
No No2 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］快適な市街地の形成

［内容］バリアフリーの指標設定を行わないという
ことは理解したが、市民周知が必要と思う。周知の
考え方はどうか。

［対象施策］環境保全活動の推進

［内容］環境学習は、子どもから大人となっている
が、指標設定の考え方は子どもが中心となってい
る。子どもが取り組みやすいからということか。

［対象施策］住みやすい居住環境の整備

［内容］空き家について、関わり方はどのような考
えか。

［対象施策］情報化の推進

［内容］GIGAスクールに関する整備の考えは必要
はないか。

［対象施策］ワーキンググループ

［内容］ワーキンググループの設置基準はどのよう
になっているか。

［対象施策］まちづくり指標

［内容］応急手当講習会普及員は40人となってい
るが、具体的な目安はあるか。

［対象施策］防災組織体制の充実

［内容］防災士という言葉を耳にするようになった
が、防災士の有資格者は把握しているか。

［対象施策］まちづり指標

［内容］防災関係講習会は、特定の内容で行われ
ているのか。

奥寺環境整備部長

H28の空家調査結果を基に、個別の相談に対応
しています。危険空き家は除却命令を出したものが
対象となります。補助金を出しながら解消していく
考えにより、指標化しています。

奥寺環境整備部長 　活動指標は総枠として入れています。

3 3 1 相髙宏太委員 65 質問

2 2 1 千葉和委員 59 質問

奥寺環境整備部長
今月末からバリアフリーの具体的検討を進めま
す。今回の総合計画には間に合わない状況です。

1 1 1 佐々木浩章委員 57 質問

事務局佐々木
整備は、今年度、前期事業として進めることにな
り、3月から運用を開始する予定です。大綱４に運
用部分を記載しています。

5 5 1 千葉和委員 質問

4 4 1 千葉和委員 83 質問

事務局佐々木
施策の中から代表的な指標となるものを各課で
選択し、その中でも市民と一体に進めていくものを
選定しています。具体的基準は定めていません。

現在50人弱の登録者で更新制としている。３日間
で24時間の受講で普及員となります。消防隊が駆
け付けるまでの応急処置が目的で、各地区３人を
目安に設定したものです。

7 7 1 千葉和委員 77 質問
三松

消防本部消防長

　民間団体の登録による認定のため、市内の登録
状況は把握していません。消防職員は、資格取得
のための条件が緩和されている状況です。消防総
務課長が取得しています。

6 6 1 佐々木浩章委員 79 質問
三松

消防本部消防長

三松
消防本部消防長

講習内容は状況によって変えています。現在は
新型コロナウイルス関係の避難所運営について、
要望が多い状況です。

8 8 1 千葉和委員 79 質問
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No No2 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］まちづくり指標

［内容］講習会の単位は地域が多いか。

［対象施策］住みやすい居住環境の整備

［内容］空家の取組は、広報等で周知しているとい
うことだが、都会に住んでいる人などに対する周知
はどのようになっているか。

［対象施策］まちづくり指標

［内容］空家の活用などというように、前向きな指
標としてはどうか。

［対象施策］防犯体制の整備

［内容］飲食店に防犯カメラを設置することで、犯
罪抑制につながることもあるので、対策として検討
できるのではないか。

［対象施策］計画の構成と期間

［内容］基本計画で、前期５カ年、後期５か年と記
載されている。表現を統一した方が良いのではな
いか。下表の前期基本計画(５年)、後期基本計画
(５年)も同様。

［対象施策］大綱２

［内容］「…明るいまちを作ります。」は「…明るいま
ちをつくります。」ではないか。また、(1)地域福祉活
動の「推進」は「充実」ではないか。

［対象施策］健康づくり活動の推進

［内容］保健活動の推進は、なかなか成果が見え
てこない。福祉の里に来てもらって指導などをする
のではなく、もっと出向いた方が良いのではない
か。

13 1 2 臼井悦男委員 17 意見

2 2 臼井悦男委員 85 意見

福祉の里に来ることができない場合は、市民の要
望に応じてご自宅や各地区センターに出向いたり、
夜間対応なども実施しています。

老人から若者まで多世代が参加することから、地
域で開催することは良いことですが、参加者はなか
なか増えない状況です。制度は５年に１回変わるこ
とから、１年に１回程度の受講では、有事の際の対
応はなかなか難しいと考えます。

