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第 3 回総合計画審議会会議録 

 

日 時 平成 28 年 10 月 21 日（金） 午後 1 時 30 分～午後 4 時 4 分 

場 所 市役所東庁舎 5 階大会議室 

出席者 会田征子委員，安部文秋委員，安倍優委員，氏家茂委員，小原文夫委員，風見正三

委員，小玉順子委員，佐々木俊一委員，佐々木裕子委員，鈴木眞子委員，髙橋喜一

委員，高橋俊裕委員，髙橋日出夫委員，松本信輔委員，山家稔委員 

欠席者 太田孝委員，近江徹廣委員，小野則雄委員，中川幸夫委員，鈴木淳也委員 

市側出席者 伊藤市長，髙橋副市長，伊藤総務部長，後藤政策推進監，佐々木総務部理事， 

    加藤建設部長，門脇教育部長，中川水道部長，千葉病院経営管理部長，岩崎社会福

祉課長 

 

事務局 金森市民協働推進部長，赤間政策課長，伊藤課長補佐，相澤係長 

傍聴者 5 名（うち報道機関 1 名） 

内 容 下記記載のとおり。 

 

1 開 会 

 

2 副市長あいさつ 

○副市長： 本来であれば市長が参りましてごあいさつ申し上げるところでございますが，会

議で東京に出かけており，ただいま新幹線で向かっておりますので御了承ください。 

大崎市はことし誕生 10 周年ということでさまざまな行事をしておりますが，総合計画の

策定も，合併をいたしまして 10 年を迎えた大きな節目で，新たな 10 年に向かって大きな

事業であると考えております。 

10 周年記念事業は，例えば NHK の「のど自慢」ですとか，あるいは「大相撲大崎場所」

ですとか，先日も岩出山で「開運なんでも鑑定団」の収録が行われまして，10 月 29 日土

曜日には東日本放送で放送されるということで，ぜひお楽しみにごらんいただければと思

っております。11 月 3 日には，10 周年のメーンイベントである記念式典を大崎市民会館に

て開催すべく，実行委員の皆様にいろいろなやり方を検討していただいて，式典と同時に

隣の中央公民館などを会場にして，さまざまな催しを計画しておりますのでぜひ御来場い

ただきたいと思います。 

さて，本日は第 3 回の審議会を開催させていただきますが，中間案をお示しいたします。

詳細につきましては後ほど事務局から説明がございますが，これまでの皆様の御意見を踏

まえた中間案となっております。将来像につきましては，10 年後の平成 38 年の大崎市の

人口目標は，現在よりも 1 万 1,000 人減の 12 万 2,000 人でございます。人口減尐は避けら

れない状況でありますが，向こう 10 年間もしっかりと宝に磨きをかけてまちづくりを行っ

てまいりたいと思います。 
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前回の審議会でもお示しいたしましたが，総合計画を横断的，有機的に連携させながら

戦略として取り組む重点プロジェクトにつきまして，第 2 次総合計画では「東北新時代へ

の挑戦」「連携・醸成・発信 次世代へつなぐ産業の創造」「真の豊かさ 実感都市の実現」

「地域を支える自治組織の躍進」の 4 本柱としたところでございます。本日は，その目標

につきましてもお示しさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

その他にも，庁内で議論を重ねて基本構想，基本計画をお示ししておりますので，忌憚

のない御意見をいただければと思います。また，明日 10 月 22 日の岩出山を皮切りに市内

7 会場において，住民の皆様にも説明をさせていただく懇談会を開催し，御意見をいただ

きたいと考えております。審議会委員の皆様からいただきました御意見を計画に反映させ

てまいりたいと考えているところでございます。短時間での集中的な審議となり，皆様に

は御多忙のところ大変御迷惑をおかけいたしておりますが，御理解と御協力を申し上げご

あいさつとさせていただきます。本日は，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

3 会長あいさつ 

○風見会長： 皆さんこんにちは。秋になりますと大学も忙しくなってくるのですが，皆さん

も大変お忙しい中，御臨席いただきましてありがとうございます。 

特に，委員はもとより，関係部局長の皆さんも勢ぞろいしていただいております。また，

市長も 2 時ころ到着されるということで，総合計画審議会にかける意気込みをひしひしと

感じております。 

この総合計画審議会ですが，これからきょうの審議を経て次回には概ね最終案ができる

ということで，この審議会の後いよいよ地域への説明会が行われます。特に地域を代表し

て来ていただいているまち協の皆さん，さまざまな周囲の地域の皆さんの熱意というか，

そういうものを感じつつきょうは議論していただいて，その地域に対してしっかりと御説

明いただく先頭になっていただければと思います。 

大学のほうも今，大学改革というのがあってとても忙しい時期を迎えており，地域創生

学類というのが来年できるのですが，地域を何とか元気にしたいという学生がとても多く

て心強く思います。古川高校を含め大崎からも受験をしていただくのですが，地域に帰っ

て働くところやその地域が本当に誇り高いところでなければ地域に戻ることができないの

で，そういう意味では我々大人がそれぞれの立場でどういうまちをつくっていくかという

ことが大事になるわけであります。総合計画は余り大きくなっても，一言一言が残ります

ので，特に重点プロジェクトについて御説明いただきますけれども，ある意味では総合計

画の中の具体的に何をやるというマニフェストは重点プロジェクトになりますので，我々

が審議してきた思いがそこに込められているか，もう一度十分な審議を経て地域への説明

に入っていただきたいと思います。 

これからあっという間に年末を迎えると思いますけれども，10 周年を迎える大崎市もと

ても賑やかな状況になっておりますが，これまでの 10 年，これからの 10 年というのがど

う変わるのかというのは，きょうの審議の内容にかかってくると思いますので，ぜひ活発

な議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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4 議 事 

・総合計画審議会条例第 7 条の規定により，風見会長を議長とし議事を進行。 

（１）総合計画審議会からの意見に対する対応について  

・事務局より総合計画審議会からの意見に対する対応について説明を行った。 

（２）第 2 次総合計画（中間案）について 

・事務局より第 2 次総合計画中間案について説明を行った。 

 

○風見会長： 今までの全体を見てきた内容のチェックもありますが，特に 22 ページからの

重点プロジェクト，戦略的アプローチと書いてありますが，これについては重点的に取り

組むべき施策，目標を数値的なものも含めてまとめていますので，全体がその大枠になる

と思いますけれども，基本的にはこの重点プロジェクトが推進していく一番の柱になると

思いますので，本日は皆さんの御意見を聞いてまいりたいと思います。 

伊藤市長がおいでになられました。御多忙のところありがとうございます。 

○伊藤市長： 審議の途中ではございますが，先生方に御指導をいただいている中間報告でご

ざいます。明日からは，いよいよ地域懇談会ということで，きょうはそれに臨む前段とし

て先生方から御意見をちょうだいしたいと思っております。 

御案内申し上げておりましたが，今東京から急ぎ戻ったところでございます。補正予算

でいろいろとお願いしておりましたところが予算化されました御礼と，すでに来年度の予

算要求の時期でございますので，そのお願いやいろいろと政策の打ち合わせなどございま

した。目処がついて済んだところでございますので，この後御一緒させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○風見会長： ありがとうございます。市長もお見えになりました。 

