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第４回総合計画審議会会議録 

 

日 時 平成 28 年 11 月 10 日（木） 午後 1 時 32 分～午後 3 時 32 分 

場 所 市役所北会議室 2 階会議室 

出席者 会田征子委員，小玉順子委員，山家稔委員，氏家茂委員，安部文秋委員，近江徹廣

委員，佐々木俊一委員，髙橋日出夫委員，安倍優委員，小野則雄委員，鈴木眞子委

員，小原文夫委員，中川幸夫委員，髙橋喜一委員，風見正三委員，松本信輔委員 

欠席者 太田孝委員，佐々木裕子委員，鈴木淳也委員，髙橋俊裕委員 

市側出席者 伊藤市長，髙橋副市長，小田原副市長，伊藤総務部長，後藤政策推進監，佐々

木総務部理事，鹿野民生部長，松ケ根産業経済部長，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 

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，今野主査 

傍聴者 7 名（うち報道関係者 2 名） 

内 容 下記記載のとおり。 

 

1 開 会 

 

2 副市長あいさつ 

○髙橋副市長：市長が尐しおくれてまいりますので御容赦いただきたいと思います。 

本日は，公私ともに大変お忙しい中，お越しいただきまして，まことにありがとうござ

います。先日，11 月 3 日に大崎市誕生 10 周年記念事業を開催いたしましたところ，約 900

人の市民に御参加いただきました。手前みそではございますが，いい式典だったと思って

おります。また，中央公民館で開催いたしましたお祭り広場に，約 1,300 人の市民の皆さ

んに御参加いただきました。高校生のダンスパフォーマンスなどもあり若い方々に大分御

参加いただきまして，川渡マルシェの皆さんには全面的に御支援いただき，あわせて感謝

申し上げたいと思います。 

また，11 月 23 日には仙台フィルのコンサート，12 月 4 日にはミュージカルクリスマス

キャロルが開催予定でございます。各団体においても，10 周年記念行事が開催をされてい

ますし，台町商店街ではイルミネーションが輝く予定だと聞いておりますので，ぜひおい

でいただければと思います。 

第 1 回の審議会を開催いたしましてからこれまで 3 回の御審議をいただき，本日が最後

の審議会となりますのでよろしくお願いいたします。また，10 月 22，23，30 日の 3 日間

にわたり，市内 7 地域におきまして，総合計画，産業振興計画，行政改革大綱をあわせて

住民説明懇談会を開催いたしまして，185 人の市民の皆さんに御参加いただきました。い

ただきました御意見は本日お配りさせていただいた資料にものっていますし，施策に反映

をしてまいりたいと考えているところであります。 
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この 10 年間，市民と行政の協働でまちづくりに努めてきた結果を土台にしながら，総合

計画においても重点プロジェクトとして掲げてございます。また，各地域別のまちづくり

方針も掲載しております。本日の審議を踏まえ，12 月の審議会に議案の提案をする予定で

ございますので，どうぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

簡単ではございますが，ごあいさつとさせていただきます。 

 

3 会長あいさつ 

○風見会長：皆さんこんにちは。 

午前中は立地適正化計画という都市計画の将来構想をまちづくり協議会の皆さんなどと

審議してまいりました。 

11 月 3 日には 10 周年記念式典に出席しまして，テレビ，ラジオで大崎市のいいところ

をみんなに広めることができたことはとてもうれしく思いました。式典で配られた 10 周年

記念 DVD「未来への飛翔」は，大崎市の中で頑張っている方々の思いをのせているので，

大崎市のいいところを広くたくさんの方々に見ていただきたいと思います。 

総合計画は，市にとって最上位計画でありますので，御臨席いただいている皆様はそれ

を審議する大崎市の代表のような立場になります。きょうが審議の最終ということで，前

回熱い議論をいただいたことを反映していただいていると思いますので，お目通しいただ

いて，来週市長のほうに答申となります。いよいよ外に出て行くとともに，計画はつくる

のが終わりではなくて始まりですので，ぜひ大崎市として全国にうたっていける計画にし

たいと思います。 

きょうも活発な議論をよろしくお願いいたします。 

 

