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令和３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８月17日（火） 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 ワークショップＴＮＧＲ（つながる）の実施結果について 

(2) 報告事項２ 奥州市合併検証報告について 

(3) 協議事項１ 奥州市総合計画（後期基本計画）本編等（中間案）について 

(4) 協議事項２ 奥州市総合計画（後期基本計画）部門別計画（中間案）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 20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 高橋 智史   和川 理恵 

（3） 欠席委員数 １名 

２号委員 菅原 かおり   
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議事 

─午後２時00分開会─ 

１ 開 会 

○千葉総務企画部長  

それではこれより、令和３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20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、本日配布の座席表をもって紹介に代えさ

せていただきますので、ご了承お願いします。 

はじめに、遠藤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

２ 会長あいさつ 

○遠藤会長 

本日は、お盆の開けた翌日という形で大変お忙しい中、本委員会にご出席いただきまし

て、本当にありがとうございます。また、常日頃本委員会における、委員各位の積極的な

姿勢や建設的な発言をいただいている一方、幹部職員の皆さんとの議論は、政策立案を検

討するにあたって、有効かつ相乗効果をもたらしていることと確信をしているところでご

ざいます。御礼を申し上げたいと思っています。 

常日頃、私が思っている２点についてお話をさせていただきながら、ご挨拶といたしま

す。 

ひとつは、私たちの生活を脅かすような大きな課題が、この日本または地方自治の中に

山積していると思っております。毎日報道はされておりますから皆さんもご承知のとおり

とは思いますけども、地球温暖化による気候変動というものが、大きくわれわれの生活に、

重石を載せているところであります。そのひとつは、災害が起きるたびに、100年に一度、

50年に一度というような、枕詞を使いながら報道されておりますけども、いま現在、九州

または中国地方で起きているような、２年前に起きたことが２年前とほぼ同じような箇所

で、同じような災害が起きているという、これが現実でございまして、２年に一度はどう

であるとか、50年、100年に一度というのは、稀に起きる災害事故ではなくて、これからわ

れわれがその生きていく中では、常にそのことを肝に命じた生活の質、または行政の対応、

または国の対応というようなことが、全体的に求められてくるのではないかと考えており

ます。そのスパンがますます短くなっているというのが、現実と思っております。 

もうひとつは、これも本日の会議、開催するかどうかという形で相談をいただきました

けれども、この会自体が非常にタイトな日程が組まれているという観点から、感染対策を

しっかりとしながら開催する形で本日を迎えたわけでございます。この新型コロナウイル

ス感染は、岩手県も含めまして、爆発的な感染状況がこの目の前に起きているわけでござ

います。私は70数年間、この世に生を受けてから自分の人生の中では最大の難関と思って
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おります。テレビを見ていましたら、地球温暖化が進行すれば、いま残されている、永久

凍土が溶け出して未知のウイルスが復活するのではないかと、脅し半分、現実的な部分半

分ですが報じられております。いずれにしましても、非常に厳しい状況の中に来ているの

だということは、みんなで協議していければと思っています。 

そんな中で、総理大臣も自助、共助、公助という部分をお披露目いただきましたけれど

も、本当に今、自分の命は自分で守るしかないのかなと、国とか、行政に頼るだけでは駄

目なのかなと、考えるときもあります。いずれ、マイナーなことだけ考えて生きていくの

も、生き方でありますけれども、プラス思考でいきたいなと思います。 

これらの関連することは、われわれが今議論しておりますＳＤＧｓの考え方に、すべて

直結してくるのかなと思うところでございます。皆さんとしっかりした議論を重ねながら、

この審議会としての、自信を持った行政への提言をできればと思っておりますので、ご協

力を賜ればと思っております。 

最後になりますけれども、７月でしょうか。分科会のしっかりと議論したところを拝聴

させていただきました。その成果というのが、今日の資料に付加されて、皆さんの方にお

配りになられていると思っております。本日の会議の中では、部門内の会議というよりも、

皆さんの関心のある部門、要するに別の部門ではどんな議論が行われたのか、こういうこ

とに対して別の部門はどういうその考え方をお持ちなのか、こういう意見というのを入れ

ていただければどうかとかですね、本日は部門を跨って議論が盛り上がればいいかなと思

っております。 

ただ、こういう状況の中でありますから、限られた時間で中身の濃い議論をしていきた

いと思いますので、極力、執行部の方には説明は要点を絞りながら短めに、そして、皆さ

んから幅広い議論をいただいて、正論にできるだけ近づけていけばいいのかなと思ってお

ります。 

限られた時間でありますけれども、長居は無用ではございますが、皆さんの口を封じる

ことがないようにしていきたいと思いますので、ご協力の方々にお願いを申し上げながら、

長めの挨拶になりましたけれど、よろしくお願いいたします。 

○千葉総務企画部長  

はい、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。 

審議員の皆様にはお忙しいところ、ご出席を賜りましたことを心から感謝申し上げます。 

岩手県では８月12日の午後、岩手県独自の非常事態宣言を発令したということでございま

すが、実は奥州保健所管内、奥州市と金ケ崎町ということでありますけれども、発令前に

おいても、かなりの感染者が出ているということでございます。 

また、連日ですね大体４、５名からもう少し多い人数が、引き続き陽性患者として出て

いるということでありまして、退院なさる方もいらっしゃるわけでありますけれども、こ
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れ以上、大きなクラスターなどが発生すると、入院も中々厳しい状況まで見通されるとい

うような状況の中で、われわれひとりひとりがマスクの着用、うがい手洗い、三密の回避

というような部分で、まずはうつらない、そしてうつさないというような、そういう自覚

を持った行動が、８月中と言えばいいんでしょうか。いずれ、当分の間必要であると思う

ところでございます。 

そのような中においても、成すべきことは成さなければならないというようなことで、

会長からもお話ありましたけれども、密を回避しながらマスク着用等含めてですね。感染

拡大の防止策を講じながら、第２回奥州市総計審の会議を開くということでございます。

本日は、総合計画における本編の中間案そして、部門別の中間案についてのご協議をいた

だくということになっております。 

結びになりますが、合併検証における部分について、審議会委員の皆様からご意見を募

集したところ、多くのご意見を頂戴いたしました。また、その内容についても、なるほど

という示唆に富む提言、あるいはアドバイスをいただきました。ご意見をお寄せいただき

ました皆様には感謝申し上げますとともに、このひとつひとつを糧として、総合計画の後

期計画に反映させていければと考えております。 

何卒、活発なご意見を頂戴できますことを心からご期待申し上げ、私からの挨拶といた

します。本日は皆様どうぞよろしくお願いをいたします。 

３ 報 告 (1) ワークショップＴＮＧＲ（つながる）の実施結果について 

○千葉総務企画部長  

次に、次第３の報告に入らせていただきます。奥州市総合計画審議会条例第三条第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。また議事録作成のため、ご発言の際は、

事務局からマイクをお渡しいたしますのでマイクを使用し、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 

それでは次第に則りながら進めさせていただきます。 

なお冒頭申しましたように、本日もですね、２時間以内で終わらせるという形で、15時

45分あたりを目途に、ひとつ進めていきたいと思いますので、何卒ご協力をお願い申し上

げたいと思います。 

それでは２項、報告事項用意されておりますけども、１点目のワークショップＴＮＧＲ

（つながる）の実施結果について事務局よりご報告いただきます。 

○齋藤企画推進係長 

政策企画課の齋藤と申します。 
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私の方から報告の（1）について報告をいたします。配布資料につきましては事前配付し

