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平成 30 年度第１回大船渡市協働のまちづくり検討委員会 議事録 

 

１ 日時及び場所   

(1) 日時 平成 31 年２月８日（金）午前 10 時から午前 11 時 50 分まで 

(2) 場所 大船渡市役所 第１会議室 

２ 出席者   

(1)委 員８名  吉野英岐 若菜千穂 千田尚順 木下雄太 金野敏夫  

         遠藤和枝 金野高之 志田努 

(2)事務局７名  企画政策部市民協働準備室 主幹 新沼晶彦、係長 菊地 正展 

         生活福祉部地域包括ケア推進室 主幹 鈴木弥生 

         教育委員会事務局生涯学習課 課長 熊谷善男、課長補佐 新沼裕一 

         中央公民館 館長補佐 吉田清喜、係長 木川田舞 

３ 議事の経過 

(1) 開 会 

(2) 委嘱状の交付     

委員を代表して、吉野英岐氏に委嘱状を交付。 

(3) 市長あいさつ 

(4) 委員長及び副委員長の選任 

委員の互選により、委員長に吉野委員、副委員長に千田委員が選任された。 

(5) 説 明 

     「地区の概要について」 

大船渡市における地区の概要、地区の現状、検討委員会設置の趣旨について、事務局か

ら説明し、その後、意見交換を行った。 

(6) その他 

次回について日程調整のうえ設定することとした。    

(7)  閉 会 

 

４ 説明「地区の概要について」（要旨） 

 

金野(敏)委員） 

・ 行政区の中には全部の自治会が入っているわけではないということだが、東日本大震災によって

そのような状況になったのか。 

事務局） 

・ 行政区は、市が設定し、広報配布や市との連絡調整にあたる行政連絡員を置いている区域で、原

則は地域と同一である。ただし、世帯数の多い地域で、行政連絡員を２人置いてほしいという要

請がある地域は、２つの行政区を設定している所がある。なお、震災後、応急仮設団地を行政区

として取り扱っているところもあり、現在はそのうち２行政区が残っている。 

吉野委員長） 

・ 行政区も地域も両方ない、空白エリアはないということで良いか。 
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事務局） 

