
令和２年度第２回 大和町総合計画審議会 

 

 

日 時 令和２年１１月１６日（月） 

午前１０時から 

場 所 大和町役場３階 ３０１会議室 

 

次   第 

 

１ 開   会 

２ 開会の挨拶   大和町総合計画審議会 会長 鈴木 隆一 

３ 議   事 

（１）大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略の令和元年度実施事業について 資料１ 

（２）各種検討組織開催経過について 資料２ 

（３）各種調査結果について 

各種アンケート調査結果 資料３ 

施策動向調査結果 資料４ 

（４）大和町第五次総合計画骨子について 資料５ 

４ その他 

５ 閉会の挨拶   大和町総合計画審議会 会長職務代理 平岡 善浩 

６ 閉   会 



 

任期：令和2年8月6日～計画策定までの間（2年間）

No 氏　名 ふりがな 所属等 分野 備考

1 奧山　健一郎 おくやま　けんいちろう
株式会社　ワイ・デー・ケー
常務取締役　宮城工場長

産業

2 鈴木　隆一 すずき　りゅういち 元宮城県社会福祉協議会　会長 行政・福祉

3 松川　利充 まつかわ　としみつ 大和町都市計画審議会　会長 行政

4 平岡　善浩 ひらおか　よしひろ
公立大学法人宮城大学
事業構想学群　教授

大学

5 丹野　　覚 たんの　さとる
株式会社　七十七銀行
吉岡支店　支店長

金融 欠席

6 加賀　立子 かが　たつこ
くろかわ商工会
女性部　大和地区　副部長

商業

7 髙橋　壽昭 たかはし　としあき 大和まるごと市実行委員会　代表 商業

8 文屋　芳光 ぶんや　よしみつ 大和町農業委員会　会長 農業

9 若生　　昇 わこう　のぼる 大和町区長会　会長 地域

10 君ケ袋　真平 きみがふくろ　しんぺい 大和町消防団　団長 防災・協働

11 相澤　さだ子 あいざわ　さだこ 大和町婦人防火クラブ　会長 防災・福祉

12 石塚　玲子 いしづか　れいこ くろかわ訪問看護ステーション所長 医療福祉

13 髙橋　榮次 たかはし　えいじ 社会教育委員会　議長 教育・行政 欠席

14 木皿　田鶴子 きさら　たずこ 教育委員会　教育委員 教育

15 手代木　吉之 てしろぎ　よしゆき 大和町立小野小学校　校長 教育

16 八嶋　良雄 やしま　よしお 大和町スポーツ少年団　本部長 スポーツ

17 遠藤　弥一郎 えんどう　やいちろう みやの森幼稚園　園長 子育て

18 阿部　智津子 あべ　ちづこ 大和町吉岡児童館　館長 子育て

19 安田　　剛 やすだ　たけし 小中学校保護者代表
子育て・
教育

20 山腰　麻美 やまこし　あさみ すぎのこ保育園　　保護者会　会長 子育て

浅野　喜高

　課長 千坂　俊範

　課長 阿部　昭子

　課長 小野　政則

　課長 浅野　義則

　課長 江本　篤夫

　課長 文屋　隆義

　課長 瀬戸　正昭

　課長

　課長補佐

　政策企画係長

　主任

■事務局

総務課長

■総合計画審議会委員

■コンサルタント業者

　　　　　ランドブレイン　株式会社

大和町まちづくり政策課

令和2年度第2回大和町総合計画審議会出席者名簿

千葉　正義

早坂　　基

相澤　敏晴

長崎　美里

副町長

町民生活課長

子育て支援課長

教育総務課長

商工観光課長

都市建設課長

生涯学習課長

■関係各課
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会 議 録 

作成月日 令和２年１１月２０日（金） 作成者職・氏名 まちづくり政策課 相澤 

会議名称 令和２年度第２回 大和町総合計画審議会 

開催日時 令和２年１１月１６日（月） １０：００～１２：４０ 

開催場所 大和町役場 ３階 ３０１会議室 

出 席 者 

〇大和町 副町長 浅野 喜高 

〇大和町総合計画審議会委員 １８名（別添名簿参照） 

〇事務局：大和町まちづくり政策課 

 課長 千葉 正義、課長補佐 早坂 基、係長 相澤 敏晴、主査 長崎 美里 

〇町関係者 関係課長 ７名（別添名簿参照） 

〇コンサル業者：ランドブレイン株式会社 

 主任 佐瀬 征利、主任補 井芹 太郎、研究員 木下 晴敦  （合計 ３３名） 

