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令和３年度第４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19日（金） 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 奥州市総合計画後期基本計画（最終案）へ頂戴した意見について 

(2) 協議事項 奥州市総合計画後期基本計画（案）の答申（案）について 

(3) 答申   奥州市総合計画後期基本計画（案）の答申 

 

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 15名 

１号委員 遠藤 清逸   小野寺 功   髙橋  厚 

２号委員 菊地 浩明   大内  薫   若生 和江   佐藤 恒一 

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 ６名 

   １号委員 及川  公   吉田あや子 

２号委員 佐藤たき子   鈴木美喜子   菅原 かおり   

４号委員 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４回奥州市総合計画審議会を開催いたします。 

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

奥州市総合計画審議会条例第４条第２項の規定では、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 

第４回審議会への参加大変ご苦労様でございます。はじめに、皆さんもうおわかりかと

思いますけれども、赤い軍団が後ろに構えておりますので、最後に言おうと思ったのです

けれども、最初に言わせていただきます。本日、ご存知のとおり大谷翔平選手がア・リー

グＭＶＰを予想通り満票で獲得したことをこの会場の皆さんと、ともに喜び合いたいと思

います。大谷翔平選手ありがとう。 

（一同拍手） 

本日は、今月８日の第３回総合計画審議会に続き、大変お忙しい中ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。また、本会議の運営につきましては、委員各位の積極的な

ご議論かつ建設的なご提案をいただいていることに対しまして、改めて感謝を申し上げま

す。 

さて、本日はご案内のとおり、前回いただきました諮問に沿って、答申案の協議を行う

予定となっています。前回の奥州市総合計画後期基本計画諮問の一部修正説明が予定され

ておりますが、この審議会も最終段階を迎えておりまして、「めざすべき都市像」を追求

するという観点から、個々の政策課題の附記というよりは、個々の政策を推進するにあた

って大きな観点から、特に留意すべき事項を審議会として答申案に附記をするため、案を

皆さんとともに協議してまいりたいと考えております。 

本日の最終目標は、小沢市長へわれわれ審議会としての答申を行うことになります。委

員各位の活発かつ真摯なご議論をお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。よろし

くお願いします。 

○千葉総務企画部長 

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挨拶申し上げます。 

○小沢市長 

改めて皆さんこんにちは。遠藤会長の方からもお話がありましたけれども、大谷翔平選
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手の効果はもの凄いということを改めて感じております。直接本人にアプローチできない

ということもあるのでしょうが、昨日から何故か私にいろんなインタビューが来ておりま

す。しゃべるのは職業みたいなものですから、ご本人やご家族や多くのファンの方にあま

り不快な思いをさせるような発言がないように、かといって、あまり無関心でないように

かつ、はしゃがないようにしながら、いかに熱を伝えるかなということで、少し混乱をし

ながらインタビューを受けておりましたけれども、とても良かったと思っております。イ

ンタビューで答えたのは、コロナ禍で本当に顔を下に向けたくなる中、奥州市民や国民の

ために毎朝、今日はホームラン打ったとか、今日は勝ったとか、その話題が全国の国民を

明るくしてくれたというのは、本当に「おめでとう」というよりも「ありがとう」という

言葉に尽きるような活躍だったのではないかなと思います。奥州市は市長の能力のなさを

大谷翔平選手の活躍で少し助けてもらったかなということで、それも合わせて感謝をして

いるところであります。 

さて本日は、第４回の総計審ということで、委員皆様におかれましては大変お忙しいと

ころ、ご出席を賜りましたこと私からも心から御礼を申し上げます。本日は報告として、

前回、最終案にいただきましたご意見について、修正した部分についてご説明を申し上げ、

そして、後期基本計画案の答申についてご協議をいただき、答申を申し受けることができ

ればと考えているところでございます。 

何卒、慎重にご審議を賜り、よろしくお進めいただきますことを心からお願い申し上げ、

冒頭の挨拶とさせていただきます。 

○千葉総務企画部長 

ありがとうございました。 

次に次第３の報告に入らせていただきますが、本審議会条例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。 

３ 報告 奥州市総合計画後期基本計画（最終案）へ頂戴した意見について 

○遠藤会長 

早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。なお、目安の時間として、

３時15分辺りで協議終了したいと考えております。 

それでは、次第３報告「奥州市総合計画後期基本計画（最終案）へ頂戴した意見につい

て」、事務局の方から報告を求めます。 

○二階堂政策企画課長 

はい、いつもありがとうございます。事務局政策企画課の二階堂でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。それでは報告をさせていただきますが、座って説明をさせて
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いただきます。 

