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第 1 回総合計画審議会会議録 

 

日 時 平成 28 年 6 月 10 日（金） 午後 1 時 02 分～午後 3 時 02 分 

場 所 市役所東庁舎 5 階大会議室 

出席者 会田征子委員，風見正三委員，小玉順子委員，佐々木裕子委員，高橋俊裕委員， 

    山家稔委員，氏家茂委員，鈴木淳也委員，安部文秋委員，佐々木俊一委員， 

中川幸夫委員，松本信輔委員，小原文夫委員，鈴木眞子委員，小野則雄委員， 

    安倍優委員，太田孝委員 

欠席者 近江徹廣委員，髙橋喜一委員，髙橋日出夫委員 

事務局 伊藤市長，小田原副市長 

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，今野主査 

傍聴者 5 名（うち報道機関 2 名） 

内 容 下記記載のとおり。 

 

1 開 会 

 

2 委嘱状交付 

・総合計画審議会条例第 2 条第 2 項の規定により，市長より各委員に対し委嘱状を交付した。 

 

3 市長あいさつ 

○市長： きょうは暑い中での会議ということになりました。 

大崎市は 5 月からスーパークールビズを実施しておりますので，どうぞ楽なスタイルで臨んで

いただければと思います。 

昼のニュースによると，きょうは既に 27 度を記録しているようです。県内では真夏日となる

ところもあるのではないかと思います。ことしは空梅雤で，昨年と同様に大変暑い夏になるので

はないかとの気象庁の予報もございます。大変よいことではありますが，大崎耕土にとっては心

配な面もございます。 

きのう，石巻市にある北上川下流河川事務所が第 1 回目の渇水対策会議を開催しました。こと

しは暖冬で雪が尐なかったこと，暖かかったために雪解けが早かったことがあり，鳴子ダムや上

流のダムは例年の水位を下回り始めています。首都圏ではダムの水位が例年の 2 割ほどとなって

しまっているようですが，全国的に水不足により渇水対策が必要になるようでございます。こと

しはいつになく暖かいまま冬から春，夏と来たようでございます。もう尐々大崎耕土にお湿りが

ほしいのですが，雤ごいをして昨年の 9 月 11 日のように大変な大雤になると困りますので，ほ

どほどに念じているところでございます。 

お天気に触発されているのかどうか，さまざまな場所で冬眠から目覚めた熊が出没しており，

連日新聞でも報じられており，栗原市や鳴子・岩出山地域だけでなく，鹿島台や東大崎などにも

出没しているようです。幸い大崎に出没した熊は穏やかな性格のようで被害はございませんが，

他県は農作物などにも被害が出ており，一喜一憂しているところでございます。 

毎日慌ただしく，町も暮らしも動いているわけですが，大崎市も 3 月 31 日で合併から丸 10 年を迎
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えさせていただきました。今後 1 年間は 10 周年記念事業がメジロ押しとなっており，広報おおさき

