
平成23年度第1回一関市協働推進会議 会議録 

 

１ 開催日時： 平成23 年3月28 日（水）午後1時30分～午後3時30分 

２ 開催場所： 一関市役所 3階特別会議室 

３ 出 席 者： 委員20名（教育部長、市民環境部長含む：別添名簿のとおり） 

        市長、各支所地域振興課協働推進係長等、協働推進課長、佐藤補佐、佐々木

主任主事 

４ 議 題： 

 (1) 会長、副会長の互選 

 (2) 資料説明 

 (3) 意見交換 

５ 担当課名： 市民環境部協働推進課 

6 会議内容 

■市長あいさつ 

・これから一関市が目指していこうとしている協働のまちづくりに、皆様のさまざまなご意見

をいただきながら、協働の言葉が上滑りしないようにしていきたい。 

・かつては、産学官連携が言われていた時代があった。かけ声、スローガンとしてはいいが、

実践が伴わないといけない。 

・協働という言葉をしっかりと地域づくりの柱にしないとならない。 

・川の流れに例えると、源流に近いところは流れも急で川幅も狭い。岩も所々出ている。 

中流部は支流が入ってくる。水量も増え川幅も広い。淀みもできる。下流は大きな川幅にな

るがスピード感がない。場所によって状況が違い、課題もたくさんある。 

・協働にも上流から下流まで見渡して、どこにどういう課題があるか掌握しきれていないが、

皆さんと一緒に協働のまちづくりを進めるにあたり、皆さんにも考えていただき、一関のま

ちづくりを協働という大きな柱をもとに、定着させていきたいので、ご理解とご協力をお願

いしたい。 

 

■会長・副会長の互選 

・事務局一任の声あり 

・事務局より、会長に三浦幹夫氏（室根）、副会長に槻山チエ氏（一関）を指名 

・異議なしにより、三浦幹夫会長、槻山チエ副会長を選任。 

 

■会長あいさつ 

・一関市の協働推進は合併以来、様々な経緯があった。 

・アクションプランの検討も 2年かかった。 

・すでに先行して千厩、川崎でまちづくり協議会が設立された。一部分のみが進めばいいとい

うことではなく、総体的なまちづくりを考えていかなければならない。 

・地域特性があり、それを大事にしよう。地域に応じたまちづくりが総体的になると未来輝く

一関につながる。 

・また、すべてのことについて、話し合いを継続していこう。この継続性がプランの中でも強

く出ている。 

・一関全体の協働の取り組みの評価、検証の役割も皆さんにお願いしたい。 

 

■副会長あいさつ 



・平成 17、18 年の地域協議会メンバーで、その後総合計画にも関係している。 

・地域協議会では一体感の醸成であったが、総合計画では具体の計画、協働では評価、検証に

関わることになった。よろしくお願いしたい。 

■会議の役割の位置づけ説明（課長） 

・一関市協働推進会議設置要綱により、設置の目的及び所掌事項等について説明を行った。 

・本日の会議では、市民と行政との協働の取り組みの進め方について説明し、協働のアクショ

ンの実施状況と今後の事業計画案について、今後の取り組みに役立てていくため、皆さんか

らご意見をいただきたい。また、協働の取り組みは市民と行政だけではなく、地域おいては、

市民同士、団体同士などの取り組みもあるという観点で、情報共有のため、皆さんからも紹

介をいただきたい。 

・また、皆さんからのまちづくりへの思いをお話しいただきたい。 

・この会議は、審議会の性格の会議ではないため、市が原案を諮問して審議をお願いするもの

ではないことをご了解いただきたい。 

 

■協働のまちづくりの経過について説明（課長） 

・協働のまちづくりの大まかな経過（資料）及びアクションプラン（冊子）により合併から現

在までの協働のまちづくりの経過について説明した。 

→ 質問等特になし 

 

■実施状況と今後の事業計画について説明（補佐） 

・協働のアクション実施状況と今後の事業計画（案）概要（主なもの）（黄色の資料）により、

協働のための「人づくり」「環境づくり」「仕組みづくり」について、23 年度の実施状況と 24

年度以降の事業計画の主なものについて説明した。 

 → 質問：用語で、ファシリテーション、ファシリテータとは何のことか。 

 → アクションプランＰ16 に載っているが、ワークショップなどにおいて、議論に対して中

立な立場を保ちながら話し合いに介入し、議論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理

解に向けて深い議論がなされるよう調整する役割を負った人、と定義している。 

 

