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第 8 回 松島町長期総合計画策定検討委員会 

摘 録 

 

■開催日時 平成 27 年 6月 24日（水） 

  14時 00分～17時 00 分 

 

■場  所 松島町役場 3階 大会議室 

 

■出 席 者 

委 員：朱二太委員長、狩野章職務代理者、赤間里香委員、岡田康子委員、佐藤真凡委員、

大宮司寛委員、高橋きよ枝委員、杉原崇委員、新田一修委員、佐々木美里委員、阿

留多伎眞人アドバイザー 

欠席者：相澤裕介委員、浅沼千暁委員、遠藤勉委員、大友綾子委員、三升直子委員 

事務局：亀井企画調整課課長、松村まちづくり支援班主査、金田主事、石田主事 

中央コンサルタンツ(株) 

 

■次  第 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議題 

①計画の柱・将来像のテーマ検討 ·································· 【資料 1】 

②提言書体裁案の確認 ············································ 【資料 2】 

４ 閉会 (～17時 00分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会の開催状況 
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■議事要旨 

１ 開会 

・事務局より、開会のあいさつ 

 

 

２ 委員長あいさつ 

・委員長よりあいさつ 
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３ 議題 

・資料 1の説明 

①計画の柱・来像のテーマ検討について 

 

【計画の柱のテーマの検討】 

≪基盤整備≫ 

◇委員案 

・テーマの語尾を「○○まちづくり」のように揃えるのが望ましいと思うが、「○○しよう

このまちで」のように呼びかける言葉を用いることによって住民が自分たちも関わって

いる実感を持つのではないか。 

・基盤整備分野なので、「住みやすい」、「快適に」という言葉を含めるようになるが、「心

地よい」がいいのではないか。「快適に」という言葉がしっくりこない。 

・具体的には思い浮かばないが、子どもにもわかるようになるべく短い文章で、難しい言

葉を使わない。 

・基盤整備は内容の範囲が広いので、まとめて「住みやすい」という言葉がよい。 

・「住みやすい」のは住民だけでなく、観光客も含めて考えた方がよい。 

・すべての人を対象とするために「あなたにも心地よい環境を作ろうこのまちで」。呼びか

けるような感じにする。 

・主語はだれがやるかということ。テーマを決定すると行政がやるというイメージになる

ので、私たちが何かをするという、町民一人一人がその自分たちで何かをしなくてはい

けないというのがこのテーマになる。 

・前回の委員会では「協働」というキーワードがあった。みんなで行うということである。

それをどう行うかが問題である。 

・今回出た意見を事務局でまとめてアドバイザーの意見も聞きながら、一度取りまとめて

皆さんに見てもらうことも可能である。 

・主語があったり、みんながやるという呼びかけの様な文章の形態や、短い文章。あとは

子どもにもわかるような。その中に快適さや心地よいというのはあるが、いかにその文

言を遂行していくか。みんながその言葉で映像が浮かび、想像できるような文言が良い。

呼びかけたときに、みんなが楽しくしている様子が想像できるようなものがよい。 

・言葉は大切。「快適」と「心地よい」では全く意味合いが異なる。その言葉選びというの

はこだわってよいのではないか。 

 

◇事務局案 

・「心地よくいきいきと暮らせるやさしいまちづくり」 

→呼びかけ案については、最後を「まちづくり」にするか「まち」にするかということも

あるが、施政方針で町長が説明することを考えると、総合計画はまちづくりということ

を踏まえ「まちづくり」に統一する。 

◇アドバイザー案 

・「誰にでも居心地優しいまちづくり」 
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◇最終案 

・「心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり」 

→基盤整備のテーマであるため、基盤整備とわかるようなテーマにするべきである。 

→「暮らし」を入れることで基盤整備を連想させる。 

→「快適」、「生活環境形成」をするのが基盤整備のイメージである。 

→「いきいき」は福祉的なイメージがある。 

→観光客やバリアフリーの目線は必要であるが観光客目線だと観光に含まれる。 

→基盤整備の基本は、町民が住みやすいベースを作ることに主観を置いている。町民目線

でテーマを設定したほうが良い。 

 