・ 例外として、行政区のみのところは２箇所ある。災害公営住宅と市営住宅が一緒になっているア

パート形式の盛中央団地と、県立病院合同公舎の２箇所である。自治会もなく純粋な自治組織と

はいえないと考えている。 

若菜委員） 

・ 地区単位でのまちづくりについて、具体的に教えてほしい。 

事務局） 

・ 地区公民館においては、独自事業として文化祭や敬老会、スポーツ大会、文化講演会等を企画し

実施している。 

・ そのほかに、地域、地区の要望をとりまとめ、市議会議員と相談し、地区全体の要望として市に

提出している。震災後には、震災復興の取組として、復興まちづくりに向けたグランドデザイン

やワークショップの開催も行っている。 

若菜委員） 

・ 地区単位で活動が活発なところなど、地区によってメリハリがあると思う。そのあたりを丁寧に

委員みんなで共有できたらと思う。 

吉野委員長） 

・ 公民館運営審議会はどういったことを行っているか。大船渡式地区公民館の歴史、２面性につい

て、公民館運営審議会の中でも共有されているものか。 

千田委員） 

・ 大船渡式については承知していない。公民館運営審議会では、市内の地区公民館における生涯学

習のあり方、事務局の中央公民館において立てた年間計画や実践結果について検証し、次年度に

活かすことを柱に審議している。子どもから高齢者まで、それぞれの年齢に応じた活動や、どう

地域があればいいか、例えば高齢者のあり方のためにどのように活動したらいいかなど検討して

いる。様々な年代の人たちの活動、学習などを検証し次年度に活かすという大きな務めがある。 

事務局） 

・ 地区公民館は市が直営するか、地区が運営するかというのが一般的な形であるが、その２つが融

合されているというのが当市の地区公民館である。行政として、他の自治体と比較してみると当

市はかなりの特徴を持った方式だという認識である。 

遠藤委員） 

・ 他の自治体では職員による公民館管理が通常だったところ、大船渡市では昭和 50 年代から職員

を置いていなかった。県内の関係者から、市の職員を置かず地域が主体的に活動を行っている「大

船渡式」と呼ばれていた歴史がある。 

吉野委員長） 

・ 早い時期から住民協働を行っており、地域の方にリーダーをお願いし、企画や運営をしていたと

いう歴史があるということか。 

・ 地域包括ケアという考え方が最近出てきている。地域助け合い協議会が、地区公民館のエリアと

被ったり、活動自体も深く関わりがあるとのことだが。 

金野(高)委員） 

・ 地区割りは地区公民館と同じであるが、地区公民館が主体となって助け合い協議会をつくるので

はなく、住民の皆さんで組織していただきたいとお願いしてつくられたものである。ただ、最初
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の部分で、地区公民館を介して、関係する方を集めていただいており、助け合い協議会のリーダ

ー、具体的な活動の中心となる生活支援コーディネーターケースには、地区公民館長がなる場合

が多い。 

・ 地区館長が兼ねる場合には、負担が大きくなっているということは、実際問題としてあると思う。

当市では、コーディネーターに資格をもっていなければならないという考え方ではない。 

若菜委員） 

・ 生活支援コーディネーターを地区公民館長が担っているのはめずらしい。何地区あるのか。 

金野(高)委員） 

・ コーディネーターとして動ける人が、なかなか地域人材として見つからない。リーダーシップが

求められることもあり、地区公民館長がコーディネーターとなるケースが約半分である。基本的

に、コーディネーターは２人置いてほしいと伝えている。 

若菜委員） 

・ 忙しい地区公民館長はコーディネーターとして動けないのではないか。 

金野(高)委員） 

・ そこは地区の状況に応じてやり方があると思っている。取組形態は様々であり、工夫してかなり

頑張って取組を行っていただいている地区もある。 

吉野委員長） 

・ いつから取り組んでいるものか。 

金野（高）委員） 

・ 平成 27 年度から取り組んでおり、それぞれの地区で徐々に助け合い協議会が立ち上がっている。

現在 10 地区において助け合い協議会が立ち上がっており、残り１地区の状況である。 

若菜委員） 

・ コーディネーターは何層にあたるか。第三層もあるのか。他自治体のコーディネーターは、地域

の方に寄り添ったり、困っている人とサポートする人を繋げるというイメージが強い。忙しい地

区公民館長がコーディネーターをやるというのは大変だ。 

金野(高)委員） 

・ 第二層である。第一層は、市全体として市で協議会を設置している。第三層は今のところない。

方向性として実働隊として第三層があり、地域単位で協議体があるのが望ましいのかもしれない

が、現状としてはそこまでには至っていない。そこまでの体制づくりには時間がかかるところも

あり、地区単位という考え方で推進している。 

吉野委員長） 

・ 業務の集中と言っていいかどうかはわからないが、平成 27 年度以降、そういった新たな役割を

地区公民館長の何人かは担っているということか。 

金野(高)委員） 

・ 実際の生活基盤は第三層となる地域であるが、地域が地区と連携して初めてうまくいくという印

象を持っている。この検討会は、地区と地域との関わりが十分に行えるようなことを含めて検討

するという理解でよろしいか。 

事務局） 

・ 当然ながら、地域あっての地区だと認識している。今の市の認識としては、地域と地区は緊密に

連携しており、少なくとも地区公民館運営委員会には、地域がすべて含まれている。地域公民館
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や自治会長等と地区公民館との連携はある程度図られているという前提で、地区のあり方を検討

