として、大綱５から引っ越してきました、公共交通の部分。「公共交通ネット

ワークの再構築」として、掲げております。機能的な都市計画を推進することはもとより、

さらに踏み込んで、地域の特性を生かした魅力ある都市づくりを進めることを視野に入れつ

つ、都市計画のひとつのツールでございます、公共交通を快適な暮らしを支えるまちづくり

という大綱のもとに引っ越しをさせたものでございます。 

その上で新たな基本施策、黒丸４を追加しその名称を「デジタル社会の構築」としており

まして、それにぶら下がる施策を、①「ＩＣＴ活用環境の整備」、②「デジタル行政サービ

スの推進」としております。この中で、さらに国を挙げて推進すべき喫緊の課題とされてお

りますデジタル施策を、光ネットの情報インフラの強化や５Ｇへの対応を見据えた、ＩＣＴ

活用環境の整備と、オンライン行政手続きの推進などを見据えたデジタル行政サービスの推

進というものに、新たに加えたところでございます。 

以上大枠でご説明いたしましたが、基本施策、施策とも、８割方現状と同じ表現になって

おりますが、今後皆様から頂戴するご意見等を踏まえて、そのあり方を検討しますとともに、

７月末頃までは、総合計画の分野別の個別計画、例えば、奥州市教育振興基本計画、こうい

ったものがあるわけでございますが、これらを検討していく中で、この体系に示している基
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本施策、施策に変更が生じる可能性があることをご承知おきいただきたいと思います。 

なお、同じく今後、総合計画審議会の中で基本計画の策定作業をするわけでございますが、

個別計画などとの整合を図るあるいは、各種意見を取り込むことなどが想定されます。総合

計画審議会での検討に加えまして、それら意見などを加味しつつ、計画が構築されていくこ

とをご承知おきいただければというふうに思います。はい。以上でございます。 

○遠藤会長 

 はい。ありがとうございます。ただいまのご説明されましたように、現行と、それから今

後の体系図という形での変更点、この１から６の柱間の移動であるとか、または時代を見据

えたスクラップ＆ビルドであるとか、そんなことが変更点の中に、赤字で記載されておりま

す。これについて、皆さんも相当関心事のことと思いますので、ぜひとも、ご発言をしてい

ただければ幸いでございます。まずは、どなたかございませんでしょうか。 

 はい。大内委員どうぞ。 

○大内薫委員 

 後期体系図（案）ということで現行との比較表が出ているわけですが、２つ３つちょっと

確認させていただきたいんですが、いま手元に計画書自体持ってきてないので、記憶の中で

の話になってしまうかもしれませんが、地域福祉計画が新たに定められて、その中で確か今

までなかったことで、包括的ケアシステムの構築っていうのが、今まで謳われていたんです

けども、それに加えて重層的、いわゆる抜け漏れのない、対応策っていうのが新たに求めら

れたのを受けて、計画に盛り込んだような気がします。その辺のところっていうのはこの３

－①のところに含まれるものなのかどうかということですし、あと文言として生活困難者、

いわゆる生活困窮者への支援というのが、なくなっているわけなんですけども、今、課題と

して非常に大きくクローズアップされているのが生活困窮者支援と、権利擁護の問題が大き

く取り上げられていると思います。 

その辺のところはどこに含まれる、どこかに含めてこういう表現で、中で表しているのか

なっていうところを確認したいと思いますし、それからもうひとつは、災害に強いまちづく

りという中で、議会とかそういうのをやりとりで聞いていますと、よく出てくるのが、避難

行動要支援者の問題が大きく取り上げられていると思います。消防関係の方であるとか、そ

れから振興会の方であるとか、皆さんそういったところが、非常に心配といいますか、いざ

というときにどのように対応するのかっていうのが大きな問題になっている感じがします。

これが、５-③のところで包含されているものなのか、その辺のところの考え方を、確認で

きればと思いますのでよろしくお願いします。 

○遠藤会長 

 はい、ありがとうございます。大内委員の方から、広範な福祉を中心とした、質問がござ

いました。事務局の方で、お願いします。 

○福祉部長 

 それでは、質問いただきました、まず重層的支援体制の取組等についてなんですが、やは

り、本人ですとかそれから世帯が抱える様々な介護ですとか、それから障害、あるいは、子

供、それから生活困窮などいろんな問題を包括的に受けとめまして、それを継続的に適切に
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支援していくために、これからですが、重層的な支援体制を構築することとしております。 

