
 
 
 
 
 
 

１１月２０日にスタートした「きたかみ未来創造会議」。 

総合計画（基本構想）の策定に向け、１２月８日（月）に

開催された第２回会議から、具体的な検討に入りました。 

 

■第２回「きたかみ未来創造会議」の概要 

はじめに、望ましい会議のあり方や参加者の期待について、

第１回会議で話し合った内容を振り返りました。 

そして、参加者の意向を踏まえ、今後の会議（第５回まで）

の進め方について説明がされた後、いよいよ会議本番へ。 

 

今回のテーマは≪北上市の現状把握≫「～北上市の良いと

ころ、改善するところ～をみつけよう」です。 

これから、北上市の将来像を検討するために、北上市の現

状をしっかりと理解することを目的としています。 

 

まず、市の政策企画課より、現在の北上市を取り巻く社会

情勢と、北上市の人口や福祉、産業、財政状況など、統計デ

ータ等をもとに北上市の現状について説明がありました。 

そして、現総合計画の評価として、「北上市の施策に関する

市民意識調査」から、市の施策に対する市民の皆さんの「満

足度」、「重要度」、「優先度」について、調査結果の説明を受

けました。 

 

その後、説明を受けた情報も踏まえ、会議に参加している

皆さんが「北上市をどのように感じているか」のグループワ

ークを行いました。 

６つのグループで「北上市のよいところ、改善するところ」

をポストイットに記入し、６つのカテゴリーに分類しました。 

 

各グループの成果をまとめた中間発表では、各グループの

特徴がでており、さまざまな北上のよいところ、そして課題

が共有されました。 

  
＜次回開催について ※お願い ＞ 

次回も引き続き、『北上市のよいところ、改善するところ』

の検討を行います。配布された資料、今回の会議内容を再確

認して頂き、また、ご家族やお仲間と一緒に考えて頂くなど、

現在の北上市の状況をより深めてみましょう！！ 
 
※次回開催   日時：１月１４日（水）１８時３０分～ 

        場所：市民交流プラザ 
 

○お問い合わせ 北上市政策企画課 ６４－２１１１ まで 
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○子育て支援機能が優れている

・出生率は県内1番

・子育支援が優れる

・小児科が多い

・子どもの検診が受けやすい

・民営の託児施設が多い

○医療の充実

・開業医が多い

○地域・民間の福祉活動

・授産施設の活動が活発

・「ふれあいデイサービス」が順調に機能

・高齢者施設が多い

強いところ・良いところ

○保育へのサポート

・保育園の不足

・０才児をみてくれる園が少ない

・保育所の待機児童が増えている

・託児費用 負担が大きい

・無認可の託児所が多い

○医療・健康づくりの環境

・県立病院の統合により市民の不安が強い

・福祉センター・健康管理センターが小さすぎる

・病院の先生が不在

○高齢者へのサポート

・ひとり暮し老人が多い

・介護にたずさわる専門職の不足

・介護施設の絶対数不足と施設間格差

・現状の介護福祉の賃金の向上、改善

弱いところ・改善するところ

○生涯学習の充実

・地域住民に先生に成りうる人材が多数

・小・中学校全てで読書ボランティアが立ちあが

り活動している。

・民間においても多くの生涯学習！

・地区交流センターの働きによる生涯学習の推進

○芸術・文化の充実

・さくらホール他の運営が素晴らしい

・１００をこえる美術団体がある。

○全国に誇れる民族芸能

・民族芸能村 鬼のやかた

・芸術文化活動が活発（鬼剣舞）

・民族芸能の宝庫。地域で保存に力を入れている

○歴史

・国見山廃寺の文化遺産

・歴史・文化がすばらしい

○大規模スポーツ施設の充実

・全国規模のスポーツ大会が多く開催

・スポーツ都市宣言の北上市

強いところ・良いところ

○生涯学習の環境

・文化施設：横の連携が足りない

・芸術鑑賞の入口が少ない

・（博物館等）文化施設が少ない

○高等教育の場がない

・大学がない

・高等教育場の不足

○学校施設の老朽化

・学校施設の老朽化

・財源不足から多くの施設の改修等が進まない

○学力の低下

・県内他市に比べて学力が低い

・学力水準 岩手県、北上市も学力が低い

・小学校のクラス当りの人数が多い

弱いところ・改善するところ

グループワーク：

北上市の「良いところ・改善するところ」を考えよう
（６つの班から代表的な意見を抽出）

『保健福祉』
健康・子育て・医療・高齢者福祉・
障がい者福祉 等

『教育文化』
学校教育・生涯学習・芸術文化・
スポーツ 等



  

