
令和２年度市政懇談会における質疑応答一覧

開催期間：令和２年６月11日～７月28日

通し
番号

開催日 地域 地区名 区分 質問・意見等内容（要約） 当日答弁者 市の答弁内容（要約） 担当部 担当課

市長

公共交通については、高齢者の足を何とかしなければならないとい
う課題がある。

総務企画部 政策企画課

及川副市長

公共交通は、18歳以下や免許のない高齢者の足をどうするか。ただ
し、ダイヤ増やしても利用者は増えない。

総務企画部 政策企画課

2 意見

ひめかゆスキー場は無くなれば困る。例えばファミリー向けの料金
サービスなどを考えていただければ、利用者も市もウインウインの
関係となるのではないか。

市長

スキー人口は減っている。夏油と比べると営業日数半分でも運営経
費はほぼ一緒。このような基礎体力のない３つのスキー場をどうす
るかということ。例えば年間65百万円の管理費を考えれば、市民を
夏油まで送迎した方が効果的といったことにもなる。 商工観光部 商業観光課

3 質問

７月からレジ袋が有料化になる。そのお金は何のために使うのか。
国からの指示なのでは。 行政経営室

主幹

環境のためレジ袋を減らす目的のものとの認識。売上はスーパー等
の収入になる。

市民環境部 生活環境課

4 意見

レジ袋は店の宣伝も兼ねている。捨てられないように奥州市のゴミ
袋にするなどは考えられないものか？

市長

プラゴミの総量削減が目的。今の市のゴミ袋もポリエステルで環境
にはよくないことも確か。

市民環境部 生活環境課

5 意見

マイナンバーカードの普及のため、市役所で写真を撮ってくれない
ものか。

市長

前向きに対応したい。
（既に支所も含め対応済み。）6/12マイナンバーカード推進室

市民環境部 市民課

6 質問

水沢病院を利用しているが整形外科の医師もいなくなり不便。病院
の建て替え構想はどうなっているのか？

市長

建て替えは公約でもあるので、当初のフルスケールのものとはなら
なくても何とか達成したい。新型コロナが発生すれば胆沢病院だけ
では医療崩壊となる。まごころ病院も含めて、市立病院の体制を整
備しなければならない。また、病院建て替えも含めた財政計画と
なっているので、新たな財政負担ということではない。

医療局 経営管理課

7 意見

市の土地の刈払いを無料でやっていたが高齢化してきたので補助金
を出してもらいたい。

市長

かつては効率的にできたのが高齢化で難しくなってきたという事情
は分かる。

都市整備部 維持管理課

8 意見

圃場整備の法面の刈払いは今年から市がやるとのこと。アジサイ
ロード展望台は市の土地であるが、今年は地元で刈払うこととして
いる。 市長

そのような市有地は他にも沢山ある。地域が元気で人がいればだ
が、そうもいかなくなっている。時間はかかるが何らかの策は考え
ていかなければならないと思う。 都市整備部 都市計画課

9 質問

ひめかゆの譲渡はどうなっているのか？

市長

㈱ひめかゆに無償譲渡して運営することで準備している。

商工観光部 商業観光課

10 意見

ひめかゆについて、最初からそうなるのであれば、説明会などしな
くてもよかったのではないか。

市長

市の持ち株を減らし、株主構成を変えるなど、資本の内容も変わる
ため。

商工観光部 商業観光課

11 質問

入浴と宿泊ではどちらが売り上げが高いのか？

市長

日帰り、宿泊、宴会で1/3ずつくらいの割合。

商工観光部 商業観光課

12 意見

地区要望の達成率が低い。今回の説明を聞くと、地区要望もカット
されていくのかと思う。住民生活のための要望であるで達成に向け
て検討して欲しい。 市長

地区要望は道路関係がほとんど。十分に承知しているので、予算を
かける分にかけることで調整したい。

総務企画部 政策企画課

意見

バスに自転車を積めないか問い合わせたができないとのことだっ
た。柔軟性があれば利用者も増えて料金収入も上がるのでは。

1

6月11日 胆沢 小山
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13 質問

財政が厳しい一方で、これを伸ばしていくという希望が持てる施策
があれば、お示しいただきたい。

市長

みんなで力を出し合い、できなかったこともできるようにする「協
働のまちづくり」が私の施策の一丁目１番地。地域課題を何とかし
たいと思って頑張る地域に対しては、市も本気で応援したい。自ら
頑張る地域を市が応援することにすれば、解決しようする地域課題
に応じて、市の応援の仕方もそれに即した形にすることができる。

協働まちづく
り部

地域づくり推
進課

14 意見

これほど財政が厳しい中で、ＩＬＣ誘致に注力する必要はないと思
う。費用対効果を考えると誘致することに疑問あり。市民は納得で
きないのではないか。

市長

実際にＩＬＣを誘致できたとしても、奥州市にバラ色の未来が約束
されるわけではないが、現時点で世界で最も立地が有力と言われる
当地域において、可能な範囲で予算をかけて誘致に取り組むことは
必要なこと。ＩＬＣが実現することで、素粒子研究が飛躍的に進
み、産業、医療などに貢献できる技術が大きく発達する可能性も期
待できる。そうした奥州市だけの恩恵に止まらない、人類の発展に
寄与する研究施設の誘致であり、市にとって過度な負担とならない
範囲で誘致の取組みは行うべきと考えている。

総務企画部 ＩＬＣ推進室

15 意見

今回の開催を先週新聞で知ったが、ＨＰでも記事を見つけられな
かった。ＨＰに情報を載せてもらえればＳＮＳで拡散できた。 行政経営室

主幹

５月広報お知らせ版に掲載した。ＨＰにも掲載したはずだが、見て
いただけなかったのであれば工夫していく。
※ＨＰ掲載は１週前だったとのこと 財務部 行政経営室

16 意見

子どもの医療費などで公のお世話になっているが、子ども達に負担
を残したくないので、できることをやっていきたい。

市長

人口減でも扶助費が減らないのは、命や生活を守ることはしっかり
やっている。こうしたことを守るためにも、今の時代にあった改革
をしていかなければならない。 健康こども部 健康増進課

17 意見

20年後、30年後に何を残していくかは、私たちの子育て世代が考え
ていかなければならないので、30代、40代の人がたくさん来てほし
い。 -

回答なし

総務企画部 政策企画課

18 意見

計画では経常経費が毎年減り、具体の話が出てくると総論賛成・各
論反対となるだろう。削減だけで夢が全くない。どこを目指してい
くのか、市政としてしっかりやっていただきたい。 -

回答なし

総務企画部 政策企画課

19 その他

地区センターの指定管理で、労務関係の問い合わせなどをしてもす
ぐに返事をもらえない。市と振興会では違う。法律関係に一定の知
識を求められるが、そのような人材を振興会で今後も雇用できるか
どうか。色々と面倒なことばかりであれば、今後は指定管理をやめ
るべきとの声も出てくる。

市長

様々問題があることは承知しており、解決に向けて知恵を出し合っ
ていきたい。市民目線で職員が動くよう、また問い合わせに対して
はできるだけ素早いレスポンスをするよう努力していく。 協働まちづく

り部
地域づくり推

進課

20 質問

市有財産売却で現時点の見込んでいるものがあるのか？
行政経営室

主幹

現時点の見込みで計上している。決定したものではない。

財務部 財産運用課

21 意見

使用料が安すぎる。利用者負担をさらに上げることも踏まえ、大々
的に見直すべきでは。

市長

市民の合意形成が必要で、資料にある計画記載の内容でまずは進め
ていきたい。

財務部 財政課

22 意見

旧東中は売却の見込みがあるのであれば、地元とじっくり話をして
ほしい。

市長

市で一方的に決めることはない。地元の方と一緒に。慎重に丁寧に
進める。 財務部

協働まちづく
り部

財産運用課
生涯学習ス
ポーツ課

23 意見

使用料の上げることについて、受益者負担はその通りだが、利用者
が減ることは問題だと考える。激変緩和を検討してほしい。

-

回答なし

財務部 財政課

24 意見

公共施設の整理合理化について、「設置の目的を終えた施設」とあ
るが、目的が変わって利用されているものがあるので、それを踏ま
えて検討してほしい。 -

回答なし

財務部 行政経営室

6月18日 水沢 常盤

6月16日 水沢 水沢南

6月18日 水沢 常盤

6月15日 水沢 水沢

6月14日 胆沢 南都田
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25 意見

旧東中跡地の活用については、利便性があり、価値があるものだ。
できるだけ早く、普通財産から行政財産に。難しければ現状のまま
で。 市長

大規模な整備は難しい。代替案など地域と一緒になって進めてい
く。 財務部

協働まちづく
り部

財産運用課
生涯学習ス
ポーツ課

26 意見

街路灯のポールが腐食しているので修繕するよう市から連絡があっ
た。200本程度管理しているが、原中振興会だけでは対応が難し
い。今後市に相談するかもしれない。 市長

全市的な問題と捉え、基金の造成や統一的な負担割合など検討した
い。事前に市担当課長に相談してほしい。

都市整備部 維持管理課

27 質問

水沢中学校や水沢病院の建て替えなど大型の設備投資は、使用目的
がはっきりしていれば、借金をしてでも遂行すべきでは？

市長

一定の投資は必要であり、そのとおり考えていきたい。

総務企画部 政策企画課

28 その他

東バイパス完成後、343号線の横断が危険。千羽寿司の前の道路幅
が広く、横断が大変なので歩道を確保してほしい。地元の安全安心
をつくってほしい。 市長

何らかの対応は検討したい。管轄である国と県に申し入れる。

都市整備部 土木課

29 その他

デイリーストアの信号機が撤去され、歩道が無くなってこちらも危
ない。一度現地を確認してほしい。

市長

何らかの対応は検討したい。管轄である国と県に申し入れる。

都市整備部 土木課

30 その他

デイリーストア後ろの小平さん宅周辺の街灯が撤去された。このエ
リアは街灯が少なく、子供たちも不安のようだ。街灯の新設を検討
してほしい。 市長

担当者に確認させる。

都市整備部 維持管理課

31 意見

いつまでも旧５市町村のやり方にこだわっていてはダメ。そのため
には、本庁と30地区の間に余計なヒトとカネ（総合支所という組
織）を置かないシステムに変えていかなければならないと思うの
で、ぜひ取り組んでいただきたい。

市長

協働のまちづくりを進めるための基本的な単位として30地区を位置
付け、地区ごとに地区センターの指定管理を引き受けていただいて
いる。こうした状況からしても本庁と30地区の間に余計なものを挟
まずに、30地区と市（本庁）が直接やりとりするほうが中間に係る
コストを削減でき、その分を地域に還元できる有効な方法かもしれ
ない。そうした視点も含めて、今後しっかり検討してまいりたい。

総務企画部
財務部

総務課
行政経営室

32 意見

国内の63％の自治体がゴミの有料化に踏み切っている。市長は、議
会で有料化しない意向を表明したらしいが、新しい方法を考えない
と道は開けない。まずは職員を使って調査研究してほしい。県内で
は北上市のみが有料化に踏み切ったが、全国では多くの自治体が有
料化しているので、ぜひ取り組んでいただきたい。

市長

施設使用料を値上げする一方で、ゴミの有料化はしないというのも
理屈が合わないという指摘はそのとおり。ゴミに関しては、ある程
度排出を市民が自らコントロールできるので、ゴミの減量化にもつ
ながる。市としても、処分費用の削減にもつながることを考えれ
ば、検討しなければならない課題であると思う。

