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令和３年度第３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11月８日（月） 午後２時 

(2) 場所 奥州市役所７階委員会室 

 

２ 議題 

 (1) 報告事項１ 奥州市総合計画前期基本計画における令和２年度成果指標実績値について 

(2) 報告事項２ 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略KPIの実績値について 

(3) 報告事項３ 奥州市版ＳＤＧｓの作成について 

(3) 協議事項１ 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間延長について 

(4) 協議事項２ 奥州市総合計画後期基本計画（最終案）について 

(5) 諮問    奥州市総合計画後期基本計画（案）の諮問について 

 

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   佐々木一恵   三浦 千春 

菊池  藍   菅原 かおり 

３号委員 小野寺純治   山本  健   小野 綾子 

４号委員 和川 理恵 

（3） 欠席委員 ２名 

２号委員 千葉 利幸   高橋 智史    
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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３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19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、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。また、本審議会

の運営につきましては、委員各位の積極的議論、かつ、建設的な提言をいただいているこ

とに感謝と御礼を申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染状況は全国的に急激な低下傾向にあり、岩手県において

も約 1か月近く感染者が確認されていない状況が続いております。この状況を好感して考

えますが、私たちの社会活動や経済活動、加えて人流も社会実験と称して、コロナ禍と共

存を模索している段階に差しかかっております。明るさと一抹の不安が入り混じる今日こ

の頃ではないかと思います。また、奥州市に目を転じてみますと、課題として奥州市立病

院、診療所改革プラン、行財政改革と市民負担、特にも私自身は広大な奥州市における、

上水道のインフラの問題と市民負担、公共施設や不良資産の処分問題など、課題山積して

いる状況と考えます。このような厳しい状況下においても、健康で明るい希望の持てるま

ちづくりを忘れてはなりません。奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略の、積極的推進

に期待するところでございます。私たち市民の一員として、微力ではありますがベクトル

をあわせ、推進していくことを確認していきたいと思います。 

さて、本日はご案内のとおり、奥州市総合計画後期基本計画について、事務局から説明

を受けたのち、委員各位から意見を頂戴し最終案に向けての協議を行いたいと思います。

そののち必要に応じ暫時休憩し、事務局に最終案の修正をお願いし、審議会としての最終

案を確認していきたいと思います。 

本日の日程の最終目標は、小沢市長から審議会に諮問をいただくところまで、進めてい

きたいと考えます。委員各位には、改めまして、本日のスケジュールをご確認、ご理解い

ただき、議事進行にご協力をお願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

○千葉総務企画部長  
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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。委員の皆様におかれましてはそれぞれご都合もあったことと

思う時、このように多くの皆様に後期計画に対する審議へご出席いただき大変ありがたく

感謝申し上げます。 

本日の流れについては、遠藤会長の方からお話がありましたとおり私の方から、審議会

の方に諮問をいたしまして、その内容について再度確認をしていただきながら、答申案を

まとめていただくという第一歩になるわけでございます。 

これまでの審議会におきましてご審議いただいた内容、あるいはパブリックコメント、

市政懇談会などで頂戴いたしました意見については、計画に反映するよう作業を進めてま

いりました。内容をご確認いただき、ご了承いただければと考えているところであります

が、やはり奥州市の将来にわたってこうあるべきだというような、ご提言も含めて感じる

ところ、あるいは考えるところがあれば、ご忌憚のないお話をいただければと考えている

ところでございます。 

遠藤会長の方からは、病院、診療所の改革プランについても少し言及をしていただきま

したけれども、いずれ末永くこの場所で奥州市内のそれぞれの地域で安心して生活ができ

るために、どうあればいいかという部分においては、市立の医療機関の役割も極めて大き

い。しかしながら、これを継続的に運営していくためには、どうあればというようなこと

もしっかり考えていかなければならない。今、悩みながら様々な関係する方々のご意見を

取りまとめ、前に提出した内容とは違う形の中で案を取りまとめていくべく作業をしてい

るところでございます。 

また、上水道あるいは下水道についても、本当に近代的な生活を営む上においては欠く

べからざる、社会インフラであります。これを、安心安全な形で維持していくとためにし

っかりとこれも手当をしていかなければならない。転じて、15年の合併を経過した昨年を

元に、様々な合併検証をさせていただきました。合併当時から見たら数百億円の借金の残

高を減額し、そして、合併当時よりもかなり多くの財政調整基金も積み上げることができ

たと。今、その積み上げた財調を少しずつ取り崩しながらということで、行革とマッチン

グさせる形の中で、単年度の収支均衡を図ろうという、試みを行財政改革の中で行ってい

るところであります。そのような試みをしっかりと前に進めることによって、やはり奥州

市は住みよい地域だな、ここに生まれて良かったなと実感を持って、感じていただけるよ

うな、そのようなまちづくりを皆様とともに進めていくことができればと考えております。 

少し長く話してしまいましたが、皆様方の積極的なご発言を大いに期待申し上げ、冒頭

の挨拶とさせていただきます。本日は皆様どうぞよろしくお願いいたします。 
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３ 報 告 (1) 奥州市総合計画前期基本計画における令和２年度成果指標実績値につい

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

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 

それでは次第に則りながら進めさせていただきます。 

本日は報告事項と協議事項が用意されております。なお、15時15分後目安に、約１時間

ですけれども、協議を終了したいと考えておりますのでスムーズな進行にご協力を賜れば

と思います。 

それでは(1) 奥州市総合計画前期基本計画における令和２年度成果指標実績値について

事務局の報告を求めます。 

○二階堂政策企画課長 

事務局政策企画課二階堂でございます。よろしくお願いいたします。それでは座って説

明をさせていただきます。 

報告に入る前に、もう一度確認をさせていただきたいと思います。資料の方は、「後期

基本計画の諮問から答申への流れについて（事務局案）」という、カラーの資料をご覧い

ただきたいと思います。先ほど会長からのご挨拶の中でも触れていただきましたが、改め

て本日の会議の流れ、諮問から答申に至る事務局案についてご説明をさせていただきます。 

カラーの横長の資料でございますが、まず本日の第３回審議会についてでございます。

米印で掲げておりますが、本日のメインは総合計画後期基本計画の最終案となりますが、

その前に、例年この時期にご報告しております総合計画と総合戦略の進捗状況についてご

報告をいたします。併せまして、奥州市版ＳＤＧｓ決定のご報告、それから総合戦略の期

間延長について協議させていただく予定でございます。 

そして、その下に太文字で掲げておりますが、最終案の協議、諮問、答申に向けた意見

集約という部分でございますが、奥州市総合計画後期基本計画の最終案について、各方面

からいただいた意見と、その対応等についてご説明をし、それを踏まえて改めて皆様から

ご意見を頂戴したいと思います。いただいたご意見を踏まえ、最終案に修正が必要な場合

は市として修正を行いたいと思います。その上で、市長から審議会の方に諮問をさせてい

ただきたいと考えております。 

星印のところですが、ここに関しても、先般、遠藤会長と打ち合わせさせていただいて
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おりますが、できれば次の答申に向けた付帯意見などに関する意見を頂戴したいと存じま