前回協議の中で後期基本計画（最終案）に対して頂戴した意見を事務局にて取りまとめ

たものが、資料１「後期基本計画（最終案）への意見等一覧」となっております。その内

容と対応について記載しておりますが、ご意見につきましては当日回答いたしましたが、

答弁が不足していた点、それから最終案の修正に関わる部分についてご説明をいたします。 

それでは資料１をご覧いただければと思います。横長の「後期基本計画（最終案）への

意見等」という資料でございます。抜粋してお話します。下から２番目の、通し番号130

番と掲げてあるところでございます。施策名「市立医療機関の再編・充実」についてとい

うところでございまして、「この計画を作っていた段階で市立病院診療所改革プランの説

明会の内容を、配慮していたのか分からない。」ということで、「市立医療機関の再編と

いう言葉は、説明会の市長の話では市立医療機関の再編については見直さなければならな

いというニュアンスだったと思うが、上位計画である総合計画で再編という言葉を記載し

ても良いものか」というご質問を頂戴しまして、当日に右の欄ですけれども、「再編とは、

持続可能なゴールを見つけるための改革であり、持続可能な病院の仕組みを作っていくこ

とを意図している。誤解を招かないように最終案に注釈をつけることで対応する。」とお

答えをした経過でございます。右の方にいって、再編という記載ですが、「米印、施設の

機能及び役割の見直しを意味します。」と、注釈を一旦追加しております。後日、施策名

を見直すこととしまして、「市立医療機関の再編・充実」から、「市立医療機関の持続可

能な体制構築」と記載を改め、注釈を削除させていただきたい、ということでございます。

ここに関しては、経過や考え方をお知らせいたしますが、いずれ、先ほどご説明したとお

り11月８日の審議会で、再編という言葉に注釈を加えることを、委員にお知らせしたとこ

ろでございます。後日、再編については、先ほどご説明しましたとおり、注釈をつけて一

旦、委員の皆さんにメール、ＦＡＸで連絡をいたした経過です。その後、答申案に係る意

見の中でやはり、「再編の解釈を再確認したい」とする旨のご意見が寄せられております。

それらの経過を踏まえまして、誤解を招く表現になることを避けるためには、注釈ではな

く、施策名とそれに伴う内容の修正に踏み込むべきという判断に至りました。市立医療機

関については、持続可能な体制を構築しなければならないという根本については変更がご

ざいません。よって、現時点での方向性と齟齬がない形でかつ、これまで審議会の委員に

ご議論いただいた経過を踏まえ、最低限の範囲で変更させていただきたいと思います。 

資料２、横長のカラーの資料をご覧いただければと思います。新旧対照表ということで、

現行といいますか最終案の80ページで掲げた内容を右側に示しております。上の箱囲みの

施策名が「市立医療機関の再編・充実」でございましたが、修正をしたいということで左

側見ていただきますと「市立医療機関の持続可能な体制構築」ということで改めたいと思

います。それから、下にいきまして、丸２施策の目標でございますが、従来は「医療機関

の変化に的確かつ機動的に対応するため市立医療機関を再編するとともに」という記述で

ございましたがそれを、「市立医療機関の持続可能な体制を構築するためその機能や役割
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を見直すとともに」と改めたいということでございます。それからその下の箱囲み、施策