総合計画で一番大事なかなめの会議になると思います。きょうの終了時刻は 3 時半を予

定しておりますけれども，最初に一言ずついただいて課題について集中審議していきたい

と思います。できれば，手短に全員の御意見をいただいた後に，特に重点的な課題を中心

に討論できればと思います。 

それでは会田委員からよろしくお願いします。 

○会田委員： ありがとうございました。中間案を見させていただきました。 

重点プロジェクトでの真の豊かさと地域自治組織の全体的なところですが，計画の中で

すべてに人がいなければならない。人と人のかかわり，すべてに人が入っていなければな

らないと思っています。人がいればコミュニティが発生するということで，コミュニティ

がどこの場所でも，すべての計画で人とコミュニティというものが結ばれているので，そ

こが大事かなと思います。 

先ほども震災の話がありましたが，復興という形で沿岸部のほうに何回かお邪魔したり，

研修会に行かせていただいたりしているのですけれども，まちづくりを沿岸部のほうでか

なりやっているのですが，市民レベルでないというお話を時々聞きます。「きれいにしても

らっているけれども，今は必要性ないのだけれども」というお話を聞いたことがあるので，

市民レベルということが本当に大事なのだと思います。外から見てきれいだと思っても，
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自分たちが生活する上ではちょっと不便だったりして，あそこで買い物しないよというよ

うなお話をいただいたりして，ちょっとショックを受けています。そういう形で市民レベ

ルというのがとても大切なのだと感じた次第です。 

○風見会長： ありがとうございました。 

コミュニティがとても重要だとこの総合計画の中でもうたわれていると思いますけれど

も，さらにその部分を強調し実現しなければ同じことになってしまいますので，ぜひそこ

のところを事務局に強調していただきたいというお願いであると思います。 

○小玉委員： 今おっしゃっていたことは本当にそうだと思います。重点プロジェクトの 4

番目「地域を支える自治組織の躍進」で，人口減尐が進むと同時に役割を持つ人たちも重

複してくるという中で，大事になってくるのは自発的に自治組織に加わってくださる，社

会参加をしていくという書き方が尐し弱いのではないかと思います。 

ボランティア，コーディネーターなどは福祉的な要素が強く，どうしてもボランティア

というくくりの中に入っているのかなと思います。自治組織もしくはまちづくりにもっと

積極的にかかわっていいただくような方々がいらっしゃらないと，人口減尐の中でどうや

ってコミュニティを維持していくのかなというところが尐し心配になります。そういう意

味でもう尐し表現の仕方というか，ボランティアを福祉的なものにとどまらせない施策が

必要ではないかと思います。 

○風見会長： ありがとうございました。 

市民協働を長くやってきた大崎市として，市民協働はここで実現する基盤になるのかと

いうことだと思いますので，地域主体，コミュニティ，特に自発的という言葉が重要だと

思いますし，市民の方が本当に計画の関与も含めてですが，一緒につくっていくこと。そ

れが地域の中でより自立的に動いて行くことが行政の最終的な役割であって，市民協働と

いう言葉にあらわれていると思いますから，もう一度筆の書きようを見直していただくと

ころがあればというところでしょうか。 

○佐々木（裕）委員： 私前回の改定版の委員のときに 4 世代 7 人で暮らしていますと言った

と思うのですが，今は 2 世代 4 人で子どもたちが戻れなくて困っているという現状があり

ます。そのためにも次の 10 年は若い人たちに家に帰ってきてほしいなと思っていますので，

後ほど重点プロジェクトの指標のあらわし方と数値目標について御提案をさせていただき

たいと思っております。 

○風見会長： 引き続きお願いいたします。 

○髙橋(俊)委員： 前回は欠席いたしまして文書でいろいろとお願いをしたのですが，一部回

答までしていただきました。この総合計画は大変相対的に全部，言及されているのでいい

と思うのですが，これでは例えば私が大崎市長に立候補するときのスローガンにはできな

い。 

「母と子に優しい大崎市」あるいは，「高齢者が楽しい大崎市」にするのだというスロー

ガンをもう一度，重点プロジェクトのテーマに決め直してはどうかというのが基本的な意

見です。 

基本計画のつくり方にも関係してきますが，私は会社で中長期経営計画をずっとやって
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きましたが，基本計画の 10 年間はいいとして，それを 5 年マごとに区切ってやるというの

がそもそも遅い，スピード感がないと思うわけです。実施計画が 5 年たたないと計画の実

行状況がわからないという進み方は，あり得ないと思っています。我々が普通やるときに

は大体，基本構想というテーマについてすぐには実現できなくとも多尐夢のようなものを

描きながら，中期計画というのは大体 3 年計画です。その 3 年計画に基づいてことしの年

度計画というものをつくる。実際に年度計画を Do から Check までやって，次の年度計画

に移す前に基本計画をもう一度ローリングしていくというのを毎年毎年やっていくのです。

というふうにやっていかないと，東京の豊洲のような問題につながりかねない。それはな

ぜかと言うと，ここにいる皆様方が 1 年から 2 年でどんどん変わります。継続性が全然な

くなってくるのです。皆様方で引き継ぎを周知，徹底させますと言うのだけれども，いざ

自分が担当になると，周知していたかもしれないけれど今目先で起こっている問題は，前

からのつながりで無難にやっていこうという話になってしまうのです。そういう意味で，

総合計画が本当にどこまで実現できるのかというのがわかりません。そのときになるとも

っとこうだとたくさん出てくると思います。そういった意味で重点プロジェクトについて

はもう尐し，範囲を絞ってもいいし，あるいは 10 年後というより 3 年後，5 年後にはここ

ら辺までやりたいなという計画にするべきだと思うのです。 

後からそういった意見が出るかもしれませんが，共同参画で「母と子」という項目があ

ります。これをテーマに上げたのは最も魅力的で住みやすいというのがいいまちだとする

ならば，周辺からたくさんの人が移住してくると思います。生産労力がある人たちが集ま

ってくるという意味で，一つのキーにするべきではないかというのが私の最初の提案です。 

2 つ目の「高齢者」というのは，これからの地域づくりの主催者の一人が高齢者だと思

うのです。高齢者に対しては健康などの話がありますが，被災地を見て回って感じたこと

は，テレビだけ見ているような高齢者たちが多いということです。高齢者たちには知恵と

経験があるわけですから，それを若い人たちに伝授していく，教えていくということが一

つの大きな役割だと思うのです。高齢者たちが自分たちの社会で，自分がどのような役に

立っているかというテーマを与える，仕事をさせてあげるというふうにしていかないと，

まちはよくなっていかないのではないかと思います。そうすれば，社会福祉のいろいろな，

お金も節約になるだろうし，健康であり続けられる，このようなことが前回出した私の意

見です。 

まちづくりの話が皆さんの意見からも出ておりますけれども，私の友人で会社を辞めた

後にずっとまちづくりをやっている者がおりますが，彼に言わせると，行政のやるまちづ

くりは大体箱物関係がメーンで，文化人がやるまちづくりはお祭り騒ぎの一過性で終わり

である。では，そのようなまちはどのような形で再生してきたのか。東京の神楽坂の繁華

街，10 年くらい前の話になりますが，やっていました。そこで働いている若い人たちが，

お客さんが来ないと困ってどうしたらいいかということで彼に相談しました。そういった

意味で自主性と言えるかもしれませんが，市民レベルというのはやはり非常に大事である。

その後，京都のまちの一角で恩恵を被っていないところを 1 年半住んで手伝っています。

まちづくりというのは本来，行政が音頭をとるというよりも青年団などそういった人たち
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がやるべきだと，私は感じています。そういった話も含めて重点プロジェクトのつくり方，