す。なお、本日以降に改めて意見を出したいという委員におかれましては、11月12日、今

週の金曜日までということで時間がない中恐縮でございますが、お渡ししております様式

によりまして、次期事務局までご意見をお寄せいただければと思います。 

その下のカラーの帯のところでございますが、本日のご意見を加えまして、11月12日ま

でにお寄せいただいたご意見を踏まえて、事務局として整理をしまして会長と協議のうえ

答申案を作成したいと思います。 

そして、次回11月19日、第４回審議会でございますが、答申案を皆様にお示ししまして、

それに関する協議をお願いしたいと思います。そこでの議論を答申書に反映させたうえで、

最終的にその場で審議会から市長に答申をいただくというスケジュールを想定しておりま

す。繰り返しになりますが、今ご説明いたしました流れについては、あくまで事務局案で

ございますので、議論を踏まえ必要な手順を経て答申をいただく考えですので、皆様方に

は何卒よろしくお願いをいたします。 

それでは改めまして、報告の(1)に入ります。「令和２年度成果指標実績値について」で

ございます。例年、総合計画審議会の席でご報告しております、成果指標の実績値につい

てお知らせをいたします。資料１は令和２度の施策の実績を、過年度からの推移と併せて

掲載しております。施策評価は、基本計画の中間年と最終年を対象に実施することとして

おりまして、昨年度は前期基本計画の中間評価をする年度でございましたので、10月に成

果指標の実績値を皆様にお知らせし、その後分科会を開催して意見をいただいていた経過

でございます。今年度は、施策評価の年度ではありませんが、実績値がまとまりましたの

でその数値をお知らせするという形になります。初めに、大変恐縮でございますが、資料

に訂正がございます。ページを開いていただいて、15分の１ページをご覧ください。 

その中の２番の施策の達成度合いを測る指標でございますが、本日配付しております差

替も併せてご確認をいただければと思いますが、一番上の「ホームページへのアクセス数」

ですが、平成28年度の実績値が70万件と表記されておりますが、実際は254万1288件となり、

差替の方が正しい恰好になりますので、その点ご確認をお願いいたします。それから、差

替の裏面をご覧いただければと思います。15分の９ページでございますが、真ん中あたり

に「製造品出荷額等」という指標がございます。これも差替と比較いただきたいのですが、

年度の数値が一つずつずれておりまして、正確には本日お配りした差替の方をご確認いた

だきますようお願いいたします。大変申し訳ございません。 

そして改めまして全体の説明ですが、ここでは時間の関係上すべてをお知らせできませ

んので、表の見方だけ改めて確認をお願いしたいと思います。 

前期基本計画の初年度が平成29年度で、平成28年度にその策定作業を行っておりまして、

都合、現状値となっておりますのが平成27年度の数字となっております。最終目標は、前

期計画の最終年度である令和３年度になっております。全体的な傾向を見ますと、令和２

年度の実績はコロナ禍によるイベント等の自粛が影響し、数値が下がっているところ、逆
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にステイホームということで数値が上がっているところもございます。例えば１ページの

上の表の真ん中にあります「市内地区センター利用者数」を覧いただきますと、令和元年

度までの数値が毎年度60万人前後で推移してきたものが、令和２年度は39万7,000人となっ

ております。目標値の65万2,000人に大きく及ばない状況がわかります。同じ理由でござい

ますが２ページ、上段の「潤い豊かなスポーツライフの推進」は、これもやはり多くの分

野で令和２年度実績値が少なくなっております。もう一つの例でございますが、飛びまし

て11ページをご覧いただければと思います。表の一番上でございますが、「新規高卒者の

管内就職率」を見ますと、令和２年度の数値が52.5％と上昇しております。これは、コロ

ナ禍で就職先の地元志向が強くなったことの現れだと推測されます。このような形で６つ

の大綱の基本施策ごとに、15ページまで成果指標を列挙しておりますので、ご確認をお願

いいたします。なお参考としまして、資料２でございますが、事務事業の評価一覧をお知

らせしております。表紙をめくっていただきますと、行政評価事務事業評価実施結果とし

て総括表を掲げております。「Ａ１」、「Ａ２」が十分な成果が得られたという評価でご

ざいまして、大綱ごとに見ますと先ほどもご紹介したことと関連いたしますが、コロナ禍

で、生涯学習やスポーツの機会が少なかったことなどが影響しまして、大綱の１番「みん

なで創る生きがいあふれるまちづくり」の評価が例年より少なくなっております。逆に、

Ａ評価が最も多いのは２番の「未来を拓く人を育てる学びのまちづくり」でございまして、

学校等の環境整備、幼稚園小中学校の改築改修改築が計画に従って進んでいること。ある

いは、学習に関しても外国人講師招へいや、地域の協力を得た教育を進めていること。あ

るいは、相談体制の整備にも努力していること等々で評価の高い事業が多いという結果に

なっております。ここに関しても、個別の説明は省略させていただきますが、全部で714

の事業について評価した資料でございます。各自恐縮ですが、ご確認いただければ幸いで

ございます。なお、令和３年度が前期計画の最終年度でありまして、来年度は施策に関す

る評価の年度となっております。最終の目標値に対してどのような成果が上がって、取組

は十分だったのかなどについて、内部評価したものを総合計画審議会に報告し、それにつ

いての意見などを審議会から寄せていただくことを想定しておりますので、ご承知おきい

ただきますようお願いいたします。報告１については以上でございます。 

〇遠藤会長 

ありがとうございました。報告１の内容でございますけれども、この場ではですね、意

見を頂戴いたしませんが、協議の中で、合わせて皆さんの方から質問、理解を頂戴すると

してもよろしいでしょうか。 

（質問、意見なし） 

はい。続きまして、事務局より、報告をお願いいたします。 

(2) 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略ＫＰＩの実績値について  

〇二階堂政策企画課長 

それでは引き続きまして資料３を、ご覧いただきたいと思います。 

第２期の総合戦略でございますが、令和２年度、2020年度初年度としまして、令和６年
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度、2024年度を最終年度として策定をしております。総合戦略の目標値は、そもそも、最

