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 平成 27 年度第６回遠野市総合計画審議会 

－ 議事概要 － 
 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成 27年９月 29日（火）午後１時 30 分～午後２時 40分 

２ 場所 あえりあ遠野 交流ホール（もみじ） 

３ 出席者 

(1) 委員 

会長  臼井 悦男  遠野市社会福祉協議会会長 

委員  松田 克之  遠野市消防団団長 

委員  千葉  和  ＮＰＯ法人遠野エコネット代表 

委員  千葉 純子  一般社団法人遠野市医師会会長 

委員  河野 好宣  遠野市体育協会会長 

委員  菊池 一晃  遠野市民生児童委員協議会会長 

委員  松田 希実  遠野市わらすっこ支援委員会副委員長 

委員  濱田平八郎  遠野地方森林組合代表理事組合長（代理出席 多田宏幸） 

副会長 荒田 良治  一般社団法人遠野市観光協会会長（代理出席 菊池完） 

委員  佐々木弘志  遠野商工会長 

委員  小松 正真  一般社団法人遠野青年会議所理事長 

委員  佐々木國允  遠野市郷土芸能協議会会長 

委員  菅沼 隆子  一般財団法人遠野市教育文化振興財団副理事長 

委員  内舘 充幸  遠野市区長連絡協議会会長 

委員  木村  稔  岩手県県南広域振興局経営企画部長（代理出席 菊池修一） 

委員  鳥屋部恵児  公募 

委員  高宏 美鈴  公募 

 

(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 

菊池 永菜  経営企画部ＩＣＴ・医師確保担当部長 

荻野  優  総務部長 

沖舘  譲  健康福祉部福祉課長 

佐藤 浩一  産業振興部長 

大里 政純  農林畜産部長 

仁田 清巳  環境整備部長 

小向 孝子  遠野文化研究センター部長 

菊池 克好  消防本部保安施設課長 

鈴木 惣喜  市民センター所長 

多田 博子  教育部長兼子育て総合支援センター所長 

鈴木 英呂  企画総括課長 

澤村 一行  財政担当課長 

千田 孝喜  まちづくり再生担当課長 

伊藤 貴行  ＩＣＴ・医師確保担当課長 
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４ 欠席者 

委員  菊地セツ子  遠野市食生活改善推進員団体連絡協議会会長 

委員  菊池 一勇  花巻農業協同組合理事 

委員  菊池香南子  遠野市校長会副会長 

委員  工藤 和信  遠野市ＰＴＡ連合会副会長 

委員  海老 糸子  遠野市地域婦人団体協議会会長 

委員  佐々木栄洋  公募 

委員  菊池 広樹  公募 

委員  菊池 浩彦  公募 

 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 出席者報告及び日程説明 

５ 報告 

(1) 市役所本庁舎整備事業について 

(2) 市立幼稚園及び保育所の遠野市保育協会への移管について 

６ 諮問 

７ 説明 

(1) 第２次遠野市総合計画前期基本計画（案）について 

８ 協議 

(1) 今後の審議会の進め方等について 

９ その他 

(1) 次回の審議会日程について 

(2) その他 

10 閉会 

 

 

（配付資料） 

１ 次第、名簿、第２次遠野市総合計画前期基本計画（案）の概要について、今後の審議会の

進め方について 

２ 遠野市本庁舎建設工事基本設計について（報告資料 No.１） 

３ 市立幼稚園及び保育所の遠野市保育協会への移管について（報告資料 No.２） 

４ 第２次遠野市総合計画前期基本計画（案）（審議資料 No.１） 

５ 第２次遠野市総合計画前期基本計画登載主要事業（案）（審議資料 No.２） 
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（議事概要） 

１ 開会    

○菊池文正 経営企画部長 

定刻となりました。本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。た

だ今から平成 27 年度第６回遠野市総合計画審議会を開催いたします。 

はじめに、遠野市長からご挨拶を申し上げます。 

 

 

