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松島町長期総合計画シンポジウム 

摘 録 

 

■開催日時 平成 27 年 11 月 28 日（土） 

  14 時 00 分～17時 00 分 

 

■場  所 松島町文化観光交流館 

 

■出 演 者 

出演者 氏 名 所 属 

基調講演者 中西 哲生氏 スポーツジャーナリスト 

コーディネーター 宮原 育子氏 松島町総合計画審議会 会長／宮城大学 教授 

パネリスト 櫻井 公一 松島町長 

 卯月 盛夫氏 松島町景観審議会 会長／早稲田大学 教授 

 朱 二太氏 松島町長期総合計画策定検討委員会 委員長 

 鈴木 幸太郎氏 松島町長期総合計画策定検討若手プロジェクト会議 座長 

 藤澤 美子氏 前松島町教育委員 

 

■次  第 

１ 開会 

２ 基調講演 

３ 長期総合計画の概要説明 

４ パネルディスカッション 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議事要旨 

１ 開会 

・町長あいさつ 

□基調講演者、パネリスト □町長あいさつ 
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２ 基調講演 

（中西哲生氏） 

・テーマ「夢の実現のために」 

基調講演の講演内容を次ページ以降に示す。 
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（講演要旨） 

今日は松島町にお呼び頂き感謝している。震災以降、東北に足を運んでいる。今日はお

会いできてうれしく思う。今回の講演のテーマは「夢の実現のために」だが、松島町の夢

に向かっていく一つのきっかけになればと思う。 

 

・プロフィール紹介 

 

・日本サッカー協会の復興支援活動 について 

 

・これまで行ってきた復興支援活動 について 

 

・福島県相馬市とのつながり について 

 

・スポーツを通じた被災地の復興支援 について 

スポーツを通じた被災地の復興支援では重要なことが 3つある。 

→1 つ目は「子どもたちを元気に」ということである。これは震災後に被災地を訪れた際

に皆さん沈んだ表情でいたが、私が子ども達と一緒にサッカーをしている姿を見て周り

にいる大人が笑顔になった。子どもの笑顔は大人も笑顔にする力がある。 

→2 つ目は、「スポーツを観光資源に」ということである。松島フットボールセンターの様

な規模のグラウンドであれば様々な大会を開催することが可能である。大会を開催すれ

ば子ども、親は松島町にやってくる。そのような場所が既に整備されているということ

はすごく大きな資源であり、松島町ではスポーツを観光資源にできる可能性がある。 

→3 つ目は「被災地から世界で戦う日本代表を」排出したい。後輩に大きな影響を与える

ことが出来る。 

 

・長友選手が語る「夢」、「夢をもつ」ということ について 

→長友選手が「世界一のサイドバックになりたい」と夢を言葉にしていたことがきっかけ

でコーチをすることとなった。サッカー選手としての寿命も限られていると常に意識し

ており、一歩でも先に行くため、一歩でも夢に近づくために何が出来るのかを彼は常に

考えている。 

 

・挫折から成長へ について 

→長友選手は試合に出場できなかった時期があるが、そこから逃げずに自分の置かれた状

況と向き合った。挫折するとストレスは掛かるが、チャンスととらえており、それを乗

り越えたときに成長すると分かっている。また、誰かが何とかしてくれるわけではなく

自分自身の力で行動しなければいけないことを理解している。 

→過去は変えることはできない。未来は変えられると思っているが、変える必要があるの

は今である。今を変えられなければ未来は変えることが出来ない。人生はいつでも変え

ることが出来る。 
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・「全力で生きる」ために について 

→私が指導する際に選手に伝えていることは「未来の時間をいま使わない」ということで

ある。今やらなければいけないことは未来に必ずやらなくてはいけないからである。今

やらなければならないことをやらないということは、未来の時間を先に使っているため

何も入らない人生になってしまう。物事を先送りにしないことが重要である。 

 

・《まとめ》自分を変えていくために について 

→トップアスリートが強く心欠けていることは感情のコントロールである。プレー中にて

感情が出てしまうとプレーの好不調の波が激しくなる。感情が出そうな時にフラットを

保っていくか。これが出来ると今の時間を上手く使えるようになる。 

→また、選手には怒りと焦りをコントロールするようにも伝えている。皆さんも生活して

いて、怒りや焦りが出てき際には、もしかしたら変えられないものを変えようとしてい

るのではないか。そのような客観視が出来ると自分を変えていける可能性が大きくなる。

これが人間力の向上、夢の実現に近づく。 

 

≪質疑応答≫ 

・私はサッカーチームのマリソル松島の指導者をしているが、現状の問題として子ども達

が減っており、スポーツ離れが多くなっている。子どもたちのスポーツ離れ、元気にス

ポーツできるようするにはどうしたらいいか。 

→子どもが減っている問題もあるが、私も高校時代は 3、4 人で練習していたがその時に絶

対プロになれると思っていた。環境のせいにしない人間は前に進んでいくことが出来る。

人数少ないからこそのトレーニングをしたおかげで自分も成長出来た。そのような考え

方で指導して頂ければと思う。 

→様々な場所を訪れた際、子どもが減っているというのは切実な問題であると感じている。

まちづくりが上手くいき人が戻ってきている場所というのは、場所に対して魅力がある

こともそうだが、新たな人が来るようなきっかけを作るしかない。先日訪問した女川で

は新しい人が町に入ってきている。置かれている状況はどこも異なるので答えは一つで

はないが、町の事を愛してくれたことによって戻ってくるパターンが多く、同時に新し

い人を受け入れるような努力をしていた。 

→松島町を実際に見てポテンシャルというのは非常に感じているし、元々素晴らしい景観

の場所でもあると思うので、この松島のストロングポイント（景観、海の幸、サッカー

のグラウンドなど）があると思うのでそれを上手く生かし、新しい人を受け入れる準備

が出来るようになってくると戻ってくる人も多いと思う。それに加え松島町で育った人

間もここに帰ってきたいと思う。そのような循環する取り組みを皆さんがやっていただ

くことが必要だと思う。新しい人が入ってこないと人は増えない。人口を増やすために

は出来ないという考え方ではなく、これが出来るというプラスの要素に目を向け、新し

いアイディアを生み出していくような考え方が出来れば変わっていく。自分たちが何と

かするという当事者意識を持つことが必要である。 
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・私は松島町民ではなく、富谷町という 5 万人を超えて市になるほどの町で中学校のサッ

カー部の顧問をしている。人口が 5万人の富谷町であっても、多くの子どもたちがスポ

ーツをしているわけではない。そのような意味では親世代へのアプローチが非常に重要

である。親世代へどのようなアプローチをすれば子どもを積極的にスポーツに向かわせ

られるのかアドバイスを頂きたい。 

→私は今までスポーツをやってきたからこそ、様々な仕事をし、学んだことがたくさんあ

る。健康でいられることもスポーツのおかげである。スポーツに関心が無い人に関心を

持ってもらうのはすごく難しいと思っているが、スポーツの楽しさや、達成感などを我々

が発信していく必要がある。 

→ 近は挫折さえもさせたくない、失敗させたくなどと言っている方が多い。それは日本

の社会のなかで挫折した人間が人生をやり直すことは難しいというのが一つかもしれな

い。まずは大人がスポーツをするということが重要なことである。そして、子どもにも

スポーツに取り組んでもらう。松島には素晴らしいグラウンドがあり、学校の校庭や体

育館を活用するなど方法はある。 

→行政にも難しい課題が多くあり、すぐに解決できることばかりではないと思うがそれを

嘆いていてもしょうがない。ピンチをチャンスに変え、壁を乗り越えていくことによっ

て成長するような松島、東北であってほしい。誰かが何とかしてくれるわけではない、

自分で解決することが必要である。 
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３ 長期総合計画の概要説明 

（亀井課長） 

・松島町長期総合計画について 

・長期総合計画の概要説明スライド資料、説明内容を次ページ以降に示す。 
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松島町長期総合計画シンポジウム

松島町⻑期総合計画の概要

平成27年11⽉28⽇

松 島 町

松島町長期総合計画

【基本構想】

夏の五⼤堂
2
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基本構想
■将来像（松島町が目指す10年後のまちの姿）

