
 
 
 

 
皆さんどうもありがとうございます。ご無沙汰をいたしておりました。４月３０日

に選挙が終わって５月１日から市長職に専念しておりましたものですから、皆さんの

所に御挨拶を申し上げる機会もいとまもないまま今日までまいりました。今、伊勢会

長からご挨拶ありましたように、ちょうど今日で丸３ヶ月と言うことになりました。

そして又今日は一緒に大崎市を創っていく強力な私のパートナーの方々が揃いまし

たので、お披露目を兼ねながら、今日は皆様方にご報告をしながら一緒に大崎の明日

を語り合っていくそういうかたちでご案内を申し上げさせていただきました。急のご

案内でもありましたので、何人の方にお出でいただくのかと言うことでちょっと心配

もしておりましてですね、急ぎご案内だったんでありますが、たくさんの方々お出で

いただいたもんでありますから、会場が急きょなんか選挙みたいになりまして、第１

会場、第２会場で講師の方々が掛け持ちになりました。別の会場でもあって、２部の

交流会ではご一緒の会になるんでありますが、二会場で大崎の明日を語る会というこ

とのセミナーになりましたけれども、これもたくさんの皆様方にお出でをいただいた

ことによりますので、感謝を申し上げさせていただきます。会場がいっぱいになった

のでモニターでということも考えましたけれども、映像からご挨拶を申し上げても実

感がありませんので、今日は直接お話を聞いていただくというかたちでこういう二元

生中継ということになりました。 
今日丸３ヶ月間本当に市民の皆さんのためにあるいは選挙の公約を実現するために、

全力で走り続けてまいりました。元来丈夫でありますし、気力、体力充実であります

が、しかしこれだけ広くて、これだけ長い、そして１４万の市民の方々を相手に、し

かも場合によっては国政、県政も巻き込んでということになりますので、東奔西走し

なければなりません。１人では何ともしがたい物理的なこともありますので、そこで

議会の皆様方、今日はたくさんの議員の皆様方もお出ででありますが、議会の皆様方

にご提案を申し上げましたところ、私の意図する人事に全会一位で誰１人反対するこ

となくお認めをいただきました。勿論提案者の私を支持していただいたということは

少しはあるかもしれませんよ。提案者がいいからそうですよ。それ以上に提案を申し

上げた人物が人格、識見、非の打ち所のない方々ということでご賛同をいただいたと

そうなんですね。ありがとうございます。実は私の所なり、事務所の方にですね、副

市長さん始め特別職の方々を新聞で紹介あったんだけど、どういう人なんだと、見た

ことも聞いたこともさわったこともないので、一度お話を聞く機会がないだろうかと

いうお話がありましたので、そこで、単なるお陰様でしたという会ではなくて、一緒

に大崎市を創ってまいります特別職の方々の思いを皆様方にお伝えするかたちで、今

日のこの企画にさせていただきました。本当は私の会ですから、私が１時間ぐらいお

話を申し上げればいいんですが、関心がゲストの方々に向いておりますので、私のい
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わんとすることは紙上に６月議会の時に私はこういう大崎市をつくりたいという意

