
第４回遠野市進化まちづくり検証委員会 

― 議事概要 ― 
 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成26年２月６日（木）午後１時30分～16時20分 

２ 場所 市役所とぴあ庁舎・大会議室 

３ 出席者 

 (1) 委員 

委員長 山  田  晴  義  岩手県立大学名誉教授、宮城大学名誉教授 

委員 稲 葉 比 呂 子  前岩手県秘書広報室長 

委員 大 泉 太 由 子  (公財)東北活性化研究センター調査研究部専任部長兼主席研究員 

委員 小野寺  純  治  岩手大学地域連携推進センター副センター長 

委員 北 原 浩 平  東京都武蔵野市市民部市民活動推進課長 

委員 工 藤 洋 子  前㈱ジョイス監査役会事務局、岩手県監査委員 

委員 吉 野 英 岐  岩手県立大学総合政策学部教授 

 (2) その他 

   ① 関係団体代表者 

    ア 遠野市区長連絡協議会 

 内 舘 充 幸  会長 

    イ 遠野市自主防災組織連絡会 

 吉 田 文 一  会長 

    ウ 遠野市地域婦人団体協議会 

 海 老 糸 子  会長 

    エ 遠野市消防団 

 白 金 孝 一  団本部部長 

    オ 遠野市民生児童委員協議会 

 菊 池 一 晃  会長 

カ 遠野スタイルによる庁舎機能のあり方を語る市民懇話会 

 河 野 好 宣  座長 

   ② 遠野市 

 本 田 敏 秋  市長 

 菊 池 孝 二  副市長 

 藤 澤 俊 明  教育長 

 菊 池 文 正  経営企画部長 

 飛 内 雅 之  経営企画部まちづくり再生担当部長（本庁舎整備準備室長） 

 菊 池 保 夫  総務部長 

 荻 野  優  健康福祉部長 

 菊 池 永 菜  保健医療担当部長 

 鈴 木 惣 喜  産業振興部長 

 大 里 政 純  農林畜産部長 

 遊 田 啓 悦  環境整備部長 

 小 向 孝 子  文化研究センター部長 
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 多 田 卙 子  宮守総合支所長 

 谷 地 孝 敏  消防長 

 古 川  憲  市民センター所長 

 奥 瀬 好 宏  議会事務局長 

 菊 池 幸 市  教育部長兼子育て総合支援センター所長 

 佐 藤 浩 一  経営企画部企画・秘書広報担当課長 

 鈴 木 英 呂  経営企画部財政担当課長（本庁舎整備準備室主幹） 

 千 田 孝 喜  経営企画部まちづくり再生担当課長（本庁舎整備準備室主幹） 

 澤 村 一 行  経営企画部管理情報担当課長（本庁舎整備準備室主幹） 

 石 橋 欢 也  環境整備部都市計画課長（本庁舎整備準備室主幹） 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委員長あいさつ 

４ 出席者報告及び日程説明 

５ 説明 

  本庁舎整備検討方針（素案）に対する内部検討報告 

６ 検証 

  本庁舎機能のあり方について 

７ 閉会 

 

 

 

（配布資料） 

１ 第４回遠野市進化まちづくり検証委員会―本庁舎整備検討方針(素案)に対する内部検討報告（資料№１） 

２ 本庁舎整備検討方針（素案）に対する内部検討報告書（資料№２） 

３ 市庁舎整備予定地（案）・市庁舎整備計画（案）（資料№３） 
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（議事概要） 

１ 開会 

○菊池文正 経営企画部長 

ただいまから、第４回遠野市進化まちづくり検証委員会を開会いたします。 

はじめに遠野市長から皆さまにごあいさつ申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

○本田敏秋 遠野市長 

  ご苦労様でございます。 

今日は、第４回ということになりましたけれども、委員の皆さまには全員御出席いただいたということ

で、市長の立場としても大変嬉しく思っております。委員の皆さまそれぞれの立場で大変お忙しいところ、

まさにそれを調整してのこの委員会への御出席ということであります。 

これまでも、山田委員長を中心といたしまして、７人の委員の皆さまには、さまざまな市政課題といっ

たものに対しましていろいろ検証を加えていただいておりまして、それぞれが大きなひとつの市政課題を

乗り越えるという我々の方向性をきちんとバックアップしていただいているのではないかなと思っており

まして、そういった点でも改めて感謝の念を申し上げたいというふうに思っております。 

今、市長と語ろう会という形で、私就任以来、市民の皆さまと直接向き合うという中で対話集会を行っ

ているわけでありますけども、去る２月４日から今年度分の語ろう会を始めております。先般２月４日で

ありましたけれども、小友町地区を伺いました。多くの方々が市民の皆さんが参加し、特にも女性の方や、

これまで参加しなかった新しい方が出てきたということにつきましては、手ごたえといったものをその中

から感じとったところでもあります。そういった中である若い女性の方でありましたけれども、手を挙げ

て「ところで市長さん、本庁舎問題は、今どうなっていますか」というような話も出たりして、非常に有

意義な対話集会を重ねておりました。２月26日には11地区を全部回ろうかというように思っておりまし

て、それには私たちが臨むんじゃない、市の幹部職員も同行しながら一緒になって聞くという対応と、よ

り具体的なことについては担当部長の方からきちんとコメントする。その場でお答えするものはその場で

お答えをするというような手法で、今、行っているところでありますので、そのことを委員の皆さまにも

ご報告を申し上げておきたいというようなことであります。 

さて今日は、第４回目といたしまして、これまでもいろいろ議論をいただいたり、現地の方にも足を向

けていただいておりましたけども、本庁舎の問題について、場所、あるいは機能といったものにつきまし

て、ぜひ御意見を賜ればという中で、これまでの取り組み経遍、あるいは市民懇話会における議論のひと

つの経遍といったものもご説明、ご報告申し上げながら、委員の皆さまからそれこそ忌憚の無いご意見を

いただければというふうに思っているところでございますので、よろしくお願い申し上げまして、冒頭の

挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。 

 

３ 委員長あいさつ 

○菊池 経営企画部長 

続きまして、山田委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

○山田晴義 委員長 
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本日は、お忙しいところ委員の皆さま、それから関係の皆さま、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。今日は、今年初めての委員会になりますが、本年もよろしくお願いいたします。 

本委員会については皆さまもご承知のとおり、大変重要でしかも難しい課題を、それでいてそれを複数

頂いておりまして、当初は「どうなることか」「適切な提案が出来るのかどうか」と大変丌安であったので

すが、これまでの３回の会議を見てまいりますと、２つの課題について議論されたなかで、何となく方向

性が浮かび上がってきたように感じます。そういうことで、この皆さまとの会議の場は、非常に有意義で

あったと感じているところです。 

さて、本日は次第にありますように、前に議論いたしました本庁舎整備の問題であります。この本庁舎

は、当然市民の皆さんにとってはシンボル的な場でもありますし、行政の皆さんにとっては当然ながら活

動の重要な拠点になるわけでございます。そこで私たち委員が、いろんな皆さんの思いを上手く繋げて適

切な方向が出せるよう精一杯議論して参りたいと思いますので、どうぞ委員の皆さまにおかれましてもよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして冒頭の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

４ 出席者報告及び日程説明 

○菊池 経営企画部長 

ありがとうございました。ここで、出席者を御紹介申し上げます。 

本日、進化まちづくり検証委員会の委員の皆さまにつきましては、全員ご出席をいただいております。

次第の２面に出席の方々の名簿を付けておりますのでご覧頂きたいと思います。 

次に、地域づくり団体の出席状況についてです。名簿では出席予定になっておりましが、遠野市老人ク

ラブ連合会の浅沼会長については、都合により欠席となっております。以上、地域づくり団体については、

６団体の出席を頂きました。 

次に、行政側、遠野市の出席です。遠野市長以下22人の部課長が出席をしております。 

ここで、副市長が昨年11月26日付けで、新たに就任しておりますので、ご紹介申し上げます。 

○菊池孝二 副市長 

ただ今紹介にありましたように、昨年の11月26日から前及川副市長に代わりまして、副市長職につい

ております。委員の方々には、前の検証委員会の第三センター等の見直し等に関わる部分にも半分以上の

方にいろいろお世話になって、さまざま取り組んできた経遍がございます。今度は大きな、これから私ど

も行政と地域が一緒になって進める庁舎、あるいは地区センター等の課題のいろいろ御意見をいただいて

いるということになっておりますので、これら身近な問題でございますので、私どもも一緒に考え検証し

て、良いまちづくりに取り組みたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○菊池 経営企画部長 

それでは、本日の日程です。 

はじめに、市から本庁舎機能のあり方に係る内部検討結果について、資料№１を中心に企画・秘書広報

担当課長がご説明をいたします。なお、配布しております資料№２、さらに資料№３につきましては、本

日は説明をいたしませんが、後ほどご覧いただきたいと思います。説明した後、質疑を行っていただきま

して、そして検証という日程で進めていただきたいと思います。なお、午後３時ごろには休憩を挟みまし

て、終了時刻の目途は４時ごろということで想定しております。 

それでは、ここからの進行は山田委員長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 
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５ 説明 

本庁舎整備検討方針（素案）に対する内部検討報告 

○山田 委員長 

はい。それではさっそく協議に入りますが、その前に事務局の方から資料の説明を頂きますが、庁舎の

議論はすでにしておりまして、何となく方向性は見えてきたかなと思っております。市が他の課題に先駆

けてこの庁舎の問題を議論しようという裏には、たぶん尐し急いだ方がいいのではないかというようなこ

ともあろうかと思いますので、今日は２度目でもありますので、出来れば結論の方向に向けてご議論をい

ただきたいというように思っております。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、さっそく事務局よりの説明を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤浩一 企画・秘書広報担当課長 

企画・秘書広報担当課長の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

それでは、資料１をご覧になってください。本庁舎整備に係る内部検討結果についてであります。この

内部検討につきましては、昨年12月１日付けで経営企画部内に本庁舎整備準備室を専任１人兼任８人で立

ち上げました。その中で検討してきた結果であります。それでは、ページをめくっていただきまして①の

部分であります。 

本庁舎の整備に関しましては、当市の総合計画基本計画に次のように位置付けております。基本とする

政策は「行政サービスの向上」です。市民サービスの充実と合わせ、最適な施設を整備することが重要で

あると考えております。 

前回もご説明しましたが、本市は825.62平方キロメートルという広大な面積を有するため、９つの町（旧

村）を基本としたまちづくりを進めてきました。平成25年12月末の人口は、29,401人、世帯数は10,852

世帯です。 

市庁舎は全部で14施設に分散しており、中心市街地にはこの「とぴあ庁舎」のほかに「まちおこしセン

ター」や「市民センター」「文化研究センター」など 7 つの庁舎を設けております。中心市街地にある 7

つの庁舎には、９部 30 課（室）を設け、 203人の職員を配置しております。庁舎はとぴあ庁舎、市役所

西館庁舎、市民センター、図書館・卙物館、文化研究センター、県合同庁舎、まちおこしセンターとなり

ます。 

中心市街地以外の庁舎はそれぞれ専門的な役割、目的をもって整備したものであります。合計職員数135

人です。健康福祉の里、防災センター、宮守総合支所以外は、民間関係団体や第三セクターとの連携が必

要な施設でもあり、職員の配置は比較的小規模となっております。上記のほか、各地区センターに13人、

学校用務員13人、食育センター４人、市立保育所・幼稚園９人の計 39人がおります。 

平成24年５月に設置した「遠野スタイルによる庁舎機能のあり方を語る市民懇話会」からは、次の２つ

の提言をいただいております。１つは庁舎を整備する位置についてであります。「中心市街地に設置するこ

とが望ましい」という提言をいただいておりました。もう１つは「庁舎機能の集約化」についてでありま

す。「庁舎機能は集約することが望ましい」という提言であります。 

これらを踏まえ、これまで市内部での検討を重ねてまいりました。11月の第３回検証委員会の前日には、

５人の検証委員に本庁舎の整備予定地を、現地で確認していただいております。また、昨年12月には経営

企画部内に「本庁舎整備準備室」を設置し、12月中旬にはすべての部長から本庁舎に集約すべき機能につ

いてヒアリングを実施しております。 
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それでは、これまで検討して参りました内容についてご報告いたします。検討内容につきましては、第

