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第 14 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 8 月 5 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、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、佐藤

綾委員、鈴木えり子委員、高成誠一委員、松谷倫明委員、 

  欠席者：安土哲委員、梁川秀幸委員、高橋浩司委員、佐々木弘子委員 

  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 昨年度の事務事業（予算ナビ）と今年度の事務事業の比較          【資料 1】 

 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】 

  会計別事業費の確認                                  【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） 

・先日の総合計画審議会で基本理念、将来像、6つの柱の承認を頂いた。今後主要施策や、

主要事業もまとめていくことも話している。地方創生関連事業についての質問もあった。

総合計画と矛盾があってはならない事業なので、同時並行で進めていく。よろしくお願

いする。 

３ 議題 

（事務局） 

・資料 1の説明 

   「今年度の事務事業（予算ナビ）と今年度の事務事業の比較」について 

（事務局） 

・6ページの「長寿社会対策基金」は基本計画に記載しない方針である。 

（委員） 

・土木総務費の防犯分だが、継続も新規も次期長期総合計画に記載しないため提出してい

ない。 

（委員） 

・17 ページの事業名称が「幼稚園管理者」になっている。 

（事務局） 

・事務事業の名称が「幼稚園管理者」であったためそのまま記載している。 

（委員長） 

・教育委員会と協議した結果、必要なければ人件費と同じ扱いで不要扱いとする。 

（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 

（事務局） 

・2-1-1-10 は空シートで送付されてきたが、事務事業はなしということで良いか。 
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（委員） 

