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栗 原 

登 米 

大 崎 

鼎談「新時代を語る」 
 宮城県北３市長が勢揃い 

 大崎市誕生を記念する「県北３市長、新時代を

語る」鼎談（大崎タイムス社主催）が５月20日栗

原市のハイルザーム栗駒で開かれ、伊藤康志大崎

市長、佐藤勇栗原市長、布施孝尚登米市長が、「 

大崎・栗原・登米広域圏のトライアングルビジョ 

ン」をテーマに意見を交わした。 

 ３市長は、これまで以上に連携を深めていくこ

とを確認。スクラムを組んで課題を乗り越え新し

い地域づくりにまい進していくことを誓い合った 

。（コーディネーターは大崎タイムス社、伊藤卓

二代表取締役社長）詳細は次のとおり。 
 

 伊藤社長 沖縄地方に発生した台風１号は、大

崎、栗原、登米圏域には襲来せず、さわやかな日

本晴れのもと開催できることを心から喜びたい。 

 天気予報は雨だったが、みなさんの情熱と３市

長の精進のたまもので五月晴れのもと開催するこ

とができた。 

 まずはじめに合併後の新市ビジョンをうかがい

たい。宮城県一の面積をほこる栗原市が昨年春に

誕生し、素晴らしい行政運営をされています佐藤

勇市長にお願いします。 
 

 佐藤市長 大崎市が誕生し、伊藤康志新市長が

接戦を制し見事に当選されました。私も当時、同

じ県議会議員同士の仲間として、いつも助けても

らっていた。これからは一つになって県北の思い

を県政や国に届けていきたい。 

 年齢も登米は40歳代、大崎は50歳代、私は60歳

代。うまく年代が分かれ、県北が世代を超えて一

つになるいい機会を得たと思う。大崎市も落ち着

くまで大変だと思うが、この一年は、しっかり乗

り越えてほしい。 
 

県北の思い、国、県へ 
 

 今月18日に栗原市

が音頭をとらせても

らって急きょ農林水

産省に出向き畜産担

当者とあってきた。 

高齢者の畜産農家を

支えてきた高齢者牛

飼事業が今回から突

然廃止になり、私ど

もはこれは大変なこ

とだと、県に相談し

た。県も突然のこと

で困っていて、何と

かしてもらいたいと

いうことだったの

で、すぐに登米と大

崎の市長に相談し加美、美里の町長にも同行して

もらい国に継続を要請してきた。 

 これからは県北３市が一緒に動かないといけな

い。国の三位一体改革は厳しいものがあると感じ

ている。 

 小泉内閣は戦後一貫して続いてきた国土の均衡

ある発展という政策基本を 180度転換し、経済優

先の発展へと動き出してきた。具体的な施策が三

位一体改革であり、国から地方への金の流れが激

減している。過疎地域は行政に要する人口一人当

たりのコストは、都市部と比較してとても割高だ 

。自立ということは現在の行政水準をかなり落と

さざるをえないことになる。 

◎パネリスト 
栗原市長  佐藤   勇氏 
登米市長  布施  孝尚氏 
大崎市長  伊藤  康志氏 
◇コーディネーター 
大崎タイムス社長 伊藤卓二 
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 国のこうした考え方がまちがっていることをき