議  事 

別添次第のとおり 

〇大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略の令和元年度実施事業について 

〇各種検討組織開催経過について 

〇各種調査結果について 

〇大和町第五次総合計画骨子について 

 司会進行：大和町まちづくり政策課 千葉課長 

 １ 開   会 

 ２ 開会の挨拶 

鈴木会長 

皆様おはようございます。 

第２回ということで、ご案内のとおり計画の策定作業が進んでおりまして、本

日次第にあります骨子の最終案を審議することになりますので、どうぞ皆さんに

は忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

浅野 

副町長 

皆様おはようございます。 

本来町長がご挨拶すべきところですが、予算要望活動のため私が代理出席させ

ていただいております。日頃より町政にご協力いただいていることに深く御礼申

し上げます。 

コロナ禍のなかで、全国で感染拡大が広がるなか、本町でも６名の感染者が出

ている状況です。是非皆様も寒くなってくる季節ですのでインフルエンザ等も含

めて健康管理にはしっかり留意してお過ごしください。 

本日は第２回審議会ということで、大和町の１０年後の進むべき方向を決め

て、皆様が住んで良かったと思えるまちづくりを進めてまいりたいと考えており

ます。 

本日は骨子案についての審議ですので、皆様の貴重なご意見をいただき、より

良い計画づくりを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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 ３ 議   事 

 

（１）大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略の令和元年度実施事業について 

資料１ 

大和町まちづくり政策課 政策企画係 相澤係長説明 

 〇質 疑 

平岡会長

職務代理 

製造業従業者数が令和元年度の増が１，２９５人、大幅な増になっていますが

こちらの要因を教えていただきたい。 

内訳を見ますと社会増が７２人の増となっているので約１，２００人の方々は

町外の方々の雇用という事かと思います。 

二つ目は、企業・活動促進補助の利用が３件ありますが、この業種はどのよう

なものだったのか教えて下さい。 

商工観光課 

浅野課長 

実績値ということで１，２００人増えているわけですが、これは企業の誘致活

動に対しましてエレクトロン等の企業人数が増えてきているということです。 

企業・活動促進補助の利用については、飲食店が２件、犬の美容室で１件、合

計３件でございます。 

１，２００人の詳しい内訳に関しては、数値化していませんので把握しており

ません。 

鈴木会長 
資料２ページ目の親子３世代同居応援事業は、人口の増加にどれぐらい寄与し

ているのか。本来の事業目的に合っているか。 

事 務 局 

（相澤） 

移住・定住応援事業と親子３世代同居応援事業につきまして、２ページ目に記

載しておりますが、子育て世代の移住定住について人口減少地域に３１名、うち

転入者は１８名となりました。 

また、親子３世代同居事業につきましても１３名の転入がございまして人口増

という事で、移住・定住応援事業と併せて３１人が町内に転入してきました。 

こちらの事業を利用する方々は、人口減少地域に実家をお持ちの方で、実家に

帰ってきて補助事業を使うという機会が多くなっています。 

約半数近くは実家に戻ってきた方々になり、親子３世代同居につきましても、

実家が大和町にございまして、元々住んでいる祖父、祖母たちと同居するという

利用がありました。 

鈴木会長 

そうすると事業目的にかなった町外からの移住が少なからず進んだと理解して

いいですか。 

本日の段階で、審議会として答申する必要があるのでないでしょうか。 

事 務 局 

（早坂） 

審議会が始まる時に町長から諮問事項として２点あります。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の事業評価の内容が１点目。 