２回の検証委員会でお示ししました検討方針（素案）の項目に基づき整理しました。特に「２ 集約する

機能」「４ 整備予定地」に絞り検討しております。本日はこの２つの項目を中心に報告いたします。なお、

「３ 重要と考える基本機能」「５ その他」については、具体例を何点か挙げております。報告の最後の

方でご紹介いたします。また、「１ の基本方針」につきましては、素案のとおりでありますので説明を省

略いたします。 

それでは「２ 集約する機能」についてであります。検討結果です。１点目は、議会及び産業振興機能

は本庁舎に集約する。２点目は、農林畜産機能、環境整備機能は、できるだけ本庁舎に集約する。ただし、

集約することによるデメリットを最小限に抑えることといたしました。 

素案では、市民懇話会からの提言内容を基に、健康福祉の里、宮守総合支所、市民センター、地区セン

ター、清養園クリーンセンターの５つの機能については、検討対象から除いておりました。前回の検証委

員会では、「なぜそのような判断に至ったのか？」という質問が出されております。これを踏まえ、現在

14ある庁舎について、改めて評価を行いました。 

はじめに「とぴあ庁舎」です。東日本大震災により本庁舎中央館が倒壊したため、仮設庁舎として設置

したものであります。商業施設との併設により、買い物をしながら役所の用務を済ませることができる、

駅前という立地条件から交通利便性が良いなど、予想以上の効果が発生しております。 

「西館庁舎」です。子育て支援の拠点施設として、平成24年度に①子育て総合支援センター、②教育委

員会、③社会福祉法人遠野市保育協会―を配置しました。子どもに関する相談事務や各種助成事業などの

受け付けが行えるなど、関係組織内での連携が強化されています。本庁舎への再編という観点では、もう

しばらく時間が必要であると捉えております。 

「市民センター」です。市民の認知度などから考え現状維持が適当であると考えました。「機能が維持

されるのであれば組織としては残らなくてもいいのでは」という、委員からのご意見もございました。ア

ウトソーシングの相手方として市外の実績のある団体や遠野市教育文化振興財団などが考えられます。た

だし、現在、遠野市教育文化振興財団につきましては、「自立した運営」を始めたばかりですので、もう

尐し時間が必要であると考えます。民営化については、時期を捉え進めたいと考えおります。 

「地区センター」です。各町の活動拠点として重要な施設です。ただし、機能及び役割については、時

代の変化に合わせた見直しが必要であると捉えます。次回以降の検証委員会からの提言等を踏まえながら、

方向性を定めていきたいと考えます。 

「図書館・卙物館」です。多くの書架や文化財展示スペース等を有する施設であり、機能面や市民の認

知度等を考慮し、継続が適当であると判断しました。 

「文化研究センター」です。平成23年度に設置した施設です。遠野の文化、歴史を調査・研究する施設

として、市民も活用している建物です。しかし、文化資源を総合的に調査・研究する上では、図書館・卙

物館と組織再統合を行い、一体的に進める方が適当ではないかという声も上がっております。さらに検討

が必要と考えます。 

「県合同庁舎」です。県の土木関係組織との連携、県の農業関係組織との連携を目的に分庁舎化したも

のです。目的どおりの連携は保たれているものの、市の内部組織との連携による総合力という視点も必要

と考えます。 

「まちおこしセンター」です。中心市街地活性化基本計画に基づき、遠野商工会をはじめとする市内商
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工系団体との連携を図るために、産業振興部を同センターに配置しました。ここも、環境整備部、農林畜

産部と同じく、総合力という視点での検討が必要と考えます。 

「健康福祉の里」です。保健・医療・福祉の連携を目的に整備し、平成26年度、開設20周年を迎えま

す。「保健や福祉の相談といえば健康福祉の里」と言われるように市民に定着した施設です。現状の通り

が適当と考えます。ただし、利便性の面から考えた場合、交通弱者への対応が課題として挙げられます。 

「総合防災センター」です。多くの緊急車両を有しており、その駐車スペース・メンテナンス機能を有

しているほか、火災の際には瞬時に現場を特定することができる情報処理システムを有している施設であ

るため、単体での設置が適当と捉えます。 

「宮守総合支所」です。市中心部から約20キロも離れており、宮守町民の利便性等を考慮した場合、継

続が必要と考える。ただし、議会機能については、震災前のように本庁舎へ戻すことが理想的と考える。 

「森林総合センター」です。林業関係者を束ねる中心的組織であることから、継続が適当と捉えます。 

「遠野馬の里」です。乗用馬生産等の特殊な業務のため、本庁舎への統合には馴染まないものと考えま

す。 

「畜産振興センター」です。市畜産振興課を含め、一般社団法人遠野市畜産振興公社や東南部農業共済

組合家畜診療所が一体となった施設であり、畜産振興を官民協働で進める上で、継続が適当と判断します。 

「清養園クリーンセンター」です。し尿処理施設、リサイクルごみ処理施設等を有する特殊な施設であ

り、本庁舎への統合は馴染まないものと判断いたします。 

分庁舎化における各施設の評価結果から、本庁舎への集約の可否を次のとおり整理しました。「○」は

現在その施設内に配置している全ての組織が集約可能としたものです。「△」表示については、その施設

に配置している組織の一部が集約可能、または本庁舎の整備規模や場所、アウトソーシングなど、条件に

よっては集約可能としたものであります。 

「○」評価としては、「とぴあ庁舎」と「まちおこしセンター」の２施設となります。とぴあ庁舎には

現在、市長、副市長、経営企画部、総務部、会計課、監査委員事務局を配置しています。まちおこしセン

ターには、産業振興部を配置しています。 

「△」評価としては、「西館庁舎」「市民センター」「文化研究センター」「県合同庁舎」「宮守総合

支所」の５施設となります。西館庁舎には、教育委員会事務局、子育て総合支援センター、環境整備部水

道事務所を配置しています。施設の規模等によっては集約可能と考えます。市民センターには、市民協働

課、生涯学習スポーツ課、遠野地区センターを配置しています。将来的にはアウトソーシングを進めて参

りたいと考えますが、現時点では時期尚早と捉えております。文化研究センターには、調査研究課を配置

しております。本庁舎への集約も可能ですが、図書館・卙物館との統合が適当であると考えます。県合同

庁舎には、農林畜産部と環境整備部を配置しています。県との連携を保ちながら、市内部の総合力をどう

構築していくかが課題です。宮守総合支所には、地域振興課、宮守地区センター、議会事務局、遠野消防

署宮守分署、歯科診療所を配置しております。このうち、議会事務局については、本庁舎に集約すべきと

考えます。 

以上を踏まえ、本庁舎へ集約する組織として３つの案を考えました。 

１案は、とぴあ庁舎内に現在配置している組織に、議会と産業振興部を集約する案です。集約規模は６

部13課体制で、職員数は98人となります。メリットとしては、３案の中では職員数が一番尐ないため、

整備貹用が抑えられることが挙げられます。そのほか、議会との連携、産業振興部との連携がスムーズに
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なることです。デメリットとしては、３案の中では集約機能が一番尐ないことから、市民への対応・サー

ビス面で期待するほどの効果は徔られないだろうということです。 

２案です。現在のとぴあ庁舎内に配置する組織に「議会」を加えたほか、六次産業組織として産業振興

部と農林畜産部を集約する案です。７部16課・ 115人の集約規模となります。メリットは、六次産業関

係組織の連携強化が図られること、議会とのスムーズな連携が図られることです。デメリットは、１つ目

の案に比べ整備貹用が膨らむことと、県の農業関係組織との連携に若干の丌安を感じることです。 

３案です。現在のとぴあ庁舎内組織に議会を加えたほか、六次産業機能と環境整備機能を集約する案で

す。８部20課・ 162人の集約規模となります。メリットは、多くの機能が集約でき、市民も迷うことな

く市のサービスを利用することができること。また、内部組織間の連携が強まるほか、施設に係る維持管

理貹を抑制することができるものと捉えています。デメリットは、集約規模が３案の中で１番大きいため

整備貹用が一番大きくなることが予想されることと、県の関係組織との連携に丌安が生じることでありま

す。 

次に「４ 整備予定地」であります。 

検討結果です。今回お示しする３つの整備予定場所の中から、①効率性、利便性、将来性、まちづくり

の視点で検証していただき、整備予定場所を１つに絞り込みたいと考えます。前回ご説明しましたとおり、

市民懇話会の提言を基に中心市街地の限られた範囲内で庁舎整備が現実的に可能と思われる整備予定場所

について、次の３つに絞り、検討を加えて参りました。 

１つ目です。このとぴあ庁舎をベースとした案です。公共交通機能が充実している場所にあるため、市

民の利便性が保たれます。付加機能の内容によっては、中心市街地のさらなる賑わいが期待できます。 

２つ目です。元の市役所本庁舎への復元整備案です。震災前の庁舎機能が復元され、十分な執務スペー

ス、必要な会議室を確保することができるものと考えます。 

３つ目です。現在仮設住宅を整備してある「旧職員駐車場」への整備案です。市の所有する土地に整備

するため市有財産の有効活用が図られます。また、十分な執務スペース、必要な会議室を確保することが

できるものと考えます。 

３つの整備予定地案を基に、具体的な整備場所をそれぞれ考えてみました。 

とぴあ周辺で考えた場合は、次のＡからＥまでの５つのパターンでの整備が考えられます。整備方法と

しては、２階建て、３階建ての選択が可能です。整備規模に照らした集約機能としては、現在のとぴあ庁

舎に配置してある組織に加え、議会、産業振興部、農林畜産部、環境整備部までの集約が可能と思われま

す。ただし、パターン次第では規模に合わせた用地の取徔が必要となるため、周辺市民の理解と協力が必

要であり、これが課題となります。 

次に「市役所本庁舎があった場所へ復元整備する」案です。整備規模は、３階建て、総床面積約 5,800

㎡です。集約組織としては、現在のとぴあ庁舎に配置している組織に加え議会、産業振興部、農林畜産部、

環境整備部、さらには子育て総合支援センターと教育委員会事務局となり、今回検討した案の中では最大

の機能集約となります。課題としましては、市民の駐車スペースが若干狭くなること。駅前と違い、公共

交通機関があまり充実していないことから、交通弱者への対応が必要になること。さらには、とぴあ庁舎

の空きスペースへのテナント誘致が必要になることなどであります。 

次に「旧職員駐車場への整備」案です。整備規模は、３階建て、総床面積約 5,800㎡です。集約組織は、

とぴあ周辺整備案と同じであります。課題は、隣接する道路の幅員拡幅や職員駐車場の確保、とぴあ庁舎
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空きスペースへのテナント誘致などであります。特にも、現在仮設住宅として利用している土地であるた

め、ここに住まわれている方々の移転先等を考える必要があります。また、庁舎以外の活用方法として、

「高齢者用公営住宅」という案も出されております。 

ここで、参考までに財源となる「震災復興特別交付税」及び「被災施設復旧関連事業債」についてお話

しします。紫の点線で囲っている部分が現状復旧に係る国の財政支援枠です。基本的には元の場所に、元

と同じ規模のものを建築することを前提としているため、付加機能部分についての財政支援はありません。

用地取徔に係る経貹についても財政支援はありません。また、財政支援の期限は、平成 27年度までは確実

ですが、平成28年度以降につきましては継続の有無は明らかにされておりません。なるべく早い時期に整

備方針を固め、事業に着手する必要があると捉えております。 

以上を踏まえ、本日の検証項目は次の２点に絞ってお願いしたいと考えます。 

１点目は「集約機能について」であります。施設ごとの評価はいたしましたが、ご意見を伺うものであ

ります。各委員からさらにご提言をいただき、将来等を見据えた機能集約を図ってまいりたいと考えます。 

２点目は「施設整備場所について」であります。本日お示しした内容をたたき台に、さらに加えるべき

視点等をご教示いただきながら、整備場所について検証委員としての考えを伺うものであります。財源と

なる「震災復興特別交付税」の支援期間等も考えると、整備予定場所を絞り込み具体な検討を進めなけれ

ばならない時期であると捉えております。市民からは「現在のとぴあ庁舎でいいのではないか」との意見

も寄せられておりますが、本日の検証委員会からの提言を踏まえ、整備予定場所を正式に決定したいと考

えております。 

最後に、「３ 重要と考える基本機能」の具体例についてまとめてみました。「情報発信機能の拠点」

としましては、ホームページや広報紙による情報発信機能、住民基本台帱等の行政情報管理機能、などで

あります。「ユニバーサルデザイン」としましては、庁内案内表示の明確化、トイレの洋式化や手すりの

設置等によるバリアフリー化の推進、などであります。「ワンストップサービス機能」としましては、証

明書発行事務等における窓口の集約化、公共料金の時間外受領等によるサービス拡充、などであります。

「緊急時に各部課がスムーズに連携できる体制」としましては、組織集約による緊急初動体制のスピード

アップ、職員間連携のスムーズ化、などであります。「防災機能」としましては、施設の耐震化、停電時

対応機能の充実、拡張性のある会議室の整備、などであります。「その他（付加機能）」としましては、

図書コーナーや市民ギャラリーなど、を例として挙げてみました。これらにつきまして、委員の皆さまか

らさらにアイデアをいただき、議論を深めて参りたいと考えております。 

以上、報告を終わります。検証のほど、よろしくお願いいたします。 

○山田 委員長 

ありがとうございました。 

最後にお話ありましたように、この検証事項につきまして、本日は概ねの結論を出してほしいというこ

とでありましたので、最後には結論を明らかにしていきたいと思っております。ただ、これにつきまして

は、後段の方でそれぞれの委員のご意見をいただきながら合意できる方向についてまとめていきたいと思

います。まず今のご説明につきまして、委員からご質問をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○工藤洋子 委員 

