
1 

 

第 1回 松島町長期総合計画策定検討委員会 

摘 録 

 

■開催日時■開催日時■開催日時■開催日時 平成 26 年 7 月 10 日（木） 

  13 時 30 分～16 時 30 分 

 

■場■場■場■場        所所所所 松島町役場 2 階 201 会議室 

 

■■■■出出出出    席席席席    者者者者 

委 員：大橋健男町長、朱二太委員長、狩野章職務代理者、相澤裕介委員、赤間里香委員、 

浅沼千暁委員、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、 

遠藤勉委員、杉原崇委員、新田一修委員、大友綾子委員、佐々木美里委員、 

三升直子委員、阿留多伎眞人アドバイザー 

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

松村主査、石田主事、針生主事、中央コンサルタンツ(株) 

■次■次■次■次        第第第第    

１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ 町長あいさつ 

４ 各委員自己紹介 

５ 委員長選出 

６ 職務代理者指名 

７ 議題 ①松島町長期総合計画について ····················· 【資料 1】 

     ②松島町長期総合計画策定検討委員会について ······· 【資料 1】 

     ③松島町国土利用計画について ····················· 【資料 2】 

     ④委員会の詳細及び今後の進め方について ··········· 【資料 3】 

８ その他 

 ・住民アンケート素案について ····························· 【資料 4】 

９ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 
■委員会の開催状況 
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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） 

・開会あいさつ 

 

（事務局） 

 ・始めに、松島町長期総合計画策定検討委員会設置要綱第３条及び第４条の規定により、

町長から皆様に委嘱状の交付を行う。 

 

 

２２２２    委嘱状の交付委嘱状の交付委嘱状の交付委嘱状の交付    

（町長） 

・委嘱状交付 

 

 

３３３３    町長町長町長町長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

（町長） 

・長期総合計画の前に、まず役場は何をするのかということをお話させていただく。公共

の自治体は住民の皆様に環境整備であったり生活関係のサービスを提供するために町民

の方々から税金をいただいて、それをもとに物を作ったりサービスを提供するのが行政

の役割である。現在役場には 160数名の職員がおり、また様々な施設があり、そういっ

た中で行政、基礎自治体としてのサービスを行っている。一方で町民のイメージからす

ると、役場はなんでもやってくれると思われているがそれは違う。そこに住む人たちの

コミュニティの活動がある上での役場の仕事ということになる。年間の予算の中でも

95％は道路の改修や福祉関係の給付といった決まりきった仕事を行っている。残りの

数％で他の政策的な仕事を実施している。例えば、地下鉄を開通させるとか、空港を造

るといった話もあり、我々としてもそのような気持ちはあるが、日々の仕事をしっかり

やって行政上のサービスを行うことが仕事である。ここが原点であることを理解してい

ただきたい。 

・一方で町はどういう方向に向かっていくのか。社会の変化に合わせてコミュニティも変

わっていかなければならないし、それに対するサービスのあり方も変わっていかなけれ

ばならない。そういったことのために総合計画をつくることになる。このへんを理解し

たうえで議論していただければと思う。これまでも様々な委員会等で、例えば震災復興

はこうしたいというような話を若者にやっていただいたこともあるが、どうしても行政

の仕事から外れ、こうした事をやってもらいたいだとか、個々の話になりがちだった。

それはそれで結構だが、皆さんに議論していただく際には、大きな構造というか、地域

コミュニティにおける自治体の役割に関して話し合っていただきたい。なかなか一言で

は言い表せないが、アドバイザーにもコントロールしていただく。 

・今回、松島町の総合計画を作るにあたっては、概ね 20 年後の日本・松島を見据えた中で、



3 

 

その半分の 10年で何をしていくのかを考えていただきたい。10年経つと一昔と言われ、

世の中大きく変わるので、その段階で大きく入れ替えなくてはならないが、5年でも変

化するため 5年で一度見直すという形で考えている。だいたい 20 年先の松島を見据えて

いただき、計画自体は 10 年で作り、その半分の 5年で見直しを行う。そういった前提で、

議論を進めていただきたい。 

・最後に、今、日本全体で人口減少が起きている。松島もどうなるのかということは町民

の興味でもある。他の自治体に行き聞いてみると、どこでも話題になっている。仙台、

東京でもそう。人口が増えているところでも高齢化が進んでしまっている。そのような

中、松島でもここ 20 年で人口減少が想定される。人口が減るというのは必ずしも悪いこ

とであるとは思わないが、現実としてそのようになっていく中で松島はどうしていくの

か、ということも考えていただきたい。価値判断を入れると、ものが見えなくなる場合

がある。やるべきことははっきりと見えるようになるが、現状と合わなくなってきてな

かなか難しい面がある。価値判断を入れて良し悪しを決めると、方向が定まって自由な

討議ができない可能性がある。色々な意見を出していただきそれが妥当なのかを話し合

っていただきたい。松島町の将来を話し合う中で若者の意見や感性を活かしていただけ

れば大変幸いである。今回委員の皆様を選定するに当たっては、町民を代表する方とい

うことで地域ごとに活躍なさっている若い方、関係団体ということで商工会や観光協会

で活躍している方、その他町長が適当と認める方ということで大学の学生さんに来てい

ただいて、直接松島に関わりが無くとも外から見てもらって良い部分があるかもしれな

い。そしてアドバイザーにお越しいただいた。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

 