第五次総合計画策定に係る内容が２点目。 

１点目の諮問内容については、必要に応じて毎年計画の見直し等も図っていく

文言もありますので、一部答申という形で事務局としては考えておりました。 

本日の審議会のご意見等をまとめたうえで町長に答申したいと考えておりま

す。 

本日いただいた意見を元にして事務局、会長、職務代理と３者で答申書の内容を

まとめて町長に答申したいと思っております。 

答申書が出来上がり次第、委員の方々には写しを送付したいと考えております。 

鈴木会長 

総合戦略についての答申の扱いは今のお話のとおりです。質疑がありましたけ

れども、特段の意見はなかったと理解しています。 

答申書の中身については、私と平岡会長代理の２人で対応させていただくとい
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うことでよろしいでしょうか。 

一同 異議なし 

鈴木会長 （２）各種検討組織開催経過について説明お願いします。 

 
大和町まちづくり政策課 早坂課長補佐 資料の全体概要を説明 

配布資料、アンケート調査、実施会議概要等説明 

鈴木会長 
議事の進め方について（２）各種検討組織開催経過について（３）各種調査結果

についてを一緒に説明すると分かりやすいと思います。 

 

（２）各種検討組織開催経過について 資料２ 

ランドブレイン株式会社 井芹 資料詳細説明 

（３）各種調査結果について 

各種アンケート調査結果 資料３ 

施策動向調査結果 資料４ 

ランドブレイン株式会社 佐瀬 資料詳細説明 

 〇質 疑 

石塚委員 

住民のワークショップを行ったということですが、住民はどういう方を対象に

してセレクトしたのかお伺いしたい。 

どれぐらいの人達の声が反映されているのかと思いました。 

グループによっては、もしかしたらアンケートに差があったのかと感じました

が教えてください。 

事 務 局 

（早坂） 

住民ワークショップですが、人数的は住民が２４人とプロジェクトプランニン

グチームが６チームあり、各チームの代表者が１名参画しています。 

その他に宮城大学生も６名参加し３プロジェクトにそれぞれ２名入っておりま

して、計３６名で構成しております。 

住民の方々は、分野ごとに推薦をいただき任命しています。 

メンバーは農林・商工・観光、自然・環境についての分野、商工関係に携わる

方や個人住民の方、町内企業の方から参画をいただいております。 

子育て教育分野についても医療関係、福祉関係、教育・子育て関係の方々から

参画いただいております。 

また、黒川病院や、介護施設、ＰＴＡ関係者からも参画いただいております。 

防災関係、行財政、協働関係につきましては、地域の防災に携わっている自主

防災組織、消防団関係、地域づくりに携わっているまちづくり組織の方、コンサ

ル的な業者の方にも参画いただいています。 

その他婦人会やボランティアサークルからの参画もいただいております。 

主な意見としては、生活に直結している、普段から身近に感じている意見が非

常に多く、産業集積を図っているのは強みとして理解できるが、若い人口が増え

たことは良いことだが、一方では地域のコミュニティが希薄化してきている。 

産業集積を図ったことで朝晩の交通渋滞も増えているのでインフラ整備も必要

である。 

若い世代が増え、子どもの数も増えているので、子育て支援策はどうなんだ 

という事で、保育所や児童館等の子育て施設、環境整備、ハード面ソフト面、 

それらも充実させていかなければならない。 

自然が強みで挙がっているが自然を感じられるような空間が無い、子ども達を

もっと自然の中で遊ばせられるような施設、空間が必要ではないか等、様々な意

見がございました。 
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石塚委員 

内容よくわかりました。 

高齢者の方、障がい者の方、介護をしている人とかそういった人達の声がきち

んとまちづくりに反映できるようなものにしていかないといけないと思います。 

そういう意見もきちんと集約して作っていけたらいいのではないかと思います。 

鈴木会長 

（４）大和町第五次総合計画骨子について 

この骨子を作っている意味、意義、目的を説明してください。 

骨子が今日も案ということであれば、どういうスケジュール、作業工程になる

のか。今日の審議会の意見の集約が必要なのかどうか。 

事 務 局 

（早坂） 

本日は、基本構想を作るための骨子案を示させていただいております。 

今回、総合計画を策定する趣旨・目的としましては、町の情勢が平成２７年か

ら大きく変動しておりまして、産業集積、人口増加、町のインフラ等、市街地の

整備も進んでいる一方で、様々な地域課題や社会的潮流を意識しなければならな

いことから計画策定に至っています。 

現在、町の情勢の変化を鑑みながら計画を作る柱となる素材をブラッシュアッ

プする作業を進めております。 