働き･･･松島の多様な産業が観光を軸に連携を図り、すべての町民がおもてなしの
心を育めるまちを目指します

学び･･･自然･歴史に学び、故郷に誇りを持ち、国際観光都市としてグローバルな
人材を育成するまちを目指します

集い･･･松島を訪れた人が住んでみたいと思い、町民がコミュニティを大切にし、
みんなが集えるまちを目指します

『 集い、学び、働き、笑顔あふれる美しいまち 松島 』

笑顔あふれる･･･みんながともに「集い･学び･働き」、日々の暮らしの中で笑顔
あふれるまちを目指します

美しいまち ･･･私たちに安らぎと潤いをもたらす松島の美しい自然や景観を大切
にするまちを目指します

計画期間：平成28～37年

3
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将来目標人口 将来人口推計結果

基本構想

14,000

若者の定住促進に向け、住宅
開発や福祉・教育等を充実
将来目標人口：約14,000人

将来目標人口
＝（将来人口推計結果）＋

（住宅開発検討エリア人口）

■将来目標人口 平成３７年の松島町人口：１４，０００人

人口対策を行わない場合
将来人口推計結果：13,400人
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基本構想
■住宅開発検討エリア

住宅開発検討エリア（品井沼地区）

住宅開発検討エリア（反町地区） 住宅開発検討エリア（愛宕地区）

松島町役場

ＪＲ愛宕駅

ＪＲ品井沼駅

《住宅開発検討エリア》
ＪＲの品井沼駅、愛宕駅に近接するポテンシャルや愛宕地区東部の都市計画道路
根廻磯崎線の整備計画を踏まえて設定。
⇒若者の定住を促進する新たな受け皿（住居系の土地利用）

5

松島町長期総合計画

【基本計画】

瑞巌寺 灯道
6
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基本計画
■基本目標

将来像を実現するため「６つの基本目標」を定め、基本目標の達成に
向けた「各種施策」を総合的かつ計画的に実践していきます。

各 種 施 策 の 実 施各 種 施 策 の 実 施

①心地よく元気な
暮らしを支える

まちづくり

基盤整備分野

②人・まち・自然、
ふれあい安らぐ

まちづくり

環境、安全・防災分野

③心も体もすこや
かに笑顔あふれ
るまちづくり

福祉・保険・医療分野

④自然と歴史に学
び、豊かさを育み
広げるまちづくり

教育分野

⑤おもてなしの心
を育み、愛される

まちづくり

観光、歴史・文化分野

⑥豊かな地域で
仕事・暮らしが

つむぎ合う心かよう
まちづくり

産業、行政、ｺﾐｭﾆﾃｨ分野

7

基本計画
■基本目標①：心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり (基盤整備分野)

・ＪＲの駅が多く交通利便性が⾼い
・良好な住宅地が形成されている
・スポーツを楽しめる施設が多い

・国道45号の渋滞や狭い道路
・駅のバリアフリー化が未整備
・⾝近な公園が少ない

町 の 現 状

町⺠や松島町を訪れるすべての⼈々が快適にいきいきとすごせる環境整備に努め、住み⼼地の良い魅
⼒的なまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

8

『公園・緑地』に係る主な施策 『公共交通』に係る主な施策

松島駅・松島海岸駅のバリアフリー化の推進⼿樽海浜公園の整備と活⽤
松島海岸駅整備イメージ

⼿樽海浜公園整備イメージ
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・松島湾や森林などの豊かな⾃然
・島々に守られ、震災被害は軽減
・積極的な⾃主防災組織による活動
・交通事故、犯罪発⽣件数の減少

・松枯れ等の顕著化
・河川の⽔質汚濁は、環境基準は下回っ
ているが近年やや増加傾向

・交通渋滞の慢性化

町 の 現 状

基本計画
■基本目標②：人・まち・自然、ふれあい安らぐまちづくり (環境、安全・防災分野)

松島町の豊かな⾃然と共⽣を図り、地域が⼀体となって継続的に防災・防犯対策に取り組み、町⺠や
松島町を訪れる全ての⼈々が安⼼してすごせるまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

『自然環境保全』に係る主な施策 『消防・防災』に係る主な施策

災害対策の推進松くい⾍等防除の推進

伐倒駆除事業 三⼗刈避難場所完成イメージ
9

・4つの保育所により待機児童ゼロ
・各種健診の実施による健康増進、疾病
予防

・少⼦⾼齢化の進⾏
・核家族化の進⾏による⼀⼈暮らし⾼齢
者の増加

町 の 現 状

基本計画
■基本目標③：心も体もすこやかに笑顔あふれるまちづくり (福祉・保健・医療分野)

福祉・保険・医療の連携を図ることで、安⼼して⼦どもを産み育てられ、お年寄りが元気で⽣きがい
を⾒つけることができるようなまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

10

児童福祉の推進健康増進事業の推進
『保険・医療』に係る主な施策 『児童福祉』に係る主な施策

総合健康診断の様⼦ 保育ステーション事業のイメージ
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基本計画
■基本目標④：自然と歴史に学び、豊かさを育み広げるまちづくり (教育分野)

・幼稚園、保育所、学校、家庭、地域
の協働による元気で⼼豊かな⼦ども
を育むための⼟台づくり

・各種スポーツ⼤会、教室の実施

・少⼦化による園児、児童、⽣徒数の
減少

・震災影響により、⽣涯学習、スポー
ツ施設利⽤者減少

町 の 現 状

学校教育や⽣涯学習を通じて松島の⾃然や歴史を学び、郷⼟愛を育み、グローバル化への対応や地域
づくりの⼀翼を担う⼈材を育成することができるまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

⾷育指導の充実及び推進学⼒向上推進事業の推進
『学校教育』に係る主な施策

ホームステイ 地場産給⾷による⾷育指導
11

・特別名勝、県⽴⾃然公園に指定
・由緒ある⽂化財や史跡等を多く保有

・景観に対する配慮不⾜
・団体客を対象とした画⼀的な案内

町 の 現 状

基本計画
■基本目標⑤：おもてなしの心を育み、愛されるまちづくり (観光、歴史・文化分野)

⾃然や景観を次世代に継承し町⺠⼀⼈⼀⼈が「おもてなし」の⼼を育み、松島を訪れた⼈に「再び訪れ
たい」「住みたい」と感じてもらえるまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

年度別松島海岸駅前観光案内所外国⼈利⽤者実績
平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

⼈数（⼈） 11,134 1,753 4,546 5,893 7,175

国数（国） 87 66 74 78 90

震災年

ゆったり和めるまち並み景観の形成観光客誘致の強化
『国際観光』に係る主な施策

震災の影響により外国⼈観光客数は⼤幅に減少しましたが、その後、
徐々に回復傾向にあります。 松島を訪れる外国⼈観光客

12
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基本計画
■基本目標⑥：豊かな地域で仕事・暮らしがつむぎ合う心かようまちづくり (産業振興、行政運営、コミュニティ分野)

・恵まれた資源による豊富な産業
・産業間連携による松島ブランドの育成
・分館事業など地域コミュニティ活動

・農林⽔産業就業者の⾼齢化、後継者
不⾜

・⼈⼝動態（出⽣数）は減少傾向
・コミュニティの弱体化

町 の 現 状

松島の豊かな地域資源をもとに育まれた産業（事業者）やコミュニティ（町⺠）、⾏政が互いに⾼め
合い、連携を図りながら⼼がかよいあうまちを形成していく必要があります。

町 の 課 題

『定住促進』に係る主な施策 『住民参加』に係る主な施策

住⺠参加体制の充実定住促進に関する情報提供

松島町⻑期総合計画策定検討委員会の様⼦

定住セミナーの様⼦

13

ご清聴ありがとうございました
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「松島町長期総合計画の概要」について 

 

スライド１ 

皆さんこんにちは。松島町役場企画調整課の亀井と申します。 

「松島町長期総合計画」につきましては、昨年度から作成を進めており、現在、計

画の素案を取りまとめた段階まできております。本日は私の方から、平成２８年度以

降の新たな「松島町長期総合計画の概要」について説明させていただきます。 

「松島町長期総合計画」とはどういった計画かと申しますと、ご存知の方もいらっ

しゃるとは思いますが、松島町の基本的なまちづくりの方向性を示す計画になりま

す。町の基盤整備や環境保全、安全対策、医療、教育、産業振興など、町行政全般の

分野に関しての方針を示しており、この計画をもとに各種施策を実践することで、今

後１０年間のまちづくりを進めていくということになります。 

松島町長期総合計画は「基本構想」と「基本計画」から構成されており、本日はこ

れらの概要を説明させていただきます。 

 