の方向でございますが、丸１番で「市立医療機関の再編」というところ、その内容につい

て「市立医療機関を再編します。」と掲げてある部分については、「市立医療機関の機能

の充実」ということで、「市立医療機関の機能や役割を見直し、充実した医療体制の構築

を図ります。」と改めさせていただきたい。それから、丸２番の「経営の健全化」は、従

前ですと「市立医療機関の再編により、経営の効率化を図り」と書いておりますが、ここ

は「市立医療機関の経営の効率化を図り」ということで、改めたいということでございま

す。また、一番下に策定予定という文字を加えております。そして、その施策を改めるこ

とによりまして、資料２の次のページでございますが、体系図に「市立医療機関の再編・

充実」とありますので、ここを「市立医療機関の持続可能な体制構築」と改めたい。それ

から、４番の基本方針の中にも、下から２行目ですが、「市立医療機関は」ということで

飛びまして、「体制の構築を図るため再編し」という部分については「市立医療機関につ

いては」、「体制持続可能な体制の構築を図り」ということで改めたいということでござ

います。そして、その次に体系図を掲げておりますが、体系図３番の大綱「健康で安心し

て暮らせるまちづくり」の一番下、基本施策の６番「医療の充実」そのうちの施策の丸２

でございますが、「市立医療機関の持続可能な体制構築」このように改めたいと考えてお

ります。そして説明は資料１に戻りたいと思います。 

次に通し番号131番、一番下でございます。「ＳＤＧｓのアイコンについて国連版と奥州

市版の併記をお願いしたい」というご意見でございました。当日の回答では、最終案につ

いてのご意見として賜りますと、「最終案の４『部門別計画とＳＤＧｓの関係について』

30ページに国連版と奥州市版を併記するとともに、各施策と奥州市版ＳＤＧｓの関連性で

は、アイコンを併記いたします。」とお答えをしております。これについては資料の３を

ご覧いただけますでしょうか。カラー見開きのページで29ページ30ページでございますが、

従前は29ページに上の方で国連版を小さく、そして奥州市版を大きく掲載しておりました

が、29ページと30ページに国連版と奥州市版を見開きで比較対象できるように掲載し直し

ております。それから、次のページでございますが、「各施策と奥州市版ＳＤＧｓの関連

性」ということでございまして、上下に国連版と奥州市版を配置しております。委員のご

意見に従いまして、施策とＳＤＧｓの繋がりを国連版、奥州市版の両方で表しております。 

資料１番に再びお戻りいただければと思います。資料１の裏面でございます。通し番号

が133番でございます。出された意見でございますが、ここの４行目「デジタル技術ＤＸに

ついて話をさせていただいて、特に商工観光部には、いろんな形で計画を入れていただい

た。ただ、商工観光部だけではなく、特に農水関係、農林関係はデジタル化が遅れており、

これから大きく変わっていく時代を迎えている。現状と課題には入っているが、そこの視

点がほとんど入っていない。さらに、６次産業化を掲げているが、マーケットインではな

くプロダクトアウトの発想となっている。これからはマーケットインでなければ受け入れ

られないという話があるので、そこが抜けているように思う。」ということでした。この
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件については当日、答弁漏れでございまして、大変申し訳ございませんでした。この件、

遅ればせながらここに記載している内容を確認させていただきたいと思いますが、デジタ

ル技術の活用について商工観光部だけでなくというのは、そのとおりでございます。特に、

農林に関する計画にそれが反映されていないというご指摘については、後期基本計画案の

84ページで、施策名「消費者から支持される農畜産物の生産力の強化」として、生産コス

トの低減や収量の拡大と謳っておりまして、ここはまさにデジタル技術の活用を意図して

おります。また、畜産王国の復権という方向もございまして、先進技術の導入と謳ってお

ります。ここに関しては、デジタル技術の活用による生産性向上を意図しておりますし、

加えて今回、「消費者から支持される農畜産物の生産力の強化」として施策名をあえて変

更しているのは、ご指摘いただきましたマーケットインを意識したからこその発想となっ

ております。また、ここにぶら下がる個別計画として「奥州市農業振興ビジョン」があり

まして、これに関しても現在改定作業を行っております。その中では、総合計画で謳う生

産コストの低減や収量の拡大等を踏まえ、先進技術の効果検証と導入支援を大きく項目と

して取り上げているほか、具体の推進に関しても、先進技術導入に係る検証や導入費用の

助成ドローンやＧＰＳ自動運転などを活用した生産性向上などを謳っているところでござ

います。なお、85ページの施策名「農畜産物の需要拡大」では、６次産業化も謳っており

ますが、ここにぶら下がる計画の中では人材育成、チャレンジ支援、専門機関と連携した

商品開発などを進めていく考えでございます。いずれ、ご意見いただきましてありがとう

ございます。計画全般にわたりまして、ご指摘いただいた点を大切にしながら推進したい

と考えております。 

それからもうひとつだけご説明いたします。134番でございます。「未知なる感染症への

対応についてはほとんど記載されてないように思う。おそらくこれに関わってくるのは、

新たな働き方であると思います。」ちょっと飛びまして、「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。それで附帯意見や何らかの形で時代に対応した柔軟な施

策ということを打ち出せるように、審議会として入れていただきたいと思います。」とい

うことでございました。これについても、確認させていただきますが、未知なる感染症に

係る対応についてはデジタル技術の活用やオンライン、ＳＮＳといった具体的なものを掲

げておりますが、委員ご指摘の働き方に関しては確かに新しい生活様式を踏まえた表現に

はなっておりません。特に地方の企業でのオンライン活用を含めて働き方がどう変わるの

か、この先５年間、10年間での状況の大きな変化も予想されるので、柔軟な対応が必要に

なろうかと考えております。ここに関しては、委員から書面でも、附帯意見に係る意見と

して頂戴しておりますので、これは事務局の立場でご意見の趣旨を附帯意見として表して

おりますので、後程改めてご説明をしたいと思います。報告については以上でございます。

○遠藤会長 

それでは質疑に入りたいと思います。前回の答申書の変更という部分もございますので、

都合４点にわたって説明を受けておりますので、１点ずつ皆さんのご確認を得ていきたい
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と思いますのでよろしくお願いします。 