スローガンをもう尐しきちんと出したほうがいいのでないかと思います。 

○風見会長： どうもありがとうございました。 

論点として，1 つは見直し期間，5 年では長くて 3 年で中期という案がありましたけれど

も，実際に実施計画をしていくときには毎年のモニタリングを行います。すべて実現する

のかという意見がありましたが，私は実現すると思います。ただし，優先順位が必要だと

思うので，優先順位等についての回答が事務局から何か御発言ありますか。 

○市民協働推進部長： 書面でも詳しい御意見をいただきまして，ただ今その一端を御紹介い

ただきました。高橋様からちょうだいした御意見についての書面は，私も目を通しておる

ところでございまして，先ほどお話があったように実施計画のほうに落とし込んで，具体

の提言でございますので，これを具現化していくのが実施計画であります。3 年の実施計

画がございまして，さらにその下に 1 年間の予算という形になります。この実施計画に関

する提言をかなりの数ちょうだいしておりまして，中身が具体的なものでありますのでぜ

ひ検討させていただきたいと考えておるところでございます。 

○風見会長： 今髙橋委員からもありましたが，会田委員，小玉委員もずっと同じだと思いま

すけれども，一つまとめると，市民協働が重要だと思います。関係部局それぞれ産経から

建設といろいろとありますけれども，市民のものにするために，行政主体ではなくて，市

民が参加し主体的になっていけるまちづくりの姿をつくるということが総合計画でとても

重要なので，強調していただくところは強調していただいて，そこのところが市民に伝わ

るようにということだと思います。基本的に実施計画がありますから，実施計画でしっか

りと実現していきたいことが書いてあると思いますが，どこから実施していくのかという

ことが伝わらないといけないと思います。その点をしっかりと受けとめていただきたいと

思います。 

○山家委員： 非常に事務局の御苦労があってこの総合計画の意見対応，またそれに対する意

見が出て対応方針など一式ができてまいりました。よくここまで中間案ができたなと思っ

て敬意を表しているところでありますが，資料 1 に関しては私のような後期高齢者になる

となかなか見づらいなという感じがしています。大変苦労をして読まないといけません。 

それから，人口減尐が一番問題だと思っておりました。いろいろな数字が出てまいりま

すが，5 年前に示された 28 年度の人口はというと，現状からするとやはり狂いが生じてい

る。5,000 から 6,000 くらいの人数が減っており，これが 10 年後には 12 万 2,000 人とい

うことでありますが，これを考えるとこのままでは済みそうにないと感じております。 

いろいろと子育て環境整備であるとか，あるいは人材育成というふうなことが出ており

ますけれども，実は以前，人口をゼロ歳から 100 歳まででグラフをつくってみたわけです

が，この絵を見るとわかります。これが大崎市です。では鳴子はというと上のほうだけ色

がついています。このような状況の中で何を重点的に，いつ，どこで，だれが，どのよう

にするかという問題はやはり数字だけではわからない。このような絵で見るとよく理解で

きるので，できれば数字で人口を出していただくよりもこのような絵で出していただくと

わかりやすいと思っております。 
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地域のリーダーが 5 年たって 10 年たって同じ顔だとすると，その地域の活性化にもいろ

いろと問題が出てくる気がしておりまして，検討する材料にこういうものがあるとわかり

やすいと思います。今 1 歳から 5 歳までの人たちが 100 人しかいない地域の中でだれがど

のようにするかという問題はこのような形で絵を見るとわかるような気がしてなりません。 

○風見会長： ありがとうございました。 

人口減尐の問題と，図示化については確かにそのとおりで，説明ビデオをつくったらい

いかもしれません。ぜひ，わかりやすい形で伝えるのが我々の役割だと思います。 

○氏家委員： いろいろと資料をお送りしていただきありがとうございます。ファイリングし

やすいように毎回穴をあけていただいて，整理するのに助かっています。 

重点プロジェクトに関する事柄が細やかに記載されて，計画としてはまあまあいいのか

なと感じておりました。 

前のお二人がお話しされたことと重複しますが，問題は実践に当たってどうするか，ど

う進めていくかということになってくるのではないかと思います。 

東日本大震災からもう 5 年 7 カ月くらいたっているのでしょうか。目に見えて復興が感

じられるところとまだ手がついていないところがあります。計画は立てたけれども，5 年

たっても 5 年前と同じというと計画を立てた意味がないので，尐しでもいい方向へと変容

が見られるようにこれから実践していただかなければいけないと思います。 

実践に当たって感じたことなのですが，21 ページの基本計画の 1 ページ目にうまい言葉

があります。「横断的・有機的に」という言葉ですが，後々の記述にも何度か出てきて，う

まく使ったなという気がしていますが，実際に引用していく母体が横断的，有機的に連携

をとってやっていかないといけないことなのです。まちづくり推進課だけがフォローでは

困ります。いろいろなところが横断的に対応して初めて先が見えてくる。その点をこれか

らの実践に御期待申し上げたいと思います。 

もう 1 つ，58 ページに計画の推進に向けてということで進行管理についての記述があり

ます。プライオリティはわかりますが，行政評価でどのように進行管理をしていくのでし

ょうか。詳しい行政評価のイメージができないので，間違っているかもしれないのですけ

れども，担当している部署ごとの自己評価ではないのですか。例えば，教育委員会では進

捗状況がここまで来たという評価ではないのですか。だとすると見えないです。評価もお

互いに横断的に突き合わせてここまで来たとか，ここから先は主に何々課が前面に出ると

よいなどの評価まで加えていかないと，5 年前と同じじゃないかという危惧があります。

髙橋委員がおっしゃったように，行政は最大でも 3 年くらいで担当が変わります。忙しい

ときは前年同様の行政評価というようなことはないと思いますけれども，心配してしまい

ます。先ほど申し上げたように，横断的に評価を加えていくか，あるいは第三者に厳しい

目で御指摘をいただくなど，そういった手だても必要なのではないかと思います。 

○風見会長： ありがとうございます。 

とても有意義な重要な御指摘だったのではないかと思います。 

58 ページの事柄については，毎回この総合計画の最後に出てくるのでなかなかチェック

が甘くなるのですが，今お話ししたPDCAサイクルはもちろん，情報公開と市民や専門家，
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社会からのフィードバックをどうとるか，事務局どうでしょうか。 

○市民協働推進部長： ただいまのプライオリティと行政評価のかかわりでございますけれど

も，まず事務事業を実施計画にのせる際に，事業の優先順位や必要性，実行性などといっ

たところを評価して実施計画に上げています。その項目はすべて事務事業評価と言いまし

て，予算書の 2 倍ほど厚くなるものですが，自己評価をしております。 

各課の課長が事務の評価をします。まさに今お話にありましたとおり，前年度と同じ評

価というところも多々あるように私も感じているところでございますが，これまで行政改

革推進委員会の方々に事業仕分けをしていただいておりました。三百数十以上ある事務事

業から選んで一つ一つ委員会で評価をしていくということでございます。これまで事業仕

分けは公開で評価をしてまいりましたが，最近は内部評価としまして第三者評価に切りか

えて，委員会で選んだものをすべてやるということで，もう尐しで一回りします。評価を

受けた事業は民間委託をするなり，行政でやるべきだという評価，あるいは拡大，縮小ま

で検討いただきまして，それを次のサイクルにつなげております。そういった中で PDCA

サイクルを実践しているということでございます。御理解お願いいたします。 

○風見会長： 事業仕分けを御承知の方も多いと思いますが，総合計画の実際のマネジメント

については実施計画の PDCA と第三者機関，あるいは情報公開して市民の目に触れた上で

しっかりとフィードバックされているか，ということが重要な，仕組みをつくっていただ

きたいと思います。貴重な御指摘どうもありがとうございます。 

○安部委員： 重点プロジェクトを読ませていただいて，行政の計画としてここまで突っ込ん

だ部分があるのは非常によいと，全体的な印象として感じております。 

総合計画のほうに余り感情や具体性があると，その次の下の計画に落とすときに縛りが

かかってしまいます。おおさき青年会議所では，年間当初に所信を表明するのですが，余

り具体的なものを書いてしまうと実際にやる方が大変になってしまいます。ですから，そ

のような形でまとめられるのはよいと思います。 

具体的な点で 2 点気にかかった点がございます。 

まず 1 点，「東北新時代への挑戦」で県内 2 番目の県都を目指しますとありますが，この

文脈から読むと人口もしくはその他の生産なのか，ある意味数字だけ目指して県内 2 番目

というよりは，地域への愛着が県内 1 番の県都を目指しますというほうがいいのではない

かと印象を受けました。 

石巻圏域と大体同じくらいの人口の中で先日富谷が市に移行し，目標の平成 38 年あたり

で富谷が均衡してくるのではないかと思います。人口という点よりは住んでいる人の満足

や愛着に対しての 1 番目をぜひ目指していただけると市民にとっては目指しがいがあると

いう印象を受けました。 

もう 1 点は，4 番目の「地域を支える自治組織の躍進」の中，重点施策の 3 番「経営的

な視点の確立」で，表現が大事だと思っております。私たち世代というか，言い方がどう

かわかりませんが，生きることに精一杯というか，生活に精一杯で，まちづくりや団体に

属している場合に，経営的視点が欠けてしまうことが多いと思います。参画する市民の経

営的視点の確立と同時に，行政側もこの視点の確立をしていただけるように，3 番目の主
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語をもう尐しわかりやすく入れたほうがよいのではないかという意見です。 