スケジュール的には、本日は骨子案をお示しさせていただき審議会委員からの

意見も反映させながら、今月中に骨子を固めて、１２月の議会全員協議会で説明

する予定でございます。 

議員からの意見も取り入れながら基本構想も考えていかなければと考えています。 

年明けには住民説明会も予定しており、住民の意見も吸い上げる予定です。今後、 

皆様の意見を集約し、骨子を柱にして、今年度中に基本構想素案の策定を進める考

でございます。 

基本構想素案を３月の議会全員協議会で説明する予定ですので、１月下旬まで

には基本構想素案を固めたいと思います。 

議会に説明する前に、２月上旬に開催予定の第３回審議会で基本構想素案を諮

りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。皆様の意見を踏まえまして３

月議会に説明したいと思います。 

 
（４）大和町第五次総合計画骨子について 資料５ 

ランドブレイン株式会社 井芹 資料詳細説明 

 〇質 疑 

手代木 

委員 

「地域による児童数の偏り」というところ、以前の「教育機関の地域間不均

衡」より説明のとおり事実を確かに正確に表現しているという意味ではいいのか

という感想です。 

しかし、児童数の偏りが果たしてそのまま弱みになるのかという印象も持ちま

した。 

落合小学校では特認校として少人数できめの細かい教育をやっていくと新聞等

でも報道されています。 

弱みというのは見方によっては強みにもなりますし、そういう意味では小規模

校なりの特色ある教育が大規模校ではできない、強みになるのではないかと感じ

ました。 

事 務 局 

（早坂） 

おっしゃるとおりでございまして、人数の多い少ない、というのはそれぞれに

一長一短、メリットデメリットがあるので、それのどこを捉えるかで、強み弱み

どちらに表記すべきか変わるところであり、同様の意見をこれまでもいただいて

おり大変悩ましいところと感じております。この後も、いただいた意見を踏まえ

まして最終的にどのように表現するか事務局内でも検討させていただければと思
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います。 

木皿委員 

教育・文化・学習の図書館等多様な学習施設・機会の充実は、宮城県図書館が

近いことからすれば、あらためて大和町としての図書館が必要になるのか、将来

を見据えた場合どうなるのか疑問に感じます。 

事 務 局 

（早坂） 

同様の意見をこれまでもいただいており、少し表現方法に含みを持たせた形

で、学習施設、あるいは機会という表現にしております。 

奥山委員 

税収における法人税の割合に関してですが、骨子のうえで参考データがオープ

ンになるのかが前提の質問です。 

前回の資料には円グラフがあり、歳入に占める町民税の割合を表したうえで法

人町民税の割合がわかるようになっていました。今回は棒グラフで法人税率がわ

かりやすくなっており、税収に占める法人税の増減は、今回の棒グラフの方がよ

ろしいかと思いましたけれど、歳入のうち５７．５％が町税を占めているという

表現があるので、前回の歳入内訳の円グラフはあったほうがいいのではないかと

感じました。 

事 務 局 

（早坂） 

グラフの差し替えについて、法人税に依存しているという事よりも、依存して

いる法人税の年度間の差が大きいというのが問題であるという、主訴がどこかと

いうのが少し変わった事によってグラフを変えましたが、一番丁寧なのは両方残

す形かと思いますので、再度検討させていただきます。 

安田委員 

図書館や体育館は子どもだけで行くことができない、行く方法が無い、交通機

関の整備をすれば子ども達も、もっと自由に遊ぶ場所、活動する場所が広がった

りするのかと思います。 

そうする事で子育て、環境の整備、定住や人の移動というのができると思いま

す。 

分野ごとに縦に区切られているようなイメージがこの表から感じたものですか

ら、横のつながりをリンクしていけば、それぞれの分野をうまく補完しながら目

標を達成していけると思いました。 

事 務 局 

(ランドブレイン) 
より見やすい資料構成を心掛けたいと思います。 

文屋委員 

強みで豊かな自然や環境、景観という文言が入って大変素晴らしい事と思いま

すし、強みのひとつであると思っております。 

再生可能エネルギー資源の活用とありますが、今は原発の再稼働等言われてい

ますが、これはどういう意味か伺いたい。 

環境・自然を守っていく上で、一次産業は大事な存在と思っています。 

農業も昨年の災害をみますと田んぼを始め施設等大きな災害と被ったわけです

が、恒常的に大雨がきているわけで、たまたま昨年は激甚災害指定され手厚い支

援を受けましたが、恒常的に災害がおきている中、個人の持ち出しで復旧等する

ことは困難なので、そういう補助等を整備してもらえると安心して暮らせる町づ

くりになると思います。 

事 務 局 

(ランドブレイン) 