２ 市長あいさつ  

〇本田敏秋 遠野市長 

皆さま、たいへんご苦労さまでございます。９月もあと 1 日を残し、明後日 10 月１日は合

併 10周年という節目を迎えます。総合計画も 10 年前に策定し、前期五カ年、後期五カ年とし

て、一市一村の創意を集め、新遠野市としてのまちづくりを進めてまいりました。10年という

節目を迎え、次のステージとしての新しい総合計画を策定しなければならないというなかで、

皆さまには大変お忙しいところ、それぞれの立場で遠野の将来あるべき姿を見誤らないように

ご指導とご教示をいただきながら、去る６月には『遠野スタイルの創造・発展』ということを

キーワードにした基本構想を議会から決定をいただいているところです。 

そして、それを踏まえて基本計画についての作業を本格化しなければならないところで、今

日、臼井会長さんに基本計画の策定についてご審議いただくための諮問をさせていただきます。

できれば 12 月をめどに新しい総合計画の基本計画を策定し、それを平成 28 年度の当初予算

に、さらには前期五カ年の実施計画として、健全財政を維持しながら、作業を本格化しなけれ

ばなりません。 

９月定例審議会においても、様々な市政課題が浮き彫りになる議論が交わされました。平成

26 年度の決算審査が、全会一致というかたちで認定をいただきました。これは、まさに平成 26

年度に総合計画、基本計画、実施計画に基づいて行った各種事業が、おおむね適正に行われて

いたという議会の評価にもつながり、それが全会一致という結果になったと思います。 

議会終了後には、シルバーウィークという 7 年ぶりの５連休がありましたが、９月 19 日、

20 日に『日本のふるさと遠野まつり』を、八幡宮との合同開催を６年間できなかったものが、

皆さんの大きな力とご理解をいただきながら合同開催をすることができました。今年はその２

年目でしたが、大変な盛り上がりのなか、好天にも恵まれて、市民の皆さんの笑顔、躍動感あ

ふれる郷土芸能の数々、熊本県菊池市の江頭市長夫妻もいらっしゃいましたが、これこそがま

ちづくりだ、地域づくりだという話をされ、大変な感動を受けて帰っていかれました。一万人

を超す郷土芸能団体の皆さまの力、それらを支える地域住民の皆さんが、食事、着付けなどい

ろいろな形で協力している力があって、出演団体の皆さんの笑顔につながるという遠野ならで

はの魅力いっぱいのお祭りになっているのではないかと思っています。 

一昨年、９月 27 日の日曜日に神奈川県藤沢市に招かれて行ってまいりました。40 万人の人

口です。秋祭りの最中でした。鈴木市長に、うちは３万人の市だけれどもお祭りを楽しむ方、

出演団体を含めると３万人が参加し、お祭り期間は６万人の人口になりましたと言いました。

びっくりしていました。数ではなく、まさにお祭りの姿が、これからの遠野の歩いていく姿を

示してくれたのではないかと思います。 

９月 21 日には『怪フォーラム 2015in とおの』というイベントがありました。県主催のイベ

ントで世界妖怪協会というのがあって、水木しげる先生が会長です。鳥取県境港市、徳島県三

好市（子泣き爺で有名で、池田高校のある池田町といった方が分かりやすいかと）、そして岩手

県遠野市の三県三市で妖怪をキーワードに地域づくり、まちづくりのあり方について議論を交

わすことができました。 

９月 22 日には竹下復興大臣が遠野に参りました。ご一緒しましたが、遠野の地域づくりに

ついてお話しする機会となりました。特にも風の丘のプロジェクト、釜石自動車道が全通を間

近にしているなかでの風の丘の機能について直接要望いたしました。100 万人を超える方が道

の駅とおの風の丘に来ていることに驚いていましたし、遠野が東日本大震災で示した市民一丸

となった後方支援の活動に、ご理解と励ましの言葉をいただきました。後方支援活動における

復興道路としての釜石自動車道の全通、さらには宮古市川井の国道 340 号の立丸峠のトンネル
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化について財政措置をとって加速するという約束もいただきました。 