○風見会長： 非常に細やかな指摘だと思います。 

満足度，愛着度はぜひお決めいただきたいと思いますけれども，単なる人口増加ではな

くて満足度などがどういうふうに表現されているのかもう一度確認していただきたいのと，

経営的視点というのは確かに言葉はよいのですがあいまいさもあります。それについて事

務局から御返答をお願いします。 

○市民協働推進部政策課長： まず，県都なのですが，今現在政策課でも議論中でございまし

て，一番わかりやすいのが数字ではっきりする人口がわかりやすいだろうと思います。県

都という意味においては都の位置づけが，産業の集積あるいは知識や情報の集積なのかと

いったところにつきましては現在，政策課でも議論をしております。本日の審議会から意

見をちょうだいできればありがたいと思っていますし，先ほど市長がごあいさつ申し上げ

ましたとおり，あすから地域ごとの住民説明会もございますので，そういった意味で大崎

市の総合計画に掲げる県都を位置づけていきたいと考えているところでございます。 

また，4 本目の柱に主語をという部分がありました。これついては，あえて特定してい

ないという意味もありました。と言いますのも，この総合計画そのものの底流に，まちづ

くりは行政と市民の方々が一緒になってつくっていくというものがありまして，行政が一

方的に対象者を決めていいのだろうかという議論がございました。ただそれが伝わりにく

い，わかりにくいということでありましたら，工夫について考えていきたいと思います。 

○風見会長： やはり，地域自治組織が中心なのだと思いますけれども，地域自治組織は今の

形が最終形ではないと思いますけれども，いろいろなステークホルダーが経由していくと

いう意味で，ここに主語を入れないのは何となく感じました。そういう意味で，主体にな

るのは地域自治組織だと思います。それが今後そうなっていくかということが重要だと思

います。このような認識で我々はいたいと思います。 

○佐々木（俊）委員： 私からは 2 点あります。 

まず 1 点目は，重点プロジェクトの中の「定住人口減尐の緩和」で，市民意識調査で住

み続けたいと感じている市民の割合が，60 から 65 に伸びるという目標がございます。実

は私ことし 2 月に仙台で開催された「東北若者 1 万人会議」に参加してまいりました。主

催は古川高校出身の東京の大学生で，首都圏，県内，地元の高校生なども参加して，東北

で暮らしたいと思う若者たちがいるということをひしひしと感じてきました。 

話し合いの場を小学校，中学校，高校生のころから，市と一緒になって地元のことを考

えたり，自分の地域のことを考えたりする場を持っていけばおのずと，学校は東京に行っ

ても戻ってくるだろうし，仕事で社会に出ても戻ってくると思います。そういう意味で，

定住人口の減尐の緩和，話し合いの場，地域のことを考える，協力をしていったらよいの

ではないかというのが 1 つ目です。 

2 つ目が，26 ページの「地域を支える自治組織の躍進」ですけれども，10 数年前にボラ

ンティアをやっていて，研修会で 6 割以上の方が，地域活動に参加したいという意識があ

りました。今はどれくらいの割合かわかりませんが，若者も生活スタイルや働き方が多様

化していて地域の中でどのように地域参加できるのか，という思いを持ってくれているの
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か心配になります。 

そこで，プロジェクトの目標として，社会参加したことがある市民の増加ということを

掲げておりますけれども，小さいうちから地域活動に参加するということが 1 つ重要なこ

とだと思います。 

それから，髙橋委員がおっしゃった卒業された先輩たちもいろいろなところで勉強され

ていますし，そのような能力をぜひ地域づくりでも活躍できる場をつくっていきたいと思

います。 

○風見会長： ありがとうございます。 

地域愛と社会参加ですね。東京にいてもそういう思いがある人がつながる場がないとつ

ながっていかないので，政策の中にしっかりとした言葉を残していただきたいと思います。 

○髙橋（喜）委員： 最初に思ったことは 2 ページの策定の趣旨で各旧の町が書かれていて，

鹿島台，岩出山，鳴子及び田尻とあるのですが，この「及び」がいらないのではないかと

いう思いがしており，違和感を覚えるので検討いただきたいと思います。 

それから 4 ページ 4 行目，平成 22 年国勢調査とありますが，27 年の間違いになるので

しょうか。 

前回もお話ししましたが，地域にとって尐子高齢化がどんどん進んでいるという中で，

介護・高齢者関係についても，非常に近所の関係の希薄化等が進んできて地域のきずなが

弱まっており，地域全体で支える仕組みづくりが求められていると書かれております。今

もさまざまな事項が出てきておりまして，老老介護の問題等もあります。高齢者は国が支

えていくのだということで介護保険などがあるわけでございますが，やはり介護保険に支

えられない面があるわけでございまして，地域づくりというのが非常に大事だと思ってい

るところでございます。ぜひ，実施計画の中で具体的な方法，仕組みがどのようにすれば

できていくのか，社会福祉会等で考えていかなければならないところではありますが，行

政と一緒に考えていかなければならないと思っております。 

尐子ということで子どもたちがどんどん尐なくなっている中で，地域で見ていかなけれ

ばなりません。高齢者を国で見ていくのであれば，子どもたちも国が責任を持って教育を

していくのだということがもっともっと進んでいかなければならないと思っております。

そうしたところも非常に検討されていますし，教育費の負担もされていると思います。た

だそれだけではなくて地域で子どもたちを育てる，子どもは地域の宝だというイメージを

強く持ちながら育てていくということ。具体的に言いますと，子ども会育成会が地域全体

で組織されて，子どもを見守っていく仕組みがありますが，なかなか大崎市全体でできて

いません。鹿島台，岩出山，田尻では非常に活発にそれが行われているのですが，まちに

なるとそうした組織が結成されない，仕組みができない，一体化されていかないという面

がありますので，ぜひ実施段階の中でそうしたこともとらえながら検討をしてほしいと思

います。 

○風見会長： ありがとうございます。 

尐子高齢化に向け私たちがしっかりと提言していかなければいけないと思いますけれど

も，何点か確認がありました。事務局いかがでしょうか。 
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○市民協働推進部政策課長： 冒頭にお話がありました「及び」ですが，行政文章を書くとき

