
No 大綱 発言者 頁 確認・意見・提言内容 区分 市回答者 回答内容

［対象施策］資源の循環的利用の推進

［内容］新エネルギービジョンの計画見直しは
行うか。

［対象施策］住みやすい居住環境の整備

［内容］古い建物でも景観につながっているも
のもある。住んでいる人に価値を伝えることも
必要だと思う。

［対象施策］公園の整備・充実

［内容］鍋倉公園整備・充実は具体的にはどの
ようなことを想定しているか。

［対象施策］安全な水の安定供給

［内容］遠野市の水道料金は高いと聞く。良い
ものを安くは普通だが、このような理由からこ
の値段であるという情報提供の仕方を工夫して
もらいたい。

［対象施策］汚水処理施設の適切な維持管理及
び更新

［内容］浄化センターの放流水が臭うという声
を聞く。浄化センターの浄化システムは高度な
ものではないと聞くが、基準として問題はない
のか。

［対象施策］インフラ長寿命化計画

［内容］橋梁等の長寿命化計画を作っているか
と思う。年次計画を示す必要があるのではない
か。急な対応を求められても困る場合がある。

［対象施策］消防団員数の指標

［内容］まちづくり指標の消防団員数は、現状
維持でも困難な数字ではないか

令和２年度第３回遠野市総合計画審議会（後期基本計画策定に係る分科会）

【審議会委員からの意見・質問内容】

意見

意見

7

佐々木栄洋委員

千葉和委員 78 意見

5 千葉和委員 681

6
71・
72

白岩総務課長

2 千葉和委員 63

3 松田克之委員 64 質問
奥寺

環境整備部長

高木化が進んでいる個所を伐採し、色のある
山にするため、広葉樹などの植樹を、順次進め
ている。

66 意見

1

4

新エネルギービジョンは10年の計画であり見
直しは行わない。中間検証だけを今年度行っ
た。

意見

奥寺
環境整備部長

放流水の基準として、問題ない数値を達成し
ている。

佐々木栄洋委員

57 質問1

1

1

1

1

1

千葉和委員
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No 大綱 発言者 頁 確認・意見・提言内容 区分 市回答者 回答内容

［対象施策］消費者保護の推進

［内容］岩手弁護士会との連携とあるが、これ
まで依頼を受けた経緯が無いが、どのようなこ
とか

［対象施策］情報化の推進

［内容］デジタル庁などが国で検討されてい
る。市の組織名も新たな名称を検討してはどう
か。

［対象施策］地域福祉の充実

［内容］主な事業には、もっと多くの事業が書
かれるのではないかと思う。また、「適正な給
付に努め、」と書かれているが、給付が目的で
はないのではないか。

［対象施策］健康づくり活動の推進

［内容］生涯学習については、コロナ等で色々
なものが中止となっているので、これまでやっ
てきたことが途切れないように、指導者や運営
体制への支援等が重要になってくると思う。

［対象施策］ 健康づくり活動の推進

［内容］特定保健指導実施率がグラフで示され
ているが、平成30年度に上がり、令和元年度で
下がっている。原因は何か。

［対象施策］健康づくり活動の推進

［内容］子どもの朝食欠食率が増加傾向とある
が、何かのデータを基にしているのか。

［対象施策］健康づくり活動の推進

［内容］まちづくり指標No.28「特定保健指導
実施率」が１年で29.4％から60.0％に改善する
ような目標になっているが、大丈夫か。現状を
踏まえ、短期と長期の目標が必要では。

87

87

保健師が辞めてしまったことなどの、マンパ
ワーの不足などの実状があったため。

2

2

9114 　松田希実委員

2

12 質問
菊池

健康福祉部長

意見
菊池

健康福祉部長

11 　河野好宣委員

89 質問
小学５年生、中学２年生の児童生徒を対象に

した県の調査に基づいている。
2

佐々木
子育て応援部長

13

　臼井悦男委員 23 意見
菊池

健康福祉部長

総括については、介護保険計画に基づいた事
業の実施状況により、記載しているものであ
る。

7月にICT担当から情報連携推進課に名称変更
し、遠野テレビからも協力をいただく形にして
いる。

8 沼徳之委員 81 意見

1

意見

9 千葉和委員 83 意見
菊池

経営管理担当部長

10

1

臼井悦男委員

　佐藤正市委員

2

国の目標値と合わせたものである。がん検診
受診率のように、市独自の目標値を設定できる
ものもあるので、こちらもそのような取扱いが
できるか確認する。

2



No 大綱 発言者 頁 確認・意見・提言内容 区分 市回答者 回答内容

［対象施策］

［内容］この計画はある程度、市民ニーズを吸
い上げて策定していると思うが、各種アンケー
ト等によりニーズ等を吸い上げてい計画を策定
したというような文言があってもいいのではな
いか。

