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平成 26年度第 2回松島町総合計画審議会 

摘  録 

 

■開催日時 平成 26 年 12 月 5 日（金） 

  14 時 00 分～15時 30 分 

 

■場  所 松島町役場 3階 大会議室 

 

■出 席 者 

  委 員：宮原育子会長、福田正朗職務代理者、君島智子委員、大宮司光生委員、平秀毅委員、 

寺田賢二郎委員、相澤多恵子委員、飯川洋一委員、磯田悠子委員、内海勝洋委員、

内海陽一委員、小島等委員、小畑隆保委員、後藤澄子委員、遠山勝雄委員、 

朱二太委員 

  欠席者：阿留多伎眞人委員、渡邉宏委員、蜂谷雅美委員、林裕志委員 

  事務局：亀井企画調整課課長、小松震災復興対策監、千葉繁雄まちづくり支援班班長、 

松村主査、針生主事 

中央コンサルタンツ(株) 

 

■次  第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 報告事項 

①松島町長期総合計画における事業の達成度評価結果について       【資 料 １】 

   ②松島町の現状と課題（中間報告）について                       【参考資料】 

                                                                 【資 料 ２】 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合計画審議会の開催状況 
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■議事要旨 

１ 開会 

（事務局） 

 ・開会の挨拶 

 

 

２ 会長あいさつ 

（会長） 

 ・前回の審議会から今日までの間にいろいろな作業が進んでおり、ご報告が沢山ある。お

聞き頂いて、色々なご意見を頂ければ幸いである。よろしくお願いする。 

 

 

３ 報告事項 

（事務局） 

・資料 1 の説明 

 「①松島町長期総合計画における事業の達成度評価結果」について 

 

（会長） 

・ご質問やご意見はあるか。 

 

（委員） 

・達成度評価を行う際に、第 1 次から第 3次の各計画書をどの程度振り返ったのか。また、

各計画書同士のつながりをどのように分析して総括の評価をしたのか。 

 

（事務局） 

・第 1次から第 3 次までの各計画書については、事務局の方で細かいところまで全て読み

直した。その後、各担当課からヒアリングを行ったが、各担当の方もそれなりに深く読

み込んできて、ヒアリングに臨んでいただいた。 

 

（委員） 

・そのような姿勢で評価をしたことは、非常に素晴らしいことだと思う。そういった中で、

第 1 次や第 2 次の計画と、第 3次とのつながりがよくわからない。計画があれば必ず結

果があるだろうと思う。その結果について、各課がやれましたと言っているが、お金を

使っただけではなく本当に実践できたのかということが、私たち町民にとってとても大

事なことだと思う。達成度のパーセンテージは、年度ごとに消費したお金の結果で表わ

されていることに疑問は感じなかったのか。 

 

（会長） 

・事業として行ったというよりは、今回の総合計画の中で目指していたものに対しての達

成がどれくらいだったのかという質問である。 
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（事務局） 

・今回の達成度評価は、事業費の金額から出したものではなく、第 1次から第 3次までの

各施策の中で、実際に達成まで行けたものや、今後も継続していける施策がいくつあっ

たかということでパーセントを出している。当然、第 1次では実現することが難しい施

策も入っていたりするため、第 2 次では削除、または違う施策に合わせて引き継いだり

している。そのため、第 1 次から第 3 次にかけての施策数が減ったことで達成率が上が

っている部分もあるが、確実にできるような施策をどんどん絞り込んでいる。 

 

（委員） 

・単にお金を使っただけではなく、施策が順次年度で変化をし、住民のためにより良い方

向に向かう、あるいは新しいものに置き換わることは大事であり、そうあるべきだと思

う。最後に総括をしたコメントがあると良い。 

 

（会長） 

・他に何かあるか。 

 

（委員） 

・非常に達成・継続率が高いが、例えば 2 章をみると、実際に達成できた施策が 4 で継続

が 118 ということになる。今回の達成度評価は問題点を抽出するためのものであるはず。

継続は、概ね計画通りに進み継続するものと、実施事業量が部分的でも目的通り実施し

ているものと 2種類あり、前者と後者は相当差があると思う。割合というのはどのくら

いなのか。 

 

（会長） 

・計画通りに進んだ施策は多いのか。 

 

（事務局） 

・計画通りに進み、その後も継続している施策がほとんどである。正確な施策数は事務局

も把握していないが、ヒアリングの際には、基本的には計画通りに進んでおり今後も継

続していきたいという話がほとんどだった。逆に事業量が部分的のものは数的には少な

かった。どの事業かはっきりとお答えすることは難しい。 

 

