
1 

平成 27 年度第 2回松島町総合計画審議会 

摘 録 

 

■開催日時■開催日時■開催日時■開催日時 平成 27 年 8 月 3 日（月） 

  14 時 00 分～16 時 30 分 

 

■場■場■場■場        所所所所 松島町役場 3 階 大会議室 

 

■■■■出出出出    席席席席    者者者者    

  委 員：大橋健男町長、宮原育子会長、福田正朗職務代理者、阿留多伎眞人委員、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、渡邉宏委員、相澤多惠子委

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、小畑隆保委員、

後藤澄子委員、遠山勝雄委員、林裕志委員、朱二太委員 

  欠席者：岩井善美委員、蜂谷雅美委員 

  事務局：亀井企画調整課課長、千葉まちづくり支援班班長、松村主査、金田主事 

中央コンサルタンツ(株) 

    

■次■次■次■次        第第第第    

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 報告事項 

松島町長期総合計画策定検討委員会の提言書について ··········· 【資 料 １】 

４ 協議事項 

①将来像、基本目標（計画の柱について） ····················· 【資 料 ２】 

②将来人口フレームについて ································· 【資 料 ３】 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合計画審議会の開催状況 
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■議事要旨■議事要旨■議事要旨■議事要旨    

１１１１    開会開会開会開会    

（事務局） 

・開会の挨拶 

    

２２２２    あいさつあいさつあいさつあいさつ    

（町長） 

・長期総合計画の策定検討委員会から提言書を頂いたため、提言書の報告を行う。若い方々

が自分の問題として考えていただいた結果であるため役場としても出来るだけその内容

を取り込みたいと考えている。 

・本日は、将来像や基本目標のテーマまた、人口フレームについて議論を頂く大事なキー

ポイントになる。よろしくお願いする。 

 

（会長） 

・今日の第 2 回の総合計画審議会では基本目標の計画の柱と人口フレームについて承認頂

きたいという形で進めていく。皆さんからの積極的なご意見やご指導をお願いしたい。 

 

３３３３    報告事項報告事項報告事項報告事項    

（朱委員） 

・資料 1 の提言書の概要説明 

 

（事務局） 

・資料 1 の詳細説明 

「松島町長期総合計画策定検討委員会提言書」について 

 

 

４４４４    協議事項協議事項協議事項協議事項    

（事務局） 

・資料 2 の説明 

「将来像、基本目標（計画の柱）」について 

 

（会長） 

・事務局としては策定委員会から提言を受けた将来像や基本目標のテーマを使用したいと

のことだが、意見、質問はあるか。 

 

（委員） 

・計画の柱も 10 年後の松島の将来を見据えているとのことで実現可能なものばかりを盛り

込まれており素晴らしい計画である。 

 

 

 



3 

（委員） 

・提言内容の将来像と基本目標を活用する際においては、これらの言葉に品性を持たせて

ほしい。基本理念とは何か、松島の歴史や文化とはどのようなことを指すのかについて

議論し、計画書の文章に表現していく必要性がある。松島の歴史については町史を参照

してほしい。町民にそのことを理解し賛同してもらい、松島町が本当に美しく素晴らし

い町になるためにはどうするかという文言が必要である。特に「松島の特色ある歴史」

という文言を使っているがそれは何を示すのか。町民に具体的に示さなくてはいけない。 

・これらのことから、今日これらのテーマについて承認するという結論を出すのは性急す

ぎるのではないか。 

 

（委員） 

・松島というと歴史という言葉が出るが、松島の継承するべき歴史とは何かが思いつかな

い。松島で発生した事象という気がして明確に思いつかない。将来的に松島の歴史と文

化を創造していくということになる非常に難しい面がある。それをどのように定義づけ

るかの議論は非常に重要である。 

 

（委員） 

・ある人物や物事が今日まで経過してきた変化、松島の観光も歴史である。この提言書の

中で松島の観光は産業の根幹だと言っているが、農業や漁業が根幹だと思わない住民も

いる可能性がある。歴史についても稲作の歴史や牡蠣づくりの歴史、神社仏閣の歴史等

様々な歴史があるため町民の意思統一も非常に重要である。 

 