最初に通し番号の130番、医療関係ですね。これについて、ご質問ご意見ある方の挙手を

求めます。はい、どうぞ。 

〇小野寺純治委員 

小野寺です。ありがとうございました。私、ここのところに特に意見を申し上げたわけ

ではないのですけども、今日拝見させていただいて、「市立医療機関の持続可能な体制構

築」について、この体制というのはどこに係る体制なのかというところが、ちょっと見え

ないのではないかと。もし入れられるのであれば、「医療体制」という「医療」という表

現をしっかり入れて、住民の健康を守るという体制と示してはいかがか。今のままだと医

療機関だけを何とか守るというようなイメージになってしまうのでそこは少し検討されて

はいかがかという提案でございます。 

○遠藤会長 

はい、お願いします。 

○小沢市長 

小野寺委員の意見には重みがあると感じますけれども、今、市民の皆さんがおっしゃっ

ておられるのは、市内にある歯科診療所も含めて五つの診療機関を何とか残して欲しいと

いうことが最大の争点であります。ですから、まず施設についてということがひとつ。そ

して医療体制というのは、改革を進めていく上において、例えば県立病院と重復する部分

をどうしていくかという部分の、まさに先生がおっしゃるところの「医療体制」でござい

ます。つまりは「医療体制」と書いてしまうと、全体としての内容が不明になってしまう

という、様々な検討したうえで極力誤解なくご理解をいただけるという形の文言にしてあ

るということで、ここはそのような意味でご理解を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した。 

よろしいでしょうか。他の方ご意見ございませんでしょうか。 

（質問、意見なし） 

次進みまして、通し番号131番。ＳＤＧｓの関連で、質問、意見ございましたら挙手お願

いします。よろしいでしょうか。他の方はご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

それでは、３点目の通し番号133番。この件について、質問、意見を求めます。要望も含

めて求めます。いかがでしょうか。 

（質問、意見なし） 

この件も、意見ないようでございますので、次に進ませていただきます。 

最後でありますけれども、通し番号134番に関して、質問、意見、要望を一括お受けいた

します。この134番については、後程答申書の附記事項を協議いたしますけども、その中で

も触れるということでございますので、その場でも構いませんので、もしご発言ありまし
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たらよろしくお願いいたします。 

（質問・意見なし） 

それでは、この報告事項については、以上で次に進みたいと思いますけども、よろしい

でしょうか。 

（頷くもの多数） 

はい。ありがとうございます。続きまして協議に入らせていただきます。 

４ 協議 奥州市総合計画後期基本計画（案）の答申（案）について 

それでは、「第２次奥州市総合計画後期基本計画（案）の答申（案）について」事務局

の説明を求めます。 

○二階堂政策企画課長 

それではご説明いたします。前回、市から審議会へ後期基本計画（案）を諮問いたしま

した。ついては、後期基本計画（案）へのご意見を11月12日締め切りとして、頂戴するこ

ととしておりました。資料４は頂戴したご意見を事務局として整理し、一覧としたもので

ございますので、資料４をご覧いただければと思います。 

なお、資料５が答申案ということでございますので、こちらも併せてご確認いただけれ

ばと思います。まず１番の意見でございます。「ＳＤＧｓのアイコンについて国連版と奥

州市版の併記をお願いしたいと思います。」これについては、前回の総計審で頂戴した意

見ということで、先ほどご説明したように併記をしたところでございます。そして、２番

の意見でございます。「行政の継続性を担保していくために、総合計画を策定し、市民に

広く知らしめ市民の理解と同意のもとに着実に施策を展開していくことは、行政運営上極

めて重要である。しかしながら時代の変化は激しく、往々にして５年、10年の期間では全

くもって予測不可能な事態に陥ってしまう状態が頻発している。今計画策定下においても、

近年急速に産業や市民生活にビルドインされつつあるＤＸや、２年前には全く予想もでき

なかったCOVIT-19の世界的流行などにより、産業構造や生活環境は大きく変化してきてい

るが、これらを踏まえた施策を描けずに計画を策定せざるを得ない状況にある。そこで、

答申を出すにあたって次の文言を附帯意見に加えるよう提案する。」ということでござい

まして、附帯意見として「社会変革を促す新たな技術の急速な進展や生活のあり方を変え

る感染症など、現代社会が予測困難な時代に突入していることを十二分に認識し、施策の

方向を絶えず見直すとともに、適切な対応策が講じられるよう、計画の不断の見直しを強

く推進されたい。」ということでございます。このご意見につきましては、遠藤会長とも

もちろん協議しておりますが、趣旨を答申案の附帯意見として掲載をさせていただいてお

ります。資料５の答申案の附帯意見の４番に掲げておりますが、改めてご紹介をいたしま

す。それから資料５の３番でございます。意見等でございますが、「計画に盛り込まれた

各施策の実施にあたっては計画策定に対し寄せられた市民、各種団体、関係機関等の意見

等に十分配慮し、かつ計画の内容を最大限尊重し、確実に実施していただきたい。」とい

うことでございます。各種の意見を大切にしてきちんと進めよ、というご意見だと理解い

たしまして、これについては、附帯意見の１番にまとめております。それから、意見番号
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４番でございます。「計画に盛り込まれた各施策を確実に実施し、現状の課題解決等に取