ちんと地方からアピールすることが必要であり、

先日、国に対して地方の考えを要請してきたとこ

ろだ。 

 現行制度のもとで、できるだけ合理化を図りな

がら、行政サービスを維持するために合併したの

であり、合併特例債など有利な制度があるこの10

年間で、いかに今よりも足腰の強い行政基盤をつ

くるかが、今後生き残るための最大の課題である 

。そのため住みよい環境を整備し、人口流出をく

い止めるための、「学府くりはら」の実現や寝た

きりにならない元気な老人づくりなどを掲げて全

力投球している最中。先ほどもいったように３市

が一体となって県北のリードオフマンをやってい

きたい。 

 県南は合併しないままで現行体制を維持するた

め県南市町村連盟をつくった。 
 

 伊藤社長 佐藤市長は人づくり、ものづくり、

ふるさとづくり、小さな日本一をスローガンに頑

張っておられる。一迫商高が21世紀枠で甲子園に

いった時の旗を振ったのも佐藤市長。とても60代

前半とは思えない精神と肉体をおもちです。 

 続きまして同じく昨年誕生した登米市の布施市

長を紹介します。45歳で本業は歯科医師。現在は

本業を休んで登米市づくりに努力されている 

。来年には登米市にも三陸自動車道が通過します 

。開発の手をどのようにしたらよいのか若さを発

揮されている布施市長にうかがいます。 
 

夢・大地・みんなが 

愛する水の里 登米 
 

 布施市長 紹介いた

だいた登米市長の布施

です。合併後の新市ビ

ジョンをまず話したい 

。登米市は、東は北上

川、市内中心部を流れ

る迫川にはさまれた肥

よくな登米耕土を中心

とした地域と、北上川

の東側の山林地域とつ

ながった特色ある地域 

。栗原や大崎と比べる

とコンパクトにまとま 

っている。一体感のある地域づくりを醸成しやす

い地勢にあり、登米市のスローガンである「夢・

大地・みんなが愛する水の里」づくりを進めてい

る。 

 昨今世間をにぎわしている伊豆沼・内沼、そし

て蕪栗沼に代表されるラムサール条約登録湿地を

抱える自然環境あふれた地域でもある。 

 大崎氏や葛西氏の歴史的経緯はあるが、むしろ

今の新市になった行政区域より広い視野の中で生

活を営んでいる人が非常に多い。今春合併された

大崎市、そして一緒に合併した栗原市と共に地域

連携を図りながら特色ある地域をこれからもつく 

っていきたい。 

 合併にあたって一番思うことは市民のみなさん

の意識だ。合併すると地域エゴが噴出して意見が

まとまらない、一体化感がなかなか醸成されない

という話を聞く。本市も合併当初はそんな印象を

受けたが、各地域におじゃまして地域住民の話を

聞くと、地域エゴで何かをしゃべっている人はほ

とんどいないことが分かった。 

 しかし、自分たちが長年ふるさととして住んで

いる地域の情報と、今までは隣町だった地域の情

報の格差があまりに大きい。客観的に、しっかり

と市民のみさなんと情報を共有しながらこれから

の地域づくりを進めていかねばならない。自分た

ちが知っている情報をたくさんの人が知ることで 

、市内全域を見渡した共通理解のもとで地域づく

りができると思う。 

 そういう意味で地域の非常に大きな情報ツール

である大崎タイムスはじめ、地方の各メディアの

みなさんには意を十分にくみ取ってもらい、これ

からさらに活躍いただきたいと願っている。 

 他人の不幸を望む人はだれもいない。みんなが

考えるふるさとを、もっと広い視野のなかで認識

してもらうために、大崎タイムスには、今後ます

ます活躍してほしい。そして広い視野に立ち世界

を舞台に活躍する人が地域から出てくる礎にもな

ると思う。 
 

足腰の強い自治体づくり 
 

 自治体の区域はあるが人と人との交流に制限は

ない。何百年も前から地域間交流は盛んにあった 

。むしろわれわれはそういう支援ができる仕組み

をつくりながら、大崎、栗原両市の市長さんと親

しく情報交換をさせてもらいながらこれからの地

域づくりを進めていきたい。 

 合併で自治体組織は大きくなったが、まだまだ

足腰の強い自治体になったわけではない。お互い

のいいところ、悪いところを補完し、勉強しあい

ながら県北地域の基盤づくりと足腰の強い体制を

整えていきたと考える。 
 

 伊藤社長 さすが若い市長です。 

発想に新鮮さが感じられた。栗駒の新緑のような

イメージで聞かせてもらいました。 

 おまたせしました。伊藤市長の登場です。選挙

結果が深夜に出たというのは最近にないケースだ 

った。伊藤市長は県議会議長から古川市民の要望

にこたえて打って出られて今回市長に当選された

伊藤市長、じっくりお話しください。 
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三本の矢、スクラム組み 
 