9 9 1 千葉和委員 79 質問
三松

消防本部消防長

奥寺環境整備部長

現在の空家情報は、H28に調査した内容がベー
スとなっているため、リアルタイムでの空家情報は
把握できない状況です。H28の調査結果では、困っ
ていないと答えた方が8割、２割が困っていると答え
ている状況です。

10 10 1 佐々木浩章委員 63 質問

菊池
経営管理担当部長

交流のページのP135,136の中で、活用について
は触れています。

11 11 1 千葉和委員 65 意見

12 12 1 相髙宏太委員 80 意見

菊池健康福祉部長
佐々木子育て応援

部長
3 2 佐藤正市委員 88 意見

14

15
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No No2 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］健康づくり活動の推進

［内容］検診受診率が、なかなか上がらない。民間
企業とより連携を図り、民間企業に就労している人
も福祉の里で健診できるようにすれば良いので
は。また、実働部隊の保健師の他に健診受診率を
上げる施策を考える職員も必要だと思う。

［対象施策］健康づくり活動の推進

［内容］ワーキンググループの[市民の役割]下から
２行目は動詞で終わるので、文末に「。」が必要で
はないか。

［対象施策］地域包括ケアシステムの推進

［内容］日中働いていて土日しか相談に来れない
方にも対応できるように地域包括支援センターを
365日体制で運営できないか。

［対象施策］地域福祉の充実

［内容］①国民保制度は「国民健康保険制度」で、
③医療給付制度は「医療費給付制度」ではない
か。

［対象施策］高齢者の生きがいづくりの推進

［内容］高齢者への予算が少ない気がする。高齢
者人口も多くなってくるので、高齢者の生きがいづ
くりも大事になってくると思う。

［対象施策］健やかに人が輝くまちづくり

［内容］政策２ 地域福祉の充実に係る主な事業が
少なく感じる。小さな拠点に係る事業は大綱５の主
な事業に記載されないのか。

［対象施策］地産地消と六次産業化の推進

［内容］道の駅遠野風の丘内の直売所は、組合員
以外でも農家の方が出品できないか。

6 2 佐藤正市委員 94 意見 健康長寿課

地域包括支援センターは、土日、祝日の職員勤
務は行っていませんが、職員がセンター専用の携
帯電話により、緊急時等に365日対応を行っていま
す。令和２年度中には、職員不在の夜間等に
ALSOKでの相談電話による対応ができるようにな
ることから、ご理解いただきたいと思います。
なお、事前に連絡をいただければ、土日等での相
談にも対応していることを申し添えます。

菊池健康福祉部長
介護予防事業などで、多くの事業を実施していま
す。

遠野風の丘の直売所は、遠野市農産物直売組合
の組合員が販売している状況です。

1

18

21 9 2 臼井悦男委員 182 意見

7 2 臼井悦男委員 94 意見

8 2 佐藤正市委員 97 意見

22

4 2 佐藤正市委員 菊池健康福祉部長

がん検診の在り方については、国で対象を69歳
以下にした方が良いのではと検討している状況で
す。バリウムを飲むのが高齢者にとっては負担とな
るので、実施方法については対がん協会とも検討
しています。

5 2 臼井悦男委員 89 意見

88 意見

3 井手八重子委員 117 質問 菊池観光交流課長

16

17

19

20
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No No2 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］受入機能の強化

［内容］ふるさと村の曲り家で、馬釜が壊れている
ので対策が必要である。

［対象施策］地域間交流の推進

［内容］市の施設で、〇〇交流センターという名称
が多いが、分かりづらい。

［対象施策］遠野まちなかの賑わい創出

［内容］産業まつり、ホップフェスタの際などに商店
街などを歩行者天国にできないか。

［対象施策］学校教育の充実

［内容］まちづくり指標№82、№83は過去5年間の
数値を分析したものなので、妥当な数値であると
考える。現状（R1)数値よりも指標は上がっている
が、現場として１ポイント上げるというのは大変なこ
とである。