≪安心・安全≫ 

◇委員案 

・松島なので「自然と共存した」の部分がいいと思った。 

・「共存」より「ふれあい」の方が分かりやすい。 

・自然と防災を両方意識する。 

・「ふれあいながら」を「楽しみながら」にする。そうすると観光客にも通じるものがある。 

・「ふれあいながら」が良いと思った。全員に分かりやすくするためには「共存」が良い。 

・テーマがもともとは基盤整備を 2つに分けて、安全防災という震災後のテーマというこ

とで、自然環境の部分は先ほど出た「ふれあい」、「共存」だが、防災意識を怠らないと

いう意味での「安全を忘れないまちづくり」とか両方付けないと分野としては物足りな

い。 

・自然のふれあいも重要だがその中で、地震や津波などの防災意識も忘れないようなテー

マにしたい。最初の自然の言葉としては、松島の海と木が松島の自然にたとえられるか

と思うので、それとふれあいながら、楽しみながら、実際は防災を意識している。防災

を意識する言葉がなかなか思い浮かばない。それをディスカッション出来ればと思う。 

・この分野は「安心・安全」ということだが、「安心・安全」という言葉は硬い。基本的に

は両方の言葉を並べるよりは「安心」に絞ったほうがやわらかいし、わかりやすい。 

・例えば今の防波堤は自然を壊している。そうではなく自然を残し、活かしながら、自分

たちの安全・安心な町をつくることを考えると「自然を生かして、安心して暮らせるま

ちをつくる」のイメージが良いのではないか。手を加えるのではなく、今の自然を生か

して、残したまま自分たちが安心して暮らせるまちをつくるというようなキーワードに

なればよい。 

・子どもが笑顔になることで安心・安全だというイメージを膨らませればよい。 

・柱の中で短い文章や、統一性があったほうが良い。 

・呼びかけ風にする。 
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◇事務局案 

・「自然を生かした安心・安全なまちづくり」 

→安心・安全だと硬いという意見もあったが、様々な計画で「安心・安全」は用いられて

いる。「水や緑」の意見もあったが、テーマが長くなってしまう。 

 

◇アドバイザー案 

・「人とまち、ふれあい安らぐまちづくり」 

 

◇最終案 

・「人・まち・自然、ふれあい安らぐまちづくり」 

→環境分野も含まれているため、「自然」という言葉を入れた。自然環境も安心・安全なま

ちづくりをするための重要な要素である。 

→自然と共存した意味合いを含める。 

 

≪福祉≫ 

◇委員案 

・「いきいき」はだれもが分かるし、前向きで良いと思ったが、健康と笑顔がある中で笑顔

がいいと思った。子どもから高齢者にも健康は大事だが、笑って過ごすことが健康につ

ながるのではないか。 

・分かりやすい言葉で、作成された背景を想像させるような表現。すこやかという言葉は、

子育て計画に含まれているのでそれは重複してしまうので避けたい。 

・「心身ともに」の表現が硬いので、「心も体も」にした方が良い。「心も体も健やかに（癒

される）まち」がよい。 

・将来像に「笑顔」を使ってほしい。 

・前回のワークショップで出ていた「癒し」がよい。「いきいき」という言葉は前向きでい

いが、いつもみんなが前向きで元気ではない。少し落ち着いた「癒し」という言葉が良

いのではないか。 

・笑顔が一番のキーワードである。笑って過ごすということが健康にもつながる。 

・子どもにも分かりやすい表現。6つの柱を体系的に整えていくべき。言葉だけ決定して

しまうのはどうなのかなという所がある。 

・「すべての人がいきいきと笑顔で」が連想できるとは思うが、心と体の両方がすこやかで

というニュアンスを伝えたいので、「心と体も」と加えると健康が伝わる。 

・みんなで言った言葉をもう少しまとめた時にもうちょっと何か見つからないか。 

・カテゴリが分かるような言葉が欲しい。 

 

◇事務局案 

・「心も体もすこやかに笑顔あふれるまちづくり」 

→「心身」を「心も体も」に言い換えたのと、すこやか、いきいき、笑顔を使いたいとの

ことであったため取り入れた。 
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◇アドバイザー案 

・「すこやかな心も体もいやし微笑むまちづくり」 

 

◇最終案 

・「心も体もすこやかに笑顔あふれるまちづくり」 

 