味での議会に説明いたしました趣旨説明、提案理由の説明、それと大崎タイムスさん

が大崎、栗原、登米の首長が大崎市誕生を祝っていただいて鼎談会
ていだんかい

を企画いただきま

した。佐藤勇市長さん、布施市長さん、今日も布施市長さんとは東京で先ほどまで一

緒にいました。市川先生の麿秘書さん、愛知治郎先生の伊藤憲秘書さんもおいでであ

りますが、市川先生の所のご案内や、愛知先生の所のご案内役で今日は国土交通省の

河川あるいは道路関係の打合せをさせていただいてまいったところでございました。

後ほど佐藤勇市長さんもおいでになるということにはなっていたようではあります

が、そういう仕事を毎日勤めさせていただいております。私のお話はいずれ何回とな

く申し上げる機会があろうかと思いますので、資料でご理解をいただきたいと思って

おります。あるいは選挙の時に色々とお話申し上げましたことを一つ一つ今実践実行

させていただいておりますので、今日はお三人の方々からお話を聞いていただくこと

にいたしました。後ほど紹介がありますが、副市長さん、来年からは助役、収入役制

が無くなって副市長、副町長制ということになりますが、前倒しをさせていただきま

した。そして権限も移譲しながらお二人にこの大崎市の先頭に立って頑張っていただ

こうということであります。そして又この大崎は非常に広くて長い、そして１４万の

方々が一緒になってまちづくりを進めていくという意味からすると、これまでのまち

づくりの素晴らしいものを検証発展することと同時に、心を一つにして新市大崎を創

っていこうということであります。そのために地域づくりやアドバイザーとしては今、

全国で最も注目されております桜井先生もアドバイザーとしてお招きをさせていた

だきました。あるいは子供たちの教育に、生涯学習などを担当する教育委員の先生方

もご登用いただきました。そして又厳しく大崎市政をチェックしていただく為に、監

査委員もご登用いただいたわけでありますが、この会場にもその監査委員でもありま

す宮崎正典先生も今日は聴衆者でお入りをいただいております。この内容もチェック

されるんではないかと思っております。そういう陣立てを整えさせていただきました。

明日は大崎市民病院に村井知事からのお祝いも兼ねてなんでありますが、研修医とし

て女医さん、防衛医官の方も防衛庁のお医者さんも明日から、スタッフとして強力に

病院の体制に加わっていただこうということになりました。陣立てが整いましたので、

あとはエンジン全開で大崎市のまちづくりを進めてまいりたいと思っております。合

併をするということは行財政改革のチャンスであり、そして自治意識、自治能力を高

めていくチャンスであり、そしてなによりも新しいまちづくりを進めていくチャンス

だと捉えております。そのことからするとこの大崎市が先人の皆様方、今日は古川市

の佐々木謙次元市長さん、田尻町の堀江元町長さん、三本木町の佐藤武一郎元町長さ

んをはじめ、この合併に命をかけていただいた方々もおいでであります。その方々の

血を流す想いでこの大崎市が誕生いたしました。まさに合併ということで天の時をい

ただきました。そしてこの大崎は先人の残していただいた宝や資源、素材の宝庫であ

ります。加えて高速交通体系をはじめとする交通の結節点でもある訳でありまして、
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この地の利を生かすと、あとは市民の皆様方のお力をお借りして、天の時は地の利に

如かず、地の利は人の和に如かずではありませんけれども市民の皆さんの力を一つに

して、この大崎市を創っていこうということであります。その大崎市づくりの強力な

パートナーとして、これからお話をいただく３人の方々を中心とした特別職の方々に

お仲間入りをいただきました。 
 お話を聞いていただければどういう形、姿の大崎市が出来上がっていくのかという

こと、私がお示しさせていただいたプリントと併せて描いていくことができるんだろ

うと想っておりますので、、それを共有いただいて第２部その実現の為に皆さんで、

親睦、交流を深めてまいりたいと思っておりますので、皆様方に今日の趣旨説明を申

し上げながら、ご挨拶にさせていただきたいと思っております。お忙しい中お集まり

いただきましたことに改めて感謝を申し上げまして最後までゆっくりと今日はおく

つろぎ、交流いただきたいと思っております。ありがとうございます。 
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お晩でございます。只今ご紹介いただきました髙橋でございます。この度縁がござ

いましてこの７月の１８日から大崎副市長ということで仕事をさせていただいてお

ります。今日は大崎の明日を語る会の会長さんのお計らいでこの席にお招きをいただ

きました。こうしてご挨拶をする機会までいただきまして大変恐縮をいたしておりま

す。折角いただいた時間でございますので、今日は始めてお会いする方が相当多いよ

うに思いますので、自己紹介を中心にあたえら

れた時間を使っていきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いをいたします。 
 まずはこういう形で大崎市で仕事をさせて