スライド２ 

それではまず、基本構想について説明いたします。 

 

スライド３ 

基本構想では、町の「将来像」を設定しています。「将来像」は、松島町が目指す

べき１０年後の望ましいまちの姿を示しており、平成２８年度から平成３７年度まで

の１０年間で、松島町が目指すべき将来像を「集い、学び、働き、笑顔あふれる美し

いまち 松島」と設定しています。 

この将来像は、町民の代表の方で構成されている「松島町長期総合計画策定検討委

員会」において検討が行われ、町に対して提言されたものであり、「身近な日常の暮

らし」に主眼をおいたキャッチフレーズとなっています。 

このキャッチフレーズは、「集い」「学び」「働き」「笑顔あふれる」「美しいま

ち」の５つのキーワードから構成されており、それぞれのキーワードに意味が込めら

れています。 

「集い」は、松島を訪れた人が住んでみたいと思い、町民がコミュニティを大切に

して、みんなが集えるまちを目指すということです。 

「学び」は、自然･歴史に学び、グローバルな人材を育成するまちを目指すというこ

とです。 

「働き」は、多様な産業が観光を軸に連携し、すべての町民がおもてなしの心を育

めるまちを目指すということです。 

「笑顔あふれる」は、みんながともに「集い･学び･働く」ことで、日々の暮らしの

中で笑顔があふれるまちを目指すということです。 

「美しいまち」は、自然･歴史に学び、松島の美しい自然や景観を大切にするまちを
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目指すということです。 

こうした思いから、将来像のキャッチフレーズを設定しています。 

 

スライド４ 

続きまして、松島町の「将来目標人口」についてです。 

基本構想では、まちの将来指標の１つとして、松島町長期総合計画の目標年度とな

る平成３７年度時点における町の「将来目標人口」を設定しております。 

「将来目標人口」の設定方法は、まず、出生･死亡･移動などの過去の人口動向をも

とに推計した「将来人口推計」を行います。グラフのオレンジ色のラインが「将来人

口推計結果」になります。 

松島町の人口は年々減少しており、平成２７年現在で１４，８９７人ですが、「将

来人口推計結果」では、特別な人口対策を行わない場合、平成３７年には１３，４０

０人まで減少することが見込まれます。 

平成３７年の「将来目標人口」は、この「将来人口推計結果」に、計画期間中に開

発が見込まれる住宅開発検討エリアの「開発人口」を加え、算出しています。 

若者の定住促進に向け、住宅開発とあわせ、福祉や教育等を充実させることで、人

口減少を抑制し、平成３７年の「将来目標人口」を１４，０００人と設定しています。 

 

スライド５ 

このスライドは、計画期間中に開発が見込まれる住宅開発検討エリアをしめしたも

のになります。 

「住宅開発検討エリア」の位置につきましては、品井沼地区、反町地区及び愛宕地

区の 3 箇所を設定しています。3 地区とも市街化調整区域になりますが、ＪＲの品井

沼駅、愛宕駅に近接するポテンシャルを持っており、愛宕地区東部には都市計画道路

根廻磯崎線の整備が予定されています。これらの住宅開発検討エリアは、若者の定住

を促進する新たな受け皿として住居系の土地利用を検討しています。 

 

スライド６ 

ここからは、基本計画の説明に移らせていただきます。 

 

スライド７ 

基本計画では、将来像を実現するため、６つの分野について、基本目標を定めてお

ります。 

６つの分野としては、「基盤整備分野」「環境、安全防災分野」「福祉･保健･医療

分野」「教育分野」「観光、歴史･文化分野」「産業振興、行政運営、コミュニティ分

野」を設定しています。 

「基盤整備分野」の基本目標は「心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり」、「環

境、安全防災分野」は「人･まち･自然ふれあい安らぐまちづくり」、「福祉･保健･医
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療分野」は「心も体もすこやかに笑顔あふれるまちづくり」、「教育分野」は「自然

と歴史に学び、豊かさを育み広げるまちづくり」、「観光、歴史･文化分野」は「おも

てなしの心を育み、愛されるまちづくり」、「産業振興、行政運営、コミュニティ分

野」は「豊かな地域で仕事･暮らしがつむぎ合う心かようまちづくり」となっておりま

す。 

これら 6 つの基本目標のキャッチフレーズにつきましても将来像と同様に、町民の

代表の方で構成されている策定検討委員会において検討が行われ、町に対して提言さ

れたものを採用しております。 

これらの基本目標を達成するために、分野ごとに各種施策を実施し、基本目標を達

成することで将来像の実現に繋がると考えております。 

それでは、次のスライド以降で、各基本目標を達成するための具体的な施策につい

て説明いたします。 

 

スライド８ 

まず、「基盤整備分野」についてです。基本目標は先ほども説明しましたとおり、

「心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり」と設定しております。 

基盤整備の面から見た町の現状は、ＪＲの駅が多く仙台や石巻などへのアクセスの

利便性が高く、高城･本郷･磯崎･品井沼地区などでは、良好な住宅地が形成されてい

ます。また、松島運動公園や温水プールなどスポーツに勤しむことができる施設があ

ります。そうした良い特徴がある一方で、国道４５号の渋滞が慢性化していたり、Ｊ

Ｒの駅がバリアフリー化に対応していない。また、身近な公園が少ないなどの問題も

見られます。 

こうした現状を踏まえますと、「町民や松島町を訪れるすべての人々が快適にいき

いきとすごせる環境整備に努め、住み心地の良い魅力的な町を形成すること」が課題

として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、新たな松島町長期総合計画では、

土地利用、河川・港湾、公園・緑地、住宅、上水道、下水道、道路、公共交通、情報・

通信のプロジェクト区分を設定し、各種施策を設定しています。 

本日は、時間の制約上、各種施策の内、主要な施策を紹介させていただきますが、

スライドの左下は、「公園･緑地」に係る主な施策として、「手樽海浜公園の整備と活

用」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「公共交通」に係る主な施策として、「松島駅･松島海岸

駅のバリアフリー化の推進」を掲載しています。 

 

スライド９ 

続きまして「環境、安全･防災分野」についてです。基本目標は「人･町･自然、ふれ

あい安らぐまちづくり」と設定しております。 

環境、安全･防災の面から見た町の現状は、松島湾や森林など日本三景を構成する
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豊かな自然環境に恵まれています。また、多島海を形成する島々により震災時の津波

被害が軽減された経緯があり、一方で自主防災組織が活発に活動していることなど、

地域の防災意識は高い状況です。そうした良い特徴がある一方で、日本三景松島の特

徴である松に関して、近年、松枯れが顕著化していることや、河川の水質汚濁がやや

増加傾向にあり、また、交通渋滞の慢性化による騒音や二酸化炭素などの温室効果ガ

スの増加などの問題も懸念されています。 

こうした現状を踏まえますと、「町の豊かな自然との共生を図り、地域が一体とな

って断続的に防災･防犯対策に取り組むことで、町民や松島町を訪れる全ての人々が

安心してすごせる町を形成すること」が課題として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、環境、安全・防災分野では、自然

環境保全、公害、交通安全、消防・防災、防犯のプロジェクト区分を設定し、各種施

策を設定しています。 

主要な施策としましては、スライドの左下に、「自然環境保全」に係る主な施策と

して、「松くい虫等防除の推進」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「消防･防災」に係る主な施策として、「災害対策の推進」

を掲載しています。 

 

スライド１０ 

続きまして「福祉･保健･医療分野」についてです。基本目標は「心も体もすこやか

に笑顔あふれるまちづくり」と設定しております。 

福祉･保健･医療の面から見た町の現状は、町内には４つの保育所が設置され待機児

童がゼロとなっており、また、各種健診の実施により、町民の健康増進や疾病予防が

図られています。そうした良い特徴がある一方で、少子高齢化の進行や核家族化の進

行による一人暮らし高齢者の増加といった問題も見られます。 

こうした現状を踏まえますと、「福祉･保健･医療の連携を図ることで、安心して子

どもを産み育てられ、お年寄りが元気で生きがいを見つけることができるような町を

形成すること」が課題として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、福祉･保健･医療分野では、保健・

医療、高齢者福祉・介護予防、児童福祉、障がい者福祉、ボランティア、社会保障の

プロジェクト区分を設定し、各種施策を設定しています。 

主要な施策としましては、スライドの左下に、「保健･医療」に係る主な施策とし

て、「健康増進事業の推進」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「児童福祉」に係る主な施策として、「児童福祉の推進」