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，住民説明懇談会，パブリックコメントの実施状況及び意見に対する

対応について 

・事務局より総合計画審議会，住民説明懇談会，パブリックコメントの実施状況及び意

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（中間案第 2 稿）について 

・事務局より第 2 次総合計画中間案第 2 稿について説明を行った。 

 

○風見会長：今御説明があったように，前回熱い議論があり，事務局のほうも作業が大変だ

ったかと思う。いま一度，前回の議論を思い出して，修正をしていただいているところで

ある。 

きょうは，答申書の内容も含めてごらんいただき，順不同で御発言がある方はお願いし

たい。 

補足だが，前回質問のあった 26 ページの総合計画が総花的ではないかという質問だが，

具体的なことは個別の実施計画に順次落としていくことになる。あわせて，実施計画を具
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体にする施策を行うが，そのイメージが 27，28 ページに掲載されている。実施計画の段階

ではモニタリングを行い，逐一進捗を調べていただいて，外部評価を含めた PDCA を徹底

していただくようお願いしたい。 

本日は答申書があるので，事務局から一度説明をお願いしたい。 

 

（３）答申書（案）について 

・事務局より答申書案について説明を行った。 

 

○風見会長：もう一つ今回の大事な議題がこの 23 ページの答申案になる。 

第 2 次総合計画案は別紙でまとめられ，来週答申という形で提出する。特に附帯意見を

見ていただきたい。 

今までの議論を踏まえ，地域のことは地域で解決することやマネジメントサイクルで評

価する考え方などが盛り込まれている。全体を踏まえて御意見があればちょうだいしたい。 

○山家委員：総合計画案の附帯意見について，子どもを産み育てやすい環境づくり，人材育

成が，市民がずっと愛着を持って住み続けたいということにつながると思うが，どうだろ

うか。 

○風見会長：子育て環境の整備という趣旨を総合計画に盛り込みたいという意見である。こ

の趣旨が附帯意見の中で読みとれるかということだが，皆さんの中で子育て環境，将来子

どもたちがすくすくと育つ環境づくりが重要だという共通認識はあると思う。異論はない

ようなので，この趣旨を盛り込んでいただくようお願いしたい。 

○髙橋（日）委員：答申案の 23 ページ下から 2 行目に推進という言葉がある。基本計画で

はこの言葉をそのまま使っていいと思うが，これはあくまでも答申であるので，「実効性，

実現性を確保しながら，着実に推進」という表現を「実施」という表現に変えてはどうだ

ろうか。 

○風見会長：表現としてより強く伝わるのでいいと思う。 

ほかに個別の意見がないようなので，一言ずつ感想や思いをお話しいただいて，もしそ

の後，修正等が入るようであれば会長と事務局で調整するので一任していただければと思

う。 

これまでの熱い審議をどう実行していくかということになるが，特に事務局におかれて

は市民の方の関心もとても高まっているので，全市的に受けとめて，皆さんの意見が通っ

てまちづくりが実現していくという信頼感を築いてほしい。 

それでは，会田委員から一言ずつお願いします。 

○会田委員：まずは，この総合計画の審議に携わらせていただいたことに感謝申し上げます。

そして，昨日の 10 周年記念式典であるが，実行委員会が 30 代であるということで，若

い人たちの力が本当にあらわれていて，これからの大崎を引っ張っていってくれる実感

が湧いてきた。これからも若い人たちの意見を聞く場を設けて，イベントに巻き込んで

いくといいかと思う。話が変わるが，パブリックコメントや住民説明会を短期間で行い，

内部での議論などを通して本当にすばらしい計画ができたと感じた。 
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そして，実施計画は総合計画を土台にして丁寧に一つ一つ織り込んで，だれが，どこ