（委員） 

・策定検討委員会でも本当の歴史を自分たちは理解しているのかという疑問があった。周

辺は知っているが松島町自体はあまり知らないこともあり、これから松島町について勉

強する必要があると各委員が感じていた。 

・一般的に松島の歴史というと瑞巌寺などが代表的であるが、我々委員会の中ではそうで

はなく、これまで人々が暮らしてきた中に歴史があるので、住民がそのようなことを知

るべきではないかという思いがあった。 

・外に松島町の歴史をアピールする前に、まず自分たちが松島の歴史を知る努力が必要だ

と感じた。教育分野ではそのような取り組みを行うべきとの意見もあった。 

 

（会長） 

・今回の総合計画の基本理念の「歴史・文化の創造と継承」の部分の何を継承していくか

という所を少し町民全体で方向性を揃えた方が良いという指摘であった。 

・松島の紡いできた長い歴史は世界的にも、日本で認知されている歴史がある。その一方

でその中で住民が、この松島を愛し、長らく住んでいく中で築かれている歴史もある。

外側から認知されている歴史と共に、その中で住んで暮らしてきた人たちの歴史と共に

松島がある。そのことを踏まえた松島町であるということを少し文言で加えていけば良

いのではないか。 
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（職務代理者） 

・策定委員会から提言されたものはほぼ完璧に近いと感じているが、この審議会としては

それを受け取りながら、さらに核心のところに踏み込んで、行政や民間の立場として、

これを信じ、真っ直ぐに官民挙げて共に取り組んでいけるようにしていく必要がある。 

・策定検討委員会でも様々な立場の仕事に就かれている方が参加されていると思うが、そ

の中でも自分の仕事に対する誇りや葛藤など、様々なものがあったと思うが、提言書は

あまりにもきれいにまとまりすぎて教科書の模範文の様になっている。実業に携わって

いる立場として、もの足りない部分もある。それをこの審議会で補っていきたい。 

・今の若手は非常に厳しい時代に生まれてきて、厳しい環境で子育てもしなければならず、

家族を育む必要があるということを皆で共通認識として持つ必要がある。 

・産業的な部分を総論で終わらせるのではなく、具体的に示すことが必要である。観光で

あっても観光を軸にして各産業が連結することも一つの方法であり、農水産業が主であ

る場合もあるし、商工業が主である場合もある。例えば放射光施設の誘致のように、こ

れまでの松島の産業には無い分野も入ってくる可能性がある。そのような大きな視点に

立って議論を進めていくのがこの総合計画審議会の役割ではないのか。 

 

（会長） 

・資料 2 の将来像・基本目標だが、今回総合計画審議会で承認をし、その後にその先の作

業として、基本理念と将来像、そして基本目標の 1章から 6章の柱の部分の構成と並び

については、皆さんに今後ご検討頂く。 

・例えば産業に関わる部分、実際の具体的案についてはその次の所につながってくる部分

である。その議論については事務局からも今後資料が提示されることになる。 

 

（委員） 

・基本理念の「歴史・文化の継承と創造」はこれまでもずっと続いてきている表現である

が、「・」はどのような意味を持っていると町の人たちは考えているのか。文字の代わり

になっており、「・」の意味も考えるべきである。 

・歴史が育まれてきているからこそ、その中に人々が生活していることからそこに文化が

生じると考えている。ある意味で同時派生的に歴史が作られている中で文化が作られ、

我々の生活の中に定着しているのではないか。 

・文化とは何なのかというと、今ある文化は、松島の和太鼓、松島の祭りとおみこし、松

島の遊び、松島の話言葉、方言、それから松島の植生、自然環境を大切にすること、松

島の動物の生態、海の生物の生態、松島の教育など、そういうものが一つ一つの文化に

なっており、これが文化と抑えられている。「・」の中でつながれているのは文化と理解

して良いのか。町民が将来像として学ぶという文言が出ているので、そのつながりあれ

ば素晴らしい。 

・将来像は、「集い、学び、働き、笑顔、美しい町」が、つなげていくべき 5つの文化にな

っており、集いというのはコミュニティを大切にする文化、学びというのは町民が自信

を持つ文化、働きというのは異種業の連携し合う作業分担、笑顔とは松島に来て働き喜

び支え合う文化、美しいまちというのは自然や景観を大切にする文化とすると、これら

が実現した時、松島の町民は素晴らしい道徳性を持った人々になるのではないか。 
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・「集い、学び、働き、笑顔あふれる美しいまち 松島」という言葉の並び方で良いのか。