市民環境部 生活環境課

33 意見

長い視点で見て収入を増やすことを考えてほしい。そのためには税
収がなければならず、人口を減らさないようにしなければならな
い。人口を維持するには、若い人が働ける職場がなければならない
が、奥州市にはそれがない。胆沢平野は昔から米どころで、平地は
ほとんどが優良農地だが、いまはそれがかえって仇となり企業誘致
も遅れ、ロードサイドが寂れてしまっている。もっと若い人を奥州
市に居させるための施策をお願いしたい。

市長

胆沢扇状地は、約１万haの農地のほとんどが農振地域に指定されて
いる。水沢の西環状線（４車線）などは、もっと民間開発が進んで
良い環境だが、国も費用をかけて進めてきた基盤整備であり、こち
らが希望しても簡単には農振解除できない。一方で、市のほ場整備
率はまだ低い状況なので、市としてもどちらか一方を進めればよい
話ではない。しかし、少なくとも奥州市で育った子どもが将来もこ
の地に居たい思ってもらうため、多くの企業に立地いただけるよ
う、また既に立地している企業のＰＲにも努めてまいりたい。

総務企画部
商工観光部

農林部

政策企画課
企業振興課

農政課
農地林務課

教育長

昨年まで教育保育再編検討委員会は、教育委員会の所管だったが、
今年度から市長部局に移管されている。公立の教育保育施設は、民
業圧迫しないように考えているところ。今年度は、新型コロナウイ
ルスの影響もあって検討委員会開催をストップしている状況と思
う。水沢地域に関しては、佐倉河幼稚園と羽田幼稚園の廃止につい
て検討しているが、子どもの動向なども調査しながら、できるだけ
早く検討委員会を開催するよう保育こども園課に申し入れしておき
たい。

6月18日 水沢 常盤

6月19日 水沢 佐倉河

保育こども園
課

学校教育課

健康こども部
教育委員会事

務局

佐倉河は、昔から教育熱心な地区であり、学校、幼稚園に対する住
民の関心も高い。現在、佐倉河幼稚園の廃止が検討されており、昨
年、検討委員会を１回開催したが、その後、この件はどのように
なっているか伺いたい。佐倉河地区振興会としては、認定こども園
という形であってもよいので、この地から教育保育施設をなくさな
いでほしいという考えである。私立保育園等との兼ね合いから、水
沢地域には公立施設は置かない考えらしいが、定数を少なくしても
結構なので残してほしいと思う。

その他34
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市長

現実的には、市内では地域を問わず公立幼稚園には子どもが集まら
ない。若い親の意見は、必ずしも地域にはこだわらず、ゼロ歳から
預かってくれて、評判が良ければそこに預けたいというものが多
い。確かに地元の幼稚園から小学校に入れば、人間関係の面から
も、また郷土愛という観点からも望ましいのかもしれないが、共稼
ぎ世帯などは早い時間に子どもを帰されても困るのが実態であり、
市としてもそうしたニーズを踏まえて再編検討をしなければならな
いと考えている。

35 質問

新市立病院に関して、これまでの進捗状況と市として地域医療を今
後どのようにしたいと考えているのか伺いたい。

市長

新水沢病院は、完全に新しいものとして建てたい考えだが、そのた
めには、まず地元医師会、県の審議会その他の関係する方々の了解
を得たうえ地域の医療構想をまとめる必要がある。地域医療構想を
策定するにあたっては、合併市である奥州市の効率的な医療を継続
して行うを目指すと説明している。現状の医療体制は、医療局とい
う組織はあるが、実態は水沢病院、まごころ病院、各診療所が、そ
れぞれ組織も財布も別で運営している。それを医療局という組織の
下で人事も財務もコントロールできる体制をつくりたい。また、今
後、地域社会で高齢化が進んでいく中で、在宅医療、訪問医療にも
力を入れていく必要があると考えている。さらには、市の各種検診
の受診率が極めて低いので、検診を受けてもらえるような体制づく
りも充実させたい。いずれ様々な検討課題があるので時間はかかっ
ているが、確実に前には進んでいるということを理解いただきた
い。

福祉部
医療局

地域医療介護
推進室

経営管理課

36 質問

かつて、合併前の水沢市に大学を設置するという話があったが、実
現しなかった。大学を誘致できれば、市に活気を呼び込むことがで
きると思うが、今後、市は大学誘致に取り組む考えはあるか？

市長

市として、新たに大学誘致するという考えはない。ＩＬＣを誘致で
きれば、大学誘致以上の効果があると考えているので、いまはＩＬ
Ｃ誘致の実現に向けて取り組んでいる。

総務企画部
政策企画課

ＩＬＣ推進室

37 質問

平成11年のインターハイ（卓球競技）を開催するために羽田に総合
体育館（Ｚアリーナ）をつくった。当時、施設を羽田に建設するこ
とについては、賛否が拮抗する状況だったが、最終的には建設する
ことで議決された経緯がある。そうした経緯で建設した体育館が、
いま現在、十分に活用されているのか？施設は使用されてもされな
くとも、維持費がかかると思うが、総合体育館について、今後、見
直しする考えがあるか？

市長

総合体育館に関しては、多くの利用があり、決して閑古鳥が鳴いて
いるような状況ではない。北上川東側にある体育施設のＺアリー
ナ、江刺中央体育館、江刺西体育館を同時に活用すれば、全国大会
クラスが大会開催も可能。河東線を使えば、信号も少なく移動時間
もかからない。いまある施設を上手に使ってさらに奥州市の魅力を
発信することも可能なので、せっかく造った施設を使い倒せるくら
い活用するよう努めてまいりたい。

協働まちづく
り部

生涯学習ス
ポーツ課

38 質問

子どもの居場所について。地区センター等については、放課後に小
中高の児童生徒が保護者の迎えを待っている場所になっている。厳
寒期においてはロビー・ホールが暖房もなく、寒さを耐えているよ
うだ。下校後の高校生が、道路等をうろうろしている場面も見る。
県も含めた形で何か対策を講ずべきではないか。

市長

小中高の児童生徒が帰宅までの時間、安心安全に過ごせるよう検討
する。地区センターで過ごす時間・機会がどれくらいあるのかとい
うことを、各地区センターの事務局を通じて確認してみる。

協働まちづく
り部

地域づくり推
進課

39 質問

コロナの特別給付金（10万円）について。納税義務を果たしていな
いにも関わらず、給付を受けている人がいるのはおかしい。仕組み
がおかしいと思う。

市長

いろいろな方法があったかとは思うが、実は滞納している人たちが
一番困っているのであろうと考えれば、そういう手当も必要なんだ
ろうとも思う。

福祉部 福祉課

40 質問

奥州市には賑わいがほしい。どう考えているか？

市長

これといった決め手は明言できるものではないが、例えば道路や街
路灯の整備など、そのような積み上げが賑わいにつながると考えて
いる。 総務企画部 政策企画課

保育こども園
課

学校教育課

健康こども部
教育委員会事

務局

佐倉河は、昔から教育熱心な地区であり、学校、幼稚園に対する住
民の関心も高い。現在、佐倉河幼稚園の廃止が検討されており、昨
年、検討委員会を１回開催したが、その後、この件はどのように
なっているか伺いたい。佐倉河地区振興会としては、認定こども園
という形であってもよいので、この地から教育保育施設をなくさな
いでほしいという考えである。私立保育園等との兼ね合いから、水
沢地域には公立施設は置かない考えらしいが、定数を少なくしても
結構なので残してほしいと思う。

その他

6月21日 胆沢 若柳

34

6月19日 水沢 佐倉河
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41 意見

財産の払い下げ手続きが煩雑である。資料・図面作成に係る見積を
とってみたら、払い下げ申請で9.8万円、境界確定で28.2万円かか
るとのこと。手続きを簡素化して収入の確保をすべき。 市長

改善できるところは検討する。

財務部
都市整備部

財産運用課
土木課

42 質問

空き家対策について。トタンが剥げていて危険な場所がある。どう
対処したらよいのか。調査ものはよくくるが、方針を示してほし
い。 市長

方針は決まっているので、担当課から説明させる。
（本庁担当課に連絡済み（6/22）。質問者及び該当者に直接対応す
るよう調整済み（胆沢支所長対応）。 市民環境部 生活環境課

43 質問

地区センターの対応の差について。５月に３つの地区センターを借
りようと思ったら、コロナ対策によって２箇所に断られたが、１箇
所は借りられた。指定管理者の判断だとの説明があったが、市で統
一しているのではないのか？

市長
財務部長

財務部長）統一の対応となるべきところであった。お詫びする。
市長）調べてみる。厳格に対応すべきであったところ、逆にそれを
２個所が遵守し、１個所は拡大解釈をして使わせた、ということも
あるかもしれない。

協働まちづく
り部

地域づくり推
進課

44 意見

仙北街道について。歴史の道ということで文化庁の認定を受け活動
している。今年の４月に森林管理署に整備等を相談したら、赤線で
あれば何も指摘しないといわれ、それを証明してくれと言われた
が、それができないで困っている。

市長

状況は理解した。歴史遺産課が担当課となるので、検討してみる。

教育委員会事
務局

歴史遺産課

45 意見

カヌーについて。協議に使う歩道を毎年砂を持ってきて整備してい
るが、砂をストックしておいて競技者にボランティアで整備しても
らうなどできないか。 市長

かかる経費は少ないほうが望ましい。護岸は治水対策としてダム
（国土交通省）が少しずつ整備してくれることとしている。 協働まちづく

り部
生涯学習ス
ポーツ課

46 意見

奥州湖眺望台周辺の道路の整備について。広くすべきである。ま
た、のぞみ大橋周辺の道路の路肩は草刈りもされていない。

市長

草刈りの件は、検討してみる。眺望台周辺については、確かに危な
い部分もある。利用価値がある場所なので、すぐにはならないかも
しれないがインフラ整備を考える。 都市整備部 土木課

47 質問

企業誘致の状況はどうなっているか？

市長

工業団地はほぼ完売の状況で、新たに10ha造成することとしてい
る。成果はでている。働く場所の情報提供は、きめ細かく提供する
ように心がけている。 商工観光部 企業振興課

48 意見

不法投棄について。困っているので、ダミーカメラ等の設置を検討
してほしい。

市長

状況は理解したので、支所長を窓口として、対応させる。
⇒質問者本人と現地を確認済み（6/23）。緊急的なカメラ設置要望
は無いが、今後必要な場合は本庁を通じて対応していく（胆沢支所
長対応）。

市民環境部 生活環境課

49 質問

市道に穴があいている。どこに相談すべきか？

市長

情報収集には努めているところではあるが、そのような箇所を発見
したら、支所にでいいので、連絡をもらいたい。
⇒質問者本人と現地を確認し対応済み（6/24）。引続き情報提供を
依頼した（胆沢支所長対応）。

都市整備部 維持管理課

50 質問

ひめかゆの譲渡はどうなっているのか？

市長

2000株の増資を計画している。市の関与が薄くなり、独自経営が強
まる形にはなる。しかし、市は株を持ち続けることに変わりはな
い。市民にも株主になれるよう考えているようなので、ご協力、応
援をお願いしたい。

商工観光部 商業観光課

51 意見

４月から地域包括支援センターを一部民間法人に委託し、保健師、
社会福祉士、ケアマネージャーの３職種を配置しているが、認知症
支援員や生活支援コーディネーターを配置することで総合的に支援
する体制がつくれる。人件費の面からも効果はあると思うので、実
効性を高める工夫をしていただきたい。