４４４４    各委員自己紹介各委員自己紹介各委員自己紹介各委員自己紹介    

（事務局） 

 ・次にアドバイザーから自己紹介も兼ねてごあいさつをお願いする。 

 

（アドバイザー） 

 ・尚絅学院大学の生活環境学科でまちづくりや建築設計について教えている。仙台生まれ

仙台育ちである。専門は建築や都市計画ということで、松島町とは 10 年くらい前から

様々な計画等で関わっており、来る度に勉強させていただいている。今回はアドバイザ

ーということで辞令を頂いたが、一緒に勉強しながら松島の将来について考えていけれ

ばと思っている。 

・総合計画は労力を必要とする計画である。観光計画や道路計画等の個別のものは集中し

て考えることができるが、総合計画は総合的である必要がある。総合計画を作る上で二

つ考えなければならないことがあるが、一つは総合的ということで、漏れのない計画を

立てる必要がある。何故かといえば、役場の職員の方々は総合計画を見ながら行政施策

を進める。その時に抜け落ちているものがあれば、書いてないからやらなくても良いと

いう言い訳の元になってしまう。ちゃんとやってほしいと町民が行政にお願いする上で

も総合計画は漏れがあってはいけないということである。しかし、それなら全国で同様
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の総合計画を作ればいいということになるが、それでは松島町の総合計画にはならない。

二つ目としては、松島らしさを総合計画に入れるということである。幸い今回のメンバ

ーは平均年齢が大変若い。10 年先 20 年先も現役として松島で活躍をされている方たち

である。老齢に足が掛かったような人が作る計画というのは、そろそろ引退だからとい

う妥協が入りがちだが、今後総合計画は松島での皆さんの生活を支える計画そのものに

なるため、その分本気の度合いが年寄りよりははるかに強いと思うし、その強い気持ち

を計画が出来上がるまで続けていっていただければと思う。 

・この計画が出来上がると松島町の憲法ということになる。ただ、憲法と違うのは、法律

等は「こういうことをしてはいけない」ということを書くが、総合計画では「こういう

ことをやりたい・する」ということを書く。この 10 年 15年の間に社会情勢や条件が変

わってくると思うが、その時に解釈次第で断念するのではなく、やることはやると最後

まで行政の方々が熱い気持ちを受けてしっかりと実行できるように計画作りをしていく

必要がある。幸い松島町の町長をはじめとした職員の方々は大変意識が高く、町民の意

見を吸い上げてそれを実現していくという気持ちが大変高い。信頼していいと思う。信

頼ができるからこそ、町民の方々はこうしてほしいということを伝えるべきだと思う。

今回会議に参加する方は裃を脱いでいただいて、自分が町長になったつもりでこういう

ことをやりたいという意見がほしい。ワークショップという手法で進めるようなので、

説明は根拠を持って行えば、大変説得力のある良い計画が作れると思う。長くなったが、

皆さんの忌憚の無いご意見を基に素晴らしい計画が作れればと思っている。幸い優秀な

コンサルタントも入っている。中途半端な何を言っているかわからないという意見を言

っても、しっかりと真意は伝わっていると思うので、安心して発言していただければと

思う。私はいなくてもできるとは思うが、折角アドバイザーにしていただいたので一緒

に検討できればと思う。 

 

（事務局） 

 ・委員から、委嘱状を交付した順に自己紹介をお願いする。 

 

（委員） 

 ・私は子どものころは松島にいたが、大学を卒業してから一度仙台で暮らし、5年前に本

郷地区高城に家を建てて松島に戻ってきた。現在は宮城県北部保健福祉事務所・大崎保

健所に努めている。松島のことは知っているようでなかなか知らない自分であるが、よ

ろしくお願いしたい。 
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（委員） 

 ・私は北部の幡谷に居住している。阿留多伎先生と町長と同様に都市計画を大学で勉強し

ていた。その後ディベロッパー、調査会社、町外ではあるが観光関連の仕事を経験させ

ていただき、今は国庫補助で行っている学び支援事業で小・中学生の勉強相手をさせて

いただいている。子どもたちは一生懸命頑張っている。今回、総合計画策定に携わるこ

とは若かりしころからの夢でとてもうれしい。一生懸命学ぼうとしている子どもたちの

ためにも良い計画を作りたいと思っている。 

 