終年度の数値しか掲げておりませんので、よって、この表の2024目標値に向けまして、５

か年でどう取組むのかが問われております。表には2020年度実績値という欄に数値が入っ

ておりまして、これが今回ご紹介している数字となりますが、これはあくまで進捗状況を

説明するために、実績を表したものでございます。これも例年この時期に行われます、総

合計画審議会でご報告しているものとなります。これも表の見方として、一番上の「社会

増減」というところを見ていただきますと、2020年度は就職や転居などで増減した、いわ

ゆる社会増減がマイナスで284人になっていることがわかります。計画策定時のマイナス

295人とあまり変わらず、2024年度の目標にも、あまり近づいていないように見えますが、

ここでは記載されておりませんが、それ以前の2017年度は519人のマイナスであり、それ以

前もマイナス300人余りとなっておりますので、改善はされていると。2024年度の目標に向

けてさらなる取組が必要になっている状況がわかります。その他、全体を通してみて、成

果が上がっているもの、逆に、努力が必要なものの主なところを簡単にご紹介いたします

と、１ページ真ん中の「新規高卒者の管外就職率」は先ほどご紹介したとおり、増加して

おります。その３つ下の「認定農業者である法人数」も目標値を上回る数字となっており

ます。次のページに進んで、上から３番目「製造業従業員数」も数値が上がっております。

企業誘致や、企業誘致に伴う地場企業などの雇用拡大が進んでおります。その次は「観光

客入り込み数」、「外国人観光客入込数」でございまして、いずれもコロナ禍で大きな影

響を受け、数値が伸びていないということが実態としてわかります。以下、観光に関する

指標は軒並み減となっております。３ページに進むとそれから２つ目の「市移住サイトの

閲覧数」については、コロナ禍の影響で大幅に増えております。そこから下の方に「ふる

さと応援寄付件数」について、これはかなり努力しておりますし、ステイホームも影響し

た形で、目標を大幅に上回る数字となっております。これらの流れをいかに市の活力に結

びつけるかが大きな課題となります。このページの下２つ、「各種教育講座受講者数」、

「地域リーダー養成講座受講者数」は、コロナ禍で大きく減少しております。令和２年度

の実績値について、ざっとご紹介いたしましたが、協議の部において兼ねてからお話して

おりましたとおり、総合戦略の期間延長とそれに伴う目標数値の変更等について、お諮り

したいと考えておりますのでよろしくお願いをいたします。この件に関する報告は以上に

なります。 

〇遠藤会長 

ありがとうございました。ただいま報告事項について、ご説明がございました。これか

ら協議に入るわけですが、質問等ご発言のある方については、挙手でお願いを申し上げま

す。なお、先ほども連絡ありましたとおり、議事録作成のため、お手元のマイクを利用し、

ご発言をお願い申し上げます。発言の際はお名前をお願いいたします。 

それでは、ご質問、ご意見、ご要望を一括してお送りいたします。ございませんでしょ

うか。はい、若生委員どうぞ。 
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〇若生和江委員 

奥州めぐみネットの若生です。報告のところの（3）は行わないで、協議の方に入られる

のですか。 

〇遠藤会長 

（3）はこれから行います。 

〇若生和江委員 

はい、わかりました。 

〇遠藤会長 

資料は事前配付されておりますので、熟読されて、ご理解いただいたということで、今

日はご意見ないわけですけどよろしいでしょうか。それでは次に進んでいただきます。 

それでは報告３「奥州市版ＳＤＧｓの作成について」ご説明いただきます。 

(3) 奥州市版ＳＤＧｓの作成について  

〇二階堂政策企画課長 

はい。それでは報告３「奥州市版ＳＤＧｓの作成について」ご報告をいたします。昨年

度から引き続きまして、総合計画に関して議論を頂戴しております。後期基本計画が新し

い考え方では、ＳＤＧｓの具体化をうたっておりまして、皆様からはＳＤＧｓと施策の関

連性についてご意見を頂戴してまいりました。８月17日の総合計画審議会では、ＳＤＧｓ

が意図するものを目指すために、私たち奥州市民がまず取組むべきことをわかりやすく表

すことを目的とした奥州市版ＳＤＧｓの作成について、お知らせした経過でございます。

９月には、奥州市版を委員の皆様にお知らせいたしまして、それとともに、後期基本計画

との紐づけについてもお示ししております。この間、奥州めぐみネット様、他関係者の皆

様にご協力いただきながら作業を進め、パブリックコメントなどからも意見を頂戴しまし

て、奥州市版ＳＤＧｓを先般の庁議で決定したところでございます。以降、資料は４―１

番をご確認ください。１番、目的の５行目からでございますが、ＳＤＧｓは世界的な取組

であり、地域ごとに取組むべき課題が異なるとともに、解釈も人それぞれであるため、関

係者の共通理解を図る必要があると考えております。このことから、子供からお年寄りま

で、ＳＤＧｓをより身近なものととらえ、市民が一つとなって、ＳＤＧｓに資する取組を

推進していけるよう、ＳＤＧｓに市の特徴を取り入れるなど、馴染みやすいものとした奥

州市版のＳＤＧｓを作成しております。例として２番「おいしいと安全を届けようという」

キャッチフレーズで、米どころらしいアイコンとした。奥州市版ＳＤＧｓと、それを目指

した先にあるＳＤＧｓの「飢餓をゼロに」というものを例として、奥州市民として何を目

指すべきか、どう取組むべきかをイメージした図を掲げております。 

その下、策定の経過でございます。（1）第２回総合計画策定庁内ワーキンググループ会

議におきまして、ＳＤＧｓの概要について学習をしております。 

（2）としまして複数の参考資料をもとにＳＤＧｓの解釈一覧表を作成しております。（3）

でございますが、第３回総合計画策定庁内ワーキンググループ会議におきまして、（2）の

解釈一覧票をもとに、奥州市環境市民会議、奥州めぐみネット様にアドバイザーとして協
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力いただきまして、総合計画の施策とＳＤＧｓの17のゴールの関連性を確認させていただ

いております。また、ワーキンググループ員にて奥州市版ＳＤＧｓにおけるキャッチフレ

ーズ案、それから奥州市版ＳＤＧｓのアイコンのイメージなどを検討しております。そし

て（4）でございますが、（3）の奥州市版ＳＤＧｓキャッチフレーズ案などをもとに、奥

州市版ＳＤＧｓのアイコン案を作成した経過でございます。米印に掲げておりますが、奥

州市版ＳＤＧｓ作成のための解釈一覧やオリジナルアイコンなどは、庁内の職員が作成を

しております。そして３番の趣旨はＳＤＧｓの今後の活用についてでございます。（1）総

合計画、総合戦略の推進において、奥州市版ＳＤＧｓを意識した取組を進め、理解を深め

てまいります。（2）市の将来を担う世代や、協働の担い手、連携企業などの多様な主体か

らの意見を取り入れながら、奥州市版ＳＤＧｓの普及や具体的な活用策を検討し、推進し

てまいりたいと考えているところでございます。 

そして、資料の４－２でございます。国連版と奥州市版との解釈などについて、表して

おります。 

例えば、１ページ目１番下の９番の国連版のアイコンでは「産業と技術革新の基盤をつ

くろう」として、箱が重なったようなデザインとなっておりますが、奥州市版では「先端

技術を活用できるまちを目指そう」というキャッチフレーズで、奥州市ゆかりの天文台や

ブラックホールをあしらったアイコンとしております。もう一つ例を挙げますと、17番、

国連版は「パートナーシップで目標を達成しよう」として、五つの輪をつなげたようなデ

ザインとなっておりますが、奥州市版では「みんながつながるまちづくり」として、似た

ような輪郭となっておりますが、もともとあった奥州市オリジナルの協働のマークを引用

したデザインにしておりますし、キャッチフレーズでも、第三期の協働のまちづくり指針

のテーマである「つながる」を入れ込んだという経過でございます。このように国連版の

目標を達成するために、我々奥州市民が取組むべき方向性を親しみある形で表しておりま

す。この件については、総合計画後期基本計画のパブリックコメントの中で何件かご意見

がありまして、それも踏まえて先般、庁内で奥州市版ＳＤＧｓを決定した経過でございま

す。総合計画の後期基本計画にも奥州市版ＳＤＧｓを反映させておりますので、委員の皆

様にもご承知おきいただきたいと考えております。説明は以上でございます。 

〇遠藤会長 

はい。ありがとうございます。事務局より報告がございました。前項と同様に、質問等

の発言については、挙手をもって意思表示をお願いしたいと思います。また、議事録作成

のため、お手元のマイクをご利用いただきたいと思います。また、発言の際は、お名前を

お願い申し上げます。それでは質問、意見要望を一括してお伺いいたします。はいどうぞ。 

〇吉田あや子委員 

前沢の吉田です。ちょっと確認ですが、このＳＤＧｓの４番に「全世代対象の学習やＯ

ＪＴ」って書いてありますがＯＪＴは何の略なのか教えて欲しいです。 

〇二階堂政策企画課長 

座って説明させていただきます。On the Job Trainingの略でＯＪＴ、平たく言うとです
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ね、仕事をしながらその仕事の上で、トレーニングしつつ、進めるという意味になるかと