市長

地域の拠所であるセンターを充実することで高齢化社会へ十分対応
できる提案だと理解した。担当部署へも提案内容を伝え、前に進ん
でいきたい。

福祉部
地域包括支援

センター

52 意見

地区センターの後ろにある胆沢平野の水路だが、大雨が降ると上流
から流れてきた枯れ木等が詰まり溢れそうになるので改善してほし
い。

市長

改良を働きかけていきたい。

農林部 農地林務課

水沢 真城

6月21日 胆沢 胆沢愛宕

6月22日

6月21日 胆沢 若柳
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53 意見

４号線と南中入口の交差点が複雑で、通学時に非常に混雑する。隙
間から水路に落ちる子どもたちがいたためガードレールがつくられ
たが、そもそも中学生たちの通学路だが歩道がない。都市計画道路
が開通すればいいが、見通しが立っていない。一度現場を見ていた
だきたい。

市長

お話があったように、都市計画道路が通ればいいのだが現実的では
ない。４号バイパスの完成により交通量はいくらか改善されると思
うが、子どもたちの安全安心のため、岩手県等も含め検討していき
たい。

都市整備部 維持管理課

54 意見

まちづくりを考えると、最後に行きつくところは人材。市は、人材
育成にもっとお金を使うべきである。市にはいい人材がたくさんい
るが、大学等で出てそのまま戻らず他県で暮らす人が多い。 高
校・中学で地元活動への参加などを授業に取り入れ教えることもい
いと思う。
ふるさと納税が増えているが、未来を拓く子どもたちのほか、「市
長におまかせ」も多い。この２億５千万円をどのように使っていく
のかをお伺いしたい。

市長

ふるさと納税は善意の寄附。すでに歳入の費目として入っている
人づくりに「市長におまかせ」が使えるようなことも検討していか
なければならないと感じた。

総務企画部 政策企画課

55 質問

ふるさと納税の寄附者へ、使い道を入れて返事をしているのか？

市長

使い道のお知らせはしているが、例えば福祉とか、大きな項目での
お知らせをしている。 総務企画部

都市プロモー
ション課

56 意見

それではファンは増えない。よその税金を奪っているのだからきち
んと対応すべき。

市長

名古屋の方で、自分は返礼品はいらないからと430万円を寄附し、
小・中学校へ温湿度時計を寄贈くださった方がいて、招待し御礼を
と考えていたがこの状況で実現できていない。これは一例である
が、寄附の大小に関わらず、寄附者の好意へきちんと応えられるよ
う改善していく。

総務企画部
都市プロモー

ション課

57 意見

上姉体幼稚園は放課後児童クラブとしての見通しがないとのことだ
が、来年度には新設という形で名乗り出たい。現在の児童クラブの
定員からあふれた児童を受け入れており、マイアネタウンの子ども
も増えている。支援員は研修も受け、地区で運営できる体制を整え
ている。財政支援も含めてよろしくお願いしたい。

市長

目指すべき協働のまちづくりの見本のようなもの。姉体だけとはな
らないので、公平性を見なければならないが、叶うように努力して
いく。

健康こども部 こども家庭課

58 意見

水沢病院に行ったときに、接客が良くて気分が良かった。サービス
が良ければもっと行きたくなる。もっと派手にやってほしい。

市長

褒めていただけるとうれしい。良い病院と言われるようにしていき
たい。

医療局 経営管理課

59 質問

財政健全化の件は、市議は承認しているのか？

市長

市議に対して、承認とまでは言わないが説明は済んでいる。

財務部 行政経営室

60 質問

奥州市の財政は一関、北上と比較してどうなのか？

市長

北上は工業団地にキオクシアができたが、一社頼みは怖いと思う。
一関は借金は少ないが、職員数は1,500から1,600名ほどいたはず。
市全域が過疎指定を受けて交付税が交付されるのが大きい。ただそ
の分、人口減少が大きい。

財務部 財政課

61 質問

盛岡は水道料金を免除するという話があるが、当市の料金は高いと
聞くが実際はどうなのか？

市長

漏水が多く水道工事をしなければならない。ただ、水道料金が特別
高いということはないはず。
盛岡も現市長が就任したころは、いろいろな住民負担が高かった。 上下水道部 経営課

62 意見

一律でカットせずに、相手や地区の計画などをちゃんと勘案して判
断してほしい。例えば公共施設については、凍結していい案件もあ
る。水沢病院は現在地で運営する方法も考えられる。プランを見直
して、内装、電気、設備を何とかすれば、今の建物でもしばらく持
つと思う。いずれお金のかからない方法でやってほしい。

市長

水病の件は、一級建築士の資格を持ってる方が言うことなので、参
考とし検討材料にしたい。
施設の整理合理化はやらねばならないのだが、一歩立ち止まって考
える必要もある。無くなれば、その地域は困るとなる。しかし、他
の地区の施設を利用するとして、移動時間が５分から10分になっ
た、くらいに考えてもらえればいい。

福祉部
医療局
財務部

地域医療介護
推進室

経営管理課
行政経営室

63 質問

市民憲章推進協議会水沢支部の総会に出席したが、あれでは長続き
しない。評価の第三者機関はあるのか。そういうものが機能してい
ないのであれば続かないと思う。市民憲章は今後どうしていくの
か？

市長

憲章運動は全国的に下火で、支部の休止にはご理解いただきたい。
活性化に繋がるものは続けたい。検討していく。 協働まちづく

り部
地域づくり推

進課

6月25日

6月22日

水沢

水沢 真城

姉体
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64 質問

利用料と減免基準に関して、振興会が利用しても支払いが出て来る
のか？

市長

見直しの減免基準は一律にはならないと考えている。旧５市町村向
けの基準が残っているところもある。皆が納得できる最大公約数を
見つけていきたい。 財務部 財政課

65 質問

税収を増やす努力はどのように行っているのか。特産品販売等、儲
ける手段を考えても良いのではないか？

市長

市独自の収入を増やしても、それに伴い交付税も減るため、大きく
収入が増えることにならない。歳出規律が重要となる。賢い使い方
を確立できるかどうか。 総務企画部 政策企画課

66 質問

使用料と減免基準について、指定管理料や補助金に影響が出るので
はないか？

市長

今回の重点項目により、運営が出来ない状況を作るものではない。

財務部 行政経営室

67 質問

ごみのポスターが作成から年数がたって、見直しが必要なのではな
いか？

市長

ごみの分別などが分かりにくく、協力の仕方が分からない状況では
ないのか。わかりやすい説明に更新する必要がある。

市民環境部 生活環境課

市長

働き方も改善していかないといけない。時間外の削減により年間５
千万円の効果を生み出すこととしている。これは今後ずっと続く形
となる。 総務企画部 総務課

副市長

民間企業であれば不採算部門をバッサリ切れば良いが、市ではそれ
が出来ない。節約、倹約の道を選んだということ。新たな施設の建
設よりも、現在の施設の整理、統廃合が大事。 総務企画部 総務課

69 意見

公園等の草刈りや管理について、ボランティアも大事だが、市で責
任をもってやるべきではないか。

市長

高齢化により協力者が減ってきている。機械化での対応も進めなけ
ればいけない。シルバー人材の仕事として、一定の報酬を出すこと
などの仕組み作りをしなければいけない。 都市整備部 都市計画課

70 その他

黒石地域からの要望の新聞報道があったが、当地区も関係があり、
北上川の堤防の工事を手を付けて欲しい。

市長

左岸の堤防については、10年近く国土交通省に直接要望をしてい
る。引き続き要望していく。

都市整備部 土木課

71 その他

水沢江刺駅の銀河交流プラザについて、発車メロディーの件もあ
り、今後の活用を検討して欲しい。

市長

発車メロディーをきっかけとして、駅を使わない人でも交流プラザ
を利用するような形を模索していきたい。

商工観光部 商業観光課

72 質問

職員の数が減ったことにより時間外勤務が増えてきているのではな
いか？

市長

仕事の量を減らすため、チームでの対応が必要。ＡＩなどといった
機械化も一つ。少しでも進むよう、仕組み作りを進める。人を大切
にする行政でないといけない。 総務企画部 総務課

73 質問

水沢江刺駅前の広告塔について、羽田をアピールする看板を掲げた
いと考えている。裏面を借りることは出来ないものか？

市長

看板の掲示により羽田地区が活性化するのであれば、良いのではな
いか。バスとタクシーの待合スペースも更に利活用できないかも検
討していきたい。 商工観光部 商業観光課

74 その他

駅前看板の利活用について、振興会として商工観光課に相談に行っ
たら、具体案を出して欲しいとの話であった。市長のバックアップ
をお願いしたい。 市長

頑張って提案して欲しい。

商工観光部 商業観光課

75 質問

財政の厳しい状況は理解したが、一関、北上、花巻辺りと比較して
どうなっているのか？

市長

一関は合併時、一人当たりの借金額が少なかった。全部過疎の適用
を受けていることもあるかと思う。財政状況はそこまで厳しくは
なっていない。北上市は江釣子・和賀との合併を平成の初期に行っ
ているが、当初計画した新庁舎建設もなし得ていない。一度苦難を
乗り越えている。花巻は当市と同様、農業と工業のバランスが取れ
ている。当市の合併時の約束として、受益者負担が少なくなるよう
にしていたが、15年が経過し、施設の整理、受益者負担の見直しを
しないといけなくなっている。

財務部 行政経営室

76 質問

コロナ対策として、財政調整基金をどのように活用していくのか。
人口減少の動態をどのように見ているのか。減少の対策をどのよう
にとっていくのか？ 市長

コロナの感染対策については、基金を取り崩しても対応する。今後
の人口減により、収入は減るが支出も減る。急に減るわけではない
ので、見込みを持ちながら対応していきたい。 財務部

財政課
行政経営室

6月28日 水沢 羽田

6月28日 水沢 黒石

質問

市職員の平均年収は県内でも上位となっている。人件費を２、３億
減らしても良いのではないか？

68
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77 質問

小学校の合併についてどのように考えているのか？

教育長

複式学級を無くそうと取り組んでいる。11/27校で複式となってお
り、ほとんどが江刺地域に固まっている。再編について、7月に検
討委員会を開催する予定としている。

教育委員会事
務局

学校教育課

78 質問

温泉やスキー場に関する市の財政支出はどれくらいなのか？
行政経営室主

幹

施設等の修繕費を含めず、運営費として温泉で約6,000万円、ス
キー場で約3,500万円を負担している。

商工観光部 商業観光課

79 質問

市有財産の売却について、対象に旧東中跡地も入っているのか？

市長

売却の対象施設には旧東中跡地も入っている。常盤地区でも説明を
したが、地元からは反対された。他の箇所も売却だけではなく、有
効活用を図っていきたい。 財務部 財産運用課

80 質問

地区住民から生活道路の環境整備を要望されている。市道の総延長
は地区ごとにまとまっているのか？黒石地域の市道整備は少ないの
ではないか。 市長

具体の数値資料を持ち合わせていないが、今回の30地区を回る前
に、地区から出されている過去の要望内容を確認したが、８割が道
路関係となっている。重要な課題と捉えている。国等への配慮も要
望してきたい。

