
令和２年度第１回 大和町総合計画審議会 

 

 

日 時 令和２年８月６日（木） 

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 委嘱状交付 

３ 開会の挨拶   大和町長 浅野 元 

４ 委員紹介 

５ 会長及び会長職務代理者の選任 

会 長   
会長職務
代理者 

 

６ 諮問書提出 

７ 議   事 

（１）各計画の概要について 

大和町第四次総合計画、大和町第四次国土利用計画、 

大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（２）大和町第五次総合計画等の策定について 資料１ 

（３）町民等アンケート実施状況について 資料２ 

８ その他 

（１）令和元年度計画事業の実績に係る評価について →次回の審議会で評価検証 

（２）意見書の提出について →令和２年８月２５日（火）まで 資料３ 

（３）今後の総合計画審議会日程について →第 2回：11月上旬、第 3回：2月上旬 

９ 閉会の挨拶   大和町総合計画審議会 会長職務代理者 

１０ 閉   会 



 
■総合計画審議会委員

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

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 欠席

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

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 欠席

浅野　　元

　課長

　課長補佐

　主任

令和2年度第1回大和町総合計画審議会出席者名簿

千葉　正義

早坂　　基

長崎　美里

町長

■町関係者

■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
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会 議 録 

作成月日 令和２年８月 7日（金） 作成者職・氏名 
まちづくり政策課 

課長補佐 早坂 基 

会議名称 令和２年度第１回 大和町総合計画審議会 

開催日時 令和２年８月６日（木） １０：００～１０：５０ 

開催場所 大和町役場 ３階 ３０１会議室 

出 席 者 

〇町長 浅野 元 

〇大和町総合計画審議会委員 １８人（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、主任 長崎 美里 

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    （合計 ２４名） 

協 議 

事項等 

別添次第のとおり 

〇委嘱状交付 

〇会長及び会長職務代理者の選任 

〇諮問書提出 

〇各計画の概要について 

〇大和町第五次総合計画等の策定について 

〇町民等アンケート実施状況について 

〇令和元年度計画事業の実績に係る評価について 

〇意見書の提出について 

〇今後の総合計画審議会日程について 

会 議 

結果等 

〇会長及び会長職務代理者の選任 

  会長：鈴木 隆一、会長職務代理：平岡 善浩 

〇浅野町長から鈴木会長へ諮問書提出。各委員にも諮問書（写）を配布 

〇令和元年度計画事業の実績に係る評価について 

  次回の審議会の際に評価することとした 

〇意見書の提出について 

  令和２年８月２５日（火）まで事務局（まちづくり政策課）へ提出 

〇今後の総合計画審議会日程について 

第２回目を１１月上旬、３回目を２月上旬に審議会を開催予定だが、開催 

１ヶ月前に日程調整を照会することとした。 

 司会進行：大和町まちづくり政策課 千葉課長 

 １ 開   会  

 ２ 委嘱状交付 

 

   代表受領者 株式会社 ワイ・デー・ケー 

常務取締役 宮城工場長 奧山 健一郎様 

 ※他の委員は卓上にて（略） 
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 ２ あいさつ 

浅野町長 

皆様おはようございます。今日は令和 2 年度第 1 回大和町総合計画審議会と 

いうことで皆様方にご案内を差し上げました。皆様方には大変お忙しい中、 

そしてこの暑さの中、お集りをいただきましたこと、感謝申し上げたいと思い 

ます。 

また常日頃から、町の行政につきましても、様々な形でご理解、ご協力を頂戴

いたしている次第でございます。この事に関しましても感謝申し上げたいと思い

ます。 

そしてなお、奥山様に代表で委嘱状の交付をさせていただきました。今回、 

第五次総合計画策定に係る審議会ということでありますけれども、皆様それぞれ 

いろんなお仕事をお持ちの中で、このお役を受けていただけましたことを感謝 

申し上げたいと思います。今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

さて、大和町でございますが、今、大和町第 4 次総合計画の中で、このまち 

づくりを進めているところでございます。お陰様で企業の進出があり、人口の増加、

子どもさんが増える等々、元気なまちづくりを今進めておるところでございます

が、この計画も１回見直しをした中で、計画を進めておったとこです。この、世の

中、今から、これから先の大和町を見ていくためにはこの計画をさらに、レベル 

アップさせ、町の将来をしっかり見据えた新しい計画を作る必要があるということ

で、計画期間はもう少しありますが、若干早めに第 5 次総合計画を作ることに、 

取り掛かることにいたしました。もうひとつ、まち・ひと・しごと総合戦略がござ

いますが、それとの整合性をとった中での計画ということになりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