で，いつやるという細かい分析が盛り込まれるといいと思う。 

私の意見として，ボランティアが公的なものとして位置づけられている現状を切実に感

じる。ボランティアイコール，福祉，老人介護という問題だけでなく，まちづくり全体が

ボランティアではないかと思うくらい数がふえて，人と人のつながりがまちづくりを生む

のではないかと思っている。連携という言葉がいろいろなところに出てくるが，人と人を

結ぶことは難しいことなので，これからの構成がかなり重要になってくると感じている。

最後に再度お礼を申し上げたい。ありがとうございました。 

○風見会長：総合計画の中では，まちづくり協議会を初め市民の方々に対するアプローチが

あるが，若手に参加してもらうことはこれから非常に重要なテーマになると思います。 

○小玉委員：パブリックコメントと懇談会の様子が意見から見えてくるが，初めて気づいた

地域の課題もある。これが実施計画の中でどのように解決されていくのだろうという思い

がある。人口減尐が進んでいくと行政だけでは対応できない内容が出てくる。そのときは

市民が一緒にやっていくと思うが，例えば第 2 次総合計画を 2 次総と言うのはどうだろう

か。総合計画をつくったはいいが，やるのは行政で，私たちがついていくだけでは本末転

倒である。 

○風見会長：おっしゃるとおり，2 次総という略称は非常にいいと思う。皆さんが使ってい

かなければ意味がないので，ぜひ御尽力いただきたい。 

○山家委員：これまで人口減尐についてずっと述べてきたが，人口ピラミッドの図を見ると

各地域ともスリム過ぎる。これを見て人口が極端に減っていくのだとみんなに知ってほし

い。7 ページについて一つ質問だが，年齢不詳というのがかなり出てくる。それからゼロ

から 14 歳という区切りだが，これが慣習になっているのか。より詳細に考えるならば，5

歳ずつの区切りで見たほうがよいのではないか。 

○風見会長：人口の動向についてはこれからより詳細なものが出ると思うが，人口分析はコ

ーホートだけではなくて，地域の特性にあった人口戦略もある。おっしゃったとおり人口

動態を見ると今の状況がわかるので，これからしっかり人口減尐対策をしてほしい。 

以上の方々が市民代表として御参加いただいた。 

○氏家委員：この会を通して自分が何をできるか考えさせられた。貴重な体験をさせていた

だいて感謝している。 

きょう午前中に第 10 回大崎子どもサミット 2016 があった。「大崎市の今，夢，未来」

をテーマに 5 つの小学校の子どもたちが，大崎の将来を発表した。本当に夢がある発表だ

った。例えば，ベジタブルピザなどの新しい料理を大崎市から出してほしいという案のよ

うに，実現できそうな案がたくさんあった。高齢者問題についてもしっかり考えている。

例えば，小学校の近くに高齢者施設をつくったら，いつでも交流ができるのではないか。

あるいは，三本木の子どもたちからは，地域の高齢者の面倒は自分たちで見るという決意

も感じられた。 

答申案について異論はないが，これからの実施が問われると思う。4 つほど意見を考え

てみた。これから先の具体的な計画を立てる場合は，これまでの 10 年間の計画をリセット
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して考えるべきである。単なる文言の追加や付与だけでは追いつかないと危惧している。