都市整備部 土木課

81 質問

内堀地区にあるため池、水位が２ｍくらい下がったが、管理はどこ
になるのか？ブラックバスを釣りに来る人たちによりゴミ、不法投
棄が見られる。 市長

不法投棄について、地主負担となるのはおかしな話なので、しっか
りと対応する。ため池の管理については、国土交通省や県に改めて
確認をする。 都市整備部 維持管理課

82 意見

振興会で東海道の草刈りを実施したが、市有林において松くい虫の
被害による倒木があるので、市で対応をお願いしたい。

市長

水沢総合支所長を対応者として、現地の確認等を行い、対応する。
農林部

都市整備部
農地林務課
維持管理課

83 意見

姉体地区において、舗装を壊してから舗装整備をしているところが
あった。わざわざ舗装を剥がす手間を考えれば、その分を黒石地区
の道路整備に回してもらっても良いのではないか。 市長

詳細が不明であるので、状況を確認したい。

都市整備部 土木課

84 意見

634ｍの標高のオオハシモリヤマに登っているが、刈払いを毎年、
市で行っているが、奥州・一関の境なので、それぞれで費用負担を
持っていもいいのではないか。 市長

現地の確認を行い、状況を把握したい。

農林部 農地林務課

85 意見

水沢病院の新築ありきではなく、胆沢病院と市の病院とが連携し、
もっと医療に対する市民の負担が少ない方法がとれないか。

市長

市民の思いとすれば、「水沢病院がいらないわけではないが、問題
点もあるよ」というように受け止めている。市民の皆さんが納得で
きるような提案をしていきたい。 福祉部

地域医療介護
推進室

86 意見
医師養成奨学金について、借りる人はいても奥州市に着任しない理
由を考える必要がある。国家試験に合格し、２年間の研修を終えて
すぐ現場に着任しなさいというのはなじまない。

市長

着任を猶予する制度に改めている。今後も改善すべきは改善して、
医師確保に努力していきたい。

医療局 経営管理課

87 意見

市民と行政とでまちづくりをしていかなくてはならない。市民の声
をもっと取り入れて欲しい。

市長

これまで以上に努力していく。問題についても共有していく。職員
一同とも協力していきたい。

総務企画部 政策企画課

88 意見

人口が減り続けている。借金も増えている。人口を増やさなくては
問題は解決しない。

-

回答なし

総務企画部 政策企画課

89 質問

どのようにして奥州市の魅力を発信していくのか？

市長

一例ではふるさと納税。Ｒ１で約７億円

総務企画部
都市プロモー

ション課

90 質問

財政が厳しい中、新市立病院建設に100億円をかけ今後どのように
するのか？

市長

独居世帯、老々世帯が増えている。在宅医療にも対応できるように
していく。開業医の地域の医師たちとも協力していきたい。

福祉部
地域医療介護

推進室

91 7月4日 前沢 白山 意見

白山小学校跡地の桜の木について、地元に話がなく伐採された。も
う少し細かな配慮をしてほしい

市長

この件に限らず気を使って対応するよう庁内に指示していく

財務部 財産運用課

7月2日 前沢 古城

7月3日 前沢 前沢

6月28日 水沢 黒石
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92 意見

合併前の話ではあるが、姉体圃場整備の際に換地を受けた消防屯所
用地について、市へ寄付することとなっていたので寄付を受けてほ
しい。管理等については、これまで同様に地元で行っていく。 市長

出来る出来ないはあるかもしれないが、内容を確認し前向きに検討
したい。 財務部

市民環境部
財産運用課
危機管理課

93 意見

若い人が奥州市に住み着かせる政策が必要である。地域だけ考える
のではなく、市の職員と一緒に知恵を出しながら考えていきたい。

市長

協働のまちづくり支援員には、地域に入って意見を聞くよう話をし
ている。地域からの意見は前向きに検討するように話もしている。
地域が下請けにならないようにしていきたい。

協働まちづく
り部

地域づくり推
進課

94 その他

水銀灯の生産が中止になっている。白山地区センター体育館の照明
をLED化してほしい

市長

ＬＥＤ化については、街路灯やいろいろあるが、地区センターのＬ
ＥＤ化は優先順位も高いのかなと思う。担当には伝える。 協働まちづく

り部

地域づくり推
進課

生涯学習ス
ポーツ課

95 その他

白山小学校跡地の地区センター側を舗装、または砂利を敷いてほし
い。

市長

資材の提供を市で行って、作業を地元でやるという形など、できる
方法がないか考えてみたいと思う。 財務部

協働まちづく
り部

財産運用課
地域づくり推

進課

96 質問

一ノ関北上線の南在～斉田の全面開通の見通しは？

市長

県の意向によるところが大きい。後日、支所長または担当から回答
させる。

都市整備部 土木課

97 その他

４～５年前の大雨でつつみが壊れ、地元で応急処置をした。その
後、改良区に相談した結果、農林部の河川の関係ということで、そ
ちらで修理を行うことで話をつないでもらっていたが、今現在回答
がない。

市長

後日、支所長または担当から回答させる。

農林部 農地林務課

98 その他

小学校の統廃合が進み、地元に小学校もなくなった。子どもの力
は、地域にとっても大きな力となるので、地域行事に参加するよう
に促しほしい。 教育長

地域行事への参加は伝えている。今後とも地域の祭等への参加につ
いて伝えていきたい。 教育委員会事

務局
学校教育課

99 その他

セミナーハウス、駐在所、診療所の屋根が錆びてきているので対処
願いたい。

市長

セミナーハウスについては認識している。計画に登載し、早く対処
するよう支所長と協議していく。駐在所は警察署に伝える。診療所
は確認する。
⇒警察分は7/7衣川総合支所長が対応済み

協働まちづく
り部

医療局

生涯学習ス
ポーツ課

経営管理課

100 その他

長根から前沢に至る市道（簾森大袋古戸線）は水沢への最短経路。
農免道と立体交差にしてはどうか。

市長

地図、現地を見ながら思案してみる。

都市整備部 土木課

101 質問

市ではコロナの院内感染をシミュレーションしているのか？

市長

実施している。また、水沢病院には感染症病棟がある。

医療局 経営管理課

102 質問

今回の行革で市議会の定数や報酬になぜ触れていないのか？

市長

議会は二元代表制という立場であり市長側から提案はできない。し
かし、情報としては伝えておく。また、国、県、市などの議会デー
タ(議員数、報酬)データは支所長を通じて提供する。 総務企画部 総務課

103 質問

ふるさと納税の収入はどのくらいか？

市長

Ｒ１で約７億円。主な返礼品は米、鉄器、牛肉

総務企画部
都市プロモー

ション課

104 質問

使用料の見直しで１億円の増とのことだが、もう少し他に収入を増
やす仕組みを考えた方がいいのではないか。工場の増築を市がス
トップさせたということも聞いている。
市当局の認識に疑問を感じる。この状況で副市長が２人必要なの
か？自分たちも節約する姿勢を見せて欲しい。そういった視点での
行政運営が必要ではないか。

市長

確認する。
（7/7衣川総合支所が確認済み。農振除外の件であったとのこ
と。）

財務部 行政経営室

105 その他

長根から前沢地域に至る市道（簾森大袋古戸線）の草刈りをお願い
したい（安全確保）

市長

対応する。
（7/7衣川総合支所長が前沢総合支所地域支援グループに内容を伝
達済み。7/13から作業に入るとのこと。） 前沢総合支所

地域支援グ
ループ

7月4日 前沢 生母

7月6日 衣川 衣川

7月4日 前沢 白山
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106 質問

嫁がやよいリビングに勤務しているが、コロナで市にマスクを寄付
した際、配布は寄付者側で対応されたいとの返答だった。そういう
姿勢でよいのか？ 市長

確かにそういう話はあった。話の行き違いもあったようであり丁重
に対応させていただいた。

健康こども部 健康増進課

107 その他

イノシシ被害防止対策としてわなや銃砲免許取得への補助制度があ
るが、わな設置の場合は毎日巡回が求められ、それに費やす燃料代
が負担となっているので助成願いたい。また、わな設置にはおびき
寄せの試験を行うなどの対策をお願いしたい。

市長

農林部に伝える。

農林部 農地林務課

108 その他

市道の残地は隣接土地所有者が使用しているケースが多いと思われ
るが、処分に当たり具体的な考え方は？

市長

管理するにも費用がかかる。無償で払い下げることで長期的に見れ
ば財政に貢献する場合もある。 財務部

都市整備部
財産運用課
維持管理課

109 質問

医師住宅（４棟）は空き家となっているが、人口減少に対する定住
促進に向け活用できないか？

市長

有効活用できるよう検討したい。
総務企画部

医療局
政策企画課
経営管理課

110 質問

①雨季に入り九州では大雨被害が連日報道されているが、当市にお
ける避難場所の用具の準備はどの部署が行うのか？
②避難所の体制等は？ 市長

①危機管理課が行う。
②職員は４名／箇所、コロナ対策として一人当たり４ｍ×４ｍ＝16
ｍ2の広さを確保することとした。 市民環境部 危機管理課

111 質問

合併後、このような事態を招いてしまった原因は何か？

市長

負担は最も低く、サービスは最も高くという方針でやってきた。５
つの考え方、５つの財布でこの10年間はやってこざるを得なかった
のが原因と考えている。身の丈に合った経営が必要だ。 財務部 行政経営室

112 意見

工業団地への企業誘致をしっかりやっているのか疑問だ。企業の受
け入れ態勢を整えないと良い企業は来てくれない。４号沿いやイン
ター付近の交通の便のいい場所に造成する施策が必要だ。 市長

わかりやすく相手に伝わるような発信をしていく。前に進めるよう
な施策を展開していきたい。

商工観光部 企業振興課

113 質問

①水沢競馬の存続と水沢病院の建て替えについて、どのように考え
ているか？
②衣川荘の敷地内に文化財や案内板等の歴史的なものが多数ある。
地元の住民にとっては大切なものであるので、民間譲渡された場合
には、それらを他の場所に移すなどの配慮が欲しい。

市長

①競馬組合に対し市は80数億円の債権者であり、自分は副管理者で
もあるので、出資自治体に対し迷惑が掛けないような経営をしてい
くつもりだ。
単純に同じ規模の水沢病院を建て替えるという考えは持っていな
い。厚労省からも県立江刺病院、水沢病院、まごころ病院は集約す
べきと意見されている。今後は医療と介護の連携を見込み策定を進
めている医療介護計画に沿って経営していくことになる。
②充分に配慮し、しっかりと対応していきたい。

財務部
福祉部

商工観光部

行政経営室
地域医療介護

推進室
商業観光課

114 質問

昨年10月の市広報で公共施設の一人当たりの面積が他市町村に比べ
て多いとのことだった。アンケートが入っていたが、どのくらいの
回収率であったのか？
公共施設の整理は、具体的には衣川ではどの部分が対象となるの
か？

市長

具体の施設をどのようにしていくかについては、おおよそのプラン
を現在作成中である。出来次第、関係者に説明を行っていく。

財務部 行政経営室

115 質問

立て直しをした令和８年以降はどのような市政運営を考えている
か？ビジョンがあればわかりやすく納得できるのではないか。
若者が夢を持てるような未来になっていればと思う。 市長