いただければと考えている。また、議論の中で地域とのつながりも含むことは構わないと考えて

いる。 

吉野委員長） 

・ もともと公民館法、社会教育法によって規定されている施設、体制だが、少子高齢化やまちづく

りの課題の拡大、震災により、いろんなことを地域で考えなければならなくなった。そのような

きっかけはあると思うが、もともとは公民館法、社会教育法に基づいた業務の区切りがあるとい

うことでよろしいか。 

志田委員） 

・ 社会教育施設だと言うのは行政だけであり、公民館が社会教育施設だという認識は住民にはあま

りない。公民館は、地区地域のいろんな課題を解決するためにみんなで話し合う場、いろんな情

報を共有する場だという意識だと思う。 

・ 社会教育施設を超える教育委員会の範疇ではないことが、地区に求められる。ここで地区公民館

という制度も見直し、新たな運営組織に変え、もっと自由度が高く活動できるような地域協働体

をつくる必要があるという方向へつなげたいところではあるが、住民にはこれまでの公民館とい

う認識が染み付いている。だから、公民館から運営組織に変えて何が変わるのかという意見が出

る。そこを丁寧に地区に入って説明していくという取組が当然必要である。 

・ 観光や農林水産などそれぞれの分野で活動する方々の中に、社会教育に参画していただけるよう

な方などがおり、社会教育を担う部局が市長部局に移り、庁内の関係部局が連携することにより、

社会教育に携わっていただける人材の掘り起こしもできるのではないかという期待もある。これ

からの時代は、社会教育はいろんな分野とのつながりを持っていく必要があると思う。基本は教

育委員会の所管としながらも、事務的には市長部局の方に移す方が、今後の時代にあったやり方

ではないかと、庁内検討の中で議論してきた。 

・ 中央公民館で開催している講座一つをとっても、受講者が限られていたり、年齢層に偏りがあっ

たり、固定化しているという傾向がある。講座が個人の興味、関心、教養に関する内容が多く、

学んだことを各地区においてまちづくりに反映させるようなテーマの講座の実施が少なかった

という反省もある。今後は学んだことをこれからのまちづくりや自分たちの活動に活用していく

というようなしくみに持っていかないといけないのではと感じている。 

・ 市長部局に教育委員会が担っている社会教育、生涯学習の分野も移管し、事務事業を展開するメ

リットは大きいと考えている。これからどんどん人材が不足していく中で、どうやって地域の人

材を活用しながら難局を乗り切っていくのかと考えた場合に、今までの制度と行政組織のままで

良いのかということは常に頭の中に置いて考えなければならないと感じている。 

千田委員） 

・ 地区と地域の連携について、日頃市地区においてはうまくいっている。問題は仕事の量が増えて

きて、処理できなくなってきていることだと思う。特に最近の地域包括ケアに関することは、公

民館活動の中心が地域包括ケアだというくらい大変になってきていると伺っている。そこをうま

くリードしていくのは行政であり、行政が入り地域を指導し、行政と地域とがうまく連携してい

くようにすると良いのではと考えている。上から仕事がたくさん下りてきて、地域の活性化は本

当に一番大事だと思うが、仕事が多くて、そこまで頭がまわらなくなっているという地域もある

ようだ。行政と地域との連携、あるいはうまく組織的に解決していくと活性化に繋がっていくの
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ではないか。 