資料の体系図は、そのような考えでつなげているものと理解してよければ、この会議で

承認されてもよい。 

 

（委員） 

・「歴史・文化の継承と創造」というのは今までキャッチフレーズのように利用されてきた。

今回は基本理念として組み込んでいるため、意味を明確にする必要がある。 

 

（職務代理者） 

・提言の中にあるが、それぞれの文言の後についてくる表現を総合計画として次世代につ

なぐためには共通認識は必要である。 

・松島のこれまでの歴史、また将来的な歴史という言葉や表現に、その背景やそれなりの

根拠が論じられていなければ意味がない。 

 

（委員） 

・検討委員会ではアドバイザーという立場で出席したが、全くアドバイスをする必要がな

い程、議論が広く深く行われていた。 

・先程から文化や歴史の認識についての議論がされているが、委員たちは文化を知らない

ことを自覚できた検討会であった。まちづくりをしようとする際に、自分たちが文化を

知る必要があるということで、教育分野の所に「自然と歴史に学び」と学ぶというプロ

セスを計画したいとのことであった。文化を教えるという目線ではなくて、これから学

んでいくことを提言している。 

・計画というのは 2種類あり、結果を計画することと将来を見据えた計画とプロセスの計

画することである。プロセスを計画しておくことで素晴らしい結果になるという確信を

持つことがある。 

・検討会と審議会の立場については、検討会はあくまでも若手の提言を作成する場で、審

議会は若手の提言に、皆様のそれぞれのお立場の意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・新しい歴史を作るということは、若い方たちが考えたことなのかと思い、この基本目標

の計画の柱を見て、こんないい案が若手からでたのは素晴らしいと感じた。先ほどの意

見にもあったように、道徳的に立派な人材が出来るという話に関連し、この目標で進め

ていけば、町民が大変幸せな地域に住めることになるのではないか。 

・今までは建物などのハードの面を重視してきたが、ソフト面が少し欠けているように思

う。若手が一生懸命考えた結果なので実行までしていただきたい。 
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（委員） 

・基本理念の「歴史・文化の創造と継承」の歴史・文化というのは、日々の暮らしの積み

重ねで文化を形成し、長い年月を掛けて歴史を築き上げている。そのため、将来像を考

える際には身近な日常の暮らしに関わる目標を捉えて設定したのが将来像であり、ここ

で歴史・文化と日常的な現在が結びついており、このように捉えて進めていたとことに

賛同できる。 

 

（委員） 

・皆さん色々お話しされている通りである。今後もそのようなことも含めながら私も勉強

していきたい。 

 

（町長） 

・基本理念の「歴史・文化の継承と創造」だが以前からキャッチコピー的に使われている。

非常に美しく良い言葉であり、これを簡単に捨てられない思いがある。この基本理念と、

委員会から出された将来像、基本目標の素晴らしい用語はつながるとは思うが、現時点

では、そのつなげ方が不十分である。考え方の整理に関してはもう少し検討の余地があ

るため、委員の方にもう少しご議論を頂き熟成すると、よりいいものが出来るのではな

いか。 

 

（委員） 

・芭蕉や平安末期から読まれている松島の姿がある。そのことを考えると、松島には京都、

奈良には負けない歴史に裏付けられたものがあるということをもっと皆が自信を持って

言うべきである。歴史と文化は昔からずっと継承しているため、さらに今からの人たち

が創造という所をつなげていくことによって完璧なものになっていくのではないか。 

・息子が策定検討委員会の委員をやっているが、若い世代は子育てや仕事をしながら必死

に計画の検討を行っていた。先ほどから出ている意見の様に、いかに継続をしていくか、

実現をしていくかということについて、私たちはアドバイザー的な責任を持って果たし

ていく必要がある。そのことによって将来松島が希望に満ちた良いものなるのではない

かと期待している。 

 