○工業都市として企業誘致の成功

・工業団地の大きさ（数・規模）工業都市

・企業立地が多く、活力を感じる

・工業出荷額が県内一位

・情報系産業集積に努力している

・金型産業支援

○雇用環境の充実

・企業が多いので就職先が多く、若者が多い

・職業の選択肢の幅が多い

・転入者が多い

○農業

・農産物も県内の上位

○商業：大規模郊外店の進出

・大型店がしょっちゅうＯＰＥＮする

・ナショナルチェーン店の出店ラッシュ

○商業：市街地の活性化

・中心に百貨店

・十字路商店街の結集と団結

○飲食店の充実

・飲み屋が多い

・夜はにぎやかな感じがする

○建設ラッシュ

・新しくマンション・アパート・ホテルなどの

建てものが増えてきた。

・住宅・マンションの増加の傾向

強いところ・良いところ

○工業中心の産業構造

・産業振興が工業に偏重している

・誘致企業政策を安易に推進したのでは。負の

部分大に。

○雇用が不安定

・工業は発達しているが選びたい職種がない。

・正規雇用が少ないのでは？（派遣）

・雇用に頼り自営が減少

・誘致企業に頼りすぎ（景気に動かされやすい）

○農業の維持

・農業の担い手問題及び現状の農業維持問題

・農業従事者の高齢化

・グリンツーリズム等、農政に関して取り組み

・農家人口の減少に伴い遊休地が多い

・農業、林業の保全推進が進んでいない

・農業政策に夢、希望が感じられない

・農業の後継者が減少している

○市街地の空洞化

・中心市街地の空洞化

・中心商店街が6時には閉店する

・中心市街地の空き店舗が多いように感じる。

・北上駅前の開発がよくない

○観光

・観光地としてのPRが弱い

・北上と言えばこれ！と言える特産品が少ない

・通年観光の目玉がない

弱いところ・改善するところ

○ゴミ対策

・ごみの有料化については、全国の流れ、北上市

は県内初の有料化を実施

・ゴミ有料化は良いと思う。※感心度が高く意識

も向上した。

○防犯対策

・防犯メールでリアルタイムで情報が入る

・こども１１０番など地域と学校が共に活動

○豊かな自然

・水と緑が豊か

・ちょっと車で走れば原始の自然が楽しめる

・お米がおいしいし、清水もおいしい

強いところ・良いところ

○ゴミ対策

・ゴミを減らす取組が依然弱い

・有料化の前に減量対策にもっと力を入れてほし

かった（有料＝減量？）

・ゴミの不法投棄

○温暖化対策

・温暖化防止としての森林・ゴミ問題の点が論じ

られていない

・車中心の生活なため、CO₂削減が難しい

・低炭素社会構築と云う 大目標が見あたらない

○自然環境の減少

・開発で緑地帯が猛スピードで失われている

・北上市は、水とみどりのキャッチフレーズに

あったまちづくりに徹してもらいたい

・企業集積が高い為、公害等が発生する危険性も

弱いところ・改善するところ

『産業雇用』 農林漁業・工業・商業・観光（娯楽）・雇用対策 等

『生活環境』
自然環境・ゴミ対策・治安 等



  

