
1 

第 17 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 12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：千葉繁雄委員長、太田雄委員、早川和恵委員、田瀬高広委員、齊藤恵美子委員、 

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、 

松谷倫明委員、高橋浩司委員、佐々木弘子委員 

  欠席者：蜂谷文也委員、安土哲委員、相澤光治委員、佐藤綾委員、 

  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松島町長期総合計画 基本計画修正案について  【資料 1】 

②松島町長期総合計画 基本計画修正案（第 16回からの修正箇所）    【参考資料】 

③松島町長期総合計画シンポジウムにおける意見について  【資料 2】

④松島町長期総合計画に関するパブリックコメントについて            【資料 3】

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） 

・今回から委員長を務めることになった。長期総合計画の中身は固まりつつある。今後は

最終的な確認やデータの根拠などの確認になる。よろしくお願いする。 

３ 議題 

（事務局） 

・資料 1、参考資料の説明 

   「松島町長期総合計画 基本計画修正案」について 

   「松島町長期総合計画 基本計画修正案（第 16 回からの修正箇所）」について

（委員） 

・2-1 自然環境保全の施策 1「海域水質調査」の施策概要だが、水道事業所で行っているの

は放流水の水質検査である。現在の表現だと全体の調査をするように捉えられてしまう

可能性がある。 

（委員長） 

・実際はどのような調査を行っているのか。 

（委員） 

・放流水の影響を測定するための検査である。それと合わせて河川と海の水質調査を行っ

ており、その結果、水質が悪化していたとしても放流水に問題がなければ水道事業所で

対応するわけではない。あくまで放流水の検査である。 

（委員） 

・放流水というのは浄化センターや下水施設の管理の問題である。そのため海洋水質調査

の目標に水質基準達成率を設定すること自体に問題がある。 

・海域水質調査については浄化センターの放流水によって漁業に影響があるかどうかを判

定するため始まった。予算の問題もあり、現在は水道事業所に事業が統合している。河

川と海の水質の経過を見ているだけである。今後継続していくのであれば目標値を箇所

数にするなどの変更が必要ではないか。 
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（委員長） 

・現在何箇所で調査を行っているのか。 

（委員） 

・後で報告する。 

（委員） 

・1-6 下水道の施策 3「下水道施設の長寿命化対策の推進」だが、長寿命化ということで平

成 20年から下水道の長寿命化の制度が創設され、平成 28 年から下水道ストックマネジ

メントとして政策転換となる。そのため、次期総合計画を策定するにあたり、交付の中

身を再度確認し、どのような整備計画の名称になっているか確認する。 

（事務局） 

・来週の月曜日まで報告を頂きたい。 

（委員） 

・1-3 の公園・緑地「公園施設長寿命化計画策定及び推進」の担当課についてだが、施策

概要から判断すると町民福祉課がふさわしいのではないか。 

（委員） 

・町民福祉課と建設課を表記する方がいいのではないか 

・施策目標は遊具の定期点検で良いのか。 

・施策内容を見ると町民福祉課だが、目標値を見ると建設課である。 

（事務局） 

・担当課を 2つ掲載する。 

（委員） 

・6-3 農林業の施策 1「農業農村の整備推進」の目標「358ｍ」を「3,580ｍ」に訂正する。 

（委員） 

・2-4 消防防災の施策 7「避難行動要支援者対策の推進」について、担当課が町民福祉課と

なっているが健康長寿課も関わってくるため 2 つの課を担当課として記載してはどうか。 

（事務局） 

・2つの課を記載する。 
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（委員） 

・2-1 のごみ処理状況の表だが「単位当りゴミ排出量」の数値はどのように出しているの

か。 

（委員長） 

・人口で割った数値である。 

（委員） 

・6-2 観光業の施策 2「松島の新商品開発」の目標値だが、数値の単位がここだけ「百万」

となっているため統一したほうが良いのではないか。 

（委員長） 

・統一せず現在のままの記載とする。 

（委員） 

・6-5 商工業の現状と課題の部分に「ファサード」とあるが一般の方の認知度は低いと思

われる。「建物の外観の統一」に変更しても良いのではないか。 

（事務局） 

・他の計画にも「ファサード」を使用している。検討する。 

（委員） 

・新たに「5-3 文化遺産の調査と活用」を追加した意味として日本遺産の登録をメインに

考えていると読み取って良いのか。 

（事務局） 

・それもあるが「4-4 文化財保護」における文化財の捉え方は、教育面から見た文化財で

ある。「5-3 文化遺産の調査と活用」は観光目線である。 

（委員長） 

・4-4 文化財保護の施策 1「歴史文化の継承と文化遺産の保護・活用の推進」と 5-3 文化遺

産の調査と活用の施策 1「地域の文化遺産調査」が施策として重複するのではないか。 

（委員） 

・確かに重複する部分は多くある。今回は教育面で力を入れており、教育活動などの目標

値も多く設定している。それは 4-4 に含まれてくる。そのような整理をしていくと 5-3

については、文化遺産というテーマで整理していくのが妥当である。 
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（委員長） 

