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第 1 回松山市総合計画審議会議事録 

日 時 平成 24年７月 30日（月） 15:00～17:15 

場 所 松山市役所 別館６階 第３委員会室 

出席者 最終ページ参照 

 

１． 委嘱状交付 

 

２． 開会 

 

３．市長挨拶 

・ 本日はご多用の中お集まりいただき、ありがとうございます。日頃から松山市政に特別にご

協力いただき、感謝申し上げます。また、このたびは委員への就任をご快諾いただき、あり

がとうございます。 

・ 松山市総合計画は、市政の最上位にあたる計画です。第５次の総合計画は、ちょうど 10

年前に策定され、それに基づいて総合的・計画的なまちづくりを進めてきましたが、今年

度で第５次の計画は終了します。平成 17年１月１日に旧松山市、旧北条市、旧中島町の

合併があり、松山市は四国初の 50万都市となりました。第６次の計画は、合併後初めて

の総合計画になります。 

・ これからのまちづくりでは、少子高齢化、環境問題、経済不況の長期化、地方分権の進展、

災害に強いまちづくりなどが大きなキーワードになろうかと思います。松山市民の皆さんに

愛着や誇りをもっていただきたいと考えていますし、市外の方にも、魅力がある、住んでみ

たい、訪れてみたいと思ってもらえるまちを、市民のみなさんとともにつくりあげていきた

いと思います。 

・ 委員の皆さんには、貴重なご経験や専門的な知識を生かしたご提案をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

４．委員紹介及び事務局職員紹介 

 

５．会長及び副会長の選出 

事務局 

・ 続きまして、「次第５．会長及び副会長の選出」についてですが、当審議会の会長は、審

議会条例第５条第２項の規定により、「会長は、委員の互選により定める」こととしてお

ります。どなたか会長のご推薦をいただけないでしょうか。 

 

井戸委員 

・ 防災をはじめ、地域で幅広い分野でご活躍されている矢田部先生がご適任ではないかと思

います。 

 

事務局 

・ 井戸委員から矢田部委員をご推薦いただきましたが、よろしいでしょうか。 
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一同 

（拍手） 

 

事務局 

・ それでは矢田部会長、会長席の方へお願いします。 

・ 続きまして、副会長についてですが、審議会条例第５条第４項に「副会長は、委員のうちか

ら会長が任命する」と規定しております。 

・ 矢田部会長から、どなたかご指名をお願いします。 

 

矢田部会長 

・ 副会長でございますが、名簿でいちばん最後にお名前が記されている、特定非営利活動法人

ふれあいエコクラブ理事長の吉田啓二様を推薦したいと思います。 

・ 長年にわたり、本市で環境保全活動に取り組んでこられ、現在「まつやま Re・再来館」の館

長でいらっしゃいます。吉田委員、よろしいでしょうか。 

 

吉田委員 

・ がんばらせていただきます。よろしくお願いします。 

 

一同 

（拍手） 

 

６．諮問 

事務局 

・ 続きまして、「次第６．諮問」について、でありますが、市長から、松山総合計画審議会 矢

田部会長に対しまして、諮問書をお渡しいたします。 

 

（諮問書交付） 

 

事務局 

・ なお、皆さまには、資料６－１として、お手元に諮問書の写しを配布させていただいてお

りますので、ご確認をお願いします。 

 

７．会長及び副会長挨拶 

 

事務局 

・ ここで矢田部会長、吉田副会長から、ご挨拶をいただきます。まず矢田部会長、よろしくお

願いします。 
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矢田部会長 

・ 愛媛大学の矢田部と申します。ただいま本会の責任者を仰せつかりました。皆さん方を前に

して、責任ある役を引き受けたなと思っています。 

・ ３月 31日まで愛媛大学の国際連携の責任者をしており、世界のまちを見て歩くチャンスがあ

りましたが、中国のまちはとにかく伸びており、大学の規模も圧倒的に大きいです。国際の

立場で大学連携をしていますが、愛媛大学も規模で負けてはいけないので、庭は松山城で、

奥座敷は道後温泉であると非常に壮大な話をすると、向こうは身を乗り出して聞いてくれま

す。 

・ 松山市は歴史があり、文化の薫り高いまちです。世界に出しても恥ずかしくないと思います。

また、50 万都市でもトップクラスで、四国の中ではナンバーワンです。それだけのまちを私

たち自身がつくっていかなければなりません。新しい市長を迎え、私たち自身が市長を支え

ながら、松山を日本に、また世界に誇れるまちにしていかなければならないと思います。 

・ 日本は今、厳しい状況におかれています。今後 10年の舵取りを間違えると、もう日本は立ち

あがれないのではないでしょうか。松山市もこれまでの計画をもとに、さらにステップアッ

プしていけば、多くの情報を発信でき、日本が国際的に競争できる一つの武器になります。

総合計画審議会委員として、皆さんの力を遺憾なく発揮していただき、よい成果を市長に答

申したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

事務局長 

・ それでは吉田副会長、よろしくお願いします。 

 