≪教育≫ 

◇委員案 

・教育に関しては、郷土愛を育む教育が重要となってくる。松島の自然と歴史を含めて松

島の事を知ってもらう、松島の事を好きになってもらう。 

・松島だからこそ学べることというものが入ったほうが良い。関連する自然や歴史がある

町なのでそこの中で学んでいくという所を強調したい。 

・「郷土愛」を柔らかい表現で。 

・自然と歴史の前に松島を入れて松島らしさみたいなものがあればいいのかなと思う。 

・郷土愛は植え付けるものではなく湧いてくるものである。様々なことを知った上で内発

的にいいなと思ってくるところを出せたらいいと思う。松島で暮らしていたら郷土愛が

わいてくる。様々なことに感動したり、あるいは町外の人にいい景色と言われて気付く。 

・郷土愛を育むという言葉は私の大好きな言葉だが、郷土愛だけではなく、世界に発信す

る言葉を入れてほしい。クリエイティブな人材が出てほしいと思うので郷土愛にクリエ

イティブさを加えることが出来ないか。 

・自然と歴史がこんなにいっぱいあるので「豊か」という言葉を入れたい。郷土愛が硬い

ということだが、町が好きになり、外部への発信ができて、みんなに自慢する、そうい

う言葉がないか。ストレートに言うとこの町が好きで、みんなにもっといい所だよとい

う自慢が出来ること。どう書いたらいいか。 

・教育というのは子どもだけではなく、大人も必要。生まれてから亡くなるまでこの町で

勉強して、自分たちの町を好きになれるようなまちづくりをしようという内容で作り直

したほうが良い。 

・郷土愛をあまり全面的に言うものではなく、豊かな人材を、もちろん、郷土愛の意味の

中には、自分の所を愛するということも含めて、教育にしても人を思いやる気持ちにし

ても、その様な面で自然が豊かとか、歴史が豊かではなく、人間としての豊かさをもう

少し入れた方がいいのではないか。主語は人間だと思う。郷土愛は賛成であるが松島の

住人の将来像があっても良い。 

 

◇事務局案 

・「自然と歴史に学び松島とともに育つまちづくり」 

→ｂ案ベースだが郷土愛は硬く、自然にわいてくるもの。郷土愛を直接使うことはせず、

松島と共に育つ、松島の自然と歴史をそこから学び取るということを少しこの言葉に盛

り込んだ方が良い。よって「松島とともにそだつまちづくり」が良い。 
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◇アドバイザー案 

・「自然と文化のふるさとひろがるまちづくり」 

 

◇最終案 

・「自然と歴史に学び、豊かさを育み広げるまちづくり」 

→「育つ」というと体が育つという意味もある。ここで言うのはいろんな意味の「育つ」

である。 

→「豊か」はいろんな面がある。 

→「自然と歴史に学びふるさとを育むまちづくり」はどうか。勉強をして町を育てていく

イメージである。教育を受けるがそれを活かして町を育てていく。 

→自然に世界に広がっていくようなイメージ。 

→ふるさとを育てていくとなるとあんまり育ってはいけないのではないか。 

→はぐくむは育てるよりも大切に思っているイメージがある。 

→「自然と歴史に学び」は生涯学習などが埋もれてしまう。 

→郷土愛を持つ豊かな人材を育てる意味合いを含めたい。 

→「人」と「ふるさと」をいれてはどうか。 

→「ふるさとの自然と歴史に学びはぐくみ拡げるまちづくり」はどうか。 

→「人」が大事なので入れた方が良い。 

→学びの主語も人である。 

→学び育ち拡げるはどうか。 

→「拡げる」は第三者が見たときにわからないので「広げる」が良い。 

 

≪観光≫ 

◇委員案 

・「おもてなし」+「誰でも何度でも来たい」と思うまちづくりが良い。 

・観光に関しては「おもてなしの心」というキーワードがすごくよい。 

・観光客と町民がどちらも楽しめるテーマが良い。 

・「おもてなしの心を育み」というのは迎える側ということ。「何度も訪れたくなる」とい

うのが観光客である。主語が異なる文章をこのままつなげるのは違和感があるのでうま

くまとまらないか。「何度も訪れたくなる」は分かりやすいがストレートすぎる。 

・歴史とか自然の文化が昔からある松島に人が住み、外から人が訪れ、人と人との関わり

合いがある。 

・「何度も訪れたくなる」を「何度も訪れてもらえる」に変更してはどうか。 

・「何度も訪れたくなる」を「誰からも愛される」だと、観光客であっても住民でも共通し

た気持ちになる。 

・迎え入れる町民が主語になる。町民が観光業者でなくてもおもてなしの心を持って、観

光客を気持ちよく迎えられるまちづくり。ストレートすぎると良くないので、おもてな

しの心を持って外から来た方を気持ちよく迎え入れる。あとは、その人たちが住みたく

なるか、また訪れたくなるかは相手方の考え方なのでそれを判断させるまでの、迎え入
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れ体制をもてるまちづくりがよい。 