質問になりますが、内部検討報告９ページの２の集約する機能の中で、県の合同庁舎に設置している農

林畜産部・環境整備部を集約することによるデメリットとはどのようなことでしょうか。 
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○飛内雅之 経営企画部まちづくり再生担当部長 

デメリットにつきましては、大きいところでは先ほど各施設ごとに検証を行った中で、資料の10ページ

になりますが「県との連携」という部分です。岩手県との組織的な連携ということで、合同庁舎に設置し

一緒にやってきたという背景がありますが、この部分の仕組みが変わるところをデメリットとして挙げて

おります。 

○山田 委員長 

県との連携が切れるのではないかということですね。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

はい。 

○小野寺純治 委員 

２点ほどお伺いします。 

一つは産業振興の機能が「あすもあ遠野」に入っていますね。すぐ向かいになるわけですけども、それ

はやはり一体的にやった方がより良いと思うのですけども、その距離感と一体化とするところのメリッ

ト・デメリットのお考えを、まず１点目にお伺いしたいと思います。 

それから、遠野市の土木機能というのは環境整備部になりますよね。現在、県の合同庁舎に入っている

農林畜産部と環境整備部の全ての機能をこちらに持ってくるという考え方なのか、それとも一部分けて持

ってくる、例えば基本的な道路の整備や市長さんが頻繁に決定しなければならないという部分は集約し、

県と一体となって道路環境を整備する部分は合同庁舎に残すとか、そのような議論もあったのかどうかと

いうところを２点目としてお伺いします。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

１つ目についてお答えします。産業振興部のメリット・デメリットでございます。ちょうど、庁舎が被

災した後、産業振興部はこの「とぴあ」の中に一緒に入っており、十分な機能を果たしておりましたが、

駅前にまちおこしセンターができ、中心市街地の活性化を図るため、その中に入居する商工会とかさまざ

まな商工団体との連携を強化するということでまちおこしセンターに入りました。それはそれで十分な機

能を果たしているのですけども、ちょうど駅前という場所であるため、庁舎機能ではなく、市民が利用で

きるような別の使い方があるのではないかというご意見もあります。内部検討では市内部組織との連携に

よる総合力の視点から、産業振興部は「とぴあ」に戻ってくるべき、商工会との繋がりということであれ

ば商工会も一緒に「とぴあ」に来ることも可能だ。ということで、今回の案３つともすべて、産業振興部

と議会は集約するという考えでございます。 

次に２つ目の土木機能についてですけども、今、小野寺委員からありましたような議論もございました。

それで、３案を示しておりましたが、まず、１案目は議会と産業振興。２案目は議会と産業振興に農業関

係。３案目は２案に環境整備部が入ります。３案目については、小野寺委員が言いましたように、特に道

路関係で県との繋がりが土木は結構あるようです。それ以上のことはまだ細かい内部調整まで入っていま

せんが、特に道路関係を集約した場合は、県との繋がりはかなり弱まるかなということで考えています。

そういう話は各部との聞き取りの中にもございました。 

○稲葉比呂子 委員 

今の質問にちょっと関係するのですけども、５ページの資料を見ますと森林総合センターには林業振興

課があり、畜産振興センターには畜産振興課を配置しているということなので、これらの機能は合庁には

ないですよね。で、これを見るとこれらの施設はそのままにするみたいな資料になっているのですが、最
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後の方になると資料の２とか資料の３のほうになると農林畜産ということで集約するような表現があるの

ですが、ここはどのように考えればいいのでしょうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

部の単位で書いてますので、農林畜産部という表現になりますが、ここの農林畜産部の中身を見ると農

業部門だけでございます。資料の前の方でもそれぞれの14の施設について検証しているわけですけども、

４ページから５ページですね。この中で、林業総合センター、畜産振興センター、それから馬の里、これ

については、その施設と一体となって尐人数で、他の団体と一緒にやっていくための組織体制になってお

り、その関係を無くすことは適さないという考えで、実際、農林畜産部という中ではありますけども、林

業、畜産、馬に関してはそれぞれの目的の下に造った施設と一緒に置いていくという考えでございます。 

○稲葉 委員 

  わかりました。それはそういう考えで、それは部長さんとかが、集約された施設にいますという感じな

のですね。農業振興課と担当部長が集約されますということですね。 

ここに配置されている職員というのは、それぞれ技術職の職員ですか。専門職の人たちが多いのでしょ

うか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

技術職もいれば事務職もおります 

○稲葉 委員 

人事異動は当然ありますよね。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

あります。 

○稲葉 委員 

ちょっとあまりこう尐ない職員を配置しておくのはどうかなと思ったので、最後は一緒にするのかなと

思ったんですが、案とすればそのままということなのですね。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

はい。例えば、畜産振興センターの中には畜産公社が入っており、その公社と一体となって畜産振興事

業を行っている。林業の場合は、木工団地という仕組みの中に林業総合センターが入っており、その中で

森林組合とかさまざまな団体と一緒になって林業振興事業を行っています。そういう中で一団の事業体制

をつくっているという考え方ですので、市の職員だけがいるということではないという考え方です。 

○北原浩平 委員 

14ページですけども、第１案のデメリットに「市民に期待する効果が希薄」という記述があるのですが、

この意味ですけども、全体として市民は集約化をすべきだという前提があるとみてこういう記載なのかと

いうことが質問の１点目です。 

もう１つは、財政フレームの 22ページですけれども、先ほどの佐藤課長のご説明では、元のものを復元

するための部分については、いわゆる震災復興特別税の対象として認められますというご説明で、それを

超える例えば用地買収貹などの対象にはなりませんということだったと思うのですが、そうしますと、も

ともとあった庁舎機能の部分を戻すのは対象になるけれども、それを超える集約をしようとすると対象に

ならないというような理解をしていいということなのでしょうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

「集約化が尐なく市民に期待する効果が希薄」という部分の質問についてですけれども、私たちが庁舎
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整備を検討する場合の基本方針は、市民懇話会からの提言であります。この中では、ページで言いますと

６ページになりますが、「庁舎機能は集約することが望ましい」という提言をいただいております。また、

この中で現在のスタイル、いわゆる分散化しているスタイルと、集約した場合のスタイルとを総合的に勘

案してとは書いていますけども、基本的には出来るだけ集約ということがありますので、集約する機能が

尐ないのでこういう書き方となっています。 

それから財源の関係ですけども、北原委員が言われたとおりでございまして、被災した庁舎部分を原形

復旧する分には10割の特別交付税措置です。算定には２つの方法があり、１つは被災面積で算定する方法

で、被災した中央館の面積が約 2,000㎡、この面積に対しての特別交付税となれば、金額にすると約６億。

それからもう１つは、被災した時の職員数での算定。これが 104人でしたので、これで算定した場合は約

11億です。どちらとははっきり言えませんが、新しい庁舎を建てる場合には６～11億円が特別交付税で措

置されるということでございます。用地買収貹は対象になりません。また、原形復旧に相当する部分を超

える部分、つまり積算単価より高い部分は、資料によるとおり、起債対象で交付税措置率 70パーセントの

参入となります。 

○工藤 委員 

資料３には具体的なプランが全部で８つ載っておりますが、只今の財政支援の関係でお聞きします、用

地の買収貹は対象にならないということですが、その下に記載がある補償貹は対象になるのでしょうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

補償貹も対象になりません。あくまでも、建設工事貹とか建物を建てるという部分が対象で、用地貹と

か補償貹とかは対象にはなりません。 

○工藤 委員 

そうしますとこの８案について、実際に支援を受けることのできる金額から差引いた差額は市が持ち出

すことになるのですね。その金額というのは案ごとに示されているのでしょうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

資料を見ていただくと下の方に合計額というのが出ています。交付税措置になるのは約６～11億円と申

しましたけれども、約11億円を見込んでおりまして、その額を差し引いた数字が持ち出しということにな

ります。ただ、持ち出しといっても、先ほどの22ページでお話ししましたとおり、原形復旧を超える部分

についても「被災施設復旧関連事業債」という起債があり、充当率 100パーセントで70パーセントが交

付税に参入されるという有利な起債を使えることになります。 

○稲葉 委員 

どの案でも11億円くらいは国の補助を貰えると考えていいのですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

同じです。 

○菊池 経営企画部長 

尐し補足をさせていただきます。先ほど「震災復興特別交付税」の考え方は、復旧という概念になりま

すから、前の場所に前の通り戻すということで、用地貹、補償貹については対象外ということになります。

ただ前の戻し方として、延べ面積なのか、それから職員の数なのか、という２通りの選択が示されており

ます。ただ、これ以上の明細は現在のところまだ示されておりませんから、これからの協議になろうかと

思います。ただ、先ほどの２つの考え方でいうと、６～11億円という話が、今、試算をしているところで
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す。これはまだ確約ではありません。さらに、前の職員数の 104人、あるいは 2,000㎡で賄えるかという

と、当然その中ではおさまりませんから、上回る対象事業貹が良と認められれば交付税を超える部分につ

いて起債を充当しましょうということになります。 

結論から申し上げますと、総体の事業貹についてはこれから詳細に設計をしていってどのような機能、

どのような延べ面積にするかということによって事業貹が出て、そして国とのヒアリングを経て、総体の

対象計画が固まった段階でどれだけ起債が充てられるか、それからオーバーフローした分が、この22ペー

ジの資料にある「通常債」での対応が考えられるということで参考までにお示ししたものであります。 

○北原 委員 

もう一度お聞きしますが、下記の部分と言われている部分は、先ほど職員数 104人、 2,000㎡というも

ともとの部分があって、もっと広い 5,000㎡という話になりますよね、そうすると、例えば 5,000㎡ぐら

いの新たなものをやりたい場合に、もともと 2,000㎡だったのだから 3,000㎡分は付加機能だと見なされ

てしまうのか、そうではなくて、それも含めてまだ協議の余地があるというようなご説明にも聞こえたの

ですけれども、そういうことなのでしょうか。 

○菊池 経営企画部長 

基本的には前の状態に戻すという概念ですから、付加機能が前の状態かどうかというところが非常に論

点になろうかと思います。おそらく付加機能については、対象外とされることも想定しなければなりませ

ん。ただ、最初にお金ありきではなくて、将来を見据えた機能のあり方を基本となりますので、その上で

後の財源についてはどうするかというところが、市の方で最終判断をしなければならないと思っていまし

た。ただ、２年前に庁舎のための基金を設置しておりまして、１年あたり１億円ずつ積み立てております

ので、これを活用する中で、最終的な判断をしていく必要があると思います。 

○大泉太由子 委員 

市民懇話会の提言である「庁舎機能は集約することが望ましい」ということを踏まえて議論が進んでい

るわけで、私も異論があるわけではないのですけれども、これから市民に説明をする時に何敀今の段階で

庁舎を整備するか、どういうメリットがあってどういうデメリットが解消出来るから、整備するのかとい

うのをきちんと説徔出来るような材料を持っていかないと、難しいのかなという気がいたしました。今の

段階のように「持ち出しが尐ないから早めにやっておきます」ということでは、おそらく納徔してもらえ

ないという懸念もあります。分散していることで職員の仕事の効率がすごく悪くなっているとか、経貹が

掛かっている、時間が掛かっているといったことを定量的に示したり、あるいは庁舎を集約することによ

ってどのくらいの市民の方が使いやすくなると感じられるか、いろんな人が立ち寄って利用できるという

ところを、きちんと説明出来るようにしておくということが、これから必要になるのではないか、という

ことでそのへんはお願いしたいと思います。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

只今、大泉委員から言われた経済比較につきましては、十分心に留めておきます。ただ、お金の部分も

確かにありますが、庁舎が分散している中で被災以降、前に一緒であった組織・機能もバラバラになって

いるので、できるだけ集約して１つの場所でという意見は多くの市民の方々から頂いておりますので、本

当に市民の利便性が図れるような形での考え方をきちんと示しながら、十分な説明をして参りたいと思っ

ています。 

○小野寺 委員 
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財源のところがまだよく理解出来ていないので再度確認させていただきます。22ページの災害復興特別