思います。質問についてはそういうお答えになります。 

〇吉田あや子委員 

職業訓練みたいな意味合いでしょうか。 

〇小沢市長 

職業訓練もその中に入るんですけれども、例えば市役所の中で言えば、市民課に来た人

達がお客様に接遇するわけですけども、その接遇の中で当然知っていなければならない、

技術とか知識ってあるんですよね。そういうものを仕事を通じて、自分が学べるように、

周りの人間がサポートしたり、自分がそういう不足する部分を吸収しようとしたり、要す

るに仕事を一生懸命することによって、仕事に対応できる能力を身につけるというような、

そのようなことを全般的にはジョブ、要するに仕事の中で鍛えるというような意味で、オ

ンザジョブトレーニングというような、これはわかりやすい表記とするなど解説をつけた

いと思いますけど、そのような意味合いだということで、ご理解いただきたい。職業訓練

という形にしてしまうと、範囲が狭まるかなという気がします。 

〇二階堂政策企画課長 

ＯＪＴに限らず、わかりづらい表記がありまして、この資料には記載しておりませんが、

説明に用いる資料につきましては、ここの欄外のところにですね、ＯＪＴとはこういう意

味ですということ、あるいは他の横文字に関しても、こういったものということで表した

ものを作成しておりますが、今日はそれをつけていなかったということで、大変申し訳ご

ざいません。お詫びをいたします。 

〇遠藤会長 

よろしいでしょうか。こういう言葉は一般的に使われているのですけれども、いざ、説

明して見ろというとなかなかですね、説明できないことがありますので、そういった意味

で、意味の普及をするということですので、今後ご活用いただければと思います。 

はいどうぞ。次の方。 

〇鈴木美喜子委員 

ＳＤＧｓについては確か2030年までの、全世界で達成しようという目標だったと思って

おりますけれども、平成28、29年あたりに私、この言葉を初めて聞いたのですが、全然世

の中的にはあまり騒がれてなくて、ここ１、２年ですごくクローズアップされてきている

ように感じます。それで、こちらの奥州市版ＳＤＧｓは非常にわかりやすい中身にして、

アクションの例としても掲げられております。 

その2030年度までっていうと、すぐそれまでに数値目標とか、そういうことを考えがち

ですけれども、この総合計画とこの奥州市版ＳＤＧｓの関連性っていうのは、後での説明

があるとは思いますが、数値目標とかそういうのではなくてそういうものを意識しながら、

分野ごとに具体的な施策事業を展開していこうという、そういう考え方でよろしかったで

しょうか。 

〇遠藤会長 
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それでは事務局の方から答弁いただきます。 

〇二階堂政策企画課長 

委員おっしゃるとおりでございまして、これは全国で、やはり数はそんなに多くないの

ですけども、オリジナルのＳＤＧｓを作成している自治体はございまして、その中でもご

く少数がこのＳＤＧｓを評価のため点数化して進めているところもあるようです。当市に

つきましても、若干この件については庁内で意見等ございましたが、委員おっしゃるとお

り、なかなか多岐に渡る課題が含まれておりますし、それをもって数値化するというより

も、やはり目安ということで進めるのがいいのではないかと、考えております。 

いずれ、これも市民への普及等含めてですね、その進め具合を見ながら、柔軟に対応し

ていくという考えではおります。以上でございます。 

〇遠藤会長 

よろしいでしょうか。 

〇鈴木美喜子委員 

はい。わかりました。本来のＳＤＧｓから読み取ると、何か具体的にこう関係ないんじ

ゃないかっていうような分野もあるように感じるんですが、今回この奥州市版を作ってい

ただいたことによって、より身近に取り組めると感じます。ありがとうございます。 

〇遠藤会長 

はい、続きまして高橋委員。 

〇髙橋厚委員 

岩手県下でも、中核市ですから、このＳＤＧｓをやるのはいいんだなあと大変、喜んで

いました。ただこれをやるためにはですね、一般の人はほとんど「ＳＤＧｓなにそれ」の

話だと思います。 

だれとなく感想を言ってみましたが、例えばそうすると、このＳＤＧｓの政策を進める

分については、例えばですよ、地球温暖化、二酸化炭素のやりとりをやっている自治体も

新聞に掲載されていましたが、奥州市ではこんなことやっているそうだぞと、これは何と

地球温暖化にも関係するそうだぞと、こういうその先駆的な政策の展開も一つの工夫だろ

うと思います。この後期計画でもＳＤＧｓの視点で入っていますけども、願わくば、奥州

市は県としても中核市ですので、引っ張っていくような政策で住民が、「じゃじゃ、おら

ほでＳＤＧｓのな、二酸化炭素をやりとりしているんだぞ」くらいの話で、どなた様も文

章で通知してもおおよそ市民の何割が目をとおしてくださるかという話ですから、だから

このように目に見える政策展開はこれから大切なのだろうなと思います。後で計画へあが

ってくるかもしれませんが、ぜひその辺は心して進めたほうがいいなと思っています。以

上です。 

〇遠藤会長 

ご意見としてお伺いいたします。 

〇若生和江委員 

奥州めぐみネットの若生です。 
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 まずＳＤＧｓに関しての研修会を職員の皆さんと一緒にさせていただいたことは非常に

ありがたいなと思いました。その中で、何でわざわざ普段やっている業務とＳＤＧｓをつ

なげるのかとか、自分たちがやっていることが、その担当課だけじゃなくて、例えば福祉

とも連携していかないと解決できないとか、そういうことの理解をやってもらうために本

当に良い研修をさせていただいたなと思います。 

奥州市版のＳＤＧｓのマークも本当に素晴らしいものができたと思うのですが、そもそ

ものＳＤＧｓについての、市民の人たちの理解をもう少し丁寧に広げたうえで、奥州市と

して深めるならば、よりわかりやすく考えるとすればということとして、奥州市版のＳＤ

Ｇｓのマークを、市民と一緒に育てていくような、急がず、大事に扱うということが必要

ではないかな、ということが懸念されます。地域においてもＳＤＧｓの話を聞きたいとい

う声がようやくポツポツ上がってきたり、学校でもそういう学習が出てきたときに、やっ

ぱりそもそもの国連で出しているマークで、何のことを大事って言っているのかっていう

話を今ようやく始めたところなんですね。だから、そういう部分で２つのマークが、１個

目をちゃんと理解しないうちに、奥州市版が出てきたときに、きちんと伝わるだろうかな

っていうところが、一番心配になっている部分です。計画との張りつけの部分については、

協議のところで申し上げたいなと思うのですが、奥州市版のＳＤＧｓを大事にしたいから

こそ、どのように扱っていくのか市民の人たちに伝えていくのかっていう部分は、丁寧に

お話を、今後進めていただければありがたいなと思います。以上です。 

〇遠藤会長 

はい。ありがとうございます。今の件について、現時点のお考えございましたら、ご答

弁いただきます。 

〇二階堂政策企画課長 

委員からいろいろご意見、経過、ご説明いただきました本当にご協力ありがとうござい

ました。趣旨としては奥州市ＳＤＧｓについて、非常に良いという前提でのお話だったと

思います。国連版と奥州市版、うまくつなげて説明できるかなという不安をお持ちだとい

うことも、頂戴した格好でございますが、いずれ先ほども説明の中で申しましたとおり、

庁内におきましては各種計画も、各事業を行う上でもこのＳＤＧｓを意識しながら進める

ということで、これについては確認しながら今後とも進めてまいりたいと思いますし、普

及啓発はできるところからやっていこうということで考えておりますが、具体については

これからいろいろご意見頂戴しながら進めたいと思いますけれども、委員ご懸念の両方１

度に学習して、こんがらがらないだろうかという部分については、国連版を目指す過程と

いいますか、国連版を最終的に目指すのだけれども、差し当たり我々は何をしなければい

けないのかということで、この奥州市版を位置付けておりますので、決してその別々なも

のではないということを含めて、一緒にですね、わかりやすく説明する必要があるのかな

と思いますので、具体な手法についてはこれから検討になりますけども、今委員おっしゃ

いましたところを踏まえて、ご説明して丁寧にやっていきたいと考えております。 

〇遠藤会長 
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よろしいでしょうか。アイコンが17から34になったと捉えられないように、丁寧にやって

