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第 15 回 松島町長期総合計画策定検討庁内委員会 

摘 録 

■開催日時 平成 27 年 9 月 2 日（水） 

  13 時 30 分～15 時 00 分 

■場  所 松島町庁舎 3階 大会議室 

■出 席 者 

  委 員：亀井純委員長、千葉繁雄副委員長、太田雄委員、蜂谷文也委員、安土哲委員、相澤

光治委員、早川和恵委員、田瀬高広委員、齊藤惠美子委員、遠藤恵子委員、長田大

知委員、梁川秀幸委員、鈴木えり子委員、高成誠一委員、高橋浩司委員、佐々木弘

子委員 

  欠席者：佐藤綾委員、松谷倫明委員、 

  事務局：松村企画調整課まちづくり支援班主査、金田主事 

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主要施策別の事務事業一覧の確認  【資料 1】 

②実施計画の事務事業一覧の確認  【資料 2】 

→地方創生に関連する事務事業一覧  【資料 2-2】 

 ③会計別事業費の確認  【資料 3】 

参考資料 牧之原市まち・ひと・しごと創生 総合戦略                 【資料 4】

４ 閉会 

■庁内委員会の開催状況 
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■議事要旨 

１ 開会 

・開会 （事務局） 

２ 委員長あいさつ 

（委員長） 

・本日は主要施策別の事務事業一覧の確認を行う。次期長期総合計画でどのような事業を

行うか具体的になってきている。本日の資料の他に実施計画の 10年ベースの調書を作成

しており、それを基に作成している。今後議会提案や、総合計画審議会に諮っていく。

11 月の末にはシンポジウムの開催を行う予定である。 

・地方創生については、むこう 10年間の内 5年間は適応される。先日会議に参加したが、

内閣府の話では、5年間は少なくとも行うとのことであった。 

・松島町としては、単費事業で行わなければならなかった事業のうち、子ども子育て事業

や、新たな産業の発掘、老人対策について取り上げていきたいと考えている。よろしく

お願いする。 

３ 議題 

（事務局） 

・資料 1の説明 

   「主要施策別の事務事業一覧の確認」について 

（委員） 

・狭隘道路整備事業については復興、復旧事業で行われている。提出した事務事業のどれ

かを当てはめる。 

（委員） 

・P4 の松島消防署の建設については、実施計画書を再提出し、消防事務局への負担金の最

終年度に経費を入れる。 

（委員長） 

・P7 の「5ボランティア」の地域福祉推進事業はどこから挙がってきたのか。 

（事務局） 

・地域福祉推進事業という施策にどの様な事業が該当するのか分からない。事務事業の内

容を確認して推測を立てたが、該当する項目が不明であった。 
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（委員） 

・長期総合計画にこの施策があるが、実際は具体的な事業がないため空欄である。今後は

地域福祉計画を作成した上で地域福祉全般を進める事業が入ってくる。現段階では空欄

にならざるを得ない。 

（事務局） 

・今後 10 年間の中でそのような事業が出てくるのか。出てこないのであれば施策として載

せておく必要はない。 

（委員長） 

・今まではやってきていないのか。地域福祉計画はないのか。 

（委員） 

・現在、地域福祉計画はない。やらなくてはいけないが、防災計画などとは異なり必ず作

成するものではなかったため手を付けないで来た。この 10年間で行う必要がある。 

（委員長） 

・別途相談する。 

（事務局） 

・施策に対して事務事業を入れ込み、数値指標を設定した後達成に向かって取り組んでい

くスタンスを取っていきたい。 

（事務局） 

・各課で施策と事務事業の関連性を再度検討して頂きたい。 

（委員長） 

・9/18 締切りで回答をお願いする。 

（事務局） 

・複数の施策にまたがる事業に関しては、主要施策を代表するような数値指標を持ってい

る事務事業を抽出し教えていただきたい。それが数値指標を持ってなければ仕方がない。

一つの施策に対して複数の主要な事務事業が複数ぶら下がっている場合にどの事務事業

を代表させて施策を管理していくのかを検討する必要がある。 

（委員長） 

・数値指標という言葉が事務局から出ているが、これはどのくらいの費用を投じてどのよ

うな結果が出たかを明確にしていくことである。それが明確になれば次年度の予算も立

てやすくなる。また、各課で必要額を請求する際、財政との査定の根拠にもなる。使い
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勝手としては難しいかもしれないが慣れていけば、簡単な数値の調整で予算が構築でき