（委員） 

 ・私は生まれは塩釜で 10 年前に松島に引っ越して来た。利府の福祉施設で働いている。ま

だ 10 年しか経っておらず、松島の良いところやもう少し工夫した方が良いというところ

はまだまだ分からないが、計画を通して知っていき、ずっと住んでいきたいと思えるよ

うな町にしていくための計画に携われるよう努力していく。 

 

（委員） 

 ・私はくぬぎ台に引っ越してきて 7 年になる。松島に住み始めて日が浅いため、松島につ

いて知らないことが多い。現在、子ども子育て会議にも参加させていただいているが、

子育て世代の方々がこれからより住みやすい町になるように考えている。私は小・中学

生の子育て真っ最中の専業主婦だが、この検討委員会に関わらせていただくことで、子

どもにとっても私たちにとってもより良い住みやすい松島町になるよう一生懸命考えて

いきたいと思う。初めて関わる分野が多く分からないこともたくさんあるが、色々勉強

させていただきたいと思っている。 

 

（委員） 

 ・私は初原在住である。生まれも育ちも松島で大学だけは東京に行き、結婚してからは多

賀城に住んでいたが、子どもはぜひ松島で育てたいということで松島に戻ってきた。今

は小学生と幼稚園の子どもがいる。職場は塩釜市立病院である。松島はすごく住みやす

いと思う。松島の住みやすさや魅力を職場などで話すこともあるが、この会議を通して

松島町を更に魅力的にしていきたい。 

 

（委員） 

 ・16 年前に代々松島に住んでいる家に婿として来て、それ以来松島は本当にいいところだ

と思ってきた。しかし、実際に地元の方々と関わりを持って活動するというのはあまり

なく、震災以降の混乱時の協力やイベントを通して地元の人とのつながりができた。ま

た子どもが中学校・小学校・就学前と 3 人いて、他の父兄との付き合いが最近広がって

きた。そのような中で松島町の将来についてどのように考えれば良いのか、あるいは自

分はどのような希望があるのかということをこの場でお話させていただき、この場を通

して皆様とも交流ができれば嬉しいと思っている。 
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（委員） 

 ・私は手樽に住んで 30 年くらいになる。子どもは 3 人いるが、東京に行っている子どもは

松島には魅力もないし仕事も無いから戻らないという。もっと地元に愛着を持ってほし

いと思っている。今回この委員会に携わることになり、皆さんのお話を聞いて、自分の

孫の世代でも暮らしやすいような、楽しめるような町をつくるための計画作りに参加で

きればと思っている。 

 

（委員） 

 ・私は生まれも育ちも松島で、事業も松島でやっており一度も松島から出たことがない。

私は松島が大好きである。今、利府松島商工会で部長を勤めさせていただいており、職

場でも町を活性化させたいということで我々の世代が頑張っている。今ここにいる皆さ

んは松島が大好きだと思う。先ほど町長から 20 年後の松島という話があったが、私は

20 年後 60歳になる。それまでにワクワクするような町になっていけばと思っている。 

 

（委員） 

 ・私は石巻生まれ石巻育ちで、松島は 4 年ほど前に縁がありこちらの会社で勤務をして、

多分この中で一番松島経験が浅い人間だと思う。ただ、石巻の方でも色々な仕事をして

いて、その中でもまちづくり関係の仕事を 10 年ほどしていたので、その時の経験がこの

場で役に立てば幸いと思っている。これから 2 年間よろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

 ・松島海岸商店街の事業の代表者として参加させていただいている。私は東京都大田区羽

田生まれで、21 年前の 33歳のときにアイターンをして松島に来た。ずっと東京で暮ら

し、コンピュータのシステムエンジニアの仕事をしていたが、平成 5年に思い切って妻

と子どもを連れてアイターンをしてきた。そのアイターンをして今勤めているのが松島

蒲鉾本舗である。33歳になって全く違う仕事に飛び込んできて不安だらけだったが、松

島・宮城県の皆様に温かく迎えていただいて、21 年経ってこのような委員会に参加させ

ていただけていることは非常に光栄だと思っている。良い町にするためにみなさんと一

緒に頑張りたいと思っている。 

 

（委員） 

 ・磯崎地区にて海産物の販売をしている。生まれも育ちも松島で、大学は東京に行き、福

島に就職して、仙台に行き、30歳のときに実家の店を継いだ。松島から外に出で松島が

良いところだと再確認できた。松島町が、みんなが誇れる町になればいいなという思い

があって今までも活動を行ってきた。今回この計画に関して、20 年後を考えながらやっ

ていくということで、私も 20 年後は 60歳になるが、それまでは頑張っていきたいと思

っている。より良い計画になるように一緒に頑張っていく。 
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（委員） 