ておりました。資料１が報告の資料となりますので、ご覧いただきたいと思います。では、

すみませんが着座にて報告させていただきます。 

このＴＮＧＲの実施につきましては、過般、委員の皆様にも開催について周知させてい

ただいておりましたが、７月15日に開催いたしました。資料４、参加者の状況のところを

ご覧いただきたいのですが、市と包括連携協定を締結している企業から13名、あとは市の

協働のまちづくりアカデミーの修了生等が６名、あと市の若手職員の６名、合計25名でワ

ークショップを開催いたしました。 

参考までに内訳のところ、平均年齢のところをご覧いただきたいのですが、若い方から

の視点での意見をいただきたいという趣旨もありまして、参加者の平均年齢は34.7歳とな

っております。この実施結果の取り扱いこれにつきましては、すでに、８月号の広報で公

表し、ホームページの方でも公開しております。（2）のいただいた意見等については、こ

の後期基本計画の策定、あるいは総合戦略の推進等のまちづくりの参考としていくもので

ございます。（3）の次回以降につきましては、このメンバーを基本に、まちづくりに係る

テーマを選定し、秋以降に奥州市の未来を語る会の一環としての開催も予定したいと考え

ているところでございます。 

続いて資料２ページ以降をご覧いただきたいと思いますが、２ページ以降につきまして

は、当日四班に分かれて、意見交換、ワークショップを行いました。その際の課題、ある

いは、取組の方向性などをそれぞれの班でまとめたものを、資料として掲示しているとこ

ろでございます。なお、ワークショップのテーマについては、総合戦略の四つの基本目標

より設定して意見交換をしたところでございます。 

本日は時間の都合上、その詳細の説明は省略させていただきますが、それぞれの班から

総じて、現状の課題として挙げられた部分というのが、やはり奥州市の情報発信、ＰＲが

不足しているとか、イメージ戦略が不足しているといった課題が挙げられております。あ

とは、今後の方向性としてもやはり、市の魅力発信、タイムリーな情報発信とか、あるい

はその情報発信においてもターゲットを明確化したほうがいいのではないか、そういった

取組の方向性やアイディアが出されたところでございます。 

（1）報告につきましては、以上でございます。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。ただいま事務局より報告がございました。これからの議

事すべてでございますけども、質問、意見要望のある方については、挙手をお願いしなが

ら、マイクをお持ちしますので、氏名を名乗りながら発言をいただきたいと思います。 

報告事項でございますが、質問、意見、要望、一括してお受けいたします。何かござい

ませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。お目通しはいただいていると思いますので、以降の議論の中でも

し、提起できるのであれば、それだけでも提起していただければと思います。 



6 

 

それでは、発言がないようですので、次の報告事項へ進んでよろしいでしょうか。 

続きまして、奥州市合併検証報告について、お願いします。 

３ 報 告 (2) 奥州市合併検証報告について 

○千葉政策企画課長補佐 

政策企画課の千葉と申します。私の方から奥州市合併検証の報告について説明をさせて

いただきます。資料につきましては、本日配付をさせていただいております、「奥州市合

併検証資料に対する意見等への回答について」という冊子と、あと事前に送付しておりま

す資料２「奥州市合併検証報告概要版」こちらの二つをご用意いただければと思います。

恐れ入りますが、座って説明をさせていただきます。 

初めに、「奥州市合併検証資料に対する意見等への回答について」をご覧いただきたい

と思います。こちらにつきましては、先ほど市長の方からもご挨拶をさせていただきまし

たけれども、先般、合併検証に関する素案資料を送らせていただきまして、各委員の皆様

からご意見等頂戴したところでございます。膨大な資料に加えまして、短期間での意見提

出となりましたけれどもご協力をいただきまして、ありがとうございました。表紙にござ

いますように、ひとりひとりの委員の方から意見等を頂戴してございます。２ページ目２

枚目以降ですね、各委員さんからの意見とその回答や対応等について記載をさせていただ

いております。 

本日時間の都合上、個別の詳細の部分については説明を割愛させていただきたいと思い

ますが、後程こちらについてはお目通しをいただければと思います。意見としましては、

検証の構成や手法に関する意見。あとは考え方、表現に関する意見。あとは人口対策、ま

ちづくりなど、具体の施策に関する意見など、多岐にわたりご意見を頂戴してございます。

これらにつきましては、今回の合併検証のほか、総合計画や各部門別計画の策定。今後の

市政運営における参考とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

内容については後程お目通しをいただければと思います。 

次に、資料２の「奥州市合併検証報告概要版」についてお開きいただければと思います。

こちらにつきましては、先般合併検証の報告資料の素案、資料編の補足させていただきま

したが、その素案を概要版としてまとめた資料になってございます。本日はですね、時間

の都合上検証のまとめ部分の概要の部分を説明さしていただきたいと思います。 

前段については、本市の概況であったり合併以降、進めてきた各種事業であったり施策

の部分、検証資料として記載をしているものでございます。これらの素案について、120

ページ、140ページになる資料になりますが、こちらにそれぞれ記載をしておるものでござ

いますが、それらの中から抜粋をした資料ということで、概要版にしてまとめたものでご

ざいます。 

資料につきましては、検証のまとめ18ページの方、お開きいただければと思います。こ

こでは、合併後に改善が図られた市民サービス、改善を図るべきまちづくりの課題につい

てそれぞれ整理をさせていただいています。18ページから19ページまで、①から⑤までで
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すね、五つの項目に分別して整理をさせていただいています。この五つの項目については、

新市建設計画におきまして、合併の必要性として掲げた課題として、合併時における様々

な課題や、新市のあるべき姿、施策の方向性について整理をしてございます。 

それらの項目に対して、どのような改善が図られ、現在どのような課題があるかという

のを、個別に整理をさせていただいたものになっております。この項目それぞれに、合併

後に改善が図られた市民サービス。または、改善を図るべきまちづくりの課題について記

載しておりますが、あくまでも今回の合併検証の内容、あとは市民アンケートの結果から

浮き彫りになったもののみを記載をさしていただいております。ですので、今回の合併検

証の中で出てこなかった部分については記載がありませんので、これらがすべて市の現状

を明らかにしているものではないということは、ご承知おきいただければと思います。 

さらに先般、委員の方から意見を頂戴しておりますが、改善が図られているにも係わら

ず、課題にも掲載されている項目がございます。例えば①で言いますと、保育料の基準統

一や利用者の負担軽減が図られているが、子育て環境について、やはり多くの不満がある

とか、そういった一部改善にはなっているものの、やはり課題として残っている現状も見

受けられます。これらについては、当然アンケートの結果で住民の実感として、反映され

ていないということが実態として明らかになっているものですので、あえて課題として整

理をさせていただいているものになっています。これらの時間の都合上ひとつひとつの説

明については、省略をさせていただきますけれども、いずれ合併によって改善が図られた

課題がある一方で、住民ニーズに対して満足いく結果に至っていないとか、引き続き改善

を図るべき課題が山積しているという状況がそれぞれ明らかになっているものです。 

次に20ページをお開きください。２として検証の総括と今後のまちづくりについて記載

してございます。これら検証のまとめということで整理をさせていただいています。一段

落目にありますが、合併後に得られたものの代表的な例としましては、合併に伴う、国県

の財政支援措置、地方交付税の特例算入であったり合併特例債の発行であったり、それら

によって多くの事業が推進されたということが挙げられます。さらには職員数の削減や行

政組織の効率化、財政基盤の強化など、スケールメリットを生かした、各種の行財政改革

に取り組んできたものでございます。 

多くの成果が見える一方で、人口減少や公共交通の整理統合を含めた行財政基盤のさら

なる強化への対応は、医療保健サービスの充実だと多くの課題も山積している状況があり

ます。合併の検証結果を見ますと、合併によって得られた効果も大きい一方で、アンケー

ト結果では住民の実感としてはそれらがあまり反映されていないということが明らかにな

っております。 

下から１段落目になりますけれども、令和３年度の施政方針に直面する課題と取組の決

意として、四つの項目を挙げてございます。これらの項目のほか、今回の合併検証により

まして、得られた分析結果を参考にしながら、今後どのようなまちづくりを推進していか

なければならないのかという部分を、鋭意検討していく必要がございまして、それらにつ



8 

 