のルールに則った書き方をしておりまして，単語が 5 つ 6 つある場合は最後の単語の前に

及びと入れるのが行政文書の一般的な表現なのですが，市民レベル，市民視点というお話

もありましたので，違和感があるようでしたら変えたいと思います。幾つか表現があって，

例えば 3 つだと，古川市及び松川町並びに三本木町と，及びと並びにを使います。行政文

書ならではのルールなのですが，わかりにくくて済みません。わかりやすい情報の出し方

というのを今後努めていかなければいけないと感じていたやさきのお話がありましたので，

できるだけ簡素でわかりやすい表現に努めていきたいと思います。 

介護の問題や尐子化の問題など今の日本を象徴するような御意見をちょうだいいたしま

した。この計画をつくるに当たっては，大崎市の総合計画ですので，まちづくりの方針を

出しています。そうした場合に，子どもは国で対応してほしいというお話もありました。

そう思います。というのも，国，都道府県，市町村，そして地域とありますので，それぞ

れの役割があっていいのだと思います。山家委員からいつ，どこで，だれがというお話も

ありました。これも国でするのか，都道府県か，市町村か，地域かといった分類も今後必

要になると思います。ただ，地域でするのか，行政でするのかというのは，話し合いで決

めていきたいと考えているところでございます。今の御意見は総合計画の文章表現，並び

に組み立てに役立てていきたいと思います。 

○事務局： それでは，4 ページの平成 22 年度国勢調査について御質問をいただきました。

この数字につきましては，平成 22 年の国勢調査で間違いはないわけでありますが，先ほど

も尐し御説明を申し上げましたが，7 ページの表につきましては今月 26 日ころに発表の予

定でありますので，何とかなると思います。ただこれ以上細かい部分は今年中に出るかま

だ確認がとれていませんので，万が一ことしの 11 月ころまでに数値が出ない場合は 22 年

度の数字のままになるかと思います。同じように，小売業や卸売業も出るようであれば差

しかえ，上書きさせていただきたいと思います。その際にもしかすると数字も多尐変わる

かもしれません。 

それから，重点プロジェクトにつきましても，9 月 1 日現在の人口ということでのせて

いるのが，「東北新時代への挑戦」としてありますので，11 月まででありましたら最新版

をのせたいと思います。 

○風見会長： ありがとうございます。 

次からは，いよいよまち協の皆さんということで，これから地域ごとに説明会がありま

すので御苦労をおかけするかと思いますが，聞きたいことがあれば聞いていただければと

思います。 

○小原委員： いろいろと重複する部分があるのですが，重点プロジェクトの中で 24 ページ

に「世界農業遺産」という表記があります。私の認識ではまだ申請段階だと思っています。

これは認定をいただけるものとしての表記なのでしょうか。熊本の阿蘇の世界農業遺産の

申請と日程の経緯を副知事さんからお話していただいて，非常に大変な申請状況だったよ

うでした。そんなお話を聞いていますので，フライングしている部分があるのかと思いま

す。 
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○風見会長：それについて事務局から回答お願いします。 

○産業経済部長： 確かに小原委員がおっしゃるとおり，9 月 26 日に農林水産省に世界農業

遺産の申請をしてまいりました。これから，第一次審査・プレゼンテーションなどを経て，

来年 3 月あたりに決定がされると思っております。ここでの記載につきましては，世界農

業遺産を申請することによって地域固有の文化や景観，生物多様性を守るという理念によ

る農村づくり，歴史ある先代からの宝を次の時代に受け継ぐまちづくりをしたいという考

えから，このような事業をとらえていこうという取り組みであります。心配はありますけ

れども，登録とこの理念に基づく地域づくりをしていきたいということでございます。 

○風見会長： 表現として理念という言い方もあるかもしれないし，とるんだという意気込み

をあらわしているのだということで，最終回までにもう尐し事務局で相談してください。 

○鈴木委員： 公共交通に関して，バスマップを拝見しこれほどまでにバスの路線が復活した

ということでうれしく思いました。ただ，三本木から古川，大崎市民病院の前を通るバス

というのは 1 本です。他の時間帯に駅前に行って路線バスに乗り換えようと思ったときに，

なかなかうまく時間が合っていないので，市民病院にはこの路線とこの路線で行けますと

いう事例やモデルコースをつくっていただくと助かります。お年寄りの方々にバス路線を

見せて，考えてくださいというのは無理なことだと思うので，すごく気になっていました。 

それから，三本木のまちづくり協議会のことで，人材育成についてこの前区長さんとお

話をしたのですが，いろいろな場面でもう疲れたということがたくさんあるということで，

地域の中で 10 代から 50 代くらいまでの皆さんに声がけして集まってもらって，自分の地

域のことを何十年先まであなた方が主役なのだと考えてもらいたいと思います。 

「地域を支える自治組織の躍進」の中で，取り組む施策として 1 と 2 と 4 を自分なりに

考えて，行政の方々と啓発をしていく研修のような形をつくっていかないと，10 年目を迎

えた大崎市の自治組織なのですから自分たちでつくっていくことが，早急な課題だと思っ

て考えさせていただきました。 

今思いついたのですが，いろいろな研修を受けてもらったら大崎市民の認定証のような，

そういうものがあると若い人もおもしろそうだなと食いついてくると思うのです。自分が

大崎市民だという意識がまだまだ足りていないので，そのような形で研修の場をたくさん

つくっていただいて，話を聞くだけでも認識が変わると思うので，そのような場面をつく

っていくのが私たちの務めだと考えております。 

○風見会長： ありがとうございます。 

人材育成はとても大事だと思います。次がつながらなければ何も意味がありませんから。

そういう意味では，認定制度はよい概念ではないかと思いました。他の自治体でまちづく

りとか市民大学をやって卒業生を地域リーダーとか地域コーディネーターとか，シニアや

エキスパートなど位を付けて上がっていただく制度をやったのですが，認証をいただくと

いうのは背中を押していただくことになるし，皆さんこの人は頑張っているのだとすぐわ

かりますので，もし間に合えばそんなことを尐し考えてみてもいいのではないでしょうか。

イギリスに行ったとき，ナショナルトラストのガイドは認定方式なのですが，物すごい誇

りなのです。ですから，地域ガイドみたいなものも観光の視点からもあると思いますから，
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より市民主体になるための仕組みづくりをもう尐し具体的にやっていただけたらいいので

はないでしょうか。やはり，地域の芽が育たなければ音頭をとってもついてくる人がいま

せんから，ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○安倍委員： 22 ページの定住人口の減尐はとめることのできない状況だと思います。しか

も，私ども住む地方は人口減尐とあわせて高齢化率が高くなっている状況ですから，市民

意識調査で住み続けたいと感じている市民の割合増加，60.8%から約 4.4%増を目標にして

いるということなのでしょうけども，高齢化率が高くなっていくということは住み続けた

いというよりも，住み続けるしかないという数字なのかと切実に思っております。ですか

ら，私は今の子育てということをもっともっと真剣に国レベルで考えていただきたいと思

います。 

大分前に新聞で読んだのですが，3 人目の子どもが生まれた段階で 1,000 万を支給する

ということをすると，日本の人口は決して低くならない，すごく説得力のある提言ではな

いかと思います。これくらいやらないと重点プロジェクトにのせられない，重点プロジェ

クトとは言えないというくらいすごく危惧しております。 

そういった中で「地域を支える自治組織の躍進」は，私ども中で自治組織の経営を本気

で考えながら運営をしております。いろいろな経営手段，ファクターがございますが，自

主財源を確保しないと経営が確立されていかないのではないかと思います。確かに話し合

う協働のまちづくりの啓発，実践を重点的に取り組む施策は大切なのですが，私は経営的

視点の確立をもっともっと高い位置に位置づけて取り組むような重点プロジェクトにして

いかないと，インパクトがないような気がして重点プロジェクト全体を見させていただき

ました。どのような形でというのではないのですが，この経営的視点の確立は非常にイン

パクトのある視点だと，事務局に感謝申し上げます。 

○風見会長： ありがとうございます。 

非常に貴重な意見で，住み続けたい，住みやすいということがこれからの一番大きな指

標になると思いますので，地方創生は 21 世紀の課題ですから，今の 1,000 万円案が幾らに

なるかわかりませんが，インセンティブをどう与えていくかということまで考えて実施計

画内で具体的に手をつける時期じゃないかと思います。 

地域自治組織はまさしく代弁していただくようないい意見だったと思うのですが，地域

自治組織こそ経営的視点でやっていただくということが，特に自主財源でという表現はぜ

ひ加えていただきたいと感じております。ハードルが高いかもしれませんが，一歩ずつ向

かって行くことが，指針は確かなので力強い御意見だったのではないかと思います。 

○髙橋（日）委員： 大崎市の長期総合計画について，秋田県境から松島の境まで大崎市であ

るわけですが，道程にすると約 80 キロという環境の中でこれだけという限定的なものはで

きないと思うのです。そうなるとこの計画のとおり総花的になるのですが，これはこれで

いいのではないかと常日ごろ感じています。問題はそれをどのような形で実施していくか

ということになります。そうすると，地域自治組織の力である，その地域に住んでいる方々

の考え方が最重要になってくるのではないかと思っております。皆さん限界集落という言

葉を聞いたことがあると思うのですが，これは私たちの地域には関係ない言葉だと思って
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いたのですが，現実に鳴子温泉地域でも 1 つの行政区を例えれば，現在もう 50 歳以上の方