を掲載しています。スライドには、保育ステーション事業のイメージ図を掲載してお

りますが、こちらの事業は、子育て世代への負担軽減と子育て環境整備による定住促

進を目的に、保育園児の保護者の方で、ＪＲ松島駅から通勤されている方や松島町役

場付近を通勤ルートとしている方などを対象として、役場庁舎の一室にて通勤前に子

どもを預かり、入所している保育所まで送り届けるという事業になります。多様化す
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る子育て環境に対応する新規施策として実施いたします。 

 

スライド１１ 

続きまして「教育分野」についてです。基本目標は「自然と歴史に学び、豊かさを

育み広げるまちづくり」と設定しております。 

教育の面から見た町の現状は、元気で心豊かな子どもを育むための幼稚園、保育所、

学校、家庭、地域の協働の土台づくりに取り組み、町が一体となった教育環境整備に

努めているほか、各種スポーツ大会や教室を開催し、スポーツ振興にも努めています。

そうした良い特徴がある一方で、少子化による園児、児童、生徒数の減少や、震災影

響による生涯学習･スポーツ施設利用者数の減少といった問題も見られます。 

こうした現状を踏まえますと、「学校教育や生涯教育を通じて松島の自然や歴史を

学び、郷土愛を育み、グローバル化への対応や地域づくりの一翼を担う人材を育成す

ることができるまちを形成すること」が課題として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、教育分野では、学校教育、生涯学

習、スポーツ振興、文化財保護のプロジェクト区分を設定し、各種施策を設定してい

ます。 

主要な施策としましては、スライドの左下に、「学校教育」に係る主な施策として、

「学力推進事業の推進」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「食育指導の充実及び推進」を掲載しています。 

 

スライド１２ 

続きまして「観光、歴史・文化分野」についてです。基本目標は「おもてなしの心

を育み、愛されるまちづくり」と設定しております。 

観光、歴史・文化の面から見た町の現状は、国の特別名勝や県立自然公園に指定さ

れており、由緒ある文化財や史跡等も多く有しています。そうした良い特徴がある一

方で、観光地においては、景観に対する配慮の不足や団体客対象の画一的な案内など、

風情ある観光地というイメージが損なわれているといった問題も見られます。 

こうした現状を踏まえますと、「自然や景観を次世代に継承し、町民一人ひとりが

「おもてなし」の心を育み、松島を訪れた人に「再び訪れたい」「住みたい」と感じ

てもらえるまちを形成すること」が課題として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、観光、歴史・文化分野では、国際

観光、交流事業、文化遺産の調査と活用のプロジェクト区分を設定し、各種施策を設

定しています。 

主要な施策としましては、スライドの左下に、「国際観光」に係る主な施策として、

「観光客誘致の強化」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「ゆったり和めるまち並み景観の形成」を掲載していま

す。 
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スライド１３ 

続きまして「産業振興、行政運営、コミュニティ分野」についてです。基本目標は

「豊かな地域で仕事・暮らしがつむぎ合う心かようまちづくり」と設定しております。 

産業振興、行政運営、コミュニティの面から見た町の現状は、恵まれた資源を背景

に豊富な産業が形成されているほか、観光業・農林業・水産業が連携した松島ブラン

ドの育成などの取り組みが進められており、また、分館事業など地域のコミュニティ

活動も盛んです。そうした良い特徴がある一方で、農林水産業などにおける就業者の

高齢化、後継者不足、子どもの出生数の減少、コミュニティの弱体化などの問題も見

られます。 

こうした現状を踏まえますと、「松島の豊かな地域資源をもとに育まれた産業（事

業者）やコミュニティ（町民）、行政が互いに高め合い、連携を図りながら心がかよ

いあうまちを形成すること」が課題として挙げられます。 

この課題を解決し、基本目標を達成するために、産業振興、行政運営、コミュニテ

ィ分野では、起業創業、観光業、農林業、水産業、商工業、定住促進、住民参加、行

財政、広域行政のプロジェクト区分を設定し、各種施策を設定しています。 

主要な施策としましては、スライドの左下に、「定住促進」に係る主な施策として、

「定住促進に関する情報提供」を掲載しています。 

また、スライドの右下は、「住民参加」に係る主な施策として、「住民参画体制の

充実」を掲載しています。 

 

以上で、各基本目標を達成するための具体的な施策についての説明を終わらせてい

ただきます。 

 

なお、本日は時間の制約上、松島町長期総合計画の概略のみをご説明させていただ

きましたが、本日のスライド資料と主要な施策内容を整理した資料を、近日中に松島

町のホームページ上に公開させていただきます。詳しくは、そちらの内容にてご確認

をお願い致します。 

また、12 月中旬から、松島町長期総合計画の素案を松島町のホームページ上に公開

し、町民の皆様から幅広く意見をうかがう「パブリックコメント」を行う予定でおり

ます。 

松島町長期総合計画素案の詳細な事項等につきましては、そちらの資料をご確認い

ただき、お気づきの点やご指摘事項等がありましたら、ご意見をお寄せいただきたい

と考えております。 

以上を持ちまして、松島町長期総合計画の概要についての説明を終了させていただ

きます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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４ パネルディスカッション 

テーマ「協働による持続可能なまちづくり」 

 

（宮原氏） 

・冒頭の町長の挨拶に続いて、今日は中西氏の基調講演をいただき、その中でスポーツを

通じた人間力づくりや松島のまちづくりについても応援のメッセージを頂いた。松島の

強みを生かし、皆さんが当事者意識を持って努力をすれば様々なことが実現するのだと

いうことである。また、松島町の長期総合計画に関する説明があった。これらの情報を

参考にしながらパネルディスカッションを進行する。 

・松島の 大の魅力は日本三景に数えられる豊かな自然環境を背景とした、昔の人たちが

長い時間をかけて築き上げてきた歴史や文化であり、今ではたくさんの外国人観光客が

訪れる国際観光都市にまでなった。このような松島町の現状と、社会情勢の変化を踏ま

え、これから松島がどのような町を目指していくのかということについて、今日は様々

な分野のパネリストがいるので色々なご意見を頂きたいと思う。 

・本日のテーマは「協働による持続可能なまちづくり」ということで、まずは「協働」に

ついて意見交換を行う。協働には、町と町民、町と町外の機関や企業など様々な主体が

あるが、その様な方々が一緒になり、働く、活動するということである。このことにつ

いてそれぞれの分野からお話を頂きたい。 

 

（櫻井町長） 

・私は 8 月末の町長選挙で 5 つのテーマを掲げていた。テーマの内容としては、「震災から

の復興の加速化」、「子育て環境と教育環境の充実」、「企業誘致による地域産業の活性化」、

「観光事業による活性化」、「魅力あるまちづくり」である。このテーマについては、現

在作成中である次期長期総合計画においても各種の施策を設定し、活力あるまちづくり

を推進していく所存である。 

・「魅力あるまちづくり」については、特に住民や事業者、行政との協働によりまちづくり

を推進していく必要がある。 

・土地利用の分野では、若者が住みたいと思える住環境の整備や空き家・空き地の有効活

用、環境分野では自然環境の保全やリサイクルの推進、福祉分野では各種ボランティア

活動、教育分野では学校・地域・家庭の連携による家庭教育の推進。観光分野では日本

三景松島の良好な景観の保全。産業振興分野では松島の特色を活かした企業家の育成支

援や農林業・水産業・商業などの産業間の連携の協働が求められる取り組みが多岐に渡

る。ここでの協働とは、同じ目的の為に対等の立場で協力し共に働くことである。した

がって魅力あるまちづくりという目的の為に住民や事業者と行政が対等の立場で協力し

て共に働くということになる。 

・協働によるまちづくりを推進するうえで、 も重要なことは先ほどの中西氏の講演にも

あった様に夢を持つことである。つまり、住民や事業者と行政が自分たちの住む松島町

をどのような町にしたいかという望ましい将来像を共有することで町全体の目指すべき

方向性を統一することが重要である。人口急減、超高齢化の時代を迎え、松島町におい
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ても人口減少や財政縮小が懸念されている。町が持続可能な発展を継続し、町民が安心