（委員） 

・基本理念、将来像、基本目標について賛成であり、今の段階ではこれに勝るものはなく、

この方針で進めていくべきである。先ほどから議論されている歴史・文化の具体性を問

うこと自体は、これから作成していく総合計画の要素になる。 

・計画に記載したから終了ではなく、これからがスタートなのである。基本目標を具体化

するような手法、戦略等を今後どうやって考えていくのか。具体的なタイムテーブルが

必要である。 

・松島の総合計画がこれからの時代を捉えるものになっているかという視点も重要である。

この後議論する人口の話や現在の状況など、間違いなく 20世紀の成長拡大とは全く違う

状況だろうと認識している。その中で重要となってくるのは 3 つの主体（行政・協働・
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民間）である。総合計画の中でこれから変化していく必要があることを提示する必要が

ある。総合計画は行政が策定するものである。だが、これからは行政が策定した後、そ

のベースとしては、市民、住民や事業者が主体となりそれを行政が支える体系がふさわ

しいのではないか。 

 

（委員） 

・この計画は 10 年後を目標としているが、10 年前はどうだったのかは私には不明だが、

例えば第 1章の基本目標の「心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり」について、現

状の評価をし、現在は何点で 10 年後何点を目指すのかなどの評価を盛り込むことも必要

かである。10 年後にこれらが全て出来るとは思えないため、どの程度を目指すのか、基

本目標の部分にもそのような認識が必要ではないか。 

 

（委員） 

・検討委員会で 8 回もワークショップを開催してこの様に提言をまとめたということに敬

意を表したい。基本理念、基本目標については、まとまった内容である。 

・今後議論が進むにつれ、人口フレーム、経済フレーム、最終的には財政フレームと続い

てくる。その議論の中で場合によっては、基本目標に立ち返って修正する場合があると

想定されるため、現段階ではこの委員会で提言された基本理念、基本目標を基本として

具体的な議論に入れば実効性の高いものになるのではないか。 

 

（委員） 

・8 回の検討委員会で良くまとめられている。特に行政主体や民間主体などの主体別に考

え、計画の柱を立てられているという所で、大変細かく設定されている。 

・将来像と基本目標がどの項目に該当するのか照らし合わせを行うと、分かりやすい所も

あるが、不明確な箇所もあったため、審議会で審議する必要がある。 

・今後の検討が進むに当たり、計画のタイムテーブルが必要である。 

 

（委員） 

・大変すばらしい基本理念だと思う。 

・基本理念に従って具体的にこれからどのように進めていくか議論し、より良いものにし

て次の世代につなげていきたい。 

 

（委員） 

・農業、観光などといった大変幅広い視点をもって計画を検討していただき、大変すばら

しいと感じている。 

・今後婦人会では明治潜穴など松島の名所が高城川音頭を通して松島を宣伝していきたい

と考えている。10 年後は私たちも高齢になるので、松島の将来が心配な面もあるが、若

い世代に頑張っていただきたい。 
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（委員） 

・本当に分かりやすくまとめていただき、松島の良い所、悪い所など、町民全員が思って

いるようなことも載せてある。これから行政と民間が協働で行わなければならないこと

もあり、これから私たちもこれを元に問題点を解決し、いい所を伸ばしていけるように

取り組んでいきたい。 

 

（会長） 

・委員全員から意見を頂いたが、言葉の使い方や意味が明確に示されていないという指摘

が共通していた。 

・総合計画の策定の作業を、今後進めていく必要があり、6 つの章の下につながってくる

膨大な施策を議論していく必要がある。 

・私の意見としては、基本理念はこのままで次の段階に進み、その後に相違が発生した場

合には、もう一度立ち戻って修正を掛けていく方法が良いと感じる。もしくは今後の計

画自体がこの理念と将来像や目標に合う形でつなげていくという形で出来たらと思う。 

 

（委員） 

・基本理念、将来像は計画の入口であるため、きちんと議論し整理をして事を進めるべき

ではないか。基本理念の定義づけをしてもらえれば、それに基づいて我々は内容の議論

をする。そのことを皆で共有し合いながら施策の内容をそれぞれの専門の分野で議論す

れば良いのではないか。 

 