ここで議論されたことをそれぞれの段階で本質的に議論してほしい。 

それから，実施計画の作成に当たっては具体的に明示して進めてほしい。いつまでに，

だれが，どの担当部署が，どんなことを，どのレベルまで実施していくのか住民に説明し

てほしい。 

3 つ目は，もっと大崎の歴史やよさを全国に知らしめてはどうか。メディア戦略を各計

画に，HP や PR 以外にも具体的に盛り込んではどうか。 

最後に，人口の統計表を見て，小中学生の倍の 60 代がいることに驚いた。実施計画の中

で 60 代を積極的に活用していく戦略があるのかと思う。 

○風見会長：大変多岐にわたる具体的な御提言だったと思う。 

特に，子どもたちの発想はすばらしい。子どもたちのこたえに対して真摯に取り組んで

行くことが，未来の大崎を支えていく人との対話になると思う。いつ，どこで，だれが，

どうやるのか，5W1H を常に意識してやっていただきたい。また，シティープロモーショ

ンをぜひ進めてほしい。 

○安部委員：このような貴重な経験をさせていただいたことに感謝申し上げます。 

自己紹介のときにも述べたが，私たちの世代が地域をしっかりと支えて次世代を育てる

大切な時期であるとともに，危機感を共有しなければならないと実感している。青年会議

所もまちづくりや青尐年育成を行っているが，総合計画をもとに事業を有効なものにして

いきたいと考えているので，引き続き御協力いただきたい。 

○風見会長：JC，青年会議所は非常に大事だと思う。若い人たちに世代交代する際の一番の

中心層を担うのが青年会議所だと思う。私たちもまだまだ若いので上を押しのけていくよ

うな気概で頑張っていきたいと思う。 

○近江委員：これまで 3 回とも欠席してしまって本日が初出席となる。これまで熱い議論が

なされて，このように完成したことに感激している。 

私は医者であるが，正直申し上げて医療現場には余り希望が持てない。しかし，この会

からは何とかしようという熱意が感じられて，これから先もっとひどくなるが絶望ばかり

もしていられないと感じた。市と協力しながら地域包括ケアを行っている。これが新しい

まちづくりに寄与できるのではないかと思っている。ただし，必死に取り組んでいるが，

これが成功する保証はない。というのも，余りにも人口がアンバランスなのである。これ

からも皆さんのお知恵をおかりしながら，機会があればぜひ意見を述べたいと思っている

のでよろしくお願いする。 

○風見会長：最後の会だけでも出席していただけてよかった。おっしゃるとおり状況はいろ

いろと悪いところもあるが，我々が一丸となってそれをはねのけていくために必要なのが

総合計画である。健康づくりというのもまちづくりが担う役割なので，医師という専門的

な立場から御助言いただければと思う。引き続きよろしくお願いしたい。 

○佐々木（俊）：市民が主役の協働のまちづくり，地域づくりを掲げてこれまでやってきた。

10 年後，積極的にまちづくりに参画してくれる人がふえるということを目標に掲げている。

一番大事なことは，16 ページに郷土の歴史や文化を理解し，活動する人がふえているとあ
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るように，学ぶことだと思う。学びとは，生涯学習や地域課題の解決を市民と行政が一緒