いては、現在策定を進めております。総合計画後期基本計画をはじめに、それに基づく各

種部門別計画の策定への参考にし、それらを生かして今後の地域づくりを進めていくまと

めとさせていただいております。 

今回の合併検証につきましては、繰り返しになりますが、総合計画の後期基本計画にお

ける基礎資料とすることとしておりまして、委員の皆様におかれましては、計画策定にお

ける参考として、ぜひご活用いただけるようにお願いを申し上げます。 

なお、合併検証報告書につきましては、現在精査をしている内容、状況でございまして、

今後庁内決裁を経まして、９月下旬をめどに改めて成果品を委員の皆様の方に、提供させ

ていただきたいということで考えてございます。 

以上、合併検証に係る概要説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○遠藤会長 

ありがとうございました。 

ただいま合併検証報告概要版と、それから本日配布された資料の２部について、かいつ

まんでご報告をいただきました。皆さんの方から、ご質問、意見、要望一括して、お受け

をいたします。いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

次に進むとして、この２点の報告をこれで閉じさせていただきたいと思います。ありが

とうございました。 

４ 協 議  (1) 奥州市総合計画（後期基本計画）本編等（中間案）について 

○遠藤会長 

続きまして、協議に入っていきます。協議についても（1）、（2）と２つの案件が予定

されております。ひとつずつ、議論を行っていきたいと思います。まず、奥州市総合計画

後期基本計画本編等（中間案）についてご説明をいただきます。よろしくお願います。 

○二階堂政策企画課長 

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。 

私の方からまず資料３のですね、協議の前にご説明させていただきたい内容についてお話

をさせていただきます。座って説明させていただきます。 

皆さんお手元にございます。Ａ４横長のカラーの資料になりますか。「協議の前にご説

明させていただきたいこと」というものをご覧いただければと。資料３でございます。よ

ろしいでしょうか。 

まず、①でございます。前回からの体系図の変更についてということでございます。体

系図、資料４としてお示ししているところでございますが、それの左下の方に掲げている。

注意書きといいますかこれが、このシールのような形で示させていただいているものにつ

いてでございます。後期基本計画策定における新たな考え方ということで、このＡ４の資

料を読ませていただきますけれども、継承する視点は、基本構想より抜粋したものでござ

いまして、新たな視点は、基本計画レベルであることから横並びの表記を改めましたと。
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併せて、新たな視点を後期基本計画策定における新たな考え方へ改めましたと書いており

ます。その下に矢印ありまして、左から右に変えましたということを示しております。補

足でございますが、左の方には継承する視点ということで囲んでおりますけども、ここに

従来の視点四つ掲げておりますが、これはそもそも基本計画より上位の基本構想に掲げて

おる視点でございます。今回は、その中の後期基本計画を策定するための、考え方を加え

るということでございますので、その旨がきちんと伝わるように、右図の方に変わるとい

うことでございます。新たな考え方を加えると、明記したという内容でございます。これ

については、ご理解をいただければと考えております。 

それから、その下の括弧書き、大綱２の黒丸１の２については先に資料４の体系図ご覧

いただければと思いますが、大綱２番「未来を拓く育てる学びのまちづくり」の下にぶら

下がっております。箱囲みが基本施策でございますが、黒丸１の「生きる力を育む学校教

育環境の充実」とございます。この基本施策の名称も、変えさせていただいておりまして、

「生きる力を育む学校教育の充実」と、「環境」を取らせていただくということで、ご提

案をしたいというものでございます。それからその下にぶら下がる施策でございますが、

②「社会の変化に対応した学校教育の推進」と、示しておりますがここについても変更さ

せていただきたいと思いまして、「社会の変化に対応した教育環境の推進」と、このよう

に変更させていただければと思います。口頭で大変恐縮ですが、そのように見ていただけ

ればと思います。 

また、Ａ４横長のカラーの資料に戻っていただきまして、今お話した部分について変更

をさせていただくという旨、記載させていただいておりますし、これに関しては教育振興

基本計画の改定と同時に、この後期基本計画の部門別計画調整しておりまして、以前の、

総合計画審議会において、施策名に変更が生じる可能性があるということをご案内してお

りましたが、この間、変更したということでございます。ご理解いただきたいと思います。 

それから、②番、総合計画におけるＳＤＧｓの取り扱いについて、８月30日にアドバイ

ザーをお招きしまして、のゴールを市独自の解釈に置き換えた奥州市版ＳＤＧｓを作成し、

各施策と紐づけいたしますと掲げております。これに関しては、総合計画策定委員会、庁

内の会議の席で、国際的な目標であるＳＤＧｓに市の施策がどう直接的に関連するのがわ

かりづらいという意見もございましたので、これは奥州市版で何を目標にすればいいのか、

奥州市版ＳＤＧｓを作成し、わかりやすいアイコンを作って、それに結び付けるようにし

たいということでございます。これに関しては現在、作成を進めているところでございま

して、10月のパブリックコメントの前には、委員の皆様にも関連資料を送付したいと考え

ているところでございます。資料３番、それから４番に関しての説明は以上になります。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。変更箇所でありますけれども、丁寧にご説明をいただき

ましたから、おわかりかと思いますけれども、何かお聞きしたいことがございましょうか。 

よろしいでしょうか。その辺も前提に含みながらですね、次の、後期計画基本計画中間
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案についてご説明をいただきます。 

○二階堂政策企画課長 

はい。引き続きましてご説明をいたします。資料５になります。「第２次奥州市総合計

画後期基本計画中間案」をご覧いただければと思います。まず２ページをお開きいただき

たいと思います。序章でございます。第２次市総合計画基本構想、そして１番では、総合

計画とはという部分から入っております。これに関しては、３「後期基本計画策定にあた

って」から、当初は始めるつもりでございましたが、構想を確認するには、現計画の時の

冊子を開かなければ中身分からないと、これでは大変だという意見も頂戴しまして、ここ

で、前段でその構想全体の概要を、掲載したということでございます。これが２ページか

ら７ページまで、掲載をしております。ここについては、確認のため掲載をしております

ので、後で改めて確認をお願いしたいと思います。それから８ページをご覧いただければ

と思いますが、ここから後期基本計画の策定に当たってということで、基本計画策定の趣

旨を掲げておりますが、全部ご説明いたしませんけれども、いずれ社会経済情勢は刻々と

変化をしていると、下から３行目ですけども、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、市が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るため、中期的な行政運営の指針となる後期基本

計画を策定したものですと、示しております。 

それを受けて基本計画の位置付けでございますが、これも下から３行目でございますけ

ども、この基本計画の策定にあたっては、奥州市合併15年を基に実施した合併検証を念頭

に置き、基本構想を踏まえ前期基本計画の、基本的な構成と取組を継承しつつ、社会情勢

の変化等への対応という観点を交えた計画に位置付けましたとしております。 

そして、９ページから奥州市の現状の課題の分析でございまして、１番に、合併15年に

おける実績と課題の検証とございまして、先ほど報告のところで掲げておりますが、合併

の必要性として掲げております五つの項目について、改善が図られたもの、あるいは課題

について、表で整理をしているところでございます。これが10ページまでになります。そ

して11ページ、２番でございますけれど、前期基本計画の評価と課題ですが、この施策評

価については、令和元年度における中間評価、これについては皆さんに昨年度から、ご確

認をいただいて、あるいは意見頂戴しておりますものを再掲しております。これが、14ペ

ージまでとして、皆様に分科会等を経て頂戴したご意見を、15ページから16ページまで掲

げております。そして17ページに、後期基本計画策定にあたっての市民意見でございます

が、これに関しては５月にアンケートを行いまして、結果については、分科会等でお知ら

せをしているところでございまして、その中から、奥州市の暮らしやすさについて、それ

から18ページに満足度と重要度、19ページに新型コロナ関連のアンケート、この３つを掲

げております。そこから見える課題について整理しております。 

そして、20ページ（2）は、ワークショップＴＮＧＲについてです。先ほどお話した若者

等からの意見、これについての概要を示しているものです。中々情報発信、もう少しうま
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くできないかという意見等を掲げております。そして、21ページ、22ページで、総括を掲