若い皆さんの声を形にするためにも協働を推進していきたい。実効
性を伴った施策を展開することで、市民の期待に応えていきたい。

総務企画部 政策企画課

116 意見

高齢者の増加に伴う医療費削減は課題だと思われる。費用削減ため
に習慣生活病の予防策が今後重要となる。

市長

医療と介護に係る計画に今まさに取り組んでいる。ご意見いただい
たとおりしっかり進めていきたい。

健康こども部 健康増進課

117 意見

タクシー車両の北股線のほか、患者輸送バスがあることで安心して
診療所まで行けている。令和５年までにバスを取り巻く環境が変わ
ると聞いているが、この点も配慮して欲しい。

市長

患者輸送バスと北股線の路線が重複している部分などは統合し効率
的に運行できればと考えている。利用する人が少ないから無くすと
いう考えではない。時間をかけて理解いただけるよう対応していき
たい。重複部分を整理統合させてもらうということである。 総務企画部 政策企画課

7月9日 衣川 衣里

7月11日 衣川 北股

7月6日 衣川 衣川
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118 質問

奥州市のＰＣＲ検査の状況を知りたい。

市長

胆江地区として７月上旬から検査を受けれるような体制となってい
る。精度が高い唾液検査を実施しており、翌日には本人に結果を通
知することとしている。 健康こども部 健康増進課

119 質問

①衣川荘の下の茅葺屋根の建物について、茅葺の葺き替えには金が
かかるためトタンにする案が市から提案されたようだが、国の補助
金を使えば市の手出しはなくなると聞いたことがあるがどうなのか
知りたい。
②田が荒らされイノシシ被害が深刻になっている。中山間の研修で
昨年、遠野市宮森を訪問した際、（シカ対策かイノシシ対策かわか
らないが）口頭で説明があり、山沿いに線を張る対策をしていると
のことであった。国から資材を無償提供してもらったようなので、
当市でも同様の対策ができないものか。
③北股地区センターの駐車場を舗装してもらえないか。後日、要望
としてあげようと思うが、事前に市長に話しておきたかった。

市長

①②については、調べて高橋支所長から回答させることとする。
③一つの解決方法として、生コンを市から提供し、施工を地元で
やってもらうという方法が考えられる。アスファルトよりはずっと
もつと思われる。すっかり工事をするとなると、他所でも同様の要
望があることからすぐに当地だけというわけにはいかないかもしれ
ない。姉体地区では小学校の歩道を整備した例もあるので参考とさ
れたい。こちらも支所長に検討させ回答させる。

農林部
市民環境部

協働まちづく
り部

農政課
生活環境課

地域づくり推
進課

120 意見

平成20年の内陸地震の際、自衛隊の副幕僚長が北股の災害対策本部
に来た際、市にそれなりの地位の者の表敬をお願いしたのだが叶わ
なかった。市の姿勢が問われるのではないか。今後、有事の際には
しっかり対応されたい。

市長

丁寧な対応ができるよう取り組んで参りたい。

市民環境部 危機管理課

121 意見

①今後の衣川地域が向かう方向性について、来年３月に独自のプラ
ンを策定する。４地区総意のものなのでしっかりと受け止めて欲し
い。
②中山間の負担金のように国・県で７割以上持ってくれるような割
のいい制度があり、加算制度があるものもある。市の補助金・負担
金は一律に減じるのではなく、取捨選択のうえ手厚くすべきものも
検討すべきだ。北股には5,500万円交付された実績がある。
③財産となり得る市有の山林が相当あるはずだ。管理が必要ものは
市でしっかり管理し、資源となる山林は売却を視野に入れ区別して
管理すべきだ。

市長

①了解した。しっかり受け止めたい。
②全く同意するところであるので、そのように検討していきたい。
③山林が財産となれば、奥州市にとって非常に大きなものとなる。
前向きに検討していくつもりだ。

総務企画部
農林部
財務部

政策企画課
農地林務課
財産運用課

122 意見

給食センターの整備について、本来人件費や減価償却費を含めた議
論をしなければならないのに、１食単価だけが話題になる。経費全
体を考えれば民間委託のほうが投資効率がよい。ただし、委託経費
算定をしっかり行わないと失敗する。

市長

分かりやすい提案。全体の経費も考慮した給食費というのも一案。
法令等の制約もあるから実現できるかは分からないが、今後検討す
る。 教育委員会事

務局
学校教育課

123 質問

んめぇがすとの屋根の修繕について、補助事業を使ったほうが有利
という話が聞こえているが、その後どうなっているのか？

市長

市の持出が同じ1,500万円なら、補助事業をつかったほうがより良
いものができるという趣旨の話は聞いている。補助を導入した場合
にどのような違いがあるのか確認したうえで回答する。 農林部 農政課

124 意見

空き家対策について、一関市では地域と民間企業が力を合わせて成
果を出しているようだが、奥州市にはそのような取組みが少ないと
感じる。 市長

（農地の対応について）農業委員会にも検討いただいている。これ
まで活用できる空き家と周囲に迷惑がかかるような危険空き家の担
当部署が分かれていたが一つにした。今後は前向きに対応できるよ
うになっている。

市民環境部 生活環境課

125 質問

人口減を受け入れるのではなく、人口増の施策に英知を絞るべき。
現在の市の人口増加対策は？

政策企画課長

人口ビジョンに基づきまちひとしごと総合戦略に取り組んでいる。
安定した雇用と産業振興、出会い創出・子育て環境、奥州ファンの
獲得、安心安全な地域社会実現などを柱にしている。 総務企画部 政策企画課

126 意見

この会に出席するにあたり、長男夫婦から待機児童解消の意見が
あった。あゆみ園は定数超過ではなく、職員が足りずに受け入れら
れないとのこと。衣里幼稚園閉園の一方で、あゆみ園が受け入れで
きない状態なのはどうなのか。

市長

市全体としては、新しい施設の開所などで来年４月から待機児童は
改善する方向にあるが、個別の話としてはそうではないこともある
のかもしれない。市長部局も絡んでいるので、担当部署に伝える。 健康こども部

保育こども園
課

7月11日 衣川 南股

7月11日 衣川 北股
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127 7月11日 衣川 南股 その他

自宅裏山が県から急傾斜地に指定され、対策をしないと同じ場所に
新築では建てられないと聞いた。市では何ともならないのだろう
が、対策といっても個人では負担が大きく、県から何らかの支援が
できないのかどうか、機会を捉えて意見してほしい。 市長

所有者の負担が大きいことには考慮して対応する。

都市整備部 都市計画課

128 質問

この財政状況の中、副市長を２名にした理由は？これはいつまで続
くのか?

市長

今回の取組では職員人件費の時間外手当の削減を項目として出して
いるが、職員がしっかりやれる体制を構築するため、新田副市長に
就任していただいた。まちは人によって作られる。市職員がいい方
向に意識改革をするために就任してもらった。終期というのは今の
ところ考えていない。

総務企画部 総務課

129 質問

江刺の診療所の見通しは？

新田副市長

江刺の診療所は国保事業で市の直轄。廃止に向けた検討はしておら
ず、現在、策定中の地域医療介護計画にも含まれていない。 健康こども部

福祉部

健康増進課
地域医療介護

推進室

市長

公共交通は他にも様々な意見をいただいている。
ひめかゆバスは盛況で、利用しやすいバスとなれば、利用者は増え
ていく。今のバス運行は利用者側には立っていないことは、ご指摘
のとおりなので、費用対効果を見ながら検討していく。第３次公共
交通計画により今できる解決策を検討していく。

総務企画部 政策企画課

教育長

学校統合とスクールバスをセットで検討というのは当たり前の部
分。田原中、胆沢中の際もセットで検討した。通学のための足の確
保は、統合と合わせて検討していく。

教育委員会事
務局

学校教育課

及川副市長

公共交通については、運転手不足と利用者が少ないことを考慮し、
計画を進めないとならない。新型コロナの影響で、バス、タクシー
業界も大打撃を受けている。これまでは路線バスは赤字でも、貸切
バスで採算をカバーしてきたが、事業継続も苦しくなっている。第
３次計画の見直しも検討していかなければならない。

総務企画部 政策企画課

及川副市長

１自治体だけでは解決できるものでもないので、国へのアプローチ
の方法について考えていきたい。 教育委員会事

務局
学校教育課

市長

患者輸送バス、スクールバスの２次利用は有料では動かせないなど
の壁がある。どう動かすかを国も働きかけながら検討していきた
い。

教育委員会事
務局

学校教育課

市長

設備投資への補助もあり、単独ではない。袖山地区に新たに10haの
造成の準備をしている。誘致できれば地元雇用の期待もできる。

江刺総合支所
支所長

江刺時代から免除を行っており、立地後３年間までとしていた。企
業が増えることで、総合的な税収は明らかに増えるもの。

市長

行政区長への配布内容は、規律を守りながら内容を検討していく。
協働まちづくり推進員へは市民に目を向けて真剣に考えるようにと
話している。部下がいる立場の補佐級なので、職場内での状況理解
をしていただき、広く市民の目線に沿うような頼りとなる市役所、
市職員となることを目指したい。

総務企画部長

４月から会計年度任用職員制度となり、行政区長は非常勤職別職か
ら市への協力職的なものとして設置規則を制定した。規則には職員
同様の守秘義務などを規定している。

7月13日 江刺 岩谷堂

意見

意見

胆沢のひめかゆ温泉は、江刺の伊手、米里などから週１回のバスを
出している。これは大盛況で、旧市町村の枠にこだわらず、奥州市
はひとつというものとしていかなければならない。これがバス運行
の持続性にも繋がる。
スクールバスの今後の方向性は？全てを民間委託という大変なこと
をした。江刺の学校統合はバスとセットで考えないとならない。全
部、市営にするべきと考える。
スクールバス、県交通、市営バス、患者郵送とそれぞれで考えてい
るので、全部が中途半端。総務省と相談して、バスマップを考えて
いくべき。今の市の計画では改善にならない。

江刺の工業団地は、かつて固定資産税を免除していたはずだが、現
在はどうなっているのか？

質問

スクールバスは市直営で運行することでお願いしたい。スクールバ
スの２次利用について、国と相談する気はあるのか？金ヶ崎は検討
し出した模様。

質問

行政区長は、昨年度までは市の特別職。今はどういう立場なのか？
広報と一緒に入ってくる資料が煩雑。６月23日に協働のまちづくり
の市職員向けの講義を市長が行ったようだが、職場での啓蒙はどう
いう時期にどのように行うのか？

総務企画部 総務課

企業振興課商工観光部132

130

131

133
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134 質問

行政区長は各種委員に立候補できるか？

総務企画部長

特別職ではないからということにはなるが、確認の上、回答した
い。
（江刺総合支所長から回答済み。） 総務企画部 総務課

135 質問

市民がこれはいいことを言うなという意見などがあったか？

市長

提案書でいただくことが多いが、対応を含めて返答はしている。
しっかり事務方へも検討させている。

総務企画部 政策企画課

136 質問

職員人件費の時間外手当の削減は、部下職員が下がるものなので、
例えば管理職手当を下げるなどの検討はしたのか？補助金削減など
で市民への負担を求めるもの、議員報酬の減額も含めて、市民負担
の増を済めすべきではないか？

市長

時間外勤務手当については、必要な残業代は出すもの。過度な残業
はせず、業務の効率化を図る趣旨である。市民の理解と協力がない
と、まちづくりは進まないので、しっかり考えないとならない。 総務企画部 総務課

137 質問

防災訓練が中止となったが、九州では豪雨災害があった。何故、三
密を避けながらの訓練を行わないのか？

市長

机上では、三密を避けるための避難所の必要面積、収容人数の趣味
レーションはできている。職員が分かっていても、地域が分かって
いないと、連携が取れないので、新しい対応への理解をしてもらわ
ないとならない。今の意見は担当課にも伝えて、説明できるよう早
急に進めたい。