こういった課題に対しては、この新しい中では、③の「包括的な福祉サービスの提供の推

進」の中で、横の連携をとりまして、支援していく、応援していく、相談に乗る、こういっ

たことで対応していくことと考えております。 

それから、現在の計画の中に、④としてあります「生活困難者への支援」。これにつきま

しても、生活保護ですとか、そういった支援につきましては、国の方での、一律に公平平等

な、対応となりますことから、具体的にここには盛り込みませんけども、これについても、

やはり、③の「包括的な福祉サービス提供の推進」の中で、様々な生活困難者への支援のサ

ービスにつなげていく、そういったことで取組んでいくこととしたいと考えております。 

○遠藤会長 

 もうひとつありましたよね。行動要支援者への対応について。 

○市民環境部長 

 はい。それでは市民環境部の小野寺でございます。私の方から一応お答えさせていただき

ますけれども、いま質問にありました避難行動要支援者等に対します対策といたしまして、

個別計画、そういったものがですね、今般の災害対策基本法のですね、一部改正で法律上明

言されたところでございます。そういったこともございまして、現在ですね、危機管理部門、

福祉部門と連携をいたしましてですね、個別計画の充実といいますか、策定を進めておると

ころでございます。 

なお、こういった計画におきましては、大綱５の黒丸３「防災対策の充実」とちょっと非

常に大きな括りになってしまいますけれども、その中でいずれ取組むということにしており

ますのでその辺ご了解いただければと思います。以上でございます。 

○遠藤会長 

 はい、大内委員よろしいでしょうか。  

○大内薫委員 

 奥州市が抱えている課題の中で、いま話したことは私どもの協議会でもですね、非常に大

きな課題として捉えておりますので、市民の方々が共通課題として理解、認識できるように、

何かの形でこの計画の中に盛り込んでいただければ、みんなで考える体制ができるのかなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○遠藤会長 

 おそらく、施策の①、②、③の①の中にまたぶら下がるんですよね。おそらくひとつひと

つ、小項目って言っても、何項目というのはちょっとわかりませんけど、それがちょっと見

えないと、先ほどご指摘ありましたように、今その注目されている、生活困窮者への支援が

なくなっちゃったねと。どこに入るんだろうねっていう、そんなんですね。こう見た場合に、

疑問が持たれる可能性は十分あるかなと思いますので、その辺の工夫といいましょうか、や

るということは間違いないわけですけども、今後、施策の中で生かしていただければなと思

います。その他、ございますか。はい。若生委員。 

○若生和江委員 

 はい。４の①の「農林業の振興」のところですけれども、今までは、④にあった「環境に
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やさしい農業の推進」っていう部分が、新しい後期計画のところでは、どこに含まれるのか