げております。先ほど話しました（1）では、合併15年の実績と課題の検証ということで、

まとめております。先ほど報告したとおりでございまして、各種の成果が多い中で、見え

てきた課題を掲げております。それから（2）前期計画の評価と課題から、いうことでござ

いますが、全体６割強の達成状況ではあるものの、全体評価では、目指すべき都市像に向

けて着実に進んでいるとまとめております。また、この評価の中からは、これは総合計画

審議会の意見の中にもありましたけれども、市民や民間を巻き込みながら、ＳＤＧｓに取

組むための仕組みづくりが必要ではないか。市民を巻き込むためには、身近に感じられて

わかりやすい取組になるよう努めることが大切ではないかという意見を頂戴していると掲

げておりますし、22ページの方には、やはりデジタル技術の活用がポイントになるという

ことも浮き彫りになっています。 

それから（3）後期基本計画策定にあたっての市民意見からということですが、これに関

しても、そこから見える課題をいろいろ掲げております。例えば、新型コロナに関しては、

やはり新しい生活様式を徹底しながら進めるという視点が必要であります。一番下でござ

いますが、市を挙げた積極的なシティプロモーションの視点が不可欠だということが、総

括として見えてくると結んでおります。 

そして、23ページが後期基本計画ということで、策定における考え方ということでお示

しをしております。前期基本計画からの継続性と社会情勢の変化等への対応といった新規

性を踏まえつつ、社会的責務の遂行や実現可能性の向上を図りますと掲げております。そ

れから、（1）基本構想で掲げる項目ということで、先ほどお話しましたが、構想で計画策

定の視点を五つ掲げておりますし、さらには、めざすべき都市像を実現するための進め方、

四つ掲げております。その上で（2）後期基本計画策定における新たな考え方ということで、

①ＳＤＧｓの理念の具現化。②デジタル技術の活用、③未知なる感染症への対策。④市内

外に向けたシティプロモーション、ということで新たな視点を挙げているところでござい

ます。 

なお、最後に25ページ、26ページについては、「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に関して、計画期間を総合計画に合わせる変更をしますということを謳っているとこ

ろです。駆け足となりましたが以上です。 

○遠藤会長 

ただいまの第２次奥州市総合計画後期基本計画中間案について、説明されました。 

今まで説明されたものと重なっている部分もございます。ただ中々同じ言葉が随時こう

出てくると。関連付けが難しいと捉えている方も多いかなと思います。これが基本となり

ますので、今後ベースをしっかりと皆さんで理解するためにもですね。この辺の理解がち

ょっと自分としては不十分だなとかですね、その辺含めて皆さんの方からご質問等あれば

お受けいたしいたします。 

○小野寺純治委員 
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岩手大学の小野寺です。大変よくまとまっていると思います。特にＳＤＧｓの概念を入

れ込むというところについては素晴らしくまとまっていると思っています。その一方で、

デジタル技術のところがやはり少し気になりまして、例えば、23ページをお開きになって

いただきたい、この資料５の23ページのところにデジタル技術の活用というところが書い

ております。５行ぐらい書いておりますけども。そこで一番気になる表現が、下から２行

目の、ＤＸを推進するなどデジタル技術の活用を踏まえた計画を、と書いていますけども、

ＤＸっていうのは多分手段ではないはずです。デジタルを使うことによって、トランスフ

ォーメーションが起き、変革が起きる。それがＤＸです。それに応じてイノベーションが

起きて、新しい効果価値のものが生まれてくるという概念がそもそもＤＸなわけです。デ

ジタル技術はそのツールに過ぎないということをよく認識した上で、表現を少し整理され

てやっていかれる方がいいのではないかと思います。前回の委員会でも申し上げましたけ

どもやはり、少子化になって、やはり経済が衰退していく中で、新たな産業を興していく、

新たな付加価値を作っていくというものはデジタル技術をどう活用して、あらゆる産業に

ＤＸを起こしていくかというところがポイントになると思います。それは、現時点では見

えないのが多いわけですけども、そこの視点はどの産業構造においても置きながら、進め

ていくということをしなければ、単なるデジタル化の活用で終わってしまうということに

なってしまいますので、ぜひこの視点は間違いないように、履き違えないようにして欲し

いなと思っております。以上です。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。 

○二階堂政策企画課長 

はい、ご意見ありがとうございます。先生がおっしゃるとおりですね、そういった視点

を策定するうえで、十分に持ちながら進めたいと思います。ここの表現ですね、もう一度

ちょっと事務局の方で見させていただいて、直すべきものは直していきたいと思います。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

はいどうぞ。 

○及川公委員 

江刺の地域会議の及川と申します。 

財政健全化の関係で、ちょっと伺いたいと思いますが、21ページの総括と今後向けて（1）

の下段のところに、後期計画でも財政健全化計画を着実に進めます。と書かれてあります

から、もちろんそれは当然そのとおりなのだろうなと思います。私は、これからは後期計

画の実施計画が、多分作業として組まれるのでしょうけれど、多分事業費ベースの計画に

なると思います。財政健全化計画は、今年度から６年間でしたが令和８年度まで、後期計

画と同じような期間で、同時進行していくわけですよね。中々成果と見通しっていいます

か進捗というのは、いま現在詳しくはお示しできないのだろうと思いますが、ただ、やっ



13 

 

ぱりこの５年間で、どのように財政健全化が図られるのか、見通しを説明といいますか、

示していただくことも大事なのかなと思います。この中間案の本編には、改めてそのこと

詳しく掲載する必要性はないのかと思います。われわれ審議会へも、多分これからこの実

施計画等も説明あるのでしょうが、財政の計画と、事業費である５年間のバランス、いわ

ゆる整合性、そういうシミュレーションというのも、担当部署では進められていると思い

ます。その内容について、いくらか示してもらう機会があるかということをちょっとここ

で聞いていいのか私も迷いましたが、今後のためにお伺いしたいと思います。 

やっぱり良い計画を描くのはいいのですが、財政的な事情がどうなのだろうなというの

も、これから住民説明会等があれば、おそらく質問があると思いますので、私どもにも教

えていただければありがたいなと思います。ここでの質問がふさわしいかどうかちょっと

わかりませんが、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、われわれが進めている、夢のあるまちづくりといいましょうか。ひっくるめて言え

ば、そういうものと、それからそれに付随する財政、両輪でありますけれども、その辺の

バランスはどうだということの質問でよろしいでしょうか。今のお答えっていいますか、

できる部分で結構です。また、今後のこの辺の発表をどなたがどのような形でやっていく

のかとかですね、そんな具体的な案がお示しできる案がございましたら、ひとつお願いし

ます。 

○二階堂政策企画課長 

委員からお話いただいたように、やはり財政健全化を意識した計画に当然なるだろうと

いうことで、本編を作るうえでは総括のところでも、策定に向けてというところでも、財

政健全化を意識した書きぶりになっております。これを基に、計画策定を進めております。 

さらに、今後審議会の方で、財政健全化の内容、あるいは進捗について示す機会がある

のかというお話でございました。これに関しては内容について検討させていただきたいと

思います。補足がございましたら、財務部長お願いいたします。 

○千田財務部長 

財務部の千田でございます。 

先ほど及川委員さんの方からお話ありましたように、ただいま財政健全化に向けて重点

的に取り組んでいる最中でございます。スタートとしては、令和２年度からということで、

３年度から５年度の３カ年は特にも重点期間という位置付けにしております。 

さらに、４年度、５年度のこの５年間において、歳入と歳出が均衡になるような、すぐ

にはならないとしても、それを目指したこの５年間の取組をしていくということで、いま

進めているところでございます。重点期間の１年止めということで、令和３年度は進んで

いるところでありますが、当初のスタートとしてはですね、昨年度、30地区を回りまして

ご説明したとおりの内容とは、ちょっとかけ離れた内容で今スタートしている状況でござ
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います。といいながらも、ご説明したこの３年間の重点的な取組によって効果額というの

は、この３年間で何とか達成しない限りは、財政健全化にたどり着かないということでご

ざいまして、この内容については、重点項目の設定とともに財政計画の方もこれに合わせ

て見直したところでございますが、今般、この後期の実施計画を策定するにあたり、その

内容と一致しない部分があるのであれば、そこのところは随時、財政計画等も見直しなが

ら、財政健全化を進めていくという予定にしているところでございます。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。いずれにせよ両立という部分が重きを置いている部分ということ

