
夢を語ろう！ 

２０１３年５月２３日 
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スマイル会講演 

大野 英雄 

ｻﾗﾘｰﾏﾝ→転職→ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ→議員→そして 
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１．自己紹介 

 ・１９４８年 福岡県大宰府市出身 

 ・１９６７年 福岡県立筑紫丘高校卒業 

 ・１９６８年  鹿児島大学 工学部電気工学科入学 

 ・１９７２年 鹿児島大学 電気工学科卒業 

２．趣味 

  ジョギング、水泳、囲碁、大リーグ観戦  
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３．職歴 

 ・１９７２年４月 沖電気工業（株）入社 

 １９７２年～1978年品川事業所私設設計配属  

・１９７８年～１９９３年 ソフトウェア部門に移動 

・1993年～1996年TTC出向(情報通信技術委員会） 

・２００２年2月沖電気工業退職 

・２００２年３月コガソフトウェアへ転職 

 



・２００１年１２月 運命の出会い 

 コガソフトウェアの古賀社長と幕張 
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３．１  コガソフトウェアへ転職  

・古賀社長が,熱く夢を語ったのでビッビッと感じて退職を決意！ 

 コガソフトウェアの経営理念 

 ・感動して頂ける仕事をしたい 

 ・人を育てる会社 

 ・ＮＯ.1の技術の会社を目指す 

 ・社会のために役にたつ人材を創り,社会に貢献 

  赤字になれば会社を解散 
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 賢者・Ｔｖ古賀詳二 

 http://www.kenja.tv/index.php?c=detail&m=index&kaiinid=10421 

 コガソフトウェア  

 http://www.kogasoftware.com/ 

http://www.kenja.tv/index.php?c=detail&m=index&kaiinid=10421
http://www.kogasoftware.com/
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４．市民活動のきっかけ 

 

  

・1992年 大網に引越してから、大網駅前の渋滞がひどいので、 

 町長への手紙を何回も提出 

・２００２年６月 

  町主催のまちづくり懇談会に参加 

  10年後ｸﾞﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝを描く 

  →自分たちの作った成果物に満足できなかった 

 ・仲間と駅前交通整理を開始 ２００３年ころから 

 

 
・２００２年４月～２００３年３月  

  みずほ台2丁目自治会 街区委員 

  任期終了後、会長のなり手がいないので、引き受けた 

   ・２００３年4月～２００５年3月  

  みずほ台2丁目自治会長 



・大網駅前交通整理 毎週火曜日早朝          1１年目 

・大網駅を安全で美しくする会 代表世話人          ８年目 

・大網駅を花いっぱいにする会  毎週日曜日6時 

  駅前花植え、ごみ拾い、お花屋さんと始めて         6年目  

・網駅ライブ  毎月第二金曜日                 ５年目（44回） 

・駅前クリスマスイルミネーション               4回実施 

・駅前移動案内所                       3年前から開始  

・山武市民ﾌｪｽﾀ ﾎﾟｽﾀｰ展示､･出張ライブ       ３回出場 

・東日本大震災復興支援の会 世話人       １２３回/1997名参加 

・NPO法人地域医療を育てる会   理事              ７年目 

・大網病院と住民との交流会     代表        １年目  

・30kウォーク実行委員会                    ２年目 

・わらいヨガ                           １年目 
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４．１ ボランティア/市民活動 

   エスカレーションする一方 
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駐輪場前で交通整理 
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 網駅ライブ  

２０１３．４月 



山武市市民フェスタ 

2012.2月 
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ＮＰＯ法人地域医療を育てる会 

 

 Ⅲ レジデント研修 

  若手の研修医と住民との対話し、 

  →口コミで医者が増えている 

Ⅱ 対話の場の提供 

 ① 学習会の開催 

 ② 懇談会・講演会・対話集会の実施 

Ⅰ 情報発信 

 ① 情報紙CLOVER(クローバー）の発行 

   東金市内は回覧板等で全戸配布（1万7千部） 

 ② ホームページ ・ ブログの開設 

医師を
育てる 
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大網駅を安全で美しくする会 

毎月第2日曜日09:00-11:00  

永田駅を花いっぱいにする会 

毎週日曜日 

トイレ掃除をする会 

  月1回 

駅前交通整理  

  毎日06:30～08:00 
大網､永田､東金､成東駅 

小中川をきれいにする会 

駅前ゴミ拾い 

毎日07:00～10:00 

（駅長、小湊ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ会社、 

駐輪場、警察、町会議員、 

商店街、役場、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体） 

大網駅を花いっぱいにする会 

毎週日曜日06:00～07:00 
ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｼｮﾝ 

１２月 

 

網駅ライブ 

毎月第二金曜日 

16:30～17:30 

 

 

移動案内所 

毎月日曜日 

09:00～12:00 

 

① 

③ 

② 

④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

山武市市民フェスタ 

駅前の 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

東日本大震災復興支援の会 
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2011年3月11日地震発生時、京葉線の高架線の上でブランコのように電車が大揺れ