るようになる。 

・今回の長期総合計画では大まかな評価しかできなかった。それを次期長期総合計画では、

数値指標を持って数値管理をしていく。それは行政評価と言ってどこの市町村でも行っ

ている。 

（委員） 

・前にも観光の主要施策で色々話があったかと思うが、整理した結果の主要施策名なのか。 

（事務局） 

・そうである。 

（事務局） 

・資料 2の説明 

   「実施計画の事務事業一覧の確認」について 

・資料 2-2 の説明 

   「地方創生に関連する事務事業一覧」について 

・資料 4の説明 

   「牧之原市まち・ひと・しごと創生 総合戦略」について 

（委員長） 

・牧之原市の例は真新しいことではなく、うまく KPI を載せている。真新しいことをする

には KPI の設定が難しい。今回、各課とヒアリングを行った際に KPIが取れるかわから

ないという回答が多くあった。良い事業でも KPI が取れず、事業を動かすのに二の足を

踏んでいる状態であった。 

・資料 4の施策の欄に「教育委員会関連の ICT を活用した事業実践の推進」とあるが KPI

は「授業が分かると思う児童生徒の割合 90％」とある。その 90％というのはテストの結

果が 90 点以上取る生徒の数値なのか、分かったと手を挙げて 90％とするのか明確では

ない。KPI を設定できないために取り下げた事業もあった。そのため KPI について認識

を変える必要がある。 

・資料 2-2 について地方創生に関連する事業の一覧である。そのうちの 61事業が地方創生

にエントリーが可能である。このような数になったということは、単費事業しか思い浮

かばないような中で KPI を捻出して地方創生の戦略プランに載せたいという努力の結果

である。 

・新町長に資料を渡し、後日説明することになっている。人口対策、産業対策、観光対策

などを公約として当選した方なので町長の意向も反映しながら進めていきたい。 

・地方創生はハード事業と維持管理事業、国費の入っている事業に関しては除外になる。

だが、戦略プランの関連事業として必要かもしれないということで戦略プランには載せ

るが、補助対象として載せるのはかなり難しい。 
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・国として来年予算、この地方創生に絡んで 1,000 億円を要求している。事業費ベースで

は 2,000 億円であるため補助率が 50％であると考えられる。今までの臨時交付金や復興

交付金はほぼ 100％である。50％ということは町の負担も考えながら事業として進めな

くてはいけない。 

（事務局） 

・今年、牧之原市で行われた研修に参加した。牧之原市が総合戦略を早く作成できた理由

としては、総合戦略の話が出る前年に総合計画を 1年前倒しで作成していた。総合戦略

を作成する際に、産業、学校、役場、マスコミなどを入れ検討するよう国から求められ

ている。牧之原市では総合計画を作成する際、すでにそのような人たちで検討していた。

タイミング的にもうまく総合計画が出来た直後にこの案が出来たということで、総合計

画の内容をそのまま総合戦略に引き込む形を取った為、かなり早い段階で作成すること

が出来た。 

・松島町は総合計画を作成している途中にその総合戦略の話が出てきたため、総合計画と

リンクして作成する必要がある。したがって松島町は総合計画が進まないと総合戦略を

作れない形になっている。 

（委員） 

・『「なこうど」活動支援事業』については、昔だと地域の世話役のおかげで結婚まで至っ

た時代があったが、今となってはそのような世話役はいない。町でカップリングパーテ

ィーも行ってはいるが、個人個人をつなぐ「なこうど」を町としても応援している。松

島に暮らさなくてはいけないという決め事はあるが、まずは結婚するための世話役を町

として応援するということで企画した事業である。 

（委員長） 

・町内に住んでもらうことをイメージしているのか。 

（委員） 

・結婚後、町外に住まれては松島町のためにはならない。松島に住んだら助成という所ま

で考えていた。 

（委員） 

・「なこうど」の活動をどのように町が支援するのか。 

（委員） 

・結婚して他の地域に住むようでは出せないが、松島町に住むようになるなど結果に対し

て報酬を支払う。 
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（委員長） 

・資料 2-2 の P2 の母子保健事業、特定不妊治療助成事業があるが、この事業は鳥取県で集

中的に行っており、40 歳まで何回でも助成が可能である。鳥取県ではこの制度を設けて

から合計特殊出生率が上がっている。 

・松島町では県補助をもらっているが、治療に回数の制限がある。不妊治療は 1回 50 万円

ほどの費用が掛かる。補助金として出るのが 10万円ほどであるため、1回の治療を行う

と個人負担が 40 万円である。松島町にも不妊治療をしている方が年間 5,6 人いる。その

方に県の補助金に加え、もっと手厚く補助出来ないかということでの提案である。 

（事務局） 

・資料 3の説明 

   「会計別事業費の確認」について 

（委員） 

・財務課としては実施計画に上がってきた積み上げなので、今までの通常の 50～60 億円の

通常の予算や決算などとは異なる理解で見ていけばよい。 

（委員長） 

・H27～28 年は復興事業の工事のピークとなっているため数字が大きくなる。 

（事務局） 

・シンポジウム資料の説明 

（委員長） 

・基調講演には中西哲夫さんを予定している。パネラーについては、町長と早稲田大学の

卯月先生、町で働く人、町民の方ということで選ばせて頂いた。 

（副委員長） 

・9～10 月は慌ただしい月になるが今後とも協力をお願いする。 

４ 閉会 

（事務局） 

・次回の第 16回庁内委員会は 11 月 4 日 13 時 30 分からを予定している。 

（終了） 