吉田副会長 

・ 副会長を仰せつかりました吉田啓二です。委員名簿を拝見すると、学識の方も多く、NPO、

公募の方も含めて 20名いらっしゃいます。私は、松山で、35歳で会社をつくり、経営者をし

ながら、40 代前半で環境分野の市民活動を始め、二足のわらじを履いてやってきましたが、

60歳を過ぎたので会社は若手に任せて、市民活動の総括をしていこうと思っています。 

・ 平成５，６年、まだまだ環境問題に対する行政の意識が希薄な時代でしたが、東京や大阪で

取り組まれていたリサイクルフリーマーケットの勉強をし、松山の堀之内でやってみたいと

思いました。当時の環境部は、減量対策課という小さな課１つだけでした。そこで、市民と

行政が一体となってサービスを提供する時代が来ているから、堀之内で市民主体のリサイク

ルフリーマーケットをしながら、環境保全の活動をしていこうと考えました。 

・ 当時は、まだ市民が堀之内を借りることができなかったので、社長の立場から、マスコミに

協力をお願いしました。私たちは責任をもってごみ減量やリサイクルの啓発拠点をつくりた

いと考えており、そのためにスタッフがお金を貯め、環境部の部長ともお話をして、８か月

から 10か月かけて、貸していただくことになりましたが、実際にやってみるとかなりのイン

パクトで、１万人ぐらいの人が集まりました。今では年間平均 10回ほど開催しており、定着

しています。 

・ そのような中で、平成 12年の「みんなのまつやま夢工房」が環境をテーマとするとのことで、

中村前市長から座長を仰せつかり、そこで年度末に行った提案の一つとして、平成 14年に「ま

つやま Re・再来館」が立ち上がりました。企画運営を我々が行い、建物は行政に提供してい
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ただくという役割分担で、11年目をスタートしたところです。 

・ 市民活動が松山で芽生えて、今、地に足が付きつつあります。今回の総合計画では、市民活

動を通じての経験、また経営者としての 30数年の経験を少しでも生かしていけるようにがん

ばっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。 

 

事務局 

・ ありがとうございました。 

・ ここで皆さんにお断りさせていただきます。市長はほかの公務のため、ここで退席させてい

ただきますので、ご了承ください。 

 

市長 

・ 恐縮ですが、中座をさせていただきます。皆様方、これからの松山市のため、よろしくお願

いします。 

 

事務局 

・ それでは、審議会条例第５条第３項の規定に、「会長は、会務を総理し、審議会を代表する。」

旨の規定がありますので、ここから先は、矢田部会長に進行をお願いします。 

 

矢田部会長 

・ それでは、議事を進めます。冒頭に事務局から、会議の公開・非公開についての説明があり

ましたが、議事に入る前に、これについてお諮りしたいと思います。こうした会議ですので、

公開が原則だと思いますが、会議を公開することについて、ご異議はありませんでしょうか。 

 

一同 

・ 異議なし。 

 

矢田部会長 

・ ご異議なしと認めますので、今後の審議についても公開します。 

 

８．議事 

①松山市総合計画策定方針及び審議会スケジュール 

矢田部会長 

・ それでは「次第８．議事」１点目の、「松山市総合計画策定方針及び審議会スケジュール」に

ついて、事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料４ 第６次松山市総合計画策定方針 説明） 

（資料５ 松山市総合計画審議会スケジュール（予定） 説明） 

 

矢田部会長 
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・ この件に関しては、市としての方針や今後の予定ということなので、審議会として特に検討

するものではありませんが、何かご質問やご意見がございましたらお願いします。 

 

 

鮎川委員 

・ パブリックコメントは、10 月の会議が終わってから、審議会で決まった成案についてのコメ

ントを募集されるのでしょうか。 

 