いただくことになりました。皆様方のご支援、

ご協力を賜りながら精、一杯奮闘努力をしてま

いる覚悟でおります。皆様方のご支援ご協力を

改めてお願い申し上げるものでございます。ま

ず私の自己紹介といいますか経歴について最

初にお話をさせていただきます。生まれは大崎市古川小野の生まれでございます。１

９４７年昭和２２年生まれであります。９月が来ると満５９才になります。高校は地

元古川高校を卒業させていただいて、その後東北大学の農学部の方に在学をいたして

おります。農学部では主として作物学を専攻いたしまして、専攻して勉強したといえ

ば格好はいいんですが、実際は大学生活を相当満喫させていただいたということでご

ざいます。大学の方も丁度４年で卒業することができまして、その後すぐに宮城県の

職員ということで、１９７０年昭和４５年から県の職員ということで、この７月まで

７月の１５日に退職をさせていただいたんですが、３６年と３ヶ月あまり、県の職員

で仕事をさせていただきました。そのうちは石巻の農業改良普及所、私あの農業関係

の技術職で県に入っておりますので、私の一番得意技は農業ということになろうかと

思います。石巻の農業改良普及所で４年、そしてその隣の河北農業改良普及所で５年

ということで、今あの普及センター石巻地域農業改良普及センターということで一つ

の普及所になっておりますが、当時２つに別れておったところをそれぞれ４年、５年

ということで併せて９年桃生、牡鹿地方でお仕事をさせていただいて、振り出しの場

所というのは非常に印象が深いので、私も石巻、河北町は、生涯忘れることのできな

い場所になってございますし、当時私と一緒に田んぼに入って稲作の研究をしたり、

生育調査をしたり、やった仲間が農家の方々がたくさんございまして、その方々には

未だにお付き合いをさせていただいております。非常に私にとっては大変な財産にな
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っておるわけで、その友だちと毎年会って飲んだり喰ったりしているんですが、最近

になって伊藤市長の高校生時代の同級生だという話をごく最近まで知らないでその

友だちと付き合ってきたんですが、こういう立場になったとたんにいや実はさ、伊藤

市長の俺たち同級生なんだよという話を聞くような状況になってまして、いずれまあ

３０年来の友だちが石巻地方におります。非常に私にとってはありがたい話だなと思

っております。時間もあまり無いので前に進めさせていただきます。石巻、河北等で

農業改良普及員で仕事をさせていただいたり、ここ大崎市でいえば、古川農業試験場

で５年研究員ということで仕事をさせていただいて、古川農業試験場は皆様ご存じの

通り、稲作、品種改良の日本でも随一の研究期間なんですが、当時は減反政策スター

トして間もない時期ということもあって、古川の農業試験場も転作田での麦とか大豆

の試験研究をしておった時代で、私はそちらの研究担当いうことで、麦と豆の研究を

させていただきました。当時宮沢の岩崎さんとか、佐々木さんとか西館の農家の方が

いらっしゃるんですが、その方々の田んぼ、転作田をお借りして麦、豆の研究をさせ

ていただいたんですが、私の研究の成果を一つご紹介させていただくとですね、今の

麦栽培の施肥の体系、肥料のやり方については私が研究した成果そのままで、非常に

うれしい反面、十何年間その技術が変わってないという寂しさもあるんでですが、一

方で考えればそれだけその技術開発が難しいということも言えるのかなというふう

にも思っています。それと併せて大豆の研究もさせていただいたんですが、確か岩崎

さんのお宅の私はお父さんの方とお付き合いが深かったんですが、丁度高校出て間も

ない息子さんの方が今、麦や大豆栽培の方の大崎地域旧古川市転作面積、大豆相当多

いんですけれども、そのリーダーとして活躍されていると聞いております。当時現場

を借りて、試験研究させていただいたその部分の成果もそういう形で反映していただ

いているのかなというふうにも思っております。そういった試験研究期間とか、県庁

も結構、県庁の場合はどちらかというと行政マンということになりますので、農政部

産業経済部での仕事が多い訳なんで、私も幸いといいますか、農政部時代には農政部

の企画員という仕事もさせていただきました。部の方向を定める課に所属をして、リ

ードをする職になる訳ですが、その職にあった際は、県庁内他の部の企画員の方々と

の交流ができる職業といいますか、そういう職にあったものですから、そこで県庁内

の人脈といいますか、農業分野以外の関係の方々とのお付き合いがその中で培うこと

ができたということもあって、その後ある意味農政を中心にしながら幅広く仕事をさ

せていただいて、直近は大崎地方振興事務所の所長をさせていただいて今こういう状

況にあるということで、その前は農林水産局長を２年させていただきましたので、農

業の分野、林業の分野、水産業の分野、当然そういった仕事をすることになれば、商

工業も含めて全部関連してくるということで、庁内の幹部の方々との交流もそういっ

た中でさせていただいたという状況でございます。 
 経歴はそんなとこでございますが、今回大崎市の副市長ということで仕事をさせて
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いただく訳ですが、私なりに私に与えられている使命といいますか、役割はなんなん