くれということに思いますので、よろしくお願いをします。その他ございませんでしょう

か。 

（質問・意見なし） 

それではないようでございますので、前に進めてまいりたいと思います。以上３件の報

告を終わりとして、次に用意されております協議について入ってまいりたいと思います。 

４ 協 議 (1) 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間延長について 

〇遠藤会長 

１点目の協議「第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間延長について」ご

説明をいただきます。 

〇二階堂政策企画課長 

はい。それでは資料は５－１をご覧いただきたいと思います。今年度の当初時にお示し

をいたしました後期基本計画策定基本方針におきまして、総合計画と総合戦略の一体的な

推進についてお示ししてまいりました。８月にお示しした中間案の中でも、総合戦略の期

間の延長と、ＫＰＩの設定についてお示しをしているところでございます。 

ここで改めての確認となります。よって、（1）の奥州市まちひとしごと創生総合戦略に

ついて、それから（2）についても、割愛をさせていただきまして、（3）主な改定内容に

ついてご説明をいたします。（1）の計画期間延長含めて今回改定したような内容以下のと

おり記載しております。①でございますが、計画の期間が令和６年度まで、これを令和８

年度までにする。これは後期基本計画の終期と合わせるという意味でございます。それか

ら、第１期総合戦略における、人口目標及びＫＰＩの達成状況でございます。第２期総合

戦略策定時の令和元年の段階では、第１期の最終年、電話が年度末の実績者把握できなか

ったことから、平成30年度末時点での実績値を用いて人口目標及びＫＰＩの達成状況を記

載しておりました。今般、令和元年の末の実績値が得られておりますので、この際、内容

を改めて、達成状況としたところでございます。③でございますが、人口目標及びＫＰＩ、

目標値でございます。①の計画期間の延長に合わせまして目標値も改定をしております。

併せまして、目標設定の考え方について、文言の修正が必要なものは記載内容を改めてお

ります。④ＳＤＧｓのアイコンについてこれは新たに奥州市版ＳＤＧｓを作成したことか

ら、アイコンを国連版から奥州市版のものに改めております。 

資料は５－２をご確認いただければと思います。今ご説明いたしました改定内容のとお

り、総合戦略を見直しております。改定前と改定後の新旧を対照させたものが、この資料

となります。表紙をめくっていただきますと、２ページから、左側が改定後、右側が改定

前なります。２ページには、計画機関の改定、その次のページからは、総合戦略策定時に

は得られておりませんでした。令和元年の末の実績値を反映させることに伴う、改定でご

ざいますし、９ページからは、計画期間を延ばしたことによります最終的な目標数値の改

定、併せまして奥州市版ＳＤＧｓの反映と続きまして、18ページまで対象資料を掲載して

おります。 
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繰り返しますが、後期基本計画の終期と総合戦略の終期を合わせることに伴う各種改定

が、主なところでございまして、先ほどもご説明いたしましたとおり、今後は総合計画と

総合戦略を一体的に推進することとしているところでございます。説明は以上でございま

す。 

〇遠藤会長 

ありがとうございます。ただいまご説明いただきました。周期を合わせるという提案で

ございますけども、ご質問、ご意見、ご要望ございますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

よろしいでしょうか。一体的な運営をするということでご理解を賜ればと思います。 

それでは、次に進みたいと思います。協議事項の２でございます。奥州市総合計画後期

基本計画（最終案）について、ご説明いただきます。 

(2) 奥州市総合計画後期基本計画（最終案）について  

〇二階堂政策企画課長 

それでは、資料は６－１になります。この資料についても、８月の審議会でご確認をい

ただきまして、さらには各種意見を反映させたものとして９月末に委員各位に送付させて

いただいております。その後、10月１日から各地域を対象とした市政懇談会を開催し、併

せまして、10月20日までを期限としたパブリックコメントを実施し、それを踏まえ計画の

修正を行ったものが、本日皆様にご覧いただいている資料となっております。131ページの

分量の大きな資料となっておりまして、この場で改めて内容をお知らせすることは、控え

ますが、この間、様々な意見を頂戴し修正を加えた主な部分をご説明いたします。 

資料は６－２をご覧いただければと思います。８月の総合計画審議会で寄せられた意見

につきまして、まとめたものでございます。主な内容をお知らせいたしますが、１ページ

目１番上、118番と通し番号なっておりますが、出された意見等でございます。かいつまん

でお話しますと、ＤＸを推進するという表現があると、ＤＸは手段ではなくデジタル技術

のツールでしかない。計画が単なるデジタル技術を活用する視点とならないよう留意され

たい。ＤＸの意味を今一度再確認し、それを踏まえた記述を再考願いたいということでご

ざいます。右の方の対応というところ、計画への反映等でございますが、ご指摘を踏まえ、

新たな価値を創出するＤＸの実現という表現を用いてＤＸを手段ではなく、目的として、

記述をしたということを掲げております。それからページめくりまして、２ページでござ

います。121番という通し番号でございますが、出された意見等でございます。今の時代、

先を予測することが難しいと。また、総合計画は過去の取組に基づき作られる計画であり、

体系を作っても事業を張りつけると遊びがなくなってしまう。またちょっと飛びまして、

コロナ禍も踏まえた状況の中ににぎわいを創出するための、市としての施策が見当たらな

い。また飛びまして、企業独自のブランド作り、ＳＮＳでターゲット絞って取組んでいる

ところもある、こういった企業への支援はどうかと。いずれ最後、研究的な内容を少し入

れるだけで大分違うと思うと、その中で泳ぐという検討をお願いしたいということでござ

います。一覧右側の方、対応欄でございますが、例として商工観光部の対応を掲げており
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ます。商業の振興においてというところをちょっと飛びまして、ＳＮＳの活用やオンライ

ンによる販売等について、施策の表現として取り込みましたと。ちょっと飛びまして、時

代の変化に合わせた試験的な取組を検討してまいります。また、通行量については、コロ

ナ禍において人流の減少は商店街へ大きな影響を及ぼすことから、減少させないよう取組

を検討してまいります。こういった話でございまして、対応をさせていただくということ

でございます。その他のご意見についても、反映させるべきは反映させまして、あるいは

具体の事業に関わるご意見等についても引き続き、市政運営に取り入れるよう努めてまい

りたいと考えております。 

次に資料の６－３をご覧いただければと思います。10月１日から20日まで実施しました

パブリックコメントについて、市民の意見とその対応方針などについてまとめた資料とな

っております。これも主な部分をご紹介いたします。１ページ目の２番について、これは、

29ページの部門別計画とＳＤＧｓの関係というところでございますが、出された意見等の

欄でございます。奥州市版ＳＤＧｓの策定については素晴らしい。その上で併せて国際Ｓ

ＤＧｓとの関連性、奥州市版ＳＤＧｓ策定の理由目的、使用方法などを記載していただき

たいと。一般的な利用の仕方や関連性が分からないと、ＳＤＧｓにすでに取組んでいる場

合どのような利用すべきか、奥州市版ＳＤＧｓに協力すべきか分からないというご意見で

ございました。それに対する対応については、趣旨は奥州市としてＳＤＧｓの取組を進め

たいと考えております。子供からお年寄りまでＳＤＧｓをより身近なものと捉え、市民が

一つとなって、ＳＤＧｓに資する取組を推進していけるよう、ＳＤＧｓに市の特徴を取り

入れるなど馴染みやすいものとしたものでございます。総合計画でも、このことを追記し

てご理解いただくよう、改めておりますという反映方法でございます。 

その次の３番でございます。これは105ページ、成果指標「ごみリサイクル出前講座実施

回数」のところでございます。これは出された意見は、令和２年度現状値13回に対して、

目標値が過大ではないかと。食品ロスに関係する周知活動は必要であるとしても要望によ

り、開催する方法及びコロナ禍の中で果たして60回も実施が可能であるか検討をされたい

ということでございまして、それに対する対応については、コロナ禍そしてコロナを前提

とした新しい生活様式を意識し、今後の普及啓発活動を精査いたしました。ご指摘いただ

いた点を踏まえて、目標値を現実的なものといたします。普及啓発の取組については多角

的に実施してまいります。ということでございます。 

その他、多くは、個別具体の事業に係る意見でございまして、６人の方から27件寄せら

れております。これらにつきましても市政運営に関する貴重なご意見として参考とさせて

いただきます。なお、パブリックコメントについてはこの後、ホームページで公開をさせ

ていただく予定でございます。 

次に、資料の６－４でございます。ここでは、市議会の常任委員会各会派から頂戴した

意見とそれに対する対応方針などについて、掲げております。これも主なところをお話し

いたしますけれども、１ページの一番下、５番でございます。シティプロモーションにつ
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いてということでご指摘があります。ご指摘内容でございますが、右から２番目、中点の