［対象施策］(1) 少子化対策・子育て支援

［内容］まちづくり指標No.44「妊娠・出産に
ついて満足している者の割合」はどうやって確
認しているのか。

［対象施策］農業の振興

［内容］遠野市畜産振興公社の現状を確認した
い。

［対象施策］農業の振興

［内容］遠野風の丘に産直があるが、個人とし
て加入できるのか。また、そういった取組を検
討しているのか。

［対象施策］商工業の振興による雇用創出

［内容］東工業団地は、売却できるめどがある
のか。

［対象施策］商工業の振興による雇用創出

［内容］まちづくり指標で「法人資産額」を設
定した理由は。

質問

59加盟しているが、新規加入はない。拡張工
事を進めていることから、ＪＡと連携し野菜生
産部会など新たに生産者を入れるかどうか話し
合っている。

阿部プロジェクト
担当部長

20 佐々木弘志委員

19

18

17

3

3

全体

　濱田平八郎委員 117

16 　臼井悦男委員

15 2

2
佐々木

子育て応援部長

松田希実委員

3

財政支援と税制支援、金融支援により企業の
設備投資を促進する政策効果の把握手段として
状況を確認するのに適した指標であるため。

中村産業部長
阿部プロジェクト

担当部長

まだ言える段階ではないが、売ることで進め
ている。

　新里佳子委員 122 質問

　濱田平八郎委員 117 質問
阿部プロジェクト

担当部長

競走馬部門は経営改革を図り、民間の運営と
なっている。乗用馬は公社が運営している。施
設の老朽化と生産者の減少が課題となってい
る。

意見

110 質問
母子手帳は全ての妊婦を対象に交付してい

る。その妊婦を対象にアンケートを取ってい
る。

127 質問 中村産業部長3

3



No 大綱 発言者 頁 確認・意見・提言内容 区分 市回答者 回答内容

［対象施策］中心市街地の活性化

［内容］ＪＲ遠野駅舎はどうなっているのか。

［対象施策］学校教育の充実

［内容］公園や学校の遊具の整備など、もっと
こどもが外で遊べる環境を整えてほしい。雨の
日に、学校の体育館で遊べるとよい。

［対象施策］社会教育の充実

［内容］民間等の「○○大学」などが増えてい
るが、市の生涯学習講座との関わりはどうなっ
ているのか。

［対象施策］文化的資料の保存と活用

［内容］まちづくり指標は、数字の出し方を工
夫すればよいのでは。

［対象施策］文化財の保護

［内容］まちづくり指標№103には、遠野遺産
の団体も入っているのか。

［対象施策］歴史の継承と人づくり

［内容］まちづくり指標№106の現状「１」と
は。

［対象施策］地域づくり活動の支援

［内容］行政区・消防団の再編については、
もっと市民に対して周知の必要があるのではな
いか。

［対象施策］主要事業

［内容］あえりあの改修については、図書館側
の駐車場入口が分かりにくいので、改善するべ
きではないか。

ＪＲで調査したが、工期が長く、費用もかか
る。ＪＲ盛岡支社に事業可能性調査を含め工期
の短縮、費用の圧縮など検討していただいてい
る。

内舘充幸委員

菊地セツ子委員

5

5

宮田文化課長

石田文化振興
担当部長

意見4

27

及川増德委員

24

22

23 4

321

地域おこし協力隊が開催している「つくる大
学」のことか。市と連携して行っている。

今年発刊した「現代編」のこと。4

25 及川増德委員 160 入っています。

26

海老糸子委員 189 意見
荻野

市民協働課長
照明のＬＥＤ化や客室のリニューアルを予定

している。
28

藤山重理子委員 146 意見4

赤坂康紀委員 150 質問

166 意見

4

阿部プロジェクト
担当部長

162 質問

157

質問

石田文化振興
担当部長

129 質問
佐々木弘志委員

新里佳子委員

4



No 大綱 発言者 頁 確認・意見・提言内容 区分 市回答者 回答内容

［対象施策］主要事業

［内容］市民センターの改修について、裏の駐
車場からの搬入路を改修してほしい。

［対象施策］広報広聴機能の充実

［内容］市政なんでも相談箱はどこに設置して
いるのか。 市民が相談箱のことを知っている
か。

［対象施策］広報広聴機能の充実

［内容］市長と語ろう会に、なぜ多くの市民が
参加しないのか。（回答を受けて）小さな拠点
で大変なとき、若い人もいいが、地域を回って
意見を聞くべき。

30 海老糸子委員 169 質問
鈴木

総務企画部長
年に30件程度の相談は来ている。メールの方

でも市長への手紙で意見等が来ている。

31 海老糸子委員 169 意見
荻野

市民協働課長
本年度は高校生などの若い方から意見を聞く

というテーマで実施した。

5

5

29 海老糸子委員 189 意見
荻野

市民協働課長
市民センター裏の駐車場の舗装を予定してい

る。
5

5