市民環境部 危機管理課

138 質問

６つの財政健全化重点項目による対策が万一うまくいかなかったと
きのことを、市はどのように考えているか？固定資産税の税率など
の特別課税か。 市長

本来するべき投資を先送りにすることが起こりうる。特別課税は考
えていない。施設使用料の見直しと考えており、協働に関すること
を減らすのは一番最後と考える。 財務部 行政経営室

139 質問

人口対策をどう考えるか？

政策企画課長

人口ビジョンに基づきまちひとしごと総合戦略に取り組んでいる。
安定した雇用と産業振興、出会い創出・子育て環境、奥州ファンの
獲得、安心安全な地域社会実現などを柱にしている。 総務企画部 政策企画課

140 質問

矢巾から水沢に引っ越して来た。市民・役所にネガティブな雰囲気
を感じる。水沢には歴史などがあるが、住民が見落としている。奥
州市のコンセプトや、もっとよくなるためにどうしたいか伺いた
い。子育ての予算を削っているとも聞いている。 市長

ふるさと納税の実績が7億。全国へのPRが少しずつできており、奥
州のよいところを発信していきたい。今のままでは力を失っていく
ので力をつけていくとともに、良いところをもっと磨いて未来に
持っていきたい。奥州の潜在力は県内随一。市民がそれぞれのとこ
ろで力を発揮できるようなまちにしたい。

総務企画部 政策企画課

141 質問

この会は、説明会と銘打ってあるが、本来議会に対して行うべきで
はないか？

市長

議会には方向性は説明している。今後、具体的な取り組みを提案し
ていく。これへの意見がなされると捉えている。

財務部 行政経営室

142 質問

６つの財政健全化重点項目の効果額について、①が29億、ほかが数
億。金額に差があるがどういうことか？

市長

今後、ルールの一本化や選択と集中、効率化によって生み出される
数字として試算したもの。

財務部 行政経営室

143 質問

合併して、庁舎は江刺になると思っていた。なぜ水沢か？あるもの
を有効活用すべきという趣旨。

市長

今、江刺では、教育委員会、協働まちづくり部など全館利用してい
る。効率化を図るという点で江刺は有効に使っている。

総務企画部 政策企画課

144 質問

普通交付税が減少した理由を伺いたい。
行政経営室主

幹

交付税は総務省が毎年算定するものであり、今年度の額も分からな
い。

財務部 財政課

145 質問

普通交付税の減少をある程度予想できなかったのか？

市長

3月に次年度予算を組む。様々な要因を見て予想することになる。
交付税を予想できるような制度の組み立てになっていない。

財務部 財政課

146 質問

避難所を増やすとのアンケート結果を見たがその内容を教えてほし
い。また、防災ラジオをぜひ増やしてほしい。

市長

防災ラジオは昨年から予算化している。避難所としての江刺支所に
ついて、備品を入れたほか、コロナ対策として4m*4mのスペースを
確保した。状況を十分に説明し、お伝えしたい。 市民環境部 危機管理課

7月13日 江刺 岩谷堂

7月14日 江刺 江沢愛宕
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147 意見

他の市町村にはない厄年連について、発表の場のバックアップを検
討願う。

市長

市外にいる人が集まるイベントであり、その開催をどうするかにつ
いては非常に悩むところであるが、検討したい。

商工観光部 商業観光課

148 質問

収入を増やす作戦はないのか。

市長

新工業団地について、令和7年度に10haとして完成予定。分譲開始
と同時に企業が入るようにしたい。また、ふるさと納税の寄附額に
ついて10億にしたい。さらに、観光のような交流人口を増やした
い。

財務部 財政課

149 質問

先日、都市計画の地目変更の説明会があったが、本来は地域と話し
合って方向性を立てていくべきではないのか？

市長

国からお金をもらうために計画をつくるのが根本にある。本市はほ
とんど農振にかかっており、そう簡単に外せないという実情にある
が、国への働きかけを強くしたい。 都市整備部 都市計画課

150 質問

小学校について、集約・統合するべきではないか？

教育長

統合に向け、教育委員会事務局では進めている。現在、再編に向け
て、地域と話をしようとしているところ。 教育委員会事

務局
学校教育課

151 質問

水沢で自営しているが、自営業に対する補助金も減となるのか？

市長

発展を促す投資のところを減にする趣旨ではない。

商工観光部 企業振興課

152 質問

資料に市有財産売却とあるが、その具体は？

市長

施設利用者に相応の負担を求める。市有財産の処分は、整理統合後
の学校跡地などを活用できればいい。胆沢、前沢には廃校が多い。
学校は各地の中心的で便利な場所に建っている。有効活用や売却で
活性化になる。使用していなくても維持費がかかっている。貸し付
けでもいいが、購入してもらえば固定資産税も入る。

財務部 行政経営室

153 質問

市有財産売却・利活用の効果額、５億９千万円の内訳は？
行政経営室主

幹

学校跡地が５億円、区画整理事業分が９千万円。

財務部 行政経営室

市長

合併時の人口13万人が、今は11万５千人まで減っている。毎年千人
ずつ減っているという推計は大体合っている。将来、子どもの数は
驚くくらい更に減ってしまうだろう。

教育長

複式学級の解消が最大の目標となる。現在市内の複式学級は11校あ
る。水沢１、胆沢１、残りの９校は江刺。適正規模を検討して、令
和４年６月からを第１段階とした再編プランを出す。最終的には令
和10年度までと見込む。統合と跡地利用の対策をセットで求められ
るが、教委では跡地利用の検討は難しい。ただ、稲瀬小学校は全体
から見ればいい方で、急に統合対象とはならないのではないか。

155 意見

トイレが和式でWi-Fi環境が未発達など、この辺りは文化の後進地
で、オンライン授業に対応しきれていないことから、その環境や機
器の操作に慣れた子どもとの格差が生じている。むしろ学校を統合
して、水準の高い教育をしてほしい。特にも外国との格差の広がり
を感じる。 教育長

学校へのタブレットやWi-Fiの導入などＰＣ環境の整備を進めた
い。国際学力調査において、タイピングや、資料から読み取って思
考することが、日本の児童は弱い。文科省では、端末を一人一台配
置するというＧＩＧＡスクールを推進している。一人一台のタブ
レット端末導入を目指す。導入後の、指導する先生の研修などが重
要で、先生も勉強しながら進めている。

教育委員会事
務局

学校教育課

156 質問

はつらつ交流館（旧下三照幼稚園）の利活用の計画は？

市長

現在は宙ぶらりん状態。江刺総合支所長から後日回答させる。

福祉部 長寿社会課

7月17日 江刺 稲瀬

7月14日 江刺 江沢愛宕

質問

小学校の再編論議は避けられない。やがては建物も老朽化する。児
童数の今後の見通しは？それに合わせた再編計画が必要で、ちゃん
と地元にも説明してほしい。

教育委員会事
務局

学校教育課154
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157 質問

奥州市に県内、全国に誇れるものはあるか？奥州市全体でもいい
し、各地区でもいい。

市長

奥州市には、県内でも1、2を争う力がある。農業や工業、歴史や工
芸品もある。足りないのは上手なPRにかける費用とオール奥州での
取り組み。
　ふるさと納税は江刺金札米や南部鉄器、岩谷堂箪笥などを返礼品
としており、R元年度は７億円を超える寄附をいただいた。県内で
は2～3番手につけている。
　また、県の伝統的工芸品は4つのうち2つは奥州市のものであり、
国立天文台や大谷翔平など魅力は多いが、中にいるとなかなか気づ
かない。

総務企画部
政策企画課

都市プロモー
ション課

158 質問

ILC誘致は、コロナの時代にどうなっていくのか？

市長

ヨーロッパの素粒子の物理学会では、ILCの研究施設を日本に建設
することについて協働したいと言っている。あとは費用負担の調整
だが、コロナの影響で停滞している。しかし、後退はしていない。
　また、リモートで研究成果を得ることはできるが、施設である以
上メンテナンス経費は必ず掛かるので、それに伴い人やモノが集ま
るので間違いなく活性化する。効果は顕著に表れないかもしれない
が、100年は使われる施設なので、自然に効果が表れる。
　これからは、文科省に対して実現に向けて働きかけていく。

総務企画部 ＩＬＣ推進室

159 質問

競馬、水沢病院、土地開発公社の問題は現在どうなっているのか？

市長

すべて時間とともに清算できる仕組みはある。土地開発公社は売却
益を起債償還に充てている。
　水沢病院は、現在借入無し、内部留保も十分にあり回復している
る。新病院は安定的に経営できるものを提案したい。
　競馬は今年度も黒字決算となる見通し。県からの借入金も計画的
に償還している。

財務部
医療局

財政課
財産運用課
経営管理課

160 意見

市は現在災害時の連絡は奥州FMに頼っているが、もっと素早く密に
連絡を取れるような防災計画を早急に立ててほしい。
サイレンもならなくなった。

市長

奥州FMは市内のカバー率はほぼ100％になっている。本庁にもスタ
ジオを整備し、逐一情報を発信できるので、共同で運営をしている
というかたちだ。
地区センターについてある防災行政無線は本庁から一斉に鳴らせる
が、範囲が狭いので、今後検討していかなければならない。最近は
携帯電話やテレビ等で地域限定の情報を得ることができるので、情
報収集の方法について丁寧に周知していく。

市民環境部 危機管理課

161 意見

伊手の変電所には鉄塔が多いためか、雨雲が集まり集中豪雨になり
やすい。その辺も考慮して開発許可を出してほしい。

市長

変電所の話は初めて聞いた。開発許可は余程のことでない限り、出
すことになるだろう。もう少し情報収集をする。

総務企画部 政策企画課

162 意見
グループ制になり、どこに行けばいいか分からない。もう少し窓口
を整理できないか。 市長

基本的にはどこにいっても対応できるよう指示は出している。
総務企画部 総務課

163 質問
健全化への取組みの達成度など市の取組み状況をどのように市民へ
の発信していくのか？

行政経営室主
幹

既に補佐級を集め作戦会議は開催した。ローリングや予算編成も前
倒することで、効果を生み出したい。市民への発信については、今
後研究したい。

財務部 行政経営室

164 意見

水沢病院の建替えについて改めて慎重に検討すべき。R元年度は病
院再編のリストが公表されるなど、当初よりも状況は悪くなったと
思う。県立と市立の統合といった意見もある。市立病院にこだわり
すぎと感じる。ぜひご一考を。
全国では、県立と市立の統合の成功例もある。市が踏み込めないの
であれば、医療関係者に頼ってもいいのでは。医師が行きたい病院
は施設が整い、研究もできるところ。それなりの規模のものと思
う。市の枠にとらわれず、覚悟を決めて取り組んでほしい。

市長

奥州金ケ崎の医療介護の現状、今後の見通しをまとめた３医師会か
らの提言書を素案に新たな計画を作成しているところ。市の計画で
は県立には踏み込めないが、市内の医療体制は大幅に再編しなけれ
ばならないだろう。まずは、県からも理解を得たうえで計画を作る
ことが重要。R３.３月には医療局の今後について市民に示せるよう
進めている。