 ・私は松島の利府街道に抜ける途中にあるびすとろアバロンという小さなホテルで家族と

従業員と一緒にホテルを経営している。塩釜生まれで 1歳のときに松島に引っ越してき

た。現在に至るまでほとんど松島で過ごしてきたので、非常に長く観光にも携わってき

たし、地元の方とも交流してきた。私は 20 年後には 70歳を超えてしまうが、私たちよ

りも若い世代、もしくは子供たちのために、お役に立てることがあれば頑張っていきた

いと思っている。 

 

（委員） 

 ・私は宮城大学事業構想学部 3 年生で、今は仙台市に住んでいるが、小学生までは名取市

のゆりあげに住んでいた。ゆりあげは松島と同じように震災で被害を受けた地域で、地

域の活性化や復興に携わりたいと考えるようになった。大学では観光によって地域を活

性化することについて学んでいる。その中で学んだ知識を持って学生ならではの目線や

松島の住民ではないという目線から携わっていければと思っている。 

 

（委員） 

 ・大友さんと同じく宮城大学事業構想学部 3 年生である。私は岩手県の釜石市出身で今は

仙台に住んでいるが、松島には何度か観光で訪れたことはあるが知らないことは多くあ

る。学生からの目線と他の地域からの目線で住みよい町について考えていきたい。 

 

（委員） 

 ・私は営業部の環境開発グループに所属していて 4 年前から松島でお世話になっている。

鉄道会社という立場からになるが、松島町民が住みやすい町、外部の人が楽しめる町を

皆さんと一緒に考えていきたいと思う。 

 

（事務局） 

・事務局紹介 

 

 

５５５５    委員長選出委員長選出委員長選出委員長選出    

（事務局） 

 ・委員長選出 
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（委員長） 

 ・改めてよろしくお願いする。東京からこちらに来た当初、こんな眺めを見ながら仕事し

ても良いのかと思った。早いものでそれから 21 年たったが、今回委員長という大役に任

命していただいて身の引き締まる思いである。20 年後に自分がどうなり、この町をどう

したいかという強い思いがなければ変わらない。それを持つか持たないかで大きく変わ

ってくる。 

・先日、所要があり山形の羽黒山神社に行ってきた。坂道がたくさんあり登るのは大変そ

うだったが、歩いて登ってきた。その時に感じたのは、長い坂を見ると嫌になるが中間

を目標にすると結果的に頂上に着く。こうなりたい・こうしたいという目標を持ち、そ

れを達成するためにどのような階段を登るか、中間目標を設定することがつくづく重要

だと思った。これから、みなさんと力を合わせて頑張っていきたいのでよろしくお願い

したい。 

 

（事務局） 

 ・町長はその他公務のため退席させていただく。 

・それでは次第 6番の職務代理者指名に移る。これより議事進行は委員長にお願いする。 

 

 

６６６６    職務代理者指名職務代理者指名職務代理者指名職務代理者指名    

（委員長） 

 ・職務代理者指名 

 

（職務代理者） 

 ・改めてよろしくお願いする。先ほど言い忘れたがマリンピアに勤務している。残念なこ

とに来年 5月に閉館する。震災後の変わり目の時期に参加させていただくのは光栄であ

る。委員長に何かあったときは、骨を拾うつもりで頑張りたいと思う。 

 

（事務局） 

 ・次第の 7番の議題に進む。委員会設置要綱第 7 条第 1項に基づき、委員長を議長として

進めたいと思う。 

    

    

７７７７    議題議題議題議題    

（委員長） 

 ・早速議題に入りたいと思う。議題について事務局の方から説明をお願いする。 

 

（事務局） 

 ・資料 1 の説明  

「①松島町長期総合計画」「②松島町長期総合計画策定検討委員会」について 
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（事務局） 

 ・資料 2 の説明  

「③松島町国土利用計画」について 

 

（事務局） 

 ・会社の説明および資料 3 の説明  

  「中央コンサルタンツ株式会社」「④委員会の詳細及び今後の進め方」について 

 

（委員長） 

 ・私自身、委員会のお話を頂いてから資料を 3回ほど読んだが、分かりにくい面もある。

素朴な疑問でもいいので何か質問はないか。 

 

（委員） 

 ・ワークショップは 3グループに分かれるということだが、具体的にどういった内容につ

いて話し合うのか。 

 

（事務局） 

 ・3グループに分かれていただくが同じテーマについて話し合っていただく予定である。

様々な意見がほしいと考えている。 

 

（委員） 

 ・総合計画を初めて見たが、町民に配るのか。 

 

（事務局） 

 ・概要版を作成し、それを配る予定である。全体版はホームページに載せる予定となって

いる。 

 