して潤いのある豊かな生活を育むためには松島町の特色を活かした魅力あるまちづくり

が求められている。住民の方においては、日本三景松島に住んでいるという誇りを持ち、

新たな松島町長期総合計画の将来像である「集い、学び、働き、笑顔あふれる美しいま

ち 松島」を実現するために積極的にまちづくりに参加して頂きたい。 

・一方で住民のまちづくりへの参加を促進するためには我々行政が、その仕組みを充実さ

せていく必要がある。その基本となるのが、協働で取り組む過程のすべてにおいて関係

する情報を公開して情報の透明性を確保し、情報を共有化するということである。また、

その情報を基にして住民と行政が意見交換を行う場などを提供することが重要であると

考える。情報を共有化し、住民や事業者との意見やニーズを踏まえながら、まちの望ま

しい将来像の実現に向けて協働によるまちづくりを推進していくので、住民の皆様には

是非積極的にまちづくりに参加して頂ければと思う。 

 

（宮原氏） 

・次は松島町景観審議会で会長を務めている卯月氏より、松島の大切な宝である景観の観

点から話を頂く。 

 

（卯月氏） 

・東日本大震災の年から松島町に来て 5年目になる。今日は景観という側面から協働につ

いて話をしたい。昨年、松島町は景観計画を策定し、景観行政団体という指定を受けた。

さらにそれに基づいて景観審議会がスタートしている。一時期震災のため景観計画と取

り組みは中断したが、その後速やかにその活動が開始され、その後の住民参加を経た計

画づくりが国土交通省にも評価され、昨年都市景観大賞という賞を受賞した。だがそれ

は受賞したから終わりではなく、これからもっと努力しなければいけないということで

ある。 

・景観には多くの側面があるが、今日は屋外広告物（看板）の話をしたいと思う。松島町

に来るようになってから、松島が大好きになったが、ちょっと気がかりなのは海岸通り

や松島海岸駅を降りた際の海の景観は素晴らしいが、看板が気になる。日本の観光地は

どこでもそうだが、気になる。今日は京都市の取り組みを紹介する。 

・京都市は平成 19年に取り組みが始まった。新景観政策とし、それ以前からも様々な取組

みを行っていたが、新景観政策を作り徹底的に屋外広告物をきれいにすると市長が言っ

た。その際にそれには相当時間が掛かるということで 7年間の時間を掛けて、取り組む

という方針が出された。屋外広告物というのは 3年おきに許可を出している。したがっ

て、次の看板までの 3 年は今までどおりでいいが次の看板を付け替える時は、新しい政

策に基づいてやってくださいということで、1 年間の余裕を見て 7 年で徹底的にやると

いう方針を打ち出した。 

・京都だけではなく、日本の屋外広告物の現状というのは 7 割が条例違反と言われている。

屋外広告物条例というのがあり、そのうち 7割が違法で作られた看板、あるいは無届で

作られた看板である。川崎では 8 割の条例違反というデータもある。 
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・そこで京都では 7年経過して京都は 8割が条例に適したものになった。職員を増やして

1 件、1 件すべてチェックした。 

・屋外広告物の業界というのは大きな業界である。私が別な町で調査をした際に、ある駅

前だが、場所によっては屋上広告の看板 1 基数百万円。そのような場所を業者は常に探

しながら、看板を出しているのでそれを制限するということは大変難しい。それに対し

ての京都市長のメッセージは、「どんなに芸術に興味のある人でも 1 か月に 1 回、2回美

術館に行く人はそういないでしょう、だけと市民は毎日町を歩いて、特に子供たちは公

告、看板を見て町の印象や、芸術的・文化的なセンスを身に付けていく。是非看板の業

界の方々、次世代の子ども達にきちんとした文化、芸術の良さを伝えるためにも合法的

で、美しい看板作りをしてください。」京都市長が自らメッセージを出して新聞広告も出

した。 

・そこでいくつか行ったが、屋上公告、点滅式照明、可動式照明を禁止した。コーポレー

トカラーを使用しない金融機関の名称表示、制限したコンビニエンスストアの名称表示。

歩道に出ていた屋外広告物も敷地内に入れる。今では市民が違反の公告を見つけて注意

をするような状況になっている。 

・屋外広告物は規制だけではなく、表彰や補助金交付なども行っている。 

・先斗町では行政が定めたルールを越えて地元の方がもっと厳しい、もっと自分たちの町

を良くしようという形で作った団体には補助金を出したり表彰している。 

・このような京都市の 7年間の取り組みは大変評価すべきことである。是非松島町もこの

基本計画を 10年で実現しようということなので、その中の一つとして屋外広告物の景観

改善をして、観光客にもさらに来ていただいて喜んでいただく。さらに地元の子ども達

にも文化・伝統を伝えていくために取り組んで頂きたいと思う。 

 

（宮原氏） 

・京都市の取り組みということで、京都の価値を何よりもわかっている市民と一緒に町が

工夫をしながら、まずは屋外の看板についての取り組みを行った。出来ないと言うだけ

ではなく、どうやったら出来るかという工夫が重要で、7 年間という時間をかけて、色

の工夫や表彰制度など、可能になっていく方法を突き詰めて行き、 終的には市民全員

が動くといったような形の屋外看板の取り組みについて教えて頂いた。 

・重要なことは京都で育つ子供たちのためにという点で、皆さんが思っている部分と被る

のではないかと思う。 

・続いて松島町長期総合計画策定検討委員会の委員長をされている朱氏から、松島の重要

な産業の一つである観光分野の話を頂く。 

 

（朱氏） 

・策定検討委員会では、子育て世代の男女、子育てがひと段落して父母と住んでいる方々、

私のように松島で働いている方々など、あらゆる方が参加して、松島町をどのようにし

ていったらいいかという、非常に活発な意見交換がされた。その中で、今まで私は、ま

ちづくりは行政がやるものだと考えていたが、今回の委員会に参加して、住民も一緒に
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なってどのような町にしたいという思いを持つことが重要だと感じた。 

・東日本大震災から 4 年が経過し、日本では少子高齢化の中で人口減少が進み、各地域で

の競争が非常に厳しい時代に差し掛かっている。幸いにも松島町には豊かな自然や農林

水産業、日本三景松島という日本有数の観光地を抱えているので観光業や商業がある。 

・策定検討委員会の中では人口減少の中で地域を活性化させていくためにはどうしたらい

いか話し合ったが、何度も松島に行ってみたい。せっかく松島に行ったのだから長く滞

在しないともったいない、出来るならここに住みたいと思っていただけるまちづくりが

重要だと考えた。観光客だけではなく住民や近隣に住んで居る方に松島に行ってみたい、

住んでみたいと思っていただけるようにしていくためには、行政や特定の業種の方だけ

やるというのではなく、みんなで力を合わせて、行政・産業・住民が一体となって連携

し協働する必要がある。行政と産業と住民の連携という前に、もっと相手のこと、訪れ

てくれる観光客、近隣の方、住民をもっと 初に考えるべきだと思う。行政・産業・住

民の連携というと聞こえはいいが、利害関係が先に来てしまい、自分の主張をぶつけ合

い自分のやりたいことを言い合ってしまう。実現したとしてもお客さんの事を何一つ考

えていないものになってしまう気がする。そもそも 初に何度も訪れたいと思ってもら

うためにはお客様が何を求めているのかどうしたいのかということをみんなで考えれば

必然的に何を連携、協働しなくてはいけないのかということが見えてくる。 

 

（宮原氏） 

・朱氏も松島町でビジネスをされているが、普段ビジネスをされている中でそのような共

通のビジョンを持つような印象的なことや、出会いというのはあったか。 

 

（朱氏） 

・それぞれの会社が様々なことを努力してやろうとする。今自分が出来ることになってし

まうので、訪れるお客様にそれを感じてもらえるかというと実はなかなかそう感じても

らえない。先ほど卯月氏がおっしゃったように、みんながこのような町にしたいという

目標があればそれを徹底することで、松島を訪れた人が松島ってこのようなことを訴え

ようとしているのかがわかる。松島に来てくださいと言いながら、バリアフリーがされ

ていない。歩道が狭いなど、そのようなことが改善・徹底されていくことで初めて訪れ

る方が松島ってこうなんだということを感じてもらえる。そのようなことが大事なのか

なと感じる。 

 

（宮原氏） 

・次に松島町長期総合計画策定検討若手プロジェクト会議の座長を務めている鈴木氏より

起業や創業の視点からお話をお願いする。 

 

（鈴木氏） 

・私は宮城の食のセレクトショップを経営している。以前は会社に勤めていたが会社を辞

めてから起業するまでの経験を踏まえて、起業・創業の観点から行政や各産業間の協働
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について述べさせて頂く。 