福祉部
医療局

地域医療介護
推進室

経営管理課

165 意見

以前、学校再編はスピード感をもって取り組んでほしい旨を伝え
た。スクールバスはもう少し交通の便等も考えてコースを考えてほ
しい。 教育長

具体的な再編委員会を７月末に開催予定。複式学級を解消すること
を前提に考えている。中学校では部活ができない、といった問題や
スクールバスの関係も含めた再編案を提示し、了承を得ながら進め
ていく。

教育委員会事
務局

学校教育課

7月18日 江刺 伊手
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教育長

小学校の統合は喫緊の課題。江刺東こども園の話は場所の候補があ
るという話は聞いている。
小学校は複式学級を解消することを前提に考えている。江刺は市内
11校中9校。再編委員会は7月末。今の話もその中で出してもらおう
と思っている。R10年度までには市内全体の統合のプランを出した
い。
中学校の統合は、人数が減り部活動が成り立たなくなっていること
が課題。部活を優先して他の学区に移ってしまうこともあり、学校
も地区も困る。検討委員会でも取り上げられるだろう。
江刺東、南中の江刺一中への統合は、空き教室的には不可能。登校
手段などには問題がある。

教育委員会事
務局

健康こども部

学校教育課
保育こども園

課

市長

学校再編の話は、なかなか建設的な意見が出ない中、貴重な意見。
教育委員会事

務局
学校教育課

167 質問

普通交付税の合併算定替えが切れるタイミングで財政が悪化するの
ならば、同様に合併した一関市や北上市、花巻市の財政状況はどう
か？また、合併しなかった金ケ崎町や平泉町はどうか？

市長

北上市は平成の大合併よりも以前。20年以上経っておりあまり比較
はできない。一関市、花巻市は旧市を中心にした吸収合併であり、
既存の旧市のルールへの統一が比較的スムーズにできたと考えてい
る。
また一関市は全市が過疎地域、奥州市は旧江刺のみであり、一関市
のほうが有利な起債を活用できるので、行政運営のやりやすさが違
う。
奥州市のような完全新設の市は珍しく、新たなルール決めが難航。
「サービスは高い方に、負担は低い方に」という方針でこれまで進
めてきた。
金ケ崎町は、人口減少率は当市より少ない。大きな変化はなかった
のでは。平泉町は学校の建替えや、通過点の観光地となってしまっ
たこと等の影響で苦労している。コロナの影響もあるだろう。

総務企画部 政策企画課

168 意見

米里地区センターはほぼ地区住民の利用。高齢者向けに様々な事業
を行っているが、使用料の見直しとなると高齢者の多い地域事情も
あり負担が厳しい。山間地等地域によっては配慮をいただきたい。

市長

７月末に利用団体から意見を聞く機会を設けたい。地域によって事
情は違うが、ある程度基準は統一しなければならない。地区振興会
の意向に従った特例はあってもいいとは考えている。等様々な意見
があるので、どこかで折り合いをつけたい。 財務部 財政課

169 意見

越路スキー場は沿岸市町村の利用が多い。近隣市町村からのバック
アップなども検討してほしい。高齢者が運動できる施設を残してほ
しい。 市長

スキー場については、様々意見があり考え方が難しい。費用対効果
を考えると何かしらの対策は必要。
結論は出ていないので参考にする。 商工観光部 商業観光課

170 意見

小中学校の統廃合はスピード感をもって進めてほしい。部活の問題
などで若い家族の転出も増えている。

市長

丁寧に準備をして進めることが、却って地域を疲弊させる側面もあ
るということ。教育長は一歩も二歩も踏み込んだ検討を。 教育委員会事

務局
学校教育課

171 意見

サイレンが壊れて鳴っていない。江刺にあって水沢にあるから直せ
ないのか。地域的に豪雨災害が起きやすい場所なので、連絡手段と
してサイレンが必要。一日も早く直してほしい。

市長

担当部署には伝える。防災無線による発信は出力不足なのは理解し
ている。江刺本部の修繕に多額の費用がかかることが原因の一つで
もある。地区センター中心に米里エリアだけに流すようにはできる
が、配線の引き直しに費用がかかる。羽田地区は自分たちで放送で
きる仕組みを作った。工夫が必要だが検討する。

市民環境部 危機管理課

172 質問

旧水沢市の借金はどうなっているのか？

市長

病院の借金は特例債で返済した。内部留保もあり、適切な繰出にお
いて運営している。当時の問題は解決している。
土地開発公社は、H24年に清算した。市が公社の負債を肩代わりし
た。現在は土地の売却代金を返済にあてており、当初の計画より8
年ほど前倒しできそうだ。
競馬は、一定の黒字見込み。最終的には競馬組合への貸付金が債務
ではなく債権となるように。

医療局
財務部

経営管理課
財産運用課

財政課

意見

保育所や小中学校の統廃合はあまり進んでいない。江刺一中に江刺
東中と江刺南中が入る余裕があれば、統合できないものか。
また、旧岩谷堂高校跡地を県から借りて（仮称）江刺第二中として
活用できないものか。登校は市営バスで。そうすれば岩谷堂の街に
も活気が戻るのでは。その際、現江刺東中、現江刺南中には学区内
の統合小学校でそれぞれ活用すればいい。児童数によっては、どち
らかに寄せるのもいい。さらに、そうすれば現玉里小学校が空くの
で、（仮称）江刺東こども園として活用できれば新たに土地を購入
することもない。
複式学級だと先生も大変。クラブ活動も選択肢が増えれば子どもた
ちにも活気が出るはず。

7月18日 江刺

166

米里
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173 質問

越路スキー場の故障したモーターはR２年度のシーズン前に直すの
か？譲渡条件にもなると思うので。

市長

モーターそのものを更新する場合に長い期間と多額の費用がかかる
ことから昨年度は保留とした。スキー場の今後についての方向性が
決まってから判断する。 商工観光部 商業観光課

174 質問

R２.２月頃水沢信用金庫から寄附された5,000千円は、桜の整備に
活用すると聞いている。米里にもお館山という桜の名所があるが、
水道ポンプ小屋の周りに植えているカイヅカが虫の巣になっている
と業者より指摘を受けた。10ｍ以上の木であり、自前での伐採が難
しいので、市の方で処分してもらえないか？

市長

現地調査をして、伐採が可能であれば方法も含め対応を検討する。

都市整備部
財務部

都市計画課
財産運用課

175 意見

旧診療所跡地は現状復旧して市へ返却したが、活用されていない。
売却等活用してほしい。

市長

活用方法を検討する。

財務部 財産運用課

176 意見

合併前の協議会のようだ。財政健全化への取り組みはやむなしだ
が、通常行政サービスといわれるものが低下しないように前に進ん
でもらえれば。 市長

承知した。

財務部 行政経営室

177 その他

中山間地事業の更新があったが、基準面積が航空写真から課税台帳
の面積に変わり、地域では混乱した。米里では国土調査が終わって
いないが、境界を確定させることが住民の理解へもつながると思う
ので、国土調査を早めてほしい。

市長

森林環境譲与税を財源に、定住自立圏で共同で航空写真を撮り、森
林台帳を整備する計画を進めている。

農林部 農地林務課

178 その他

現在、奥州市は人口が県内２位となった。盛岡が北の横綱なら奥州
市は南の横綱という誇りをもてるような市政運営をしてもらえれ
ば。 市長

頑張ります。

総務企画部 政策企画課

179 意見

田原小学校区の教育振興会の会長職に就いている。役所の担当（会
計年度任用職員）の方とやりとりをしている。正規職員の方は数年
で異動となる。人件費を抑制と言っているが夢がない。職員は市民
のために働く意欲が湧かないのでないか。 市長

今回については、本給に手を付けるものではなく、時間外勤務の削
減を図るものである。また、人事の部分（会計年度任用職員）でも
しっかりと考えていかなければならないと思う。しっかりと職場で
対応できる組織づくりも大切と考える。 総務企画部 総務課

180 質問

本日の市の担当者、出席者は女性が少ないと感じる。男女共同参画
と謳っているのに。学校では女性の校長も多い。市として、どのよ
うに進められているのか？ 市長

男女共同参画は計画を立てているが、なかなか進まない問題でもあ
る。最近の市の職員採用は、男女ほぼ同数を採用している。女性が
働きやすい環境づくりが大切だと考える。検討改善していきたい。

総務企画部
協働まちづく

り部

総務課
地域づくり推

進課

181 意見

奥州市には、歴史的値打ちがある遺跡や遺物がある。郷土に誇りを
持つ指導が大切と考える。しっかりと子供達に教えておけば、地元
に残る人がいるのではないか。 市長

意識の問題、子供達にとっては教育の問題。家族・地域・学校教育
をしていかなければならないと思う。重要なご意見としてお受けす
る。

総務企画部
教育委員会事

務局

政策企画課
学校教育課

182 意見

日曜日に幼稚園に子供を預けられないで困っている母親がいる。

市長

休日等における幼稚園での預かりについて、ちょっと考えさせてほ
しい。幼稚園ではだめなのかもしれない。他の施設で対応できない
か考えてみたい。 健康こども部

保育こども園
課

183 意見

奥州市には、高校野球の予選を行える球場がない。そのような球場
があればよいと考える。

市長

財政が厳しい状況であるが、何とか知恵を絞って考えてみたい。
協働まちづく

り部
生涯学習ス
ポーツ課

184 7月23日 江刺 藤里 質問

財政健全化に向けた取組みと関連するが、人口減少についての対策
は？

市長

市内30か所それぞれ違いはある。個性が花咲くようなまちづくりを
応援していかなければならない。人口対策の一助として、地域のよ
さを教育として教えることも必要と考える。 総務企画部 政策企画課

江刺 田原

7月18日 江刺 米里

7月23日
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185 意見

人口減少対策は一番の課題と考える。これに対する事業は。例え
ば、まち・ひと・しごと創生総合戦略など人口対策に関わる事業は
残す必要があるのでは。

市長
政策企画課長

事業を行う上で重要なものは、人口である。対策を講じていきた
い。（市長）
H27年度に市で人口ビジョンを策定している。ビジョンに対応して
「奥州市まち・ひと・しごと創生、総合戦略」という計画を立てて
いる。大きく４つの施策があり、①安定した雇用と産業創出、②出
会いを通じた結婚支援・子育てナンバー１へ、③体験を通じた奥州
ファンの獲得、④地域愛の醸成と安心安全に生活できる個性豊かな
地域社会の実現となっている。（政策企画課長）

総務企画部 政策企画課

186 意見

地区要望は減るものではないが、ここ７年くらいは採用されるもの
は減るものと考える。ただし、地域としての重点度、優先度を大事
にしてほしい。 市長

地域で要望しても聞かないならまちづくりにならないので、できる
だけ具体のものとして頑張っていきたい。

総務企画部 政策企画課

187 質問

市内小中学校の行く末はどうなるのか？子供達が少なくなっている
果たして大丈夫なのか。将来の学校について伺いたい。

教育長

喫緊の課題として捉えている。基本方針として、中学校については
希望する部活をやれるようにしたい。小学校は複式学級を解消した
いと考えている。現在、検討委員会に素案を提示し協議したいと考
えている。そこで結論が出せれば地域の方々へお話するよう進めて
いきたい。

教育委員会事
務局

学校教育課

188 意見

子供中心とした陸上教室を開催して５年目になる。
4-10月は陸上競技場、11-3月は玉里小学校の体育館と江刺愛宕地区
センターで開催し、これまでは無料であった。
来年から有料になることは仕方がないと思うが、要望としては、陸
上競技場のトラックの除草など、施設の管理をしっかりして欲し
い。
（周囲のフィールドは、シルバー人材センターなどで除草されてい
る）