でも三大事業のお知らせをしていこうと思っております。のど自慢であったり，大相撲であったり，

鑑定団であったり，子どもたち向けのさまざまなイベントであったりと，記念事業がスタートしてい

るわけですが，内外に向け，市民の皆様と一緒に大崎を大いに発信していこうと数々の取り組みをい

たしております。 

しかし，それ以上に大切に位置づけをしておりますのは，10 年を迎えたこの時期に，合併の原点に

立ち返ることでございます。この 10 年間を振り返る検証を行い，新たな 10 年の起点にしていきたい

と考え，市民の皆様とともに取り組んでいるところでございます。市民の皆様に見える形で大崎市の

新しい基本計画，指針となる総合計画をつくってまいります。 

また，並行して市民生活の最も大きな関心事の一つである産業振興計画や，合併の原点の一つであ

る行財政改革の大綱策定など，この 1 年間で新たな 10 年間のための規定づくりを進めていきたいと

思っております。 

最も基本をなす総合計画について，本日，委員の皆様に御委嘱を申し上げさせていただきました。

前回までの総合計画に引き続きの方もいらっしゃいますし，この 10 年間で大崎を取り巻く環境が大

きく変わった中，新たな視点で総合計画に御意見をいただきたく，新たにお入りいただいた方々もお

られます。御承知いただいておりますように，皆様にはこの大崎市のまちづくりに対し，多くの御指

導，御支援をいただいております。また，委員の方々でありますので，この 10 年間，大崎市とおつ

き合いいただいてきたわけでございます。 

合併以来，十年一日の如しということもありますが，原点として，合併の成功モデルを目指してい

きたいということで，各計画づくりをさせていただいたところでございました。合併時に市民の皆様

にお約束をいたしました 300 を超える新市建設計画もほとんどの事業については完成，あるいは事業

に着手させていただいております。市民意識調査などでも年々満足度が高まっており，合併効果がさ

まざまなところに出てきたのではないかと思っております。 

また，この 10 年間は合併の成功モデルを目指して取り組みを進めてまいりましたが，時として，

行政やまちづくりを阻害する大きな要因である大規模災害に何度か見舞われてしまいました。岩手・

宮城内陸地震や東日本大震災，昨年の 9 月 11 日の災害などありましたが，災害に対し常に市民の方々

と力を合わせて対応してきた 10 年間でもあったと思っています。 

また，合併した際の総合計画の大きな柱でもある「宝の都（くに）・大崎を」目指して「ずっとお

おさき，いつかはおおさき」というサブタイトルのように，20 万都市戦略を進めさせていただきまし

た。人口減尐時代を予見した中での取り組みでありますが，それを裏づける形で，近年，自治体消滅

の時代というショッキングな形で，地方創生がうたわれてきたところでございます。その地方創生を

先取りする形で 20 万都市戦略を進めてきたことも含め，この総合計画の大きな重点事業計画である

20 万都市戦略の棚卸しをしながら，地方創生の総合戦略も立ち上げ，いよいよことしが実践元年とな

ります。 

また，人口減尐に果敢に挑戦する大きな切り口として，観光振興を進めさせていただいております。

国も観光立国，インバウンドを目指しておりまして，観光資源に恵まれている大崎でも，昨年，観光

振興ビジョンを策定いたしました。ことしはそのアクションプラン元年としても位置づけております。

それらの総合的な取りまとめとしての指針となりますのが総合計画でございますので，あらゆる分野

で御指導をいただいてまいりました委員の方々に，このたび御就任いただいたところでございます。

この総合計画審議会の大切さ，新たな起点にしていく計画に対して，熱い思いで委員をお引き受けい
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ただき，ほとんどの委員の方に御出席をいただいております。改めて，委員をお引き受けいただきま

したことと，今後の審議に皆様のお力添えをいただけますことを心からお願い申し上げます。 

この後，委員の皆様に審議会を進める内容について御説明を申し上げながら，皆様と一緒に，大崎

市民が夢や希望を持って笑顔で暮らせるまちづくりの指針をしっかりとつくっていきたいと思って

おります。 

最後に，10 周年記念事業の委員として皆様にもお入りいただき進めてまいりました。多くの方々に

関心をお持ちいただいておりますが，実施のためにもう尐し御協力をいただきたい分野もあるようで

ございます。例えば，「開運なんでも鑑定団」の傍聴者は非常に多いが，出品者がほとんどいない。

大相撲のチケットの売れ行きが順調であり，入手できない方が出てくる可能性があるなどの問題がご

ざいます。お口添えなど，協力の御案内をさせていただき，本日の審議会に当たりましてのお願いの

ごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

4 会長，副会長の選任 

・総合計画審議会条例第 5 条第 1 項の規定により，本審議会の会長，副会長を選任するため，市

長を仮議長として選任した結果，下記のとおり決定した。 

  ○会 長  風見正三委員（宮城大学） 

  ○副会長  松本信輔委員（古川商工会議所） 

 

5 第 2 次大崎市総合計画の策定について諮問 

・総合計画審議会条例第 1 条の規定により，市長より風見会長に対し，第 2 次大崎市総合計画策

定についての諮問を行った。 

・事務局より，市長より諮問した第 2 次総合計画については，現在，策定作業を進めている状況

にあるため，次回以降に提示する旨を報告した。 

 

6 会長，副会長あいさつ 

○風見会長：ただいま皆様に選任いただきました。 

総合計画策定に当たって委員長をさせていただいた経緯もあるかと思います。学識経験者とい

うこともありますので，皆様の意見をまとめながら，会長職を謹んで受けさせていただきたいと

思います。 

大崎市では伊藤市長のリーダーシップによりまして，大きなチャレンジをしているところでご

ざいます。 

私は，都市計画審議会もあずかっておりますので，都市計画やまちづくりに関しては大きなチ

ャレンジ，さらに 10 周年という大きな境もあります。その中で総合計画とは何なのか。総合計

画は本当に広く，市長のお話にあった水の問題もあれば，道路や産業，教育，医療などさまざま

な分野があります。ある意味で自治体経営の中でかなめの戦略，施策となりますので，委員とし

て覚悟を持ってお受けしていきたいと思っています。 

何よりも大切なのは市民協働だと思います。前回の総合計画をつくるときもそうだったのです

が，市民に愛される，または実際に市民が活動する計画にしなければ，よく言う棚に上げたもち

ということになります。 
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大崎市にはとても美しい風土，にぎやかな町があり，何よりも人がとてもよいと思います。地

方創生の言葉に「まち，ひと，しごと」とあるが，順番としては「ひと，しごと，まち」なのだ

と思います。人がいて，人を育て，仕事があって初めて町ができます。我々のこれからの大きな

ミッションは，今まで培ってきた政策の積み上げを，10 周年ということで大きくＰＲして，実

際に実行していくことです。 

つくった計画はだれかに見てもらわなければ意味がありません。ぜひ，きょうは活発な議論を

いただきながら，政策を実際にモニタリングしていく，ＧＮＨ（幸福度指数）という言葉がある

のですが，大崎市の皆様が持続可能で幸せに生きていくための計画であらねばなりません。決意

を持って，任期 2 年間，皆様とともに尐しでもよい大崎市にできるように頑張っていきたいと思

います。皆様とまた熱い議論ができることを楽しみにしています。 

 