しか住んでいない地区もあります。そこに 20 年後だれもいなくなるということになると，

集落そのものが消えてしまいます。そういう環境の中で 10 年後こうありたいということで

あれば，それに向かってどうすればいいかをここに住んでおられる方々が考えるべきでは

ないかと思っております。 

先ほど山家委員から出されましたこの人口ピラミッド，これがそのままなのです。実際

今 1 年間に鳴子温泉地域で生まれる子どもの数は，約 20 人か 30 人です。亡くなる方は 150

人おられます。そういう環境の中 5 年間で 600 人の人口が自然減になっているそうです。

鳴子温泉地域全体がこの限界集落になってきつつある状況の中で，そこに住んでおられる

方もいらっしゃるはずですので，どのような形でそこに住んでいる方々が活気を取り戻す

のかというのもこの計画の中に入っていると思うのですが，それを実際に実施するのは行

政ではなく，地域に住んでおられる方々じゃないかと思います。 

大崎市が誕生してから 10 年ということで地域自治組織も 10 年になります。最近になっ

てようやく自分たちの生活のことを考えられる組織になってきました。今まではどちらか

というと行政主導という考え方のもとで，そのような認識が強かったのですが，最近よう

やく自分たちのことは自分たちでやるという住民自治に目覚めたという経緯もありますの

で，この気持ちを計画に基づいてどこまでもっていけるのか，どこまで実施していただけ

るのかということがこれからの話し合いになると思っております。 

○風見会長： ありがとうございます。 

先ほどたくさんの計画があって総花的な計画とありましたが，私もある意味そういう部

分があると思うのですが，というのも総花というよりは総合的でないと総合計画ではない

と思います。 

一方で，地域の側から見たとき地域の実情に合ったものでなければいけないという，ま

さしく御指摘のとおりだと思います。その意味では逆引きです。本には索引と逆引きがあ

りますけれども，鳴子温泉地域を見た人々が索引でヒットする答えがそこにのっていなけ

ればいけないということです。そういう意味で，鳴子温泉地域の課題は重いなと聞いてお

りました。 

よく地域再生の事例で，上勝町などは「いろどり」で成功した地域産業だと思います。

それはやはり鳴子の温泉または地域資源，地域再生，農業を含めてその地域に誇り高い産

業があって，それに就労したいという人があらわれなければ人口はふえないし，住みやす

さももちろんありますけれども，その地域の特徴を生かした政策が必要だと思います。 

総合計画でどこまで書けるかというのはありますけれども，もう一度各地域の側から見

て本当に自分たちのことを書いているのかということにこたえるものになっているか，も

う一度再チェックしていただきたいと思います。鳴子温泉は今の数字のとおりです。今世

の中すべてそうなっていますから，一番先端におられるというだけじゃなくてあすは我が

身です。まず，魅力的な産業ですね，生活の基盤もありますけれども産業があればその余

力も出てきますし，地域自治組織だけではできないこともありますから役割分担していた

だきたいと思います。ありがとうございます。 
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○松本副会長： 経営者感覚で申し上げさせていただきます。 

具体的に人口の数字であるとか生産性の数字が出ました。人口が 10 年で減るということ

は収入が減るわけで，ここには書かれていませんが，市役所職員を何人減らすといった計

画も立てておかないと，人口が減っているのに市役所だけ人数が変わらないということは

ないだろうと思います。市民を考えれば総花の計画を立てなければいけないわけですが，

これは皆お金がかかる計画です。インフラもいろいろと解消していかなければいけません。

基本的なものを維持するだけでもお金がかかります。そうすると，市民の皆さんにはこの

数字を見せて，我慢してくださいとお願いをあわせてしていかないとだめだと思います。

それで満足いただけるとなれば，いつかは大崎で働きたいと思うのが常でないでしょうか。

要は人口を減らさないようにするためには，働く場をいかにつくるかということが大切な

ことだろうと思います。今大崎にはアルプスさんや YKK さんが工場拡大し，働く方をふ

やしていただいております。それ以外にも工場進出，地元の企業の育成を徹底してやって

いかないとここに書いてある事業はできないはずです。国からの交付金も来ないでしょう

し，いかに大崎が生産性を上げて市民に還元するかということをしなければならない。前

回も申し上げましたが，10 年後を目指して先行投資する部分がどこか見えません。土地利

用フレームの 1 番に広域交流拠点と書いてあって，その他に地域生活拠点，自然環境保全

ゾーン，田園居住ゾーン，これ全部維持費がかかるので，お金が出るだけの土地利用フレ

ームなのです。いかにほかからお金を持ってきてもらうか，雇用の場をつくるかというこ

と。造成するといっても，下手すると 3 年ほどかかるわけですから，10 年計画の内の 3 年

で，それから人や工場を呼ぶとなると時間がかかることですので，早いアクションが必要

だろうと思います。住みよいところをつくるのは大切なことですけれども，それを維持す

るためのお金はどこから持ってくるのかということを行政の方，生産性というような形で，

市を経営するという視点でやっていただきたいと思います。 

表面には，市民の皆さんには出せないと思いますが，職員の方々の内部チェック，先ほ

どご質問ありましたが，58 ページのチェックはだれがするのか。第三者がきちんとしてい

かないとだめでしょうし，3 年 5 年ということではなく毎年厳しい目で見て，それがなさ

れているのか。私も立場上，いろいろな計画書をいただいておりまして，計画もいろいろ

進んでおりますが，実際に市民の方々が喜んでまちづくりできるようなお話はあるのです

が，何も具体的な計画は出ていない。それだけ時間のかかることなので，短期間でチェッ

クをするポジションをつくっていただかないと，部長さんがおかわりになるたびに，確認

をして実現したものもありますが，なかなか姿が見えないものもございますので，総合計

画として市民の皆さんにこの方法でしたら問題ないので御了解くださいと言うためには予

算の裏づけがないと，夢は見るけど実現しないで終わりという形になってしまいます。前

回の審議会にもかかわらせていただいて，それがどれだけできたのかという視点から厳し

いことを申し上げておりますけれども，ぜひチェック体制とアクションを早めに起こして

いただきたいと思います。 

これはこれでいいのですけれども，実施計画はきちんとしたものができないと，10 年後

にかかわった私たちが決めたのに姿が見えないということになりかねないと危惧しており
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ます。 