ということで、持続可能なっていうところで本当に、環境に配慮した農業というのはこれか

らますます重要になってくるのではないかなと思うんですが、この文言が消えてしまったわ

けと、盛り込んで欲しいなという意見を申し上げたいと思います。はい。 

○遠藤会長 

 はい、回答お願いします。 

○農林部長 

 はい。農林部菊地でございます。今般、基本施策の内容が変わったというのは、市の方で、

奥州市農業振興ビジョンを２年前に作成しました。この計画につきましては、総合計画の次

に定められる、奥州市の農林部門の最高の上位計画であるという形で、いろんな団体、国と

か県とか、それから両農協さんとかいろんな団体が入って作られたものでございます。その

中で、施策の体系を作ったものが今般ここに挙げている、１番目から６番目の施策の体系と

いう形でまとめさせていただきましたので、後期計画につきましては、この体系と一致する

ような形で進めてまいりたいという形でしたので、このように出させていただきました。そ

れから、ご質問ございました、環境にやさしいという部分でございますが、ここにつきまし

ては、方針の４の本市の農畜産物の需要拡大という部分がありまして、実はこの中に、３つ

の小さなまた施策がありまして、ひとつは消費者への戦略的販路拡大、それから地産地消の

イメージアップ、６次産業化推進というのがぶら下がっています。その中の地産地消のイメ

ージアップの中で、ＧＡＰ、農業生産、農産物の生産工程管理、この部分で、こういった安

心安全というものをＰＲしながら、需要の拡大を図っていくという部分に取り入れていると

ころでございます。以上です。 

○遠藤会長 

 よろしいでしょうか。 

○若生和江委員 

 ＳＤＧｓが出てきてその持続可能なんてなったときは、もちろん農業で、そこでどんなふ

うに育てられるかっていうことですけども、そこでどんなものが使われて、農業排水とか、

そういう今度は私たちが使う水に関わるところまで考えながら、末の代まで安心してここで、

水が使えて、安心できるものが食べられるように目指すというところも出てきているので、

多分、農業のビジョンが策定された後に、ＳＤＧｓっていうことがさらにこう出てきて、ま

たそこから若干、プラスになっている項目とかもあると思いますので、文言は変えられない

としても、そういうところに視点を置きながら計画を作っていければなと思っております。 

○遠藤会長 

 はい。すべて文言が変えられないわけではないと思うんですね、先ほどの説明からすると。

これからちょっと皆さんの意見を聞いて直そうかという部分も残っているということであり

ますので、これについて今、若生委員の方からも出された内容について、変えることが必要

なのか、それとも、包括されているのかっていう部分をですね精査していただきながら、成

案に持っていっていただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、どうぞ。 

○及川公委員 
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 江刺の及川ですが、先ほどからの質問とか要望とちょっとダブるかもしれませんが、この