にやっていくことだと思う。ぜひ，今後も地域づくりを皆さんも含めて行政と一緒に取り

組んで，総合計画の実現に向かっていければと思う。 

○風見会長：大学に社会人もいるが，学生のほうが学ぶことのありがたみをわかっていない。

社会人で来ると気合が違う。学ぶ苦労，学ぶ楽しみなど，学びが，総合計画を実現するた

めにも一番重要になってくると思う。以前お話しした市民まちづくり大学を宮城大学など

と連携してつくっていただいて，市民のまちづくりリーダーを養成する。市民の学びの場

をつくって，舞台をつくるような設定を事務局にお願いしたい。 

○髙橋（喜）委員：高齢化社会に向けて国の政策でいろいろなことが行われ，さまざまなも

のができている。私は鳴子鬼首地区に住んでいるので，地域のことを考えざるを得ない余

り，発言がそちらに偏っていたかもしれない。この計画が実施段階になってお願いしたい

ことは，各部連携を図っていただいて，横のつながりを持ってほしい。住民の要望はさま

ざまであるので横のつながりを生かして，施策につなげていただきたい。 

住民懇談会の中で田尻の方が鬼首の登山道の問題を指摘してくれたり，療養型の病院の

ことを心配してくれたり，各地域の中で鳴子を心配してくれているのだと感じている。連

携の例を挙げると，鳴子の木質チップ工場の燃料を田尻のさくらの湯に供給しているが，

さくらの湯だけでは採算が合わない。市に供給先の公共施設を設置してほしいと要望した

が，なかなかその様子が見えてこない。施策として木質チップなどのバイオマス環境の整

備を各部署で連携しながら図っていただきたい。 

総合支所が各地域にあっていろいろな意見が出てくるが，本所のほうにつながってない

ようである。ぜひそちらの連携も強化していただきたい。 

○風見会長：とてもいい意見だと思う。さまざまな審議会があるが，総合計画審議会は最上

位計画であるため，市長を初め関係部局長全員に出席いただいている。個別計画は総合計

画に基づいて作成されなければいけない。それぞれが切れ切れになってしまうと本当の戦

略は果たせない。総合計画は市の最上位計画なので我々がしっかりとモニタリングし，ど

のように個別計画に移っていくのか見ていかなければならないと思う。皆さんにしっかり

と評価していただくために，透明化を図っていく必要がある。 

それから，支所の件は毎回よく出るので，抜本的な対策を考えたほうがいい。連絡協議

会を公開で行うなどして，だれも聞いていないと言えない状況をつくるのがいつもの私の

やり方である。会議は形骸していくと意味をなくすので，気をつけていただきたい。 

横のつながりを持たせるのは政策課で，例えばバイオマスの話でどちらにかじを切るか

という判断を政策課がやっているので，総合計画に期待していただきたいと思う。 

○中川委員：まずたびたび審議会を欠席してしまったことをおわびする。 

答申の 42 ページ，第 4 章の「活力あふれる産業まちづくり」第 1 節に「誇りある農業の

振興」とある。まさにこのとおり進めばすばらしいものになると思っているが，2 点ほど

お話ししたいことがある。 

農地の中間管理機構で農地の貸し借りの仕事をしているがなかなか役割を果たせていな

い。中段の下のほうに「大崎ブランド」と記載されているが，中段に「10 年後の望ましい
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姿」，下段に「実現に向けての主な取り組み」と記載されているが，もう尐し具体的に表現