２つ目でございます。 

市民の愛着と誇りであるシビックプライドを醸成することが、結果として市民が一体と

なったシティプロモーションの取組に繋がるものと考えることから、後期基本計画策定の

新たな考え方としてシティプロモーションの視点を取り入れることは大いに賛同するが、

市民のシビックプライドの醸成に取組むことを主とする考え方に改めるか。もしくは、シ

ビックプライドの醸成を加えるべきではないかということで、右側対応欄でございますけ

ども、修正いたしましたということで、変更後に掲げておりますが、関係人口等の増加に

資する認知度向上はもとより、市民や市内事業者等のシビックプライドを醸成することで、

市民と一体となった情報発信や各種施策の成果を一層高めることにつなげるため、市内外

に向けたシティプロモーション意識した計画といたします。ということで、対応をしてご

ざいます。 

さらに、２ページお進みいただきまして、下から２番目12番でございますが、成果指標

に対するご意見もございまして、ＧＩＧＡスクールの取組に対する成果指標がないのでは

ないかということでございました。それに関しては一番右側でございますが、「授業中に

ＩＣＴを活用して指導する能力を持つ教員の割合」等々を指標として加えましたという対

応でございます。それから、同じく成果指標に関しては、10ページをご覧いただければと

思います。60番ですが、成果指標の「誘致企業数」について、前期計画は年間３社を目標

としていたが、１社に後退しているのではないかというご意見です。一番右側に書いてお

ります対応案ですが、新工業団地の分譲開始予定である令和６年度以降に係る誘致企業数

を３に変更いたしますとしておるところでございますし、同じように11ページの66番でも

「新規高卒者の管内就職率」をもっと高めに設定してはどうかというご指摘についても、

それも踏まえて目標値を上方修正しましたとしております。 

最後、もう１つだけお話しますと、やはり子育て等に関する意見も目立ったところでご

ざいまして、11ページ１番下、71番でございますけれども、子育てと仕事の両立への支援

ということでございまして、子供が急に病気になった時の、病児、病後児保育の充実を追

加すべきだというご意見がございますが、それに関しては、反映をさせますという対応方

針でございます。ごらんのとおり計76個のご意見頂戴しておりまして、それに基づいて修

正を施した経過でございます。 

先に議会に対しても、対応方針を説明した経過でございますが、これも計画修正に至ら

なかったご意見については、今後の参考とさせていただく予定としております。 

最後に、資料は６－５、本日配布をいたしました資料となります。10月１日から８日に

かけて開催しました。市政懇談会で頂戴したご意見、加えて今回の市政懇談会では、中継

を視聴するリモート会場を設けた関係で、会場で意見書の様式を持ち帰りまして、後日提

出された方がいらっしゃいますので、それを含めたご意見と、その対応方針となっており

ます。計59個のご意見をいただいておりまして、個別にご説明はいたしませんけれども、
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やはり懇談会に参加した皆さんの反応といたしましては、施策レベルの計画よりも、具体

的な事業や、その地域の個別課題に行政はどう対応するのかということが、興味の的とな

っておりまして、後期基本計画そのものの修正に及ぶような意見はございませんでした。

よって、詳細は後程ご確認いただきたいのですが、計画というよりも、まちづくりの具体

に対する要望や意見、提案などがほとんどでございまして、それについては、今後の行政

運営に生かすべきは生かす考えでございます。真摯に対応してまいりたいと思います。 

なお、この資料につきましては、またさらに精査をいたしまして、後日広報誌やホーム

ページで公開したいと考えております。説明については以上でございます。 

〇遠藤会長 

はい、ありがとうございました。事務局より抜粋した内容の説明をしていただきました。

今回の協議が最終案に盛り込まれるということになりますので、ぜひ質問、意見及び要望

のある方については、積極的なご発言を賜ればと思います。ただ時間も限られております

ので、類似意見については、省略していければと考えます。はい、髙橋委員どうぞ。 

〇髙橋厚委員 

この計画を作った時点では、実はその医療改革説明会の前だったかなと思っていました

が、医療改革説明会をした段階で、そちらの配慮をしているのか、ちょっと私分からない

でお聞きしますが、資料６－１、80ページ後期計画の「医療機関の再編」という言葉につ

いて伺います。これは先般の市長さんの話では、先ほどの挨拶でもありましたけど、「こ

のまま進むのはちょっと考えねばねな」というようなニュアンスで、新聞もテレビで言っ

ているのを見ました。この市長さんのコメントを見ると、総合計画の中に「再編」って言

葉のまま記載していいのかなと思いますが、その辺ちょっとわかりませんので教えてくだ

さい。 

〇遠藤会長 

はい、お願いします。 

〇小沢市長 

衣川の体育館で行われた説明会にもご出席を賜りありがとうございます。言葉尻だけを

取って再編だという形をですね、どう理解するかという部分になると、なかなか難しい解

釈になっていくのだろうなと、病院のことに関してはこのように私としては思っておりま

す。いずれこのままでは、人口減少等様々な部分で、これから５年後、10年後、15年後、

ずっと同じ形態では続けていくのは、これは絶対無理だろうということだけは、どなたも

分かる話だと。しかしながら、今のものをすぐ取り上げるようなことがあったのでは、こ

れは不安でしょうがない。要するに改革しなければならないという方針は変えないものの、

どうすれば維持できるか、まさにＳＤＧｓではないですけれども、継続可能なゴールを見

つけてですね、そして「再編」というよりも、改革すべき部分についてはしっかり改革を

していかなければならないという考え方を持って進めていきたいと。改革の方針とは一体

どういう方針なのかと言えば、５会場で行った説明会で約五百数十人の方々が出席し、ご

意見を賜ったわけでございますけれども、そのひとつひとつ全部にお答えするわけにはい
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きませんけれども、いずれ要旨の内容とすれば、それほど大きな違いがなくご発言をされ

た部分があったと思います。 

一部でありましたけどもやはりこれで進めるべきだという意見もあったのも事実ですけ

れども、相対的に言えば、やはりもう少し考えていい方向、要するにいい方向とは何かと

いえば、住民の皆様がより理解しやすい、応援しやすいような内容を提案して欲しいと、

いうことでございます。 

ですから、「再編」という言葉が、適格かどうかわかりませんけれども、ここは少し、

検討が必要なのかもしれませんけど「再編」というよりも、どういう形で持続可能な病院

の仕組みを作っていくかということについて、しっかり考えていかなければならないとい

うことを、平たく言えば、「再編」という形でご理解をいただければと思わけでございま

す。 

何か「再編」というと、多数あるものを１つにするとか、なんか全然違うものと捉えら

れるのかもしれませんけども、いずれ公に発言もしておりますし、この辺の表現は、なん

て言うんですかね、髙橋さんがご心配のような形で、結局市長は、口で言ったけど総合計

画には「再編」と入っているのだから、何か５つを一つにまとめるのかということで、言

っているものではないと、誤解のないような表現が、要するに改革は進めなければならな

いけれども、先に出した内容の手法ではなく、より検討を加えながら進めてまいりたいと

いうようなことを、ご理解できるような方向で考えていかなければならないと思っており

ます。 

ただ、病院の話じゃなくて全体のもっと大きな話をしているわけでありますけども、実

は医療に携わっている関係者、もちろん患者様としての市民の立場もあるわけであります。

様々な医療関係者の方々のご同意も当然必要になってきますので、ひとつひとつ改めて積

み重ねていかなければならないと、いうことでございますので少し時間はかかるものと考

えております。 

〇髙橋厚委員 

ありがとうございました。市長、今はその住民の人たちは先日聞いたときは、市の考え

は、水沢と胆沢と前沢の病院をなくして、新病院を建てて、そしてこれも病床をなくすと

いうのが、「再編」のイメージとして持っていますので、市長さん申されたその改革、ま

たは持続可能な医療体制っていいますか、そういう視点であれば、それはそれでまた別な

考えがあると思いますので、市民は多分「再編」というとそのことを指すと思うんですよ。

市長さんの考えはわかりますけど、これは上位計画ですから、それはやっぱりね、市民も

分かるように、その言葉の部分はかみ砕いた、または注意書きをするとか、それが必要だ

と思います。だって、ついこないだの話ですからね。市長さんの話はわかりますけど、こ

れは上位計画として「再編」というと十分そういう発想になりますので、これは一つその

工夫、または、皆さんにわかりやすいように、私が衣川の地域会議で説明するときに、今

の市長言ったことを話しても多分、何話したって怒られるというところを感じていますか
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ら。 