現時点では、具体にこういったエネルギー資源を活用する事業とは言えないと

ころです。 

これまで大和町で、この分野の議論や取組みはそこまで積極的に行われてきた

わけではないと思いますので、今後活用する方向で検討してはどうかという事

と、今把握している情報では、森林面積が多いので、その中で木質バイオマスの

資源として使える材もあるでしょうし、民間の植物残渣を扱う新しい、新エネル

ギーを扱う様な工場もありますので、そういった分野で今後活用が期待できるの
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ではないかと思っています。 

木皿委員 

自然・環境・生活にＣＯ２排出量と記述がありますが、入れる必要あるのか、

と疑問に感じます。 

ＣＯ２排出量が大和町と他市町に差がある等の実績とか何も掴んでいない時に

ＣＯ２排出量と入れると、他と比べて多いのに何も対策を立てていないのか、と

いう取り方にもなるのかと感じます。 

事 務 局 

(ランドブレイン) 

今までも同様の意見があり、再生可能エネルギー資源の利活用とセットである

と柔らかい表現になると思いこの形にしている。 

またエビデンス（根拠）の件は、２０１７年の環境省のデータで、県内で仙台

市、石巻、大崎に次いで４番目に多いということで、要因として製造業が多いと

いうことで、ある程度いたしかたないと思いますが、実態として多く出ていると

いう事はデータとして示されているので記載させていただいたところです。 

君ケ袋 

委員 

農林・商工・観光の弱みで鳥獣被害、主要課題で有害鳥獣対策とあり、まさに

そのとおりの現状と思っています。 

ただ自然・環境・生活から見た時、果たして被害のみで捉えるべきなのかどう

か。地球に優しいまちづくりという事も必要だと思うので、地球に優しいとは植

物のみ大切にするということではなく、地域に共存する動物ともうまくやってい

かなければならない時代が来ていると思っています。 

鳥獣が悪者だけという取り扱いだけではなく、なんとか我々の生活に取り入れ

られる方策が必要と感じています。 

場合によっては観光資源というものにもなると考えられると思いますがいかが

でしょうか。 

事 務 局 

(ランドブレイン) 

今までに無かった新しいご意見かと思いますので、是非検討させていただきます。 

単純に対策とするわけではなくて、「共生」という部分。 

今まで観光商品としてジビエ商品のような、利活用の話は多くいただきました

が、そもそも生きている状態で共生できないかという視点のご意見は無かったの

で参考にさせていただきます。 

加賀委員 

このコロナ禍にあってこの内容は、すごく夢と希望のある内容で全体的に良い

と感じました。 

問題はあり、私たち商人にとって大変なこともあります。 

ジビエは他からいらした人に、ここには無いのかと質問されたこともありまし

た。これから検討の余地はたくさんありますが、内容は素晴らしいと思います。 

事 務 局 
骨子（案）に対する主な委員意見の紹介 資料 6 

ランドブレイン株式会社 井芹 説明 

鈴木会長 

総合計画の策定についての趣旨・背景２段落書いてあります。 

前段は何のために作る計画なのかという事を言いたかったのだろう。「日々変化

しており、より一層柔軟な対応が求められる」とあるが、こういう事は総合計画

の町計画レベルで認識して改定するものではないと思う。 

国や世界規模の潮流を捉えたときに今後１０年、２０年のまちづくり、大きな

変革の時代にどう対応していくべきか、その為の改定である。そういう事を書く

べきだと思います。 

「更に」以降の後段は、骨子の意味のようなものを書こうとしたのかと思いま

すが、何を言いたいのか内容が伝わらないと思います。 

結びが、「骨子として捉えて進める必要がある。」だと、文脈が理解できないと

思います。 

何のために計画を作るのかということと、骨子が何のために作ろうとしている 
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鈴木会長 