だろうかということで色々考えております。いろいろあるんですけれども大きいのは

伊藤市長の市政の運営方法、市政運営の方向ですね、要は新しい大崎市をこう創って

いくというその思いを大崎市の職員の仕事を通じて、あるいは直接皆様方にきちっと

お伝えをする、仲立ちというと表現はあれですけれども、そういう役割が一つあると

いうふうに思っております。それともう一つは逆方向こちらの方がより大事だとは思

うんですが、要は皆様方が日頃思っておられる市政に対しての色々な要望、ご意見、

思いそういったものを私どもを介して市長にきちっとお伝えをする、職員を介してと

いうことにもなります。当然市長には直接皆様方からお伝えする場が多くあった方が

いい訳ですが、先程来話出てますとおり、市長相当多忙な状況でございますので、我々

がその部分で仲立ちをさせていただいて、双方向で市政運営に誤りなきをという一端

を私と河合副市長と一緒に担うのではないかと、それをきちっとやることが、私の使

命だというふうに思って、今後の仕事をさせていただきたいと思っております。 
 時間もあまり無いので、あれですが私の信条というと少し大げさなんですが、公務

員生活３６年間している中で、それぞれ同僚、先輩、後輩に様々なことを教えていた

だきました。その中で仕事をする上で、あるいは人とお付き合いをする上で、要はし

ていく上で何が大切かと、私にとっては人の立場になってものを考えるということが

全てでございます。人の立場に立つというのは非常に難しい話だとは思いますが、立

場に立つということは要は、要は相手のお話をよく聞くということだと思っています。

よく聞くことで自分の話したいことも理解をしてもらえるし、あるいは施策の展開、

方向を決断する際に皆様方の、相手の方々のお話をきちっと聞くことが、誤りない選

択につながるというこれは３６年間の私のこれまでの公務員生活で、信条として心に

決めて実行していることでございます。今回こういう形で仕事させていただきますが、

気持ちを大事にして皆様方と大崎市発展の為に誠心誠意頑張っていきたいと思って

おります。皆様方のご声援をよろしくお願い申し上げまして、私の話とさせていただ

きます。今日はありがとうございました。 
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皆様お晩でございます。只今ご紹介いた