○市街地整備

・比較的、道路整備が整っている（施設等）

・上下水道整備率が高い

・広々＆美しい公園がある

・衛生面で、以前は嫁がなかなか来られなかった

が、下水道等の完備で問題が解消されたと思う。

○高速交通の整備

・新幹線と在来線の駅舎が同じ

・高速道Ｉ・Ｃが３つもある

・道路交通網の拠点となっている

・高速交通体系の要衝

○地域交通・道路

・コミュニティバスがある

・主要道の除雪は他市町村より良い

○防災

・自治防災組織が整備された

・地域の実態に合わせていく体制

・災害が少ない

・北上市は火事が少ないのがよい。消防関係者が

頑張っている。

強いところ・良いところ

○市街地整備

・土地利用上の空き

・下水道関係でこれから着工する所が遅れている

・街中の下水が活用されない。

・乱開発の制御（行政）

・北上病院の跡地の有効な資源の活用問題

○公共交通

・主要道路から外れると公共交通機関が不便

・自家用車に依存し、公共交通機関を利用しない

・通院のための交通機関がないところがある

・行きたい場所見たい所へ行くアクセスが不便

・新建設病院への公共交通がない

○道路

・生活道路の整備が遅れている（特に東部地域）

・学校周辺の道路整備（歩道）

・街中の除雪をしない

○防災

・高齢者の救助等地域での対策が遅れている。

・自治防災組織はできたが、マニュアルに沿った

つくり方で実態に合わないものが…

・防災拠点内の情報ネットワークがない

・川の増水で水没地区が多い

○景観への取り組み

・景観への取り組みが遅れた

弱いところ・改善するところ

○北上の特徴

・転入者を受け入れやすい市民性

・他所の人を素直に受け入れる人間性

・人口が増えている

○地域の積極的な取り組み

・地域の特色ある取り組みが良い

・地域のつながりが強く、支えあう基盤がある

・地域でワークショップが開かれている

○協働によるまちづくり

・協働 広く意見を求める

・市民と行政等の地域のビジョンの共有が前向き

で有り、期待を持つ事ができる

・きたかみ未来創造会議がある。

○市役所の取り組み

・民意尊重で重要度、優先度を位置付け、決めよ

うとしている

・行政改革が前向き

強いところ・良いところ

○協働・まちづくりの壁

・若い世代が無関心

・地域住民は、人まかせに考えている人が多い

・工業生産に関わる従業員増にともなう地域との

関わりが希薄になっている。

・まちづくり活動への参加意識が小さい

・行政マンのＮＰＯ参加が少ない

○地域間の格差

・地域の中でも中心部と農村部での温度差がある

・周辺部に厳しい政策になっている

○行政投資のムダ

・投資のしすぎ ・工業団地、住宅団地

・行政が夢を追いすぎる（ムダに金を使う）

○市役所の体制

・リーダーの育成、行動力の育成が必要

・情報ネットワークが弱い

・公営企業会計の取り組み

弱いところ・改善するところ

『推進体制』 地域づくり・協働・行財政 等

『地域整備』
都市基盤・道路整備・公共交通・防災・
景観 等



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   １班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康 

子育て 

医療 

高齢者 

障がい者福祉 

等 

・人口が増加している 
・人口の増加 
・小児科が多い 
・中部病院へのアクセスが良くなる 
・医院の数は多いかな 

・“１０年間の計画となれば”高齢者の医療
の問題が発生 

・隣り組？子育て支援（コミュニケーション） 
・ひとり暮し老人が多い 
・高齢者の独立支援（郊外型） 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

・民族芸能が多い 
・教育・文化 文化財、芸術文化活動  

民族芸能村 鬼のやかた etc 
・各種学校欲しい（若者増やすため） 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

・各企業進出 
・中心に SC（百貨店） 
・工業に関しては県内一と思われる 
・職業の選択肢の幅が多い 
・転入者が多い 
・企業が多く、働く場所がある 
・企業誘致 

・高齢者が多くなれば農業の担い手問題及び
現状の農業維持問題 

・グリンツーリズム等、農政に関して取組が
見られない。 

・農林業と工業関係のレンケイが少なく感じ
られる。 

・旧市街地の商業集せき 
・中心市街地の空洞化 
・進出企業に対するルール 
・工業は発達しているが選びたい職種がな

い。幅広い職種が必要。 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

・地域整備 自主防災等、地域の実態に合わ
せていく体制はよい 

・交通の利便性 

・主要道路から外れると公共交通機関が不便 
・学校周辺の道路整備（歩道） 
・地域によっては災害時発生した場合の道路

の整備が必要な地区がある 
・下水道関係でこれから着工する所が遅れて

いる（資金問題）特に農集排事業 

○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

・ゴミ問題に関して取組は県内一。手法等は
別として 

・散歩する場所が多い 
 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

・地域づくり 考え方等、分権を先取りする
形  

・協働 広く意見を求める 
・市長がすばらしい 

・人口増に対処。徴収の仕組を条例化。工業
生産に関わる従業員増にともなう地域と
の関わりがきはくになっている。これは市
民税、区会費の収入にも影響。 

・投資のしすぎ ・工業団地、住宅団地 
・市のキャッチフレーズ 個性のあるもの 
・個人情報の観点から思うように地域のコミ

ュニティを作ることができない 
・基本計画 国・県から横並びの項目が有り

期待を持たせている。実現実行性のあるも
のに進めたい 

 

  



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   ２班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康・子育て 

医療 

高齢者 

○高齢者のマンパワー、施設は充実 
・老人が多い 
・高齢者施設が多い 
・学童保育所がある事は良い 

・〈保健〉 医療問題は先が見えず、不安増幅
（?）している 

・０才児をみてくれる園が少ない 
・心に関する障がい児が増加 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

○施設の充実 機会も多い 
・施設整備が成されている。 
・民間においても多くの生涯学習！ 
・生涯学習の機会、希望する学習が行なえる

環境となっている 
・さくらホール他の運営素晴らしい。 
・全国規模のスポーツ大会が多く開催 
・郷土芸能（全国に誇れる）がある！ 
・民族芸能 各地域で保存に力を入れている 
・１００をこえる美術団体がある。・地域住民