基本政策、22本でしたか、あるのですがこれら 71かな。これらは、各上位計画あるいは個

別計画と整合性をとって、改めるものは改める、再編するものは再編するというふうに、し

たものなので、この点は整合性がとれて良いのだろうと思いますが、新たに個別計画がこれ

から改定なり、見直しがあるのであれば、やっぱり早めに審議会の方に情報を流していただ

いて、整合をとるのであればとったほうが良いと思います。 

これから分科会で施策ごとにいろいろな細かい施策の展開の方向がぶら下がってくるのだ

ろうと思いますが、これらの分科会での議論によっては、いわゆる、今ここに掲げられてい

る施策の文言とか、あれはニュアンスが若干やっぱ変わってくるのも、これは仕方ないのか

なという気がいたしますのでその辺は柔軟な考えで、良いのではないかなという気もいたし

ます。 

それから農林業についてちょっと私、思いがあってですね。手短に申し上げますが、農業

振興ビジョンに合わせたと。多分この６項目、７項目の、この項目は、農業振興ビジョンと

合っているのだと私は思いますが、この集落営農という文言が消えたことについては、これ

はまた何かこの施策の中で包含された形で、素案として出てくるんでしょうけども、やっぱ

り消えたなら消えたでも良いのですが、集落営農の考え方理念というのは、今の農業の実態

から見れば、本当に農業従事者が、本当に少なくてですね、本当に困っているという状態が

長く私は続くのだろうと思いますので、この組織の力っていうんですか、連帯感。昔からあ

る、こういうスタイルは、私は大事な要素だと思います。農業を維持するためにはですね、

集落営農のこの理念、考え方というのは、これから施策の方向とか転換で、この策定作業の

中で、何とか生かせるようにして考慮していただければ、ありがたいなという気がいたしま

す。 

集落営農といっても、農業の法人化とか、法人化じゃなくても様々な形態で、地域ぐるみ

で、自分たちの農村を何とか維持しようと、頑張っているこういう例もありますので、ぜひ

その集落営農という文言が消えても、これ考え方は何とか踏襲して、農業ビジョンにはそう

なっているんだろうと思いますが、よろしく考慮をお願いしたいと思います。 

○遠藤会長 

 はい、ありがとうございます。今の及川委員から発言された内容については、これからの

ところに生かして欲しいということでありますけども、１点だけ。集落営業の推進というの

が消えて、この「農林業の振興」の①あたりに行くのかなという気もしますけども。この件、

この件だけちょっとご説明いただきましょうか。 

○農林部長 

 はい。農林部菊地でございます。今回の基本施策の中では集落営農につきましては、②の

「担い手の確保育成」の中に入っています。この担い手の確保育成という中で認定農業者さ

ん、それから集落営農、それからそこの法人化ということを１番目の大事なところと捉えて、

進めていくということで考えているところでございます。 

○遠藤会長 

 はい。ご理解いただけましたでしょうか。 
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○及川公委員 

 はい。そういう要素が聞けましたので、安心しました。 

○遠藤会長 

 時間も大分迫って参りましたけど、はい、小野寺委員どうぞ。 

○小野寺純治委員  

すいません時間のない中恐縮です、岩手大学小野寺です。先ほど、ちょっと総合戦略と総

合計画の話を少ししましたけども、例えば新たな視点でＳＤＧｓの話もありましたし、デジ

タルトランスフォーメーション、ＤＸの話もあります。その時にデジタルトランスフォーメ

ーションは大綱６のですね、④「デジタル社会の構築」だけに収まってしまっている。多分、

大きな流れはそうではなくて、例えば、この大綱２の「生きる力を育む学校教育」でもギガ

スクールという形で、デジタルトランスフォーメーションが入ってくるわけですよね。産業

においても農業においても、要するに、入ってくるわけです。そうするとこういう縦割りの

中ではなくて下の方に、ＤＸの視点から各種運用とか、各生活が変わっていくんだという捉

え方をしていかないと見えてこない。ですから、先ほど皆さんおっしゃったように、どうし

ても前に環境にやさしいとか、集落営農とか入れないと見えてこないだろうと思います。Ｓ

ＤＧｓでも同じような観点から整理していけば、見えてくるだろうと。それで、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略でやはり気になるのが、関係人口とか、交流人口をどう増やしてい

くのかっていう議論があるので、こうなってしまうと見えなくなってしまうんですよ。単な

る観光ではないのですね。ですから、そういう視点を下の方に、新たな視点という形で入れ

ながら、この施策この体系は、もう総合計画の 10か年の計画ですから、大きなものは動か

せないんですけど。新たな視点から入れることによって個々の項目が、そういう視点から、

文言が出てくるという形で出てこないと、全く見えないものになってしまうということをで

すね、ぜひご検討いただきたいと。大変だと思いますけどもぜひそういう視点で入れないと、

従前の施策の後追いと言いますか、そのままフォーキャスティングの延長になってしまう。

ということはぜひ、やって欲しいなと思います。以上です。はい。 

○遠藤会長 

 はい。ありがとうございます。これまたご要望としてお受けいたしますけれども、先ほど

の資料３で説明されたような形の、この横串がですね。おそらく底辺に敷かれるべきだとい

う、思いかなというふうに思いますんで、要望するわけではございませんけども、それとそ

の辺が、あるんだという前提の中で、組み立てられるのかなと。その辺のギャップですね、

見える、見えないのギャップがあるんだなと意見しますんで、これについても工夫をいただ

ければなというふうに思います。はい。 

○吉田あや子委員 

 大綱３黒丸６の②「市立医療機関の再編、充実」がありますが、それを受けて前沢とか胆

沢で、いろんな医療考える会のようなものが立ち上がっているわけなんですが、①の「地域

医療体制の確保」っていうところ。これと今、問題されていることが、相反するものでない

ように、ぜひ書かれているように、地域医療の確保っていうのを、現実のものにしてもらえ

ればなって思います。 



 27 / 29 

 