（委員） 

・今の割合ということについては難しいことだと思う。要改善・未着手と評価された施策

については、事業費が間に合わなかったなどのお金の問題という面で非常にうまくいか

なかった部分があったと思う。また、住民及び民間事業者が含まれる施策が多く、国や

県からうまくお金を獲得し、連携を一層強化していく必要がある。そのために必要とな

る取組みについて、議会を含めて十分に検討し、いい知恵を出していく必要があると思

う。 
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（職務代理者） 

・今出た意見に関連するかもしれないが、特に要改善の施策についての評価基準の中で、

「一部着手したが進捗が停滞し、完了見込みのないもの、あるいは予定を変更して、廃

止したもの」とあるが、もう少し具体的にまとめているのか。 

 

（事務局） 

・事業ごとにどれが要改善だったか、未着手だったかはまとめていない。例えば土地利用

について、第 1 次にもあった「新たな住宅地の供給」が要改善になっている。新たな住

宅地の供給となると、町が主体というよりも開発事業者が主体となってやるようなもの

になる。そういう施策に関しては第 1 次の 5 年間では難しかったため、要改善としてい

る。それが第 2 次基本計画では、実際にどこかを開発するという明確な計画がなかった

ので削除になっており、全てそのような形で評価をしている。この表にある要改善や未

着手となっている施策は、すべて事務局の方で把握しており、それを今後どのように持

っていくかを検討していくことになる。 

 

（職務代理者） 

・どのような内容を改善すればよかったのかを把握し、提出していただければ、推進する

側もあるいは計画を立てる側も参考になると思う。 

・事業費調査結果の中で、27年度の数字は予算ベースか。また、各章ごとに明細が出てい

るが、3 次の事業に関して最終年度に 50％を超える施策の内容は把握しているのか。 

 

（事務局） 

・毎年、今後 3 年間の事業をローリングしている。したがって、一つの事業に対する 3 年

後までの事業費データは各担当が持っている。そのため、その事業費を積み上げた見込

値が 26、27 年の数値となっている。26 年度に関してはほぼ予算ベースだが、27 年度に

関しては実施計画の事業費ベースで算定をしている。 

 

（職務代理者） 

・具体的にどういった事業で、金額に見合った事業内容なのかということは把握している

のか。 

 

（事務局） 

・実施計画なので、3 年分について明確に提出され、それが町の総合計画上必要であれば

その実施計画の金額に載っているということである。 

 

（職務代理者） 

・ご説明は分かるが、具体的な事業内容は把握されているのか。例えば商工業について、

27 年度で 76.1％の事業費が残っており、これをどのような事業に使っていくのかという

ことである。 
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（事務局） 

・例えば道路であれば町道や国県道の整備があり、そういったいろいろな道路の枠組みの

中に入っている施策の事業を積み上げている。商工業については、企業誘致の推進や商

店街活性化支援事業などの施策に当てはまる事業を積み上げたものになっている。具体

的にどういった事業かということになると、この施策で読み込める事業になる。 

 

（事務局） 

・商工業の 76.1％の事業費が残っていることについて、章の年度ごとの事業費パーセンテ

ージというようにご認識いただければと思う。全部で 100％である。例えば、第 5 章の

平成 27 年度事業費は 73,053 千円であるが、内訳としては観光業が 2.1％、農林業が

10.7％、商工業が 76.1％の占有率になる。 

 

（職務代理者） 

・それくらいの数字の読み方は理解できる。私が聞きたいのは、全体の予算と比較して 7

割 8 割を占める数字の大きさからも、どういった事業があるのかを事務局として把握さ

れているのかということである。 

 

（委員） 

・そこまで具体的になると、各事業課を呼ばなければ答弁できないのではないか。 

 

（職務代理者） 

・そういうふうにおっしゃるが、達成度の評価をするのであればそのくらいやっていただ

かなければと思う。 

 

（委員） 

・それぞれの課では踏み込んでいると思う。 

 

（職務代理者） 

・それをこの会議で全体的に把握する必要があるのではないか。内容について把握してい

ないということであればそれで結構である。 

 

（事務局） 

・来年度のものについては各課の手持ち数字であり、私どもではすべては把握しきれてい

ない。ただ金額としては、このぐらいになるという占有率がこの資料である。 

 