（会長） 

・本日の審議会では、この基本理念と将来像を背景も含めて議論するか、事務局から改め

てここの言葉を使ったという根拠になる考え方を再度示していただくか。 

 

（委員） 

・委員会はこのようなことを基本理念としてとらえて議論し、作り上げたものだというこ

とがわかればそれに基づいて審議すべきであり、この審議会で基本理念を変えたり解釈

を変えたりするべきものではない。 

 

（会長） 

・審議会として次の段階に進んでいく必要がある、今回はこの計画の柱について先に進ん

でよいか。 

 

（委員） 

・歴史的な史実とまた将来の歴史を作り上げるということで、この基本理念で進んでよい

のではないか。作り上げる歴史に期待したい。 

 

（会長） 

・委員からの意見は言葉の意味を確認してほしいということであった。意見を大事にしつ

つ、進めさせていただく。 
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（事務局） 

・資料 3 の説明 

「将来人口フレーム」について 

 

（委員） 

・目標値とする人口フレームの設定が 14,056 人という設定を今回されており、妥当な数字

であると感じる。だが、人口推計結果が 13,363 人という数字を見てしまうと、693 人の

町外からの転入予想推定人口については、これは品井沼地区、反町地区、愛宕地区とも

まだ計画にもない箇所だと思うが、700 人弱の転入が考えられるのか。目標値は 13,000

人であってもおかしくないのではないか。 

・平成 52 年（2040 年）の推定が 10,165人であり、地区の計画が達成できたとしても 10,302

人という設定である。去年の創生会議で出された人口だと平成 52 年（2040 年）の松島

の推定人口が 8,390 人であった。なぜこんなに差が発生するのか。 

 

（委員） 

・松島は高齢化率が高いこともあり、2025年問題に向けての大きな課題があると思われる

が、総合計画の中に対策となる施策は盛り込まなくても大丈夫かと、若干危惧するとこ

ろがある。 

 

（委員） 

・推計人口の 65歳以上人口の比率はどのくらいか。また、出生率が県平均よりも低く推定

されている理由を教えていただきたい。 

 

（事務局） 

・出生率については国と県で出しているデータは同一であり、2040 年で出生率が 2.07 人

となっている。現在では、10 人の女性中 7 人しか子供を産まない。そしてその 7 人の子

どもを産む方が 3 人以上生んで初めて 2.07 を上回る。この数値自体は松島町では現実的

ではない。また、今後の子ども子育て施策、国の人口に係る地方創世プランなどの施策

を踏まえ、現状の 1.16 人よりはある程度上昇すると仮定して、2040 年に 1.62 人の値を

示している。 

 

（事務局） 

・2025年の 65歳以上の高齢化率は、約 39%である。 

 

（委員） 

・4ページの③の計 231世帯が人口増として出てくる。空き家対策についてはどのように

考えているのか。 
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（事務局） 

・現在の調査データでは 3.2%の空き家率と低い値である。将来的に空き家は出てくると思

うが、そのことも踏まえた算定しながら 693 人（231世帯）という人口を出している。

こちらはあくまでも地区計画に基づいて整備した部分の人口であり、空き家等で減少し

ていく部分については自然減という部分で加味している。 

 

（会長） 

・今回 14,000 人という形で将来人口のフレームをご提示いただいたが、次回このスケール

で経済フレーム等の試算を進めてよいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（事務局） 

・参考資料の説明 

「松島町長期総合計画及び（仮）地方創生総合戦略の策定スケジュール」について 

 

（職務代理者） 

・地方創生のプランも提示して頂きたい。 

 

（事務局） 

・次回途中経過を提出する。地方創生の戦略プランが出来上がるのは 3/31 を目標にしてい

る。 

 

（会長） 

・皆さんのそれぞれの立場からの町を思う強い気持ちが会議の中でも伝わってきて大変あ

りがたい。次回も引き続き色々なご意見を頂き、次世代の人たちが暮らしやすく、本当

に松島にずっと住み続けたいという人達がたくさん増えてくるような形で総合計画が作

られるようにみんなで頑張っていきたい。 

    

５５５５    閉会閉会閉会閉会    

（事務局） 

・以上で平成 27 年度第 2 回松島町総合計画審議会を閉会する。（終了） 