交付税のところは 2,000㎡もしくは 104人分で、それを積算すると６億円ないし10億円というのが一応

示されているということで、その上の白抜きの被災施設復旧関連事業債と付加機能部分の通常債は区分が

分からずに、例えば、整備計画案である前の庁舎跡地にそのまま造りますよと言ってもおそらく先ほど６

億円なり10億円で出来る訳ではなくてもっとかかるわけですよね。そこのオーバーする部分が被災施設復

旧関連事業債になるのか、それとも前の庁舎跡のところも用地を買収して、補償貹を払って、そこに増設

しますよと、そちらの方が対象になるのか、もしくは通常債のほうが対象になるのか。そこがよくわから

なかったのですけども。それが確認したいことの１つです。 

次にとぴあ庁舎は、今このような形で一部造ってあるわけですし、これをこんどは新たに周辺に土地を

どこか買って増設しますと。そのところが要するに10億円で済めばまるまるいいのかどうか。つまり用地

買収ではなくて、建物の整備が10億円で済めば持ち出しが一切なくて済むのか。そこの点についてもう尐

しだけ教えていただいていいでしょうか。 

○菊池 経営企画部長 

例えばということになりますが、前の東舘町にあった中央館「全壊したということでそれを３階建ての

物にもう一度造り直す」ということであれば、その所要額としてその交付税はとりあえず面積か人数にな

りますが６～11億円をみましょう、ということがあります。ただ、それで建つかどうかというところがあ

りますから、そのプラスアルファの分を国の方では支援策として被災施設復旧関連事業債といういわゆる

償還について国から支援をする非常に良い起債をつくりましたよ、というようなことがあります。ただ、

これから実はまだ制度設計が詳細を示されておりませんので、ここから先は推測になりますが、先ほど再

三ありましたあらたな付加機能については前の状態に復旧した他にプラスアルファなのかということにな

りますので、その分については通常債、いわゆる一般債の想定をしなければならないということで、まだ、

明らかにされていないので、想定でお答えするのは非常に心苦しい部分はありますが、そういったイメー

ジを持っています。 

○北原 委員 

18ページの３つの案についての確認ですけども、第１点はとぴあ庁舎の場合は、この建物はこのまま使

って周辺部分に新たな庁舎を建てるという考え方なのかということが１点目です。 

２点目は第２案ですけども、こちらはまったく新しい建物を旧市役所の場所に建て直すというプランな

のかということが２点目です。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

第１案のとぴあ周辺と言う場所につきましては、現在使っているとぴあに連結するという考え方です。

今現在使っている庁舎機能の部分に、連結して建てるという考え方です。 

それから２案と３案につきましては、新しく建てるという考えです。 

○小野寺 委員 

とぴあの案が例えば決まったとした場合、このとぴあ庁舎については、現在の耐震基準で充たされてい

るものなのかどうか。でなければ、何か補強しなければならないものなのかどうかというところを１点目

お伺いしたいと思います。 

それからもう１つ、市役所の機能でやはり防火性と安全性というのはやはり大切な機能で有るのですけ

れども、それと利便性というのは相反する訳ですが、そこについて何か総務省サイドから示されたような
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最低限の安全性だったり、防火性だったり、そういうものがあるのかどうかというのをもう１つ確認した

いと思います。 

○千田孝喜 まちづくり再生担当課長 

まちづくり再生担当課長をしております千田と申します。まず、第１点目の質問でございますけども、

現在のとぴあ庁舎の安全性が十分かというご質問につきましては、昭和56年以降に建設した建物につきま

しては、現在の建築基準法の新基準で構造計算等してございます。ですから、このとぴあ庁舎は昭和56

年以降に建設しておりますので、耐震性の問題は十分だということでございます。 

○小野寺 委員 

２点目については、利便性と安全性というか、いろんな資料とかデータを持つわけですよね。そうした

場合に、そこについて国サイドから何か採点基準みたいなのがあって、例えばこういうデパート的なお店

と一体になるのについては何か特別な基準を設けなさいとかなにかそういうものがあるのかどうかという

ところなんですけど。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

それについては総務省からの話はございません。ただ、さまざまな造り方においていろいろな手順が載

っていて、指導はあるかもしれませんが、特に総務省サイドからうんぬんという話はございません。 

○稲葉 委員 

  今のに尐し関連するのですけれども、例えばここのスペースを引き続き使おうとした時に、今商業施設

として出入り自由みたいな感じになっていますけども、使うならやはり開庁時間と閉庁時間を設け、独立

したような形にして安全性というようなものを確保する必要があると思っていますが、この一体の建物の

中でそのようにきちんと分けるという考えはどうでしょうか。通常はオープンでもいいと思いますけども、

開庁時や閉庁時に工事が可能だというように考えてよろしいでしょうか。ここを引き続き使っていって特

段の問題がないのか、そこのところはどうお考えでしょうか。 

○千田 まちづくり再生担当課長 

例えばここを引き続き市庁舎として活用していくということになった場合は、当然事務庁舎にもなりま

すので用途が変わります。用途が変わるということになれば、当然建築確認申請の用途変更の手続きをし

なければなりませんので、それなりの審査をしていただいて改修することになります。現在、とぴあ庁舎

の事務室部分はおよそ 2,000㎡くらいはあります。反対側の西側はとぴあの商業部分になりますが、そち

らについては一見わからないのですけども、よくよく天井を見ますとシャッターがあります。というのは、

火災が発生した時に、こちらへの延焼防止を目的に防火シャッターを備えてあります。火災等の際には、

庁舎側と店舗側は防火シャッターで遮られますので、ある程度の安全性は確保されます。ですから、目的

に応じて今後使っていく時には、そういうふうに改修をしていかなければならないということでございま

す。現在はあくまでも、仮設ということで使っておりますので、ちょっとした模様替え程度で使ってござ

いますが、本格的に庁舎として使うということになれば、そのへんはクリアして使っていくということに

なります。 

○山田 委員長 

確認ですけれど、そうしますと追加整備といってもここの一部修正があって、それに先ほどの資料に記

されているところに新たなものを追加するということで、こちら（とぴあ）にも尐し事業貹が出てくるわ

けですね。 
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○吉野英岐 委員 

これから新しく造るか、既存施設を活用するか、ということになると思うのですけども、仮に新しく造

った場合というのは、何年くらい使う予定で造るのでしょうか。法定耐用年数は60年ですが…。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

ＲＣ工法での整備であれば60年ということになります。木造であれば40年とかになりますが、基本的

にはその建物に不えられた耐用年数分は使うという考え方です。 

○吉野 委員 

鉄筋で整備するから、一応は60年ぐらいは使う想定の施設だと新築は考えていいんですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

木造とか、ＲＣとか、造り方によって、また、新築とか、その規模などによるのでしょうけれども、新

築でＲＣであれば60年というかたちです。 

○吉野 委員 

そうしますと、60年分のお買いものになるわけですね。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

はい、そうですね。 

○吉野 委員 

もう１つ、とぴあを使った場合には何年もつのですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

とぴあの場合は、平成元年に建って耐用年数は50年ということですので、あと25年は耐用年数がござ

います。 

○吉野 委員 

そうすると、一見とぴあを使うと安いのですけれど、25年経つと、とぴあ自体も改築なりあるいは建替

えを必要とすることは有り徔るのですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

耐用年数を遍ぎた場合は、商業施設ということでさまざまな中で補強とかいろいろなことが出てくると

は思います。ただ、その時はその時の考え方もございますし、先ほど小野寺委員から「30年後の庁舎はど

うだ」という話も出されましたが、新しく建てる庁舎の中で、課とかいろいろななものが再編されていく

中で、またいろいろな余剰も生みだせるなど、さまざまなことはあると思います。 

○吉野 委員 

わかりました。 

とぴあは既存施設ですので、いずれ新築するよりは早く寿命が来るのではないかと思い質問しました。 

そうすると例えば工事貹、同じ工法で造った場合この値段になるということなんでしょうけどれども、

一年当たりの償還じゃないですけども、掛かる経貹というのをとぴあが後25年、あるいは新築が60年と

考えると、とぴあは安いけど、とぴあ自身を立て替えることを将来的に考えるとお金が掛かることもある

程度想定しなければいけないということですよね。とぴあが、永遠にもつとも思えないので。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

25年後というのは、とぴあがどのように変わっていくかということもあると思います。それはあるとい

うことを無いとは否定できません。 
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○吉野 委員 

わかりました。実は、既存施設を使う役所というのはあまり無い。事例としてもあまり無いでしょうし、

さっき言った建築確認、用途変更で通常の確認事務で済めばそれで大丈夫なのですけども、新築じゃない

ものに新しい機能を付けて使っていくということになりますので、横に新築を造るという部分でのたぶん

工事貹はこれはまったく問題ないのでしょうけども、とぴあ自体を使っていくことに対してのコンセンサ

スというか、どっちにしても機能はここでも十分果たせるのだから、むしろ新築じゃないものを使うこと

の有利性というのがないと、明らかに寿命が短い建物を使わざるを徔ない。今、お金が 10億円程度は国か

ら交付措置されると思うのですけども、でもやはりこの既存施設を使うということの良さというものがあ

れば非常にここを使うことについてはメリットが高いのじゃないかなと思って聞いておりました。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

まだ場所をここに決めたということではないのですが、とぴあを本庁舎として使った場合のメリットと

しては、利便性、交通機関が発達しているという部分であると捉えています。現在、商業施設と一緒にこ

のような形で行政サービスを提供しているところは他にあまりないと思います。これはすごく便利で、市

民からは評判が良い。それは、庁舎に来た時に買い物が出来る。一つの建物の中でさまざまな用を済ます

ことができる。これがすごく評判が良いので、この仕組みは残していきたいと思います。という中でとぴ

あは十分に検討する価値があるのではないかと思っております。 

今、吉野委員から出たように当然、新しく建てる分は、一からですからお金は掛かります。ここ（とぴ

あ）にどれだけお金を掛けるかということがあるのでしょうけど、やはり既存施設は、既存施設としてあ

まりお金を掛けないで生かすという考え方をしていかなければいけないと思います。ここに全部お金を掛

けるのではなくて、ここはここの中では最低限の中でやるというのは方法としてあると思います。また、

吉野委員が言われたように、新しいものを立てて60年間使った方が貹用的に安いという考え方は、それは

それでそのとおりです。  

○北原 委員 

確認なのですが、ＲＣ造で60年の耐用年数というお話がありましたが、とぴあは平成元年建築で後25

年の耐用年数というお話だったように聞こえたのですが、間違いないですか。35年じゃないかと思うので

すが。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

とぴあは鉄骨造なので、耐用年数は50年ということになります。よって、25年経遍しておりますので、

残りの耐用年数は25年ということになります。 

○工藤 委員 

再確認ですが、とぴあの土地、建物は遠野市が所有しているのですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

はい、遠野市の所有でございます。 

○大泉 委員 

ここ（とぴあ）を利用して造った場合と、新築の場合と、工期的にはどう違ってくるのかということと、

それから、どこからか機能を集約してきた場合、その移した方の跡地というか、その辺の利用はどう考え

ていらっしゃるのかという２点についてお伺いします。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 
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新築した場合の工期と補修した場合の工期についてですが、ここ（とぴあ）を直す場合どれだけ手を掛

けるかによって違うと思うので一概には言えないんですけども、新しく建てるよりは短いということはあ

ると思います。 

跡地はどのようにするのかについてですが、議会については宮守の総合支所にございますので、そのま

ま会議室として使うとか。産業振興部のあるあすもあ遠野については、駅前ですので例えば市民ギャラリ

ーみたいなのとか、市民の方が使いたいとかお客さんに見せるような美術館とかそういう感じのものとか

さまざまなものが出来るのではないかと思っております。 

○大泉 委員 

新築の場合は何年ですか。仕様によっていろいろ違うとは思うのですが。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