のか分かるようにした方がいいと思います。 

最も重要なのは、まちづくりの方向性の部分だと思います。 

色々な意識調査やそれぞれの会議を開いて意見を集約してまとめると、こうい

う風に最大公約数的になると思うが、今後１０年間、結果として何を重点施策と

して捉えてやっていくか、ポイントが見えないという感想です。 

いずれ１０年という期間も限られ、財源も仕事に携わる人、資源、町としての

権限も限られている。 

その中で何が出来て、１０年の中で何を重点的にするかしっかり示したほうが

いいと思います。 

基本的な考え、理念、これに基づいてこうまちづくりをしていきますという、

ストンと見える物でないと議論が進まないのかなと思いました。 

個別では、「福祉サービスの過不足の調整」の部分はまったくわからない。 

「特色ある教育活動の検討と実施」の部分も、今までも検討なり特色ある学校

づくりはずっとやってきたと思う。 

それにも関わらず、この時点でも検討と実施というのがよくわからない。 

「人口減少時代に対応するノウハウ」は漠然とした表現でありわからない。 

出生率を強みにしているが、出生率がどんどん自然減になっているし、危機的

な状態にある。 

そういう中で大和町の強みとして出生率が高いと子育て・保健福祉の強みと位

置付けられるのか疑問に思います。 

それから、財政力が強みと町としていえるのか。 

不交付団体ということで皆さんは評価をしているのですが、果たして町として

財政力が強みと言えるのかどうか、人口が減り、行政需要がどんどん変化増大し

ていくという中で、そういう認識を示すことが果たして正しい判断なのかと思い

ます。 

前段の全般的な話で並び替えればこのような話になるのかもしれませんけれど

も、一番大事なのは、町としてどういうふうにしていくかという議論をして、そ

の上で柱を立てる必要があると思います。 

庁内での本質的な議論がまだまだ足りない様で、これから構想づくりに進むわ

けですが、内容が深まることを期待します。 

昨日、落合小学校を小規模認定校にすると新聞報道されました。 

地域の住民としては、その情報は入りませんでした。 

ただ、役場で打合せに来た数日前にその話があり驚きました。 

地域住民も情報が無く驚いた事と思います。 

小規模校の特色を生かして、という発言もありましたが、果たして今後５年、

１０年後の子どもの数を見た時に、鶴巣・吉田も含めた中でこういう施策で大丈

夫なのか心配があります。 

そもそも、落合小学校の学区の見直しの話は、どういう問題意識を持って、ど

ういう思いで、議論をいつからスタートさせたのか、どういう経過で決断に至っ

たのか知りたいと思いますし、学校の適正規模として１０人を限度としている

が、１０人とはどんな考え方なのか、義務教育の適正規模をどう認識をして施策

を打ち出したのか聞いておきたい。 

抜本的な議論をしっかりする必要があると思うし、その上でこういう施策とな

ればまだいいと思いますが、非常に大きな疑問を感じながら見ておりました。 

アンケートを見ていますと教育福祉のあたりが住民の意識として非常に高いと

思います。 

小規模認定校について担当課長がいらしているので、ご回答いただきたいと思

います。 
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教育総務課 

文屋課長 

大和町の小学校は、大規模校と小規模校では極端な児童数の格差があります。 

格差を解消する為、子育て支援住宅という施策を展開しています。 

落合小学校が令和３年度で児童数３０名を割ってしまう事から、特色ある教育

を進めるためにも、ある程度の児童数の確保が必要になるという事から、１学年

は１０名を超えない範囲内という考えで制度を導入することになりました。 

導入にあたり、落合小学校のＰＴＡ及び保護者に説明しております。 

何故必要なのかという質問には、小規模校とはいえ、学習のためにはある程度

の人数が必要になると説明し、落合の児童の和を崩さない方法で考え、あくまで

も吉岡小学校と小野小学校の希望者のみが学区を超えて落合小学校に入れるとい

う内容で募集を行うものです。 

１学年１０名という考えは、現在落合小学校が３０人ほどの人数ですので、そ

の倍の６０人を目安として、現在の在校生の数を極端に増えないように定員は在

校生を含めて１学年１０名と設定しました。 