事務局 

・ 策定方針の７ページに策定スケジュールがございます。平成 24年度の８月、来月に、この審

議会の諮問案と並行して、市民のみなさんにもパブリックコメントをお願いします。 

・ この審議会でのご意見や答申、パブリックコメントの内容、議会特別委員会からの意見を総

合して、最終的に市としての成案を策定したいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

鮎川委員 

・ ありがとうございます。 

 

②基本構想（素案）審議 

矢田部会長 

・ ほかにご意見がなければ、議事の２点目、基本構想（素案）についての審議に入りたいと思

います。事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料６―２ 基本構想（素案） 説明） 

（資料６―３ 体系図（案） 説明） 

（資料６―４ 構成（案） 説明） 

 

矢田部会長 

・ 松山市の今まで、そしてこれからを見据えて、抽象的な概念である笑顔というキーワードで、

よくこれだけまとめきったと思います。このような観点でのまとめ方は、度胸がいると思い

ます。松山にはお遍路の文化もあり、情報発信の一つの姿であろうかと思います。人間の根

幹を笑顔で表すことはできますが、このようなくくり方はとても大胆でおもしろい提案だと

思います。 

・ 本日は、素案の概略を見ていきたいと思います。細かな文言については、後日事務局でご議

論いただくということで、審議会の場ですので大きな視点から見て「こういったものが必要

である」とか「こういった表現が良い」というご意見など、様々あろうかと思いますので、

大所高所から忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 

・ それでは、順に審議を進めてまいります。まず、１ページから４ページまでの「Ⅰ．策定に

あたって」について、ご意見、ご質問がありましたら、お願いします。 
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・ なお、本日の会議ですが、５時までを予定しており、残り時間１時間弱の間に、13 ページの

資料に一通り目を通していきたいと思いますので、ご協力をお願いします。委員がたくさん

いらっしゃるので、ご意見が言いにくいかもしれませんが、何でも結構ですから、自己紹介

を兼ねて、ご意見をいただければと思います。 

・ 計画策定の趣旨、構成と期間、人口等の見通し、産業別就業者数の見通しは、妥当と思える

内容になっています。 

・ 松山市の地域特性については、「松山市の地勢と都市の成り立ち」、「人づくりを重んじる風土

の醸成、国際交流の促進と新たな文化の創造」、「四国における交通や産業の中心としての発

展」、「市政の施行、合併による市域の拡大と地域資源の多様化」の４つで構成されています

が、この枠組み、この並びでよいか、足りないものはないか、また、松山市の今後 10年をど

のようなフレームで運営していくのか、そのような点についてご意見をいただければと思い

ます。 

 

甲斐委員 

・ 「Ⅰ．策定にあたって」の１ページ、「１．計画策定の趣旨」に、「『坂の上の雲』をめざして」

を基本理念として掲げてきたと書いてありますが、短い言葉でもよいので、総括として、到

達点と残された課題が書かれているとよいと思います。 

・ 坂の上の雲をテーマにしたまちづくりについては、基本的な精神は継承されるということで

すが、ドラマも終わってしまいましたから、個人的には、ポスト坂の上の雲の具体的な施策

も考えなければならないと思っています。 

・ もう１点、笑顔がキーワードになっていて、思いには非常に同感しますが、一方で愛媛県知

事が「愛顔（えがお）」という文言を使われています。こんな時代だからこそ、いろんな立場

の方が笑顔になることが望ましいという基本的な精神は理解できますが、重複することが気

になります。 

 

矢田部会長 

・ 「『坂の上の雲』のまちづくり」についての総括並びに継承という話を盛り込んではどうか、

また、笑顔はよい言葉だが、重複してしまうのではないか、というご意見でした。坂の上の

雲は、全国にうまく情報発信したと思います。松山を舞台に、難しいテーマの中で、人間の

生き様と明治という時代を描き切っており、よくぞここまでこのまちをクローズアップでき

たと思います。 

・ 今後、次の世代を担う子どもたちのなかから、坂の上の雲に代表されるような若者が出てほ

しいと思います。非常にうまくいった取り組みだと思いますが、総括して継承するというご

意見に対して、皆さんいかがでしょうか。事務局は少し頭に入れておいてもらいたいと思い

ます。 

・ 笑顔については、10 年間の基本構想を笑顔という言葉で引っ張るのは、なかなか勇気がいる

枠組みだと思います。ここはいちばん根幹の部分ですが、ご意見はないでしょうか。 

 

甲斐委員 

・ ９ページの将来像とまちづくりの理念ですが、「将来都市像」では、「・」ごとにキーワード
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があると思います。例えば、２つめの「・」には、支えあい、繋がりあいという言葉が出て