・4-4 の施策 1「歴史文化の継承と文化遺産の保護・活用の推進」と 5-3「文化遺産の調査

と活用」のタイトルが似ている。4-4 の施策名を修正したほうが良い。 

（事務局） 

・4-4 の施策 1「歴史文化の継承と文化遺産の保護・活用の推進」の名前を「歴史文化の継

承と保護」に変更しようと考えている。文化遺産は 5-3 とする。 

（委員） 

・4-4 の指定文化財件数の表だが、考古資料と歴史資料は 0件のため削除してもいいので

はないか。 

（事務局） 

・削除する。 

（委員） 

・4-4 の施策 1「歴史文化の継承と文化遺産の保護・活用の推進」の目標「文化財保護委員

会開催回数」について再度検討を行う。施策 2「文化財関連施設の管理及び運営」の目

標数値が体験型教育事業実施回数を施策 1の目標とする。 

・4-2 生涯学習の施策 3「生涯学習関連施設の管理及び運営」について、勤労青少年ホーム

の利用者数を目標値としているが、利用者数を増やしていくためには整備面で厳しい所

がある。拠点となるのは文化観光交流館であるため目標値を文化観光交流館の利用者数

に変更する。 

（事務局） 

・目標値を頂きたい。 

・「5-3 文化遺産の調査と活用」のプロジェクト名について教育委員会で確認を行っていた

だきたい。 

（委員） 

・4-3 スポーツ振興の写真についてだが、場所の表記をした方が良い。現在のタイトルだ

とサッカーと野球の推進に力を入れていると捉えられるのではないか。 

・「ふれあいスポーツ大会」を「町民ふれあいスポーツ大会」に訂正する。 

（委員） 

・3-1保健・医療の施策 1「健康増進事業の推進」の施策概要「肺がん・前立腺がん・乳が

ん等」の部分を削除する。 

・施策 3「予防接種事業の推進」の事業概要「乳児期」を「乳幼児期」、「予防接種実施」

を「予防接種の実施」に訂正する。 
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（委員） 

・3-2 高齢者福祉・介護予防の施策「包括的支援事業の推進」の目標値の住民満足度（高

齢者福祉）について目標値を 30％に訂正する。 

・左の写真のタイトルを「老人クラブ」に訂正する。 

（委員） 

・1-2 河川・港湾の古浦漁港の写真だが港湾ではなく漁港である。この施策は河川・港湾

である。写真を削除する。 

（事務局） 

・これに代わる写真はないのか。 

（委員） 

・本来であれば県の港湾、牡蠣処理場の写真を使用したかった。工事が進んでいないため

使用できる写真が無い。 

（委員） 

・5-2 交流事業の現状と課題部分「滑川市」を「滑川町」に訂正する。 

・現状と課題、目指すべき方向の「姉妹都市や夫婦町」を「夫婦町や友好都市等」に訂正

する。 

・施策 1「地域間交流の推進」の目標「夫婦町、友好町等」を「夫婦町、友好都市等」に

訂正する。 

（委員長） 

・1-8 公共交通の施策 3「駅前広場の整備検討」だが担当課は産業観光課で良いのか。企画

調整課と建設課が担当である。 

（事務局） 

・もう一度各課で見直しを行い、12/7 まで変更点を提示して頂きたい。 

（委員長） 

・課の担当者に了承を得たうえで修正することとする。 

（事務局） 

・資料 2の説明 

   「松島町長期総合計画シンポジウムにおける意見」について 
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（委員長） 

・教育長より職員にも講演の内容を周知したいとの意見を頂いた。シンポジウムの内容が

分かる資料を作成する。 

（事務局） 

・資料 3の説明 

   「松島町長期総合計画に関するパブリックコメント」について 

（委員） 

・公開の周知はどのように行っているのか。 

（委員長） 

・基本はホームページ上で行う。 

（事務局） 

・パブリックコメント公開期間については、総合計画審議会、策定検討委員会が開催され

る関係上、変更になる可能性がある。 

（委員長） 

・シンポジウム会場では、来場者に向けてパブリックコメントのお知らせをしたが 100％

住民周知は難しい。周知を図るのであれば広報に載せるしかない。 

（事務局） 

・ホームページ、フェイスブックには掲載する予定である。 

・パブリックコメントについては広報 1月号にシンポジウムの開催状況と合わせて掲載す

る。 

４ 閉会 

（事務局） 

・次回の第 18回庁内委員会は 1月 6日 13 時 30 分からを予定している。 

（終了） 