ですかね。 

○小沢市長 

着座のまま失礼いたします。財政健全化ですね、例えば将来負担比率がどうであるとか

公債比率がどうであるとかっていうこう七面倒くさいっていうか、分かる人には分かるん

ですけども、基本的には今回の後期計画を立てる時の財政状況の指標を明らかにできれば

なと思っております。それは、大きくは三つあると思うんです。 

まずひとつはですね。財政調整基金がどのぐらいの形で推移させていくのかという、貯

金がどれだけ減るか、あるいは減らさずに増やすのかという、財調の残高。 

そして、市債の残高ですね、結果的には財政の収入が足らなければ借金して事業を行う

ということですけれとも、それが許される状況なのかどうかとなれば、やっぱり借金、要

するに市債の発行残高がどのような形で推移させていくのか、していくのかというのが二

つ目。 

そして、一番わかりやすいのは、単年度における借入金と借入の返済額、ざっくり言え

ば、正確には若干違いますが、プライマリーバランスを必ず黒字化するというこの３点を

堅持すれば確実に財政は良くなっていくということ。借りるお金を少なくして、返済額を

多くする。そして貯金の額は減らさない。あるいは予定どおりに減らしていく。理想は増

やすということであると思います。こういう部分の中でプライマリーバランスの黒字化を

するということ、要するに借りたお金より返すお金が多ければ、結果として財政は好転し

ていく。市民の皆さんにとっても数字はごまかしがきかないものですので、ひとつの目安

にできるような組み立てをしていけば、なるほど言ったとおりになっているなとか、言っ

たとおりになっていないなっていう部分の判断ができるような指標を、今回は検討してみ

たいと考えているところであります。 

ただそこのとこだけを前面に出してしまうと、本来成すべき事業がどれくらいできるの

かということもありますので、この辺の兼ね合いは十分に検討していかなければならない

と思っていますが、今のような形の中で、及川さんがお話したように、いろいろあるけれ

どもここんとこ見ればうまくいっているのかどうかっていう、ひとつの目安になるなって

いうことは、市民レベルでこう判断できるような状況を指標として提示できればと考えて

おります。 
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○遠藤会長 

よろしいでしょうか。それでは、高橋委員よろしくお願いします。 

○髙橋厚委員 

後期計画ですから、ある程度夢があればいいなという思いで一応お話しますが、人口目

標26ページの部分で自然増減が加味されて、令和８年度、５年後は10万6千人、今11万ぐら

いだったでしょうかね。私は、自然増減ばかりでなくて、政策分を加味すべきじゃないか

なと思いますが、この中には工業の振興とか書いていますので、やはりですね工業団地も

含めて、その政策の部分での数字をこの項目として入れて、例えば千人なら千人でもいい

ですから、そういうものを入れてトータルとして、奥州市の人口は10万６千人になっても

いいです、12万人でも良いですが、そういう形のものは目標ではないのかなと思います。 

先般、北上に縁故があるものですから、法事に行ってきましたが、槌音がそっちでもこ

っちでも鳴り、工業団地が拡張しています。だから、これはいわゆる政策の部分に反映す

ると思いますが、この社会増減、合計特殊ばかりでなくて政策増減を入れるべきではない

かと思いますがいかがでしょうか。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。わかりやすいご質問ですけど、いかがでしょうか。 

○二階堂政策企画課長 

今、26ページの人口目標のところに関してのお話でございました。先ほどご説明しまし

たとおり、25ページ、26ページはすでに策定をしております、奥州市まち・ひと・しごと

創生総合戦略、これに関しての取り扱いを、まず一体的に進めますということで、資料と

しておつけしているところでございまして、26ページの人口目標は、その中に謳ってある

数字でございます。さらに、総合戦略の中には、この人口目標だけではなくて、人口、政

策についてお話いただきましたけれども、それに関する様々な目標数値を謳っておりまし

て、それをクリアするということで目標を掲げているところでございます。 

さらに今、工業団地のお話いただきましたけども、各種計画はそれぞれまた部門別に計

画がございまして、その中でもはっきり示して進めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。ご理解いただきたいと思います。 

○髙橋厚委員 

わかりました。ただですね。文章で入っていますよということだと思いますが、私は違

うと思います。この辺は皆さんの感性だと思いますが、住民さんに見せるのであれば、や

はりこれは政策では何人ぐらいを目標としますよというぐらい、新たな項目として、もう

ここで入っていると言いますけど、その入っているのを文章で入れればいいわけですから、

そんな形でどうなのかなと思います。回答はいりません。私はそう思います。ということ

です。 

○遠藤会長 

はい。見せ方の部分だろうと思いますので、その辺は今後ですね。検討いただければ、
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と思います。その他ございませんでしょうか。 

ないようでしたら、質問は終わりますが、意見要望等ございませんでしょうか。この項

についての、はい、どうぞ。 

○髙橋厚委員 

思いつくままに発言させていただきます。 

私、昭和44年に衣川役場に入ったときに、当時、小野寺勇基さんという方でございまし

た。風速40メーターの風が吹きまして、高齢化世帯の後ろのエグネが、根っこ返しって知

っていますか。根っこのまま家に倒れそうになったんです。その時に、役場職員は全体の

奉仕者ということで必ず宣誓されますので、役場の建設課にお世話になっていましたから、

建設のブルドーザーを出そうと思いました。その時に小野寺勇基さんという村長さんが、

待てと、厚君これは個人がやるものだか、部落がやるものだか、役場がやるものだが、消

防がやるものだか、答えろ。と言われまして、私は窮しました。どっちだと思います。勇

基さんは言いました。公人、公人が優先だと言っていましたね。それは結論的に今の時代

がどうかわかりませんが、そういうような全体の奉仕者たる理念っていいますか、臍を職

員としてお互い磨くべきだろうなと思います。 

よって、この後期計画の実現のためには、およそそういう理念とか、エネルギーが必要

だと思いますので、部課長さんや市長さんは何回も職員と飲んで、腹を割って推進して欲

しいなと。つくづく思っていました。以上です。 

○遠藤会長 

要望と捉えてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○小沢市長 

いろんな諺があるんですけれども、煎じ詰めて考えますと、結局物を成すには人の力、

人の和をもって事業なり目標が達成されるというのが、これ古今東西常に言い得て妙とい

うか、それが必要だと思うわけでありますが、高橋委員から言われた部分については、合

併して大きくなったものの、職員ひとりひとりの意識とか、あるいは全体の奉仕者たるそ

の認識のようなものが希薄化してはいないかという危惧も含めての、ご意見だったように

も私としてはお聞き取りをさせていただいたと。本当は大きくなったのだからそれだけ大

きな力を発揮して全体の市民の皆様にお返しするだけの力を蓄えなければならない。しか

し、それが分散することによって、中々力が発揮されないというのであれば、いくら計画

を作っても、絵に描いた餅になってしまいかねないと。ですから、そういう意識ひとつひ

とつを、毎回飲み会をするのが良いかどうかわかりませんけれども、そういう意思疎通を

しっかりとしながら、千人いれば千人の力で、全体を支えるというような職員の意識高揚

についても、やっぱりモチベーションのアップと言えばいいでしょうか、大切なことなの

で蔑ろにしてはならない。というご意見として受けとらせていただきました。ありがとう

ございます。 

○遠藤会長 
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その他、ございますか。なければ次に進みたいと思います。 