・事業は行うが、前年度の実績に応じて返還する金額が決定するため現状では事業費が不

明であり予測が付かない。 

（委員） 

・17 ページの「児童館運営費」の地方創生分野に丸がつけられている。 

（事務局） 

・今回は提出された資料の創生該当分野に記入がない事業に関しては事務局で確認を行っ

た。児童館事業に関しては、児童館の運営をするにより、U、I、Jターンする人や、少

子化対策の一環にもつながる。この項目に該当するからと言って必ず地方創生の対象に

なるわけではない。 

・児童館の運営は人件費も含まれるため、地方創生としては上がらないが事務事業だけで

見れば該当するということで対象になると考えた。 

（委員） 

・その考えになるのであれば地方創生該当分野の丸を付け直す必要がある。 

（委員長） 

・児童館の運営そのものでは地方創生の対象にはならない。 

（委員） 

・児童館の運営に関しては、地方創生に該当しないのであれば取りやめようと考えていた。 

（事務局） 

・地方創生該当分野の記載の仕方については検討する。 

・17 ページの 3-3-1-1 の災害救助経費の施策が空欄になっているが、現在の長期総合計画

に載っている主要施策だと消防・防災の分野に該当する。 

・災害が発生するまでの施策は実施計画書に含まれているが、災害後の施策が含まれてい

ない。東日本大震災が発生後の長期総合計画なので震災後の施策を作成し、計画書に載

せていく。 

（相澤委員） 

・1ページの「文書経費」は総務課と財務課が担当である。 

（事務局） 

・文書経費は財務課のみの担当である。それ以外の例規関係はその下の施策であり、担当

課もこのままで良い。 
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（委員） 

・25 ページの「磯崎漁港修築・浚渫事業」と 26ページの漁港整備事業 2つだがこれは 27

年度で完了する。 

・26 ページの 2行目の漁港整備事業については県の事業で負担金の見通しが見えていない

状況であるため確認する。 

（委員長） 

・プレミアム商品券の事業は 1,500 万円で今後行っていくのか。今年は地方創生の予算が

付いたため大きくなったが来年度予算が付くか不明確である。 

・地方創生の予算が国内で 2,000 億円と言われており、松島町では 7,000 千万円ほどであ

る。その中で 1,500 万円の商品券事業を行うには無理である。本来であれば地方創生事

業がなければ廃止する予定であったため、額について要検討である。 

・企業創業の事業費が記載されていない。記載しておくように。 

・松島町で起業を考えている人が増えている。空き店舗の問い合わせや、起業の問い合わ

せがある。現在では町からの援助金はほとんど出ない状態である。企業家、創業家を育

成することが大きな目的である。 

（委員） 

・28 ページ「富山観音表賛同環境整備経費」だが今年度までの事業で次年度以降、効果促

進なので次回からは維持管理しか出ないため除外しても良いのではないか。 

（副委員長） 

・国費が入れられない可能性もあるが、いずれ 27年度予算に含まれているため現在の時点

では必要ない。 

（委員長） 

・29 ページの「松島町内公衆トイレ整備事業（仮）」とは何か。 

（委員） 

・瑞巌寺参道脇のトイレや公衆トイレの整備である。和式のトイレが多くある。 

（委員） 

・30 ページの「土木総務費」だが施策名を入れる必要があるのか。総務費はどうすれば良

いのか。 

（事務局） 

・土木総務費自体の内容が分からなかったため、何の施策に当てはまるかわからなかった。 
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（委員） 

・建設課の事務費全体であるため施策としては必要ないのではないか。 

（委員長） 

・管理班の土木総務費の方が高額なのはなぜか。 

（委員） 

・積算システムのリース代である。車等のリースも含まれているのではないか。 

（委員長） 

・33 ページの 8-5-4-1 の施策と事業名が一致していない。指定管理料は支払っていないの

か。 

（委員） 

・指定管理料の支払いはしておらず。利益を渡している状況である。 

・33 ページの災害公営住宅管理経費については、町営住宅として 1つとして考えて可能性

があるため確認を行う。 

（副委員長） 

・交付金事業で配分を受けているため個別に必要となる可能性がある。 

（委員長） 

・33 ページの「街路事業」だが同じ根廻磯崎線であり、財源が異なるだけで 2つの事業に

分けるのか。 

（事務局） 

・予算と事務事業が 2つになっているため分けている。今回は事務事業として聞いている

ので、施策としてはきいていない。 

（事務局） 

・35 ページの「水防活動経費」だが主要施策には消防はあるが水防はない。 

（委員） 

・防潮堤の警戒とか点検など消防団と同じ扱いであれば消防団と同じ扱いにする。もしく

は先ほどの意見にもあった災害対策関連の新施策を作るのであればそちらに入れても良

い。「防災組織の育成支援」に含めることとする。 

（委員長） 

・事業費の 647,000 円は何の経費か。 
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（委員） 

・ほとんどが防潮堤の消耗品経費である。 

・35 ページの「防災会議運営経費」は防災会議自体が地域防災計画を策定する際の諮問機

関の様な位置付けが強いので、「地域防災計画の改定」と修正する。 

（委員長） 

・地域防災計画の改定は何年に行うのか。 

（委員） 

・随時である。新しい防災関連の施策を策定した際に改定を行う必要がある。 

（委員長） 

・現在は地域防災計画の改定という主要施策があるのか。地域防災計画自体を推進するこ

とはないのか。「推進と改定」にした方が分かりやすい。 

（委員） 

・35 ページの「防災教育の推進」を「防災訓練の実施」に修正する。 

（委員） 

・36 ページの「防災組織の育成と支援」だが事業費が高額な理由は。 

（委員） 

・1度に 7～8,000 万円の負担金を 4回ほど支払うため。 

（委員長） 

・35 ページの個別受信機だが、補助金はないのか。 

（委員） 

・地方創生の項目に該当するものがない。 

（委員長） 

・財源は要検討である。基金交付金が使用できるのであれば活用する。いずれにしても 32

年までしか使えないものである。 

・個別受信機は松島の全世帯を考えているのか。 

（委員） 

・主に高齢者の世帯を考えおり、設置の希望を取る予定である。前の役場に防災行政無線

があったがそれが無くなり、聞こえづらくなった。また、高城避難所の屋上に付けられ

るよう整備してある。 
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・費用については個人が購入するものに対して補助金を助成する。一人暮らしで役場に来