■各委員から協働に対する思いを紹介 

○委員 

・市民活動センターの運営をしている。協働のアクションプランの策定に 1年半ほど携わった。

こういう冊子に作っていただきありがたい。自分たちが関わった点が反映されていると思う。

よくまとまっていると思う。この冊子が各家庭に保存版的に１冊ずつあって、協働の意識を

促す地域になればいいと思う。概要版は震災により手元にない方もいるようだ。概要版より

は冊子を見た方が、これからアクションプランを進めていくんだという気持ちになるのでは

ないか。 

・一関市民活動センターは、各地域に伺わせていただいて、地域の話し合いをサポートさせて

いただいている。地域差があり、協働体を作りたいということで話し合いをしているところ

や、集まりながら少しずつ考えていきたいというところもあるようだ。 

・皆さんの気持ちをくみながら、無理しないで、時間もあまりかけない形で、地域の人たちが

地域をこれからどうしたいかの地域のビジョンを描けて、夢を膨らませるような協働体にな

れればと思っている。一人一人の意見を大事にしながら、意見を引き出せるような関わりを

していきたいと思っている。 

・協働は言葉では簡単だが、定義づけや行動は小難しいことだと思うので、協働推進会議がよ



うやく動き出したので、この中で意見が出されて、関わっている人たちが動くということが

できてくると、協働に対する意識も自然にできていくのではないか。 

 

 

 

 

○委員 

・日形地区は小さな地域で少子高齢化の地区。24 年度の小学 1 年生の入学生が一人もいない。

児童数は全校で 20 数名。それではいけないということで、60 歳以上の高齢者を何とか動か

して日形を盛りたてていきませんかと、公民館長や婦人会等に声かけして、これをもとに、

小さなところ、地元から取り上げていけばいいのかなと思っている。 

 

○委員 

・今日の会長の分かりやすい説明を今まで数回聞かせていただいた。物や事に例えてじわじわ

と皆の気持ちを吸い込ませる進行ぶり。 

・室根では、協働づくりの説明は数回行われてみんな把握している。最近は女性団体で三浦会

長の説明を聞いて、みんなやる気、女性のパワーを発揮している。 

・１つのテーブルにみんなで囲んで、話し合い、理解しあって協働づくりを頑張ろうとの話を

聞いて、みんなやる気でいると思う。私も加入する団体、個人の協力を待っている発起人の

一人となっている。 

 

○委員 

・川崎では、まちづくり協議会で協議が始まっている。 

・今回の事業計画を見ても、こういうことがあったらいいなとか、例えば花火大会、盆踊り大

会とか、何かあったらいいなというような行事が多いように思う。 

・日常の暮らしでは、暮らしづらいとか、社会の問題に立ち向かっても何ともならない人たち

とか、例えば子育て世代であれば、子どもたちを預けるところがないから仕事ができないと

か、病気になったときに休まなければならないから勤められないとか、子どもたちが放課後

に安全な居場所がないから困るとか、スポーツをするのに指導者がいないとか、場面場面で

問題点がある。その部分に対してこれは行政がやるとか、個人がやるとか、ここには企業は

入っていないが、社会の構成員として企業は大切な位置付けだと思う。この中では社会貢献

をうたっているが、子育て世代のために費用をどのようにするか、行政だけでいいのか、個

人だけでいいのか、ＮＰＯ法人がいいのか。全部協働ということじゃなくて、社会の問題点

に対して、アクションは個人がやるべきか、行政がやるべきか、協働でやるべきか、ＮＰＯ

法人に任すべきか立ち上げるべきか、もうちょっと具体的な問題に対して、どのようなアク

ションをすればいいのかという視点でのアクションプランがあってもいいのではないかと思

う。 

 

○委員 

・千厩では、合併の時にまちづくり協議会を立ち上げて活動を進めてきた。私も事務局として

携わってきた。すべてうまく機能しているわけではないが、役員会や全体会の中で、皆さん

の話しの中から、ああしよう、こうしようと。また千厩地域全体の各種団体の集まりの中で

実践事例発表を行い、それぞれの地域に持ち帰って地域の中で生かしていくと。市長さんに

も講話をいただいている。 



・奥玉には、８自治会があり協議会もある。今年は地域に目を向けたいと思っている。昨年の

震災があったが、防災関係を見直ししながら地域づくりをしていきたい。 

・より充実した自主防を進めながら地域づくりにもつなげていきたい。 

 

○委員 

・今回資料を送っていただいたが、かなりの厚さ。職員も負担が大きい。私達も協力できるこ

とがあれば、一緒に一関市という神輿を担ぎたいなという気持ちになった。 

・被災地に何回か足を運んだ。被災地の復興に取り組んでいる人たちに対してアンテナショッ

プのような、お土産グッズなどが売れるスペースを設けてあげたいと思った。 

 