に先生に成りうる人材が多数 
・学校と地域の連携 郷土芸能 詩歌 
・小・中学校全てで読書ボランティアが立ち

あがり活動している。（お母さん方のエネル
ギーはすごい） 

○学校施設の老朽化 
・学校施設の老朽化 
・財源不足から多くの施設の改修等が進まな  

い 
・国県予算の削減の施設の維持管理が大変 
 
・文化施設：横の連携が足りない 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

○企業・農業 飲み屋が多い 
・工業団地の大きさ（数・規模）工業都市 
・企業が多い 
 
・貸し農園がある 
・飲み屋が多い 

・農家人口の減少に伴い遊休地が多い。活用
の対策が必要と思う。 

・中心市街地の空き店舗が多いように感じる。 
・〈産業・雇用〉 誘致企業政策を安易に推進

したのでは。負の部分大に。 
・企業の進出に大きく左右される。 
・製造業が突出！ 
○観光 
・若い人に北上紹介 夏油とか温泉ぐらい 
・観光地としての PR が弱い 
・観光 PR がマンネリ化。（夏まつり等） 
・名物（サトイモコロッケなど…）北上市の

PR がもっと必要かもしれないです。 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

○道路・公園が整っている 災害が少ない 
・比較的、道路整備が整っている（施設等） 
・コミュニティバスがある 
・主要道の除雪は他市町村より良い 
・広々＆美しい公園がある 
・自治防災組織が整備された 
・災害が少ない 

・自治防災組織はできたが、マニュアルに沿
ったつくり方で実態に合わないものが… 

○自家用車に依存し、公共交通機関を利用し
ていない 

・〈地域基盤〉 温暖化対策に公共交通利用
となっているがバス線などで逆行 

・公共交通機関が少ない 
・自家用車に依存している 

○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

○防犯・ゴミ対策が進んでいる 
・暴力団に強い 
・防犯メールでリアルタイムで情報が入る 
・こども 110 番等地域と学校が共に活動 
・コンビニが多い 
・下水道普及率が高い方？ 
・先にゴミ対策について取り組んだ。（実施） 
・ゴミ有料化は良いと思う。※感心度が高く

意識も向上した。 

○ゴミ有料化の表と裏 
・〈生活環境〉 温暖化防止としての森林・

ゴミ問題の点が論じられていない 
・ゴミ対策 有料化の前に減量対策にもっと

力を入れてほしかった（有料＝減量？） 
・ゴミへのマナーが悪い 
 
・車中心の生活なため、CO₂削減が難しい 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

○地域の取り組みが良い 
・地域の特色ある取り組みが良い お滝、さ

といも祭りなど 
・地域のつながりが強く、支えあう基盤があ

る（ように感じてます） 
・きたかみ未来創造会議がある。 

・〈推進体制〉 いわゆる低炭素社会構築と
云う 大目標が見あたらない 

・協働について 企業（特に地域と共にある
事業所等）にも PR？広めてほしい 

・若い世代が無関心 
・地域の中でも中心部と農村部での温度差が

ある 



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   ３班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康 

子育て 

医療 

高齢者 

障がい者福祉 

等 

○福祉の充実 
・授産施設の活動が活発（療育センター） 
・学童保育施設ががんばっている 
・各行政区に立ち上げた「ふれあいデイサービ

ス」が順調に機能している（７０才以上の介
護サービスを受けない者） 

・お年寄りの世話 行政もよい 
・子育て支援センターも多く、ボランティアで

運営されている 
・開業医が多いと思う 

○サービスの偏在 
・病院の先生が不在 
・少子高齢化 
・福祉センター（建物）小さすぎる（健康管

理センター） 
・保育園の不足 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

○文化の充実 
・伝統芸能を伝える姿勢が見える 
・さくらホール 
・文化施設、公園施設の整備が進んだ 
・文化行政の充実 
・唯一の（東北）公認陸上競技場がある 
・企業 北上市は産業がうまくいっている。経

営者が強いのだと思う。 

○PR・活用 
・学校、大学等がない 
・大学、短大が無い 
・子供を安心して、育てられる地域にした

い。 
・子供達が大人（私達）の話しをききたがら

ない 
・スポーツ偏重 文化面への評価が低い 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

○工業 
・企業数、出荷数が多い 
・工業出荷額が県内一位 農産物も県内上位 
・企業立地が多く、活力を感じる 
・企業が多いので就職先が多く、若者が多い。 
・異業種 多業種 不況に強い（？） 
・農業生産額が多い 
・働く場はある 
・企業誘致は雇用問題で も良いことだ。（反

面環境面からの問題も充分であるべきだ） 
・春夏秋冬と観光資源に事欠かない 

○農・観光 
・商業が活動 
・市街地のにぎわいが少ない 
・農業従事者の高齢化 
 
・展勝地せまい 開花とゴールデンウィーク

とあわない 
・通年型観光がない 
・物産のアピールが弱い 
・市外への北上の魅力の PR が下手？ 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

○立地の強み 
・道路交通網の拠点となっている 
・交通の便（新幹線・高速道路）が良い 
・インフラが整備されていてくらしやすい 
・交通の利 
・新幹線と在来が合心かつ高速 IC も２つあり、