○松本副会長：きょうは天気が大変よく，大崎耕土も非常によく見渡せるわけですが，大変広い地

域で，合併 10 周年ということで，いろいろと市長初め行政の方々が新たなことにチャレンジす

る年度だと理解しております。 

副会長に選任いただきましたが，毎日追われる商売をやっているものですから，経済関係につ

いてさまざまな場で厳しいことを申し上げさせていただいております。これから皆さんとつくっ

ていく総合計画ですが，前回も風見先生と一緒につくらせていただきました。当時も申し上げま

したが，つくることが目的なのではなく，書いてあることを行政と力を合わせみんなでつくり上

げることが大切なのであります。 

地元のことだけではなく，世界経済も影響します。地方の都市でございますが，思いはあるが成果

がなかなか出ないと，先日市長から報告を受けました。10 年前とデータを比較したものを資料として

いただきましたが，さまざまな面でなかなか思いどおりにはいかないようでございます。 

商業関係は，残念ながら 464 億円の売り上げ減，工業関係はさまざまな努力もあり，何とか製造金

額で 413 億増，農業関係はすべて 10 年前を下回っております。いろいろと知恵を集め，この大崎に

とってどのような形が，みんなが住んでよかったと言える場所になるのか，ぜひ実現できる計画にな

ればと思っております。皆様の知恵を集めてよいものをつくりたいと思いますので，御協力いただけ

ればと思います。 

 

7 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）第 2 次総合計画の策定方針について 

・事務局より「大崎市総合計画審議会条例（資料 1）」，「第 2 次大崎市総合計画の策定方針（資

料 2），」「第 2 次総合計画策定のイメージ（資料 3）」「市民意識調査結果（平成 27 年度）（資

料 4）」について説明を行った。 

 