［対象施策］就学前教育の充実

［内容］遠野市内では保育園に入れない子どもは
（待機児童）いないのか。

［対象施策］就学前教育の充実

［内容］特別な支援を必要とする児童の早期発見
という部分で連携を図ってほしい。幼稚園には学
習指導要領のようなものはあるだろうが、保育園
にはないということか。

意見 中村産業部長

28

23 2 3 井手八重子委員 133 意見

伊藤教育部長

　文化課で現地確認済みとなっています。

阿部プロジェクト
担当部長

菊池観光交流課長

補助事業等活用した際は、補助事業名をそのま
ま使うこともあり分かり難いかもしれません。
基本的には条例設置している施設であり、愛称も
公募等により手順を踏んで選定しています。名称を
変える場合はそれなりの理由と、手続きが必要とな
ります。

26 1 4 小向敏夫委員 147 意見

24 3 3
三浦芳昌委員

137 意見

歩行者天国については、個別事業ごとに各実行
員会等で検討したいと考えております。

25 4 3 三浦芳昌委員 128

　該当する子どもはおりません。

3 4 及川増德委員 143 質問

27 2 4 菊地セツ子委員 143 質問

佐々木
学校教育課長

幼稚園、保育園、認定こども園それぞれに要領が
あります。それぞれの定義、目的が違うことから、
それらに従って対応しています。
教育委員会の指導主事が就学前の子どもの中で
気になるケースがあれば、子育て応援部と一緒に
保育園や保護者等の相談に対応しています。
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No No2 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］遠野にも外国人の就労者が増えているが、
こどもの無国籍問題はないということでよいか。
多様なジェンダーの親がこれから増えていくと思
われるが、対策のようなものは考えているのか。

［対象施策］学校教育の充実

伊藤教育部長
地区センターが指定管理に移行するということも
あるので、地域と連携して取り組んでいきます。

［対象施策］学校教育の充実

［内容］家庭学習には家庭でのスマホの使い方が
影響しており、スマホの使用時間を制限し学習時
間の確保に取り組む必要がある。

［対象施策］

［内容］部活動を学校外活動にするという国の方向
性が出されていた。具体の取組は地域でということ
になるだろう。指導者の確保等、様々な準備が必
要。
例えば、転校しなくてもサッカーが続けられるよう
な地域としてのチーム化は必要ではないか。

［対象施策］

［内容］奨学資金の状況は。お金の心配なく進学で
きる環境は整っているのか。
遠野は安全な地域であるので、合宿にも適して
いる環境であると思う。情報ビジネス校の活用もよ
いのでは。

144

4 4 菊地セツ子委員 144 質問
佐々木

学校教育課長

質問

29

子育て応援部と連携し、外国の方との間に生まれ
た子どもの情報も承知しています。現時点では、無
国籍問題、教育を受けていないという問題はありま
せん。また、外国籍の子どもが小中学校での教育
に関して困っているという事例もありません。
子どもの教育については、国連こどもの権利条約
に基づいて守られるべきものであることから、遠野
市に住む子どもであれば、どのような国籍であって
もきちんと対応していきます。

及川増德委員 ［内容］学校運営協議会が設置された場合、地域
教育協議会のありようは。

4

学校運営協議会は令和４年度スタートとして準備
を進めていきます。地域教育協議会と類似する部
分もあります。

31 6 4 小向敏夫委員 意見

高橋
生涯学習

スポーツ課長

佐々木
学校教育課長

部活動については、教員の働き方改革、少子化
に対応するため、最近、文部科学省から方向性が
出されています。令和５年度までにモデル地域を指
定しながら、事例を波及させていくことになります。
地域の人材調査等を行いながら工夫した取組を進
めていきます。将来的には、地域としてのクラブ活
動となる予定です。

33 8 4 菊地セツ子委員 質問

32 7 4 赤坂康紀委員 意見

佐々木
学校総務担当課長

現在、無利子で貸与し、15年以内にお返しいただ
く制度があります。コロナ禍もあり、募集の枠を広
げましたが、新たな応募はありませんでした。枠に
余裕があることから、ぜひ利用していただきたいと
思います。県には医療関係学生への給付型の奨
学金等もあります。