きます。また、10 ページの「まちづくりの理念」には、互いに尊重しあいましょうという言

葉や、「挑戦し続けるまち」という言葉がでてきます。むしろこういった言葉を前面に打ち出

して、それに見合った施策体系をつくるほうがよいのではないでしょうか。 

・ いろいろな方が、現代社会のひずみのようなものを是正しなければならないと思っています

が、例えば「支え合い」や「繋がり合い」が一つのキーワードになったり、また「互いに尊

重し合う」は、これまでのある意味我欲でやってきた社会に対する見直しのキーワードにな

ったりするのではないかと思います。 

・ それから、「夢や理想を抱き、挑戦し続けるまちを目指す」は、言い換えれば「チャンスを与

えられるまち」であり、そのための施策を充実させていくということが、方向性の一つでは

ないかと思います。厳しい時代ですが、過度に自助努力や自己責任だけでやってしまうので

はなく、困難な状況にある人にもがんばればチャンスが与えられるという、「機会の平等」と

いったことを打ち出せれば、非常に新しいし、坂の上の雲の精神に見合ったものになると思

います。 

・ 『坂の上の雲』ですが、随所で印象深かったのは、若い主人公のがんばりが素晴らしいだけ

ではなく、若い人の芽を見いだす大人のまなざしがあることです。そういった意欲や能力、

夢をもちながら、困難な状況にある人に対して、何かチャンスが与えられるまちであってほ

しいというのが、松山に対する私の思いです。 

 

矢田部会長 

・ 今のお話は、全体の構成に関わる非常に根幹的なものです。素案は、笑顔をベースに、何本

かの柱を立てて施策を構成していますが、笑顔という言葉を前面に出す以上は、それで全体

の脈略を通していくということが必要かと思います。 

・ 少し先に進んでしまいましたが、このようなことを実施するには教育は外せないし、松山は

教育のまちだと思いますが、三浦委員、いかがでしょうか。 

 

三浦委員 

・ 坂の上の雲のようなスケールの大きな子どもを育てようというような、どういった子どもを

育てるかという教育についての考え方や、策定にあたって松山の教育の現状をどうとらえる

かという視点が弱いという印象を受けました。 

・ 基本目標には「教育・文化」という項目立てもあり、非常に整っていますが、どんな子ども

たちを育てようとしているかが見えてこないという印象があります。教育は国家百年の計、

その教育に松山市がどのように向き合おうとしているのか、全体を通して読んだときに、松

山市の熱意が感じられませんでした。 

 

鮎川委員 

・ 私は、まつやま子ども育成会議の会長を仰せつかっていますので、その立場からご意見を申

し上げたいと思いますが、先に進んでもよろしいでしょうか。 

 

矢田部会長 
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・ １ページから４ページまでに、何らかの形で教育の話が触れられていて、それが後に流れて

いくという構成のほうがよいのではないでしょうか。現状では教育の視点が弱いと思うので

すが。 

 

鮎川委員 

・ 「人づくりを重んじる風土の醸成」とございますので、私はその点には違和感はありません。

子どもの育成は０歳から 18歳までで、子育て支援も一緒に入ってきますので、ここはこの情

報で十分だと思います。むしろ私が言いたかったのは、後の部分になりますが、よろしいで

しょうか。 

・ この後の議論は、基本目標が中心になるということですが、基本目標は市のそれぞれの部局

を背景につくられているため、これは、当然このように作っていくものと思いますが、横断

的なものの理念を明確にしておかなければならないのではないかと思いました。資料を作成

してきましたので、委員長がよろしければ事務局からお配りいただけますでしょうか。 

 

矢田部会長 

・ 結構です。 

 

（資料配付） 

 