組むとともに、将来を見据え、次世代を担う人々の、安心と信頼に繋がる市民生活環境の

充実に最大限努めていただきたい。」ということでございます。いずれ、将来を見据えて、

次世代を担う人々の安心と信頼に、という部分を重視いたしまして、その趣旨を附帯意見

の３番にまとめているところでございます。そして５番でございます。医療機関再編の文

言追加について、ということでございまして「先日の審議会での委員意見は、再編という

文言は、統廃合を想起させるため、修正が必要という内容だったと受けとめる。それに対

して市長は別の案を検討していると回答している。再編等の中身が、統廃合を含まないも

のであれば再編の文字は削除しても構わないと思うがいかがか、再編の文言を削除しない

場合、いずれ施設の統廃合は不可避と考えているという受けとめ方でいいか。」というこ

とでございます。これは附帯意見の案としてではなく、再編の解釈についての質問と捉え

ております。先ほどご説明したとおり、再編という表現は現状の方向に照らして、改めて

おります。それから６番、附帯意見について「行政サイドには財政規律を守るため、事業

実施において、住民を説得する努力をお願いしたい。旧市町村単位であれもこれも維持し

たままでは合併した意味がない。方針を打ち出しても、その都度出される住民要望を受け

入れては何も前進しない。大きな声だけではなく、表に出てこない民意の把握に努めて計

画の推進による『オール奥州』の実現をめざして欲しい。市民も、今の身近な生活だけで

なく、未来のために手放せるものがないか考えて欲しい。」ということでございました。

貴重なご意見と捉えております。いずれ、この表に出てこない民意の把握、「オール奥州」

の実現、市民も将来のために考えるべきと、こういった思いを附帯意見の２番と３番にま

とめております。それから７番でございます。めざすべき都市像を決定して中間点を迎え

ている昨今、後期もしっかりと追求することを前提に、ということで「めざすべき都市像

をめざすためにも、住んで良かったまち、住んでみたいまちを基本に置き、この基本が市

民に全面的に醸し出すような施策の見える化と進捗の見える化を追求されたい。」住んで

良かったと市民が実感を持てるよう、計画をしっかり前に進めなさいという意見と捉えて

おります。これに関しては、計画を推進する上で総合的なご意見として捉えております。

それから８番でございます。「現市立病院の老朽化対策、診療所の改革プランについては、

一定の理解を求めることはもちろん、政治決断も含め早期の決着を図られることを求めま

す。」これは病院も含めまして、将来に負債を残さない行政経営改革を進めようという解

釈でございまして、附帯意見３番に意図を込めております。裏面９番でございます。「当

市の人口減少が確実に予測される中、公共施設やインフラの老朽化が財政に大きな課題を

抱えている。特にも水道事業が抱える老朽化対策と、料金の個人負担の行方が全国的に大

きな課題として注目されている。中長期の見通しを提示し、短期的な施策と課題解消に努

められたい。」このご意見についても、財政負担の増大を憂慮したご意見だと受けとめて

おりまして、附帯意見３番にまとめさせていただいた経過でございます。そして10番でご

ざいます。「合併後15年の検証結果によって成果も上げられていますが、一方では成果と
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しては不足な部分や、課題として浮彫になった点もあります。今後の実施経営計画策定や