だきました河合堯昭です。７月１８日伊藤

市長から副市長を拝命いたしました。どう

かよろしくお願いいたします。高いところ

は苦手なんで、一つおろして下さい。顔は

たいしたこと無いんで、実は多分皆様方も

びっくりなさっていると思うんです。上り

坂、下り坂という坂がありますけれども、

まさかの坂があるんですね。青天の霹靂と

いうのはまさにこのことだと思うんです。こうやって私が皆様の前でお話をさせてい

ただく、又こんな大役を仰せつかったというきっかけを作って下さったのは、恐らく

この中にもいらっしゃると思うんですが、大崎倫理法人会のメンバーの方たちです。

その人たちが私を呼んで、話をしろということで、お話をさせてもらったところ、そ

の中に後援会の方もいらして、その方から今度はこういう仕事もいただきました。伊

藤康志先生の後援会の総会があるから、そこにきて話をしてくれと、喜んで参加させ

ていただきました。その時に一番前で一番熱心にメモをとっておられたのが、先生で

した。そして今度は先生から、声がかかりました。自由民主党県民会派の勉強会があ

るから、県議会議員の先生方ですよね、そこには現知事の村井さんもおりましたし、

衆議院議員になった秋葉賢哉さんもいらっしゃいました。その先生方の前で生意気に

も話をさせていただきました。そんなきっかけだったんですが、そうどうでしょう、

先生とお会いしたのは、６回ぐらいかもしれません。あの後援会に呼ばれてお話をさ

せていただいた夜、講師として呼ばれたんです。そういうお付き合いで、今度私が帝

国データバンクを定年退職いたしました。平成１５年の１０月です。その時に私は、

３つの選択肢がありました。今後の人生の、一つは本当にお世話になった、私の家族

も含めて私自身もそうですが、本当にお世話になった東北、私あの愛媛県新居浜市と

いう伊予ざると表現されるんですが、本来高いところはいいんだろうですけれども、

実は低い方がいいんです。その伊予から来ました。その子供の病気を治す為に、転地

せざるをえなくなりまして、秋田に移ったんですが、幸いなことに小児喘息そこでな

んとかそれ以上にならないで大きくなりました。そんなこんなで本当に東北の人にお

世話になりました。その東北があの輝きをなんか失っている、格差社会の中で、首都

圏あるいは名古屋圏、大阪圏そういったところとどんどん離れていっている。なぜこ

んな輝きを失ったんだろう、私でよかったら、これまで私はいろんなものを得てきま

した。皆さんからいただいた、そのいただいたものを少しでも返せたらと思って、東

北に残ることが一つ、そして帝国データバンクに残ってそのまま仕事を続けること、

河 合 堯 昭 副 市 長 
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もう一つは生まれ故郷の田舎に帰ること、この田舎に帰ること三つを家族に投げかけ

ました。そうしたら田舎に帰ることに対してはこういってくれました。どうぞ。おま

え一人で帰れということだったんですね。こんな話を長くしていると、どんどん押し

迫ってくるんで、はしょります。で結果的に選んだのが東北に残って、東北の方と目

線を合わせて、少しでも元気になって下さい。元気を注入したい、そういう仕事を選

びました。そしてたった一人想う
おも

という「想
そう

」という会社を創りました。経営コンサ

ルタントのまねごとという社長さんと目線を合わせ、そこで働く、本当に汗をかき、

どろどろになって頑張っている、社員の皆さんと

目線を合わせて、元気になって下さいって、２年

半やっておりました。私のパートナーは留守電だ

けです。携帯電話を持っていませんでした。その

留守電に６月２日の日にメッセージがはいって

おりました。伊藤先生からです。伊藤先生が大崎

市の市長選に出られるということは知っており

ました。１枚のはがきだけを送っておきました。

新しい組織には、新しいリーダーがふさわしい、新しいトップリーダーを間違いなく

組織は求めています。頑張って下さい、というはがきだけを出しておきました。そし

て当選なさったことも存じ上げておりました。だけどももうそれは私の関わりではな

かったんです。その後はなんの連絡もしておりませんでした。それが６月２日の日に

久々に声を聞かせていただきました。留守電だったんですが。至急会いたいんで携帯

に電話を下さいというこれだけだったんです。そして当然至急ですから、ご連絡いた

しました。そうしたら相談に乗ってほしいことがあるんだと、それで一度会いたいか

らということだったもんですから、じゃ私の方から伺いますということで、６月７日

にまいりました。そして２時間の時間が私にありましたので、その間、鹿野さんから

マニフェストをいただきました。それを読んでてほしいということで、必死になって、

それを本当に穴の空くほど向かい合いました。そしてそこから先生の思いをどんどん

どんどん体の中にいれていきました。熱い思いがあの中にいっぱいありました。それ

で一番感動したのは、いのち、あい、よろこび、そして市民総参加の感動を奏でるま

ちを創る。これはもう私にとって命取りになりました。後で手伝ってくれと、このポ

ジションで手伝ってほしいと言われたときに、命がけでやろうとこう思いました。こ

れだけ熱い思いを持っているトップリーダーがいるんだったら、最後の私のミッショ

ンとしてそこに身を置いてなんの不思議でもないし、もしこの身がここで倒れたとし

ても、私にとってなんの悔いもない、そのぐらい熱い思いをいただきました。そして

その思いが間違いなかったというのを今ひしひしと感じております。伊藤先生の熱い

思いが間違いでなかった、で、なんだったかというと、大きな大きないっぱい可能性

のある市ができました。これはすごい組み合わせができる、何せ７つあるんですから、

２つずつ組み合わせたって、２１通りできるんです。３つ、あるいは４つという組み
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合わせを考えたら無限に広がっていく、そんな可能性のある組織、何が足りないとい