鮎川委員 

・ 子ども育成会議で感じていることは、子育て支援は健康・福祉、教育・文化は教育委員会と

いう捉え方は十分ではないということです。縦割り的なものに対して、横断的なものがなけ

ればなりません。それがおそらく、後に書かれているまちづくりの理念ではないかと思いま

す。 

・ そのような点で、まちづくりの理念の位置づけをもう少し明確にする必要があるのではない

でしょうか。将来状況がどんどん変わり、基本目標なども見直していくときに、それを基本

にして考えていくものであるとすれば、まちづくりの理念は非常に重要で、具体的に市民が

「うちのまちはこんなまち」と言えるようなものでなければならないと思います。 

・ 資料では、私案として３つ挙げています。事務局案では、「夢や理想を抱き、挑戦し続けるま

ちを目指す」と書いてありますが、夢や理想はみんなもっているので、夢や理想に「向けて」

とするべきだと思います。 

・ 「笑顔は世代をつなぐ」という観点で考えたほうがよいと思います。事前資料を見ると、子

どもへの関心が非常に高いため、少子高齢化は非常に重要なキーワードになると思います。

「子どもが生き生きとして育つ」というキーワードに具体性を持たせて、世代がつながり、

支え合うまちめざすというのが２つめの提案です。 

・ ３つめには、「四国の中核都市」と書かれていますが、世界につながるような魅力と個性を持

ったまちづくりなど、もっと大きく考えてはどうでしょうか。 

・ ご検討の材料にしてもらえればと思います。 

 

矢田部会長 
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・ 縦割りの中で業務を遂行するので、具体的な柱を立てるときは、どうしても縦割りの意識が

強くなります。横割りの理念がしっかりしたものをつくってくださいということで、鮎川委

員から、「夢や理想へ向けて挑戦し続けるまちを目指す」、「活き活きと子どもが育ち、世代が

繋がり、支え合うまちを目指す」、「世界に繋がる魅力と個性を持ったまちを目指す」という

３つのご提案をいただきました。 

・ 具体的で踏み込んだご提案だと思いますので、ご意見があればお願いします。 

 

久保委員 

・ 『坂の上の雲』は全く知らず、ドラマも見ずに松山に来て１年５か月になります。坂の上の

雲に関係するのは、秋山真之さんは山下亀三郎さんの別荘で亡くなられましたが、その山下

さんを輩出した吉田町の出身です。誰にでもチャンスが与えられるまちでチャンスをいただ

き、総合計画の策定に参画させていただきます。 

・ 子どもの教育に関することが少なく、寂しいと思いました。少子高齢化の中で、未来を担う

子どもがいきいきと育つことには、私も賛成です。総合計画は 10年ですので、10歳の子ども

は 20歳になります。人間を形成するにあたっては、子どもの時から地域の歴史を学んで、地

域に恩返しをするという心を育てることが大事だと思います。 

・ 姉妹都市も大事ですが、私のように南予から入ってきても、松山市民として受け入れてくれ

る子どもを育てるということも忘れてほしくないと思いましたので、鮎川先生のご意見に賛

成です。 

 

門田委員 

・ 私も同意見で、具体的な記述があったほうがいいと思います。 

・ 「４．松山市の地域特性」の（３）に「日本初の軽便鉄道」とありますが、おそらく２番目

だと思いますので、お調べください。 

・ 将来都市像を笑顔で一つにまとめられたのは乱暴かもしれませんが、かえってインパクトが

あるので、いいかと思います。ただ、一般世帯の見通しにもあるように、高齢単独世帯が増

えてきていることへの対応や、産業界への対応が、同じ笑顔でできるかどうかは気になりま

す。具体論では、泣いてもらうところも笑顔に変えなければならない部分も出てくるのでは

ないかと思います。 

・ 「Ⅱ．基本構想」の「１．時代の潮流」の（４）では、東日本大震災についての記述が、福

島第一原発の事故という１行しかなく、それに対する「５．まちづくりの基本目標」の（５）

ではエコと低炭素社会としか書かれていませんが、ここでいちばん問題となるのは電力不足

です。10 年という期間を考えると、水だけではなく電力も対策が必要な資源だと思います。

水は２つの観点から対策が示されていますが、エネルギー政策に関しては、低炭素化のこと

しか書かれていません。節電型、エコタウンという言葉が、総合計画に馴染むかは分かりま

せんが、両方からの視点を持って検討していただきたいと思います。 

 

矢田部会長 

・ 松山市の発展は産業界の発展なしにはありえませんが、そのような観点からみると、産業の

取扱いが少ないため、加筆しなければならないと思います。 
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・ 特にエネルギー政策をどうするかは、日本にとって死活問題です。クリーンエネルギーに転

換するとしても、世界との競争力をどうするのかという問題を行政が取り扱うのは、現時点

ではとても難しいとは思いますが、そうは言っても松山のまちを支えているのは産業界であ

り、産業界のことをもう少し書かなければならないのではないでしょうか。文字数に制限が

あるのでしょうか。 

 

事務局 

・ 制限があるわけではありません。 

 

