
 

 

 

大塚地区の将来を考える～メディカルタウンと共に楽しく歩もう～ 

ワークショップのまとめ 
 

                           大塚地区交流センター長 加藤秀樹 

（社会福祉士、介護福祉士実務者研修） 

 

ご存知のように、置賜総合病院の東南方向へ梨郷道路までの約 8ヘクタールがメディカルタウンとし

て開発され、令和 4年度 11月現在、個人病院開院や薬局の開業、商業施設の開業、住宅分譲が行わ

れており、まさしく「タウン」の様相が具体的に目に見えてきています。このような状況下で大塚地区の近

未来のあり方を総括しておく必要があると思い、上記のタイトルでワークショップを開催しました。 

ワークショップは、令和 4年 7月 24日（日）、11時から約 1.5時間、大塚地区交流センターで、加藤

センター長をコーディネーターとして参加者（5班×4名＝20名）による討論が行われました。その結果

を踏まえて、遠藤政策推進課長を交えて懇談会を開催しようとした矢先の 8月はじめに豪雨災害が本町

を襲ったことから、会はのびのびになっていました。やっと、10月 30

日にまつきクリニック院長の講演が開催されることとなり、講演の後に

懇談会をと企画しましたが、聴講者が一人も残らなかったため中止い

たしました。それでも、ワークショップのまとめを大塚地区民の皆さん

へお伝えしなければならないと思い、センター長だよりで報告すること

としました。 

 

ワークショップの実施方法 

ワークショップ当日は下記の 5 班に分かれ、各班 4 名（◎：班長、○：副班長）で 4 つの課題について意

見を出し合い、討論し、まとめるという作業を行いました。備考にあるように、各方面の方々の考えが反映

されるように人選し、ご協力いただきました。 
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 当日の様子は下記の通りです。 

ワークショップで選んだ課題は以下の 4 点です。「望むこと」や「要望」は時代背景を反映して変わらな

ければならないものと思います。メディカルタウン建設が進行している現在が「変わる」あるいは「変える」

良い機会ではないかと思います。 

 

課題１．大塚地区に望むこと 

課題２．自治会に望むこと 

課題３．個人に望むこと 

課題４．行政への要望など 

 

各班に討論していただいた結果を課題ごとに「【I】 5班から出た意見」として関連する内容を A、B、

C・・・のタイトルを付け、さらに、１）、２）・・・に具体的に挙げられた内容を列記しました。これだけだと羅列

の感を免れないので、私の意見や考えを織り込みながら「【II】 コーディネーターのまとめと解説」として

締めくくりました。 

 

課題１．大塚地区に望むこと 

【I】 5班から出た意見 

A.施設・設備に関すること 

1）メディカルタウンの公共区内（北東部）に子育て支援、高齢者向け

の屋内多目的施設の設置を希望する。 

Ｂ.自然に関すること 

1)大塚の自然環境を資源として保護する。生物保護を目的として沼

田川を整備する。 

Ｃ.資源の活用 

1)空き家を再利用する。 

 



 

2)文化財を利活用する。 

3)ダリアやハーブ等を植栽し、大塚地区の独自性を新たに創出する。 

Ｄ.運用面（ソフト）に関すること 

1）社明協を NPO法人化し、質量ともに活動の拡大を図る。 

2)地区事業を見直してはどうか。 

3)振興祭などのプログラムを見直してはどうか。 

4)地区民が集まる場、若者の出会いの場としてセンターの活用を促進

する。 

 