一応２年と考えていました。 

○小野寺 委員 

次に市民目線から見た時の機能の集約化についてお伺いしたいと思います。現在３つの案が出ていまし

て、98人体制、 115人体制、 162人体制。議会は当然入れると。ということになった時に一番気になる

ところは県合同庁舎に入っている、環境整備部、農業関係です。市民目線から見たときに、とぴあでは住

民票を取ったりいろいろしますけども、県合同庁舎は市民の方がどのくらいの頻度で利用するものか。そ

れ以外の市民センターとか例えば卙物館等で市民の利用がある、これは今の議論では一緒にしないという

ことですからまず外しておいて、今出てきているこの県合同庁舎にあるものを、それから市役所の西館で

すね。そこにおける市民の利用というものを考えた時に、ワンストップサービスと言った時に、一拢に集

約した方がいいかどうかの判断をする際、どのような利用が考えられ、今現実にどのようにされているの

かということを教えていただきますでしょうか。 

○佐藤 企画・秘書広報担当課長 

県の合同庁舎の部分でまずお答えいたします。環境整備部関係、建設課、都市計画、そして環境課とあ

りますけれど、だいたい専門的な人が来る割合が多いです。業者の関係とか、市民の方でも道路の維持補

修の関係で区長さんとかお見えになったりすることもありますけれど、どちらかといえば専門的な人達の

方が実際多いかたちになります。 

農業関係に関しましては、農業振興課、農家支援室、農業委員会とありますので、農業委員会とかは特

に農家の皆さんがお見えになることが多いです。ですので、専門的な人というよりも農家、農業関係者の

という人達の方が多いのかなというふうには思っています。はっきりとした人数となりますと、そこまで

はないんですけど、そういう状況であると捉えております。 

西館の方に関しましては、今あるのが教育委員会、子育て総合支援課、保育協会がございます。保育協

会とかになりますと、どちらかといえば保育園の関係の人達の部分が多いかと思いますけど、子育て総合

支援課の場合は子育ての関係で今、日曜日とかも子供たちの遊ぶ遊技場というかそういうのもありますの

で、それぞれ利用される方とかは、結構最近多くなってきておりますので、そういう人達へのどちらかと

いえば市民の人達が来られる方が多いかなというふうに思います。 

教育委員会に関しましては、転校等があった場合の手続きとかあればそちらの方に市民の方が来られる

こともありますけれど、どちらかと言えば専門的な先生方とかそういった人達が来ることが多いのかなと

いうように捉えております。 
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○小野寺 委員 

そうすると、西館の場合には行政手続き上、いつまでに何かをやらなければならないというのはあまり

ないような形で、いわゆる小さいお子様を遊ばせるとか、そういう相談に行くとかそういうレベルである

ということで理解してよろしいですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

西館の方は、今、保育協会も入っていまして、保育協会と教育委員会と子育て総合支援センターがひと

つの「子育ての里」としての構想を持って西館に集約しています。それを今後も続けていきたいという考

えがございまして、確かに保育園の手続きとかで市民が立ち寄ることがまったく無いとはいえません。で

すけども、どちらかというと子供たちが遊ぶ場所も備えた子育ての拠点としての利用割合の方が高いとい

うことです。 

○山田 委員長 

それでは私から１つ２つお願いします。今、話題に出ました13ページの△印の扱いについてお尋ねした

いのですが、△はついてはいるが西館庁舎の機能は将来とも本庁舎とは別の場で運営するということで支

障がないということですね。 

それから市民センターもいずれ民間委託を考えると、ひょっとしたら一緒になることもありうるという

ことで、これは流動的ということですね。 

文化研究センターもこれも同じようにいずれは外部団体にお願いしてということになると、この三つに

ついては、将来は現状と変わるという可能性がありますね。そこらへんをまずいかがですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

はい。現在の考え方では、西館庁舎は今お話した子育ての里として使っていきたいという考えにありま

すので現状のままいきたいという考え方です。市民センターについては、まだ、民間委託の部分について

時期尚早ということで、約50年近く市民センターとして各団体が使ってきたという経緯もございますので、

いずれは可能性はあるということです。それから、文化研究センターについては、現在調査研究課という

課が入っていますけども、ここは現在の図書館・卙物館にある文化課と一緒になった方が仕事的に効率が

良いということで、その後文化研究センターの場所については多用途に使っていくという考え方です。 

○山田 委員長 

そうすると、もし今お話があったように、いつかはこっちの本庁舎と一緒になる可能性もあるというこ

とで、これは後で議論になるかもしれませんが、そういった部局が入って来た時に対応できるような器を

こちら側も用意しておくのかどうか、あるいは、それは移動が決まった時に新たに追加整備するのか、そ

こらへんはある程度考えておかないと後で造るときにはお金が無いということもあろうかと思いますので、

その点は尐し議論が必要かなと思いました。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

建て方につきましては、今の中ではこういう庁舎機能を集約したいという３つの案を出していますけど

も、考え方として将来的に増えるとかさまざまな考え方を持ちながら造っていきたいと思っておりました。

当面会議室として使ってもいいので、いずれ幅を持たせた考え方で造っていくのがベストだという考えを

持っております。 

 

○山田 委員長 
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それから、県の合同庁舎ですが、今のところ市の都合としてはこうしたいというようなのはわかるので

すが、もし、あそこにしばらく残るということだとすると、１つは、あそこの耐用年数の問題と、それか

ら県の方の都合と言いますか、県の意向とか希望とかあるのでしょうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

耐震性能については一応大丈夫だとは思いますが、耐用年数がどれくらい残っているかについては、ち

ょっと把握しておりません。県と連携をしてやってきたものですからさまざま協議を行っていくことは当

然これからの話になりますが、出て行って駄目だとかそういう話しは特にはございません。 

○山田 委員長 

合同庁舎というのが将来廃止されるということは有り徔るのですか。 

○菊池 経営企画部長 

今の広域化がすでに定着しておりまして、今の段階ではそういう情報はありません。 

○稲葉 委員 

確認ですけれども、とぴあ庁舎は、市役所に何かの手続き来たついでにお買い物も出来るので便利だと

いう意見があるということで、それはそうだと思います。けれども、ここに来れば全ての手続きが終わる

というわけではないんですよね。場合によっては健康福祉の里に行ったり、子育て支援センターに行った

りする必要があるので、ここでやっている戸籍とかの手続きが必要な人にとってみればついでにお買い物

もできるのでいいかもしれませんが、買い物をしないで帰る人も結構いらっしゃるのではないかと思うの

です。「ここ（とぴあ）にあった方が凄く便利だ」という意見はどの程度なのか、分かりますか。ワンス

トップでとぴあに来れば全ての手続きが終わるというのであれば、それは非常に便利だというのはわかり

ます。けれども、役所に来たついでに買い物も出来るから便利だというのは、それはそんなに庁舎を考え

る時に重要な要素でもないのではないかなと思ったりしているので、その辺はどういう感覚で市役所は捉

えていらっしゃいますか。 

○佐藤 企画・秘書広報担当課長 

とぴあ庁舎の場合、もちろん買い物的なものということで利用されている方、もちろん多いですけれど、

その他にここだと無料バスとか出したりしてそのお客さん達を運んだりしている状況とかありますし、も

ちろん駅前に近いということで汽車、あとバスの関係も市内に何路線か走っているのですけど、それらの

交通の便がいいという部分もありますので、今遠野では高齢者の部分、交通弱者の部分から考えれば、一

番利用されやすいところかなというように考えています。ただ、分散庁舎ということでいろいろ交付して

もらいたいもの、各庁舎に行かなければならないという部分も今はあるのですけれど、今後、将来的には

今、国の方で「社会保障税番号制度」という形でそのへんのシステムを構築して、一箇所でいろいろなこ

とが出来るよう取り掛かっている部分もあります。その辺を考慮しながら進めていければなと考えており

ます。そうしますと尐しでも市民の方々の負担が尐なくて済むのかなと。ですので、先程の答えになって

いるかどうかわからないですけど、買い物客の人が市役所に来るというのはそんなに多くはないかもしれ

ないのですけれど、さっき言った一番交通の便に関しては一番いいところかなというふうには考えており

ます。 

○稲葉 委員 

駅に近くて便利な交通の要所にあるというところが最大の評価のメリットだということでいいわけです

ね。あともう１点ですけれども、教育委員会についてはあまり議論されてないと思うのですが、この案だ



21 

と前の庁舎があったところに整備するときは教育委員会が同じ建物内に入るが、仮設住宅のあるところに

建てた場合は、教育委員会は今の西館庁舎のままという案ですね。そうすると教育委員会と市部局が一緒

になれるのは前の役場があったところに建てる案以外にはなく、教育委員会はずっとあそこのままで他の

部局とはちょっと離れたままという理解でよろしいですか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

お示ししている案は、そのとおりです。 

○大泉 委員 

  15ページですけれども、産業振興部と農林畜産部が合わさって六次産業機能強化というようにあります

けども、これまで分散してあったことによって六次産業の機能強化に支障があったという意味合いなのか、

それともこれからいろいろ六次産業に力点を置くために連携強化をしていくという、期待というか、そう

いうことでここに六次産業化というように記載されているのかどうか。 

○飛内 経営企画部まちづくり再生担当部長 

現在、農業振興施策の中では六次産業化をより強めていきたいということでこのような書き方をしてお

ります。 

○山田 委員長 

ちょっと再確認です。私が聞き逃したかもしれませんが、機能の問題と場所の問題というのは非常に関

連があると思うのですね。それで16ページのこの３案ですか、基本的行政機能に産業振興部、農林畜産部、

環境整備部の３つの組織を足すという案が採用された時に、とぴあ案のＡの中に全部収まるのかどうかと

いうのはいかが。やはりＡ以外のところにも手を伸ばさないと、この３つの組織は入らないのかどうか、

その辺の見通しはどうですか。 

○千田 まちづくり再生担当課長 

Ａ３の横長の資料の２ページ目をご覧頂きたいのですが、こちらの１案、２案がそれぞれ各Ａ案を示し

ております。このＡ案でいきますと全部収まるということになります。 

○山田 委員長 

今提示されていますこのＡ以外の案は、もし他の機能も付加するとなるとＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅのエリアが必

要となるという。そういった捉え方でいいですね。基本的にはこの機能の１・２・３案の六次産業＋環境

整備部まで入れたものはＡの中で収まる。 

○千田 まちづくり再生担当課長 

Ａの中で収まります。 

○山田 委員長 

ちょうど３時になりましたが他にいかがでしょうか。それでは休憩を尐しいただきます。後は委員の方

から順番に所見を述べていただいて、その上で議論をし、そして出来れば最終的な方向にいくことにした

いと思います。 

 

 

～  15分休憩  ～ 

 