市長

全くその通りであり、そういった点はしっかり対応しなければなら
ない。値上げをして、サービスが落ちるようでは、利用者は納得し
ない。
100円分値上げをしてそれ以上の環境改善がなされ、全体として良
い方向になった事例も聞いている。
他会場でも、青少年健全育成の話が出ていおり、きちんと考え、対
応しなければならないと考えている。

協働まちづく
り部

生涯学習ス
ポーツ課

189 意見

自分は69歳で、３年前から地域で老人卓球をしている。仲間は60-
90代と幅広い年齢層であるが、この取り組みは卓球自体が上手にな
るうえ、自分の先輩たちを見ても足腰が丈夫で認知症にもならず、
良いことだと思っている。
元気な老人の未来のために、減免の見直しを再考して欲しい。

市長

３年ほど前、水沢のＺアリーナなどで、全国ラージボール卓球大会
が開催され、私も会場に行ったが、参加者が元気ですごかった。ま
た、勝負にこだわらず、地域のグループでついでに花巻温泉に寄っ
て帰ろうという団体も見られ、卓球人口は多いのだと感じた。仲間
づくりと健康づくりになっているのだと思う。
一方で、減免の見直しについては、できれば燃料代くらいはお願い
したい。ご理解とご協力をいただき、良い方向に進められるよう、
丁寧に進めてまいりたい。

財務部 財政課

190 意見

自分の家で太陽光を導入している。冬はあまり発電できないが、夏
はかなりの発電が期待できる。
こういった小さな負担を広く求めるより、地区センターや小中学校
などの日当たりのいいところに太陽光を設置してはどうか？

市長

いいアイディアをありがとうございます。
国でも太陽光の他、水が常時流れるところに水力発電を導入するな
どしており、自然エネルギーを使えば費用を軽減でき、地球にもや
さしいということは理解している。検討していきたい。

総務企画部 政策企画課

191 意見

新幹線の水沢江刺駅ができるとき、地域にも一部負担を求められ、
自分の両親もかなりの額を負担した。今、その駐車場が無料だが、
無料であるが故にここから乗っている沿岸の人などもいると思う。
市有地があるなら整備し、無人の料金機を導入するなど検討して
は？

市長

議会でも有料化に向けた質問をいただいており、検討してまいりた
い。

都市整備部 都市計画課

192 意見

このあたりの空家を購入し、地域に貢献している、他地域から転入
してきた方も多い。ＴＶを見ても、若い人も関心があるようだ。
コロナの影響で、地方への移住も見直されているようであり、市で
も検討してはどうか。

市長

空家の対策と活用については、奥州市は悪くはない。活用して欲し
いとして登録されている物件はほとんど利用者が見つかっている。
これまで迷惑空家の対策と、利活用できる空家の部署が異なってい
たが、今年度から一本化した。民間の不動産会社も加え、一緒に検
討できる体制を構築し、課題の解決を図ってまいりたい。

市民環境部 生活環境課

7月24日 江刺 玉里

7月23日 江刺 藤里
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193 意見

旧白金製作所について、かなり老朽化が進んでおり、危険な状態で
ある。横断道のバイパスも完成すれば、景観も損ねることから、早
急な取り壊しをお願いしたい。
もしくは、取り壊して救急用のへリポートとして活用するよう提案
したい。①緊急搬送と②釜石横断道という２つの視点から、奥州の
ほか遠野、宮守、花巻、北上を含めた広範囲な対応が可能になると
思う。
市で財源確保が難しいのであれば、広域連携として国に要望しては
どうか。

市長

すばらしい提案。胆沢病院のヘリポートも初めは水沢高校のグラウ
ンドが候補だったが、周囲の人が水を撒かなければならなかったこ
とから、胆沢病院の駐車場内に立体のヘリポートをつくった。
いずれ、緊急対応は必要であり、広域的な対応が必要になる場面も
あるので、話をしてみたい。
一石二鳥ではなく、一石数鳥にもなれるよう、前向きに進めていき
たい。

財務部 財産運用課

194 意見

地区センター隣の体育館に、換気扇が無いのでつけて欲しい。
ここは学童保育の場でもあり、新型コロナウイルスの観点からも早
急な取り付けをお願いしたい。 市長

高野江刺総合支所長に現場を見て確認させ、対応させる。
協働まちづく

り部
地域づくり推

進課

195 意見

梁川小学校の体育館で雨漏りをしている。
いつ直すのか？と常に思っている。
教育長は、現場を見たのか？

教育長

学校訪問の機会に見せていただいているが、対応できず申し訳な
い。
来週、小学校の再編検討委員会があり、①小学校は複式学級の解
消、②中学校は部活動ができる生徒数の確保を大きな柱として提案
する予定。子供にとって一番いい環境となるよう検討してまいりた
い。
雨漏りの件は、担当に繋いでおく。

教育委員会事
務局

教育総務課

196 意見

ＪＲ水沢江刺駅の発着メロディが大滝詠一の曲ということで、あの
方が梁川の出身であることをより広く、市として周知して欲しい。
生誕の地であるとして、市全体のイメージアップにつなげて欲し
い。 市長

今回の発着メロディは、最も熱心な２人の方のご協力もありスムー
ズにいった。一人は水沢の石川さん、もう一人は高橋晋議員。
新幹線駅の中待合室の隣にある南いわて交流プラザで、企画展をし
たいという話も出ている。
市としていい方向に繋げられるようがんばっていきたい。

商工観光部 商業観光課

197 質問

これまで周った29地区で出た主な意見は、どんなものがあるか？

市長

①交付税の大幅な減を想定できなかったのはなぜか。
②夕張市のようになるのではないのか。
③使用料の見直しで振興会が利用する場合でも取るのか。
の３つが多かった。
①についての回答は、減額を想定はしていたが、想定以上だった。
５つあったものの集約化が図られなかった。丁寧に説明しながら少
しずつ進める。
②についての回答は、毎年、借入より返済を多くしている。多重債
務に陥り破綻した夕張とは全く違う。少しでも繰越金を生んで積立
る。
③についての回答は、使用料の見直しは、これまでタダで使ってい
た場合は、せめて暖房代や電気代はいただきたいという考え。丁寧
に説明する。地域づくりやまちづくりを後退させるようなことはし
ない。

財務部 行政経営室

198 質問

ふるさと納税の現状と将来の見通しは？

市長

返礼品がない６年くらい前までは500万円ほどだった。返礼品を始
めたら２億になり、昨年度は７億。県内でも上位。売るものがたく
さんあることが分かった。ふるさと納税の収入増では交付税は減ら
ない。広瀬に泊まりに来てもらって郷土芸能の発表を見るような方
法もある。

総務企画部
都市プロモー

ション課

199 意見

当地区でも人口が減っている。特に子どもが減ってきており、体育
行事ができない。医療費助成の拡充や教育費の負担減をすべき。

市長

これまで２つの部署でやっていた空き家対策を一つにまとめて力を
入れている。二地域居住から初めてもらうなど。インターネットな
どの通信環境が重要。医療費は高校まで1/2助成している。入院の
自己負担は5000円まで。高校まで全額助成すると1.5億円かそれ以
上かかる。ほかの予算の削減とどちらを取るか選択する必要が出て
くる可能性がある。新たな工業団地の整備も予定している。

総務企画部
健康こども部

政策企画課
健康増進課

7月24日 江刺 梁川

7月28日 江刺 広瀬
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200 意見

土曜の保育所で、預ける子がいなくても保育士が３名来ている。保
育所長が名誉職で中学校の校長ＯＢがなっているが、保育に関わら
ない。見直しが必要では。

市長

全市的には新たな施設ができるが、保育士が不足している状況。土
曜日の件は、確認し対応する。
所長は、、一律に学校長OBを採用しているものではなく、できるだ
けその分野に明るい人にお願いするようにしている。 健康こども部

保育こども園
課

201 意見

広瀬保育所は江刺の工業団地に一番近いので、働きに来る方が預け
やすいのでは。

市長

新たな工業団地を造成するが、通勤の途中で安心して預けられる場
所が必要。住んでる場所の近くではなく、職場の近くに預けたい親
も多い。知恵を絞りたい。 健康こども部

保育こども園
課

市長

合併したのに、江刺だけいい、胆沢だけいい、という状況にはでき
なかった。これから発展するためには、毎年赤字ではできない。６
項目の取り組みを進める。

及川副市長

職員の給与、手数料などのばらつきを15年かけてならしてきた。民
間なら不採算部門はばっさりカット、人員整理をするが、自治体で
はなかなかできない。６つの重点項目を進めることで対応してい
く。

203 意見

公共施設の整理・合理化について、市内に７つある野球場を有効活
用して欲しい。奈良県宇陀市は人口３万４千人くらいの市で、還暦
野球の全国大会を開催しているが、球場が足りず近隣自治体の球場
も使っている。

市長

シルバースポーツは人気がある。以前、ラージボールの大会をＺア
リーナ、江刺中央体育館、西体育館で開催したことがある。試合に
合わせ旅行もする。壊すにもお金がかかるので、いい方向になるよ
うに努力する。

財務部 行政経営室

204 質問

市有財産の売却・利活用について。宮城からきて農業を始めた人が
いるが、水が無くて困ったことがあった。消防ポンプを使うなどの
対応ができないか。 市長

胆沢ダムができる前は水不足があった。ポンプの練習のためなど、
融通が利かせられることがあれば、柔軟性を持って検討したい。

財務部 財産運用課

205 意見

人件費の抑制について、コロナや地震など、地域防災組織があるが
実際は動けない。考えて欲しい。

市長

人件費は時間外の削減で毎年５千万、３年で1.5億。財政健全化と
合わせ働き方改革を進める。職員の意識改革も含めて残業を減らす
もの。いざ災害となったら、しっかり対応する。 総務企画部 総務課

206 意見

地区センター付近では防災無線のチャイムが聞こえるが、遠いとこ
ろでは聞こえない。朝、昼、晩、火事の際のサイレンは必要。

市長

集中管理はできなくなったが、地域のサイレンに装置を付ければ時
間に鳴るようにできる。地域にお願いしたい。

市民環境部 危機管理課

207 その他

医療介護計画の案が示され、100床減少となっているが、安心して
医療を受けられるか心配。

市長

総合的に安心できる状況になるように努力する。
福祉部
医療局

地域医療介護
推進室

経営管理課

208 意見

施設使用料の10％増について、10回利用すれば１回無料で使えるよ
うにすれば負担が増えない。

市長

検討する。

財務部 財政課

209 質問

市有財産の売却・利活用について、福祉関係で、市有地を無料に近
い価格で使っていると聞いたことがあるが、適正な料金設定か、あ
るいは売却すべき。そのような資産がたくさんあるのでは。 市長

基本的な方針として、そこまでできるかどうか。社会福祉法人との
関係もあり、施設が減らない、なくならないことが重要。

財務部 財産運用課

210 意見

人口減について、子どもだけに目がいきがちだが、元気なお年寄り
が多ければ人口が減らず、医療費がかからない。

市長

元気で医療費がかからないお年寄りが増えるのは良いこと。地域づ
くりの一助になる。

健康こども部 健康増進課

202 意見

今回示した改革は、内容は理解するが取組が遅かった。多少の痛み
は覚悟してやらなければならない。英断をもって実行してほしい。

財務部 行政経営室

7月28日 江刺 広瀬
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