【II】 コーディネーターのまとめと解説 

① 大塚にある資源（自然や文化財）の保護と活用 

大塚地区には最上川とその支流、豊かな自然や県指定天然記念物となっているチョウセンアカシジミ、

国登録有形文化財の西大塚駅や町指定有形文化財の牛谷家の門など、大塚が誇れる資源があります。

日頃からこれらを意識したいものですし、これらを資源として有効活用したいものです。特に自然に関し

ては、大塚地区農地水、白川土地改良区、道路・河川に関わる行政等の計画などを確認して、対策を講

じたいと思います。 

② 社明協活動（事業、プログラム等）の見直し改革 

活動については、法人化しなくても見直しが可能な部分は多々ありますが、いずれにしても見直しに

は発想の転換が必要です。例えば、ある事業を「実施する、しない」はもちろんのこと、実施するにしても

内容（プログラム）の変更などを時代や世代に配慮して行うことが必要でしょうし、全く新しい事業を創設

することも必要でしょう。現在社明協という組織を担っているのはおおよそ 60、70 歳代です。メディカルタ

ウンができつつある今日、タウン化を理解し、発展させるためには若い世代の考えを積極的に取り入れる

必要があるでしょう。そのためにも、若い世代の方々に社明協をはじめとする大塚地区の様々な活動に

積極的に参加していただきたいものです。少子高齢化の時代に入っている今日、あるべきタウンの姿を

予見して活動しなければならないのではないでしょうか。 

③ 社明協の NPO法人化 

大塚地区が時代の変化に対応するためには、もし旧態依然とした状態がそこにあればそれを打破しな

ければなりません。大塚地区を動かしているのは「社明協」という人の集団ですので、「私たち地区民が

考えを変える必要がある」ということではないでしょうか。社明協が任意団体のままだとさまざまな活動を展

開しようとしても制限があったり、活動に対して財政的支援（補助金）を得ようとし

ても応募条件に合致しないために応募できません。それではどうしたら良いので

しょうか。もっとも適切な対策としては、大塚地区を明るくする協議会（社明協）を

非営利団体（NPO：Non-Profit Organization）へ法人化するということです。少し

時間をかけて、法人化を目指したいと思います。 

 



 

課題２．自治会に望むこと 

【I】 5班から出た意見 

A.自治会の意義への理解を得る 

1)自治会の設立や自治会への入会のメリットなどについて整理する。 

B.自治会間交流（広域化） 

1）自治会活動の広域化（例：近隣自治会間、中大塚）を促進する必要が

ある。（例：除雪、雪おろしなどへの対応） 

2)自治会間で世代を超えた交流を促進する。 

Ｃ.防災、危機管理  

1)危機管理、防災対策を講じる。 

D.自治会の運営のあり方 

1)自治会長の若返りが進んでいることから、シンプルで分かりやすい自治のあり方へ方向を変える必要が

ある。 

2)メディカルタウンの新住宅地に新しい自治会を立ち上げてもらう。柔軟性のある考え方で運営してもらう。 

 

【II】 コーディネーターのまとめと解説 

① 自治会に入会するメリット 

自治会は、部落、五人組、十人組などの昔からある地縁組織の延長上にあり、加入は原則任意です。

転入などした場合は、入らないとマズイかな？という雰囲気を感じながら入会している方もいるでしょう。都

市部では自治会への関心が薄れ、「入らない」あるいは「入っていない」世帯も多いのも確かです。特に

集合住宅に住んでいると、自治会そのものの存在（意義）を感じる機会は全くないことでしょう。 

一方、自治会に入会する利点（メリット）は行政（山形県、川西町）、町議会、地区などの情報が自治会

を通して紙媒体で配布されるなど、沢山あります。もちろん、自分で役場などに行けば、また、ホームペー

ジから行政の情報は入手できますが、地区の情報は地区でしか入手できません。 

② 自治会の統廃合 

大塚地区の世帯数が減少していることについては誰もが危機感を

感じていることと思います。残念ながら、現在一人あるいは二人の

高齢者世帯が近い将来空き家になることは容易に想像できます。こ

うした状況は避けられないことで、自治会が小さくなった場合、単独

で活動することは難しくなるだろうことは明らかです。それを解決で

きる方法としては、自治会の統廃合だろうと思います。この考えは

誰からともなく挙がりますので、遅かれ早か、いつどのタイミングで

実施するかだけの問題でしょう。 

 



 

③ 自治会の運営 

現在の自治会のほとんどは、昔からの考え方を踏襲して運営されているのではないかと思います。世

代交代が進まない結果として自治会役員が高齢者で占められていたり、若い人が発言しても聞き入れて

もらえなかったり、これまでの慣習で行われてきている行事に縛られたりと、一朝一夕に解決できそうもな

い課題（問題）が山積しているのではないでしょうか。現在は、昔と違って職種が多様になり、就労形態や

時間が様々であり、家族全員で働いているなどが原因で思ったような自治会運営ができないのが現実で

しょう。どうしたら、うまく行くようにできるのでしょうか。順不同で提案したいと思います。 

a. 役員の負担を少なくする（若い人たちに役員になってもらうために） 

・連絡などは書面で済ます。（わざわざ集まらない） 

・話し合いが必要なことでも文書で回答しもらうように努める。（わざわざ集まらない） 

・五人組、十人組の仕事や役割等を簡素化するか形式的なものにする。（無理強いしない） 

・役員会などに参加できない時は出席者だけで話す。（無理強いしない） 

・お節介しない、口出ししない。（意見や考えを尊重する） 

b. 事業や行事を見直す（今までやってきたことに固執しない） 

・事業・行事などを取りやめるか簡素化する。（契約を若い人にも分かりやすい総会へ変える） 

・若い人たちがやりたい事業や行事へと置き換える。 

・事業の目的は同じにして、実施内容を変える。（例：運動会を運動レクレーションへ） 

 