○風見会長：今後の策定スケジュールは，多くの市民参加をいただきながら，総合計画は推進しな

ければいけない。 

実際に優先順位を含めて実施計画をつくって，実行度合いをモニタリングしながら政策の効果

を見て，なおかつ重点的にいろいろなことを政策調整していくという大きな意味がある。 

これからいろいろな地域のまちづくりミーティング，パブリックコメントというものを踏まえ

て，本当に地域の方々に計画が届くように審議会としてやっていかなければならない。 



5 
 

総合的な意見と合併 10 年間ということを経て，今までの思いを振り返りながら，決意表明で

はないが，総合計画に対する期待を含めてごあいさつ，自己紹介を兼ねてお願いしたい。 

○会田委員： ボランティアのほうで，いろいろな場所に出向くことが多いので，その現場を自分

の目で見て，歩いてみて，聞いてという，現場経験者という形でお話しさせていただきたいと思

っている。 

今までの 10 年間の中で，自分の目で見て確かめてきたのは，もちろん全部計画したものが実

施して，よい方向に行くということだけではないが，本当に変わったなと，いい方向に行ってい

るなと思っている。 

ダイジェスト版の人口減尐が地域の将来に与える影響を見たときに，逆の発想で尐なくて豊か

になることは何だろうと，何かないかという発想などをしてみた。日本全国で減っているのだか

ら，ふやそう，ふやそうだけではきっと限界が来るのかなと。尐なくとも新しいものが生まれて

くることはないのかなと感じている。 

高円宮様にお会いすることがあった。本当に皇室はそういう丁寧さから人に好かれ，尊敬され

ているのかなと思った。総合計画のほうも，人づくりも，まちづくりも，いろいろな計画におい

て全部丁寧さが必要だと感じる。 

○小玉委員：大崎地域創造研究会では，地域コミュニティが活性化していくという願いを持って活

動をしており，その活動の最中に震災が起こって，さらにコミュニティを考える機会が多くなっ

た。特に，復興公営住宅が市内にたくさんできて，その人たちが地域のコミュニティになじむた

めにはどうしたらいいかということで，行政の関係者の皆様，それから社会福祉協議会，さまざ

まな関係者とステークホルダーの会議を持ち，孤独死をさせないということで活動をしている。

私どもは，話し合う協働のまちづくりの条例があるが，根本はすべて話し合うということだと認

識している。 

毎月 1 回，うちの事務所で夜に若い人たちが集まってくるナイトカフェという企画が 40 何回

になった。地域で若い人たちに会うと，「若い人たちの参画がないというけれども，実はおれた

ちの場所が意外とつくられていないんですよ」ということで，そういった方々のために実施して

いるところである。そこから考えると，生涯学習というキーワードで包含されてしまうのか，青

年層にとっては実態に合わないように思う。ここを危機感を持って重点課題に，人材育成の観点

でサポートするような文言が出てくればいいなと思っている。 

学校教育以外は社会教育と言われているように，社会教育が果たす役割はとても大きいはずだ

が，公民館が指定管理されて民間運営になり，その柱が行政側にも余りない。委託したからいい

というわけではなくて，人が育つという視点に重点を置いて計画づくりをしたらいいと思う。 

○佐々木委員：生まれてこのかた 50 年以上大崎市に住んでおり，子育ても 2 人とも大崎で終えて

いる。現在，仙台の職場に通っていて，みんなに「仙台市に住んだらいいさ」と言われるが，大

崎からずっと通いたいなと思い 1 時間以上かけて通っている。市長さんをずっとお支えしたいな

と思って，審議会委員をお引き受けした。 

ニーズ調査について，次世代のニーズはどうなのか，これからの 10 年活躍できる人のニーズ

に合わせた計画にしてもらいたいなと思っている。 

個人的には 3章の学校給食と 5章の健康増進計画にかかわるところで御意見を述べさせていた

だきたい。 

○髙橋委員：私は，高校卒業まで旧古川市富永に住み，その後，転出した。 

大きなところでまだ変わっていないところは，この地域それぞれのエゴといいますか，なかな

かお互いにこれを克服してやっていこうというのがまだ不足していると思っている。 

大崎市は豊かな大崎耕土に支えられて，天候にもまれるわけでもなく，震災などいろいろあっ

たかもしれないが，隣の山形県などと比べて，何かもう一つ工夫が足りないなと，いつも思って

いた。 

総合計画の中で，満遍なくいろいろなことを全部盛り込むことは余りインパクトがないと思っ

ている。この 10 年間に何をやるかということをもう尐し具体的にビジョンとしてつくって，そ

れを骨太に進めていくということが大事なのではと思う。 
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10 年計画のうちで最初の 1 年間はいろいろな計画に当てられるのだろうが，2 年目，次の 3