されれば効力が増すと思う。下段の重点対象の各組織については，もっと強固に行政の立

場で要望すればいいと思う。委員と事務局の皆さんに御礼申し上げる。 

○風見会長：個別の戦略が見えてこないとそれぞれの部分をブランディングできないので，

事務局の皆さんによろしくお願いしたい。 

ここまでが関係機関で小原委員からまちづくり協議会代表になる。 

○小原委員：まずもって答申ができたことをお祝いしたいと思う。 

前々回の終わりに子どもの意見を聞いてみてはという意見があって，どうするのかと聞

いていたが，先ほどの氏家委員のお話のように小学生が描く大崎市がある。中高大学生も

含めて，若い人たちの意見をどのように総合計画に反映するのかという課題も残ったと思

う。 

それから，尐子高齢化はわかっている状況があると思う。今後の 15 周年，20 周年を見

据えた動きやアクションも前々からわかっているのであれば，市民の方々に話題提供も含

めてどのように進めていくのかということは大事なことだと思う。いろいろと勉強させて

いただき，感謝申し上げる。 

○風見会長：子どもたちの意見をどう入れたかというとまだまだである。ぜひ，総合計画を

広める際には，子どもたちにもわかりやすいように絵本にしたり，子どもサミットなどを

開催していただきたい。子どもたちが受けとって何を考えるかというのは大事である。と

てもいい御意見だったと思う。子どもたちへのアプローチもぜひお願いしたい。 

○鈴木委員：審議会委員として参加させていただき，感謝申し上げる。 

こんな立派な総合計画があるというのが市民にはわからないので，小玉委員の言葉にあ

ったように 2 次総という考え方がいいと思う。住民に説明する際に，この内容は総合計画

のこの部分から出ているとお知らせすれば，納得できると思う。 

それから，子育て，人口減尐ということで，結婚，子どもを産むということについて若

い人の考え方が変わっている。三本木の説明会で意見として出ていたが，価値観が変わっ

ている若い人々に結婚しなさい，子どもを産みなさいと言っても納得されない。小さいと

きから命をつなぐという経験が大事だと思う。子どもたちに命をつなぐ教育というのをい

ろいろな形で伝えていってほしい。 

もう一つ，桜の木の伐採で生まれる木材をバーベキューに使う木質チップとして，自分

たちで生産して再利用することはとてもいいと思う。ぜひ，そのようなことも考えていた

だきたい。 

○風見会長：とても雄弁な提言だったと思う。命をつなぐことは生きることの神髄であるの

で，これも 2 次総に当てはめて使えればと思う。 

○小野委員：非常に勉強になった。私自身余りにも大崎市を知らなかったと気づいた。計画

案をつくるに当たって審議会委員の意見を組み込んで修正し，懇談会での意見を組み入れ

てと，事務局の皆さんは大変だったと思う。感謝申し上げる。せっかくここまでしてつく

ったのだから，実行に移して実らせることが大事である。 

答申書の附帯意見に尽きると思う。附帯意見を心構えにしていけば大丈夫だと思う。言
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葉，表現は悪いが，いかに住民をその気にさせるかということが大事である。いろいろな