ったときに、一つだけです。私は常々言っているんです。組織語るときに、組織を変

えたかったら、トップが変わることだと、中小企業の社長さん方には、随分私は投げ

かけています。皆さん本当に組織を変えたいと思ったら、ご自身が変わって下さいと、

それがもうここは変わったんです。組織も変わった、そしてトップリーダーも変わっ

た、後はなーにって言ったら、そのトップリーダーの思いを如何に組織の中にいれる

か、組織に血を通わすか、ここに一点絞られる、私のミッションは間違いなく組織に

心を入れてくれ、これだと、それを実はマニフェストからいただいたと。そして来て

みて、まず髙橋副市長と一緒に色々な所にあいさつ廻りに行きました。そのときに髙

橋副市長は私にこういったんです。私を紹介するときに河合副市長とこういったんで

す。私は心の中でいつ河合さんといってくれるかなと楽しみにしていたんです。それ

が４ヶ所目だった時に、自然と河合さんと言ってくれたんです、待ってましたとばか

りに私はこれからは高橋さんと呼ばせていただきますよと、で、そのとき高橋さんの

お話は、皆さんとこうやって目線を合わせてこういう風にはしませんでしたけどね、

「目線を合わせて、皆さんのメッセージを確実に市長に伝えます。そして又市長の思

いを私は皆さんに目線を合わせて伝えていきます」とこういうお話をなさるんです。

まさに我が意を得たと言うところです。これそのまんまいただきます。本当にうれし

かったんです。２人３脚はやれる、この方となら間違いなく、市長を支えていける、

この人となら、強く意識しました。そして次に桜井先生、先ほどお話しなさった方で

すね、昨日初めて私は桜井先生の講義を聴きました。約２時間だったんです。その時

に職員の一番前で聞くのか、一番後で私が聞くのか、私は一番後を選択したんです。

なぜかというと職員がどういう態度で先生の話を聞くか、見事に背筋がぴーんと伸び

て最初はちょっとこうだったんですが、それがだんだんこうなっていって、最後は目

を輝かせて聞いていた、最後に私が挨拶にいったときにそうだったんです。目がきら

きらしているんです。みんな。午前中そうでした。午後も気になりまして、そうっと

覗きに行きました。午後の方がもっと講義を聴く職員の数が増えているんです。それ

は見事午前中よりもっとすごいんです。ぴーんと伸びているんです、全員が。微動だ

にしないで先生の講義を聴いていました。これはいけると思いました。私の役割は、

変わらなければ組織が間違いなく死に絶える、そして組織が変わってトップリーダー

が変わって、今度はそこの人が変わるか、それを私は変えなきゃいけないんですが、

昨日間違いなく手応えを感じました。この人達変えられる。この人達は変わる、そこ

が変わらなかったら、今度向き合ってる市民の皆さんの思いなり、心なり、あるいは

持っている素晴らしさなりを吸い上げることができないんです。だから職員が変わる

かどうかがポイントになります。それが確実に手応えを感じました。あとは長い間ぬ

るま湯の中で生きてきたんです。そのままいったらゆで蛙になってしまうような組織

にいたんです。誰が風穴を開けるか、私がその役割を担います。風穴を開けて、そし

て皆さんと一緒に、元気のある大崎市をつくっていきます。 
見守って下さい、本日はありがとうございました。 
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皆様、お晩でございます。只今ご紹介いただき

ました、はるばる群馬県からまいりました高崎

経済大学の櫻井と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。今回こういう仕事を与えられ

るとは予測もしておらなかったんですが、今紹

介いただきましたけれども、新市大崎市が政策

の柱の一つとして掲げております地域自治組織

並びに市民協働といった分野について、そのア

ドバイザーということでこの７月に拝命をいただきました櫻井でございます。実はそ

の以前から今日も会場を見ておりまして、大変お世話になっている皆様方いらっしゃ

るなと見ておりましたけれども、昨年度の合併協議の段階から旧一市六町の市長、町

長さんはじめ合併協議に携われた皆様方と一緒にこの新大崎市の地域自治組織が、ど

うあるべきかというその議論の段階からアドバイザーという形で入らせていただき

まして、改めまして新大崎市の伊藤市長が又この政策を是非推進したいということで、

今回改めてお世話になることになりました。そういう意味でも繰り返しになりますが、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。１５分という私にとって短い時間なんです