○委員 

・老松活性化同志会の地域おこし団体の事務局をやっている。設立 24 年の団体。当初の活動は、

和算家・千葉胤秀の旧宅保存、義民百姓一揆の千葉惣左エ門の生家を花と泉の公園に移築す

る事業をやった。 

・近年は地域おこし事業の補助金をいただき、地元のふるさとフォーラムや親子教室に取り組

んできた。 

・今日の資料に、地域おこし事業に関することが多く、関係を深く感じた。特に協働アクショ

ンを意識していなかった。 

・今後も団体として事業を継続し、アクションプランの評価についても、実感をもって会議に

かかわっていきたい。 

 

○委員 

・藤沢では、協働の受け皿の団体はだいぶ前からできていると言われている。 

・43 行政区あるがすべてに自治会がある。早いところは昭和 43 年スタート、遅いところでも

53 年のスタート。私の自治会も 50 年スタートと 40 年近い。 

・各小学校区、分校の区割りごとに、各地区の自治会協議会 8つある。その上部に町全体の 43

自治会をまとめた協議会がある。 

・個々の自治会では、世帯数で大きいところは 120 数戸、小さいところは 22 戸。町場は 100

戸くらい。事業はそれぞれ工夫してやっている。私のところでは新年会、敬老会、世代間交

流会、河川草刈りなど。 

・いつの時代でも出る話は、自治会は何かということ。行政の下請け的な仕事をやらされるの

ではないかという話も聞かれる。 

・私の自治会は、常に飲みニケーションの自治会で通っている。 

 

○委員 

・資料が届いて、いろいろやっているなと感じた。私が出るところではないと思ったが一から

勉強しようと思って出てきた。 

・赤荻に交流館ができた時に運営委員をやったり、花の教室をやったりした。子どもたちにも

教えたり、生活研究グループに教えたりした。 

 

○委員 

・情報提供の部分で。花泉に関する昨日今日の地元の新聞での診療所の記事で、関係者、団体

を呼び説明会で意見交換をしたとある。関係者、団体の中の患者さんのための説明会なのか

と。もっと広く一般の方が患者さんだと思う。その辺の情報のあり方、提供のあり方に問題



があると思っている。 

・行政、ＮＰＯ、ボランティア団体も含めて、情報交換の場、公開の場をもっと細かく提起し

ていただきたい。 

 

○委員 

・私もアクションプランの策定に関わった。要するに協働とは行政の効率と、財政の無駄なく

し、合理的に使用すると。これは市民の役割であると思っている。端的に言えば課題に関係

する人はどういう人なのか、そういう人たちで先に組織するのが最初の目的だと思う。その

中で課題を共有し、共有した課題を解決することを目的とし、プランを立て組織みんなでア

クションを起こし目標を達成するのが協働のあり方だと思う。 

・昨年、私の地域で山吹城フェスティバルをやった。これに対するため、住民で予算をどうす

るか、だれがやるのかを組織を集め、フェスティバル成功に向けて全員が理解して取り組ん

だからこそできたことだと思う。こういうことが進んでいけば地域が良くなっていくと思う。 

 

○委員 

・私の地域は、中山間地域にあり昔から住んでいる人がほとんど。8 つの自治会・行政区があ

りそれぞれが活発な活動で地域づくりに取り組んできた。 

・協働の原点は昔から私たちの地域には基礎としては出来上がっている。 

・少子化・高齢化で人口減少ということで、地域をどのようにしていくかが大きな課題。プラ

ンの中にもあるが、各団体、それを包括した協働体の必要性については、私の地域の中では

必要ではないかと思う。それぞれの小さい自治会、団体での活動には限りがある。それを広

げた協働体の中でいろんなことを見直しするのは必要だと思う。私の地域でそのようなもの

ができたらいいなと思う。 

 

○委員 

・藤沢町では、震災の時に隣町の気仙沼市の本吉町に物資の支援を行った。そのときも自治会

協議会と女性組織がタイアップして、4時間余りで 2トントラックに 11 台の物資を集め届け

た。 

・一人一人が何かをしたくてもできないが、協力してやると短時間で大きなことができると感

じた。各種団体がコミュニケーションをとってやると大きなことができると思った。 

・色々な団体とコミュニケーションをとっていきたいと思う。 

 

○委員 

・松川で婦人会の会長をしている。小さな組織で、今まで個々には地域づくりをしていたが、

全体でまとまってという記憶はない。 

・もう少し、組織でまとまっていけば地域づくりができるのではないかと思った。 

 