方々が機会があるごとに述べていけば，進み続けると思う。貴重な勉強をさせていただき

感謝申し上げる。 

○風見会長：事務局をねぎらっていただいて，事務局もうれしかったのではないか。この総

合計画を使っていただくことで，皆さんの苦労が報われると思うので引き続きよろしくお

願いしたい。 

○安倍委員：隣の小野委員もおっしゃったように，事務局の皆さん本当にお疲れさまでした。

それぞれに「10 年後の望ましい姿」が記載されているが，私の「10 年後の望ましい姿」

は地域にとってどうあるべきなのだろうかと改めて考えさせられた。10 年後，私は 80 近

くになるが，審議会委員の一人として，どのように総合計画を推し進める努力ができるの

か考えた結果，若さを保つことが大事だとつくづく感じた。 

自然との触れ合いが述べられているが，私の住む池月地区は耕作放棄地がふえ，江合川

の河川敷が荒れている。柳がひどいのでグループをつくって伐採を始めたが，3 年後には

一緒にやる人がいなくなった。その地域の宝である江合川の河川敷が，かつてきれいだっ

たということを知る人が減って，そのままでいいのではないかという考えの人がほとんど

になってしまった。この状況を何とかしたいと思っている。 

今回，木質チップ，バイオマスという文言があったが，池月の柳を木質チップに変える

ことで有効活用し，なおかつ地域がきれいになるという方法があるのではないかと思い起

こされた。御検討いただきたい。 

第 2 章の「安心・安全」の消防，防災の項であるが，「10 年後の望ましい姿」の 3 つ目

「消防団に若年層や女性の加入」とあるが，団員の減尐には歯どめがかからないと思う。

しかしながら，機能別消防団員制を取り入れてはどうか。必ずしも災害現場に行く団員だ

けでなく，地域の火災予防だけを担う団員などに分け，退職した消防職員を大いに活用し

てはどうだろうかと考えている。ぜひ，機能別消防団員制を御検討いただきたい。重ねて，

この計画が 10 年後もプッシュできるように頑張っていきたいと思う。 

○風見会長：消防団員制度はいい解決方法になると思う。冒頭にあったバイオマスの話だが，

先ほどもお話ししたように，各部署関係ないということはない。環境基本整備もしくは産

業経済部長の役割かと思うが，農業と林業の再生，エネルギーすべてつながっている。一

つ一つの部署ではできないので，当たり前に連携がとれるようになってほしい。 

この前の立地適正化計画で古川をコンパクトシティーにする際，それぞれの地域をどう

考えるかという議論があった。今の御提言はバイオマスのチップを使ってエネルギーの面

で，各地域が役割を果たすことができると思う。具体的に各地域がどうつながるかという

のがこれから大事な議論になってくるので，最後まで有意義な議論にしたい。 

○髙橋（日）委員：皆さんがおっしゃったことに尽きる。 

総合計画を実施するためには市民と行政との協働のまちづくりが必要になってくると思

う。 

1 つ提言だが，各地域で住民懇談会を開いた際，担当者以外の市職員は出席されていた

だろうか。生の声を聞くためには実際に出席しなければならない。市民がどういう意見を
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持っているのか，肌身で感じてほしい。 

まちづくり協議会では，地域の課題を模索しながら解決に向けて一生懸命やってきてい

るが，公民館の職員は担当の職員以外我々の活動を知らない。鳴子で説明会があることす

ら知らない職員もいた。重点項目にある「協働のまちづくり」とは組織としての行政だけ

ではなく，職員も含めたものであると考えている。しかし，実際は職員が関与していない。

これからは住民説明会に職員も出席していただきたい。 

○風見会長：職員であり一市民であるという視点で一緒に多元的に見ていただきたい。各地

域で意見交換をできる場にはぜひ出席をしていただきたい。 

○松本副会長：皆さんのお話のとおりだと思う。事務局には膨大な資料を用意していただき，

大変だったと思う。 

最後のお願いであるが，これらを実行するためにはしっかりとした財政が必要である。

市内の総生産額が 21 年に 4,066 億円，目標が 28 年に 4,512 億円であるが，24 ページにあ

るように今年度 5,039 億円と目標よりも 1 割強に達成している。これに縛られずに 10 年単

位で目標を設定してほしい。年 2%ずつふえると 6,000 億になると思う。これくらいの目標

にしていただかないと働く場所がふえず，人口もふえない。各項目すばらしい意見がまと

めてあるので，ぜひ実施計画でその多くが実現できることを願っている。 

○風見会長：財政が無視できないのは基本である。計画は高らかにつくるべきだが，実行に

移す際には，優先順位を決めてしっかりとつなげていただきたい。 

欠席されている委員からコメントをいただいているので，事務局からお願いしたい。 

○事務局： 欠席されている髙橋俊裕委員の御意見を紹介させていただきます。 

1 つ目に，第 2 次総合計画については，総花的であるがおおむね了承する。第 1 次につ

いては比較的評価が高かったと思うが，震災復興など予算と実施計画のスピードアップに

集中できた効果も見逃せない。第 2 次では，この面でもしっかりと目標を定めて，実施計

画に落とし込むことが必要である。 

2 つ目に，10 年後の望ましい姿として目標値をはっきりさせたほうがわかりやすいと思

う。 

3 つ目に，第 3 章 1 節から 2 節に子どもの教育について触れているが，郷土愛をはぐく

むためには小中学生の間に郷土について深く知り，体験することが大事だと思う。自分の

住んでいる地域を知り，体験させる教育を望む。 

最後に，今後の基本計画，実施計画，そして実施計画の評価などについて知ることがで

きる機会があれば，その都度お手伝いできることもあるかもしれないと思っている。 

以上，4 点御紹介させていただきました。 

○風見会長：お手伝いできることはたくさんあると思うので，よろしく伝えてほしい。 

皆さんに一言ずついただいて，この審議会は最後となる。まだまだ審議内容の思いもあ

るかと思うが，この段階で一度まとめさせていただいて，答申とさせていただく。手直し

をしていかなければならないところもあるし，実行するためには引き続き皆さんの御努力

が必要になる。 

最後に，答申案の内容も含めて，この内容でまとめさせていただいてよろしいでしょう
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か。 