○風見会長： ありがとうございます。 

松本委員からは経営努力をせよということで，経営努力というのは未来のためにしなけ

ればならなくて，まち全体のことでもありますけれども，行政としての経営の根拠をとり

つつ実現できる優先順位を先ほどの PDCA を含めてしっかりとモニタリングができて，優

先順位をもとにビジョンを実現できる確証を築きながら仕組みづくりをしてくれる期待だ

と受けとっておりますので，しっかりとやっていただきたいと思います。 

一通り御意見をいただいたところでお時間が来てしまっているのですが，先ほど特定の

課題について集中審議の時間をいただきたいということでしたけれども，佐々木委員から

御提案がございます。 

○佐々木（裕）委員： 重点プロジェクトの指標と数値目標の考え方なのですが，定住人口や

市内総生産額のような全体を数字で把握できるものと，市民意識調査で出ている定量的な

数字が混在しています。意識調査を全数調査したところで回収率によって変わるので，こ

の数字の考え方を一緒に書き込んでいて，前の 10 年にできなかった数字をまた目標にして

いる感じでしたので，市民意識調査などの標本的な調査というのは数字を思い切って上げ

ることができるのではないかと考えております。例えば，下に書いてある主な取り組み，

重点の施策を変えれば 1 割くらいは動かせる数字であるのに，弱気だなという感じがして

います。前と同じ 65%や 60%でいいのかと思います。ただ皆さんの御意見を聞いていると

すごく熱く語られていますし，あすから市民の方々の御意見を聞くようでございますので，

本気で定着させたい，暮らしやすいということを狙うのであればしっかりと取り組みを充

実させて，1 割で 6%は動かせるので，60.2 は 63.0，60.8 は 65.0 では整合性がとれない気

がするので，もう一度全部の地区を回った後で結構ですので検討していただきたいです。 

○松本副会長： 今計算したのですが，人口は 91%なわけです。新たな方は入ってこない計算

ではないのか。60 代の方は大体この地域にいるということであれば，今まで何人か出る人

がいるのですから 70%くらいを目指さないといけない。 

○佐々木（裕）委員： 計画がしっかりしていないといけないという条件はあるかと思います

が，主な取り組みをもっとふやしてしっかり強気で，実施計画ではなく総合計画のつくり

方は 10 年なので，そんなちまちました数字でいいのかという気がすごくするので，皆さん

の御意見をいただきたいです。 

○髙橋(俊)委員： 一言失礼します。 

今のお話と直接は関係ないのですが，それぞれの基本計画，重点プロジェクトがある中

で，10 年後の望ましい姿が書いてあります。先ほどから総花的なのはしようがないと，私

も思っています。しかし，10 年後の望ましい姿というのは 10 年後どう変わるのでしょう

か。前の 10 年計画と今の計画で文言は変わっているかもしれませんが，ほとんど皆さんが

期待していることは変わっていないのです。そうすると，10 年後の望ましい姿というのは

万遍なく何でもやるというのはまず不可能に近い。松本委員がおっしゃるようにお金の問

題，どのように予算を配分するかなどいろいろありますから難しいですし，鳴子のように

人がいなくなるところも同じ扱いをするのかという問題があると思いますが，実現に向け
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た主な取り組みというのは目標値をつくってはどうかと思います。5 年なら 5 年，3 年なら

3 年でいいので実現に向けた主な取り組み，農業の担い手や後継者の育成支援というのを

どれくらいの人がつくろうとしているのか，どのようにしたらできるのか，いろいろな項

目がふえてきてやりきれないだとかという話もあると思います。あるいは，林業は低コス

トで効率的な干ばつの推進と書いてありますけれども，どれくらい進んだらうまくいった

と言えるのかといった評価の尺度がはっきりしていないと思うのです。これをできるだけ

計画に落としこんでそこで出てこないようなものは検討課題です。というぐらいやらない

と進まないと思います。そういうことが進んでいくとまちづくりがうまくいっているなと

皆さんがわかると思うのです。この数字の中で定住して住み続けたいと思っている市民の

増加が現状 60.8%というのはロイヤリティが非常に高く，改革だとか革新だとかいう意識

は出てきません。そういう意味ではこの数字が本当に正しいのかと思っています。みなさ

んが具体的にわかる数値，ベンチャー企業が何社つくられたとか，50 社つくろうと思った

けれども 30 社しかできなかったとか，30 社しかできなかったのはなぜだったのだろうか

と反省にもつながるわけですので，ぜひ取り上げていってもらいたいと思います。そうい

う意味で総花としてずっと取り組みをつなげていくよりは，それくらいの気持ちでやって

いって，いろいろとやろうとしていることはあるけれどもあそこまではいかなったという

話があってもしようがないと思います。そうしないと，お金の使い方がどこでどう使うと

いうのが全くわからないので，そういったことをぜひ事務局の方には御検討いただきたい

と思います。 

○風見会長： 論点が幾つかありました。佐々木委員からは，1 つは定性的な指標と定量的な

指標をどういうふうに扱うか，どう整理するかということと，目標値，社会参画というこ

とも含めて数字をどういうふうに設定したのかというのは一度答弁をいただかなければと

思います。その上でやはり目標はもう尐し積極的な数字を掲げていきたいという意味だと

思います。 

髙橋委員からの意見の中で，総花的なというのが批判的な言い方であって，余りいい言

い方ではないと思います。総合計画というのは総合的なのであって，髙橋委員もよくおわ

かりになっていると思います。ただ，優先順位とか財政措置についてどこに書くのか，総

合計画なのか実施計画なのかその点を御説明いただかないと疑問が出るのだろうと思いま

す。全部検討課題にはできないと思いますけれども，やはり優先順位というのは示さざる

を得ないというとき，それぞれのステークホルダーからすると最優先にしてほしいという

のをどう調整するのかというのは政策調整なので，そこは行政の手腕なので地域の理解を

いただきながら優先順位を決める。重い軽いというよりはどれも重いのだと思います。優

先順位という意味では緊急かつ速やかに進めなければならない課題というのは意思決定し

なければなりません。優先順位がわかるような表現が必要だと思います。そういう背景を

踏まえて答弁いただきたいと思います。 

○市民協働推進部政策課長： 総合計画の性質上，個別具体の事業を掲げてそれの目標値まで

は示しません。と申しますのは，総合計画が市の最上位計画でありますので，この下に個

別計画がございまして具体的な事業や指標が示されております。これが今の大崎市の計画
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の体系でございます。さらに総合計画は基本構想，基本計画，実施計画があるのですけれ