若菜委員） 

・ 地区と地域がうまくいっているのは大変すばらしいと思う。よく聞くのは、地区の運動会や敬老

会など行う際に、その都度自治会に対して「何人出してほしい」というような、仕事の割当が多

く、地域の方が運動会をやめたいとか、そういう関係性となっている所が多い。うまくいってい

るというのは、どういった工夫でうまくいっているのか。 

千田委員） 

・ 定期的な会合はもちろん開いている。地域の問題については地区でとりまとめて、市に要望等を

行うという体制をきちんととっている。何が問題となっているかを共有できているということが

大事なことだと思う。最近はいろんな仕事が増えており処理しきれなくなっているというのが現

状である。 

志田委員） 

・ 教育委員会で学校統合を進めるにあたり、各地区まわりを重ねる中で日頃市は出席率も高く、真

剣さも伝わってくる。長年の先人からの積み重ねとして、みんなで地域の事をワガコトのように

思う意識や考えるという仕組みが、脈々と受け継がれている地域なのではないかと思っている。

また、郷土芸能や農業体験、地域と学校の連携事業も昔から盛んに行われ、日頃市の取組が他の

学校にも波及している。市の花である椿学習から、椿の産業化につなげようという取組に先導的

にあたっている。小さな頃から、地域の先輩たちが後輩に教え、学ぶという取組が行われている。 

木下委員） 

・ 地域包括ケアに係る取組で各地区に入っているが、地区公民館と地域公民館の関係性が日頃市の

ような状況でないところもある。地区公民館に対して、地域公民館からお願いしたり相談したり

という関係性よりは、地区公民館が地域公民館の上部組織と思っている方々が多く感じる。日頃

市では、農業等で一緒に取り組まなければいけないものあり、協力体制が取られているのかもし

れない。市内には商業区も漁村部もある。浜単位でまとまっているところもある。やり方、まと

まり方にはかなり差があると思っている。 

・ 例えばモデル地区として取組を進めた場合には、他の地区ではあんな風にやっているから、うち

らもやってみようかというような動きが出てくるという気はする。 

吉野委員長） 

・ 今日は、どこに現状として問題があるのか、どういったタスク＝課題が増えているのかといった

ことを共有できるようになれば良いと思い進めている。たしかに大船渡は、市街地もあれば中山

間地域や浜の地域もあり、歴史的な生活のかたちが必ずしも同じではないということが、地域運

営にも反映しており、それぞれある意味で個性的な運営方式を持つのが当然といえば当然である。 

・ 一方、行政の仕組は、標準化・一本化しており、地域の個性と行政の仕組みをどうやって融合さ

せていくのかというところがある。さらに新しくコミュニティスクール等、地域で学校を支えて

いくというようなことを県では進めることとしており、こういった取組がどこかの地域にお願い

されるのではと考えられる。しかし、地域では人口減少や高齢化等々により十分に人的リソース

が確保できなくなっており、その中で新しい仕組みをつくっていかないと地域の方がつぶれてし

まう。当検討委員会がそういったことを議論するきっかけになればと思っている。委員の方々は、

いろいろ地域づくりの取組をご覧になっていると思うが、市内市外問わずうまくいっている取組

はあるか。 
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木下委員） 

・ 一関における取組は良いと思っている。大船渡は助け合い協議会が先行しているが、一関では地

域運営組織に変えていこうという取組が先にあって、今助け合い協議会の考え方が入っている。