が、地域自治組織について少し話をしてくれということでありますので、ちょっとだ

けお話をしたいと思います。 
 自治組織の話に入る前に、今日是非とも皆さんにご了解いただきたい点は、我々が

予測している以上のかなりの早さで、国の分権改革が推し進められております。しか

し地域の暮らしの現実を見ますと、一番の課題は少子高齢化の問題、あるいは人口減

社会に入ったというあたりが大きな課題かと思います。先日岩出山のある地区で、四

半世紀ぶりに子供が生まれたということがインターネットヤフーの世界配信のニュ

ースで流れまして、宮城県の自治体ということでクリックしたら、俺の係わっている

とこだということで、読みましたけれども、しかしこれは大して驚く話でないといい

ましょうか、人口減社会というのは、それは東京や大阪を含んで入ったという話であ

って、東北は兼ねてから人口減社会に入った地域自治体が多い訳でございます。しか

しそれはこういう人口減あるいは高齢化という中で、この冬日本海側で大変な大雪が

降りました。新潟中越地震では５０名弱の方が亡くなりましたが、この大雪ではおよ

そ１００名の方が亡くなっております。たかが雪ごときで命を失わなければならない、

何でだろうと思ってみてみると圧倒的に被害を受けているのは、一人暮らしのお年寄

りの高齢世帯と、お年寄りだけの夫婦世帯、これが圧倒的に被害を受けている。地域

で支えることができないくらい過疎と高齢が進んでいるんだと、日本の戦後の歴史の

地域自治組織市民協働アドバイザー 

  櫻 井 常 矢 先 生 
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中で、大雪によって集落が消滅したということは、これまでの歴史で経験はしており

ますが、この冬は大変な勢いでそれが進んでいったということを実感しております。

さらには地域犯罪であるとか、あるいは子育てをめぐる困難であるとか、さらには経

済の不況といった問題があります。 
国は景気は上向きだといっております。確かに今年の景気は抜群に上向きです。私

どもの学生の就職は、完全に今年は企業がもらう側に廻りました。内定を蹴って蹴っ

て一番いいところをいただこうなんてちょっと昔の就職活動に今年は戻りました。し

かしどうでしょう、古川、大崎で暮らしておりまして。東京の景気はよくなっている

というのが正確でしょう。これからの日本の経済成長は東京、大阪、名古屋、福岡、

この４都市だけを中心とした経済成長に今は舵を切っております。不況は相も変わら

ず地方にとっては、大きな課題であります。最後はそういった問題だけでない自殺者

が増えている。虐待が増えている。生活保護世帯、就学援助児童が増えている。 
さらには格差社会ということが、国会でも議論されていますが、こんなものはとい

っては言い過ぎですが、格差社会などという問題は９０年時代から我々の中では指摘

した話です。そして最近書店では、もう貧困社会という本が、バカ売れをしている。

日本の社会構造は大きく様変わりしようとしてお

ります。そういう中で今、国は、なんと我々に言

っているかといえば、問題が山積しているんだか

ら地方分権だと言っているんです。問題が山積し

ている中で国が何とかしてあげましょうかといっ

ているかというと、地方分権だと言っているんで

す。自分のことは自分でやりなさいと言っている

訳です。解りますか皆さん。分権型の改革という

のは、言葉はきれいだけれど我々に突きつけられているものは、非常に大きいんです。

そのことに気づいて、新しいまちづくりに舵を切るか、今まで通りのまちづくりで行

くかでは、大きな違いが出てまいります。完全に自治体間競争の時代に入りました。

つい１ヶ月前は北海道夕張市は、財政債権団体に転落し、かと思いきや、先週は地方

構図交付税不交付団体というのが３０いくつも出てまいりました。いかにも自治体間

の勝ち組、負け組をあおるかのような、国とマスコミの聞聴であります。こういう状

況の中で、これから新しいまちづくりを始めていかなければならない、その具体的な

手法として、地域自治組織という考え方が出てきている訳であります。これは大崎市

だけが議論しているものではありません。全国の合併自治体の多くが自治組織を地域

の懸案の課題として掲げています。どうしてもこれは推進していかなければならない

課題なんです。私一番南沖縄もやらさしてもらっていますけれども、どこに行っても

よくこの大崎市というのは例に出させてもらうんです。非常に典型的な平成の合併の

形ですね。とにかく横に長い。笑ってほしいつもりでしゃべったんじゃないんだけれ

ども、横に長い。８０ｋｍある。よくよく皆さん考えて下さい。よく申し上げるんだ

けれども、鳴子、中山平、鬼首地区の住民の皆さんの暮らしと古川の駅前の皆さんと
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の暮らしでは全然違うはずです。地域の課題も違う。文化も違う。地域の課題も違う。