（委員長） 

 ・私の方から、今、説明していただいた基本構想と 5つの柱について、基本的にこれらは

変えないのか。 

 

（事務局） 

 ・今の長期総合計画を引き継ぐわけではなく、まっさらな状態からスタートするので、構

想から考えていただく。また、5つの柱も変更しても良いと考えている。 
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（事務局） 

 ・5つの柱については非常に難しい。これからワークショップを行う中で「基本構想が古

いのではないか」「5つの柱を増やす・減らす」といったことについてディスカッション

していきたい。まずは中央コンサルから説明があったように、プログラムに乗っ取って

課題の見つけ出し等を行っていただき、ゆくゆくは次の 20 年後を見越した 10 年間で何

が必要でどのようなことをしたらいいのかということが出てきたときにそれを柱の数に

合わせて振り分けるといった作業が出てくるかもしれない。 

 

（委員長） 

 ・最初から目次を作るわけではなく、まずは話をした中で出た様々な意見を項目ごとに割

り振るということか。 

 

（事務局） 

 ・そういうことである。 

（委員） 

 ・前回の長期総合計画の中にも良い施策はあると思う。実現できたものとできていないも

のがあるようだが、実施できなかったものはなぜ何故できなかったのか。 

 

（事務局） 

 ・庁内の策定委員会も立ち上げており、そちらで各委員に達成できた施策とできていない

施策、今後どうするのかといったことについて調査を行っている状況である。整理後、

庁内の委員会で検討して策定検討委員会に報告する。 

 

（委員長） 

 ・他にはあるか。おいおい質問が出てくると思う。 

 ・一度 10 分間の休憩を挟む。 

 

～   休   憩   ～ 

 

（委員長） 

 ・それでは引き続きアンケートの説明をしていただく。 

 

（事務局） 

 ・住民アンケート素案についての説明。各委員の方にプレテストという形でアンケートに

ご記入いただき、分かりにくかった点などについてご意見をいただきたい。まず、（問 1）

の 1)～9)の記入をお願いしたい。 

 

（事務局） 

 ・何か不親切・不明な点等はあったか。 
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（委員長） 

 ・3)で職業を聞かれるが、会社の業態を答えればよいのか、自分自身の職種を答えればよ

いのかわからない。 

 

（事務局） 

 ・世帯主の収入の基になる仕事である。 

 

（委員長） 

 ・例えば私を世帯主とした場合、松島蒲鉾本舗に勤めているが、製造業でいいのか。流通

も行っているし、販売を考えると飲食店でもいいのか分かりにくい。 

 

（事務局） 

 ・蒲鉾工場であれば製造業ということになる。 

 

（委員長） 

 ・自営業でやっている方は比較的書きやすいと思うが、勤めている人にとって会社はどう

いう業態かということか。 

 

（委員） 

 ・これは何を目的に聞くのか。会社員であれば会社がどのようなことをやっているかまで

知りたいのか。 

 

（事務局） 

 ・アンケートを解析するときの統計上の属性の基礎データとなる。職業の業種が知りたい

と考えている。この設問に関しては会社員という項目があればうまくいくのではないか

と思う。 

 

（委員長） 

 ・そうすると例えば、運送会社に勤めている人は運送業なのか会社員なのか分からないと

思う。 

 

（事務局） 

 ・この設問については、一度、事務局の方で再考させていただく。 

 ・15年前と聞かれすぐにイメージできたか。 

 

（アドバイザー） 

 ・西暦を書くとイメージしやすいのではないか。 
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（委員長） 

 ・15年前にこういうことがあったということを書くと分かるかもしれない。 

 

（事務局） 

 ・用紙のスペースの関係上、一番後のページになってしまうかもしれないが、西暦と 15年

前の時勢のようなものを入れるように考えてみる。 

 

（委員） 

 ・6)の居住年数について、私なんかは一度松島を離れて東京に住んで今は戻ってきている

が、居住年数はどこからカウントすればよいのか。 

 

（事務局） 

 ・トータルかワンスパンかということか。 

 

（事務局） 

 ・15年前に行ったアンケート調査では通算で聞いた。 

 

（事務局） 

 ・過去に乗っ取って通算ということにさせていただく。 

 

（委員長） 

 ・5)について、現在お住まいの地域とあるが、少し移っても居住年数は継続してよいのか。 

 

（委員） 

 ・私も同じ部分について、私はずっと高城に住んでいたが昨年磯崎に移った。松島エリア

としてみれば 30 年以上住んでいることになる。 

 

（委員） 

 ・5)でかなり細かいところを聞いて、そこから 6)にいくと逆になる気がする。松島に住ん

で何年目なのか聞きたいということでよいのか。 

 

（事務局） 

 ・そういうことである。6)に地域と書いてあるので混乱するのかもしれない。 

 