課題３．個人に望むこと 

【I】5班から出た意見 

A. 人材の発掘と人材登録制度（ヒューマンバンク）を確立する 

１）趣味や農業などに高い知識や特技を持つ人を登録し、適宜活躍してもらう。 

２）リタイアした知識と経験豊富な人材を登録し、適宜活躍してもらう。 

３）積極的に社明協活動に関わってもらえる人を登録し、適宜活躍してもらう。（特に有資格者） 

B. 地区内での人材の地産地消を図る。 

１）地区内の行事等で関わってもらう人を大塚地区内で選び、お願

いする。（他地区へ頼らない） 

C. 自治会活動、社明協（センター）活動等への積極的参加の方

策を考える。 

D. 人間関係の構築 

１）SNS等を利用して、イベントへの意欲的な参加を促す。 

２）隣人との良好な関係構築を促進する。 

３）地区内での人々の積極的な挨拶や声掛けなど、一人一人の意識 

 



 

【II】コーディネーターのまとめと解説 

（１）人材（人的資源）の発掘 

大塚地区には約 550 世帯、約 1900 人が住んでおり、大人の皆さんは様々な職種に就いることでしょ

う。専門職に就いている方は国家資格、民間資格をお持ちだと思います。資格を持っているということは、

技術だけでなく、専門知識を持ち合わせているということです。専門職の人はその視点に立って考えると

思いますので、別の考えをお持ちの可能性があり、それが大変貴重な意見のこともあると思います。ただ、

専門職の方の数は決して多くなく、貴重な人材であり、大塚地区の「人的資源」と言えるでしょうから、是

非ともそういった方を発掘したいと思います。 

（２）人材の活用と地産地消 

  大塚地区で催し物や行事の講師を選ぶ時、現在もそうですが大塚地区外の方にお願いすることが多

いように思います。目的を果たすことができるなら大塚地区の人材を使わない手はありません。地元の方

なら気軽にお願いすることができますし、必要ならフォローアップも容易にしてもらえるのではないでしょう

か。大塚地区内で頼り、頼られる関係を構築することは大切なことなのではないでしょうか。 

（３）地区内での良い人間関係の構築 

  地区の人と知り合いになる機会としては、まずはみなさんの自治会や大塚地区の行事に参加すること

が挙げられるでしょう。行事の中で一緒に何かをすることで言葉を交わし、知り合いになれるでしょう。また、

子供や学校のＰTA 活動を通して友達になるなど、とにかく外に出て、地域の行事に参加することをまず

大切にしたいものです。良い人間関係を築くためには、何よりもまずその人の発言、考え方、行動を認め

ることから始めてはいかがでしょう。「そうですね」と同意する返事が帰ってきたら誰でも悪い気はしないで

しょう。なお、世の中理不尽なことが多いのも確かで、「いい加減な物・事・者」に遭遇した場合には、「君

子危うきに近寄らず」「触らぬ神に祟りなし」を決め、無理にお友達にならなくて良いと思います。 

 

課題４．行政への要望など 

【I】5班から出た意見 

A. さらなるタウン化を！ 

1)メディカルタウンのインターチェンジ付近に道の駅（的な）商業施設を造ってはどうか。 

2)メディカルタウンを中心とした商業施設の拡充を図ってほしい。 

Ｂ. 交通の利便性を図ってほしい 

１)（高齢者のための）デマンドタクシー利用促進や交通面での安全安心に対応することを目的に役場に

交通に特化して課を新たに設置し、積極的に取り組んでもらいたい。 

2)大塚から隣接する市町へ行けるよう、交通弱者のための交通サービスを構築するよう希望 

Ｃ. 観光へのテコ入れ 

1)観光への積極的なテコ入れを行う。具体的には、ガイド（案内人）や宿泊施設（シャワー付き）を整備し

て、魅力のある川西町にする。 



 

Ｄ. 防犯・防災 

１）メディカルタウンの公共区を拠点に防犯・防災を図る。 

2)113 号線、287 号線の整備に伴う大塚地区の交通網の整備による危険箇所の把握と周知、事件事故

防止の対策を講じる必要がある。 

 