・まずは起業するまでの苦労や問題点を踏まえた行政との連携の必要性、そして起業後に

感じた行政との連携の必要性についてお話しする。起業の際の苦労については、空き店

舗がなかった。なかなか探しても見つからず、空いている物件に交渉には行くがなかな

か応じてもらえないということもあった。今後も探すのは非常に難しいのではないかと

思う。そこで行政との連携として空き店舗のマッチングをしていただけると良いのでは

ないか。空き店舗の情報などを集約して提供する場を作ってマッチングをすれば起業も

しやすくなり、起業件数も伸びるのではないか。私の周りでも起業したいという話を聞

くが場所が無く諦めるという話を聞く。ニーズはあるので、仕組みづくりをすれば改善

できるのではないか。 

・また、資金調達についても同様に苦労した。そもそも借り入れをしたこともなければ、

仕方もわからない。銀行による違い（規模や利率の違いなど）が全く分からない。助成

金の仕組みもわからない状況であった。私の場合は友人の行政書士の方に教えて頂いた。

行政との連携としては資金調達に関して専門家からの相談・アドバイスをしていただけ

る場を設けて頂ければと思う。事業規模に合わせた資金の調達方法、条件の良い調達方

法、助成金の有無などをアドバイスして頂くと創業もしやすくなるのではないか。 

・商品開発についても同様である。当社でオリジナルの牡蠣を使用したせんべいの商品開

発を進めていたが、 初は技術的にうまくできずに困っていた。行政との連携としては

技術的な支援をしてくれる機関、会社の情報を教えて頂きたい。私の場合は県の技術セ

ンターを紹介して頂き開発のサポートをしていただいた。研究員の方と相談して問題を

解決しながら商品を完成させた。このような技術的に問題を解決してくれる機関の紹介、

企業のマッチングをしてくれるとより良い商品がもっともっと出来るのではないかと思

う。技術や商標などの知的財産権の取得のサポートもしていただけるとさらに商品価値

を上げることが出来てさらなる発展が出来るのではないかと考えている。このような一

連の支援をしていただく窓口も行政で作っていただくとスムーズに起業しやすい環境が

整い、起業件数の増加につながるのではないかと思う。 

・また、起業すること自体が目的ではなく起業してから本当のスタートであり、起業後の

行政の連携も非常に重要だと思う。起業後に感じた問題として、出来たばかりの店舗と

いうことで認知度が広がらない。これは行政と連携して使用可能な広告媒体（HP、SNS、

冊子）なども利用して創業広告枠を作っていただき、認知度のアップに協力・連携して

頂ければと思う。資金についても、安定した経営というのは簡単ではないということを

身をもって感じた。資金調達の面でも専門家からのアドバイスや勉強会をしていただけ

れば非常にありがたい。創業3年以内の倒産率というのは8割と言われている位である。

いかに 3 年継続するかが勝負であり、その後の経営につながってくると思う。 

 

（宮原氏） 

・まず、町を活性化する中で今までの様々な産業の他に新しい仕事、事業を起業していく

ことも非常に重要だということで、実際に起業しようとした際に、今現在ではどうして

も町の中に仕組みや受け皿がないという話である。鈴木氏は場所選びにも苦労したよう
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である。資金面、商品開発のアドバイスなど町と一緒になって、ただ支援してもらうだ

けではなく、町と一緒になって新しいものを作っていきたい。そのような時の仕組みと

いうのは今後松島の町にも必要だという話であった。 

・続いて藤澤氏だが、教育委員会の委員をされていた。松島の子どもたちの学びの観点か

らお話を頂く。 

 

（藤澤氏） 

・9 月まで教育委員をしていた。協働の教育と言うと、学校教育支援や家庭教育支援、地

域活動の支援などがあるが、現在多く関わっているもので学び支援事業というものがあ

る。各学校で自主学習の習慣化や家庭学習の推進を目標とした学習支援を行っている。

さらに、各学校のお昼休み、放課後も使っている。小学生はのびのび松っこ学級、中学

生は学びの相談室ということで、多いときには 7名位の先生方が関わっている。 

・普通の学校の先生に教えて頂く場合、担任の先生と補助につく先生の 2人になるかと思

うが、この学び支援だとお母さん世代の先生だけでなく、おじいちゃんおばあちゃん位

の世代の先生もいる。そしてそこに集まってくる子供たちもだいたい同じメンバーだっ

たり、たまに来るメンバーだったりするが、学校教育と違う環境で勉強できるというこ

とは良いことだと思う。自主学習などの目標があるが、居場所づくりという点でもすご

く大切な場所である。昔の大家族のような関係のなかで、子供たちも家庭環境とは違っ

た面がみられるのではないか。学校教育とはまた違った居場所づくりが出来るのではな

いか。多いときには 50人近く来る日もある。居心地がいいと思っているお子さんが、毎

回のように来ている。 

・児童館の充実については子育て支援センターや留守家庭の児童学級も併設して行われて

いる。様々なことを行政でも行っていて、利用している方は利用しているが、なかなか

認知度が上がらない。ぜひ参加していただきたい。地域でも分館活動や子供会活動など

も盛んに行われているとは思うが、効率的にやっていくとしぼんでいく気がするので、

そこは非合理的に何度でも足を運んで顔を合わせるような仕組みを作っていただけると

末永く続いていくのではないかと思う。多くの人、物、事、場所につながっているとい

うことが協働として大切なことではないかと思う。 

・晩婚による高齢での出産は、子育てと介護が一緒になってしまうことがある。ダブルケ

アの問題も出てくると思うので、子育て支援と介護を一緒にやっている人たちのケアも

とても大切ではないかとこの頃感じている。仕事を止めなくても介護が出来るような環

境作りをお願いしたい。 

 

（宮原氏） 

・松島の子ども達にとって居心地のいい場所づくりも町と協働でやっていけるテーマでは

ないかということで地域の皆さんが取り組んでいる事例をご紹介いただいた。 

・卯月先生、今まで町の皆さんのそれぞれの分野における取り組みや協働に対する課題が

出たが、コメントを頂ければと思う。 
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（卯月氏） 

・創業・起業の話がとても興味深く感じた。先ほどの中西氏の話、亀井課長の話にもあっ

たが、人口を少しは増やしたい。松島出身の人には戻ってきてほしいけどそれ以外に松

島に住んでみたい、仕事をやってみたいという人達をどれだけ支援できるかということ

で先ほどのお話しがあった。今回の総合計画の中で、仙台から松島に来る若者に、こん

な支援ができるということをアピールすべきである。 

・空き店舗が無いことに驚いた。いろんな町に行くと空き店舗はどうやったら埋まります

かという話をよく受けるが、その様な情報が無いだけなのか本当に空きがないのかわか

らない。そのようなことをきちんと情報整理をして広報したら協働というまちづくりは

進みそうな気がする。 

 

（宮原氏） 

・次のキーワードは「持続可能なまちづくり」ということで今までの発言にもつながって

くると思うが、町が今後活発に町民の皆さんも様々な活動をしたり豊かな生活をしてい

くために持続するというキーワードは非常に重要だと思う。この「持続可能なまちづく

り」についてこれから皆さんにご意見を伺う。 

 

（櫻井町長） 

・全国的に少子高齢化や人口の一極集中が問題となっており、先ほどの説明にもあったが、

松島町も人口が減少していくものと推計されている。そのため、定住促進の観点から見

た持続可能なまちづくりについて述べさせて頂く。 

・松島町の人口動態を見ると出生数は減少傾向にあり、平成 24年以降は年間 60人台とな

っている。高齢化人口が増加傾向にあることから死亡数も増加しており、自然増減はマ

イナスとなっている。社会動態については震災以降に転入人口が増加しており、社会増

減がプラスになっている年も見られるが、転入傾向はここ数年で落ち着くものと思われ

るため、人口は減少傾向に向かうことが予測されている。私たちの松島町は県内自治体

でも少子高齢率が高いことを踏まえると、松島町が将来にわたり安定した持続可能な発

展を継続していくためには若者の定住促進が重要な課題と考えている。そのため若者の

移住、定住を促進するため新たな松島町長期総合計画においても町外からの住宅購入者

を対象とした住宅購入の支援、町の魅力等を掲載した定住ガイドブックの作成案、HPの

空き家バンク制度等を活用した移住、定住者向けの情報発信を行っていきたいと思って

いる。子育て支援の面では、これまで所得制限を設け、0～15 歳の子どもの医療費等を

実施してきたが、所得制限を撤廃し 18 歳まで医療費等の助成枠を拡大することを計画し

ている。 

・また、新たな取り組みとして、 JR 松島駅から通勤する保育所入所者の保護者の方を対

象として、役場庁舎の一室で朝に子どもを預かり、入所している保育所に送迎する「保

育ステーション事業」や、地域において子育ての支援を受けたい方と、子育ての支援を

したい方が会員となり、育児について助け合う会員組織を構築し、ファミリーサポート

センターが、会員間の支援活動の調整を行い、活動を支援する「ファミリーサポートセ
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ンター事業」などにも取り組んでいくことを計画している。 