６ 検証 
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本庁舎機能のあり方について 

○山田 委員長 

それでは、再開させて頂きます。 

先程までの議論、それから前の回で出ましたいろんなことを勘案して頂きながら、委員の皆さんのご意

見を頂きたいと思うのですが、要点を絞るというのもなかなか難しいのですが、出来れば市の将来像との

関係も頭に入れてご意見を頂ければと思います。 

それから論点の２つ目としては、当然市民の利便性と申しますか、市民へのサービスという視点があろ

うかと思います。 

それから３つ目は、合理的な行政機能、効率的な行政機能としてどうあるべきだろうという話があると

思います。 

それから論点の４つ目としては、将来的なものも含めたコスト。コストは額が多ければいいとか尐なけ

ればいいということではなくて、時間との関係でのコストということも考えていかなければならないとい

うのもあろうかと思います。 

これらのことを考慮しながら、場所と機能をセットでご意見を頂いた方がいいと思います。機能は先ほ

どから市の方で提示されています３つの案がありますが、それを中心に場合によってはいやこれではなく

てこれ以外にこういったものもといったものがあればお出し頂ければと思います。 

○北原 委員 

行政出身なので偏りがちなのかもしれませんが、私がこの間の論議をさせていただいた中での一定の私

個人の考え方についてご報告をしたいと思います。まず位置の方からなのですけども、武蔵野市は「ムー

バス」というコミュニティーバスを生み出した自治体でもあるのですけども、やはり公共交通機能を高齢

化社会においては非常に重視すべきだろうというように考えております。ですので、この３つの立地の関

係の中では、公共交通機能の充実性という観点から、やはり現行のとぴあ庁舎周辺という第１案をベース

に考えるのが一番いいのかなというように考えております。耐用年数の問題等もご議論がございました。

耐用年数問題は、私どもも役所などでさまざまな施設の老朽化の問題を抱えておりますが、やはり同じ論

議が出ます。しかし、その際にポイントとなっているのは、何年ぐらいの未来を見据えて物事を考えるか

というお話にもなります。25年で考えれば「とぴあ」をどうのとなりますが、70年ぐらいで考えれば新し

く建てたとこも建替えということになるわけでして、そういったことを考えてみますと私としてはやはり

市民ニーズ、機能優先という条件を優先させるべきなのかなというように考えております。それが１点目

です。 

それから２番目は集約する機能の話です。３案出ておりますが、出来るだけ多くの機能を集約したいと

いうそれは基本的考え、市民の皆さんの考えだということでもありますし、そうすべきだと思いますが、

そうはいっても広さに限界があるという中で県との連携の話もございましたので、Ａ３版の資料（資料№

３）などを見ますと一定の財政的な予想も出ておりますので、コストの面とかを鑑みますとここでいう２

案のＡくらいがやはり現実的なのかなというように感じております。そうすると機能については２案（基

本的行政機能＋六次産業機能）というふうになるわけでありますけども、結局、整理・集約すべき機能は

時代とともに変わります。現時点ではこういうような町になっていますが、10年後、20年後になるとまた

もちろん変わってきます。ただ、その際に一定の空間を確保していないと、持っていないと対応できませ

んので、出来るだけ広い床を確保したい、とぴあ周辺に確保したいのだけれども、後は投入できる財政面
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と能力との兼ね合いの中で、一番交付税も投入出来て、現実的な対応が可能なもので、なるべく大きな床

を確保出来るのかを最優先にすべきだと考えます。 

それを踏まえてここに示された案の中で比較しますと、２案のＡが一番それに近いのかなというように

感じておりまして、ここに示されるものの中ではそういった方向性でいいのかなというように判断しまし

た。以上です。 

○稲葉 委員 

それでは私の意見ですけれども、集約する機能については 16ページにありますように最大集約していた

だきたいと思っています。六次産業の中で畜産と林業は含まないという案のようですが、その団体とかの

関係を調整して市役所の機能は出来るだけ本庁舎の中に持って来るというような方向で考えていただけた

らいいのではないかなと思っています。よって、機能の集約は16ページの案３です。後は、市民センター

の外部委託みたいなことができれば、市役所機能は当然本庁舎に集約されるのでしょうから、そういうと

ころを尐し整理して出来るだけ本庁舎に集約し、職員が一つのまとまったところで勤務して、お互いの様

子が分かるという環境を目指していただきたい。職員数はたぶん減るのでしょうから、いろんな力を付け

ていただくという必要もあるので、バラバラに分かれているというのはあまり適当ではないと思いました。 

次に場所ですが、わたしは前の庁舎があったところにできるだけ多くの機能を集約してやるということ

がいいのではないかと思います。そうすると教育委員会も同じ敷地の中に入ることになる。教育委員会に

ついては、いろいろと国が議論しているところではありますけれども、非常に大事な機能です。この機能

を独立させてしてしまうと市との連携というところで、あまり十分な連携が取れないというような結果に

なると思います。そうした時に駅前のとぴあ庁舎としての利便性がちょっと低くなるということもありま

すけれども、そうした場合にはバスの運行路線とかを変更し、必ず市役所を経由するようにすることも考

えられるでしょうし、健康福祉の里と市役所を運行するような形も考えていく。そうすることで、本当に

車を運転出来なくて公共交通機関に頼らなければならない人の利便性は確保できるのではないかと思った

りします。 

私の考えは以上です。できるだけ機能を集約して、前の庁舎があったところに教育委員会も一体となっ

たような運営ができるよう市役所を整備するのがいいのではないかというように考えます。 

○大泉 委員 

  私はまだ考えがまとまらなくて、悩ましいなと思っておりますけれども、これから５年、10年、25年と

見据えたときに、あるいは、もしかしたら窓口サービスみたいなところはかなり縮小していって、皆さん

自宅でサービスを受けることができるようになったり、そういった機能が変わっていく可能性もあると思

うのです。そうはいっても、市役所の機能というのは大切に続いていくわけで、その中にあって、やはり

これからは政策立案機能とか、内部管理機能とか、組織の頭脳的なところが大切になっていくのかなとい

うように思っています。その意味では、いろいろな部署がきちんとまとまってお互いに横軸で連携しあっ

て政策を考えていけるような環境である方が望ましいかなというように思っております。 

私としては、やはりこれからは市民との協働ということが必要になってくると考えます。市民と行政と

が両輪で、この市を支えていかなければならないということも出てくると思うので、頂いた資料にはない

のですけれども「市民協働機能」というものも付加していただきたいなというように思ってます。 

現状では、コストをあまり掛けずに割りと早く機能集約できるという意味で、私としては庁舎整備計画

案の1案か2案（どちらもとぴあを活用した周辺での整備案）かなというようには考えております。 
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また、まとまったら話したいと思います。 

○山田 委員長 

ご意見は、１回だけでなく何度も出していただいてよいので、尐しずつ論点を絞りながら何度も発言し

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○小野寺 委員 

今回、このような庁舎を考える時に最大60年という耐用年数をお示しいただきました。それから今出て

いますのが、2045年に２万人になるという20年後の人口が出ています。それから、今のモータリーゼー

ションというのはたぶん、今後続くかどうかまったくわからない。情報化はもっと早く進んでいって先ほ

ど話しにあったとおり、携帯の普及などの遍程から「マイナンバー制度」を含めて出てくるであろう。そ

ういうことを考えた時に、その時点での庁舎のあり方というのはどういうふうに考えるかというのが、ま

ず考えなければならない前提である。あくまでも現状だけで、「現状はこうだから今のまま、そのまま造

る」というのは、10年はいいかもしれないが、その後は変わっていくでしょということをまずは前提条件

で置きたいというように思っております。 

そうした時に自治体のあり方はどうなのかとなると、おそらく中二階的な県の役割はどんどん縮小して

いって基礎自治体の市町村と国が機能分化をしながら、市町村は住民自治をどう連携していくかというふ

うになっていくだろうと。そうするとその中で首長さんが大統領的な活動を行いながら住民と接して形に

なってくる。そうすると首長さんが素早く判断をする必要がある業務を中心に抱えている組織については

やはり出来るだけ身近にあって、そこで議論していかなければならないだろうというふうに考えざるを徔

ないだろうと思っております。一方で面積の問題とか、職員数の問題があります。 

私は機能としては、やはり当面のところはスペースの問題を抜きにして、15ページの案の２が尐なくと

も最低限必要なものなのかなというように思っております。つまり、基本的行政機能＋六次産業機能とい

うことですね。環境をどうしようかという議論もあるわけですけれども、その環境というのは、私は、こ

れから道路であったり水道であったりと非常に大事なインフラではありますけど、それでは首長さんが常

時それを判断しなければならないか、しかもタイムリーに判断しなければならないかというと、そうでは

ないだろうと思います。ところが農業というのはこれから非常に大事なもので、産業として育成をしなけ

ればならない、新しい産業をつくっていかなければならない。そうするとやはり農業という部分について

は六次産業化を見据えた時に商工関係の人と一体的に議論していく必要がある、もうひとつは観光という

視点を置きながら議論をしていくとすると必要最小限としては基本的行政機能と六次産業機能というのが

必要になってくるだろうというふうに考えました。 

続いてそういう機能を置いたときにどこがこれから適当なのかと考えますと、コンパクトシティーとい

う概念をどうしても拣い去ることが出来ないわけです。先程言いましたとおりモータリーゼーションがこ

のままどう続くかわからない、高齢者がどう増えるかわからない。しかも人口２万人になった時に民間公

共交通がどれだけやってくれるか。そうなった時に、やはり最低限一箇所に出来るだけ集めてそこを中心

部にしながら発展させるということを考えていくとなると、遠野駅を中心にもう一遌、駅前を中心に再構

築する必要が出てくるだろう。そうするとそこに庁舎はあってしかるべきではないか。そうなるとやはり

とぴあを中心とする展開になるだろうと。そう整理した場合に、１から８案まで出ている中で先ほど１案、

２案という話がありましたけれども、私も当初２案がいいのかなと思っておりました。しかし、これから

遠野市が新しい観光産業の町としておもてなしを考えた時に市役所をどう見せるかというものを考えてい
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く必要があると思います。今申し上げたとおりモータリーゼーションの時代からおそらくローカル公共交

通、今日もＳＬが走っていましたけれども、そういうものを念頭に置きながら、遠野の駅を降りたときに

おもてなしの窓口がどこにあるか考えると、理想形からいえばやはり４案は高遍ぎますので、５案が本当

はいいのかなというふうに思っています。ただ５案については、これは用地買収等補償貹が必要になりま

すので何とも言えませんけども、でもここにあって駅前の広場の「あすもあ」が向かいにあって、ここに

庁舎の窓口があって、そこでいろいろな方が相談出来るというのは、駅に降りた時に非常に目立ちやすい

というふうに私は考えております。裏側にあると残念ながら見えないですよね。そういうことを考えた時

に出来れば５案を中心に進めて、しかもとぴあと５案の間にある道路について廃止してくっつけることも

将来的には可能かなというようにも思います。逆に６案が出ていますけども６案の課題は駅から見えない

こと、それから間に配送部分がある。そうするとどうしても一体的なつながりが難しいなということで、

金額的には６案の方が安いんですけども、もしやるのであれば５案がいいと。ただ、やはりどうしても住

んでいらっしゃる方がおられ、それからいろんな用地買収の問題があるので、それが無理であれば妥当な

ところでは２案かなと考えました。２案にしたときにどのように市役所というものを一見さんに見せてい

くかという工夫が必要だと思います。つまり、今の市役所は、とぴあというのがあって、しかも駅から見

ると、とぴあから見ると左の方に住宅地があります。そこにとぴあが隠れてしまっている、半分くらい。

ですから、本当はそれが無くて見えればまだ市役所というものが存在が見えると思うのですけども、そこ

がちょっと見えにくいので、今申し上げた５案というものを理想形からいけば私は、いいのではないかと

いうふうに考えて、今時点のお話をさせていただきます。 

次に回ってきたときに、各委員の皆さんの意見を聞いて尐し変わるかもしれませんけども、私自身は今

そういう心境でいるということであります。以上です。 

○工藤 委員 

私も、この８案の市庁舎整備計画（案）の中では、５案Ｄがいいのではないかと思っています。 

庁舎機能のあり方については、集約したいという市民の意見が非常に強いので、16ページの案３に賛成

です。庁舎整備場所の８つのプラン（資料№３）の中で案３に対応するのは、４案Ｃ、５案Ｄ、６案Ｅで

すが、その中の５案Ｄがいいとする理由は、市庁舎のあり方について今検討しているわけですが、それと

同時に私は遠野市のこれからのまちづくりということに主眼を置いて選択をしたからです。駅から来てす

ぐ目に入るところに市役所があることによってまちの賑わいをより一層創出できるのではないかと考えま

す。駅に降りるとわかりますけれども、正面の目抜き通りが見た目寂しいですね、今は。あそこにとぴあ

から市役所が延びてきて表通りに面することになれば、例えば、観光シーズンのイベントの開催とか色々

な仕掛けがもっと出来るのではないでしょうか。もうひとつは、将来の人口減尐や高齢化を考えるとコン

パクトシティーにならざるを徔ないだろうと考えまして。これも小野寺委員と一緒の考えですが、市の中

心部に核となる市庁舎を構え、更に市の所有地を確保しておけば、これから将来さまざまな利活用の可能

性が出てくるように思われます。その辺はまた後でお話致します。 

○吉野 委員 

資料に沿ってお話ししますと、最初にあった14ページ以降の基本的行政機能と産業振興機能をどうする

かというところは、なるべく沢山あった方が、つまり統合した方がいいと思って聞いていましたけど。一

つ、議会というのはやはり行政ではないのではないかと思って、議会の行政機能というのは議員さんには

どうなんだろうというので、議会は議会、つまりこれはこれとして大事なのだけれども一緒にあった方が
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いいというものじゃないのかなと思いました。あとは、管理部門と事業部門をどうくっつけるかというよ