大規模校、小規模校各々の教育の強み、弱みがあり、その特色を理解した保護

者、児童に小規模校の良さを経験してもらうということで、まずは落合小学校を

最初に制度の導入に至ったものでございます。 

地域に情報がいかなかった事、教育委員会として反省します。 

地元のＰＴＡの保護者の意見を聞いたうえで進めなければならないということ

で、今後のスケジュールもあり説明不足な点はお詫びしたいと思います。 

制度については、落合地区の区長には要領とチラシを配布しております。 

また、１２月の落合地区地域振興協議会でも制度の説明をさせていただきたいと思

います。 

鈴木会長 

教育委員会でしっかり議論してください。 

しかし、１２日に発表して今日からもう応募を受け付ける。 

そのスケジュール感が信じられない。 

小野地区や吉岡地区の方にはどのように周知し、周知期間はどれくらいどうし

たのか。積極的なニーズをどのくらい把握しているのか教えてください。 

教育総務課 

文屋課長 

募集周知は本日から 1ヶ月間募集させていただいている。 

小学校、町内の保育所、幼稚園等に要領とチラシを配布しています。 

スケジュールは、先生の配置調整の関係で、１２月末までに教職員の配置と児

童数をまとめないといけないことからタイトなスケジュールになったものです。 

鈴木会長 
教育については一番関心が高いと思う。 

慎重な対応を進めて欲しいと思います。 

松川委員 

この総合計画の実行性を高めるにはマネジメントシステムを活用して、庁内

で、しっかりと議論して構築していただきたい。 

見直しをしても、完璧なものはないことから、実行したら検証して、問題があ

れば改善していくシステムを構築していただきたい。 

ここにいらした課長さん達が議論していただければ、良いものができると思い

ます。 

手代木 

委員 

アンケートの回答率は、中学生が一番高かったと思います。 

これから１０年の大和町を作るにあたり、中学生の意見というのが未来を作る

意見につながると思います。 

大人がまとめた意見だけではなく、中学生が出した意見が、自分達が出した意

見がまちづくりに反映されていると感じるのが大切で、ひとつでもふたつでも中

学生の意見を汲んで頂いて、具体の施策に反映していただくと、すごく伝わると

思いますのでよろしくお願いします。 
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山越委員 

子育て支援は、私自身利用させていただいています。 

強みに出生率の高さを挙げるならば、子育て世帯の悩みの、産婦人科が少な

い、子どもの遊び場が少ない、待機児童の深刻さ、特に０歳児の待機は問題で、

全国的に保育士が少ないという事もあると思いますが、待機児童が多くて働けな

い人が多いと思います。 

土曜日は小学校が休みだが土日が休みではないお母さんがいるのが現状です。 

土曜保育を利用している方で、土曜日休みにしてもらうのは大変で、仕事で土

日休みが取れない方が増えているかと思います。 

土曜日は保育園やっていて助かっているが日曜日はどこもやっていない。 

預かってくれる人がいないと、職場では日曜日に働けない人として見られ、働

くほうからしてもつらい思いをするのではないかと思います。 

小学校は土曜が休みで、児童館は月に一度しか土曜日に開館していなく、他の

土曜をどうしようと悩んでいる親が多いと思います。 

子どもの遊び場を拡充するということで土曜日などに何かできないかなと、大

和町として町の特性として何かしていただけないかと思います。 

子育て支援課 

小野課長 

待機児童の数は平成２９年に７０人という宮城県で第３位になり、県庁から今

後の対応について課長と補佐が呼ばれました。 

すみれの花保育園ができたことにより、待機児童はなくなってはいませんが、

今年の４月で９名と少なくなっています。 

日曜日の保育の実施、土曜日の小学生の児童館の開館については、保育士不足

により、見守りが足りない状況がありまして、ご意見として頂戴させていただき

ます。 

阿部委員 

子どもの遊び場・居場所を作るならば、是非、使う子どもたちの意見を聞いて

いただきたい。 

子供のための施設を作るなら、大人がこういうものを建ててあげたではなく、

自分達がこんな施設が欲しいという小学生は小学生の意見があり、こういう遊び

場が欲しいとか、子どもがわがままを言っているように感じるし、子供の言って