事業展開においては、合併検証による課題や問題点を十分意識し取組んでいただきたいと

思います。そして、合併による成果を実感できる後期計画の推進となるよう期待いたしま

す。」というご意見でございます。これに関しては、合併検証での課題を意識して取組む

べきということで、附帯意見１番に趣旨を込めております。次に11番です。「今後の事業

展開については『財政健全化計画』の着実な進捗との整合を保つとともに、財源確保や財

政運営について引き続き努力していただきたいです。」ということでございます。財政健

全化の推進については、附帯意見３番にまとめさせていただいております。そして12番で

ございます。「県内市町村の中でも突出して高かった空き家バンクを通じた成約件数並び

に、それを支えてきた地道な情報収集と提供の取組はもっと積極的にアピールしてよいと

思います。市の優れた取組がきっかけで、民間主導でも取引が活発に行われるようになっ

たならば、不要ですが。」ということでございます。これは最終案105ページの方で、施策

名「自然環境保全対策と環境学習の推進」というものがございまして、その施策の方向性

のところで空き家対策の推進を掲げております。ご意見に沿って成果を踏まえて、施策を

推進してまいりたいと思います。13番です。「不採算や低稼働に陥ってしまっている市有

施設の有効活用をもっと積極的に検討して欲しい。」ということでございます。市有財産

の有効活用ということで附帯意見３番にまとめております。14番でございます。「中山間

地など条件不利地における農家の支援を積極的にすべきである。」ということでございま

す。これも後期基本計画の最終案86ページなどで、中山間地域の振興について掲げており

ます。ご意見を踏まえて、施策を推進してまいります。それから15番でございます。「奥

州市版ＳＤＧｓの取組を始め、後期基本計画の内容について、市民理解を深め身近に考え

られるような取組を推進して欲しい。行政だけが考え、事業実施する計画ではなく、市民

が奥州市のまちづくりを考え、行動するような動きに繋がる計画になって欲しいです。」

ということでございます。これについては、市民が考え、行動を起こすことに繋げるべき

というご意見と捉えまして、附帯意見の２番の方でまとめております。そして最後16番で

ございます。「変化が著しい現代において、計画内容に柔軟性を持たせ、時代に対応でき

る奥州市のまちづくりを推進して欲しい。」時代の変化に応じたまちづくりの推進という

ことで、附帯意見の４番に込めております。 

以上が、寄せられたご意見でございまして資料５の附帯意見にどう表したかということ

の説明でございました。ここで、事務局から改めて資料５の附帯意見について読み上げた

いと思います。資料５でございますが、附帯意見の１番でございます。「合併検証により

浮き彫りとなった課題を意識するとともに、寄せられた市民、各種団体、関係機関等の意

見を十分尊重されたい。」２番「幅広い世代や団体などを意識した市政に係る情報の提供

と意見の把握などにより、市民との信頼関係の構築に努め、『協働』のさらなる推進と、

市民が自らまちづくりの主体として行動する機運の醸成を図られたい。」３番でございま

す。「市の将来を担う世代の負担にならぬよう、公共施設の整理合理化、市有財産の有効
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活用をはじめとした行政経営改革の着実な推進に努められたい。」４番でございます。「社

会変革を促す新たな技術の急速な進展や生活のあり方を変える感染症、気候変動による大

規模災害など、現代社会が予測困難な時代に突入していることに配慮した適切な対応策を

講じられたい。」ということで事務局としては、意見をまとめさせていただいております。  

説明は以上となります。 

○遠藤会長 

ありがとうございました。今月の12日を期限として皆さんの方からご意見等を頂戴した

わけであります。その後、事務局と会長との調整と言う形で努めさせていただきました。

ほとんどの項目で、この大きな附帯意見の中に入れ込むことができたのかなと思っており

ます。そんなことをちょっと付け加えさせていただきながら、この答申案に、意見が網羅

されているかどうか、ニュアンスの違いについてなども含めてですね、ご意見を頂戴した

いと思います。なお、修正する可能性もございますので、挙手のうえお名前を述べてから

発言をいただければと思います。ひとつよろしくお願いします。 

どなたかございますか。 

はい、小野寺委員どうぞ。 

○小野寺純治委員 

すいません小野寺です。 

今回の審議会としての答申案にそのように意見があるわけではなくて、実は私が申し入

れました表現の中にちょっとミスタッチがありましたので、修正をお願いしたいと、これ

がちょっと入れるのであればということで、意見の２番目になります。出された意見の方

は十分反映させていただいたと思っておりますが、提案理由の方のですね、１番最後の行

ですね、なお書きのところの、ずっといって「附記していく」と書いてありますが、「附

記しておく」のつもりで書いておりましたので、恐縮ですけれど「おく」に直していただ

きたいという、修正のお願いでございます。以上です。 

○遠藤会長 

はい。ありがとうございます。 

通し番号２番の１番最後ですね、意見提案理由等の最後、「いく」を「おく」にですね、

訂正していただきたいと思います。 

その他、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

もし、ないようでしたら、この原案に対して確認されたという捉え方でよろしいでしょ

うか。 

（頷くもの多数） 

はい、ありがとうございます。それでは後程、会長の署名を書き添えて、市長の方に答

申をしていきたいと思います。それでは、予定されていた協議を終了時間内に終えること

ができました。皆さんのご協力に感謝をしながら、事務局へマイクをお譲りいたします。 
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５ 答申 奥州市総合計画後期基本計画（案）の答申 