・この観光というのは松島海岸を意識せず松島町全体が意識することで、「おもてなしの心」

と「何度も訪れたくなる」は癒しだと思う。 

 

◇事務局案 

・「おもてなしの心を育み、誰からも愛されるまちづくり」 

→おもてなしの心は意見が多かったので、そのまま残し、何度も訪れたくなるというのは

主語が分かりにくいということもあり、町民、観光客も含めて誰からも愛されるとした。 

 

◇アドバイザー案 

・「歴史と緑でまじわりもてなすまちづくり」 

 

◇最終案 

・「おもてなしの心を育み、愛されるまちづくり」 

→テーマに同じような言葉が出てきた際には、再検討する。 

→「誰からも」は不要。 

 

≪産業・行政・コミュニティ≫ 

◇委員案 

・「育む」がキーワードとなっているので地元民に向けたものである。育むことが大事だと

感じた。産業活性化コミュニティというのは、眠っている地域資源もあると思うので、

その地域資源を生かす。産業、行政、コミュニティなので範囲が広い。 

・松島の場合は豊かな地域資源がある。それを活かして産業や行政のコミュニティが発展

するようなキャッチフレーズが出来ればよい。 

・一番強調すべきなの「協働」である。 

・以前のテーマの「松島人」が分かりやすい。 

・「豊かな地域資源を活かし育むまちづくり」が良いのではないか。 

・地域資源というのは何を地域資源というのか。自然、歴史、人、生産物も含めて地域資

源ではないか。 

・地域資源だと表現が固くなってしまうため、言葉を変えた方が良い。 

・地域の仕事と暮らしがうまく噛み合って、うまくいくというイメージだと思うので、つ

むぎあう、支えあうなどお互いに高め合う。単に産業計画だけではなく、協働という、

行政も含めて生活と仕事がうまく絡み合い町が豊かになるのを目指す部分なのではない

か。「地域の仕事、地域の暮らし互いに高め合うまちづくり」はどうか。 

・「豊かな地域資源を活かし、心が通い合うコミュニティを育むまちづくり」、「町民一人ひ

とりが参加するまちづくり」はどうか。 

・地域資源を活かすということはいいと思ったが、さらに「みんなで一緒に」や「創り上

げる」が入るといい。 
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◇事務局案 

・「豊かな地域で仕事・暮らしがつむぎ合う心かようまちづくり」 

・「豊かな地域資源を活かしみんながつながるまちづくり」 

→「心かよう」「みんながつながる」というのが協働であり、柔らかく表現した部分である。 

 

◇アドバイザー案 

・「豊かな地域でなりわいつながるまちづくり」 

 

◇最終案 

・「豊かな地域で仕事・暮らしがつむぎ合うまちづくり」 

 

 

【将来像のテーマの検討】 

◇委員案 

・「笑顔が絶えない」がよい。 

・「人が」は他のテーマでも使われているのでくどい。最後は「笑顔で暮らせる」がよい。 

・「育む」がキーワードだと思う。 

・「集い、学び、笑顔で暮らす美しいまち 松島」がよい 

・「笑顔あふれる」が重要。 

・「人が」を入れずに簡潔に。 

・「自然美しい」を入れる。 

・松島らしいキーワードを入れたい。 

 

◇最終案 

・「集い、学び、働き、笑顔あふれる美しいまち 松島」 

 

 

・資料 2の説明 

②提言書体裁案の確認について 

 

・P7の福祉分野の民間主体の具体的な取組みに「松島病院の診察料を安く」と記載されて

いるが、これは施策に反映できるのか。 

→現在は委員会で出た意見をそのまま載せている。適さないものはこちらで修正する。 

 

・次に委員が提言書を確認するのは完成してからということで良いのか。 

→まず、委員長やアドバイサーとやり取りをし、8割形完成した時点で委員に提示する。 

 

・提言書は委員会の成果である。資料編として会議の結果を添付したほうが良い。 
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4 開会 

・事務局より、閉会のあいさつ 

（終了） 