〇小沢市長 

「再編」と書いてあるじゃないかとね。 

〇髙橋厚委員 

ええ、ぜひね。地域会議の人も分かりやすいように、その注意書きでね、改革または持

続可能な医療機関の、という形でしたら私は良いと思いますので、ぜひ今日回答いりませ

んので、その辺をよろしくご配慮いただければ大変ありがたいと思います。 

〇遠藤会長 

取り扱いについてはですね、今回の修正項目に加えるかどうかという部分も含めてです

ね、後程、暫時休憩の中でちょっと協議させていただきます。その他ございますでしょう

か。はいどうぞ。 

〇若生和枝委員 

はい。ＳＤＧｓのアイコンについてなんですけれども、できれば、国連版と奥州市版の

併記をお願いしたいなと思います。理由は、２つ一緒に見ることで、国の世界の目標こう

なっているけど、それを奥州市で見たときは、ここが大事ということなんだねとか、こう

いうことなんだねっていうのが、よりわかりやすくなるんじゃないかなっていうこと。あ

と市外とのやりとりの場合に、市内だけではなく外の企業とかいろんなパートナーと、何

か一緒にやっていこうってなったときに、両方のマークがあれば、奥州市らしさも伝わる

し、そもそものみんなの共通言語のような部分の理解も深まりやすいのではないかなと思

うので、でき上がった奥州市版のマークと言葉がとっても良いので、何かそれはそれでよ

り市民にこう理解してもらうために大事に使っていく事にして、計画のところにはぜひ両

方載せていただきたいなという意見です。 

〇遠藤会長 

答弁いただいてよろしいでしょうか。 

〇二階堂政策企画課長 

はい、先ほどご質問いただいたことに関連するのかなと思いますけれども、今委員おっ

しゃった観点も、なるほどと思ったところでございます。この方向性については、この後、

全て意見を出していただいた後にですね、市として、どう最終案にするか、これについて

は検討させていただきたいと思います。 

〇遠藤会長 

よろしいでしょうか。その他ございませんでしょうか。はい。どうぞお願いします。 

〇小野寺純治委員 

小野寺です。３点ほどお話をして、いずれも計画の本編の中に反映欲しいということで

はないのですけども、まず考え方を申し上げたいと思います。 

今回、総合戦略をこの総合計画とリンクさせていく、入れ込んでいくというお話がござ

いました。先ほど髙橋委員からもございましたが、総合計画っていうのは、フォーキャス

ティングって言ってこれまでの実績を踏まえた最上位の計画になって、なかなか改善が難
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しい文言が入れば、それが一人歩きしてしまうっていう、そういうイメージがあると。 

一方で総合戦略っていうのは、そういう政策では駄目なので、2040年なり2045年の、人

口ビジョンを上げて、それに基づいてどんどん変えていく、施策を変えていくっていう、

どちらかというとバックキャスティングっていう方策で、あるべき社会を作ってやってい

くと、これがある面で水と油のような性格があって、なかなか難しいと。それを奥州市は、

今回、両方一緒になってやっていこうという考え方になっていると。そうすれば総合計画

が少しフォーキャスティングの手法だけども少し遊びがあって、新しいことを入れていく

ような、住民の考え方を入れていくような臨機応変な計画にしなければいけないのではな

いかという考え方が出てきます。 

それを踏まえて、計画の23ページ、24ページに後期基本計画の基本的な考え方が入って

います。その中で、23ページの（2）に後期基本計画策定における新たな考え方ということ

で４つの視点が入っているわけです。ＳＤＧｓは先ほど皆さんから議論がありましてその

とおりだと思います。もう１つはデジタル技術であり、３つ目が「未知なる感染症の対策」

と、最後に「市内外に向けたシティプロモーション」という形になっています。 

今回私の方ではデジタル技術、ＤＸについてお話をさせていただいて、そのとおりだと

いうことで、特に商工観光部さんには大変配慮いただいていろんな形で入れていただいた。

でもそれは商工観光部だけではなくて、そこに書いていますが、農水関係といいますか農

林関係といいますか、そちらはデジタル化が遅れていて、これから大きく変わっていく時

代を迎えているんですけども、そこの視点が全く、現状と課題のところに一部記載ありま

すがほとんど入っていない。 

それからあとは６次産業化も今でも掲げておりまして、それは私からいけば、マーケッ

トインじゃなくてプロダクトアウトの発想で、今マーケットインの方でなければ、なかな

か顧客に受けられないっていう話もあります。そういう発想視点がなかなか抜けていると

思います。もう一つは未知なる感染症の対策については、ざっと読んだ限りは、ほとんど

記載されてないのではないか。おそらくそこに関わってくるのは、新たな働き方というよ

うな話が、今は国の方で随分上がっております。そうすると、お手元の資料の雇用の関係

で、例えば101ページとか、そのあたりに何らかの形で、そのような新たな働き方を進める

ための若い人たちへの啓蒙や動きが必要になってくるだろうと思うんですけども、これが

従前とおりの全く同じような表現のままになっていると。そういうことをすぐ変えるとい

うのはなかなか難しいと思うんですが、ぜひこれは委員会の皆さんに議論いただきたいん

ですけども、計画は了として認めるけども、附帯意見のような形でお願いしたい。そのよ

うな時代に対応した柔軟な施策ということが打ち出せるようにですね、やはり計画審議会

として、そのような附帯意見を入れていただきたいなと考えております。以上です。 

〇遠藤会長 

ありがとうございます。今のご意見について、コメントございましょうか。 

〇二階堂政策企画課長 
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事務局として今答えられる部分でございますが、今、先生の方から総合計画総合戦略、