矢田部会長 

・ 制限がなければ、記述を増やしてはどうでしょうか。松山市を観光文化都市にしたいという

ことかもしれませんが、もう少し産業界についても触れていただきたいと思います。 

・ 項目を区切って議論いただくこととしていましたが、全体がつながっており、具体論に目が

いくのは当然ですので、全体を通してご意見をいただければと思います。これまで教育や教

育論としての坂の上の雲、笑顔をキーワードにしたまちづくりの原点、産業の扱いについて

のご意見が出ましたが、松山は大きなまちなので、まだまだ様々なご意見があると思います。

皆さんは各界を代表してこの審議会に参加されていますので、是非ご意見をお伺いしたいと

思います。 

 

宮内委員 

・ 主に健康福祉という視点から、有識者ヒアリングにも参加させていただきました。 

・ ２ページに将来人口推計が示されていますが、団塊の世代が高齢化して、老年人口比率が 33％

になることが予想されるなかで、どのような高齢者を育んでいくのかを考える必要があると

思います。ヤングオールドと呼ばれる 60代の方と、後期高齢者とよばれる方とでは、考え方

や体制を変えなければなりません。 

・ 松山市としては、ヤングオールドがどれぐらいの割合を占めるかを把握するとともに、その

人たちの就労や生きがいづくりや、社会参加の視点を持つことが必要になると思います。ま

た、子どもが少なくなったら、学校を統廃合するのか、今よりも規模の小さい拠点を維持す

るとすればどうすればよいのかなど、今後人口構造が変わっていくという現実をベースにし

ながら、具体案の中に彩りを入れていく必要があるのではないでしょうか。 

・ もうひとつ、行政は担当課に分かれているので、横断的に考えるのは難しいとは思いますが、

基本目標を見ていると、柱の中に課や係の業務が並べてあるような印象を受けます。例えば、

基本目標１は、生まれる前から一生を閉じるまで、ライフステージに合った流れになってい

るとわかりやすいと思います。特に市民の目線で見るときは、子ども、高齢者、それから働

く人という順番よりは、生まれて育まれて学び、働いて社会に参加し、やがて実りの時を迎

えるというライフステージの流れが書かれていると、読んでも分かりやすく、パブコメも求

めやすいかと思います。そのような観点で、基本目標の議論ができればと思います。 

 

矢田部会長 

・ 非常に具体的で的確なご意見であり、個人的にはまさにそうだという印象を受けましたが、
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いかがでしょうか。高齢者の取り扱いもひとくくりで考えるのではなく、ヤングオールドの

姿をどう描くかなど、松山市としてもとても大事だと思います。また、学校の統廃合のこと

についても、予算に限りはあっても、どのような教育モデルを考えるかということをイメー

ジする必要があろうかと思います。 

・ 全体の書き方としては、市民目線で書いてはどうかというご意見がありました。確かに、全

体を読み返してみると、各部局の観点から書かれており、市民の目線を意識したつながりに

はなっていないと思います。皆さんからも、もう一度持ち帰って読んでみられたご意見をい

ただき、答申として、市民に分かりやすいものを提示したいと思います。 

 

堀田委員 

・ いろんなご意見を聞いて、そうだなと思うことが多くあります。門田委員がおっしゃったよ

うに、産業界の扱いが小さいと思います。３ページに人づくりの話が出ていますが、教育だ

けではなく、雇用の場における人づくりもあると思います。 

・ また、５ページに書かれている少子高齢化の影響は、福祉的な意味合いが強くなっています

が、少子高齢化は経済活動に直結するものであり、産業界にどのような影響を与えるのかと

いう緊迫感のある表現が欲しいと思います。４行目に「労働者不足が懸念され」とあります

が、中小企業にとっては人材確保が切実です。地域特性の人づくりに関するところで、教育

と雇用を明確に打ち出せないかと思いました。 

・ ２ページの「人口の見通し」のグラフも、これだけでは何が問題なのかがわかりづらいので、

高齢者の割合が高くなると何が問題なのかなど、もう少しデータがあったほうがいいと思い

ます。 

・ 私たちは、ワークライフバランスや仕事と生活の相乗効果をテーマに活動していまして、教

育の現場でも出てくるのですが、誰もが「働きがい」をもって働けるという視点を盛り込め

ないかと思っています。 

 

矢田部会長 

・ かなり雇用に絞った観点から、「働きがい」があること、経済とリンクして雇用の話を出して

ほしい、人口推計についてなど、たくさんご意見をいただきました。特に若者を中心として、

雇用の問題は非常に厳しく、改善の目途が立っていない中でも何らかの形で触れる必要があ

るのではないかということかと思います。 

 