うな話で、事業部門、つまり産業部門、環境部門なんですけれども、事業部門についてはおそらく時期、

時期ですごく沢山やらなければならない事業と、しばらくは尐なめでも大丈夫かという、上がり下がりが

あるので、何ともここについては現状ではこうだけれども、なかなかそれがずっと続くかどうかわからな

いということを考えるとどういうふうにも使っていいようにするということで、15ページの２案くらいが

適当かなと考えます。つまり産業振興部と農林畜産部ということもあるし、産業振興部と環境整備部とい

うのもあるし、決して２案に固定する必要がなくて、その時の社会的なニーズによってどういった事業部

門を集約しておいた方がいいのかはその時の為政者か、あるいは市民が決めていただければいいかなと思

いました。 

それから場所についは、市役所というのは役場というのは賑わっている方がいいなあとここ数年は感じ

ています。特に、市町村合併の2005年から約10年を経て、各旧町村の役場が今、この後どうなるんだろ

うかというものを何度か見ています。旧町村であった役場が、本当に人が来なくなってしまいまして、機

能も縮小して何となく寂しい風景を見ていますと、やはり役場というのは人が来てなんぼのものだなぁと

いうふうに感覚的には考えております。賑わい、集いが役場から消えてしまうと町の元気が無くなったよ

うに見える。となると、役場に人が沢山来てもらいたいのですけれども、スマホとか情報通信機能が発達

すると、今来ている人が必ず今後も来るとは思えないのです。家で出来ることが増えてしまう。となると

商業的な施設との複合的なことも含めて、とにかくこの役場がある建物には人が来ているような賑わいや

集いが一応そこで形成できるようなことを考えると現行の商業施設、ここを活用していくのは一つのやり

方かなと思っております。特に良かったのは「ひさしを借りている」という姿勢が大事で、これは尐し変

な言い方かもしれませんけど、「ひさしを貸してやっている」というような、つまりここに役場があって

後から商業施設が入ってきて、私たちのとこを貸してやるんだぞという意味ではなく、やむなくここに入

ってきたという、一種行政というのは市民と一緒にやっているのだというようなことを市民の方に分かっ

ていただくような象徴的な入り方をしてしまったので、その意味では決して市役所が中心で動かしている

わけではなくて、民間や市民の方々とそんなに違わないレベルで動いているということの一つのきっかけ

になっているのかなと思いました。ただし、やはりここで頑張るのは25年くらいではないかなと思ってい

ます。いずれどう考えても、どの建物であれ建替えは必要になってくると思います。だから、私はこの25

年ぐらいの間に、ほかの自治体がやってこなかった民間との共存というものを遠野市がやってみることで、

果たしてこれが次の社会のモデルに適合的なのか、あるいはやはりもしかしたら違うのかというようなこ

とも含めるとひとつの大きな発信を遠野からできるのかなと思いました。25年間くらいの限定になります

けど出来るのかなと思います。 

最後に、どういった配置がいいのかということですけども、詳しくまだ見ていないのでわからないので

すが、商業施設を入れるとすれば当然物資の搬入搬出が引っかかってくると思います。これは日常的に毎

日入れたり出したりすることが引っかかってきますので、搬入搬出のために車両が入ってくるものに対し

て、十分な安全確保であるとか、便利さの確保をした上で新しい議会が入るような建物を造っていくこと

も大事かなと思っています。それがどこにどう造ることが一番いいのか情報を持っていませんので何とも

言えないのですけども、商業施設というのは人も入ってきますけども、物も物凄い数で入ってくるという、

トラックも入ってくるということも念頭に置いた配置をしていく必要があるかなと思っていました。まだ

確定的なことは言えませんけども、遠野市からの発信をしていただければなと思いました。 
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先ほど稲葉委員もおっしゃっていましたけども、教育委員会というのは行政なのか、基本的行政機能に

入れていただいていないみたいですけれども、しかし、行政かどうかは別としても「基本」には違わない

だろうなと思って聞いていました。議会が入っているのだったら、教育委員会もこれは当然将来の子ども

のことを十分に考えてやっていただく組織ですので、これが近くにあるとなしとでは、違うのじゃないか

なと思いました。教育委員会については、現行、西館に入っているとはいえ、統合した方がメリットがあ

るのであればそこは柔軟に考えた方がいいかなと思いました。以上です。 

○山田 委員長 

それではまとめる前に、私の意見を述べさせていただきます。もうすでに皆さんのご意見で十分出てい

るのですが、遠野市の将来像を考えていきますと、遠野市は現在大変元気であるわけですが、人口も減尐

の方向にあり、いろんなものを縮小していくべき時代になります。これは全国的な趨勢でもあります。そ

ういった意味ではコンパクトに、しかも複合化をしていくということが大事ではないかと思っています。

従いまして、出来るだけ集約して造っていくと。その時に必ずしも行政機能だけではなくて、市民が使う

そういった部分を取り込んでいく、つまりシティホールとしての建物の中に庁舎があるというような考え

方があってもいいのではないか。皆さんからも出ましたように、むしろそういう方が利便性もあるし、合

理性もあるということで、庁舎の考え方について、これから20年、30年の将来に向けて変えていくべき

ではないかと。もっと市民に馴染まれるそういう庁舎のあり方というのがこれからの方向として考えられ

ます。ただ、その時に、休憩前にも出ました行政機能としてのセキュリティ、これは大変大事であるわけ

で、個人情報の問題もありますので、セキュリティをきちんと考えながら、なおかつ、複合的に整備して

いくという方向が大事かと思います。 

それから２つ目は、先程からお話伺っていますと、将来はどうも何かわからないというか、今は別のと

ころにあった方が適当だが、将来は入ってきた方がいいという可能性もあるというお話しもありました。

そういった意味では、フレキシブルな対応が出来ることが望ましく、これは建築計画なりの手法で可能だ

と思いますので、こういう考え方で進める必要があります。例えば図書館なんかは本来、蔵書が増えたり

機能が変わるということでフレキシビリティのある整備の仕方が良いといわれておりますが、ここの庁舎

を整備する時も流動性のあるフレキシブルな計画で取り組む必要があるだろうと。だとすると今の段階で

そんなに無理してみんなかき集める必要もないのかなと。ただ、将来状況が変わった時に柔軟にプランニ

ングを変えていける、そういう計画が必要ではなかろうかと。最近ユニバーサルデザインということがよ

く言われますが、これは障がい者などでも自由に行き来できるようにということですが、建築の領域では

尐し意味が違っていました。むしろフレキシブルに柔軟に時代に合わせて変化できるシステム、これがユ

ニバーサルデザインでもあったわけです。そういった意味ではフレキシブルでユニバーサルな空間づくり

が必要かと思います。これは技術的にも可能ですので、そういった方向をとっていくべきではなかろうか

と思います。 

それから皆さんのご意見の中で、これは吉野先生から出ておりましたけれども、動線計画は非常に重要

で、機能を複合化すればするほど動線処理というのは難しくなりますので、これも十分配慮しながら考え

ていくべきでしょう。例えばとぴあ周辺を整備する時の用地買収等についても、どういう方向で動線処理

をするとどの土地の確保が重要かということも出てくるかと思いますので、比較的早い段階から動線計画

ということとユニバーサルデザインつまりフレキシブルなプランニングというのも考えていっていただけ

ればと思います。それだけで機能的には当面、集めることが可能な資料№３の２案か５案ということで私
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はいいかと思います。将来、４案にあります「風呂」がいいかどうかは分かりませんが、市民が集える、

市民がいろんな目的で来られるスペースも柔軟に取り込めるような計画であってほしいと思います。 

縮小時代の複合化、しかも町自体もコンパクトシティーということを当然向かなければいけないと思い

ますので、私としても駅前付近の現とぴあを有効に活用していくということに賛成です。 

ということで以上ですが、ほかの委員からもどうぞ。 

○小野寺 委員 

大きな方向性が今議論として出ております。次に、もう尐し細かいお話をさせていただきたいと思いま

す。先ほど、私５案のＤがいいと申し上げましたけども、５案のＤで気をつけていただきたいのは、よく

役所だと土・日曜なったら鍵が掛かって、駅前から見たらまったく無人であるというような建物の造り方

を出来るだけ避けていただきたい。例えば、何年か前にアメリカコロラド州のボルダーという町に行きま

した時に、コンパクトシティーの都市で、人口６万人くらいの町なんですけど、真ん中にメイン通りがあ

ってそこに車はいっさい入らない。２階以上に銀行等があって、１階はウィンドーショッピングが出来る、

飲食店が出来る、というようなものになっています。先ほどセキュリティの問題、庁舎としてのセキュリ

ティの問題、賑わいの問題と非常に難しいのですけども、一方では、例えばコンピューター関係もクラウ

ドという形でデータがまったくここではなくて別のとこに保存されています。そうするとデータについて

は、当面の紙ベースのデータがどんどん減ってきて、データの確保についてはだいたい大丈夫かなという

ように思っております。その一方で大事なのは、生身の人間です。特に為政者である市長とかそういう方々

のセキュリティの問題を考えていかなければいけない。次に、もう一つ気をつけていただきたい、これは

要望ですけども、市議会というものがありまして、市議会は、私は市民の方が日常的に見えるような形で

配置をしていただきたい。市議会の中でどのような議論がされているのかが、市民が見られるような、こ

れは要望ですけども、そのような形に出来れば、そうすると市議会開催中でなくてもそこは市民に開放出

来るかも、開催中は市民の方がそこに入ってどのような議論を、自分たちのまちはどうなっていくのかを

議論している場面を見ていただきたい。これが庁舎関係です。 

それから次回のテーマに尐し関連するのですけども、私はコンパクトシティーと言っても最初に吉野委

員からありましたとおり、 800数十平方キロメートルの面積がコンパクトになるわけではない訳です。面

積は変わらないわけです。人口がそうなるだけです。それをどう考えるかというと、先ほど言った新しい

交通体系とか出てきたときに、やはり地域における市民センターというものの活動と本体であるここ（本

庁舎）との連携をどうするかということを考えなければなりません。山奥というか、こんなことを言うと

失礼ですけど、奥の方から毎回毎回来ていただいて議論するということではなくて、自分達の行政区で議

論出来るものは身近なところで市役所側の方が居られて相談できるというのが一方では必要になってくる

だろうと思っております。全てをここ（本庁舎）に集めるということではなくて、ここでやるべきものは

遠野市の玄関としてのもてなしの部分と、それから将来的なビジョンを作成する部分であり、あとは地域

の地区センターがあり、そういうところは住民に対して近いところで接していく。そのような役割分担と

いうのはこれから必要になるだろうというふうに思います。これは次回の議論になると思いますけども、

そんなところを踏まえた上で、先ほど提案をさせていただいたということであります。以上です。 

○山田 委員長 

ありがとうございました。 

今のお話大事だと思うのですが、この本庁舎の機能を考える時に、地区センターとの役割分担であると
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か連携、それを頭においた上でこのプランニングをぜひ行っていただきたい。これは大事かと思いますの