 伊藤市長 今日は

お招きありがとうご

ざいました。私は就

任１カ月足らずのほ

やほや。湯気が出て

いる状態。今日は大

崎タイムスの皆さん

と夢を語り合えるこ

とと、先輩市長さん

たちの１年間経過し

た苦労話を聞かせて

もらえることを楽し

みにしてきた。１年

合併が遅れた分、両市のいいところ、悪いところ

をしっかり勉強させてもらうことができると思い 

、おじゃました。 

 今日は歴史的な１日になると思っている。３市

が力を合わせ、毛利元就の３本の矢のようにスク

ラムを組んで、宮城県はもちろん東北、日本の夜

明けをつくっていきたいと思っている。 

 どうして県議会議長を辞めて（古川へ）戻って

くるのかと怪訝（けげん）を抱かれたが、将来の

可能性や夢からすれば、未来のある自治体、しか

も可能性のある大崎で、みんなで汗を流して夢を

実現したいという思いで試練覚悟でふるさとに戻 

ってきた。 

 市町村合併が成功するかどうかが、日本の政治 

・行政を変えられるかという試金石になるだろう 

。大崎、栗原、登米が力を合わせ、日本の市町村

合併の成功例をつくっていきたい。今日はそれぞ

れの役割を確認するような歴史的な日になればい

いと思っている。 

 合併という大きな構造改革の先を見越して行く

必要がある。全国の視点からの大崎、あるいは世

界の視点から見た大崎を見据えた人や基盤づくり

をしていかねばならない。この地域は世界や全国

からみてどう位置づけされ、期待され、役割を担

うことができるのか選挙のときから訴えてきた。

そのような視点で今、種をまき始めている。 

 大崎市は面積が 800平方㎞、はじからはじまで

80㌔と非常に大きく、選挙は大変だったが、地域

の宝や素材、資源がいっぱいあることをあらため

て感じた。人的資源もたくさんあることを再認識

した。この素材をうまく磨いていけば、日本の中

の大崎、あるいは世界の中の大崎まで発展する可

能性がある地域である。全国や世界に誇れるもの

がたくさんある。多泉質な鳴子の温泉、ラムサ 

ール条約に登録された田尻の蕪栗沼、豊富な水源

もこの地域の宝だ。そして広大な耕地、豊富な食

材にも恵まれ、これらをぜひ全国や世界に発信し

ていきたい。この仕掛けをしていくうえで幸いな

ことに、東北道や新幹線、仙台空港など、交通体

系が整っている。大崎、栗原、登米の人、物、情

報がまさに世界につながる。 

 各町が仕掛けをするのには小さすぎた。合併す

ることによって、それぞれの宝の量やブランド力

も高まり、まさに21世紀のユートピアを作れるの

ではないか。政策的、戦略的に連携をとってお互

いの持っている魅力に磨きをかけ大崎、栗原 

、登米が市町村合併の成功例のモデルになるよう

に力を合わせていきたい。 

 

伊藤社長 三市の広域連携による将来像は、今の

お話で理解できたと思う。村井知事が大崎市にき

た際、トヨタの部品工場を大崎・栗原・登米圏域

に誘致したいと話していた。次は産業振興、経済 

、観光、そして文化交流などについてお話いただ

きたい。 
 

「スイカ」100％登米で製造 
 

 布施市長 産業振興で大事なことは、地域に立

地している企業がどんな企業があるのか、その商

品が世界中のどんな分野で使われているのかを知

ることだ。地域にとっての人材発掘や意欲を増進

させるためには、その人たちの意識をかえること

が必要だ。 

 例えばＪＲ東日本で使われている「ＳｕｉＣａ

（スイカ）」というＩＣカードは、実は登米市豊

里の工場で 100％作られている。スイカだけかと
思っていたら、ＪＲ西日本のカードもすべて同じ

工場で作られていた。地域に根ざした企業が実は

日本中や世界中をターゲットにしていろいろな工

業製品を出荷しているという状況がある。 

 大学時代、「どこから来たの？」と聞かれたと

きに「登米からきた」とは、なかなか話せなかっ

た。しかし、今では自然環境豊かなところだけで

はなく、地方の田舎でも日本の地域社会の中で役

に立つ製品をつくっている地域という話もでき、

誇りもある。そういう意識が根付いてきたとき、

全国各地に高等教育機関に出て行った若人が誇り

を持ってふるさとの企業に入り、世界をフィール

ドに活躍できる体制が初めて生まれると思う。 

 合併したことで市内にはたくさんの観光資源や

文化がある。それは地域に限定されていることで 
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はなく、広域的な連携の中で生まれてきた歴史的 