アクセスがいい 
・展勝地の桜 

○計画的な発展 
・市街地が空洞化 
・市街地へのアクセス方法に格差があるよう 

な 
・土地利用上の空き 
・防災意識の高まりがどこまで…？組織にむ

すびつく？ 

○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

○行政の充実 
・ごみの有料化については、全国の流れ、北上

市は県内初の有料化を実施 
・衛生面で、以前は嫁がなかなか来られなかっ

たが、下水道・農集排の完備で問題が解消さ
れたと思う。 

・北上市は火事が少ないのがよい。消防関係者
が頑張っている。 

・自然が多い 

○自然環境の減少 
・企業集積が高い為、公害等が発生する危険

性も高い 
・開発、開発で緑地帯が猛スピードで失われ

ている 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

○地域のつながり 
・地域の活動が強い 
・地域活動がさかん 
・１６地区に自治組織があって独自の地域づく

りにチャレンジしている 
・市民活動の活発さ 
・転入者を歓迎してくれるよい人がらの人が多

い 

○つながりの減少 
・女性が参加出来るようなシクミ作り不足 
・女性が少ない 
・中心部と周辺部の交流の機会がみえない？ 
・老若男女の異世代交流の機会がみえない？  
・特定の人達のみ参加 
・行事（イベント）に参加する人が少ない（交

流センターも同じ） 
・ホームページがわかりにくい（市） 
・となりどうしの交流（つきあい）が年々少

なくなってきている。 



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   ４班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康 

子育て 

医療 

高齢者 

障がい者福祉 

等 

○子供が多い 
・出生率は県内 1 番 
・出生数は県内 2 番 
・検診が受けやすい（子どもの） 
・行政情報の手話番組ある 
・乳幼児の相談ができる 
・民営の託児施設が多い 
・子育支援が優れる 

・保育所が少ない 
・子育て中の若いパパママ お金がない 
・無認可の託児所が多い（認可だといいなー） 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

・スポーツ施設が市街地にある 
・教育文化 郷土芸能の祭りの定着化 
・芸術文化活動が活発（鬼剣舞） 
・詩歌文学館 歌碑多い 
・全員市内の高校に入れる 
・学校の数が多い 
・生涯学習の充実 

・文化施設が少ない 市街地にほしい 
・大学がない 
・県内他市に比べて学力が低い 
・情報発信のあり方 
・教育の充実 高等教育場の不足 社会教育 
・プールがない 総合体育施設の見直し 
・小学校のクラス当りの人数が多い（二子小） 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

○工業強い 
・企業の受け入れ体勢整う 用地・支援 
・金型産業支援 
・情報系産業集積に努力している  
・企業誘致が強い 
・人口が増えている 
・大型店がしょっちゅうＯＰＥＮする 
・無尽が多い 
・夜はにぎやかな感じがする。・市有施設のス

キー場（夏油）がある  

・働いていても不安定雇用がふえている 
・中心商店街が 6 時には閉店する等やる気

がない。 
・事務系の仕事が少ない。（人材流出） 
・工業団地など売る土地がたくさんあるが売

れない。 
・正規雇用が少ないのでは？（派遣） 
・産業雇用 農林 林業の保全推進が進んで

いない 環境にも配慮して 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

○インフラ進んでいる 
・新幹線と在来線の駅舎が同じ 
・新幹線の本数が少ない（ハヤテタイプ） 
・高速道Ｉ・Ｃが３つもある 
 
・地域整備 景観 先人達の整備有っての今 

○交通弱い 
・田舎から町中への交通手段がなくなった 

バスの廃止 
・通院のための交通機関がないところがある 
・新幹線が止まるがハヤテ少ない 
・街中の下水が活用されない。 
（水洗化率７８．７％） 
・汚水処理について 方向性を明確に 

公共下水 農業集落排水 合併処理 
○防災体制づくり 
・自主防災組織の確立（現在、区毎になって

いるが 16 地域毎の統括部署が必要） 
・防災拠点内の情報ネットワークがない 
・乱開発の制御（行政） 

○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

○自然がいっぱい 
・ちょっと車で走れば原始の自然が楽しめる 
・お米がおいしいし、清水もおいしい（水道

水は除く） 
・生活環境がよい 

・生活環境 ゴミ対策 消費者と製造者・小
売との関係 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

・地域でワークショップが開かれている 
・しっかりした町内会活動 
・民意尊重で重要度、優先度を位置付け、決

めようとしている 
・県内他市にくらべて活気がある 

・行政が夢を見すぎる ムダに金を使う 
・情報ネットワークが弱い 
・推進体制 行財政  

公営企業会計の取り組み 特に３事業 
・推進体制 地域づくり  

リーダーの育成 行動力の育成 
・民意尊重で重要度、優先度を位置（決めよ

うと）付けしている⇒行政 or 立法側の意
識の確認が必要 市民アンケートと同様
に行ってみると真の姿がみえるのでは？ 

・アンケートのとり方に工夫 
・市民憲章に帰える （気位と使命感） 



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   ５班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康 