いることを全部叶えることは難しいと思いますけれども、キラッと輝く意見も出

てくると思います。 

まちづくりの時には子どもたちの意見を聞く機会をもっと作っていただける

と、いいと思います。 

鈴木会長 

意見として頂戴したいと思います。 

これで議事を閉めさせていただきたいと思います。 

多くのご意見ありがとうございました。 

 ４ その他 

事 務 局 

（千葉） 

年明けに再度審議会開催を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

庁内での議論もしっかりしていきたいと思います。 

 ５ 閉会の挨拶 

平岡会長

職務代理 

長時間にわたりお疲れ様でした。 

今日は、なるべく皆様の意見を聞きたいと思い黙っておりました。 

最後少しだけ意見を述べさせて頂きたいと思います。 

私は、大学生と色んな懇談会に参加いたしました。 

町民の皆さんが色々な意見、具体的な話から意見を出されていました。 

会議の際に、大和町まちづくり政策課の早坂課長補佐が総合計画を「木」に例え

て説明しましたが、今回の総合計画、今議論しているのは太い幹の部分、これから
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の構想は色々枝分かれしていくところ、更に枝分れすると計画、具体的な事業にな

り葉っぱや花や実がつく。 

今、幹の部分から色んな方向に枝を出しておかないと、その先の葉っぱも実も無

いという事になると思います。 

まだ太い幹の話なので具体的な葉っぱや実が見えない、これからだと思います。 

今の時点でも色々議論しておかなければならないと思います。 

ワークショップでは、３０～４０代の事業主が来ていて、ちょっと今の骨子は保

守的なのではないかという意見がありました。 

例えば産業は世界的な技術、企業の方々が大和町におられるので、企業誘致の継続

も大事だと思いますが、大和町の地域産業、地場産業は何かとなった時に、企業誘致

にばかりシフトすると今後の１０年間どうなるのかという意見が出ました。 

新しい地域産業の創出、新しい地場産業の創出のような文言をはっきりと入れて

おくと、色んなチャレンジする人達が出るのではないかと思います。 

独自の産業にあたっては、六次産業とよく言われますが、一次と二次と三次をど

のように連携していくか。 

先ほどジビエの話がありましたが、山の話と里のレストランの話を直接結び付け

るとか、産業間連携といいますか、大和町には色々な産業がありますので連携をし

ていって大和町の独自性を出す様な事もワークショップでは話が出ていました。 

商工会からも話がありましたとおり、商店街がスーパーで売っているものと同じ

ものを仕入れて売るとなると太刀打ちすることができない。 

何を作って、何を売って、何をサービスするかというときに大和町に何があるの

となってきますので、産業間連携が必要になると思います。 

次に、産業でも教育でも防災でも地域間連携が必要になると思います。 

落合の小学校の件もそうですが、子どもの奪い合いのようになると良くないと思

います。 

うまく地域間連携をして、町全体として子どもを育てるなどの地域間連携という

考え方が全体として必要ではないでしょうか。 

私のゼミでも大和の「わ」というように５地区を連携する視点が必要だと申して

おります。 

計画骨子案一番下の欄に「子育ち」とあります。「子育て」は親目線。「子育ち」

は子ども目線。子ども達が自分たちで自主的に育つ、そういった場を与える、とい

う様な事です。 

子ども達が、自主的に自分が育つ環境をどう作っていくかということです。 

子どもの居場所として他の市町村では、図書館などで高校生までしか入れないゾ

ーンを作って、自分達で話し合って設備や使い方を決めさせることもしていて、中

高生のまちづくりステーションを作って子どもたちの活動拠点を作ることをして

います。 

自分達で学ぶ姿勢を育てていけば、大学で別の所に行っても地元に戻ってくる可

能性があるのかと思いますし、子育ちが大和町では独自の大事な視点かと思いまし

た。 

今後も是非太い幹から枝分かれしていき、どんどん構想、計画となり、いい葉と

花と実をつけるようご協力をお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

 ６ 閉会 