経緯もある。これからの情報共有、交流がなお一

層必要になると思う。 

 ホームページでアトピーの子どもを持つ母親か

ら、アトピーに効く温泉はありますか、と問い合

わせがあった。そこで私はすぐに返事を出し、お

隣の鳴子温泉を紹介した。アトピーに対する戦略

も伺っていたので情報提供をさせてもらった。も

しかしたら登米市には立ち寄ってくれなかったか

もしれないが、隣接したみなさんのところに赴い

てもらい、県北のよさを実感してもらえれば非常

に大きな成果があったのではないかと思う。我田

引水ではなく真撃（しんし）な姿勢を持つ必要が

ある。 

 地域医療連携も同じ。縄張り争いではなく、公

立病院、開業医の病院としっかり連携していきた

い。大崎市も栗原市もそのような取り組みをなさ 

っている。私も医療従事者の経験を生かし、両市

のご指導を受けながらし 

っかりととらえていきた

い。 
 

 伊藤社長 続きまして

トライアングル構想を積

極的に呼びかけている佐

藤市長にお願いしたい。

かつて栗原は大崎の殿様

の領地だったこともあり 

、栗原には大崎氏の歴史

がたくさん残っている。

今日は別な角度からお願

いします。 
 

映画で栗原市をＰＲ 
 

 佐藤市長 去年、大崎タイムス社のはからいで 

、栗原市で「わらびのこう・蕨野行」を恩地日出

夫監督におこしいただいて上映してもらった。栗

原市でも映画を撮ってもらいたいという思いをも 

っていた。 

 そんな中で偶然にも「東京タワー」という本の

映画化をするという話があった。九州の炭鉱の物

語だが、全国を探してみたが炭鉱住宅がないとの

ことだった。しかし、懸命に探したところ鷲沢の

細倉鉱山の炭鉱住宅が取り壊されないで残ってい

た。それをディレクターが見つけて何とか使いた

いと聞いている。その時は大崎や登米にも協力を

もらうことになるかもしれない。 

 また、栗原は野球がけっこう盛んな地域。築館

中学校の先生が私のところに来て栗原、登米を舞

台に東北中学校野球選手権大会をやりたいという

ことになった。これまでは各首長に了解をとらな

くてはならなかったので、まとまりにくかった。

しかし、今は登米市長に話をすればまとまる。大

崎市にも頼めば、野球場もいっぱいあるので全国

規模の大会が３市共催でできるのではないか。こ

れは一つのメリット。これと同じようなことがい 

っぱいあるのではないか。お互い相談しながらや 

っていきたい。 

 私は情報公開を積極的にやった。大変だったが

逆に市民から励ましを受けた。伊藤市長の場合は

大変だろう。厳しい財政状況の中でのスタートだ

から楽ではない。それは登米市もまったく同じ。

３市がそろって広域の大きな流れをつくっていき

たい。将来かならずプラスになる。 

 今までは26の市町村があった。26の首長さんを

集めていろんな要請をしてもなかなかまとまらな

い。ところが今は３人。その分責任はあるが、ま

とまっていけば県北の大きな流れな流れ 

、宮城県の流れ、日本の大きな流れをつくれるの

ではないか。 
 

 伊藤社長 今回の鼎談を仕掛けていただいたの

は佐藤市長でした。この事業がどう進んできたの

か、今、佐藤市長が話した内容で理解できたと思

います。 

 財政難のなかで、これからどのように大崎市を

一本化していくのか伊藤市長にうかがいます。 
 

日本一の食産業基地 
 

 伊藤市長 産業について言えば日本一の食産業

基地をつくっていくことが一つ。もう一つは自動

車関連産業の集積だ。県政が重点プロジェクト事

業として着手したが、岩手にある工場に陸路、空

路、海路で来ても宮城県を通過する。ただ通過す

るのではなく、大崎、栗原、登米に集積していけ

ればと考える。 

 もう一つ、観光をこれからの産業として育てて

いきたい。観光産業は小さな自治体だけでは難し

い。大崎市が合併して多少素材は大きくなったが

もう少し、視野を広げると日本三景の松島がある 

。マルコポーロの東方見聞録でも日本は黄金の国 
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とされている。ある学説では平泉を見て黄金の国