子育て 

医療 

高齢者 

障がい者福祉 

等 

 

○医療 
・県立病院の統合により市民の不安が強い。

より早い説明を（市民に） 
・医療関係の思いやりが少ない 
・きん急を用しない人が救急車を利用する人

が多くなっている 
・一人暮しの老人が増えた 
○子育支援 
・子育支援の施設がまだ足りない 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

・小学生からろうあ者への対応、手話などの
教育があるとよい 

・芸術、文化 詩歌文学館 サクラホールな
ど整備され、文化の向上に役立っている 

・さくらホールはよそに自慢できる施設 
・地区交流センターの働きにより生涯学習の

推進がよくなれている 
・交流センターでは生涯学習その他活発にな

ってきている 

・スポーツ 中学校のスポーツ競技力が他市
町村にくらべて低い 

・学力水準 岩手県、北上市も学力が低い 
・教育部門に厳しい政策になっている 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

○企業 
・企業数が多い（働く場が多い） 
・企業に対しての支援は手厚い 

・商店街のドーナツ化で、シャッターがおり
ている所が多い 

・北上駅前の開発がよくない 
・山林が手つかずになっている（ハイキング

コース等も） 
・産業振興が工業に偏重している 
・年間を通して集客できる施設が少ない 
・「北上と言えばこれ！」と言える特産品が

少ない 
・農業政策に夢、希望が感じられない 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

○公園 
・市立公園の整備が進められようとしている 
・交通の便が他の市町村と比較して非常によ  

い  

○公共交通 
・住み良いまち 行きたい場所見たい所へ行
くアクセスが不便（整備が弱い） 
・公共交通網の不足 
・車がないと生活できない 
・ボランティアタクシーが必要とされる 
・新建設病院への公共交通がない、利用する

交通がない 
・新病院をじゅん回するバスがほしい 
・災害対策 一人居、高齢者の救助など地域

での対策が遅れている。（自治防災組織が
組織されても） 

○公園 
・天勝地は県の指定地公園に出来るように運

動してほしい 
・子供と遊ぶ遊具施設のある公園が少ない 
・景観への取組が遅れた 

○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

・自然の多さと都市機能のバランスがある程
度とれている 

・ゴミを減らす取組が依然弱い 
・ゴミ対策が悪い（発想の切り替えが必要で

はないか?） 
・雪が多い、支障が出る 
・北上市は、水とみどりのキャッチフレーズ

にあったまちづくりに徹してもらいたい 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

・市民と行政等の地域のビジョンの共有が前
向きで有り、きたいを持つ事が。 

○その他 
・ネームバリューが高い（他県の会議では必

ずほめられる いい気分？） 

・地域住民はまだ、人まかせに考えている人
が多い 

・周辺部に厳しい政策になっている 
・市庁舎建設予定地が無駄使いのようだ 



第２回 きたかみ未来創造会議 『北上市の良いところ、改善するところとは？』   ６班   

 「強いところ・良いところ」 「弱いところ・改善するところ」 

○保健福祉 

健康 

子育て 

医療 

高齢者 

障がい者福祉 

等 

・医療が整っている 
・合計特殊出生率が他よりも高い 
・ベビーホームの増加 

○介護福祉 
・市内の介護施設  
 ・絶対数不足・施設間の格差 
・介護にたずさわる専門職の不足  

特に（療法士）リハビリ関係 
・現状の介護福祉の賃金の向上、改善 
○保育環境 
・保育所の待機児童が増えている 
・託児費用 負担が大きい 
・子育て環境をもう少し強化すべき 
・歩行者が少ない（健康面） 

○教育文化 

学校教育 

生涯学習 

芸術文化 

スポーツ 等 

・生涯学習への取り組みが活発 
・スポーツ都市宣言の北上市 
○歴史・文化 
・民族芸能の伝承に力が入ってる 
・伝統芸能が活発 
・国見山廃寺の文化遺産 
・歴史・文化がすばらしい 

・芸術鑑賞の入口が少ない 
・市民の芸能文化に対する、文化の意識の浸透

度がいま一つもの足りない。 
・心の豊かさがふくらんでいない 

○産業雇用 

農林漁業 

工業 

商業 

観光（娯楽） 

雇用対策 等 

○工業 
・工業都市である 他市より 
・工業人口が増加している。産業都市として

発展している。 
・工業の企業誘致に強い 
・工業都市としての発展展開 
・工業・企業活動が活発 
・企業が多くあり、雇用の場がある 
○商業 
・青柳町 
・２４時間営業店が多い 
・十字路商店街の結集と団結 
・ナショナルチェーン店の出店ラッシュ 
○マンション・ホテル 
・新しくマンション・アパート・ホテルなど