・教育面では、教育環境の充実に努めるとともに、地域や家庭との協力体制、幼・保・小・

中・高の連携を強化し、学力向上と豊かな心を育む教育を推進していく。また、松島町

の自然や歴史・文化等に学び、グローバル化への対応や地域づくりの一翼を担う人材育

成に努める計画としている。 

・先ほど、鈴木氏から、起業・創業を行う際の協働について、ご発言があったが、新たな

松島町長期総合計画では、これまでは設定していなかった「起業創業」に関するプロジ

ェクトを新規に設定し、新たな事業展開を検討している起業家等を対象とした助成、就

業能力、技術の開発や起業セミナーなど、起業家等の人材育成支援、新商品、新サービ

スの開発や事業化に関する情報などの関連情報の提供などを行い、町としても起業家等

の育成・支援を積極的に推進していく。 

・今、私が申し上げた「持続可能なまちづくり」に関する取り組みは、先のテーマの住民

や事業者の方々との「協働」なくしては、実現していくことが困難である。そのため、

住民や事業者の方々との連携のもと、町全体で取り組みを推進していきたいと考えてい

る。 

 

（宮原氏） 

・「持続可能なまちづくり」ということで町が存続していくためにはそこに住み続ける人た

ちがいること、安心して子どもを産み育て、そしてここで大人になり、また他からも様々

な人が入ってきながら新しい産業が芽生えていく。このような町も一つの生き物の様な

ものなので皆さんでそういったところを支えながらやっていくということで先ほど鈴木

氏の発言にあった起業・創業に関しても次期松島町長期総合計画で位置づけたいという

ことである。 

・次に卯月氏から景観と持続可能性についてお話を頂く。 

 

（卯月氏） 

・先程の町長と鈴木氏の話に触れるが、行政支援が必要だとなりがちだが、今すべての自

治体は必ずしも財政が豊かではない。そのような新しい起業・創業を民間も含めて支援

していくという動きがあると思う。例えばクラウドファンディング、若い人の起業だけ

ではなく、高齢者の方々がもっと自分たちのお昼ご飯を食べれるところをみんなで作り、

みんなで運営する。みんなで寄付を集めて、もちろん行政は法的な支援をするがそのよ

うなところを作っていったということもあるので、もう少し広い意味でコミュニティー

ビジネスというかソーシャルビジネスを行政が音頭を取るが、民間のノウハウを持った

コンサルタントや金融機関（地方銀行、信用金庫など）は本来そのようなことを支援す

べきところである。そのような所とうまく連携することが必要だと思う。 

・景観については、松島の四大観がみんなに知られていないということが残念である。観

光バスで来て遊覧船に乗って牡蠣を食べて帰ってしまうという観光客も重要だが、もう

一泊して頂き、交通機関がなく行きにくい四大観の一つでも見ていただくことによって、

新たな松島を知っていただくことが出来るし、もし一晩停まっていただいたらお月見を

27



12 
 

していただきたい。松島の夜の町を散歩してみて、特に昨年のお月見船が素晴らしかっ

た。昼の景観だけではなく夜の景観。このようなことも、リピーターを増やすというこ

とが持続可能な観光まちづくりにとって必要なことである。 

 

（宮原氏） 

・協働にも重なるが、町と住民だけではなく事業者などが協力し様々な工夫が必要だとい

うご指摘を頂いた。松島の景観の素晴らしさをもう少し観光やリピーターを増やしてい

くところにつなげていけるという所でご指摘を頂いた。松島の月というのは本当に素晴

らしいということでご覧になった方は口コミで自慢している。このようなところも松島

の素晴らしさとして四季折々、それからいろんな時間帯での松島というのは可能性があ

ると思う。 

・次に朱氏から観光の持続可能性についてお話を頂く。 

 

（朱氏） 

・松島を訪れる団体のお客様から良く聞く言葉が、「もう松島何度も来ている」である。定

番の瑞巌寺、五大堂を見て船に乗ってということで、団体でいらっしゃるお客様である。

もう何度も見ているからのんびり出来るところはないのかと聞かれる。それを聞くたび

にさみしい思いをする。松島を訪れる観光のお客様は大体 1～2時間の滞在である。そん

なに短い時間で松島の良い所を見られるのだろうかと思うが、逆に考えると現在の松島

は 1～2 時間で十分だということを、お客様や旅行会社に思われているのではないか。人

口が減少している日本で日本三景松島というブランドだけでは生きていけないのではな

いかということを痛切に感じている。皆さんもご存じの通りディズニーランドは何人も

のリピーター客がおり、その様な人が集まる場所や商品というのは、何度でも行きたい

何度でも買いたいというブランド力を持っている。良くブランドと言うが辞書で調べる

とブランドとは製品に付ける名前、名前が付いた製品そのものの事である。良くブラン

ド品と言われているものはいい商品であるということをお客様が認知している。だから

それがブランド名になっている。もう一方の言い方としては他と区別できる特徴を持ち、

価値の高い製品の事を指す場合があると書いてある。そう考えると、今までの日本三景

松島では成り立たないと危機感を持った時に、この近隣一帯が他と区別できる価値をど

のように見出せばよいのかということを、おいしい食べ物や温泉、農林水産業など、そ

のような資源を使ってどう作り上げるのかということが非常に大事である。何度も言う

ように人口は減少している。増えていくのであれば一回来てくれればそれで成り立つの

かもしれないが今後はそうはいかない。今まで有名だった分もう何度も来ているという

お客様がいる。ある面では、全く開発されていない所よりは不利なのかもしれない。そ

のような中で持続して生き残っていくためには、観光客のお客様だけではなく、住んで

いる人たちが住んでいて気持ちがいい、近隣の人たちが休日には松島に行って美しい眺

めを見ながらのんびりコーヒーを飲もうかと思ってもらえるような、もっと長くいたい

という環境をどのように作り上げていくのかが非常に大切である。それを先ほどの協働

や連携の話ではないが、行政、事業者、住民がどのように作り上げていくかということ
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をやっていかないと、競争が厳しい中で日本三景松島というブランドだけでは生き残っ

ていけない時代なのかなと思う。そのような面では、平成 25年に世界で も美しい湾ク

ラブに加盟をしたことで、注目されている部分はあると思う。それを受けた後に松島湾

エリアの 3市 3町と宮城県が「再発見！松島“湾”ダーランド構想」というものをやっ

ているが、はたから見ていて本当にまとまっていくのかと思っている。まさしくいろん

なところが自分の言いたいところを言い張ってなかなかまとまらない。そのようなこと

でお客様が来るのかと。私は来ないと思う。まさしく松島湾の一帯を地域として魅力の

あるものにし、松島にきたら瑞巌寺だけに行くのではなく、あらゆるところで楽しめ、

家族で行くとこんなことが出来るということを作り上げることが面白いと思う。例えば

松島湾の周辺にサイクリングロードを作り、奥松島から七ヶ浜を船で渡る、それを一周

楽しめるようなもの。所々で地元の人たちが牡蠣汁をごちそうしてくれ、いろんなもの

を買うことができるような、そういったものがあれば、近隣の人たちも松島に行っての

んびりしたいとなるのではないか。 

 

（宮原氏） 

・観光客の滞在時間が短いのは長年の松島の課題である。本当は松島の魅力はもっとある

はずである。それが伝わっていかない。それをこれからもう少し、松島だけではなく松

島湾を囲む近隣で連携をとりながら考えていければということである。ところで近隣と

いうのはどこを考えているのか。 

 

（朱氏） 

・まずは仙台市。それが広がっていければ宮城県の中、福島、岩手。魅力を持てば近隣は

広がっていくと思う。 

 

（宮原氏） 

・次にこれからのコミュニティーについて鈴木氏よりお話を頂く。 

 