○千葉総務企画部長  

はい。ありがとうございました。 

それでは次第５、後期基本計画（案）の答申に入らせていただきます。遠藤会長より、答

申書への署名をお願いいたします。 

＜遠藤会長、答申書へ署名＞ 

それでは、遠藤会長より答申書を市長へ手渡ししていただきます。テーブルの前にご移

動お願いいたします。 

○遠藤会長 

令和３年11月８日付け奥政第449号により、当審議会に諮問がありました第２次奥州市総

合計画後期基本計画（案）について、慎重に審議した結果、奥州市における今後５年間の

行政運営の指針として適切であるものと認めます。なお、その実現に当たっては、次の事

項に十分留意し、計画の円滑な推進に努められたいという形で、先ほどありました内容で

ございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

＜答申書手交＞ 

○千葉総務企画部長  

それでは、遠藤会長よりこれまでの審議について総括のお話をお願いいたします。 

○遠藤会長 

それでは着座にて、感じたことを挙げさせていただきたいと思います。先ほど、皆さん

のご協力ご理解によりまして、無事、小沢市長に答申することができました。本当に感謝

申し上げたいと思います。 

この審議会は７月２日より分科会等が開始されまして、１回の分科会そして４回の審議

会という形で進めることができました。感じたことは、この答申の４項目にも全て入って

いると思いますけれども、やはり奥州市が掲げているこの計画案は、10年間の案を示して

いまして、そして今年度までの５年間の中間的な評価、成果を確認させていただいて、こ

れからの５年間という形で、今日まで皆さんと協議をさせていただいたわけであります。

俗に言う10年一昔というわけでありますけれども、これが以前の10年と、今の10年という

のは、前回の小野寺委員の発言からもありましたように、非常にスピードを持った、変化

というものが、グローバルに繰り広げられているということでございます。日本、または

岩手県という単体で動いていた時代もあったように思えますけれども、今はそれらの動き

を見据えながら、奥州市としても様々な計画を立てていかなければならない。その難しさ

というのは、われわれ一市民としても非常に痛切に感じる昨今だと思っています。 

附帯意見の４項目について特出するのは、役所の変化の動き、速さという部分では、気

候変動や、またはどこで起きるか分からない大規模災害であるとか、こういうものがどん

どん進んでおり、過日ＣＯＰ26でも示されているとおり、非常に難しい対応が求められて

います。それが地球規模だけではなく、やはり奥州市の中でも、同等な形で求められてい
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るということが、１点。 

２点目は先ほど若干話しましたけれども、グローバル化に対応した政策立案というのは

非常に難しくなってきているということです。ただ、横に置いて素通りするわけにはいか

ない部分でございますので、この辺で一体的な対応というのは必要だと思います。 

そして３つ目には、人口動態、特にも少子高齢化におけるまちづくり等々が、当然なが

ら求められてくるわけです。これだけ広大な面積を持つ奥州市にとっては、この辺がこれ

から強く求められてくるのかなと思っています。コンパクトシティ、スマートシティとい

うのも、検討はされているとお伺いしておりますけれども、この辺を現実の形で、机上に

載せるという施策も、この５年間の中では生まれてくるのかなという気もしてなりません。 

そして４つ目、最後ですけども、行政に対する市民の変化、または多様性というものが

求められている。われわれが小さい時や若いときは、多数決という言葉が往々にして協議

の決定の席に出てきた言葉ですけれども、多数決は民主にとって必要なことでありますが、

その多数決の中でもその多様性というものが、本当に小さな単位で、そこに幾つも存在す

るということもありますから、その辺を網羅したいろんな施策というものが必要かと思っ

ております。これらが、この答申の中に散りばめてありますので、これについても重点部

分として推進し、是非とも生かしていただければと思っています。 

それからこの審議会の運営でありますけれども、私、初めてこの大役を仰せ受けまして、

今思えば、丁寧な審議会運営がなされたのかなと思っています。その中で一番、これは良

かったと思うのは、分科会方式で皆さんの方から少人数で審議していただき、意見をいっ

ぱいいただくということが、この審議会の運営にも功を奏したのかなと思っています。た

だ、分科会の委員を選考する場合は、できるならば皆さんの見識の高さというものを、そ

の中に入れていければ１番良いわけでありますけれども、専門外のところでもご発意いた

だいたと思いますが、その辺がもう少し慣れてくれば自分の専門知識というものを存分に

生かせるような分科会になるかと思います。ただ、この分科会は非常に印象に残る運営だ

ったと思っています。 

最後になりますけれども、これから変化というのは、臨まなくても変化が起きるもので

ありますので、勇気を持ってこれに対応していただければと思っています。それから、市

民末端までの見える化といいましょうか、中々見える化というのは難しいわけですけれど

も、できるだけ表面的な層だけではなくて、深くまとめて見える化という部分についてご

努力いただければなと思っていますし、デジタル社会の推進は、言うまでもありません。

ただ、この恩恵に預からない方も相当数、少子高齢化という部分から言えばあるとおもい

ますので、デジタル化を進めるということでありますけど、アナログの部分をやはり残し

て、満遍なく見える化をするというのは必要と思っております。長くなりましたけれども、

ともに「めざすべき都市像」というものを追求しながらの審議会だったと思います。われ

われ審議会委員と共に、頑張っていければと思いますので、この答申に附記した部分につ

いては、積極的にこれからも応援していくことをみんなでお約束したと思っております。
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これまで支えていただきました委員の皆さん、そして後ろにお並びの市の担当者の皆さん

に感謝を申し上げながら、この審議会を終わりたいと思いますよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