一関ではプロセスが高く評価されており、いろいろなところで取り上げられている。私は市民活

動支援センターとして、一関市市民活動センターの方と良く話す機会があるが、プロセスの中で

地域、行政、ＮＰＯが同じ目的に向かっていろいろ話し合いながら一緒につくりあげていくとい

う姿勢が大事であると聞いている。 

若菜委員） 

・ 今日は課題をみんなで共有できれば良いと思う。あり方検討の「あり方」というのは、必ずしも

公民館を教育部局から市長部局に持ってくるとか、職員を置くということではないと思う。地区

でのまちづくりとして、市に対する要望のとりまとめがあるが、ハード整備についてはその方式

で良いが、隣りのおばあちゃんが一人暮しになったとか、移動が大変だということを地区でとり

まとめて市に要望しても、市で出来ることはものすごく限られている。では、そういう問題に誰

がどう対応するかが問題となっている。これを踏まえ、福祉的な取組として地域包括ケアの取組

が大船渡で始まったのであればわかりやすい。 

・ 地区が復興の問題も福祉の問題も受け止めなければならないのに加え、これまでの運動会や伝統

もある中で、地区自体が役割を変えていかなければならないと思う。たくさん降ってくる役割を

上手に処理していくためには、もう少し何かを見直さなければどんどん館長、主事が忙しくなっ

てくる。地区が新しい自分たちの役割を自覚し、それに合わせて、行政側も連携して、例えばま

とまって協議するというような、話し合いの仕組や仕方を変えることだと思う。そこが大船渡の

一番の問題で、そこをまさにこれから議論できればと思う。 

・ 事例として、昨日は久慈市にワークショップで行っていた。協働について話をする中で、地域運

営組織を作りませんかではなく、その前に地域の課題をみんなで共有してみませんかというワー

クショップを行ってきた。とにかくめんどくさいとか、行政が仕事をおっつけてくるのかと受け

取られると思っていたら、「こういう場がほしかった」と参加した方々が口々に言っていた。そ

の中では、助け合いも正直したいが、助け合う前にお互いを知り合わなければならないから、楽

しいことに取組みたいという意見も出て市側もすごく驚いていた。まず、つながりをつくり、そ

こから助け合いの仕組みを自分たちでつくっていきたいという話になった。地域側では役が忙し

いとか、若い人が忙しくて出て来られないとか、いろいろあるが以外と場をつくると、地域につ

いて話し合うとか、不満を言い合うとか、そういう場があればすごく盛り上がる。集落の中では、

今まで綿々と続いてきた役割もあるので言いづらいが、地区ではお母さんたちのつながりがほし

いねとか、子どもの公園がほしいといった、そういうことを言える場が今の時代では一部ではで

きるんじゃないかと考えている。 

・ うまくいっている所は、集落の声をまとめて地区にあげるというだけではなく、集落でできない

ことを地区単位で行っている。小友ではほうれんそう農家の若い人が月１回居酒屋の取組をやっ

ているが、それを地区全体で応援している。 

・ あり方の中で地区の役割は何か、地区で大変と言っている沢山の大変を出してもらう方が良いと

思う。何で大変なのか、どうして大変なのか、原因は何なのか突き詰めていくと、その先に地区

はこういう役割を期待されているし、集落を元気にするための役割も担っているし、いろんな期

待されている役割をふまえ、地区ってこういう風に生まれ変わった方が良いとか、期待されてい
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るからこういう風にしてみないかといった議論を、是非ここで十分に話し合っていきたい。「か