年間はやるべきことを 3 つくらいに絞って推進していく。各部署で大きな柱をきちっと進めてい

くことを考えなければいけないと思う。さらに，その次の 3 年は，最初 3 本で進めていたうちの

1 つ半くらいしかできないだろうから，それを残してさらに新しい 2 本をつくっていく。最後の

3 年にまた合計 5 本くらいの柱がいろいろとやれたら，もう大成功ではないかと思う。 

10 数年前に，岩手県知事の増田さんの講演会で，「10 年計画なんて君らがつくるものじゃない

よ。首長なんだよ，これをつくるのは。首長がかわったらすぐに終わりなんだ」と言っていたが，

これを実際に進めるのは市の方々なので，この計画が 10 年後もちゃんと残るかどうかというこ

とを確認しながらお願いしたいと思う。 

○山家委員：以前も総合計画にかかわったが，友人にも「一体何の計画を練ったんだ」，「果たして

10 年の計画が時代に合わなくなったことはないのか」，「まるっきり時代おくれのことをしてこ

なかったのか」と指摘された。ダイジェスト版も友人に見せたが，確かに詳細に書かれてはいる

が，特に若い人たちなんかは見ないよと。こういうのではダメじゃないかと。つくればいいじゃ

なくて，これを市民のために実際にわかってもらおうとするなら，コミック，漫画本にでもした

らどうか。果たして自治体の中で総合計画が漫画になるなんてことがあるのか，なければむしろ

つくったほうがいいんじゃないかと思ったりもした。 

先日，中学校の同級会で秋保に行ったが「旅館・温泉・宴会という観光地は，完全な時代おく

れなんです。それだけに頼ってる時代ではないんですよ」とのことだった。総合計画の中でも時

代おくれにならないようにしていきたいと考えている。 

例えば，こういうふうな人口構成図はわかりやすい。これを見ればいかにこの人たちが，どう

いうふうにやっていかなければならないのかということもわかる。そういう面で，みんながわか

りやすいものにしていきたいなと思っている。 

○風見会長：今のいただいた意見，漫画をぜひ検討していただいて，わかりやすくて，まず読んで

いただくのが重要であると思う。 

○氏家委員：資料を読んでの感想だが，私は岩出山の旧西大崎地域に住んでいるが，私が住んでい

る地域の生活実感とはかけ離れているというのが大きなところである。 

今，教育委員会として学校環境整備指針にのっとって，学校規模の適正化，具体的には統廃合

を推し進めており，市内各地区の学校区単位で説明しているが，大きなところではどんどん人が

いなくなっているときに，何でほかに人を持っていくんだと。多いところからこっちに人を持っ

てこれないのか。 

それから，これまで学校が地域のコミュニティづくりの中心だったその存在がなくなったら，

地域づくりは一体どうすればいいんだと。つまり，学校とか行政に頼ってきた部分があるため，

地域の方々，保護者の方々から悲痛な声がどこへ行っても聞こえてくる。 

この計画を見ると，古川地域の中心部あたりはこれでいいだろうけれども，今進めようとして

いる地域では，これではとてもじゃないが 10 年待てないというのが正直なところだと思う。そ

こで単年度，単年度でいいので，具体的な事業をどんどんやって評価を加えて改善していく，そ

ういうサイクルで進んでいかないと，10 年後には地域コミュニティがなくなってしまう可能性

がある。 

各地区に公民館があるが，指定管理者制度になって地域の方で運営してもらおうという趣旨で

始まったが，引き受け手がいない地域も出てきている。そういう状況をつぶさに把握していただ

き，ぜひ危機感を抱いてやってみたいと考えている。 

○鈴木委員：大崎市農業委員会ということで，農業の面では高齢化に四苦八苦している。そして，

新規就労者も大変尐なく，将来，10 年後と言わず 5 年後，農業がどうなっているのかなと危惧

している。 

農業委員会としてさまざまな事業に取り組んでいるが，結婚相手がいないという相談をよく受

ける。農業委員会としては情報量が尐ないので，農業委員会全体で申し合わせ，大崎市で立ち上
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げた婚活支援センターと協力し，動き始めているところである。 

○風見会長：農業があってこの風景が守られているので，農業はとても重要なテーマである。 

大学のプログラムで，鳴子の田植えに参加させていただいたが，全国に名立たるような事例と

いうのが存続していかなければならないし，田尻の「ふゆみずたんぼ」も永続的に支えられるよ

うな仕組みをつくらなければならない。農業は地域のためであり，日本全国のためであるので，

婚活は本当に大変なんでしょうが，新しい政策も生まれていければと思う。 

○安部委員：今年度，おおさき青年会議所の会員に申し上げているのは，今が分岐点ということ。

人口減尐の問題だったり，震災からの復興もあるが，20 歳から 40 歳までが所属している私たち

の年代が逃げずに，今の問題だったり町だったりに向き合っていかないと，自分たちの子どもが

20 歳を迎えるころに，増田レポートと呼ばれる地方消滅の時代に当たってくるので，子どもた

ちがこの地域で生活できないようにならないようにするには，今が踏ん張りどころですと申し上

げている。 

多岐にわたる計画があるので，議論の方向性がバラバラになって，木を見て森を見ずのような

ことにならないよう，この会議自体で何らかの価値観を統一したものがあれば，守るべきものが

守られてスムーズに進むのかなと思う。 

○風見会長：多岐にわたるところの政策連携をするところが一番重要で，それがこの総合計画にも

書いてあるので，その多元的な視点で御意見をいただければと思う。 

○佐々木委員：観光の面については，震災津波で被害にあった石巻市の子どもたちを大崎市に連れ

てきて交流させる，子ども大国という取り組みを三本木の古民家でやっているが，その人たちが

来てびっくりしていたことは，大崎にいぐねがあるということ。船形山のおろしが強いため，西

側や北側に松や杉，竹を植えて防風林，そして母屋と蔵があって，馬小屋，牛小屋，鳥小屋があ

って，循環型社会を，大崎は農業で営んできた。田尻のガンもそうだが，その環境が大崎市の売

りじゃないのかと思う。それを観光と結びつけ，他県や都市部の子どもたちを大崎市内に招いて

体験事業をやるなどの体験型で交流人口をふやしながら大崎の魅力を発信していきたいと思う。 

地域が点でしかないため，それをいかにつなぐかということが，大崎市総合計画を運営してい

く上で一つのキーワードになってくるんじゃないかと思う。 

○風見会長： まさしく点から線，線から面で，その役割は総合計画が持っていると思う。 

○中川委員：みどりの農協は，6 地域から 10 の農協が合併ということで 20 年前に合併し，さらに

平成 31 年までに方向づけを行う使命がある。 

総合計画の内容については，先ほど大崎市で世界農業遺産認定の話があったが，まさにこのこ

とに尽き，大崎の農業活性化あるいはブランドすべてにつながるものと感じている。 

ダイジェスト版にブランドの確立と新産業の創造という文言があるが，この中に自然と共生す

る持続可能な農業の振興，それから大崎ブランドの確立がある。このことについて，もう尐し具

体性があれば，非常に農家の方も地域の方も含めてわかりやすくなるのかなと思う。ぜひ，世界

農業遺産に登録なるように頑張っていただきたいと思う。 

○小原委員：前回の総合計画でも委員としていろいろ議論させていただき答申をした。答申の内容

は，震災があってという部分があったが，振り返りながら進捗度や充実度も検証しなければなら

ないと思っている。 

市民意識調査が 27 年に行われており，満足度のいかない部分，重要なことについて意見をい

ただいているので反映していく必要があると思う。 

まちづくり協議会の中でいろいろな部会，委員会があるが，非常に課題を多く並べている。精

力的にやっているのでやめろとは言えないが，余り多く課題を持っても 3 年間の計画ではできな

い。これまでの 3 年間は子育て支援，教育環境の整備と若者の 2 つのキーワードで，児童館設置

の要望書を出し，給食センターの設置もお願いしているところである。来年度からは，各種団体

支援，それから高齢者の支援という 2 つのキーワードで進める計画を立てている。これがインパ
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クトを与えないとまちづくりをしていても大変だと思っており，住んでいる人たちにもこういう