甲斐委員 

・ ５～７ページの「１．時代の潮流」は、全国的に見れば内容は間違ってはいませんが、松山

市が取り組まなければならない課題に対してこのような潮流があるということを書くべきで、

もう少し地域に特化した情報を入れてはどうでしょうか。これまでにも何らかの分析をされ

てきたと思います。「２．これからのまちづくりに向けて」の前までは、わざわざ松山市が書

かなくてもいい情報ばかりが書かれています。地域特性を盛り込み、ちゃんと分析している

という情報を入れてほしいと思います。 

 

矢田部会長 
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・ 確かにご指摘のとおりかと思います。限られたページのなかで、２ページ半にわたって全国

の潮流が書かれていますが、もう少し松山市レベルに落とし込んで書かないと、読んだ人が

疑問に思うのではないでしょうか。 

 

三浦委員 

・ 松山らしさをもっと強調してもいいのではないでしょうか。その一つとして、合併により広

域化したということを私たちがどう考えるのかという視点を、もっと盛り込んでも良いので

はないでしょうか。広域化した松山市の都市像という観点、それが「松山らしさ」になるの

ではないかと思います。 

・ 少し話が戻りますが、鮎川委員のご提案のように、ワクワクドキドキするような要素も必要

だと思います。素案にあるものよりも、鮎川委員のほうが、ワクワク感があります。書いて

いることが根本的に違っているわけではないのに、このワクワクドキドキ感の違いはどこか

らくるのだろうという感想を持っています。 

・ 笑顔については、愛媛県との重複はあっても、確信犯的にやってしまえばよいと思います。

それよりも、「人が集い 笑顔広がる 幸せ実感都市 まつやま」と並んだときの、「人が集い」

という言葉のメッセージ性が非常に弱いのが気になります。「笑顔広がる」の中に「人が集う」

が吸収されてしまっているように思います。外から人がたくさん来るというイメージであれ

ば、そのような意味合いの迫力が弱いのではないでしょうか。 

 

矢田部会長 

・ 最後のご意見についてですが、三浦委員は日本語がご専門ではないでしょうか。 

 

三浦委員 

・ はい、専門です。ただ、言葉の奥には深い考えがあると思いますので。 

 

矢田部会長 

・ 三浦委員であれば、愛媛県で最も日本語に造詣の深い、的確な表現ができるのではないかと

思います。 

・ キャッチフレーズはとても大切です。これは外に出るので、松山市民は当然見ますし、様々

な分野の人も見ます。全ては書ききれなくても、それぞれについての思いを明確に書かずに

曖昧に書くと、例えばプロが見たときに、「松山市は産業界を全然見ていない」とか、「教育

の部分が甘い」とか、表現の甘さを指摘されることになるでしょう。実際は１人か２人で書

かれたのだと思いますが、相当考えて書かないと、甘さは一発で見透かされてしまいます。 

・ プロの目線で読んだときに弱いという点があれば、ご意見を出していただきたいと思います。 

 

吉田副会長 

・ 会長がおっしゃったように、プロの目でも見られます。また、市民の方にワクワクしながら

目を通してもらえるような技も必要になります。８ページに体系図を書かれていますが、プ

ロとしてのエキスパートな文言も大事ですし、高校生がこれを見てワクワクしたり、強く感

銘を受けるようなことも必要になります。 



 13 

・ 「行政は縦割り」というご意見が出ましたが、８ページの体系も、縦につってしまっていま

すので、これを横に串刺しにするようなイメージが必要だと思います。 

・ 10 年前に環境総合計画の策定に携わりましたが、行政としても横断的に取り組みたいと思っ

ており、各部局に政策課をつくって、横断的に様々な情報交換をしながら取り組んでいくと

いう努力をされています。ただ、市民から見れば、行政は縦割りという思いがまだ強いので、

総合計画をつくるときには、松山市は横断的に、市民全てのやりがいや幸せを考えた計画を

つくっているという姿勢を見せることができれば、価値があると思います。 

 

鮎川委員 

・ 先ほどお配りした資料の中に書いた施策体系図に関する意見は、まさにそのとおりの内容で

す。 

 

矢田部会長 

・ ８ページをじっくり読んで、各委員さんのご意見をお願いします。 

 