たち」を先に話すのではなく、これをやったら何が変わるのか、今どうなのかというところを発

信して共有していく必要があると思う。まさにこの検討委員会がそういう場になればと思ってい

る。 

吉野委員長） 

・ 役員層が限られるためそこに頼ってしまうが、実は住民にはいろんな方がいて、役には就いてい

ないが、まちづくりとか地域づくりには関心が高い、やってもいいよという方がもしかするとい

るかもしれない。ただそういう人が館長を飛び越えて何かするというわけにはいかないし、これ

まではどうしても館長会議など役職者の方に集まっていただき、皆さんにお願いをして、それを

また地域に戻すというやり方を取ってきたことが多いと思う。役職者じゃなくても自由に参加で

きる会議があればそういう声も聞きやすくなる。新たな地域のリーダーを今後育成してかなけれ

ばならないのはどこも同じである。高齢化や少子化の中ではあるが、地区には人材がいるので、

そういった方々にあまり遠慮なく言える場面を用意するというようなことも、今日委員の話を聞

くとやっている所があるようだ。 

・ 今日の資料では、大船渡にはしっかりした公民館体制が歴史的にあるので、どうしてもしっかり

した公民館体制の中で役職者の方に業務をお願いしていくという流れがある。福祉的なものやま

ちづくり的なもの、教育サイドのものも地域でまとまってやってくださいというものである。受

皿となっている地区が現況のままで対応できるのか、またその中でもうまくいっている所もある

ので、今後の検討委員会の中でうまくいっている所の仕組みを、あるいは課題点があるとすれば

その原因を少しずつ明らかにしていき共有しながら進めていきたい。地域の方々の考えを変える、

あるいは行動を少しでもやりやすくするには、必ずしも組織をいじるだけではできないことであ

る。 

・ 委員の皆さんは地域づくりに携わり、現場の状況にも詳しいと思うので、ご意見もいただきなが

ら協働のまちづくりをどうやって進められるか、行政からは住民と協働したい、住民側からも新

しい協働のあり方を求めるとすれば、両方をまわしていくような仕組みを検討していきたいと考

えている。今日はその第１回目ということで、課題の共有はある程度できたと思っている。 

若菜委員） 

・ 要望型の地域自治を変えたほうが良いと言ったが、実は行政側も御用聞き型の行政を協働型の行

政に変えなければいけない。先日横手で職員研修を実施したが、同じように地区の運営委員会が

あり、そこに担当職員が入って何をやっているかと聞くと要望を聞いていると答えられた。聞い

た要望の全部に応えられるのかと聞くとほとんど応えられていない。それでは住民と行政の不信

感が増すだけで何の解決にもなっていない。協働というが、御用聞き型の行政がどう変わったら

いいですかというワークショップを行っても、結局は何も意見が出ない。御用聞き型にいまの行

政は慣れてしまっている。協働のまちづくりなので、住民も話し合いの仕組み、合意形成のしく

みを変えた方がいい。そういうことを話し合っている今日の会場の座席配置もまず机をまるくし

て、話し合う委員の顔が見えるようにした方が良い。是非委員からも、今取り組んでいること、

その中での問題点等、情報提供する場としたい。 

・ 日頃市はうまくいっていて、トップランナーとして取り組んでいけそうだが、日頃市の方法が他

の地区でうまくいくかというとそうではない。地域に合わせるのが協働の一つである。まずやっ

てみる方が良いということ。例えば、日頃市の現状と課題があり、どの部分で行政がサポートし
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て、ＮＰＯが入って取り組んでいくかということを話し合いながら、検討委員会においても大船

渡全体でどう取り組んでいくかという議論を、実際に取り組みながら進めた方が良いと思ってい

る。 

・ この委員会のゴールは指定管理を入れることではないと思っている。他自治体も最初は指定管理

を入れることをゴールとしたがあきらめたところもある。指定管理を入れるのは手段の一つであ

り、その手段が地域の実情をみて合わないのであれば方法を変えた方が良い。手段が目的化して

しまっているような印象を今日の説明を聞くと感じた。検討委員会の議論の中で、期待されてい

る役割や、地区が忙しい現状等を中心にしながら、方法が目的化することにも注意しながら次回

以降のこの検討委員会の運営方法自体を考え直していただきたい。他の模範になるようなディス

カッションができれば良いなと思っている。 

・ 県内でも内陸では地域の力が以外となかったり、地域のことなんか関係ないという人たちがいる

中でどうしようかということが多いが、大船渡には地域がまだまだ力があると感じた。その中で

地区という機能、状況、期待されている役割、どんな形が望ましいか、行政はどうサポートした

らいいのかという議論を先進的にできるところだと今日は感じた。是非そういう委員会になるこ

とを期待している。 

木下委員） 

・ 地区のあり方をこの検討委員会で考えていくが、地区はどう考えているのかなと感じた。それが

ないと議論にならないと思うので、それも交えながらいろいろ検討していかなければと考えてい

る。 

志田委員） 

・ 次回の会議に向けて、各地区からざっくばらん話を伺い、地区の課題が何かということを整理し

たものを資料として検討会に出すとか、現場の声をできるだけこの場に情報として出し、それを

基に話をしていくという流れを作ってほしい。 

金野(高)委員） 

・ 以前生涯学習部署にいたこともあり、個人的にだが、合併前の三陸町における地区公民館のあり

方、地区のあり方と大船渡側の地区のあり方が違うというイメージを強く持っている。各地区に

おいても、それぞれ違っている部分があるので、そこは細かく分析していく必要があるんじゃな

いかと思う。助け合い協議会については基本的に介護保険制度から出ている考え方なので、対象

は高齢者であるが、今後地区のあり方を考える時に高齢者だけにしぼった考え方にはならないの

で、全部の年代あらゆる人たちのことを考えながら地区のあり方を考えていかなければならない。 

金野(敏)委員） 

・ 協働のまちづくりについて、役割分担の話となると本質的な部分が見えなくなると思う。何が協

働のまちづくりで話しあわれる必要があるのかなと思った時に、究極の目的をいえば、地域の一

人ひとりの人権が尊重され、そこで充実した生き方ができる、それは医療や福祉、住まいの問題

もそうだし、生涯学習的な環境でもあるし、しあわせに暮らせる社会を一人ひとりが享受できる

ことが究極の目的で、その中で地域や地区がどうあればいいかを考えていくことだと思う。地域

単位でいえば様々な問題があり、それを無視して考えることはできない。最終的には組織のあり

方になるかもしれないが、どのような形で一人ひとりが良い生き方ができるかということに落と

し込めるように話し合っていきたい。社会教育、福祉などいろんな分野について、結局担い手は

同じという状況を一回リセットしてゼロベースで考えれば、一番良い地域のあり方、それを実現
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するにはどういう形が良いのかという方向で議論できればと考えている。 