ので頑張っているんだと，そういう 3 年間なんだなという意識づけも大切なのではないかと思っ

ている。 

いろいろ資料としていただいているが，物すごいボリュームがあるので，これはできるんだろ

うかというふうに思いながら参加をさせていただいた。 

○風見会長：市民意識調査はやはり大変重要だと思っていて，いろいろな計画でも，意外とこれが

有効活用されていない場合がある。住民の意見をしっかりととらえるということが非常に大事な

ステップだと思うので，その結果をもとに戦略を練って，住民の方にお返しできるようにやって

いきたいと思う。 

○鈴木委員：大崎市誕生 10 周年ということで，私もまちづくり協議会という自治組織の委員とし

て 10 年目を迎え，大崎市が一つになるためには何をしたらいいのかといつも思っていたが，こ

んなに広い大崎市が公共交通一本でつながっていない。 

私の友達も，年上の方々はもう自分で運転したくないが，公共交通といっても，以前のように

バスが走っていればもっと楽に動けるのにと聞かされる。大崎市一本として，公共交通，地域の

タクシー会社がいろいろとやっているが，バス会社とか JR とか鉄道をもう一度市民のために考

えて，大崎市が一本でつながるような公共交通になるといいと考えている。 

さまざまな計画があるが，私としては公共交通をもう尐しきちんと形にして，移住者や都会か

ら来る人たちのためにも，市民にもお声がけし，自分たちも出資して公共交通をきちんとつくっ

ていくことも大事だと考えていただきたいと思う。 

○風見会長：公共交通もとても重要なテーマである。コンパクトプラスネットワークでそれぞれの

地域がつながった便利が住みやすさの前提になると思うので，事務局でもそういう意見があった

ということで，しっかりと書き留めていただきたい。 

○小野委員：ずっと考えてきたことは，抽象的な表現だが，商売でも，人でも，組織でも，何でも

変化にいち早く対応できるかどうかということ，これがすべてだと思う。すべてのことで適切に

対応したところが，地域として生き生きしている，あるいは安心な町だと言われると思う。 

ポイントとして 1 つだけ申し上げたいことは，今後確実に弱者が多くなるということで，弱者

というのは介護のお世話になっている弱者，それから買い物に行きたくても行けず，地域にも店

はない，そういう弱者もいる。そういう方々にどう私たちは支援し対応することができるか，自

助，公助がうまくつながって連携したときに，町は生き生きした安心した大崎市ということにな

るのではないかと思っている。 

弱者について 1 つだけ実感したことは，鹿島台の鳴瀬川と吉田川の合流した行政区に住まいを

構えているが，去年避難勧告が出た際，当時私の父は要介護度 3 で，朝早くにどこに避難させる

か，これが一番困った。幸い，たまにお世話になっている小牛田の宿泊施設に 3 日間ほど泊めて

いただいたが，やっぱりシステムが整っていないとダメだなと感じた。私も，家内も運転するか

らまだ何とかなったが，車のない方々はこのシステム，だれが，いつ，どんな形で行うかしっか

りと決め，そして自分でやれること，みんなでやれること，市から応援をもらってやること，こ

れをしっかりとうたってやっていくことが大事だと思う。 

○風見会長：大変重要な意見だなと拝聴した。 

特に，変化に対応することは生物界のおきてで，変化に適応するところが残るという意味では，

激動の時代，今の我々が抱えている課題をしっかりととらえて，柔軟に対応できる政策をつくっ

ていきたい。 

弱者のことも全くそのとおりで，震災の経験からコミュニティの力を生かして，安心，安全の

世の中をつくれるように議論できればと思う。 

○安倍委員：市民意識調査結果を拝見させていただき，これらを私どもが審議会の中でどのように

うまく表現していくべきなのかと考えている。 
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ダイジェスト版を見て，私が今回審議会で力を入れていきたいと思うことは，ニーズの高い消