（会長） 

・ではひとまず先へ進ませて頂く。他に特に確認しておきたいことはないか。 

・それでは報告②に移るが、事務局からのご説明の前に、松島町長期総合計画策定検討委

員会の委員長から、これまでの策定検討委員会で検討された概要について、ご報告をお

願いする。 
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（委員） 

・松島町長期総合計画策定検討委員会は、町民や関係団体の代表者及びアドバイザーであ

る尚絅学院大学の阿留多伎教授を含めた合計 16 名での構成になっており、男女比率も同

じくらいで、主婦の方や子育て中の方も参加して頂いている。これまでに合計 3 回の検

討委員会を開催した。 

・第 1 回委員会について、委員の皆さんと長期総合計画とはどういったものなのか、策定

検討委員会の位置づけ・進め方等について確認した。さらに、住民アンケート素案につ

いて、10 月に実施した住民アンケートの調査票の素案について検討を行った。 

・第 2 回委員会では、第 1 回委員会で出された意見をもとに修正を行ったアンケート調査

票案の最終確認や、10 月から開設した「松島町総合計画 Facebook ページ」の周知・運

用方法に対する意見交換を行った。また、第 2 回からはワークショップ形式での意見交

換を行い、「町のまちづくり等に関する現状・課題」ということで「基盤整備分野」「安

全・防災対策分野」「福祉・保健・医療分野」「環境分野」の 4 分野について「松島町の

良いところ」と「松島町の悪いところ」を話し合った。 

・第 2 回委員会の終了時に、町内で見たことのない場所をぜひみんなで見たいという意見

が出され、町歩きを行うことになった。第 3 回目の委員会が 11 月 4 日の午後からだった

ため、午前に町歩きを行った。視察場所は（1）から（7）である。午前中の 3 時間だっ

たため時間に限りはあったが、改めて松島の良さや、こんなところがあったのかという

ことを感じた。 

・第 3 回委員会は、まち歩きの後に引続き開催し、ワークショップ形式で「町のまちづく

り等に関する現状・課題」について検討した。検討事項については、第 2 回委員会の続

きということで、「教育・文化分野」「産業振興分野」「行政運営分野」「コミュニティ分

野」の 4 分野について話し合った。 

・最後に策定検討委員会の今後の予定として、年明け 1 月開催の第 4 回委員会、2 月開催

の第 5 回委員会で、住民アンケートの結果確認や、住民意向を踏まえた課題、将来ビジ

ョン等の確認を行い、基本構想の原案・基本計画骨子案について、引き続きワークショ

ップ形式で検討を行う予定である。 

 

（会長） 

・それでは引き続き報告事項②「松島町の現状と課題（中間報告）」のご説明をお願いする。 

 

（事務局） 

・資料②説明 

 「①松島町の現状と課題（中間報告）」について 

 

（会長） 

・町民アンケートの回収は 1264 部だが、配布総数をもう一度教えていただきたい。 

 

（事務局） 

・配布数は 5,297 通である。 
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（会長） 

・人口から行政運営までの 8 つの項目について、現状とアンケート、策定検討委員会や若

手プロジェクト会議からの様々な意見を盛り込んだ整理をしていただいた。最終的には

様々な課題が浮き上がってくるということである。アンケートは単純集計の結果のみで、

資料も完成してはいないが、中間報告ということで審議会に提示されている。ご意見や

ご質問はあるか。 

 

（委員） 

・アンケート調査について、回答数が 1,264 通、配布数が 5,297 部で、回収率が 23.9％と

いうことであるが、前回の議会では、この意向調査の回収率は今までは 25％位であり、

目標は 30％に設定していると事務局から話があったことを記憶している。75％以上閲読

されている広報に配布したにも関わらず、この回答率は多いのか少ないのか。また、1,264

通の中に、Web アンケートの回答数は含まれるのか。 

 

（事務局） 

・アンケート回収率の目標は 30％にしており、前回は 25％であった。それを 1.1％切って

しまったことは非常に残念である。アンケート実施の 1 か月前の広報でアンケート実施

の予告も行い、ホームページにも掲載した。それでもこれくらいの数字となり、私ども

の努力が足りなかったと思っている。一方で、青山学院大学の統計学の先生に、松島町

ではどれくらいの回収があれば町民の意思と読んでいいか確認を取ったことがあり、そ

の際は 20％とご指導をいただいた。今回の回収率はそれを超えていることになるので、

こちらのデータは十分使っていけると思っている。また Web アンケートなどのネットア

ンケートの集計結果は含まれていない。 

 