よろしいでしょうか。それでは協議の２項目。後期基本計画、部門別計画中間案につい

てご説明をいただきます。 

４ 協 議  (2) 奥州市総合計画（後期基本計画）部門別計画（中間案）について 

○大平企画推進係主任 

政策企画課の大平と申します。 

協議事項（2）についてご説明いたします。着座にて失礼いたします。資料６、後期基本

計画への意見等とその対応と、資料７部門別計画中間案をお手元にご用意お願いします。

また、本日は差替え資料として、Ａ４、１枚ものの資料をお渡ししております。そちらも

ご用意をお願いいたします。 

資料６は、７月上旬に開催いたしました分科会にて、委員の皆様から頂戴した意見への

対応、回答について、部門別計画へ反映した経過をすべて一覧にしたものです。分科会で

頂戴した質疑、その場で解決した意見や持ち帰りとなった意見を併せて記載しております。

資料６については、全体に大きく関わる内容につきまして、何点か抜粋して読み上げいた

します。また、資料７については、分科会では部門別にご意見を頂戴いたしましたが、本

協議では全体にわたってご意見、ご質問等ございましたら頂戴したいと思います。それで

はご説明いたします。資料６の１ページ目の通し番号一番をご覧ください。資料７の部門

別計画全体に係る内容ですが、出された意見等では、「部門別計画について、策定年度改

定年度、計画年度があれば、わかりやすいのではないか」とご意見を頂戴いたしました。

対応といたしましては、策定年度または改定年度を記載することで、統一といたしました。 

具体的にご説明いたします。資料７の３ページをご覧ください。資料７、３ページ目の

７番、個別計画です。こちらに、「奥州市協働のまちづくり指針（平成23年度策定、令和

２年度改定）」と記載しております。このように表記を統一いたしました。 

資料戻りまして、資料６の５ページ目、通し番号22番をご覧ください。通し番号22番で

す。ご説明いたします。出された意見等で、「成果指標の表記について、Ｒ元年度を目標

としているが、Ｒ2年度のコロナの影響受けたのであれば、どこかに記載した方がよい。」

というご意見を頂戴いたしました。対応といたしましては、コロナの影響があった指標に

ついて、部門別計画へ補足説明を追記いたしました。具体的にご説明いたします。資料７

の８ページをご覧ください。成果指標に「社会教育講座受講者数対総人口比率」として書

いてあります。現状値Ｒ２年は18.41％、中間目標値Ｒ６は53％、目標値Ｒ８は55％と記載

しております。中段にあります、こちらの成果指標のところですけれども、米印にて「Ｒ

２年度は、新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、Ｒ１の数値55.97％を基に、

目標値を設定した」と、注釈をつけております。このように、コロナの影響があった指標

について補足説明を追記いたしました。 

また、先ほど協議の前にご説明させていただいた事項について、補足説明がございます。

差し替えの資料をお手元にご用意をお願いいたします。こちら、資料７の15ページから17
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ページにつきまして、何点か修正がございます。15ページ、２－１「生きる力を育む学校

教育環境の充実」について、こちらですけども「生きる力を育む学校教育の充実と変更」

となりました。また、併せまして３体系図です。こちらも、「生きる力を育む学校教育の

充実」とありまして、基本政策の展開の方向、施策のところで、２段目になりますが「社

会の変化に対応した教育環境の推進」と変更なりました。 

続きまして、差替資料16ページをご覧ください。こちらの、施策の方向、⑨番「就学等

支援の充実」と、こちらは「等」がつきました。主な取組内容についてはご覧とおりとな

っております。めくりまして、裏面になります。資料７の17ページ、施策名、２－１－２

「社会の変化に対応した学校教育の推進」につきましては、「社会の変化に対応した教育

環境の推進」と変更となりました。 

その他、資料７につきましては、全体を精査する中で、成果指標の変更加除等があった

箇所につきましては、ご覧のとおりとなっております。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

○遠藤会長 

はい、ありがとうございます。 

ただいま、資料６と資料７、中間案という形で主に変更点ですね、あと追加資料の部分

について、ご説明いただきました。 

この辺が７月に行われた部門間の分科会で協議された内容が、ここに付加されていると

捉えた方がいいかなと思います。そういった意味では、意味では部門間でしっかりとご論

議されたとお見受けしましたので、この場では主に他の部門でのご質問やら、ご意見を頂

戴できればと思います。 

部門内で、当日は発言できなくて、補足で追加説明しますというならそれでも結構でご

ざいますので、ひとつこれについて時間のある限り活発なご議論を賜ればと思います。い

かがでしょうか。 

この中間案の内容が、パブリックコメント辺りに提供されるのでしょうか。 

○二階堂政策企画課長 

本日ですね、ご意見頂戴をし、さらには議会の方にもご意見を頂戴すると。それを踏ま

えて、変更するべきは変更して、パブリックコメントが９月下旬あるいは10月という予定

でおりますので、そこまでに整えて進めたいというスケジュールになっております。 

○遠藤会長 

丁寧な論議をしながら、世に出していくという形になるということでございますので、

本日の皆さんからのご質問や意見というのが、また議論されて、載るか載らないかと。変

更するかしないかというような部分だと思いますので、その辺を皆様の方からお手伝いを

しようという考え方ですね、ご意見いただければと思います。 

どなたかございますか。はい、どうぞ、小野寺委員。 

○小野寺純治委員 
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岩手大学の小野寺です。座ってちょっと質問させていただきます。質問というか、提案

になるかと思います。先ほどデジタルトランスフォーメーションについてお話しましたけ

ども、今の時代って予測が非常に難しい時代に入っていると思うんです。総合計画という

のは過去の、今までやってきた実績を伸ばしていくっていう、そういう捉え方をするとい

うような傾向が強くて。そのためにきちっと体系を作って、そこに事業を貼り付けていく。

そうすると、遊びがないんですね。つまり社会が変わっていった時に、対応ができなくな

ってくる。でも、事業が入っているので５年間これやんなきゃいけないよねっていう話に

どうしても行政職員はなりがちになる。 

例えば、ここで言う、例えば資料７で、54ページ、いま産業の方を気になって見ていま

したけれども、54ページについて若干お話をしながら進めたいと思います。例えばここに

商業の振興があります。４－２－１の施策、これすごく大事です。例えば施策の方向の中

の②の中に、「商店街、活性化に資するにぎわいの創出」ということで、中身が斬新で集

客力、集客効果がある商店街のにぎわいを創出する事業を支援すると書いています。じゃ

あ、事業を創出するための支援策があるのか。つまり、創出された事業を支援するってい

う施策があるんですけども、それを作っていかなければやはり事業支援する事業が出てこ

ない。それをどうするのかと、ここである例えば成果主義を見ると、その重点地域商店街

の通行量、つまり、今の新型コロナではできるだけ外出しないようと言われて、多分この

傾向は今後当分変わらない。だから、人がドワっと出てくる状況ではなくて、今はどんど

ん、例えばＳＮＳで発信したり、それからAmazonとかそういうもので購入したりする時代

になってくる。そこに対応できてないですよね、ということになります。 

それから、観光の方にもやはり同じようなことがあって、61ページに、物産の振興があ

ります。それでここで、例えば「既存ブランドの普及拡大と新たな地域ブランドの確立」

これ、非常に大事なことだと思っていますけども。例えば、私が数年前に、お邪魔したあ

る企業様は、鋳物の企業様ですけども、もう水沢の鋳物っていう売り方よりは、その会社

のブランディングを作っていく、奥州市の鋳物は中国とかそちらの方に売っているけれど

も、自社はアメリカとかヨーロッパとか台湾に売っていく、そういうやり方をし始めてい

るわけです。それはＳＮＳとターゲットしっかり絞って入っている。そこに対する支援策

がここに何か出てくるかっていうと、出てこない。みんなまとめて地域ブランドになっち

ゃうんです。そうするとその中で頑張っている企業も頑張ってない企業も、一緒くたにな

るような支援策になるわけです。それは産業振興の観点から非常に難しいですけども、そ

れを解決していかないと、伸びる企業が伸びていかない。逆に押さえつけられるという状

況になります。そういうことを考えていただきたい。 

それから、特に特徴的なのは③「物産の販路拡大支援」これは、販路拡大を推進します

ということで、成果指標で首都圏の出展とか産業まつりが入っているのですけれど、いま

申し上げたＤＸが入ってくるとそういう考え方ではなくなった。そこにお金を投入するの

であればどうやって、ウェブの中で、自分たちのブランディングを作っていくかっていう
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発想になってくる、そこに対する解決策が入っていない。これを従前またこんな５年間や