千田委員） 

・ 毎年全国調査の中で幸福度のランキングを注目して見ている。幸福ランキングでは福井県が３年

連続で１位となっている。なぜあそこが１位なのかというところも見てみたいと思う。要するに

住み良いまちづくり、これが最終目標だと思う。そのランキングの中では岩手県はずっと下位で

あり、47都道府県中 30 位くらいだと思った。大船渡がその中でどのくらいになるかはわからな

いが、いずれ住み良いまちづくりっていうのが一番大事だと思う。 

・ 岩手県の新総合計画のキーワードには幸福を掲げており、岩手県が幸福になるための施策を検討

しているわけだが、同じように大船渡が幸福になるための、ここに住んで良かったなと住民がそ

う思えるまちづくりは何なのかということを、この検討委員会でいろいろと出し合えることがで

きれば良いと思う。 

・ 生活環境、社会環境は、特に震災を経てものすごく変わっている。中でも立根と日頃市地区はも

のすごく住民の移動により人数が動いている。その中で地域の人が生活している。どうやってい

ったらいいか。各地域の問題もたくさんあると思うので、これからその問題点を出し合って共有

していきたいと思っている。 

遠藤委員） 

・ 昨年６月から地区に入り、地区の皆さんの仕事は本当に大変だ、担い手がいないという声を聞き、

何とかしたいと強く思ってきたが、これまでの事務レベルでの検討は、手段が目的になっていた

かもしれないと反省している。地区の皆さんがいきいきとそこで暮らしていくということに対し

て、どういう形で行政が関わっていけるか考えていかなければならない。準備室ができて、教育

委員会と違った立場で地区公民館長と話した際に、「こういう話は今までできなかった」と言う

声もあった。行政の仕組みも考えなければならない。この地に暮らし続けたいと思う方はたくさ

んおり、地域のために何かしたいと思う方はきっと潜在化していると思うので、地区の役割を考

えていくことがスタートだとあらためて感じた。 

吉野委員長） 

・ 今日は、大船渡市の概要についてだったが、本当に住民の方に地域を守っていただいていると印

象を強く持った。 

・ 例えば盛と日頃市は大きさが全然違うが、行政区の数は一緒であり、地区毎に人口も１行政区あ

たりの人口も違うとか、数値を見ることにより、大船渡の現状が見えてきたところがある。 

・ 復興の影響により市内で人口移動がおきている。被災した自治体どこにもいえるが、もとの自治

会にいるべきなのか、新しい自治会に入るべきなのか悩まれる方もいるし、他の自治体では両方

入っているという方もいた。新しい住所に移ったが、もとの自治会を抜けるわけにはいかないし、

自分はどちらに帰属した形にして地域に携わっていくのかということを、生活が落ち着いてくれ

ば考えざるをえない。復興が大体かたちが見えてきて、自分の生活がもう一回ここでスタートす

るということが決まった時が、地域の人たちとどう関わっていくかを考えていかなければならな

い時期なのだと思う。 

・ さらに、地域福祉的な考えに基づく新しい枠組みづくりや、コミュニティスクールのような学校

運営協議会のようなものをつくり、学校と地域が一体となって子どもの教育環境を整えていく動

きも、県は来年度本格化してくると思っている。今度の計画では自治体全てで取組むと書いてあ

るが、現状はそうなっていない。地域と教育をリンクさせていくという動きが本格化すると思う。 
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・ 館長さんたちから対応できないという声があがってくる一方で、現在リーダーとして力を発揮す

る立場ではないが、自分の住むまちのことを真剣に考えている方もいると思うので、地区の風通

しを良くして、新しい担い手をつくっていくことにもこれからの課題として取り組まなければな

らないと感じた。 

・ 地域の方々の実践も検討委員会の場で紹介いただき、地域の問題、他の地域づくりの事例も共有

しながら、大船渡の新しいまちづくりのあり方について検討していきたい。１年で出来るかどう

かはわからないが、第１回目としてある程度今日は共有できたと思う。 

・ 次回は、今回の議論を踏まえ、地区の現状、大変さをさらに掘り下げることとしたい。 

  