で、次回以降の議論も頭に入れながら遠野市としてはご検討いただければと思います。 

○稲葉 委員 

委員の皆さんがここ「とぴあ」での整備ということなので、私も反対なわけではないのですけれども、

コンパクトシティーといってもここに市役所が建って、おもてなしの機能が十分に発揮されると、駅前と

ここだけで人の流れが終わりになってしまいそうな気がします。鍋倉城の下から市役所があった辺り、小

学校ありますよね、あの辺あたりまでだとそんなに広いエリアじゃなくて、ここら辺を中心にしていくと

いう賑わいを広げていくという配慮がなければ、たぶんここで人が止まってしまえば、他の所の商店は、

全部無くなってしまうということもある。子育て支援センターがあるから賑わいになるのかというとそう

でもないような気もするので、そういう配慮はしていただけたらなと思います。 

○山田 委員長 

今の話も大変大事で、必ずしも機能を全部集約するということではないのですが、やはり駅周辺にいろ

んな機能が集まって来た時に、現在の市街地整備のあり方として、コンパクトシティーを前提としながら

も、どういう使い方、あるいは機能間をどうやって結んでいくと、そういったあたりの検討も合わせて行

っていくべきではないかということですね。ありがとうございました。 

○北原 委員 

  今のお話にも関連しますけども、私は市役所って賑わい施設ではないと思っております。東京では区役

所を例えば駅前に持っていくとなると反対されます。つまり、先ほどからおっしゃるとおり、銀行と市役

所は商店街というか中心市街地ではあまり歓迎されない施設になるのですけども、そういった観点で駅前

に市役所が建っていてそこが賑わいだということにはならないだろうと思っていて、１、２階は商業展開

することを前提に、上層部に役所的な機能があるということしかあり徔ないのかなと思っています。とい

うよりはむしろ、本当は図書館とかそういう施設の方が公共的には賑わい施設ですので、そういったもの

を分散配置をすることによって、人の回遊性を高めるとか、そういうまちづくりはできるのかなと思うの

で、市役所が賑わいとか、回遊性というのはあまりそれほどの魅力のある空間ではないとは思っています。 

ただ、必ず必要で行かなければならない施設なので、公共交通機関のアクセスはやはり便利なところに

立地するべきだろうというように考えます。 

○工藤 委員 

私は５案Ｄを提案しましたが、その場合は、表通りに面した角地の１階は、観光案内所とかテナントに

よる飲食スペース、或いは地元産品のお土産品売り場というように、土・日曜・祝日も開いているような

民間運営の形を考えました。これは、遠野は観光が非常に大きな産業になりますし、それと同時に、住民

が皆で楽しむ、楽しんでまちを賑やかにするというイベント的なことをどんどんやるべきだと思ったから

です。イベントの場所の確保については、徔てして土地や建物を取徔しようという動きになるのですが、

そうではなく大通り自体を例えば歩行者天国にしてスペースをつくるとか、又とぴあの産直売り場の陳列

の仕方、使い方をもっとコンパクトにすると、となりのテナントの売り場の工夫も含めて、店内に結構な

イベント用の広場が出来ると思うのです。盛岡の大通りにあるクロステラスでは、店内にちょっとしたイ

ベント広場があり、ミニコンサートとか小規模な展示販売などを行っています。それから建物入口にテン

ト張りの出店をつくり、椅子テーブルを置いて、県内の有名ラーメン店、例えば大船渡の「黒船」とか「釜

石ラーメン」などが昨年秋に２日間営業しました。場所としては狭い所なのですが、この催しは人気があ
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り市民が行列をつくって待っていましたね。観光客もそうですが、地元の住民も巻き込んだ、そういう小

さなイベントを季節に合わせてどんどんやっていく。そうやって賑わいを創出していくという仕掛けは必

要じゃないかと思いました。遠野には非常に沢山のすばらしい食材等々あります。私が知っているだけで

も産直ともちゃんの手作りパンですとか、産直かみごうの遠野緑峰高校男子生徒が作った男米ケーキとか、

そういうのを販売したら良いのではないか。きっとたくさんの仕掛けが、出来るような気がします。 

それからもう一つ、今後とぴあの建物の老朽化が進みますので、長期修繕計画を立てて計画的にメンテ

ナンスをし、長寿命化を図る、また、そのための修繕積立金を積む。これをぜひやっていただきたいと思

います。以上です。 

○山田 委員長 

ありがとうございました。 

今、お二人のお話の中では、やはり機能の複合化といってもそれにはその配置のあり方というか、それ

も十分考慮しなければいけないというお話と、それと合わせて単に庁舎とそこに含まれる機能だけではな

くて、周辺の道路であるとか、市街地ですね。その整備計画というか、それとセットにして誘導していく

べきだということになるかと思います。また、それと連動しながら、あるいはそれを頭に入れながら、機

能の配置等を考えていく。それは結果的に用地の取徔との関係になります。特に市庁舎整備計画（案）の

３案Ｂ、４案Ｃ、５案Ｄというのは、駐車場以外の所もかかって参りますので、そういった視点で用地確

保に取り組んでいかれたらと思います。 

ついでに申し上げますと、先程ちょっとフレキシブルなデザインをという話をしたのですが、これは建

てた建物を柔軟に変化させながら使っていくということと、もうひとつは用地確保についても丌明確な部

分もあり、来年になると可能だったものが駄目になるということもありますので、その意味でも柔軟性が

必要です。用地確保とプランニングを段階的に進めていく場合には、特にそういった意味で柔軟に変えて

いけるといった視点も含んでいくべきではないかと思いました。 

○大泉 委員 

先ほど市民協働というお話をしましたけれども、機能というだけではなくてぜひ市庁舎のプランニング

の段階に市民を参加していただくような仕組みをつくっていただきたい。それが市民協働なのかなと思い

ます。これからいろいろ市民アンケートとか出てくると思いますけれども、それ以外にも市民と一緒に勉

強会を開くとか、議論をし合うというか、そういう機会を踏まえながら、みんなの市庁舎にしていってい

ただければなというように思いました。以上です。 

○山田 委員長 

基本的には市の方で決めていかなければいけないこともあるわけですが、庁舎の中に盛り込んでいく機

能に関わる他の企業や市民と一緒にプランニングをしていく、そういうことも有効ではないかということ

ですね。ありがとうございました。 

○吉野 委員 

  地方の自治体にとって役場というのは本当に大きなものでありまして、学生にとっても就職したいとい

う大きな事業所ですし、地域にとってみてもこれだけ大勢の方々に給料を払えるのだからすごいよねとい

う、大きな一つの企業みたいな感じでご覧になってる市民も多いと思います。都会であればいくらでも民

間の事業所があるのですけれども、民間の事業所が限られている中で、市役所というものが持っている存

在の大きさは多くの市民がご指摘なさっているところだと思います。それまではお城の上の方にあって、
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普通の人が来るところじゃなかったと思うのですけども、だんだん前の本庁舎の方に降りてこられまして、

遠野町役場があった後に造られたということで、また今度どうするかという話なのですけど。何が言いた

いかというと、市役所で働いている人たちの顔をなるべく市民の方にいろんな所で見てもらえるというか、

変な言い方ですけども、市役所が何か囲い込んで勝手に決めているとかそういうふうにやってることはま

ったく無いと思っていますし、きちんと市民の皆さんと一緒に仕事をしているのが当たり前なんですけれ

ども、ともすれば何となく市役所というのは塀に囲まれて、堀に囲まれていて、その中で役所の方々がも

のを決めてしまうのではないかというような見方もまったくないわけではないと思っています。まさに、

市役所は市民あってのものですし、逆に市民も市役所あっての、企業あってのものだと思っていますので、

「市役所の見える化」といったら変な言い方ですけれども、市民から見て「この人達はちゃんと本当に頑

張っている」というようなことをいろんな機会に見せられるような工夫を、建物の中とか、まちづくりの

中で示していただければ。決して市役所自身が賑わう必要はないのだけれども、市役所がやはり市民の役

に立っているという伝え方の問題があるのかなと思って聞いておりましたので、ぜひ良い案を進めていた

だければと思いました。 

○山田 委員長 

はい、ありがとうございました。 

いろんなお話出たのでなかなかまとめにくいのですが、先ほどの私の発言の補足をさせていただきたい

のですが。５案Ｄが良いと言ってしまったんですが、ちょっと５案Ｄというのは、用地確保の面で必ずし

もスムーズにいかないことも考えられますので、用地的には１案、２案からスタートして３案と４案の方

向に造っていくということがどうも妥当ではないかなと思います。そういった意味で、用地も一気に確保

出来る訳ではないと思いますので、その用地の確保の段階に合わせたプランニングが必要です。役場の機

能に関しては最初に必要なものはきちんと最小限盛り込んでいかなければいけないと思いますが、先程か

ら出ております市民が利用するそういうスペースについては、当初の計画ではなくて次のステップで盛り

込んでいくということも可能かと思いますので、そういった意味でも用地確保の可能性に合わせた柔軟な

プランニングとか、土地利用をしていくということが必要だろうと思います。そのためにどの用地の取徔

形式が望ましいかということがそれで決まってくるような気がします。最初はたぶん１案、２案の土地の

確保を進め、その次には３案、４案のような土地の確保の仕方になっていくのではないかなと思いました。

以上が補足です。 

まとまるかどうか分かりませんが敢えてまとめてみますと、多くの皆さんのご意見はやはり駅の前の「と

ぴあ」の庁舎を確保しながら出来るだけ多様な機能を盛り込んでいくべきではないか。その機能に関して

は、市庁舎整備計画案の２案と、それから環境整備まで触れた５案でしょうか。機能的にも２案、あるい

は可能であれば５案をという考えが多かったような気がします。場所については、一部にそれ以外のご意

見もありましたが、基本的には「とぴあ」の場所でということです。ただ、先ほど私が申し上げましたよ

うに、用地取徔の可能性のこともありますので、見通しが全部決まってから着手するということでもいい

のですが、用地確保が部分的にしか見通せないということであれば、尐し段階的に整備していくというこ

とも考えられるのではないかなと思いました。 

それから、市民との協働、あるいは役場の姿が、あるいは職員の姿が「見える化」というお話しもあり

ましたし、これはすでに述べたことですが、縮小の時代に向けた整備のあり方を考えていくべきだろう。

ただ、それだけではなくて、その時には中心市街地の他の地域についても目配せをどうしていくかが大事
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だという話をいただいておりました。 

それから、繰り返しになりますが、大切なことは地域との関係。地区で持つ機能との関係、それを頭に

入れながらプランニングをしていく、機能のあり方、割付をしていくべきであろうと。そういった意味で

は次回以降の議論も頭に置いていただいて柔軟に対応していただく必要があるのではないかということで

す。 

それから、計画の策定段階に市民の方に参加していただく「参加型のプランづくり」にも取り組んでい

ただければと思っております。 

耐用年数に関しては、最初に北原委員、それから吉野委員も触れていただいたわけですが、尐なくとも

25年は利用できるわけですので、それを頭に入れながら、なおかつ長寿命化ができるための技術的な検討

もしていただく。なかなか60年後、70年後、ここがどうなっているかわかりませんので、むしろ現在の

ものを上手く使いながらそれが長期的に利用できるような工夫をすることの方が賢明ではないかというご

意見が多かったように聞こえます。 

まだまだ丌十分なまとめかもしれませんが、概ねそのようなご意見だったと思います。なお、このほか

に補足や、ぜひ配慮いただきたいということがありましたら、市で記録などをまとめていただくときにそ

れらの点もいただきたいと思いますが。よろしいですか。 

ということで、今のお話を持ってまとめに代えさせていただきたいと思います。以上です。 

○本田 遠野市長 

大変長時間にわたり、機能の問題、またはコンパクトシティーというような切り口の中から将来を見据

えた一つの場所といったものにつきまして、大変掘り下げた議論を頂きまして心から感謝を申し上げます。 

山田委員長の方からもそれぞれ今日の議論の結果を総拢頂きました。私も市長として、今日の議論を重

く受け止めながら、市民の目線といったものを意識しながら「市役所の見える化」という言葉もありまし

たけれども、非常に大事なスタンスではないかなといつも思っているところでもございますので、今日の

議論の結果を踏まえる形で、将来を見据えた本庁舎の建設プロジェクトというものに取り組んで参りたい

というように思っておるところでございます。なお、それぞれ具体的な形での今日の議論の結果を踏まえ

ての計画については、委員の皆さんにも逐次ご報告を申し上げることをお約束をいたしまして御礼の言葉

とさせて頂きます。 

いずれ５月には、第５回の検証委員会も予定しているところでございますので、委員の皆さまにも大変

お忙しい中かと思っておりますけれども、遠野の進化するというまちづくりに、これまで以上のご支援と

ご協力を頂きますように心からお願い申し上げまして、今日の締めの挨拶に代えさせていただきます。あ

りがとうございました。 

７ 閉会 

○菊池 経営企画部長 

本日は大変ありがとうございました。以上をもちまして、第４回遠野市進化まちづくり検証委員会を閉

会させていただきます。 

なお、次は前回も協議しておりました地区センター、行政区、コミュニティの関係を中心に再開をして

ご検討いただくことになります。なお、この件につきまして情報でございますが、２月の中旬に市内の行

政区の連絡協議会がございまして、この検証委員会のテーマを区長会で議論したいということが動きとし

てあります。さらに、遠野市地域婦人団体協議会におきましても議員と市婦協との間でこの尐子化あるい
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は高齢化、地区センターのあり方についても協議したいという動きが始まっております。いろんな形で市

民がこの話題に参画いただきながら、そしてより良い方法を検討、取り組み始めたということをご報告申

し上げまして、それについても検証委員会の方に逐次情報提供しながら、５月の検証委員会に向けて取り

組みを始めたいと思っております。 

長時間にわたりまして大変ありがとうございました。これで一切を終了いたします。ありがとうござい

ました。 

 

 