（委員） 

・Web アンケートや小中学校アンケートの結果は、どのタイミングで提示していただける

のか。 

 

（事務局） 

・Web アンケートについては次回ご提示する。小中学生アンケートについては、来年度の

初めに小中学校で出前講座を行う予定で、その際に一緒に取る。したがってそれ以降の

なるべく早い段階でご提示する。 

 

（委員） 

・策定委員会でもアンケートの素案について様々な意見が出され、世帯主が回答する確率

が非常に高くなり、実際の年齢層の情報を吸い取れるのかという意見は出された。この

結果を見るとその通りだと思うが、私自身は、あれほど内容の多いアンケートにも拘ら

ず、回収率 23.9％というのはすごいと思う。しかし、世帯主以外の意見があまり反映さ

れていないのは残念である。 

・居住地域の比率と回収の比率は合っているのだろうか。 
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・アンケートの回答で「どちらともいえない」が非常に多い。「どちらともいえない」は様々

な解釈の仕方がある。この部分を細分化しないと、1,264 通の回答の身になる部分が少

なくなってしまう。今後 15 年間のことを検討するわけなので、面接調査などを行い、次

の 15年間を背負う人たちの意見をもっと吸い上げる必要があると思う。 

 

（会長） 

・他にあるか。 

 

（委員） 

・事業の達成度評価の統計手法は全国統一的なものか。統計は手法によって答えが変わっ

てくるのが普通だと思うが、今回の数値は役場の中の数字の整理ということであり、町

民の幸せ度や便利度がどれだけ高まったか、ということはあまり読み取れない。 

・「どちらともいえない」と「無回答」はどのような関係になるのか。面接調査という話が

出ていたが、国勢調査のように統計調査委員を使って全戸面接調査をすれば「どちらと

もいえない」「無回答」は減るような気がする。回答率が 30％を切っている中で「どち

らともいえない」、「無回答」という数字を合わせると極めて恐ろしい数字である。青山

学院大学の先生が言うように、統計は低い数値でもよいものだという前提を持ってやれ

ばこれでいいかもしれないが、町民の意向を把握・掌握するならば、調査方法を変える

べきである。 

 

（会長） 

・捉え方の問題で、このデータ、住民が満足した、町が良くなったということを表してい

る数字なのか、もう一度確認が必要かと思う。また、「どちらともいえない」の回答率が

これほど高いのであれば、もう少し補完するような方法で住民の意見を汲み上げてみる

ことについては、一考に値すると思う。 

 

（委員） 

・若手プロジェクト会議はどのような存在なのか。 

 

（事務局） 

・若手プロジェクト会議は農林水産関係者や商工観光関係者、町の職員など、民間と行政

の若手人材で組織した会議で、組織自体は 20 人以内で組織するということで設置要綱は

作らせていただいた。 

 

（委員） 

・長期総合計画策定のための会議として理解してよいのか。 

 

（事務局） 

・そうである。 
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（会長） 

・他にいかがか。 

 

（委員） 

・アンケートについて、前回文書で送っていただいたアンケートを見ると、最後に自由記

載欄がある。どのような形で分析するのか。 

 

（事務局） 

・書いていただいた内容からキーワードを吸い上げる形で整理をする。 

 

（委員） 

・カテゴリー化をして分析をすると、住民の意見も反映されていく。 

 

（委員） 

・長期総合計画の 5 つの柱は、住民がそのような喜びを感じてほしいというものだと思う。

したがって常に、これらのアンケートや具体的な施策であっても、それは町民に対するも

のであり、町民が松島の自然と人と歴史と文化を育んでいくためのものである。そこに常

に立ち返りながら、作っていくというロマンをしっかりと持ちながら具体化していくもの

だと思う。そういう意味では、アンケートの結果に対する分析はさらに精力を使わなくて

はいけないことだと思う。アンケートをして終わりではなく、自分たちの生活能力をしっ

かりと高めていくためのものである。アンケートの持つ意味、設定の意味、をしっかりと

踏まえたうえでアンケートを取ってきたと思う。それに合うような分析をしていかなけれ

ばいけないと思う。 

 

（会長） 

・今は一次的な整理をして皆さんに提示している。これからいろいろな分析に掛かるご提

案があったので、それを入れていただくということでお願いする。 

 

（委員） 

・現状と課題ということで、我々は長期総合計画の他に震災に関する震災復興計画を扱っ

た時期があったが、今回の現状には含まれていないのか。 

 