今申し上げましたとおり大和町は元気な町なんですが、これから皆様に、ます 

ます、この町に住んでいたい、住んでよかったという町にしていくべくの計画で 

ございます。皆様方には非常にお忙しい中恐縮でございますが、そういった、皆さ

んが住む、皆様のお子さんがお孫さんが住む、いい町をつくるということで、お忙

しい中でありますけれど、ご協力をいただきまして、素晴らしい計画を作っていた

だければ、と思っているところでございます。 

なお、今年はコロナの状況で、想定外の状況の中での作業等々あるわけでござい

ますけれども、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

今日は、アンケート調査等も実施しておりますので、そういった内容につきまし

ても、ご説明申し上げ、今後の進め方等につきましても、ご検討いただくようにな

るかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

暑い中大変恐縮ですが、大事な大和町の将来を見据えた計画作りとなりますの

で、皆さんの各段のご協力をよろしくお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ４ 委員紹介 

    司会者から各委員、事務局職員及びコンサル業者を照会 

 ５ 会長及び会長職務代理者の選任（会長選任までの間、浅野町長が座長） 

浅野町長 互選の方法の案はありますか。 

若生委員 事務局案があればお示しいただきたい。 

千葉課長 事務局としては鈴木隆一委員にお願いしたく考えています。 

一同 異議なし 

 
 

（以後、鈴木会長が座長） 
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鈴木会長 会長職務代理者は平岡委員にお願いしたい。 

平岡委員 了承 

 〇会長就任あいさつ 

鈴木会長 

ただいま会長に選任にいただきました鈴木隆一と申します。よろしくお願い申

し上げます。平岡職務代理者と共に、それから皆さんの積極的なご発言、積極的

なご参画のもと、審議会を運営していきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 〇議事録署名委員の選任 

鈴木会長 私と平岡委員でよいですか。 

一同 異議なし 

 ６ 諮問書提出 

 浅野町長から鈴木会長へ諮問書提出。各委員にも諮問書（写）を配布 

 ７ 議 事 

 

（１）各計画の概要について 

大和町まちづくり政策課 千葉課長説明 

大和町第四次総合計画、大和町第四次国土利用計画、大和町まち・ひと・しごと創

生総合戦略の概要を説明 

 〇質 疑 

 無し 

 
（２）大和町第五次総合計画等の策定について 資料１ 

大和町まちづくり政策課 早坂課長補佐説明 

 〇質 疑 

 無し 

 
（３）町民等アンケート実施状況について 資料２ 

大和町まちづくり政策課 早坂課長補佐説明 

鈴木会長 

■今後策定作業進めるうえでの意見 

全体説明をうけて、こんなことが大事なのではないか、このような方向性が 

ぜひ必要ではないか、大きなところで結構でございます。何かございましたら 

ご発言お願いしたいと思います。 

今回は、委員会構成が変わって、新たな委員の参画がありますけれども、全体を 

見ますと、教育や子育ての分野の委員さんが多いと感じました。それは今後、町と 

して、力点を置くという意思の表れであり、思いのこもっている非常に大事な分野

だと思いますので、特に私としても期待をしたいなと思いました。皆さんの方から

何か大きな視点でご意見ありませんか。 

 
それでは、無いようでございますので、今日ここで終了ということになります。 

本日は初日ということですので、次回からは活発なご意見を頂戴したいと思い 

ます。本日を振り返り町長から何かございますか。 

浅野町長 

それでは今日は皆さん大変ありがとうございました。初回ということで、なか 

なか発言が出なかったようですけれども、これから活発な意見を頂いて、計画を 

策定頂きたいと思っています。 

先ほども申し上げましたが、大和町は非常にいい町になってきていると思い 

ます。これは委員の方々をはじめ町民の皆様のおかげだと感じています。ただ、 

課題もたくさんあるということで、人口が今は増えているのですが、先ほどの 

説明にあったとおり、そういったこともありますし、とりあえず、これから 10 年
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間の計画になります。子育て中の方々、元気な子ども達が増えている状況にござい