したのを覚えている。その日帰れなくなり、新浦安のホテルで雑魚寝、翌日東西線の
浦安駅を歩くと１メートル以上も飛び出したアスファルトを見て地震の大きさに愕然と
した。3月13日、まちづくりの定例会でドイツ卒業旅行から戻れなくなった、いわき市

の二人女子学生と出会い、彼女たち家族を何とか救いたいと思って、この物語はス
タートする。近所にチラシを配り布団、毛布、医療品、食糧や義捐金の協力をお願い
したところ、瞬く間に約５００人から沢山の義援物資と義援金をいただいた。皆さんの
温かい気持ちを早く届けようと思い、3月19日に大里綜合管理から繰り出してもらった

バスとトラック３台でいわき市に義捐物資を届けた。安達太良サービスエリアは自衛
隊と報道カメラマンだけがいて、恰も戦争映画を見ている風景だったのを鮮明に脳裏
に残っている。以来、私はいわき市、南相馬市、陸前高田市、南三陸市、石巻市に
21回でかけ、会社の仲間も一緒に参加して応援してくれた。物資支援から始まって、

その後、マッサージ、傾聴、瓦礫の撤去作業に移って行く中、千葉県内のＮＰＯへの
活動支援金寄付団体として採択された。この活動のおかげでわたしたちは沢山の仲
間と知り合い、仲間同士の絆が生まれて、ボランティア活動の喜びを感じ、思いたっ
た人が自らの責任で行動することの大切さを学んだ。これまで123回、延べ1997人
(2013年4月末）が被災地に出かけて支援活動を行っている。現在も、毎月２回の
ペースで 希望者を募り、被災地に出かけている。 

 （東北地方太平洋地震 ～私たちにいま、できること～） 

http://www.youtube.com/watch?v=PLYHC2mMZ7E&feature=player_embedded 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PLYHC2mMZ7E&feature=player_embedded


13 2013.3月. 南三陸町仮設住宅～ 

東日本大震災復興支援5 
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５．ｺｶﾞｿﾌﾄｳｪｱでの作業 

  2013年度 大網白里市  住民協働事業採択さる 

  5.1 家庭のてんぷら油リサイクル 

   2010年度千葉県山武郡市地域活性化 

  プラットフォーム事業に採択さる 

http://www.yukai-kun.com/ 

  ・5.2 総務省ICT利活用広域連携事業 

      2010年度総務省の広域連携事業に採択さる 

         ﾊﾞｲﾀﾙｾﾝｻﾞを使って高齢者を見守るｼｽﾃﾑ 

   山武市、大網白里町と連携事業実施実証化実験  

   大網白里市の「いきいきサロン」で実証試験中 

http://www.yukai-kun.com/
http://www.yukai-kun.com/
http://www.yukai-kun.com/


5.3 デマンド交通システムの自治体提案 

 納入実績 
 
2013年04月01日弊社開発の「孝行デマンドバス」を用いた予約型乗合交通
サービス（成田市オンデマンド交通）が運行開始。 

2013年03月01日弊社開発の「孝行デマンドバス」を用いた送迎サービス（ゆう
あいGO!）がゆうあい内科・脳神経クリニックにて運行開始されました。 

2012年07月01日弊社開発の「孝行デマンドバス」を用いた予約型乗合交通
サービス（モーモーバス）が岡山県瀬戸内市にて運行開始されました。 

http://www.kogasoftware.com/ondemand-bus/ 

http://www.kogasoftware.com/topics/post-429/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-429/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-435/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-435/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-435/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-435/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-438/
http://www.kogasoftware.com/topics/post-438/
http://www.kogasoftware.com/ondemand-bus/
http://www.kogasoftware.com/ondemand-bus/
http://www.kogasoftware.com/ondemand-bus/


・仲間から議員になればと言われ 
 
・ボランティア活動の壁/行政は住民の意見を受入れない 
 
・議会の動きが見えない/・駅前が変わらない 

 2011年11月 大網白里町議会選挙 17位/27名で当選 692票 

 201１年12月～大網白里町 町議会議員当選 

 2013年   1月～大網白里市議会議員   
 
 選挙ドットコムの大野英雄の記事 
 
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html/ 
 

 
 6. 議会活動   
 １）議員への転身の動機 

２）石渡議員と二人の会派 「改革」 
 
・毎回、一般質問 
 
・議会たよりの配布 
 
・議会を変える（委員会報酬返上を提案） 
 
・住民と議員との交流会（10回実施） 
 
 

http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html/
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html/
http://senkyo-yohin.com/koe/interview/15_oono/index.html/
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７．これからの夢 
  人間は必ず死を迎える 

 生きている間に、精一杯やろう！ 

 人から良くやったと言われたい！   

＜議会＞ 

 議会に新らしい空気をいれて、変えていこう 

 →職員と議員との交流 

 ボランティア活動をする元気な人が政治志すべき 

 →次回まちづくり仲間が選挙に出る 

＜ボランティア活動＞ 

 もっと人のため（自分の為）に役にたつ行動をする 

 ボランティア活動をする議員で貫きたい 
＜会社＞ 
 コガソフトウェアは将来、JASDQに上場 
 日本のトップ企業にする 
 社会の役に立つ提案で日本を元気にしたい 

 

 