られない方に関しは民生委員などにお願いするなど対処する。 

（委員長） 

・46 ページの「公立学校施設災害復旧（単独）」は名目計上なので必要ないのではないか。 

（事務局） 

・不要な計画に関してはもう一度事務局で見直しを行う。 

（委員長） 

・45 ページに「第 1幼稚園管理費」と「第 2幼稚園管理費」とそれぞれ 2つあるが、会計

の種類が一般会計と、一般になっており違いがわからない。一つにまとめるべきである。 

（委員長） 

・56 ページの「松島博物館改修事業（仮）」とあるが 30 年までに改修出来るのか。 

（委員） 

・30 年に大規模改修を行いたいと考えている。雨漏りがひどく環境が劣悪になっている。

観光客からのクレームが発生しているため対処したい。 

（委員長） 

・内装とエアコンだけの整備をしてはどうか。 

（委員） 

・壁には大理石が貼ってあり当時の趣があったら素敵であった。だが、ビニールタイルを

上に貼り補修しているなど安く手を加えている箇所があり、そこをもう少しきれいにす

ることで印象は変えられるのではないか。大規模改修といかないまでも雨漏りしない程

度に改修を行いたい。 

（委員長） 

・参考見積をもらっておく。期間は 32年開始とする。 

・総合計画を策定していく中で、主要施策の話が出たときに質問を受けそうなのが博物館

とハートフルである。 

（事務局） 

・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 
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（委員長） 

・地方創生には全部で何事業エントリーするのか。 

（事務局） 

・一般会計では 68 事業である。介護で 3事業、観瀾で 3事業である。最終的なアウトカム

として具体的な数値が欲しい。 

（委員） 

・保育ステーション事業については、保育所が現在 4箇所あるが、役場が駅に近いことも

あり、役場の一室で（例：朝 7時から 9時まで）預かった上で、4箇所の保育所に送る

事業である。 

・JR 通勤者や車で通勤する人に関してなど精査が必要ではあるが、朝の忙しい時間の保護

者の負担を減らすことが目的であり現在計画中である。 

（委員） 

・帰りは保育所に迎えに行くのか。 

（委員） 

・一日の様子を保育士から聞いて欲しいという面もある。帰りも忙しいのであれば役場ま

での方が便利かもしれないため検討する。 

・他の自治体では送迎している。16時～20 時まで役場に子供がいても退屈するかもしれな

い。 

（委員） 

・延長保育などになると、夜担当になるため担任からは話が聞けず同じになるのではない

か。 

（委員） 

・日曜保育については、観光業など特殊な職業の場合もあるが、せめて親と子の時間は日

曜日に取ってもらいたい。 

・現在、保育所は 19 時まで開園しているが 21 時まで延長してほしいという声もある。仕

事なので仕方ないが、少しでも子供との時間を過ごしてほしいという考えはある。日曜

保育や預かり時間の延長など今後検討していく必要がある。 

（委員長） 

・留守家庭児童学級を所管していた際に、日曜日も行って欲しいとの要望があった。親も

息抜きがしたい時もあるとのことであった。 
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（委員） 

・ファミリーサポート事業も 28 年度から開始予定である、親が息抜きを考えている際には

活用してほしい。 

（遠藤委員） 

・脳検診助成事業については、27年度から行っている。個人で脳検診（MRI を含む）を受

けていただき、それに対して町から 1万円を上限に助成を行う。当初 40 人で予算を見て

いたが、現在申し込みが 150 人を超えている。医療機関によって金額に差がある。 

（委員長） 

・体操着の配布事業も提案されている。利府町では小学校、中学校 1年生で体操着の配布

を行っている。それに加え松島町では小学校 4年生にも配布を考えている。 

（委員） 

・利府町では室内、室外履きも配布している。 

（事務局） 

・資料 3の説明 

「会計別事業費の確認」について 

（委員長） 

・現在は復興予算が含まれているため過去との比較ができる様、震災前の数値が欲しい。 

・人口フレームについては 14,000 人を想定している。今後住宅供給策対策をしないと 10

年後の人口は 13,363 人になる。かなり少なく感じるかもしれないが、現実的な数値であ

る。 

・現在の人口は 14,900 人ほどであり、10 年後に現在の人口は維持できない。これから策

定していく長期総合計画は 14,000 人想定した計画を作成していく。今後、産業フレーム

の検討を行う。 

（副委員長） 

・10 月の審議会には施策内容も示す方針なので、事業の精度を高める必要がある。 

４ 閉会 

（事務局） 

・次回の第 15回庁内委員会は 9月 2日 13 時 30 分からを予定している。 

（終了） 