（委員） 

 ・6)の居住年数について、主人は今単身赴任しているが、主人が書くとしたらどう書けば

よいのか。家族の居住年数か、それとも本人の居住年数を書けばよいのか。 
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（事務局） 

 ・あくまでも家族が住んでいる松島ということになる。 

 

（委員） 

 ・松島にどれだけ住んでいるのかを聞きたい設問ということなら、5)と 6)を逆にした方が

良いのではないか。 

 

（事務局） 

 ・そうさせていただく。 

 

（委員） 

 ・9)で高校生という選択肢が無いのはなぜか。「中学生」から「65歳以上の方」までの間

が飛んでいる気がする 

 

 

（事務局） 

 ・この設問は、小さなお子さんがいる方と高齢者と一緒の方の数を特定するための設問に

なっている。間が飛んでいるのはそのためである。小さなお子さんがいる方は環境を大

事にしたり、高齢者がいる方は福祉を大事にしたりと、思いが違ってくると考えている。

間が飛んでいるのはそのためで、そういった世帯を炙り出すのがこの設問となっている。 

 

（委員） 

 ・学生を育てている親御さん世代の意見を聞くためにも、「高校生」「大学生」などの選択

肢を入れても良いのではないか。 

 

（委員長） 

 ・そうすると、広報誌に入れるということで想定しているのは世帯主ということになるが、

やはり基本的には世帯主またはそれに代わる方が記入してほしいということをきちっと

うたったほうが良いのではないか。 

 

（事務局） 

 ・これについては、アンケートの案内文を同封して、その中で説明する予定である。 

 

（委員） 

 ・そこには世帯主と書かれているのか。 

 

（事務局） 

 ・その点に関してはまだ決定していない。皆さんの意見を聴きながら検討したい。 
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（委員長） 

 ・そうなれば先ほどの居住年数の件も、世帯を代表してお答えしていただくことになれば

世帯自体はずっと住んでいるということになる。 

 

（事務局） 

 ・どなたが回答されるかについて、その書き方を含め、事務局で検討させていただく。 

 

（事務局） 

 ・9)の答えがまだ出ていない。 

 

（事務局） 

 ・高校生・大学生を入れることにする。 

 ・（問 2）～（問 4）の記入をお願いしたい。 

 

（事務局） 

 ・問 2 から問 4 について何かご意見等はあるか。 

 

（委員） 

 ・問 3 について「どちらともいえない」と「わからない」の違いはなにか。 

 

（委員長） 

 ・文言ではなく問 6 のように横に直線上で評価する形式の方が分かりやすいのではないか。 

 

（事務局） 

 ・問 3 については、15年前と比較してということになっているので、15年前にいない人は

分からないということになる。そういう意味で分からないという選択肢を入れている。 

 

（委員） 

 ・それなら、「15年前はいなかった」という選択肢の方がいいのではないか。 

 

（委員） 

 ・私は 15年前から変わらないと思う。 

 

（委員） 

 ・五段階評価で何点かを質問しているが、この表現だと変化率を聞いていることになる。

したがって前から住みやすい人たちからの評価は実際には高いが、「変わらない」と答え

てしまい、意図していることと結果が変わってしまうのではないか。 
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（アドバイザー） 

 ・それについては、問 2 と問 3 でクロス集計をする。問 2 で「住みやすい」、問 3 で「変わ

らない」または「どちらともいえない」と答えている場合なら、その人は 15年前から住

みやすかったということになる。 

 

（事務局） 

 ・今の話をまとめると、問 3 の「わからない」という言葉を「15年前は住んでいなかった」

などに変えるということで良いか。あとは、五段階評価を次のページにあるような、横

の数字形式にした方がよいかどうか再検討させていただく。 

 

（委員長） 

 ・これは電算処理なのか。 

 

（事務局） 

 ・電算処理を行う。他になければ問５について記入をお願いしたい。 

 

（委員） 

 ・3 つまでとなっているが、3 つ以上選択してはいけないのか。丸を付けたいのが多くあり、

3 つ吟味するのが大変である。 

 

（事務局） 

 ・この選択肢の文言は総合計画に出てくるものであるが、将来像のランク付けをしたい。

選択数が多すぎると重要度が分からなくなる。 

 

（委員長） 

 ・「3 つまで」という書き方よりも「上位 3 つ」にすれば良いのではないか。また紙面の関

係もあると思うが、グループ分けをして選択肢を並べた方が回答しやすいと思う。この

設問に関して言えば並び順によっても左右されるのではないか。 

 

（委員） 

 ・下線部を最初に持ってくると分かりやすいのではないか。 
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（事務局） 