っていくのかということになる。でも、これも大事です。これも既存の施策も、今までや

ってきているからすぐ切るわけにいかない。そうするとこういうことをするためにはどこ

かで少し遊びを作って、調査事業みたいなのを入れながら変えていくっていう取組をしな

ければ、既存の事業しかないので、その中で泳がなきゃいけないってなるとどうしても、

考え方が限定されてしまう。結果的に既存の事業をまずこなすことに入ると、どういうこ

とかというと、新型コロナが続いたとしても新物産まつりやるから、人をぜひ集めるとい

う、変な動きになってしまう。そういうことはぜひ避けるような、もっとやわらかい施策

を作っていかなければ、硬直した施策の中では、新しい社会に対応したＤＸは出てこない。

と、いうことはぜひお考えになっていただきたいと思っております。それは観光にもいえ

ることだと思います。農業にもいえることだと思います。是非、そういう形で、大きな金

額ではないんだけど、そういう新しい社会に対応した調査研究みたいな取組、トライする

みたいな、そういうものをちょっと入れておくということで、そこで泳ぐということがこ

れから必要になってくると思いますので、先ほど課長さんがきちっと一言文言変えるだけ

でも、偉いこの計画は大変なので、そこを作っていかなければ、泳ぎができなくて、やり

たいけども、５年間待たなければならないという話になると本末転倒になるので、ぜひそ

ういうことは考えていただきたいというご提案です。以上です。 

○遠藤会長 

提言をいただきました。 

これからの５年間、後期計画の5年間の時間軸は５年っていうのはあるんですけども、そ

のやっぱり進み方が、10年前の５年と、これからの５年ではもう大分違ってくるというよ

うな観点での提言だとお受けします。 

提言としてはお受けしながら、何かご意見あればと思います。 

○二階堂政策企画課長 

はい。今、商業あるいは観光物産、その辺の事例をお話いただき、これはすべてに関わ

るお話だと認識いたしました。まさに５年前、策定いたしました前期計画、これを見まし

ても、かなりこの５年間で、様子が変わっているんだなということは、非常に実感してい

るところでございます。おっしゃるように、この計画に縛られて何もできない硬直化して

いるという部分が危惧されるお話でしたけども、おっしゃるとおりだと思います。この辺、

如何にですね、泳げるっておっしゃいましたけども、計画で枠を小さくしてしまわないよ

うな書きぶりをどうすればいいのか、その辺については検討させていただきたい。 

○遠藤会長 

ありがとうございます。他にございますか。 

○佐藤恒一委員 

水沢青年会議所の佐藤恒一と申します。よろしくお願いいたします。本日、資料７のと

ころについてお伺いしたいと思います。私、青年会議所ではですね、部門が違うのでちょ
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っと意見いかがかなと思っていたとこだったのですが、交通安全について、一言申し上げ

させていただきたいと思います。 

８日に、胆沢青年会議所で防災マップを作ろうということで、県の職員さん、退職され

た方、防災サポーターの方をお招きして、子供たちと一緒に、小学校の通学路である町中

を歩いて危険箇所はないか、ブロック塀がどうなのか交通がどうなのか歩かせていただき

ました。 

その際ですね胆江新聞さんには記事にしていただきましてありがとうございます。そし

て、私も調べて分かったんですけど本当に教育委員会の皆さんがですね、毎年その通学路

の危険地域を確認してですね、ここ直そう、ここ危ないなんてことをやってくれているん

だなということで非常にありがたいと思います。自分自身が小学生の親となってわかった

のが、本当に地域の方が育成会の頃からですね、地域のコミュニティーが奥州市と強くて、

皆で子供たちを守ろうという意識がある。その中で、記憶に新しいですが、Ｚホールの前

で子供が亡くなられた事故もありまして、本当に交通安全ゼロにしたいなと、子供の被害

ゼロにしたいなと、私は常々青年会議所で活動しております。その際ですね、既存の今の

道路インフラの中で比較的事故は少ないですが、奥州市は例えば、新しい道路や新しい橋

ができた時の事故が一気にはね上がってしまう。例えば、リサイクル伊藤さんのところの

交差点で事故が多発したりだとか、もともと多いのは例えば、南中学校のジョイスの十字

路だったりとか、近年では小谷木橋の所ですね、新しい橋ができ上がった羽田側のところ、

ファミリーマートの交差点ですね、私も車で確認しましたが、ひどい時は１週間に１回事

故があって車がレッカーされていました。それぐらいですね、非常に羽田側の事故が多か

ったと思っています。今は羽田側の交差点は特に当然信号機がない状況の中で、質問です

けれどもこの信号機など国の対策っていうのは何か、市としてお伺いしているのか、そし

て信号機など安全対策が整うまでの間、市としてどのような取組をなされるのか、この２

点がまず質問です。 

そして、こちらの私も手前勝手な意見でございますが、例えば奥州警察署なんかは比較

的の交通事故の情報なんか掲示していただけるんですけども、その資料を奥州市として連

携して広報奥州に交通安全について、今こんなところ危ないからみんな気をつけてという

ページを設けていただきたいとか、または、奥州市としてその事故の状況なんかをまとめ

てですね、例えば金ケ崎の免許センター更新の際、来た方に資料を配って、今ここで事故

多いから皆さん気をつけてねっていうのも、まだ比較的予算少ない中でもできるのかなと

思っております。以上質問２点、意見２点でございます。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。 

具体的なご質問、ご意見でございますので、もし、答弁できる方おりましたらお願いし

ます。 

○小野寺市民環境部長 
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市民環境部の小野寺と申しますよろしくお願いいたします。貴重なご意見、ご提言まこ

とにありがとうございます。今のご発言をいただきましたですね、交通事故の関係につき

まして、小谷木橋の管理につきましてはですね特に市民の方々の、注視といいますか、か

なり関心の方も高かったようでございますので、特に開通した時期に事故がちょっと多か

ったことにつきましてはこちらの方も認識をいたしまして、警察、もしくは道路管理者の

方々の方に、ご連絡をいたしまして、暫定的でございますが、表示板等を設置するなど、

対策をしているところでございます。 

なお、信号などのそういった施設に関しましては、どうしましても警察の方の公安委員

会関連の設置計画の方が優先されることでございますので、これに関しましては、警察と

行政等が入りました協議会の方が設置されておりまして、各地域の方々もそちらの方に参

加をいただきまして、ご意見、要望等をいただいております。あとは、公安委員会の基準

等ございますので、それらを基に交通量とか、最近の事故の実績とかを基に年度計画の中

で、例えばこちらの胆江地区は胆江地域の意見を、県の方に持っていくという、そういっ

た流れがございます。そうした中、特に市といたしましては、特に交通指導員さんの方々

に、特に小谷木橋の管理につきまして、注意の時間、巡視の時間を長めにとっていただき

ますとか、そういった形で注意を図っていただいたところでございます。 

なお、最後のご提言をいただきました事故の発生情報ですとか、そういったものに関し

ましては、広報とかホームページでどういった形でできるのか、ちょっと現状私も詳しい

ところまだ掴んでおりませんが、そういった発信体制につきまして、担当課の方に伝えて

まいりたいと。考えているところでございます。ありがとうございました。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。 

実は先週ですか。警察の関係協議会が開催されまして、令和４年度の岩手県としての交

通安全施策、それに対してどのように奥州警察署管内で臨むかということで、協議がされ

まして、ご指摘のとおり、小谷木橋の羽田側ですね。これについては旧国道から新国道で

交わるところ、そこにその信号機を付けるような要望をすると。いうのが１点。 

もうひとつ今、東バイパスで、指摘あったとおり、リサイクル伊藤さんの所だとかです

ね。あそこの横断歩道は残念ながら、交通事故を減少させるためには裸の横断歩道という

のは非常に危険であるということから、あそこと、もうひとつ北側、そのお寺さんのとこ

ろですね、中学の前を通ってくる。あそこの横断歩道をなくす提案をするという形で一応

まとまったような気がします。４年度の施策ですね。ちょっと付け加えます。 

○髙橋厚委員 

ＩＬＣは重要項目だと思いますが、この大綱の中で何番に入っているのかお聞かせ願い

たいのがひとつ。それからですね、グリーンツーリズムは、観光に入るのかなと思ってい

るんですけど、いわゆる交流人口を増やすという考え方は、観光なのかどうか、これむし

ろ別立てじゃないかなと思うのですけど、その辺の整理の仕方もあると思いますし、まし
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てやＩＬＣの分については、別立てでやった方が良いのではないかと、入っているかもし