○千葉総務企画部長  

遠藤会長ありがとうございました。 

それでは市長からお礼の言葉を申し上げます。 

○小沢市長 

遠藤会長をはじめ皆様には本当にお忙しいところ何回にも何度にわたり、ご参加を賜り、

貴重なご意見をお寄せいただき、そして、ただいま諮問に対して答申書を受け取りするこ

とができたということで、大変ありがたく感じております。特に附帯の意見としてつけら

れました４項目が、ある意味ではこの後期計画の肝であろうと思っております。この４点

を全体に要約するとですね、市民意見をしっかり聞くこと。行政情報や伝えなければなら

ないことを正確に市民の皆様にきっちりと伝えるような体制と、その行動を行うこと。協

働を基本とする官民一体となったまちづくりがさらに進むよう努力をすること。そして、

時代の変化に応じた財政改革や、行政改革はしっかりと推進すること。変化が激しい時代

において、その変化を見極め適時適切に柔軟に、その方針を決め実行していくということ

なのだろうと、改めてこの４項目を読みかえさせていただき、私としてはそのように感じ

取ったところであります。しっかりとこの提言、そしてこの内容を受けとめ、よりよき奥

州市になるよう、さらなる努力を重ねてまいりたいと思います。この度は誠にありがとう

ございました。 

６ その他 

○千葉総務企画部長  

はい。それでは次第６その他でございます。 

皆様から何かご発言は。どうぞ、髙橋委員。 

○髙橋委員 

遠藤会長がおっしゃった見える化について、このような会議は、是非旧市町村を回って

やるようにしてはいかがでしょうか。現場で話をするということで一定の効果があるよう

に思いますので、後期計画を回す段階ではそういう考えもあると、提案です。 

もうひとつ、前期も後期も子ども達を大切に育てる方針を目指していますが、去年と今

年の出生率は激減している。ちなみに衣川は今年３人で去年は５人。奥州市全体としても

激減している故に、子ども達を対象者として、冬場に集めて宝探しをやらせるような取組

や、市長から健康に育つよう供養願文があって初めて、奥州市は子どもたちを大切にして

いる市だと思われるのではないか。ひとつ工夫していただいて市民の皆さんにわかりやす

いやり方を企画立案し頑張っていただきたい。以上です。 

○千葉総務企画部長 

ただいま、キーワード見える化について２つのご提案がございました。 

○市長 
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髙橋委員の話は痛み入ってお聞き取りをさせていただくというところに、尽きるわけで

あります。見える化を図るといってもですね、ラジオとかテレビでいえば周波数みたいな

ものがあって、われわれが必死に情報を流したりしてもキャッチする側と同調してないと

物事が伝わらない、要するに情報をキャッチできないということになってしまうわけです

ね。ですから、われわれは情報発信側でありますので、その発信の仕方が本当に正しいの

か、ご高齢の方だけに伝わる情報ではないのか、あるいは若い方々にちゃんと伝わってい

るのか、必要とされる情報がタイムリーに発信されているのかという部分を、より深く考

えていかなければならない時代になってきたというのが実感であります。 

髙橋委員の話は、もっと役所と市民が近い位置関係を素直に感じ取れるようなことが大

切なのではないかと私は受け取らせていただきました。人口が多いから、面積が広いから

という部分を知恵で縮める、知恵で密接になっていくということなどを、より考えていか

なければならない思うところであります。いずれ人口減少はもう諦めたと、対応はできな

いなということは一切思っていません。何か良いやり方があると思っていますが、そのた

めに一番必要なのは、やっぱりここで産み育て、生活して歳を取るということは、「大し

た良い場所だよ、大した良い所だよ」ということを、先輩たちが、われわれが実践できる

ようなところから始めていかなければならない。子供たちが背中を見て「やっぱりここは

駄目だな」と思われないようにしなければならないと、改めて思ったところです。その意

味では、ご高齢の方々も生き生きと、中間の年代の方も様々大変でしょうけれども生き生

きと、そして若い方々は、元気よく様々なことにチャレンジし、そしてこの町を愛してい

ただけるようなまちづくりをさらに進めてまいりたいと思います。本当にありがとうござ

います。 

○千葉総務企画部長 

よろしいでしょうか。 

他に委員の皆様でご発言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すので、こちら事務局から事務連絡をいたします。 

○二階堂政策企画課長 

はい。ありがとうございます。 

本日、答申いただきました、後期基本計画の案について、今後のスケジュールについて

お話をいたします。11月26日審議会全員協議会で最終案の説明をさせていただきたいと思

います。そして、令和４年第１回定例議会に議案として提出することを想定しております。

今後でございますけれども、当審議会につきましては、本年度内においての開催の予定は

今のところございません。予定通りいきますと、次回は来年度の開催ということになりま

すが、いずれ、またその旨ご案内したいと思いますので、今後ともよろしくお願いをいた

します。以上でございます。 

７ 閉 会 

○千葉総務企画部長 
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ただいまの事務連絡について何かご質問等ございますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

それでは以上をもちまして、令和３年度第４回総合計画審議会を閉会いたします。 

大変ありがとうございました。 

 

─午後３時10分開会─ 