 ・確かに読み手は疲れるかもしれない。レイアウトを再考させていただく。 

 ・次の設問は 50問あり少しヘビーである。今回分野ごとに 5 段階評価をしていただく形に

なるが、これについては設問ごとに「(1)現状の満足度」と「(2)今後の重要度」の 2項

目について 5 段階評価をしていただく。これの背景としては、限られた行政予算の中で

全ての施策を実行するのは非現実的である。満足度が低いものの中で今後の重要度が高

いものが最優先として皆さんに望まれているような施策になる。そういったところを行

政予算と調整しながら施策の優先度を決めていきたい。まず 1～10 の基盤整備分野の回

答をお願いする。 

 ・問 6基盤整備分野（1～10）で分かりにくい点等があるか。 

 

（事務局） 

 ・特に無いようであれば、11～17 の安全・防災対策分野の記入をお願いしたい。 

 

（事務局） 

 ・学生さんから何か意見はないか。 

 

（委員） 

 ・松島に住んでいるわけではないから現状がわからない。言葉の意味が分からないという

ものは特にない。 

 

（事務局） 

 ・他に無ければ 18～21 の福祉・保健・医療分野を記入していただく。 

 

（委員長） 

 ・21 の「国民健康保険や介護保険などの社会保障」について、どのように評価すれば良い

のか。もっと料金を低くしてほしいなどということか。 

 

（事務局） 

 ・社会保障については、料金についてもだが施設についてでもある。例えば認知症の祖父

（祖母）がいるが、その社会保障が町として満足しているか・安心できているかという

ことで評価していただきたい。 

 

（委員長） 

 ・「社会保障」だけではなく「施設について」などと付け足した方が分かりやすいのではな

いか。 
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（事務局） 

 ・「社会保障制度」とすればいいのではないか。例えば国内で例を見ると、介護保険料を高

くして施設を多く作っているところもあれば、その逆で在宅介護を重要視している地域

もある。その辺を皆さんがどう考えているかということである。 

 

（委員長） 

 ・そもそも決められた金額を払わなくてはいけないと思っていた。 

 

（事務局） 

 ・21 についてはもう少しイメージしやすい設問を考える。 

 ・22～25の環境分野の記入をお願いしたい。 

 

（委員） 

 ・22 は行政が業者に対しての開発指導や誘導を評価するということか。 

 

（事務局） 

 ・業者もしくは個人の開発について行政が指導・誘導するということである。 

 ・他に無ければ、26～31 の教育・文化分野を記入していただく。 

 

（委員） 

 ・28の生涯学習という言葉が町民にとって難しいのではないか。設問として不明確だと思

う。自発的学習に自宅学習も含まれるなら、不明確なように思える。 

 

（委員） 

 ・イメージは沸くが具体例があったほうが良い。 

 

（事務局） 

 ・この設問は再考させていただく。 

 ・他に無ければ、32～36 の産業振興分野を記入していただく。 

 

（委員長） 

 ・32 の文言で、「や」が重なっている。 

 

（事務局） 

 ・文言を訂正させていただく。 

 ・他に無ければ、37～41 の行政運営分野を記入していただく。 
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（事務局） 

 ・何かご意見等は無いか。 

 ・行政運営分野について何もご意見が無ければ、次の 42～50 のコミュニティ分野を記入し

ていただく。 

 

（委員） 

 ・28で出てきた「生涯学習」という言葉が 46 にも出ている。説明が必要だと思う。 

 

（事務局） 

 ・問 6 の 50問を回答していただいた。最後に問 7 の記入をお願いしたい。 

 

（委員長） 

 ・コミュニティ分野について、自分たちが主体のものと町が主体のものが混ざっている気

がする。自分たちがやっていることへの自己評価をすれば良いのか。それとも行政から

の支援に満足しているかを答えればいいのか。 

 

（事務局） 

 ・「活動」と「支援」が混ざっている。混乱するので調整させていただく。 

 

（事務局） 

 ・支援だけに限る必要はないのではないか。 

 

（事務局） 

 ・そう思う。48の支援という言葉が行政からのバックアップという意識が入ってしまう。

「支援」を削除するよう再整理する。 

 ・問 7 の 5つについて記入をお願いする。 

 

（委員） 

 ・分野ごとに優先的なものを選択してもらうほうが良いのではないか。全部の分野を追っ

ていくと、一つの分野のみから 5つ選んでくる人もいると思う。 

 

（事務局） 

 ・分野ごとではなく、まちづくり全体としてどういうところが必要とされているのか捉え

たい。優先的に取り組むということで番号を書いていただくが、ここに書かれた番号の

「今後の重要度」は 5 や 4 の高いところに丸を付けてくると思う。場合によっては、疲

れてきて適当な重要度に丸を付けてくる人もいるかもしれない。それもチェックするた

めにクロスチェックを行うという機能も持たせている。 
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（事務局） 