の建てものが増えてきた。 
・マンション、ホテルが建っている 
・住宅・マンションの増加の傾向 
・ビジネスホテル等が多く市外から来やすい。 

・農業の後継者が減少している。農村部の悲鳴
である。 

・農業地域の人口が減少 
・ＪＡ合併は広域すぎる 
・農業耕作者が減ってきている 
・農業の担い手不足 
・誘致企業に頼りすぎ（景気に動かされやすい） 
・障がい者雇用促進の現状の厳しさ 
・展勝地の桜まつり⇒計画的に大々的に 
・夏の芸能まつり「祭り」でない。（見る祭りで

終っている 参加する祭りに） 
・通年観光の目玉がない 
・中心市街地の低迷 
・中心市街地で空き店舗が増えてきている 
・中心商店街の活性化 
・商店街の活性化 
・街のにぎわいが少ない 
・雇用に頼り自営が減少 

○地域整備 

道路 

公共交通 

防災 

景観 等 

・高速交通体系の要衝 
・上下水道整備率が高い 

・生活道路の整備が遅れている 特に東部地域
に言えることである 

・市内を移動するとき時間がかかる。もっとス
ムーズにならないか。中心部、東西南北 

・公共交通機関が少ないので、もっと充実すべ
きである 

・バスなどの公共交通が衰退している 
・子どもの通学が大変 
・バスがない 
・街中の除雪をしない 
・川の増水で水没地区が多い 
・街路灯維持・管理上の住民負担増 
・北上病院の跡地の有効な資源の活用問題 
・北上らしい景観は春だけ？しかない 



○生活環境 

自然環境 

ゴミ対策 

治安 等 

○豊かな自然 
・自然が豊か 
・水と緑が豊か 

・ハケン業 住民登録をしてない方の増加 
・ごみの手数化に伴い、市民の税の負担が増え

てきた 
・ゴミの不法投棄 ゴミＧメンの法制化を 
・山口組系などやくざの台頭 

○推進体制 

地域づくり 

協働 

行財政 等 

・行政地域の建物が多い 
・行政改革が前向き 
・自治振興協議会の存在 
・人口が増えている 
・人口が微弱ながらも増加している（減少し

ていない） 
・転入者を受け入れやすい市民性 
・他所の人を素直に受け入れる人間性 
・リボンシャワー募金の取り組み 

・まちづくり活動への参加意識が小さい 
・行政マンのＮＰＯ参加が少ない 

 

＜ふりかえりシートから＞

○グループの中で計画的な都市計画の話しでコ

ンパクトシティーがあった。 

もう少しこの事について議論してみたい。 

 

○前回欠席でしたが、今回出席して良い所、改

善すべき所の問題をスムーズに書けて、良か

ったと思う。今後がたのしみである。 

 

○様々な課題が多く出て来ているので、どのよ

うに対応するかを話し合うのが楽しみです。 

 

○各班によって、微ミョウに意見がことなって

いるのが、おもしろい 

 

○強いところはすぐにうかんだのに、弱いとこ

ろがうかばないところが市の職員としてどん

なものかと思った。 

 

○まちが発達する一方、その反面で、出てくる

障害もある。 

 

○次回からの討論に期待！！ 

 

○北上市の強いところ、良いところ、弱いとこ

ろについて、事前の説明資料と班、検討で悩

んだことは、強い・良いは結果として裏腹で

あり、雇用、人口増に伴う地域との交流の希

薄、犯罪の増加があり、１０年先の北上づく

りはこのような点を見つめてさらに強化する

ことにあると思いました。 

 

○市としての も重要な骨格を決めるべきと考

えるが。 

 

○長く住んでいると、住んでいる所の良い点が

あたりまえになり、不満のある部分が目につ

いてくるような気がする。 

 

○・普段、問題意識を持って生活していないこ

とを痛感させられた。 

 ・中身のこい話し合いをするためには、知識

が必要だということをひしひしと感じた。 

 

○・以外と問題点が見えてないんだなと思った。

（感心がないものかな？） 

 ・満足データを見る限り、文化財の継承と芸

術文化活動の展開は必要ないのか？（重要

度が低い） 

 

○悪いところばかりみてしまいがち。意外と良

いところも多かった。 

 

○なかなか思った事が意見としてまとまらなか

った。 

 

○強いところ、弱いところ、もっと自分なりに

出せるかと思っていましたが、そんなに出て

きませんでした。次回までに周りの人達から

も聞きとりしながら情報集めたいと思います。 

 



○今までは、自分の地域の事だけ考えてきまし

たが、今日は北上市全体について考えること

が出来ました。また、他の班の発表も聞き、

参考になりました。 

 