（事務局） 

・第 1 次から第 3 次計画を基本に意見を吸い上げたため、部分的に入っているが、特化し

て意見が拾われているわけではない。 
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（委員） 

・それならば表題をしっかりと付けるべきである。特に作成した月日を必ず入れて、いつ

作ったのかを明確にしておくべきだと思う。また、震災のことが含まれないのであれば、

松島町の現状と課題ではなく、総合計画に対するアンケートの現状である。しっかりと

文言を使っていただかなければ、視点が違ってくる。震災復興に関する事業は、大きな

予算で大きなことをやっているのだから、総合計画のどこに位置づけていくのか明確に

すべきである。 

 

（会長） 

・書類のタイトルが、どのようなスタンスで提示されているかをもう少し丁寧に書いてい

ただきたい。 

 

（委員） 

・策定検討委員会の中の町歩きの概要について、目に見えないところや気づかないところ

をぜひ見ていただきたい。震災によって壊されたある場所がある。 

 

（委員） 

・了解した。 

 

（委員） 

・計画を立てるばかりではなく、人口が一番大事なポイントだと思う。今までの長期総合

計画とはだいぶかけ離れた数値が出ている。これを今後どのように、策定するのか。松

島町の人口が 25 年後に 1 万人を切るという報道があり、住民から、松島町は今後人口を

維持できるのかという質問があった。それに対し、「松島は区画整理開発行為をして人口

が増えており、震災以降人口は右肩下がりから平らになってきている。東松島からの転

入も多い状況である。」と、企画調整課で回答していたが、今回の資料では人口が減少し

ていると書かれており、矛盾がある。人口フレームをどのように想定するのかが第一の

基本かと思う。 

 

（事務局） 

・フレームについては、シビアに行う。25 年後に人口が 1 万人を割るという話は、震災以

降、定住補償金を出して東松島、石巻、南三陸から人が入ってきている。その中で区画

整理を行ったところ、今まで空いていたところが埋まりつつある。特に区画整理を行っ

たところは予約でいっぱいの状態で、そこに人が入れば今後人口は増えていくかもしれ

ない。ただし、松島町の年間の新生児が 66 人ほどになっている一方、その 3 倍近い約

180 人の方が亡くなられている。この辺をどうするかが次の課題になる。 
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（会長） 

・次の総合計画に今後の将来を見据えた人口フレームを設定しなければいけない。シビア

にやるということで、ぜひ検討した内容を審議会に提示して頂きたい。近隣の総合計画

にも関わったが、右肩に上げるということは大変で、実数から盛った 4000 や 5000 人と

いう数字を引っ張ってくることは簡単ではない。リアルな町の状況を見据えた上で考え

ていかなければ難しいと思う。 

 

（職務代理者） 

・人口に関してだが、会議で計画を立て、5 年後 10 年後、合っていたという問題ではない。

町あるいは町民として、町をどのように作っていくかが重要である。もちろん計画の中

にそれを達成するための政策も必要である。現在少子高齢化が進んでいる中で、自分の

ところだけ増やすことは難しいと思うが、それを町民と連携して政策を進めないことに

は、減少を止めることはできない。どのようにまちづくりを進めていくかを根底に据え

なければ、人口に続く各項目も虚しい計画になる。 

 

（委員） 

・人口の減少も心配だが、若手プロジェクトでは、選ばれた民間の方たちが、周りのいろ

いろな方たちの意見を集めてきて述べられるようなシステムになっているかどうか。ま

た、委員会での意見を他の町民に広報するなどして大勢の方に関わってもらうようなシ

ステムにしないといけないのではないか。アンケートもそうだと思うが、民間の人たち

の様々な協力が必要になると思う。そういった仕掛け作りを、ぜひ行政の方でやってい

ただきたい。 

・松島はとても交流人口が多い。それをどのように継続し、ますます魅力を高めていくか

ということも、大事ではないか。 

 

（会長） 

・今日は中間報告をいただいた。次の審議会でもご意見をいただきたいと思う。 

・事務局にお返しする。 

 

 

４ 閉会 

（事務局） 

・以上で平成 26 年度第 2回松島町総合計画審議会を閉会する。 

・近々、第 3 回審議会開催に掛かる日程調整をさせていただく予定となっている。現時点

の予定で構わないので、送付させていただく日程調整表にご回答をよろしくお願いする。 

 

（終了） 