 ・最後問 8に自由意見ということで、アンケートで伝えられなかったことを書いていただ

くスペースを設けた。ここで得た意見のキーワードなどを整理して、役場の会議などに

フィードバックしていく。 

 

（委員） 

 ・問 6 に戻るが、コミュニティ分野の設問に関して、行政に期待するものが設問としてあ

るのか。 

 

（事務局） 

 ・それだけでなく、皆さんが今やっているコミュニティ活動で満足しているのか否かを中

心に聞いている。 

 

（委員） 

 ・例えば子供会に満足していない場合、町としてはどのように取り組むのか。地域の問題

であって、行政として町が関われるものかと思う。 

 

（事務局） 

 ・関わることはできる。子供会や育成会、PTAなどがあるが町の教育委員会のほうで関わ

っている。 

 

（委員） 

 ・33 と 47 の観光についての項目で、具体的な違いが分からない。 

 

（事務局） 

 ・33 は観光業としての行政の取り組みへの評価で、47 は観光 PRやボランティアなどの住

民のソフト的な取り組みに対する評価というイメージである。違いが分かるように修正

する。 

 

（委員） 

 ・問 6 の各分野で質問項目の数が違う。ここで枠にとらわれないで必要に応じて書きたい

ことは問 8で書くという流れになったときに、問 8でこの分野のことだと分かるように

工夫した方が良いと思う。 

 

（事務局） 

 ・いいお考えを頂いた。そのように問 8を修正する。 

 

（委員） 

 ・問 6 は 5つの柱を基に成り立っているのか。 
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（事務局） 

 ・5つの柱を更に細分化するとこうなる。例えば 37、38の項目の裏には松島町の事業が絡

んでいる。 

 ・その他に意見はないか。 

 

（委員長） 

 ・本日の議題はここまでとする。今の意見を聞いていて素晴らしいメンバーだと思った。

今後ともよろしくお願いしたい。最後に阿留多伎先生から総括をお願いしたい。 

 

（アドバイザー） 

 ・特に総括する必要はないと思うが。この中でワークショップをやったことがある人はい

るだろうか。皆さんやっているようで安心した。ワークショップがまちづくりで使われ

始めてから 20～30 年しか経っていない。それまではこのような委員会はたいてい 3回し

か行われず、1回目が顔合わせ、2回目が中間報告、3回目で結論といった形で意見の出

しようも無かった。しかしそれでは市民の皆様が納得できないということから世田谷で

ワークショップが始まった。ワークショップの日本での歴史は短いが発言機会が多いた

め満足度は高い。更に面白いものとなるように意見をいっぱい出していただきたい。 

・アンケートについては前回のものと比較しながら検討していただきたい。前回のものを

ベースに作られているとのことだが、ＩＴ関係の話が無い。問 1 でインターネットの利

用状況などを聞いても良いかもしれない。ＩＴの活用は町政情報の提供などに関して重

要となってくる。また、問６で環境問題に関しては公害となっているが、最近の問題で

ある地球温暖化問題や、書きにくいかもしれないが原発の問題や省資源の問題などを追

加しても良いかもしれない。一度検討いただきたい。 

・また、一昨年に私の学生がまちづくりの活動と愛着度と地元を知っているかという 3 つ

の関係性を調べた。多賀城について調べたが、地元を知っている人ほどまちづくりに参

加していて、なおかつ愛着度も高く、3 つが相関関係にあることが分かった。今回のア

ンケートに入れるかは別だが、松島に対する愛着度を調べる項目を入れると面白いと思

う。 

・総合計画全体については、意見を書いておくと行政の方は実行してくれることが多いの

で、先程、町長は予算的にできないこともあるかもしれないと言われていたが、この検

討会では、あれもこれもというくらいに考えて意見を述べていただくくらいでいいと思

う。これはできないといった判断は、事務局との調整のもと、私の所属する総合計画審

議会や都市計画審議会が行うので、若さあふれる自由な意見を期待する。 

 

（委員長） 

 ・本日は 3 時間の会議となったが、初回から活発に意見を頂けてよかったと思う。それで

は、進行を事務局に戻す。 
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（事務局） 

 ・以上で第 1回松島町長期総合計画策定検討委員会を閉会する。なお、次回の委員会は 8

月 26 日の午後に開催する。場所と詳細の時間は追って連絡する。 

 

（委員長） 

 ・折角の機会なので、皆で懇親会をやってはどうかと思うがいかがか。 

 

（事務局） 

 ・それでは、委員長のご意見を踏まえ、次回の委員会後に懇親会を設置させていただく。

親睦を深める良い機会となるので委員の皆さんは是非ご参加をお願いしたい。後日、委

員会と懇親会の最終的な出欠を取らせていただくのでよろしくお願いしたい。 

 ・他に意見がなければ、以上をもって本日の委員会を閉会する。 

（終了） 

    

    