れませんがちょっと随分見ていませんので、質問も含めて、ちょっとお聞かせください。 

○二階堂政策企画課長 

はい、１点目のＩＬＣの件でございましたが、体系図でもですね。それから、先ほど私

が説明いたしました、基本計画中間案の冒頭で、こういう形でまちづくり進めていきます

よという基本構想の振り返りということでありましたけれど、この大綱とはまた別のプロ

ジェクトが二つあるという形でございます。ひとつは人口プロジェクト、そしてもうひと

つが、ＩＬＣプロジェクトということで、ＩＬＣプロジェクトは、分野横断の全庁を挙げ

て、取組むということで冒頭にてはっきり謳っておりますので、そちらで一生懸命やると

いうことでございます。 

○佐賀商工観光部長 

はい。商工観光部の佐賀でございます。よろしくお願いいたします。 

２点目、ご指摘いただきましたグリーンツーリズムの、関係の記載という部分でいきま

すと、今日お渡しの資料のですね、62ページになります。施策面のところは４－３－３と

いうことで新たな体験型観光の推進っていうことで、真ん中ところに②「農業体験メニュ

ーの充実」という形で掲載の方はさせていただいてございまして、観光コンテンツとして

ＰＲしていくと、農家民泊農業体験メニュー等の充実を図っていきたいということで一応

グリーンツーリズムについてはここの部分で掲載をさせていただき、事業の推進に当たっ

ていきたいと考えているところで、よろしいですか。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか、はい、若生委員どうぞ。 

○若生和江委員 

奥州めぐみネットの若生です。 

先ほどいろいろデジタル化のことについて、いろいろ変化が大きくてっていう話があっ

たのと同じように、いろんな課題に対して、ＳＤＧｓの17の目標が、それぞれ１項目じゃ

なく絡み合って考えないと解決していけないっていうところも、すごくこの後の何年かの

変化って大きいものだと思います。それに関して、問題が多様化してきているっていうこ

とをしっかりこう書かれてあるんですが、それに対して行政だけでなく、例えば青年会議

所さんとか、ＪＡさんとか、企業さんとか、いろんな市民団体とか、地区振興会とか、い

ろんな関わる人たちが、話し合いながら、あとは行動を一緒にしながら課題解決していか

ないと駄目だよねっていうところを、もう少し強く書いていただいて、それをしながらそ

のいろんな事柄が何か出てきたときには対応していけるようにする中身をはっきりと打ち

出してもらいたい。今、個々のことを想定しきる中々難しいと思うんですが、そういうこ

とが起きてきたときには、こうして行きましょうっていう方向性をもう少し強く打ち出し

てもらえれば。さっき出ていた意見というのが生かされていくのではないかなと思います。 

○遠藤会長 
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よろしいですか。 

○二階堂政策企画課長 

ご意見ありがとうございます。ＳＤＧｓ含めてひとつの施策なり含めるうえでは多様な

問題が絡んでいると、その先にあるＳＤＧｓのですね、いろんなところに紐づくのかなと、

ご意見とおりだと思います。これに対して、先ほどご説明いたしましたとおり、今度庁内

のワーキンググループの中でもですね、ＳＤＧｓについての協議をしようと、アドバイス

をいただきながら、協議いたしますし、それから、市としてどこを向いてという部分の奥

州市版ＳＤＧｓ、これについても取組したいということで進めております。その中で各分

野横断型の協働になるＳＤＧｓの部分についても、課題を共有して、表し方についてもご

検討させていただければと思います。 

○遠藤会長 

よろしいでしょうか。 

奥州市版ＳＤＧｓの体系図でしょうかね。そういうものを検討してくということでござ

いますのでよろしくお願いします。予定の時間も近づいてきましたけれども、あと、お一

方ぐらいございませんでしょうか。よろしいでしょうか 

○高橋智史委員 

公募委員の高橋です。ありがとうございます。また今日参加したので一言何かしゃべら

なきゃと思ってなんですけども、先ほどのワークショップのＴＮＧＲのところでも、結果

をちょっと見させていただきました。平均年齢34.7歳ということで、多分高校生とか中学

生も、いろいろこれから将来を考える上で、自分の奥州市を良くしたいっていう思いを持

っている高校生とか、中学生とかもいらっしゃると思うので、もし何かの機会の時にＴＮ

ＧＲのもう少し低年齢版といいますか、高校生中学生の意見なんかも反映されると、計画

自体も高校生あたり中学生の方も、自分たちが想い描いたものといいますか、そういった

ものが反映されているなとか、もう少し自分たちのこととして、将来の収支を考えるきっ

かけになるんじゃないかなと思いますので、そういった機会が今後可能であれば、市民に

意見調整のところもあると思うので、そういったタイミングの時にですね聞いていただけ

ればいいのかなと思います。私は今年32歳ですけども、まだまだ皆さんから比べるとまだ

全然若い、まだ若者ですけども、私たちからすると、もう本当に18歳、17歳、16歳はもう

別次元の子供たちっていうか世代といいますか、日々社会が変わっていく中で、次の社会

を作っていくのはそういった子たちだと思いますので、そういった子たちの意見も徴収し

て反映されると、なお良いと思いました。 

○遠藤会長 

ありがとうございます。広くいろんな意見、いろんな層の意見を聞いてくれと。そうい

った取組だと思います。よろしいですか。 

○二階堂政策企画課長 

はい、ご意見ありがとうございます。 
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ご趣旨の未来ということになると、やはりそういった高校生、中学生の方々のご意見も、

ということで、そのとおりだと思います。ちなみに、昨年度、奥州市の未来を語る会、そ

の意見聴取の場がありまして、その場で、高校生各学校から代表を集まっていただきまし

て、市長とまちづくりについて大いに語ろうという機会を設けまして、なるほどと思うご

意見がかなり書かれております。そういったことも参考にしたいと思いますし、これから

も今お話しましたとおり、奥州市の未来を語る会というタイトルの広聴の手段を掲げてや

っておりますので、そういった機会に高校生あるいは中学生からの意見も参考にさせてい

ただきたいと思います。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございました。それらの、本日案件のご意見は尽きたかなと判断させ

ていただきます。短時間でのご議論にご協力いただくことに感謝申し上げながら、私はこ

こで締めたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

○千葉総務企画部長 

遠藤会長議事進行ありがとうございました。 

事務局から本日用意いたしました協議事項等は以上です。その他、皆様から何かご質問

ご意見等はございますか。 

それでは、事務局から事務連絡です。今後のスケジュールについてご説明いたします。 

○二階堂政策企画課長 

それでは、今後のスケジュールについてお話をさせていただきます。お手元今後のスケ

ジュールについてというタイトルの資料をご覧いただきたいと思います。今回ご協議いた

だきました、本編、あるいは部門別計画の中間案につきましては、パブリックコメント、

それから懇談会等に提出をいたします。併せて９月中には、最新版をこのパブリックコメ

ントにかけるベースのものを委員の皆様の方に、お送りしたいと考えております。 

そして、次回の第３回総合計画審議会でございますが、11月５日を予定としております。 

内容といたしましては、奥州市総合計画後期基本計画最終案について、ということで諮問

をさせていただく予定としております。そして、最終案へのご意見の状況によっては、さ

らにご協議いただく場として11月19日。第４回の総合計画審議会開催を予定しております。 

その後、11月の下旬に会長より、最終案の答申を頂戴するということで、スケジュールを

予定しているところでございます。事務局からの連絡は以上でございます。 

○千葉総務企画部長 

ただいまの事務局の説明の今後のスケジュールについてご質問等ございましたらお受け

いたします。ございませんか。 

それでは以上をもちまして、令和３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。 

 

─午後３時43分閉会─ 