○遠藤会長 

 はい。大切な要素だと思います。これについて、ご見解、回答をいただきます。 

○健康こども部長 

 はい。健康こども部の佐藤と申します。私の方からこの「地域医療提供体制の確保」とい

う部分につきましては、現在の胆江の二次医療圏で、様々な医療関係が、どんどん小さくな

っているという部分が見られますので、それらをいずれ確保して、周産期については、どう

しても二次医療圏だけではちょっと厳しい状況にありますが、いずれ連携をしながら、医療

提供体制を確保してきてまいりたいと思っておりますし、それ以外の医療についても、二次

医療圏内で完結できるような、そういった体制の確保、今後も県等にも要請しながら、進め

ていきたいと考えております。 

委員ご指摘の部分につきましては、②「市立医療機関の再編充実」の部分に絡んでのいろ

いろ、現在、考える会とかといった部分が出ておりますけれども、ここの部分については、

いずれ市立の医療機関の体制の部分もございますので、この再編充実という部分で、お示し

しているというものでございます。 

○遠藤会長 

 ご理解いただけましたでしょうか。 

○吉田あや子委員 

 中々、むずかしいなと、相反するもののように感じると。 

○遠藤会長 

 この辺もできれば深掘りしてですね。表立っていただければなと思います。お受け取りし

ます。 

○菊地浩明委員 

 この体系図でありますけれど、施策基本施策大綱というこの流れの中でですね、非常によ

くできていると思うのですが、この大綱４の項目の中で、多分この分野産業の分野だと思う

んですが、例えば、他の項目はこういうふうに想像できるのですが、具体的にこのキャッチ

コピーっていうんですかね、例えば「産業豊かなまちづくり」とか、とかそういう部分で想

像できるような、流れに変えるのかどうかというところがひとつであります。 

あと、商工業の部分で、国の方でも、中小企業の生産性の向上というところを進めており

ますので、この辺も新たな赤文字でそのような部分も取り上げていただければなと思います。

以上です。 

○遠藤会長 

 ４網「豊かさと魅力ある力のあるまちづくり」という文言を変えることができるのかどう

かと。大きな課題ですけどどうぞ。 

○商工観光部長 

 はい。商工観光部部長の佐賀でございます。今のご指摘、２点ほど、まずはあるかなとい

うことで、キャッチコピー的な表現の部分でございます。この部分につきましては、こちら

で、担当の方で、これからいろいろ検討していく段階というところでございますので、その

部分については、関係機関の皆さんとご相談をさせていただきながら、次期提案の際までに
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どのような表現あるいは内容ができるのか、少し検討させていただきたいと思います。 