どういうバランスをとってというお話でございました。おっしゃるとおりその計画につい

ては、このキャスティング、現在起点として、未来を予測する手法と捉えておりますけど

も、これについては総合計画に代表されるように、現状の強みを生かして、実現性の高い

計画を策定するのに有効だとされております。 

一方で、総合戦略はバックキャスティングだと、未来を先に描いて、その未来から逆算

して計画を策定するんだということで、近年この手法が多く見られると認識をしていると

ころでございます。それぞれの手法も、長短あるのではないか、例えばそのバックキャス

ティングについても、現状から見た短期的なこと考える場面、あるいは緊急を要する場面

の変化には、弱いというご指摘も書籍の方に書いております。補完的に、バランスよく両

方考えるようにするということが大切なのかなと思っておりまして、現実を見据えながら、

あるいは遠い未来を描く機会を持つということが大切だと捉えておりまして、そういう意

味を含めて総合計画と総合戦略一体化と方針を打ち出しております。そういった解釈で一

体化ということを進めておりますので、ただ先生おっしゃるとおり、もう今の時代５年先

も分からないよということはそのとおりでございますので、ご提案いただいておりますが

附帯意見ということであれば、そちらの方でご検討をいただきたいと考えております。こ

の計画と戦略についての考え方について私の方から以上でございます。 

〇遠藤会長 

ありがとうございます。ただいまの件でありますけれども、小野寺委員の方からも、審

議会での協議を求められている部分あろうかと思いますので、後程また答申の件について、

皆さんと協議させていただきたいと思いますけれども、答申に対しての意見、附記するか

どうかという部分について、また協議させていただきたいと思います。大事な場面ですか

ら、いっぱいご意見いただきたいんですけども、時間の関係ありますので、あとお１人で

よろしいですか。はい、じゃあよろしく皆さんお願いします。 

〇吉田あや子委員 

まち・ひと・しごと総合戦略のところで、ちょっと思ったのですけれども、目標ってい

うのは、いろいろプラスの部分だけを掲げて出してはおりますけれども、何となくこの資

料の課題として、例えば結婚届出件数っていうのはいいと思います。ただ、その反対に、

離婚というのがあって、そして離婚っていうのは、結局貧困に繋がることなので、例えば

学校現場で言えば、給食費払ってもらえないとかそういうことも多々聞くので、そういう

数字っていうのも、これから課題としてクリアしたいのであれば、数字が欲しいような気

がします。あと、産業で言えば、こういう増えた数字だけではなくて、倒産とか廃業とい

った数字もあれば、それに関していろいろ思うところも出てくると思うので、そういう数

字もあるといいなと私は思いました。 

〇遠藤会長 

ありがとうございます。大変難しい、ご指摘を受けていますけども、事務局所見があれ

ば。 
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〇二階堂政策企画課長 

ありがとうございます。そうですね、プラスアルファの部分だけではなくという部分の

ご意見でございました。総合戦略の目標値については、今は第２期の途中ということで、

目標年度定めて、当初の計画をいかに進めるかというところに注力しておると。今回、２

年延長するということで計画そのまま必要なところを修正して、期間を延長するというこ

とでの提案でございました。で、先ほど申しましたとおり、その部分については先ほどの

協議でご了解いただいたかと思うんですが、今のようなご意見含めてですね、今後の総合

計画だけでなくて各種計画、相当ございますので、その戦略含めていろんな計画ございま

すので、その中でそういった観点で整理すべき目標がないのか、この辺については庁内で

検討させていただきたいと思います。 

〇遠藤会長 

はい。ありがとうございます。時間の関係で、ここで打ち切らせていただきたいという

ふうに思います。皆さんの方から、重要なご意見、また指摘事項もございました。この辺

の、この諮問いただく中に反映するかという、我々とした最終版を、作らなければならな

いということでございますので、暫時休憩をいただきながら、共有させていただきたいと

思っております。一旦休憩をとるということで事務局よろしいでしょうかね。 

〇二階堂政策企画課長 

ありがとうございます。今、頂戴した意見の中で、最終案の変更に及ぶような意見とい

うことで考えましたのが、医療の部分の「再編」に関わる表記をどうするかということ、

それから奥州市版ＳＤＧｓと国連版の併記について、ということでございますので、それ

でよろしければ協議の方はそこでまとめていただいて、あとは市として、そこをどうする

か、時間若干いただいて、その後整理させてお話するという形をとらせていただければと

思いますが、会長いかがでしょうか。 

〇遠藤会長 

はい。今、２点について、これから協議を行うと。諮問を書き換えるか否かという部分

についても協議するということであります。今、吉田さんの方から出されたことについて

は、今回の訂正とかそういうことじゃなくてですね。その２点について、ちょっと協議を

させていただきたいということでございますので、その点について協議を行っていただき

ます。 

暫時休憩といたします。後程また、開会させていきます。予定では15時45分、再開の予

定とします。 

 

＜ 休 憩 ＞ 

 

〇遠藤会長 

定刻でございます。それでは再開をします。事務局の方からお願いします。 

〇二階堂政策企画課長 
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それでは、今、市長、副市長とも協議をさせていただきましたので、方向性については

市長からよろしいでしょうか。 

〇小沢市長 

はい。まず若生委員から言われました部分については、少し時間かかりますけども、国

連で言っている部分と、当市の対比ができるように、そしてそれが皆さんにご理解してい

ただけるような形で、工夫をさせていただくっていうのが１点になります。 

それから、髙橋委員から言われました分については、いずれ、前段で提案したものと、

改革っていうものが混乱しないような、注釈がいいのか表現がいいのかっていうことは

我々の方に、ご一任をいただくということにいたしますけども、ご指摘の部分については、

市の方でしっかり検討させていただくということでご理解をいただき、その内容で、原案

とさせていただきたいということで、ご了解を賜れば大変ありがたいと思います。 

〇遠藤会長 

はい。ありがとうございます。 

 それでは本日の協議は以上となります。進行を事務局へお返しいたします 

５ 諮 問 奥州市総合計画後期基本計画（案）の諮問について 

〇千葉総務企画部長 

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。続きまして次第の５「諮問」へ移らさせていただきます。 

奥州市総合計画後期基本計画（案）について、市長から遠藤会長への諮問書の執行をさ

せていただきます。会長、市長は、テーブルの前へご移動をお願いいたします。 

〇小沢市長 

前段で諮問書については先ほど私が皆さんの前でお話したことについて、そのことを含

めるということで、ご理解いただきたいと思います。 

奥州市総合計画審議会の会長遠藤清逸様、奥州市総合計画後期基本計画（案）について

諮問いたします。奥州市総合計画の策定にあたり、奥州市総合計画審議会条例第１条の規

定に基づき、第二次奥州市総合計画後期基本計画（案）について、審議会の意見を求めま

す。 

＜諮問書 手交＞ 

〇遠藤会長 

ただいま市長より諮問書を頂戴いたしました。答申にあたり、意見を付す形で進めてま

いりたいと思います。ついては、後期基本計画の実施において、意見を頂戴したいと考え

ます。参考として、前回の答申書が別添資料として配られておりますので、ご覧いただき

たいと思います。また、本日いただきましたご意見について、今、市長の方から、お話が

あったとおりでございまして、事務局と私の方で整理をさせていただいた上で、次回、11

月19日に開催予定の第４回審議会にて、答申案として提出したいと思います。 

この内容でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声多数） 
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意義ないと認めます。それでは、答申に当たり協議を尽くしたいと思います。ご意見が

あれば頂戴をしたい。この件について何かございますか。 

発言ないようでございますので、後日、ご意見がある場合には、本日発言したかったと

いう部分でも結構ですので、ご意見がある場合については、事務局より意見書が配られて

おりますので、事務局へメールまたはＦＡＸ等で届けていただきたいと思います。 

次回は、答申案について了承いただき、審議会として小沢市長に答申することにしたい

と思います。以上でございます。 

６ その他 

〇千葉総務企画部長 

６その他、皆様から何かご質問ご意見等はございませんでしょうか。 

それでは連絡事項を事務局からありますか。 

〇二階堂政策企画課長 

はい、いろいろありがとうございます。それでは諮問につきましては、今お話ございま

したとおり、次回までにご意見ございましたら、この週末ですね、11月12日までに事務局

担当まで、メールあるいはＦＡＸでご連絡を頂戴したいと思います。 

なお、先ほど市長から最終案についての修正検討ということでお話した部分については、

早急に事務局の方で検討いたしまして、皆さんの方にメールあるいはＦＡＸ等で、ご連絡

を差し上げたいと思います。そのこと含めて、12日までのメールＦＡＸの意見書提出とい

うことでご理解をいただければと思います。 

それから、繰り返しとなりますが、後日、事務局と会長とで委員の皆さんから頂戴した

ご意見を整理し、会長から11月19日に答申案を皆さんの方にお示しをいたしまして、最終

的には、答申という形を得たいと考えております。以上よろしくお願いいたします。 

〇千葉総務企画部長 

ただいまの事務局からの連絡について何かご質問等あるあればと思いますが。ございま

せんか。はい、ありがとうございます。 

７ 閉 会 

〇千葉総務企画部長 

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

大変お疲れ様でした。 

 

─午後３時53分開会─ 