530
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No No2 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］学校教育の充実

［内容］ノーメディアの取組を学校と家庭とで行って
いる。メディアを使うことで、家庭でのの会話の減
少や家族との関わり方に悩むという話もあり危機
感がある。学力向上についてなど、市の取組を
PTAに伝えていくようにしたい。

［対象施策］芸術文化活動の推進

［内容］コロナの影響についてどのように考えてい
るのか。

［対象施策］図書活動の推進

［内容］読書に関しては全国平均より上。地道な努
力の結果か。移動図書館に行くと何か楽しみがあ
るといった工夫もあればよい。

［対象施策］文化財の保護

［内容］仙人太鼓の活動はそれなりの年数になる
が、民俗芸能には入らないのか。

［対象施策］文化財の保護
［内容］遠野遺産の件数は増えているが、保存活
用団体の現状維持の数値との整合性はとれてい
るか。
［対象施策］文化財の保護

［内容］指標№100の文化財説明板設置件数につ
いては、予算もかかることなので、１件ずつの増加
でも納得できる。

［対象施策］文化財の保護

［内容］指標№101の民俗芸能の種類とは、例えば
しし踊りで「１」ということか。各種芸能を無くさない
ようにしていくということでよいか。

［対象施策］文化財の保護

［内容］指標№102遠野遺産認定件数が毎年１件
の増加というのは、みだりに増やさないということ
か。

［対象施策］
［内容］語り部1,000人プロジェクトは現在どのよう
になっているか。増やし続けるのか。亡くなった方
を地域の誇りとして偲ぶ方法も有ればよいのでは
ないか。

34 9 4 藤山重理子委員 意見

高橋
生涯学習

スポーツ課長

令和２年度上半期については、コロナの影響によ
り事業がほぼ中止となっています。指標については
令和元年の数値をもとに設定しています。

35 10 4 及川増德委員 153 質問

石田
文化担当振興部長

スタッフが、こどもたちの関心を引くような工夫をし
ています。

37 12 4 及川増德委員 159 質問

36 11 4 及川増德委員 157 意見

宮田文化課長
宮守町の太鼓団体は、宮守の郷土芸能協議会に
入っているかもしれない。

遠野遺産の推薦団体が、地連協や自治会などで
あることが多いためです。

39 14 4 赤坂康紀委員 159 意見 宮田文化課長
現在遠野遺産認定件数は161件。毎年度予算確
保しながら整備していきます。

38 13 4 及川増德委員 160 質問 宮田文化課長

活動を休止する団体も出てきている状況ですが、
無くさないような努力をしていきます。

41 16 4 赤坂康紀委員 159 質問

40 15 4 赤坂康紀委員 159 質問 宮田文化課長

宮田文化課長

今年度1,000人を達成できる見込みです。達成を
区切りとして、活動の仕方を考えていく方向に事業
展開していきます。こども語り部については継続し
ていきます。

宮田文化課長
有形・無形の文化財はそれぞれある程度認定が
されたのではないかという認識です。現在の年間
認定件数の実態に合わせた数値となっています。

42 17 4 赤坂康紀委員 161 質問
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No No2 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］全体