○５班は欠席者が４人。初会にみんな頑張って

参加しようと話し合ったのに。やっぱり忙し

いんだなと実感した。 

せっかく準備された「総合計画基本構想検討シ

ート、北上市の現状」これを全員の中に時間を

とって頭に入ったところで、話し合いに入れば

実のある北上市の将来が画けるのではないか。 

資料の提供に感謝します。 

 

○相変わらず時間が厳しいけど、しょうがない

のかな。多分皆、もう少し皆と話しながら練

りたいなぁ、という感じをもっている。前回

から今回、今回から次回に発展するようにし

たいけど結構忘れそう。ワークシートを参照

するんだろうけど。だんだんメンツに馴染ん

でくればおもしろくなりそう。 

 

○５班に入って意見交換をしましたが多くの人

の意見を引き出せて良かったと思う。 

事前に資料をいただいていたのはよかった。 

仲間意識を高めるため、忘年会か新年会を計

画するのはダメ？（もちろん自己負担で） 

 

○自然景観について少なかった。 

 

○あらためて「良い所・悪い所」を挙げてみる

と、日頃漠然と思っていたことが強み、弱み

として明確になって良かった。 

 

○・グループワークの時間が短かすぎる。事務

局の説明をもっと分かりやすく手短かに。 

 ・１グループの人数が多いと思う。 

 

○回を重ねるごとに、いよくのある中味が感じ

られて来ました。私自身が日頃の勉強が足り

ないため皆と足なみがそろわない悩みを感じ

ています。 

 

○今回は２回目。やや方向が見えてきたか。 

 

○北上市の強みと弱点を共有できたことは大変

良かったと思う。これを踏まえて、強みを伸

ばすのか、弱点を解決するのかが大きな方向

性になると思う。 

 

○初参加につき、よくわからないまま、進行し

ていく。なんとかなるかついていけるかな。 

 

○次回までに気がついた強み弱みを出したい。 

 

○全体的に共通する部分と、各班ごとの特徴が

あったことがよかった。共通部分と違う部分

を掘り下げていけばいいと思います。 

 

○ワークショップ形式で立場のかきねをこえて

参加者の皆様と実りのあるワークショップ発

表が楽しく感じられました。実りのあるワー

クショップの時間でした。私が想像していた

ワークショップよりは親しみを感じました。 

 

○・北上市の長所・短所が率直に発言できたこ

とが、今後の振興計画作成にプラスになる

のではないか。  

・市全体の意見であったが、この事が地域毎

の計画づくりにも貢献していくものと考え  

る。 

 

○・子育てや教育という未来の人的資源を育成

するという部門が弱いのかなーと思いまし

た。 

 ・北上市を考える時、県内や近隣市町村など

広範囲にみて、どんな特徴があるのか知ら

なければと思いました。その意味で統計資

料は少し不足でした。 

 

○きたかみの良い所、悪い所、議論しましたが、

私達につながりのある「人づくり」について

大変必要性を思った。 

 

○施策の４領域区分、じっくり検証してみる必

要があるような気がします。アンケートはあ

くまでアンケート、限界あること認識したい。 

 



○家に帰って、さらに〝強い・弱い〟を考えた

いと思います！ 

 

○いよいよ本番が始ったということで身が引き

しまる気持です。 

 

○今回は、だいぶ慣れてきてみんなから多くの

意見が出ました。 

 

○・ハード面は統計に表しやすい。 

ソフト面の内容を見逃してはならない。 

 ・実効ある政策に結びつく議論をしてほしい 

・情緒的な話ばかりにならないように、理論

的な裏付けがともなう結論がほしい。 

・財政的な面を考慮したものでなければ…。 

 

○・まず参加することを旨として参加した。 

・社会の潮流について出典を求めたのは眼下

の社会・政治情勢からして誤解を生起させ

ないように針を刺したものである。 

・次回から１８：００の開始にしてほしい。

場所を画一的でなく雪の影響を考えて駅の

近くを希望する。冬期間を配慮してほしい。 

 

○前回欠席してしまって流れについて十分理解

しないままの参加となったが、次回からは積

極的な意見を出していきたいと思っている。 

 

○同じ班・他の班の発表を聞いて、北上の事が

良く分かりました。勉強になりました。 

 

○課題に対し、知識・経験が不足したメンバー

では、どのような班分けをしても、一般論に

しかならないと感じる。ワークショップ形式

の欠点であると思う。 

 

○いよいよスタート。市役所の職員が多いのが

チョット気になったりします。引っ越してこ

られた方の意見が新鮮でした。 

 

○アンケート結果をどう活かすかむずかしい。 

 

○回を重ねる毎に解って来た 

 

○・楽しく出来ました。よかったです。 

 ・メンバー間の会話が少なかったのでちょっ

と残念でした。 

 ・当初のプランにあった「評価」については

いつ、行うのでしょうか？ 

 

○頭がかたくなっている。他の人の意見を聞い

て、やわらかくしたい。 

 

 

 