この総合計画基本計画は、人口減少に立ち向かうなかで、どのような仕組みを作っていくか

ということ、そして、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、見出していかなければなりま

せん。 

昨日も、遠野スタイルの創造・発展有識者会議のなかでお示ししましたが、単なる指標では

ない。遠野には市民力という力がある。その力をどのように発揮していくのかということに、

目に見えない、数字に表せない力が出てくるのではないかと思います。それをなんとか一つの

指標として示せないかということでＫＰＩ（重要業績評価指標）という数値があるのなら、Ｔ

ＰＩという数値はないのかという話もしながら議論を行っています。お祭りの姿から、我々が

感じ取ったことを活力として引き継ぎ、充実していくことで人口減少に立ち向かうことができ

ると思います。 

10 月 1 日には遠野市保育協会と調印し、これは総合計画審議会の臼井会長ほか皆さんには

大変なご苦労とご負担をおかけしました。おかげさまで、答申をいただき、幼児教育の一元化

を加速させなければならないなか、関係者が一丸となって誠心誠意の話し合いを行いまして 10

月 1 日には、来年 4月 1日から幼児教育の一元化を行うことの協定を締結することとなってい

ます。 

今、和歌山国体が行われています。国体では少年サーカーの主会場としての遠野の役割があ

ります。希望郷いわて国体カウントダウンボードの除幕式を行う予定にしています。この 10年

間、多くの機関、団体が再編、統合、合併を通じて市民力を発揮していただきました。20 に及

ぶ機関、団体の皆さまにこれからの 10 年、20 年の市民協働の意識をしっかり確認するという

ことで、これからともに頑張りましょうという意味で感謝状を贈るという式典にしたいと考え

ています。 

９月 26 日に 43回目を迎えた保育の集い、市民センター大ホールが使用できないため、体育

館で行いました。子ども賛歌を 141 名の年長さんが揃って大きな声で歌っていました。その姿

を見て『子育てするなら遠野』のキーワードをもっと大事にしなければならないと強く感じま

した。 

多くの関係機関、団体の皆さまが、遠野の元気を、遠野の果たすべき役割を、将来を見据え

た地域づくりやまちづくりに取り組んでおりますので、総合計画基本計画のなかに市民の皆さ

んの思いを位置付ける作業をお願いしなければならないと思いますので、重ねて、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

今日の報告事項で、市役所本庁舎の再建について昨日、基本設計を公表しました。その内容

について、皆さんにご報告したいと思います。保育協会への一元化についても、皆さんにご報

告します。 

これから進める分科会を通じて、先ほど申し上げました市民の皆さまの思いを計画に位置づ

けるよう重ねてお願いして報告を兼ねて、あいさつにかえさせていただきます。よろしくお願

いします。 

 

 

３ 会長あいさつ    

○菊池文正 経営企画部長 

続きまして、臼井会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○臼井悦男 会長 

皆さま、ご苦労さまでございます。まもなく、新しい遠野市が誕生して満 10 歳ということ

になります。10年間の歩みを振り返りながら、これからの遠野市のまちづくりの重要な事項を

審議する場に居合わせることができたことを誇りに思うとともに、緊張感を持っております。 

前回までの議論を踏まえて、本日から第２次遠野市総合計画前期基本計画についての審議に

入ります。皆さんが日ごろ考えていること、意見を聞いて思ったこと、議論している中で気付

いたことなどを語り合いまして計画として、きちんと仕上げるようにしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 
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４ 出席者報告及び日程説明    

○菊池文正 経営企画部長 

出席者報告及び日程の説明についてです。 

本日、委員の皆さま方の出席状況は、25 名中、代理出席を含めて 17 名の委員の皆さまに出

席いただいています。なお、欠席の委員については菊地セツ子委員、菊池一勇委員、菊池香南

子委員、工藤和信委員、海老糸子委員、佐々木栄洋委員、菊池広樹委員、菊池浩彦委員となっ

ています。 

次に、本日の配付資料について、ご確認をお願いします。 

一つ目は次第と名簿。二つ目は、報告資料 No.1 遠野市本庁舎建設工事基本設計についてと、

報告資料Ｎｏ.2 市立幼稚園及び保育所の遠野市保育協会への移管についてです。 

次に審議資料ですが、審議資料 No.１の第２次遠野市総合計画前期基本計画（案）です。そ

して、審議資料 No,２として、第２次遠野市総合計画前期基本計画登載主要事業（案）です。 

本日の予定ですが、このあと事務局から報告事項について説明します。その後、諮問を行い

ます。その後に諮問内容の説明と協議になります。本日は、午後３時頃をめどに終了を考えて

おります。 

 

 

５ 報告   

○菊池文正 経営企画部長 

それでは、次第の５の報告に入ります。まずは、事務局から資料の説明をします。 

 

(1) 市役所本庁舎整備事業について 

〇飛内 雅之  経営企画部まちづくり再生担当部長 

それでは説明に入ります。よろしくお願いします。 

＊下記資料を説明（約 19分） 

・報告資料 No.1 遠野市本庁舎建設工事基本設計について  

 

○菊池文正 経営企画部長 

確認したい事項等ありますか。⇒質問等なし 

 

(2) 市立幼稚園及び保育所の遠野市保育協会への移管について 

〇多田 博子  教育部長兼子育て総合支援センター所長 

それでは説明に入ります。よろしくお願いします。 

＊下記資料を説明（約３分） 

・報告資料 No.２ 市立幼稚園及び保育所の遠野市保育協会への移管について  

 

○菊池文正 経営企画部長 

確認したい事項等ありませんか。⇒意見なし 

 

 

６ 諮問   

○菊池文正 経営企画部長 

それでは、６の諮問に入ります。これより、本田市長から臼井会長に、第２次遠野市総合計

画前期基本計画（案）の諮問を行います。 

市長は、会長席にご移動をお願います。臼井会長は、お手数ですが、会長席の前にご移動願

います。 

 