と思ったという有力な説がある。日本を代表する

松島と平泉。そして日本一の鳴子温泉。温泉観光

として鳴子にスポットを当てたい。広域連携、食

産業や製造業とも連携して地域に新たな観光産業

をおこしていく。 

 世界の観光ニーズもかっては東京や京都、大阪

だったが、今や日本の原風景、日本型食材や温泉

が日本の魅力として再発見されつつある。観光分

野も東北新時代である。 

 財政状況は大変とは思っていたが、実情は想像

以上である。６月議会から初めて当初予算を出し

ていくが、予算が組めるか正直心配だ。新市建設

計画は尊重するが、優先順位や手法は考えなけれ

ばならない。新たな視点に立った行財政改革を推

進しなければならない。厳しい状況の申で、やり

方はかなり大なたをふるい、さまざまな手法を考

えたい。みんなで汗を流し、苦労すれば、その先

に夢や将来があるということを共有しないと大変

だと思う。 
 

 伊藤社長 残り時間がわずかになりました。言

い残していることがありましたらお願いします。 

 トライアングルビジョンをテーマにさせてもら 

ったのは、財政難が県にも波及し、いずれは道州

制が実現するのではないかと予想しているから。

大崎圏22万人、栗原、登米を含めると40万人の広

域圏になる。この三つの自治体で、いずれは第二

の合体があるのではと予想を立てている。それら

を踏まえ三市の広域圏交流が重要になってくる。 
 

特色ある地域づくり 
 

 佐藤市長 私たちは、いかに生き残れるかとい

う言葉を使っている。生き残るために栗原市は合

併し、情報公開をし、やるべきことはみんなにお

見せする。説明責任がついてくるので、私は市政

懇談会を開催し、栗原市のお金の使い道をパンフ

レットにまとめて、毎戸配布した。将来は広域の

大連合を目指していくが、私たちはしっかりとし

た特色ある地域づくりを行いたい。 

 村井知事は私どもと同じ苦労をした仲間。今回 

、伊豆沼・内沼の温泉掘削問題で何度も話し合っ

たが地球環境保全という観点ではなく、知事は、

あくまでも温泉法の判断のなかで許可をされた。

私は判断が違うのではないかとお話しした。温泉

法だけで考えるとそうなってしまう。県組織のな

かで環境をしっかり考え、両方の考えを超えてい

くような県政でなければならない。そのへんのこ

とをはっきりと申し上げながら、若い柔軟な考え

方の登米市長さんとお互い三者で話し合って合意

した。広域連携は一緒にやっていくが、「サンシ 

ョは小粒だがビリッと辛い」の例えにあるように 

、今は合併直後でありながらも、生き残るために

特色ある地域づくりをしっかりと手がけるときだ 

。20年、30年先の話は、まだ少し早いのではない

か。 
 

 伊藤社長 伊豆沼の温泉掘削問題では、佐藤市

長が市民を代表して毅然とした態度でノーと言わ

れた。続きまして布施市長さんお願いします。 
 

 布施市長 いろんな制度、法律の弊害が出てい

る状況ではないか。その一つが佐藤市長さんが今

話した法律の問題。温泉法と環境保護の法律の整

合性がまったくとれていない。おのおのの解釈だ

けで物事が考えられている。だから理屈に合わな

いことも進めざるを得ない。そういった部分もし 

っかりと国に訴えかけていかなければならない。 

 地方自治の確立は骨太改革といいながら、実は

地方の裁量権はほんの微々たるもの。これからの

行政運営は対前年比マイナスは当たり前。そのマ

イナスがどれぐらいになるのか予測がつかないと

いうのが現状。市長会のなかで要望しているが、

地方の自立性をしっかりと拡大していただき、裁

量権の権限移譲をしてもらいながら地域の実情に

あった特色ある地域づくりをしていかなければな

らない。むしろ中央官僚の管理支配の行政運営だ

けでは地方は生き残ることができないと考えてい

る。 

 私も本年度から毎月２回、各地域におじゃまし

て移動市長室を開催し、市政の方向性や考え方を