【II】 コーディネーターのまとめと解説 

（１）さらなるタウン化を！ 

メディカルタウン構想は、医療を中心に据えた全国的にも珍しいコンセプトを持って出発しました。タウ

ン内外の住民にとって医療機関が近くにあることは最も望ましい条件であり、おまけに、2 つの国道 113

号線と 287号線が交わる立地条件の良さに加え、タウン内にスーパーなども建設されるとあっては時を待

たずして人気のタウンとなるでしょう。こうした稀に見る好立地条件を利用して、川西町にはさらなるタウン

化を目指して政策、施策を遂行してほしいと思います。 

（２）利便性の高い交通網の構築を！ 

メディカルタウンの有利性については（１）で述べた通りですが、欠けていることとしては、タウン内の交

通とタウンと他地域との間の交通をどうするかでしょう。フラワー長井線が近くを通っていますが、最寄りの

西大塚駅から置賜総合病院までは今のところ、タクシーか徒歩（約 20 分）です。損得抜きで、病院からも

っとも近いところに新駅を設ける必要があるのではないかと思います。 

（３）防犯防災、教育に関する施設・設備は行政で！ 

メディカルタウンは、将来的には住宅地を伴う大きなタウンとなることは間違いありません。メディカルタ

ウンを中心としてドーナツ状にタウン化が進み、人口増加と共に犯罪や交通事故等の増加が懸念されま

す。まずは、災害（火災と水害）と犯罪への対応が優先されなければならないと考えます。すなわち、消

防施設・設備と交番あるいは派出所の設置が待たれます。次に公共施設としての学校と幼稚園などの建

設あるいは移設は町に頼らざるを得ません。 

 

さいごに 

今回のワークショップは、メディカルタウンを中心に据えて大塚地区の将来的を考える時期にあるという

ことを前提に開催されました。各方面の方々に協力をいただくことができ、現時点ではワークショップとし

ては十分な成果を挙げられたと思います。問題は、課題として挙がった事柄をどの

ように実現するかです。大塚地区民の全員参加で一つ一つをこなして行くほかあり

ません。誰かが・・・と思っていたら、５年、10 年経っても何もできてなかったというこ

とになることでしょう。まさしく、自分ごととして考えていただき、全部でないにしても

できるだけ参加をしていただくことが必要だということをお願いして、総括を終わりた

いと思います。 

 



 

 

 

 

10月 2日(日)、9時〜11時 振興祭向け習字練習会 交流センター 

10月 4日(火)、9時半～11時 7地区センター長会議 町役場会議室 

10月 5日(水)、8時半～9時半  月例ミーティング 大塚小学校 

 ＊町職員を交え、9月の振り返りと 10月の予定を話し合った。 

10月 5日（水）、15時～15時半   風の子クラブの避難訓練 交流センター 

 ＊避難の場所等について実際に行動し、確認を行った。 

10月 6日（木）、10時～10時半   社明協第二四半期監査      交流センター 

10月 7日（金）、9時～    西大塚駅まつり臨時営業申請     置賜保健所 

10月 11日（火）、19時～20時     第 4回社明協執行役員会 交流センター 

 ＊18日の理事会へ向けて、協議した。 

10月 12日（水）、9時～12時      映画鑑賞会・うたごえ喫茶     交流センター 

10月 13日（月）、19時～20時     西大塚駅まつり実行委員会 交流センター 

10月 15日（土）、18時半～20時 国際交流協会・マレーシアサバ州交流 10周年記念 まどか 

 ＊記念式典ならびに懇親会に出席した。 

10月 16日（日）、9時～11時 振興祭向け習字練習会 交流センター 

10月 18日（火）、19時～20時 第 2回社明協理事会 交流センター 

10月 21日（金）、13時～15時 西大塚駅まつり準備作業 交流センター 

10月 23日（日）、8時～16時       フラワー長井線西大塚駅まつり 西大塚駅 

 ＊（治平館だより 11月号を参照） 

10月 27日（木）、10時～12時     ゆうゆう大学地区学部・交通安全教室 交流センター 

 ＊（治平館だより 11月号を参照） 

10月 27日（木）、15時～16時半   置賜地域道路整備促進大会 シェルターなんよう 

 ＊置賜地区の首長のほか、県・国の議員などが出席し、 

 国道の早期整備要望を行った。 

10月 28日（金）、19時～20時    大塚振興祭実行委員会 交流センター 

 ＊11月 13日の振興祭の最終打ち合わせを行った。 

10月 30日（日）、10時〜１１時半   まつきクリニック院長講演会・ワークショップ懇談会   交流センター 

 ＊（治平館だより 11月号を参照） 

 

 

 