（鈴木氏） 

・これからのコミュニティーとイベントの必要性についてお話しする。コミュニティーに

ついては、住み続けていくためには地域の方々の交流が必要になってくる。現状は交流

する機会やイベントが減ってきている。今後地域の方とつながりを持てる場をもっと作

ることが必要になる。今後少子高齢化になっていく際に老若男女が参加できるイベント

づくりというのが求められる。 

・コミュニティーづくりは東日本大震災の際に経験したように、助け合う仕組みづくりで

もあると思うので非常に大事になってくる。 

・イベントについては、コミュニティーづくりにつながるが、町民参加型のイベントを増

やしていくべきである。地域の交流活性化のためのイベントを増やしていくべきである。

その中で、体験型のイベントを実施し、松島にある職業を知っていただき、将来の仕事

につなげてもらえるようなイベントを開催するべきではないか。体験漁業、農業などを
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実施して後継者不足を解消する。また、松島の魅力を伝えて将来的に I ターン、U ター

ンなど定住化につなげていくべきである。 

 

（宮原氏） 

・これも大事な視点である。町民同士が知り合い、交流する機会を作るために町民参加の

イベントをもっと増やしたらどうだろうかということでご指摘を頂いた。 

・松島を担う人材育成について藤澤氏からお話を頂く。 

 

（藤澤氏） 

・ジュニアリーダーの活動紹介（海の盆、松っこ祭り、イベントに呼ばれて手伝い、お泊

会の手伝い） 

・現在人数が増えてきているジュニアリーダーたちは、このような地域行事への参加、地

域の方々のふれあいを通じて松島の良さを感じたようだ。そのことにより、松島の事が

とっても好きになり、松島にこのまま長く住んで居たいという気持ちが生まれたようで

ある。この子たちがこのまま住み続けられればいいと思うが、進学などにより松島から

外に出て行ってしまったり、両親の仕事による引越しで、高校生から青少年の人たちが

少なくなってしまう。その人たちにも何とか松島に住み続けてもらいたいという思いが

ある。安心して住み続けるために、不便なものや困っているもの、手伝って欲しいこと

などの要望等と、手伝いたい、やってみたい、提供したい場所があるといった提供意思

をマッチングさせるようなコーディネーターの育成も非常に大事なのではないかと思っ

ている。後に行政に頼らずに、独自で運営できるような仕組みづくりや拠点ができれば、

住み続けられるという意味での持続可能な松島の、一つの起爆剤になるのではないかと

思う。 

・若者の確保をしたい。いきなり若い人が松島に定住し子育てをするというのではなく、

学園都市のような、短期間のお試しのようなものが良いのではないか。親元を離れた学

生がたくさんいるが、その方達に安い住居を提供して松島に住んでもらい、そこから学

校に通ってもらう。社会学や歴史文化を学んでいる学生や農・漁業、観光、商業の勉強

をしている学生さんにとっては、わざわざ研究室まで行かずとも、松島にはいくらでも

素材があるため、学びながら、住んでもらうこともできる。そして休日にアルバイトを

したいということであれば、海岸周辺に店がいくらでもある。そのようなこともあって、

お試しの学生用住居の提供というのができたらと思う。これにより、場所だけではなく

人とのつながりもできてくるため、疑似 U ターンの様な形で戻ってきたり、松島の良さ

を発信する原動力にも繋がるのではないだろうか。空き家に関する話もあったが、大き

な農家では空き部屋もたくさんあると思う。高齢者しかいなかったりすると、高齢者の

方と一緒に住むシェアハウスの様なものもでき、大きな家で学生のシェアハウスをして

も良いのではないかと思う。 

 

（宮原氏） 

・若い人が松島に来た時のメリットはたくさんあるというお話を頂いた。 
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・これまでの議論を踏まえ、各パネラーからコメントを頂きたい。 

 

（櫻井町長） 

・基調講演にもあったが、個人的にも物事は先送りしないで取り組む姿勢でいる。先ほど

お話を聞いていた中から随時取り入れられるものは早めに取り入れるという考えでいく。

長期総合計画については、これから議員の方々と議論を重ね、松島町が良い方向に向か

うように、今日の意見を参考に取り組んでいきたいと思う。 

 

（卯月氏） 

・藤澤氏の話に感動した。私も子どものまちづくりについて近頃取り組んでいる。子ども

を主体としたまちづくりというのは、子どもがきちんとした市民として育っていくとい

うことが一つの目的だが、もう一つは子どもの素直な発言により大人の気付きがあると

いうことである。高知市には子どもファンドというものがあり、子どもたちがまちをこ

うしたいという提案をする。また、小・中学生、高校生から構成される子ども審査員と

いうものがあり、その提案の審査を行う。これはおもしろい、実際にやってみようとい

うものがあれば、市が予算をつけるというものである。単に子どもに発言させて終わる

のではなく、基調講演にもあったように夢をもち、それを実現させるまで支援するとい

う活動を、長期総合計画をきっかけにやってみてはいかがだろうか。 

 

（朱氏） 

・若者を元気に育てるということと、起業する人たちに来てもらえる仕組みづくりが重要

だと思った。九州に視察に行った際にも空き家プロジェクトというものがあり、大学の

学生がうまくマッチングを行っていた。当初は学生たち自身が空き家の活用を行ってい

たが、途中からやり方を変えたようで、私も目から鱗だった。本来ならば空き家に企業

が入り利益をあげるものだが、近所のサークル活動等で料理を作り、それを振舞うとい

う使い方をしているようであった。決して企業として利益をあげるものではなく、周辺

コミュニティを盛り上げるという活動であるが、おもしろい取り組みだと感じた。 

 

（鈴木氏） 

・卯月先生の話が印象に残った。四大観や月見など、松島にある有効活用されていない資

源をますます活かせば観光振興・ビジネスに繋がると思った。また、京都の看板の話も

そうだが、外部の成功事例を参考にすることも重要だと感じた。 

 

（藤澤氏） 

・人との繋がりがとても重要だと感じた。松島が一体化して、みんなで盛り上げていけれ

ばと思う。 

 

（宮原氏） 

・私も松島に来た当初は観光地としてのイメージが強く、それはつまり町民全体が観光に
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関わる町というイメージが強かったということだが、 近になって、実際には農業や漁

業など、観光以外の様々なことに携わる人がいる町であることに気付いた。それは町民

の方々にも意識されてきていると感じている。特に震災以降には町内での付き合いが増

えている。そういった背景を踏まえると、今後は町民全員が自分たちのためのまちづく

りをしていくことが大切だと思った。それは、基調講演でもあったように、他人事では

なく自分のこととして捉え、町の良さを引き出していくことが大切だと思った。そうい

った中で、本日のパネラーの方々のご提案を実現しながら、観光客だけでなく、住んで

いる人たちのための目標を立て、取り組んでいくことが重要であると感じた。 

 

≪質疑応答≫ 

・基調講演では、現在を大事にすることで未来の夢を実現できるとあった。松島町の役場

庁舎は現在仮の庁舎である。未来に不安を覚える。 

→（櫻井町長）現在の庁舎は 10 ヵ年ということで造られ、現在 3年目である。今後検討を

行う予定である。 

・私は富山観音の麓に住んでおり、卯月先生が言われたように四大観の景色は素晴らしく、

観光客の方にも泊まっていただきたいと思っているが、現在の松島町はバリアフリーが

不十分である。長期総合計画は 10年計画ということだが、バリアフリーについては早急

に整備していただきたい。 

→（卯月氏）四大観は行きにくい場所なので、町営バスや旅館のバス等を連携させ、四大

観のような場所に気軽に行けるような工夫が必要だと思う。もちろん一方では歩いてい

けるような歩道整備も必要である。 

・空き家を活用して学校の夏休みなどを使いながら、子どもたちが自然に触れ合う行事を

作っていただきたい。 

→（卯月氏）これを実現するためにも、子どもを含めた住民から提案を出してほしいと思

う。その提案に対して町が助成金を出し、住民も会費を払うなど、資金の面でもシェア

しながら実現できれば素晴らしい提案だと思う。 

 

（宮原氏） 

・住民からこうしたことをやってみたいなど、協働で取り組めること、工夫して行うこと

ができることなど、積極的に意見を出し、行政とやりとりを行うことが、今後のまちづ

くりを進める上で非常に重要である。 

・以上でパネルディスカッションを終了する。 

 

 

５ 閉会 

・副町長あいさつ 

 

（終了） 
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