防，救急の内容と，結婚，出産，子育ての希望をかなえるという，この 2 つが私にとって重要な

テーマであろうと思い，足を運ばせていただいた。 

○風見会長：このテーマも地方創生総合戦略の隠れた一番のキーワードで，子育て環境の整備で，

子育てができる環境に行きついているかというと，実は穴だらけである。託児の問題や結婚後の

仕事の問題について，大崎市も総合的に子育て支援やお父さん，お母さんへの意識改革，永続的

に安心，安全に暮らせる町になど，言うのは簡単だが整備が大変なので，いろいろ議論できれば

と思う。 

○太田委員：スケジュールを見ると，4 回ほどの会しかなく，その中で皆さんがおっしゃったこと

が議論し尽せるのかということが非常に疑問である。総合的な話ばっかりで，自分が参加してよ

かったなという思いが残らないのではないかという心配をしている。 

審議会条例を見ると，部会を設置することができるとのことで，皆さんがこの審議会に参加し

てよかったと思えるのは，自分の思いのたけが言い尽くせたかどうかだと思うので，提案になる

が，部会制にしてその中で細かい議論ができたらいいのではないかと思う。 

まちづくり協議会の代表となって 10 年たち，まちづくりができてきたかというと全く自信が

ない。確実に人は減っており，子どもは生まれておらず，非常に寂しい思いをしているが，人口

が減ることが必ずしも悪いことばかりではないと，私も考えていて，希望がある考え方の転換と

いうのは絶対必要だと思う。 

人口が尐なくなると逆に密度が高くなり，人と人との顔を覚えやすくなる。人と人がいかに知

り合うか，コミュニケーションをもっと密にする仕掛けづくりが必要で，住民の皆さんが触れ合

うことで，顔見知りがふえる。そういう仕掛けづくりがまちづくりの一番の原点ではないかなと

思う。人が多ければまちづくりができるというものでもないと考えており，そういった観点で総

合計画でも仕組みづくりができたらと期待している。 

○風見会長：適正人口規模と言われた時代もあって，スモールイズビューティフルという概念も以

前はやったが，成長よりも成熟，質の時代だと思う。数が減るのを憂うるだけではなく，それを

豊かさに変えるということが今期とても重要なテーマではないかと思った。 

部会の設置について，大変前向きかつ建設的な御意見をいただき，私も十分な審議ができるか

心配しているので，事務局とも相談して決めさせていただきたいと思う。集中審議をする中で，

総合計画では部会方式も考えられたらよいと，個人的には思っている。 

小田原副市長からもコメントをお願いしたい。 

○小田原副市長：いただいた御意見は事務局のほうで検討し，確認していきたいと思う。 

私もよそ者で，この中では若者の部類なので，よそ者，若者の立場としても意見を述べさせて

いただきたいと思っている。 

○風見会長：できないことを唱えるのはだれでもできるので，行政に何か物申すという陳情の文化

はもう忘れていただき，評論家はいらないので，一緒に知恵を出していただき，行政のやること

も，市民のやることも，企業のやることも，これだけの御意見番がそろっているわけなので，大

崎市がちゃんと動くプランをつくるために，ぜひ皆さんの前向きな発言とアイデアをいただきた

いと思う。 

まずは地域への愛が必要だと思うが，行動に移すということがとても大事で，皆さんのお立場

から，ぜひこの審議会の内容を地元にお話しいただきたいと思う。また，ぜひ若い人たちにもな

るべく傍聴していただくような雰囲気をつくっていただき，政策がつくられる過程を市民にも共

有していければと思う。 

ぜひ，大崎市がしっかりと行動できるように，副市長には庁内をまとめていただいて，庁内に

話したらうまくいかないということがないように，横の連携をしっかりとって，よいものを実行

するということでやっていただきたい。 
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次回は中間案をベースに審議したいので，この合間にどしどしメールなり，電話なりでいろい