○委員 

・今日の話を聞いて、様々な地域課題や背景があると改めて知った。一関市協働推進会議の設

置は、一同に揃ってやっていくんだという気概を感じた。 

・同じまな板の上に乗って、今後色々なこと話し合えること、切磋琢磨してレベルアップして

いくんだなという感じを抱いた。 

・少子高齢化でやっていけないところに日本はやってきている。協働でやっていくパートナー

として地域が足並みをそろえて、手を携えてやっていけばすばらしいものになるのかなとい



う気がしている。 

・千厩の組織では、大体の形ができている。各自治会がすばらしい活動をしている。大臣表彰

を受けている自治会もある。それぞれの取り組みを勉強したいと思っている。 

・私の自治会では、独自で自治会憲章を制定している。その実践に近づけたいものとして活動

している。 

 

○委員 

・ファシリテーターという言葉を初めて聞いた。勉強になった。皆さんの話を聞いて感心した。 

・川崎のまちづくりは夢を語ろうということで、30 年、50 年、100 年先の夢を語っている。 

 

○委員 

・私個人のイメージでは、協働の取り組みを進めるということは、地域に住んでよかったと思

えるための取り組みの手段としてあるものと思っている。 

・少子高齢化や行政ニーズが増えている中で、従来の形での行政サービスはなかなか提供でき

ないと思う。 

・地域の人たちが満足感や、充実感を得られる取り組みの形が、協働だと思っている。 

・あえて大上段に構えて協働の取り組みと言わなくても、それぞれの地域なりの独自の取り組

みが協働になっていたり、そこに通じるものになっていると思う。 

・全市で協働を進めていく上で、地域での取り組みや情報の共有、地域の連携や情報交換が、

この会議の中でできれば、市としてやるべきことや役割も見えてくると思う。 

 

○委員 

・行政が市民の方々と一体となって進めるという捉え方をするときに、行政が施策や企画をす

る中で、広いエリアからどのような市民の方がどういう形で関わっていただけるか、その分

野に悩むことが多い。仕組みづくりの中でも、行政では公募での選び方もあるが、まちづく

り人材バンクとして、行政に関わりたいという方々を登録する制度がある。若い人や女性の

方々にできるだけ多く登録していただき、意見を取り込みながら市の会議を進めていくこと

が、一歩一歩前に進んでいくのかなという思いで、重点的に取り組んでいきたいと思ってい

る。 

 

○副会長 

・市職員の意識高揚があるが、例えば市職員がＣＯ２削減のために、月に１、２度、公共交通

や自転車を使うなど、具体的な見える取り組みをしていただけたらと思う。 

・一関市の防災計画はどうなっているのか。地域の自主防災組織は立ち上がっているが助成は

どのようなものに助成しようとしているのか。のこぎり、ジャッキ、バール、チェンソー、

ハンマーなど、資材や機械が揃えられるような補助を考えなければならないのではないかと

思う。 

・防災会議に女性の声を反映させる場もつくっていただきたい。 

・地域の防犯灯に、エコを進めているようだがいつから始めていつまで続くのか分からない。 

・男女共同参画を進めていくためには、市が率先して取り組んでいかなければ民間に浸透して

いかない。この会議は、20 人のうち 9人が女性。私が知る限りでは女性委員が一番多い。 

 

○会長 

・昨年の震災後、自分の地域の方々の安全や被災地の支援について、様々な取り組みがなされ



た。その活動が協働の原点と感じた。住民も、まとまって同じ気持ちで同じことをやること

が大事だということを痛切に感じたのではないか。 

・震災後、地域がまとまるとか、自治会活動がもっと活発に、という言葉がたくさん出てきて

いる。 

・一関の協働を考える上で、昨年の教訓がいい形で出てくるのではないか。 

・被災地に対する全国各地からボランティアの方々、特に若者が多く入ってきている。絆の大

切さを彼らから気づかされた。心の絆が高まってきている。 

・協働を進める上で、各団体のリーダーの役割は重要。責任も重くなってくると感じている。 

・元気な地域づくり事業は、まさに協働ということを地域住民がやっと気づきはじめている。

いい施策として市としても継続的に取り組んでいただきたい。 

・室根でも地域協働体の結成ということで、室根まちづくり協議会の設立に向けての発起人会

を開き、4 月中旬までに立ち上げようと頑張っている。まだまだ地域住民の理解はされにく

いので、何回でも情報提供なり、説明をしながら理解をして総意で取り組んでいきたい。室

根がまとまれば千厩、あるいは広域の各地区がまとまれば一関全体の協働のまちづくりの形

が見えてくると思う。各委員の任期は 2 年だが、2 年ではまとまらない。未来永続的に続く

活動だと考えているので、夢や希望を語らいながらいいまちづくりを目指していきたいので、

よろしくお願いしたい。 

 