ども，実施計画は毎年見直しをしておりまして，各課にヒアリングをして優先順位をどう

しているかというのは以前この審議会でお示ししたと思いますが，1 つには自己評価を参

考にしております。ただ，それは自己評価だけなので，それだけでは不足だろうというこ

とで，市民の意識調査をしておりました。市民意識調査でどのように優先順位をつけてい

るかと申しますと，大崎市の市民意識調査は重要度と満足度の 2 つの指標を使っています。

重要度が高いのに満足度が低い分野が実はあります。その部分を政策課として順位を上げ

て予算をつけて取り組んでいます。 

ただ市民がさほど重要でないと思っている分野では，満足度が高いものは市民の活動が

そうさせているのか，そのあたりの分析は必要ですが，そういったものは現状維持，ある

いは経営的視点からスクラップ・アンド・ビルドで縮小傾向に事業を調整しています。内

部ルールですが，こういった物差しは持っていますので，市民の方々にそれをアピールし

ていってよりよい制度にしていくかというのが今後の課題かととらえているところでござ

います。 

○風見会長： 先ほどから目標開示の考え方と政策目標として何パーセントと，それに対して

明確な説明がされれば住民は納得されると思うのです。その部分はなかなか数字的になら

ないのは日本の悪い癖で，全部満点とらなきゃいけない優等生主義のようなものがありま

すが，私はそうは思っていなくて，目標は必要だと思うのですが，この施策であれば何パ

ーセント期待ができるということだから施策に意味があるので，その部分を検討いただき

たいと思います。この数値の意味が先ほどの説明では十分理解できなかったのですが，政

策目標として 60 何%にするとか住民ヒアリングを踏まえてでも結構ですので，次回までに

ロジカルに説明できるように，そしてそれ以上に政策としてどこまで見せるのかというこ

とだと思うので，優先順位はとても難しいと思いますが，しっかりと説明できるような資

料を最後に向けてもう一度，総合計画とはいつ，どこで，何をやるのかということを御理

解いただかなければならないと思います。 

○氏家委員： 14 ページからのグラフなのですが，調査総数はどのくらいですか。 

○事務局： 市民意識調査について御質問いただきました。 

5,000 人に対しまして行い，1,863 人から回答をいただいております。男性が 863 人，女

性が 1,012 人です。 

○松本副会長： これはどういう抽出方法ですか。 

○事務局： 5,000 名につきましては地域別，男女別，年代別に詳細に分けまして，人口比率

で割りまして，全地域同じような形で，古川地域につきましては中心部と周辺部と分けま

して無作為抽出で平等にやっております。回収率は多尐ばらつきがございます。 

○松本副会長： 総合計画の審議会なので申し上げるべきではないと思うのですが，これから

のことに関して，先ほど出された目標管理にかかわりますが，これから具体化して施策に

移していくと，当然具体的な施策と予算とその施策の評価の設定と，明確な基準の設定と

評価の設定だと思います。それを年度ごとにやって第三者から助言をもらいながら修正し

ていく作業になるのだろうと思います。そうすると，今設定した目標も修正が可能なので，
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総合計画としての設定はいいのではないかと思います。ただ，目標管理の手順はきちんと

踏んでほしいし，各課，各部局に下ろしたから任せるというのではうまくいかないのでは

ないかと思います。ある施策については重複した予算にしなければならないところも出て

くると思います。そうすると，目標設定から評価の仕方もすべて絡んで横断的に進めてい

かないと見えてこない。そんな危惧をしておりますのでお話しさせていただきました。 

○市民協働推進部長： 資料を今持ってきていないのですけれども，事務事業評価というのを

やっていまして，実施計画に上げたすべての事業を 2 枚の表を使って，目標とか何パーセ

ントまで上げていくとか，過去 3 年間の予算も決算も含めて出ます。これに人件費のコス

トまで入れた総コストを示した表があります。そして右側に評価したグラフがございます。

一つ一つにチェックを入れて最終的に取りまとめます。これは内部評価でして，この表を

使って事業仕分けをしていただいております。これを 3 年ほどやって，行革委員会でもそ

の表からピックアップしてやっています。ということで，第三者の目も入れていましても

う尐しで一回りが終わります。 

○氏家委員： 市民目線での評価の視点を持ってほしいと思います。 

○佐々木（裕）委員： 総合計画のつくりは単年掛ける 10 年をやる計画ではないと思うので

すが，単年度でやるのであれば単年で評価すればいいのであって，それを 10 年やって総合

計画にするというのは違う話だと思います。1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年生でこういうこと

をやりましょうというのと，大学に行かせましょうというのは全然違う話で，そこが合わ

ないと思うのですが。 

○風見会長： 今の意見は，単年度積み上げではなくて 10 年後どうするのかというのを 1 年

ごとに審査しなければならないということです。御理解いただいていますよね。 

○市民協働推進部政策課長： こういった計画を出しますと，評価，検証が裏にはあると認識

しております。また，氏家委員からあったお話は，総合計画を推進するに当たっての財源

であったり，評価であったりを考えなさいという御提言であったと理解いたしました。 

実は，今総合計画とあわせまして行政改革大綱というものも作成しております。副会長

からもお話がありました経営的視点，人口が減っていく中で事業を行っていくには当然経

営的な視点が必要でしょうという部分で，これとあわせて行政改革大綱と集中改革プラン，

こちらを 3 年間で取り組みます。あすからの住民説明会にはこの 2 つを合わせて市民の方

にわかりやすく説明しようと思っているところでございます。 

○風見会長： 今の議論については，1 つ重要な御説明だと思いますけれども，総合計画は 10

年後を考えて見直し期間を 5年とするのですが，純粋に言えば 1年 1年見直したいのです。

その際 1 年 1 年が単年度の評価ではなくて，10 年後の目標を達成するためにその年どこま

でできているのかという判断をしてくれということだと思いますので，御理解いただいて

おりますか。 

○市民協働推進部政策課長： 済みません。回答の方向が違っておりました。 

総合計画はまちづくりの計画ですので，単年度でできるような計画の示し方はしており

ません。大崎市の特徴なのですが，10 年後の望ましい姿というのは行政も市民もみんなが

目標とする姿で間違いありませんよねというのを示しております。この 10 年後の姿をつく
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るのに市民検討会議を行いまして，その下にある主な取り組みというのは行政がすること

を述べ，地域自治組織や組織団体の方は自分のできる範囲で行政と一緒にやっていきまし

ょうというのが総合計画のつくりになっています。 

○風見会長： ありがとうございます。 

まだまだ審議をしたいところではございますが，時間が大幅におくれておりまして，と

ても重要な会ですのでお許しいただければと思います。今の集中審議をまとめると，総合

計画が地域全体の計画であると同時に行政の計画でもあるので，努力を含めた財政を見据

えた上での優先順位がしっかりした実行計画をつくることだと思います。ただ，その実行

計画が単年度ではなくて長期的な計画，10 年後の目標を達成するために 5 年後 3 年後何を

達成していればいいのか最初に決めないと評価できないので，長期的計画を実現するため

の市の最上位の計画ですから，これに従って各計画があるのでその方向がぶれないように

していただいて，横断的，有機的にやっていただきたいと思います。市民の方々に御参加，

御理解していただく機会を得ながら，みんなが団結してつくっていただかないと実現して

いかないと思います。 

あすからいよいよ説明会ですから，それぞれが実現できるように皆さんに御説明いただ

きたいと思いますし，行政，事務局のほうも一番大きな計画ですので，皆さんの意見を受

けとめていただいたと思いますので，それを受けて邁進していただきたいと思います。 

○市長： 御審議並びに貴重な御意見ありがとうございました。 

中間案についていろいろな御意見をいただきました。あすから各地域での地域懇談会も

含めてまとめてまいりたいと思っております。この総合計画は市民と協働でつくり上げて

いく，大崎市全体のグランドデザイン，羅針盤的な役割でございますので，市民目線や地

域目線あるいは外目線で正していかなければなりませんし，御指摘をいただいております

ように地方自治も経営の時代であります。そして，それを実現していく目標値，目標管理，

PDCA をしっかりと実行していくことの大切さを改めて御指摘をいただきました。あわせ

て進行しています「産業振興計画」や「行政改革大綱」は産業や雇用をどのように進める

か，あるいは仕事の仕方をどのように変えていくかということもあわせて 3 点セットで，

あすから地域の皆様と意見交換をしてまいりたいと思います。今後とも，御指導いただき

ますよう申し上げまして，ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 

○風見会長： 時間が大分超過してしまい大変申しわけありません。 

きょうが地域に出る前の最終でもあります。きょうの意見を踏まえて事務局には御負担

おかけしますが，先ほどの長期的な視点と各部局間の有機的，横断的な連携ができるよう

にこの後ぜひじっくりと御相談いただいて，地域の人々と一緒にわかりやすく伝えられる

ように最後の頑張りをしていただきたいと思います。 

議論の時間が十分でない部分もあったかと思います。ぜひメールや電話，直談判含めて

御発言いただければと思いますので，よろしくお願いいたします。ここまで御審議ありが

とうございました。 
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（２）その他 

  ・事務局より次回会議日程について下記のとおり提案し，了承をいただいた。 

   ○次回会議日程   

日 時  平成 28 年 11 月 10 日（木） 午後 1 時 30 分～ 

    場 所  大崎市役所 本庁舎北会議室 2 階 

・事務局より住民説明懇談会について説明を行った。 

 

5 閉 会 

 

以 上 