［内容］全体会でも及川会長から話があったが、カ
タカナはできるだけ日本語にして欲しい。

［対象施策］まちづくり指標109

［内容］この事業は、各地区が考えて独自に実施し
ている事業のことか。

［対象施策］まちづくり指標109

［内容］事業の実績が大きく伸びているが、その理
由は何か。

［対象施策］コミュニティ施設の充実

［内容］遠野地区センターは事務室も狭く、みんな
で集まることも難しい。空き施設を見学したが、ど
こか別の場所に地区センターを移転してほしい。

［対象施策］男女共同参画の現状と課題

［内容］H29以降に女性参加率が下がっている理
由は何か。

［対象施策］男女共同参画の現状と課題

［内容］市町村により、役職関係なく30代女性を推
薦してくださいといったケースもある。

［対象施策］まちづくり指標112

［内容］市長と語ろう会の開催結果は公開されてい
るのか。

［対象施策］行財政基盤の強化

［内容］新公会計制度というのは、どういったこと
か。

［対象施策］まちづくり指標118

［内容］市職員数の指標で、一時的に増加する年
度があるがなぜか。

2 5 小笠原正剛委員 166 質問 市民センター所長

通称300万円事業のことで、ハード事業では遠野
遺産の保存や修復等、ソフト事業では地域のイベ
ントや一人暮らし高齢者の見守り活動などを実施し
ています。

1 5 内舘充幸委員 意見

市民センター所長
初めに上郷町でモデル事業として取り組みを始
め、年次を追って実施地域を拡大してきたことによ
ります。

4 5 海老糸子委員 166 意見

3 5 小笠原正剛委員 166 質問

市民センター所長

現在のスペースは、パラリンピック推進室が平成
29年から配置になるなど手狭であることは承知して
います。令和３年度に向け市民センター組織の検
討も必要であり、総合的に判断する必要があると
認識しています。

5 5 中村委員代理 167 質問 総務企画部長
市でも各団体に女性委員の推薦をお願いしてい
ますが、役職などの考え方などもあり、現実として
難しい場合が多い状況です。

6 5 中村委員代理 167 意見

総務企画部長 　広報でもお知らせし、市HPでも公開しています。

8 5 海老糸子委員 171 質問

7 5 小笠原正剛委員 170 質問

　職員の再任用制度や定年延長などにより、退職
による削減を見込めない部分があるなど、様々な
状況からこのような目標値となっています。

総務企画部長
企業と同じように、財産などの状況も含めた複式
簿記の決算となります。単純な歳入歳出とは別に
作成しています。

9 5 中村委員代理 174 質問 総務企画部長51

45

46

47

48

49

50

43

44
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No No2 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］公共施設の整備と適正な活用

［内容］みらい創りカレッジの、「触れ合いながら学
ぶ場」というのは、どういったことか。

［対象施策］公共施設の整備と適正な活用

［内容］みらい創りカレッジの利用状況はどのよう
になっているか。

［対象施策］公共施設の整備と適正な活用

［内容］その利用者の宿泊先はどのようになってい
るのか。

［対象施策］市民サービスの充実

［内容］オンライン申請の拡充について、具体的に
どのような手続きをオンライン化しようとしている
か。

［対象施策］公共施設の整備と適正な活用

［内容］市の遊休施設や土地を、民間に売却ある
いは賃貸借ということは可能であるか。

［対象施策］公共施設の整備と適正な活用

［内容］情報ビジネス校の跡地活用について,貴重
な施設として進めてほしい。

［対象施策］上記に関して

［内容］旧情報ビジネス校は県の施設であるが、一
義的には遠野市に利活用するかどうかを投げか
けて、何も無ければ民間への売却を考えることに
なる。現在は、遠野市で活用を検討している段階。

57 15 5 小向敏夫委員 178 意見

市民センター所長
気軽に集い、学ぶ場という意味になります。みら
い創りカレッジのキャッチコピーとなっています。

11 5 小笠原正剛委員 178 質問

10 5 小笠原正剛委員 178 質問

市民センター所長
本年度はコロナの影響を受けていますが、昨年
度までは年間6千人ほど利用されています。

12 5 小笠原正剛委員 178 質問 市民センター所長
みらい創りカレッジや民泊を利用し宿泊していま
す。

13 5 小笠原正剛委員 177 質問 市民協働課長

情報連携推進課が中心となって検討を進めてい
ます。本籍が遠野にある市外の方が、オンラインで
戸籍をとれるようにするなどについて、検討を進め
ることになります。

宮守総合支所長
総務企画部長

旧情報ビジネス校については、検討委員会を設
置し２案をまとめています。その実現性について今
後検討することになります。民間への売却や賃貸
借は可能ですが、旧小友中学校のように、小学校・
保育園と隣接するなどの立地の場所は、工場用地
などには提供できないと考えます。

16 5 中村委員代理 178 意見

14 5 備前修委員 178 質問

58

52

53

54

55

56
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