重川委員 

・ 私は消費者問題の相談員として、高松市に 13年おり、松山市では 20年になります。 

・ 長所も短所も気がつくところはたくさんありますが、今日はそれではなく、笑顔についての

意見を述べたいと思います。ほかの委員のご意見を聞いて、フレーズとしてわかりにくいと

思いました。「笑顔になるような」というその根源の部分をアピールするようなフレーズとし

て出したほうが、市民にはわかりやすいのではないでしょうか。 

・ ５ページに地域における見守り活動のことが書かれていますが、私はNPOで、見守る人のた

めの講座や、被害未然防止の講座など、出前講座を行ってきました。それで、ふれあいいき

いきサロンのお世話をされていた方は 80歳と高齢でしたが、とても楽しんで活動されており、

とてもよい組織だと思いました。グループホームで話をする際ですが、高齢者の方は、自分

から出てきてくれる人はよいのですが、引きこもって声をかけることも嫌がる人もいらっし

ゃいます。その辺りが課題として認識されていますので、ご報告させていただきます。 

 

高市委員 

・ 坂の上の雲のドラマが始まる１年も前から、友人と松山の将来像を考えていました。先ほど

のご意見と同じですが、総合計画審議会はどんなワクワクドキドキするおもしろい会議をす

るのか、話せることがあったら話してみようと思っていましたが、ワクワクドキドキがあま

りありません。松山市のホームページを見るのが好きでよく見ていますが、ホームページの

内容とよく似ています。具体的に、子どもにもわかりやすいものにしたほうがよいと思いま

す。９ページにある将来都市像の「実感」って一体何だ、と思いました。 

 

矢田部会長 

・ 答申なので、若干硬い文章が並んでいますが、文章全体の構成を考えながら、ワクワク感を

だす必要があるということだと思います。 

 



 14 

小林委員 

・ ３ページの「（３）四国における交通や産業の中心としての発展」は、全体的に陸の交通に関

する言及が多く、この冊子全体を通しても陸路のことしか書かれていません。時代の潮流で

は巨大地震について触れられていますが、もし地震が起こった場合、本州につながる道路が

分断されれば、空輸か船で物資を運んでくるしかありません。また、11 ページ、外部からの

支援ルートも、万が一四国の外に頼らなければならなくなった時、脱出ルートが陸路しかな

いことは問題だと思います。海運は近年ルートが減っていますので、それを見直すという文

言を入れてはどうでしょうか。 

 

矢田部会長 

・ 海運は民間の案件になるので、書きぶりは難しいと思いますが、松山には FAZ もあるので、

今後検討したいと思います。 

・ 進行の不手際で時間を延長しましたが、根幹に触れるような重要なご意見をいただきました。

また、今日議論できなかった内容も含めて、書き換えていく必要もあるかと思いますので、

家に帰られてご意見があれば、事務局にどんどん寄せていただいて、皆さんで情報共有しな

がら、次回に向けて準備をしていきたいと思います。松山の今後の 10年を引っ張る重要な構

想ですし、また、この 10 年は松山にとって重要な 10 年になると思います。それを書き込ん

でいけたらと考えていますので、よろしくお願いします。 

・ それでは、本日の審議は終了いたします。たくさんのご意見をありがとうございました。本

日審議したことにつきましては、今後とも皆さんのご意見をいただきながら、最終的に答申

としてまとめて参りたいと考えておりますので、今後ともご協力をお願いします。 

・ それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

９．連絡事項 

事務局 

 （事務局説明） 

 

10．閉会 

 

以上 
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第１回松山市総合計画審議会委員名簿 出席者名簿 
 

所属等 氏名 

聖カタリナ大学人間健康福祉学部 准教授 畔地 利枝 

まつやま子ども育成会議 会長 鮎川 恭三 

松山観光コンベンション協会 評議員 磯村 良幸 

松山市消防団 副団長 井戸 善昭 

松山大学法学部 准教授  甲斐 朋香 

松山商工会議所 専務理事 門田 誓 

公  募 久保 眞美子 

公  募 小林 佳貴 

特定非営利活動法人えひめ消費者ネット 副理事長 重川 早由利 

公  募 高市 祐次 

公  募 竹田 法俊 

松山市認定農業者協議会 会長 竹村 孝 

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ 代表理事 堀田 真奈 

愛媛大学教育学部 学部長 三浦 和尚 

公  募 溝垣 典子 

愛媛県立医療技術大学保健科学部 学部長 宮内 清子 

愛媛大学副学長 矢田部 龍一 

特定非営利活動法人ふれあいエコクラブ 理事長 吉田 啓二 

 