ますので、夢のあるまちづくりをできるのではと思っております。それに 

ついての基礎となる計画でございますので、委員の皆さんには忌憚のないご意見

をいただきながら、よりよい計画作りとなるよう、大いに期待しておりますの

で、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

鈴木会長 

今日の河北新報の第 1 面に、人口動態調査の結果が出まして、80 万人減った 

過去最大の減少だったとありましたが、その前には 86 万人ショックという記事が

ありましたが、ようするに、これまで以上に人口が少なくなっている、あるいは 

首都圏、特に東京への人口の集中というのは、歯止めが掛からないというところで、

コロナ禍ではありますけれど、わが国の構造というのが際立って、ますます酷く 

なってきているように思います。コロナ後という話もありますけれど、この社会が

大きく変革をしていく時期、変革をせざるをえない時期にきているのではないかな

と思っておりまして、そういうタイミングでこの大和町の第 5 次総合計画策定作業

が始まるというのは、非常に良いタイミングだと思っております。 

県のビジョンもこの秋、10 月頃には、ほぼ固まるということでございました。 

いづれ、町としても県や近隣の市町村の施策を意識していかなければならない。 

富谷では東北で一番住みよい町、という評価がされました。そういうところも踏ま

えながら、これから人がどんどん減っていくということになっていくと、一つの 

行政単位、一つの自治体で常にいろんなものをフルに準備して、行政サービスして

いくというのは困難になるのではないかと思います。ですから近隣の市町村との 

連携ということも、にらみながら、本当に厳しい現実・実態から決して目をそらさ

ないで、いま抱えている課題を直視し、そしてそれを乗り越えて将来につながるよ

うな計画になればと思っているところでございます。 

私的には、事務局の体制が薄くマンパワーが足りなく、人員体制が整っているわ

けではないので、コンサル業者様にはお力添えをいただきたいと思いますが、いづ

れ、職員のひとりひとりが一丸となった計画づくりを目指してほしいと思っており

ます。それをうけて、しっかり議論をさせていただきたいと感じました。これから

もよろしくお願いします。 

平岡会長

職務代理 

それでは皆さん、今日は初回ということでしたけれども、長時間お疲れ様で 

ございました。実は最後のご挨拶でふたつくらいお話しをしようと思ったんです

けども、一個は先ほど鈴木会長がおっしゃった話をまさにご紹介しようと 

思っていました。さっき意見を求められた時にお話しすればよかったのですが、

まさに 50 万人減ったという事は、大和町が 17 か 18 ぐらい無くなったのと同じく

らいです。それが毎年続くという様な事になるとかなり大変な状況だ、というの

もありますし、豪雨災害ですとか、あるいはコロナ渦の状況を経験した後で、こ

の３つの計画を見直しができるというのは、実はチャンスであるのではないかと

思います。まさに鈴木会長がおっしゃったようにタイミングが良いのではないか

と思います。もう全部これらが決まった後に、コロナがおきたりすると、ちょっ

と目も当てられない状況だったかもしれません。なので今回はかなりいいタイミ

ングでこの議論ができるという事になるかと思いますので、ここにいらっしゃる

皆様と、町民の皆さんと、職員の皆さんと、みんなできちんと考えられるような

進め方がいいかなと思っています。 

ふたつ目は、一番中心となるのが総合計画なんですけれども、現在のものはよく

出来ている総合計画だと思います。主な取組みが沢山ありますが、見ていきますと、

取組みの主語がほぼ役場、行政です。できれば、この一部でも住民の方が主語にな

る、あるいは地元企業が主語になる、あるいは学校とか、あるいは子ども達が主語

になるような取組みがあると素敵だなと思いました。町の人達が具体的に 

関わることができ、実行性のある総合計画になれば良いと思います。3 万人がこれ

を見てこれに向かっていく。という事になるかと思いますので、そういう素敵な 

総合計画をみんなで作っていけたらと考えていました。それにはまさに、ここに

ご参加いただいている皆様方の力が重要ですので、今後ともご協力のほどよろし

くお願いしたいと思います。以上です。 