ですので、その中小企業に対する生産性向上の項目については、当然盛り込む方向ではい

るという状況でございますけども、その施策としての項目立ての中にどういう形で盛り込む

かの部分についても、検討をさせていただきたいと思いますので、ご協議の際はよろしくお

願いをしたいと思います。以上でございます。 

○遠藤会長 

 はいどうぞ。 

○政策企画課長 

 事務局から、1点目のこの大綱名がピンとこないというお話、実は私も最初見た時にです

ね、確かに直結しないな、間接的な表現だなと思ったところではあります。いま部長がお話

しましたとおり、具体の項目については意見を頂戴して、これからいろいろ検討させていた

だくということになりますが、前段お話しましたとおり、基本構想、この基本計画の上にあ

る基本構想については変えないという方針で確認をいただいておりまして、基本構想の中に

この大綱名も含まれておりますので、この大綱についてちょっと、このままかなと思います

けれども、具体の部分で検討させていただければと思います。 

〇遠藤会長 

はい、ありがとうございますそういうことでございます。本日はお集まりの皆さんですね、

委員の皆さん見識の深く多く持ち合わせている方達でありますので、このまま続ければ延々

と続くのかなと思っています。ただこの内容がですね今度、基本的に土台となりまして、分

科会が今度は持たれるということでもございますので、もし、最後おひとり方からお受けし

ますけれども、今後その分科会の中で、もう少し解きほぐしながら、理解を深め、そして、

答申に結びつけていただければなと思っております。はい、最後に鈴木さんどうぞ。 

○鈴木美喜子委員 

 先ほどから各委員の皆さんが本当にいろいろご意見いただいて、出していただいて、議論

が深められているんですけども、やはり今日のこの資料のレベルでは、奥行きっていうか、

ぶら下がっている内容が見えてない状態での議論ですので、まさしく本当にどの委員さんも

いろいろお話はあると思うんですけども、７月に予定している分科会でですね、ぜひ、所属

する分科会のみではなく、他の分科会にも関連するところ意見をどんどん出していただいて、

ただそれを事務局からその関係する分科会に、結局意見として出すんですけれども、そうす

ると必然的に分科会は最低でも２回ぐらい開かないと、なかなかこう調整、議論がまとめら

れないのかなと思いますので、ぜひその辺の皆さん大変だとは思うんですが、やはりこの、

所属と横と重層的ですね、議論いただけるような形に、資料の出し方も工夫していただいて、

まとめていただければと思います。 

○遠藤会長 

 はい。ありがとうございます。今のご意見にまとまったのかなと思います。ただ冒頭です

ね、この委員会の日程等も触れましたけれども、前年と違って、要するに、全分科会からの

全体会議へのその中間報告というのがひとつ加えられましたので、そこが非常に他の分科会

の委員から、全体会議の方に提言できるという部分が非常によくなったのかなと。丁寧な議
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論になるのかなと思いますので、その場等を生かして、分科会と、それから中間の全体会議。

そして答申のまとめという形に進んでいただければ幸いかなと思っています。 

大変盛り上がったところで絞るのもいかがなものかと思いますけども、冒頭言いましたよ

うに、大変な皆さんでございますので、ひとつ、本日の段階では、この辺で閉めさせていた

だきながら、次回からの議論に、加味していただければなと思いますのでひとつよろしくお

願い申し上げます。 

これで 1項の協議について終わりたいと思います。事務局の方にお返しします。はい。 

〇総務企画部長 

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

事項等は以上ですが、その他皆様方から何かご質問ご意見等はございますでしょうか。 

それでは、事務局の事務連絡をいたします。 

〇政策企画課長 

はい。それでは事務局からでございますが、次回は分科会形式での開催となります。事前

にお送りいたしました資料の中に、分科会開催日程調整表という 1枚ものの資料を同封いた

しておりますが、こちらは次回分科会開催日程の調整に使わせていただきたいと思いますの

で、お手数おかけしますが、できれば、ご記入の上そのまま机の上に置いていただけると、

非常に助かります。また、分科会開催日程につきましては、スケジュールの関係から、７月

21日までとしております。短い期間でございますが、７月上旬に、1回目の分科会を開催予

定しております。その後、分科会ごとではございますが、繰り返しになりますけども、必要

に応じて適宜実施できればと考えているところでございます。委員の皆様には、何卒ご予定

の調整につきまして、ご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

〇総務企画部長 

はい。ただいまの事務連絡につきまして、何か皆様からご質問等ございますでしょうか。

はい。それでは以上をもちまして、令和３年度第１回総合計画審議会を閉会いたします。大

変お疲れ様でございました。 

 

―午後４時６分 閉会― 