○審議会委員：了承 

○風見会長：では，伊藤市長から一言いただきたい。 

○伊藤市長：第 4 回の審議会でそれぞれの取りまとめ，答申の最終確認をいただきました。 

来週に会長から答申をいただきますが，大変お忙しい中，精力的に審議会に御参加いた

だきまして貴重な御意見，御提言を賜りました。厚く御礼申し上げたいと思います。 

それぞれお話がありましたように，計画をつくって終わりではなく，どう実行するかと

いうことでございますので，しっかりと取り組んでまいります。 

大崎は「話し合う協働のまちづくり」という他に例のない条例を持っていますので，市

民の方々あるいは職員，企業，団体と一体となって，外からの応援団である教育機関や首

都圏でのネットワークなどを含めて，総力を合わせて取り組んでいきたいと思っていると

ころであります。 

先ほど氏家委員からお話がありましたように，本日子どもサミットがございました。 

子どもの目で自分の学校や地域あるいは将来のことを，10周年ということで，大崎の夢，

未来をたくさん語っていただいて，地域のすばらしさや可能性を掘り起こしていただいて，

目からうろこのような気持ちで元気をいただいてきたところであります。子どもたちにも

ふるさとを誇りに思っていただいていることは，次の時代にしっかりとつないでいくエネ

ルギーになると感じた次第でございます。 

子どもたちからも誇りに思っていただいた大崎の資源や素材について，いろいろな機関

から認定をいただきました。ことし春には鳴子温泉全体が保養温泉地に認定されましたし，

9 月 16 日には鳴子ダムが土木遺産として認定をいただきました。一昨日には ICID 国際か

んがい排水委員会から岩出山の内川が，世界かんがい施設遺産として認定をいただいたと

ころでありました。10 周年というとき，また新たな計画づくりをしようというときに，励

ましをいただくようなことでもあったのではないかと思っております。 

来年の 3 月に判断される世界農業遺産の認定審査について，現地調査やプレゼンテーシ

ョンを待っているところであります。これらの認定もいただければ子どもたちの目が，あ

るいは専門的な集団や国際的な機関からも認めていただくことが，総合計画や各種計画づ

くりに大いにやる気やはずみがつくのではないかと思っています。内外の力を結集して確

実に実行に移してまいりたいと思います。 

今後とも，引き続き御指導，御支援いただきますようお願い申し上げます。本当にあり

がとうございました。 

○風見会長：市長には本当にお忙しい中，市政に反映していただくのに非常に重要なので，

審議会のメンバーとして同席いただいて，皆さんも力強く思われている。 

きずなという言葉は綱から来たと聞いているが，綱のように離れがたいものにしていく

ということが大事である。我々自身もきずなであるし，地域へのきずなもしっかり張って

いただいて，この総合計画が浸透して皆さんで実現できるように引き続き御尽力をお願い

したい。 

活発な議論と，事務局にも大変頑張っていただいた。苦労をねぎらう意味で最後は拍手
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で終わりたいと思う。 

以上で議長の任を解かせていただきたいと思う。きょうも活発な御議論ありがとうござ

いました。 

 

（２）その他 

・事務局より答申の日程について下記のとおり提案し，了承をいただいた。 

○答申の日程 

日 時  平成 28 年 11 月 16 日（水） 

 

5 閉会のあいさつ 

○松本副会長：私ごとですが，10 月いっぱいで商工会議所会頭を辞めさせていただきました。 

昨日のアメリカ大統領選では思いもよらぬ結果となりました。アメリカ国民の考え方も

いろいろと変わってきているということでした。 

10 年というスパンの中で，部長の皆様方はいるかどうかわからないので，実施計画をし

っかりと立てていただいて後進の方に引き継いでいただかないと，皆さんで苦労してつく

り上げた総合計画が形として残らないということになると思います。ぜひ，心残りがない

ように頑張って実施計画にして，結果を出していただくようにお願いいたします。 

本当にご苦労さまでございました。 

 

6 閉 会 

 

以 上 