〇本田敏秋 遠野市長 

諮問いたします。 

遠野市総合計画審議会会長 臼井悦男様。遠野市長本田敏秋。第２次遠野市総合計画前期基

本計画について（諮問）。第２次遠野市総合計画前期基本計画の策定にあたり、遠野市総合計画
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審議会条例（平成 17年遠野市条例第 23号）第１条の規定に基づき、諮問案を付して、貴審議

会の意見を求めます。よろしくお願いします。 

 

 

７ 説明   

○菊池文正 経営企画部長 

以後の進行は、臼井会長にお願いします。 

 

○臼井悦男 会長 

それでは、次第の７の説明に入ります。まずは事務局から資料の説明をお願いします。 

 

〇鈴木英呂 企画総括課長 

それでは説明に入ります。よろしくお願いします。 

＊下記資料を説明（約 15分） 

・審議資料 No.１ 第２次遠野市総合計画前期基本計画（案） 

・審議資料 No.２ 第２次遠野市総合計画前期基本計画登載主要事業（案） 

 

 

８ 協議   

○臼井悦男 会長 

資料は、本日配布されたものでありますし、この後、協議事項として審議事項として分科会

で進めたいとの項目もありますが、この段階で、質問等ございませんか。 

それでは、次の説明をお聞きし、再度、質問等の時間をとりたいと思います。 

８の協議に入ります。事務局説明願います。 

 

〇鈴木英呂 企画総括課長 

それでは説明いたします。 

＊下記資料を説明（約３分） 

・今後の審議会の進め方について 

 

○臼井悦男 会長 

進め方については、大綱ごとの分科会でという提案がありました。効率的に中身の濃い議論

を進めるという趣旨です。今日のように欠席者が多いとどうかということもあります。分科会

で５人ずつなのが４人とか３人になったらどうなのかとか。 

先ほどの基本計画を含めまして、ご意見はいかがでしょうか。 

では私からですが、新しいコミュニティーのありようということが重要だと思いますが、こ

の件についてはあまり触れていないと思うですが、今後どのようになっていくのか。自治会の

なかでも話題になっていたので確認したいです。 

 

◆鈴木英呂 企画総括課長 

コミュニティーについては、大綱５に含まれる分野になります。コミュニティーについては

すでに、区長会へは、進化まちづくり検証委員会でいただいた最終提言を説明しています。今

度は、市長と区長連絡協議会の意見交換会を予定しています。それらをへて、最終的な市の考

え方として事業を形作っていきたいと思います。大綱５の中で、それらを含めての計画づくり

になる予定です。 

 

○河野好宣 委員 

次回以降についてですが、資料は今日いただきました。これを、それぞれが所属する分科会

の分を含めて勉強しなければならないと思いますが、次回の審議会ではある程度説明をされて

から協議をしていくのか、すぐに協議に入るのかどちらでしょうか。 
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◆鈴木英呂 企画総括課長 

それぞれの大綱ごとに概要を事務局で説明させていただきます。部課長も出席しますので、

それぞれ説明させていただいて、委員さんの審議の中で、質問があれば市の職員も発言させて

いただいて一緒に進めさせていただきたいと思います。 

 

○河野好宣 委員 

期間があまりないので、全部を勉強してくるのも大変かもしれませんが、一応は、見てくだ

さいということですね。（はい）。 

 

○臼井悦男 会長 

今日欠席されている方にはそれぞれの分科会の案を受けていただくということですね。座長

が来られない場合はメンバーの中から座長をしてもらうということでいいですね。 

 

○佐々木國充 委員 

どこまで審議するのかということで、指標の前までなのか、指標を含めたものまでなのか。 

 

◆鈴木英呂 企画総括課長 

指標を含めて全体的に審議していただきます。 

 

○臼井悦男 会長 

全体を見てきていただくことになりますが、特にも担当になった大綱は、しっかりと見てき

てください。 

他には、ありませんか。（なし） 

 

 

９ その他   

○臼井悦男 会長 

事務局から何かありますか。 

 

〇鈴木英呂 企画総括課長 

次回の審議会について説明します。10 月５日（月）、会場は、あえりあ交流ホールとなりま

す。全体会を開催した後、分科会となります。解散は、それぞれの分科会での解散となります。 

10 月は、審議会が多くなりますが、よろしくお願いします。 

 

 

10 閉会   

○菊池文正 経営企画部長 

臼井会長、大変ありがとうございました。以上をもちまして、平成 27 年度第６回遠野市総

合計画審議会を終了させていただきます。大変ありがとうございました。 

それでは、次回の分科会の進め方について、打ち合わせをしたいと思いますので、臼井会長、

各分科会の座長の皆さんは、お集まり願います。 

（打ち合わせを実施）。 

 

 