大きく違いのあるものを渾然一体とさせるのが平成の大合併なんです。大きすぎるん

です。平成の合併は。にもかかわらず職員数を削減していかなければならない。新市

大崎市の目標の中でもそれを掲げております。 
総務省はちゃんと見ております。解っているかと。課題が増えてくれば行政が増え

るはずなのに、行政は縮小していかなければならない。これから先ですよ。これ矛盾

するんです。どうしても自分の地域の身近な問題は、なるべく地域の皆さんで解決し

ていけるようなそういう基盤を今作らなければならない。これが合併自治体が地域自

治組織に関心を寄せるまず一つの理由でございます。なんで合併したんだ、俺たちは

とよく聞かれます。年中職員の研修なんかで廻っていますとよく聞かれます。私こう

いう風にしています。それは１０年間の猶予をいただいたと思って下さい。１１年後

の日本にはナイアガラの滝のようなものが待っている訳です。これ国全体の大変な借

金です。次の世代に皆引き継ぎます。せめてこの１０年間の間に新しい地域の受け皿

を育てる、それは単に自治会長さんや行政区長さんが忙しくなるんだというような程

度の理解ではなくて、産業の振興も含んだ新しいまちづくりの受け皿として、地域自

治組織というものを是非ご理解いただきたい。そういうふうに思います。すでに昨日

から河合副市長と一緒に、全職員の研修を始めました。一つうれしいのは応募者が殺

到して札止めの状態です。職員の皆さん非常に関心が高いです。新しいまちづくりが

始まるんだなと会場を変えなければならないような状況です。そして今日お集まりの

旧１市６町の関係者の皆様方のご努力もあって、私この間、新大崎市の中結構廻らせ

ていただいてますけれども、住民の皆さんもそういう方向に向かっていかなければな

らないんだなと言うことを地域自治組織を担う中心メンバーの方々は、よく感じてい

ただいております。そういう意味では結構いけるんじゃないかと、そういう風にも本

音で思っております。正直こんな場所であんまり言うせりふではありませんが、大学

の同僚には大変な仕事を請け負ったなというふうに言われております。そう思ってや

ってきたんだけれどこの１ヶ月ほどいけるんじゃないかと、いう思いを持っておりま

す。 
最近のマスコミの報道では、河合、髙橋両副市長を迎えて伊藤丸船出と言う報道が

よくなされております。伊藤丸という船は、乗ってみますと前の方の波は非常に荒い

です。分権改革の波は。けれども結構乗り心地がいい。といいますのは先ほど言いま

したように、住民の皆さんも職員の皆さんも、そして市議会の皆さんもそっちの方に

向かっていかなければならないんだなということを感じていただけているなという

ことを非常にうれしく思うからです。そして一番前を向いているのは、今日ここにお

りませんが伊藤市長でございます。伊藤市長は常に私どもにこれからの大崎のありよ

うを将来像をしっかりと描いて、私達に伝えてくれる非常に安心させてくれます。体

も大きいんで、安心しちゃうというところもあるんですが、そういう意味では非常に

やりがいがあります。ただ一点今日お願いするとすれば、この地域自治組織の問題だ

けは、行政がいくら頑張っても前に進めることはできません。住民の皆様方の参加と
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努力、そして行政も従来の慣習、前例、そういったものを少しずつ見直しながら、住

民と行政が歩みをともにして行く。ですから私の肩書きには市民協働というもう一つ

の柱がついている訳でございます。足並みをそろえながら、新市大崎市のまちづくり

に向かって、進んでいきたいそのように考えております。今日は後援会の皆様のお集

まりということですが、あまり選挙にばかり盛り上がらないで、是非地域自治組織の

問題にも関心を持っていただいて、是非皆さんと一緒になって新しい大崎市を磨きな

がら前へ前へと進めてまいりたい。微力ではありますがその役割を果たさせていただ

きたいとそのように考えております。今日はこのようなお時間を頂戴致しまして誠に

ありがとうございました。 
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