ろな意見を言っていただければ，事務局もありがたいと思うので，重ねてお願い申し上げたい。 

○事務局：本日欠席されております近江委員，髙橋委員からコメントをいただいておりますので，

御報告させていただきます。 

○近江委員：（事務局代読）10 年間を振り返って，大崎地方が完全にまとまったというわけではな

いが，一体感が生まれたことは大きいと思う。三本木のクリニックでも近隣の古川，松山などか

らの患者さんがふえており，地域医療でも比較的疎遠であった行政の担当者と親しく懇談できる

ようになり，大変理解が進んだことは大いにプラスになった。 

ただ，長くこの地域に住んでいる方にとっては，これまで築いてきた役所の人たち，医療に関

して言えば保健師さんたちとの関係が失われた，あるいは細くなったことに不便さを感じている

人も多い。私にしても患者さんの名前を挙げただけで，保健師さんが直ちに反応してくれる，あ

の時代はすばらしかったと，今でも思う。 

もっともそれが可能だったのは，町の規模が適当だったからと言えるかもしれないが，今後は

せっかく広域になったのだから，もっとスケールメリットを生かして，細かいところに手が届く

行政，特に私の最も関心のある分野，医療行政にする必要がある。民間のさまざまな人材を活用

できる仕組みを行政がつくることで，効率のよい，より満足のいく地域医療が可能になるのでは

ないかと思う。 

○髙橋（日）委員：（事務局代読）市町村合併から 10 年がたち，大崎市もやっと一体感が生まれて

きたような気がする。 

これまでは合併に伴うあめの部分で，財政的にも優遇され，各種事業も予定どおり行われ，市

民の方々も合併してよかったと思っているはずだが，特に古川地域以外で尐子高齢化が顕著にあ

らわれており，今後ますます高齢化が進むと思う。また，国からの支援も徐々に削減され，財政

的に厳しい環境になると思われる。 

それをカバーするには人口をふやす政策が必要で，定住人口の増加により，地方交付税の増額

が見込まれ，財政的にも楽な行政運営が可能になる。具体的には，若者の定住促進のため，職場

の確保や生活環境の整備，子育てのしやすい環境づくり，高齢者に優しいまちづくりなど，今ま

で以上に重点的に行う必要がある。 

また，外貨を獲得する方法として，観光産業のてこ入れも必要で，これまでの日本経済の不景

気で体力的にも大分弱くなっているので，この産業を活性化することで外貨を獲得し，税収の増

加も見込め，20 万都市につながると思う。 

○風見会長：大変貴重な意見，多岐にわたる意見，審議会の位置づけや審議会自体がどうなってい

かなければならないのかという決意を共有するような大変よい意見交換だったと思います。 

まず，やらなければいけないのは，きょうの意見をしっかりと胸に受けとめて，同時に事務局

でも重く受けとめていただいて，誠意を持って我々自身が当たっていくということ以外ないと思

います。事務局にも頑張っていただくし，審議会委員の皆様にも決して言い放つだけではなくて，

課題を出すと同時に解決策を考えるということでお願いしたいと思います。それが私の言う前向

きということで，一緒に知恵を出していこうということです。行政に陳情する時代は終わったと，

私はいつも言っています。市民の方が一緒になって事業を起こしていく時代が来ると思います。 

それでは，皆さんからの御意見を簡単におさらいさせていただいて終わりにしたいと思います。 

最初に連携の意味という意見がありましたが，これは非常に重要で，本来どのようなものが連

携なのかということについて，具体的なアプローチをとっていただきたいと思います。 

いろいろな意味で備える，予防ということだと思いますが，予防医学の話が出ました。やはり，

今後の社会システムにおいて備えが非常に重要だと思います。病気にならないための仕組み，震

災にあったときに被害が大きくならないための仕組み，これは今のまちづくりの一番の要諦です

ので，そういった備えをすることは非常に重要だと思います。 
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それと若い人，学生に来ていただく。芸術の話もありましたが，田園で芸術を繰り広げて売り

込んでいる事例もあります。高齢者が多い地区の話もありましたが，高齢者が逆に地域資源とし

て変えていくきっかけになることもあります。私は，蕪栗沼のふゆみずたんぼ応援隊というのを

つくって参加していますが，ファンをつくって大崎のよいところをどんどん売り出していくこと

が大事です。そういう意味で，先ほど知名度がないという話がありましたが，確かにそのとおり

で，大崎市というのは鳴子，田尻，岩出山，古川でも，その名前自身の個性が強いと思います。

先ほどの合併の強みを出していくには，にじ色と言っていましたが，それぞれの色のコントラス

トがはっきりしていて光っていなければにじ色にはならない。にじになったときに色がぼやけて

しまったことを戒めるべきであって，それぞれの地域のすばらしい個性をどう際立たせるのかと

いうことをこの審議会で議論していただき，それを事務局でまとめていただければよい計画にな

ると思います。 

それと，エネルギーについて，よしペレットを蕪栗沼でも始めていますが，いろいろな意味で

エネルギーの自立というのは自治体にとっても重要な課題になる。小水力やバイオマスもそうで

すが，エネルギーで未来をどのようにつくっていくかということも総合計画の重要な部分になる

のではないかと思います。そういう意味では，予防医学や持続可能性，政策についても，先ほど

予算がないのに書いても意味がないという意見がありましたが，それは優先順位と年度計画で仕

分けるべきであって，最初にどの計画をどの財源でやるかというものは持っていなければならな

いと思います。それは集中と選択だと思う。これは，国交省から副市長がおいでになっています

のでよくおわかりになっていると思いますが，国は集中と選択ができない自治体に対して金は出

さないという方針です。ですから，重点プロジェクトを魂の入ったものにするのがこの審議会の

役割ではないかと思います。 

それと，まちづくり協議会の皆様については，実行部隊といいますか，地域で実際の活動を広

げていただいている中心ですので，それぞれの地域の個性をどう光らせるかということを念頭に

置いて，今後前向きな御意見をいただきたいと思います。 

ソーシャルメディアも本当に重要になっていて，若い人を実際取り込むためには，これがない

といろいろな仕組みができないと思います。地域の内で結束して地域コミュニティが自立してい

くわけですが，それと同時にソーシャルメディアとして地域外でいろいろなファンをつくって，

そのコミュニティをつくっていくという時代ですので，そういった点からも対大崎だけでなく，

地域のいろいろな人の味方をつくるということも施策の中に入れていただく必要があるのでは

ないかと思います。 

皆さんの御意見もそのような考え方をすれば，1 つの方針的なヒントが出てきていると思いま

すので，今回の御意見を事務局でキーワードをまとめていただいて，重点プロジェクトに対し，

どのように絞り込んでいくのかということを政策的に位置づけられるような資料を次回御用意

いただきたいと思います。 

今回は初めてということでしたので，一人一人から御意見をいただきました。これからはそれ

ぞれの立場でぜひ活発な前向きな議論で，形骸化した総合計画はいらないということですので，

ぜひ実行性のあるものにしたいと思っています。引き続き，積極的な審議をよろしくお願いいた

します。 

大変活発な御意見ありがとうございました。 
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（３）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 8 月 26 日（金） 午後 1 時 30 分～ 

    場 所  市役所東庁舎 5 階大会議室 

 

8 閉 会 

 

以 上 