お示ししている。また、昨年度、総合計画策定に

あたっては各地域に出向き、まちづくり懇談会な

どで市民の声を聞いてきた。市民一人ひとりの声

を聞くのは難しいが、実情や地方行政のあり方を

市民に理解してもらい、市民の声を背に受けて国

に要望していく必要がある。 

 国の自立は地方の自立がなければ確立しえない

と思っている。われわれ県北の市長は地域があっ

ての国という認識のもとに、これからの地域づく

りを進めていきたいと考えているし、それらの取

り組みには知事も一緒になって取り組んでもらえ

るようお願いしている。 

 政治は地域に住んでいる人々のためにあるはず 

。そういった観点を忘れることなく、政治の原点

は地域住民の生活であるという意味を国にも声を 
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あげていく必要がある。２人の市長のご指導を得

ながら私自身も頑張っていきたい。 
 

 伊藤社長 最後になりましたが、伊藤市長お願

いします。 
 

光り輝く地域づくり 
 

 伊藤市長 大崎というのは、はじからはじまで

80㌔と非常に長い地域であり、イタリアの都市国
家のようなまちづくりを目指していきたいと思

う。それとＥＵの統合を目指していきたいと思う 

。中心だけが栄えるのではなく、どこに住んでい

ても光り輝くような地域をつくるには、イタリア

のように歴史や文化を大事にした都市の集合体と

いう国家づくりをまちづくりに生かしたい。大崎

市流地域自治組織や「おおさき宝塾」構想などは

そういう視点で選挙の公約にさせてもらった。そ

のためにはそこに住んでいる人が自治意識を持ち 

、行政がそれをサポートすることが大事。 

 ＥＵの国家統一に学ぼうと思ったのは、市町村

合併が成功していけば、県同士の合併も出てくる

ためだ。行き着くところが道州制という人がいる

が、私は目指すなら連邦制ではないか。道州制は

国から権限をどう移譲されるかという展開だが、

一つの国として独立するという気概からすると連

邦制を目指すべきなのだろうと思う。ＥＵはお互

いに血を流す歴史があるなかで、それを超えて通

貨統合や政治統合していくというのは、世界のア

メリカ化を阻止していく共通理念があったと思う 

。日本でもミニ東京のような金太郎あめのような

まちをつくるのではなく、それぞれの地域が歴史

や文化を大切にしながら力を合わせていくとする

と、ＥＵの歴史や決断を学んでいく理念や地域づ

くりが必要と思う。 

 そういう意味からすると、今日３市が話し合う

機会をつくってもらったタイムスの企画は、まさ

にタイムリーなことだ。３市が血を流す思いで合

併した。県政の合併の支援策を含め、やはり県政

は県北、３市を注視している。その時に一過性の

支援ではなく、イタリアのような個性や歴史を大

事にしながら広域連携を進めていく。そうすると

市民がおのずと交流や連携を深めていって、新し

い地域の枠組みはこのようなものがいいのではな

いかと自然にわき出てくると思う。 

 ２人の市長さんの１年後に歩み出したことは非

常にラッキーだった。合併にたどり着くまでは粁

（う）余曲折があったが、両市長さんの経験に学

ばさせてもらい、成功、失敗例を検証させてもら

い、後発の利をうまく使って、あとは早く追いつ

け追い越せで頑張っていきたい。 
 

 伊藤社長 ３人の市長さんには短い時間で将来

ビジョンをまとめてもらい感謝します。最後にな

りますが私たち市民は「ないものねだりをしない

こと」「今ある貴重な公共施設の有効活用」、

「市民として今何をしなければならないか」とい

う〝市民意識の改革″も大切であると私は思いま

す。これで今回の鼎談を終了させてもらいます。 

（おわり） 

※この記事、写真は、日刊「大崎タイムス」に平成18年６

月８日から９回に渡り連載されたものです。 

栗原市章 大崎市章 登米市章 


