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１．用語解説集
か行
関係人口…「定住人口」や観光に訪れ
る「交流人口」でもない、地域や地域
の人々と多様に関わる人々のこと。
グリーンインフラ…社会資本整備や
土地利用などのハード・ソフト両面
において、自然環境が有する多様な
機能（良好な景観形成、健康・レクリ
エーションの場、保水能力、ヒート
アイランド対策、CO2 吸収（地球温
暖化緩和）、生物の生息・育成の場な
ど）を活用した、持続可能で魅力あ
る国土・都市・地域づくりのこと。
健幸（けんこう）…まちの取り組みに
おいて「だれもが幸せで健やかに人
生 100 年時代をいきいきと暮らして
ほしい」という意味の造語のこと。
国土強靭化（こくどきょうじんか）…
大規模自然災害から人命を守り、経
済や社会への被害を最小化し致命的
なものにならず迅速に回復する、
「強
さとしなやかさ」を備えた国づくり
を進めていくこと。

情操教育（じょうそうきょういく）…
感情や情緒を育み、創造的で、個性
的なこころの働きを豊かにするため
の教育のこと。
逍遥(しょうよう)…あちらこちらを
ぶらぶら歩くこと、散歩すること、
そぞろ歩くこと。
新興感染症…最近になって新しく出
現した感染症の総称のこと。
ゾーンディフェンス…ゾーン（スペー
ス）を決めて守備をすること。ここ
では地域全体を対象とした施策の実
施という意味で使っています。

た行
ダブルケア…晩婚化・晩産化などを
背景に、育児期にある者（世帯）が、
親の介護も同時に担う状態のこと。
地域共生社会…制度・分野ごとの「縦
割り」や「支え手」
「受け手」という関
係を超えて、地域住民や地域の多様
な主体が参画し、ひととひと、ひと
と資源が世代や分野を超えてつなが

さ行
七ヶ浜・グローカルPROJECT…次代
を担う児童・生徒が「生きる力」を養
うため、地域に根差し、世界を見据
えた「英語コミュニケーション力の
育成」と「充実したＩＣＴ教育の創造」

ることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに創ってい
く社会のこと。
昼夜間人口比率…夜間人口 100 人当
たりの昼間人口の割合のこと。

という本町の特色ある２つの教育活
動のこと。

な行
ノーマライゼーション…障がい者や
高齢者などがほかの人と平等に生き
るために、社会基盤や福祉の充実な
どを整備していく考え方のこと。
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は行

アルファベット

風光明媚（ふうこうめいび）…自然の

AI…人工知能（Artificial Intelligence

風景が清らかで美しいこと。ながめ

（アーティフィシャル インテリジェ

がよいこと。

ンス）
）の略称のこと。
ICT… 情 報 通 信 技 術（Information

ま行
マンツーマンディフェンス…特定の
相手に対して「1 対 1」で守備をする
こと。ここでは、町民一人ひとりに
よりそった施策の実施という意味で
使っています。

and Communication Technology）
通信技術を活用したコミュニケー
ションのこと。情報処理だけではな
く、インターネットのような通信技
術を利用した産業やサービスなどの
総称のこと。
IoT…モノのインターネット（Internet

や行
ヤングケアラー…家族にケアを要す
る人がいる場合に、大人が担うよう

of Things（インターネット オブ シ
ングス）
）の略で、様々な物がインター
ネットにつながること。

なケア責任を引き受け、家事や家族

PDCAサイクル…P（Plan：計画）
、D

の世話、介護、感情面のサポートな

（Do：実行）
、C（Check：評価）
、A

どを行っている 18 歳未満の子どもの

（Action：改善）のサイクルによる施

こと。

策や事業などの立案から評価に至る
までのプロセスのこと。実施計画に

わ行

おいては、P（計画の立案）
、D（事業
実施）
、C（評価）
、A（翌年度の実施

ワーク・ライフ・バランス…仕事と生

計画などへの反映）のサイクルによ

活の調和、だれもがやりがいや充実

り進行管理を行います。

感を感じながら働き、仕事上の責任
を果たす一方で、子育て・介護の時
かかる個人の時間を持てる健康で豊
かな生活のこと。

サービス（Social Networking Service）
の略で、登録された利用者同士が交流
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間や、家庭、地域、自己啓発などに

SNS…ソーシャルネットワーキング

できるウェブサイトの会員制サービス
のこと。

数字
8050 問題…子どもの引きこもりなど
が要因で「80」代の親が「50」代の子
どもの生活を支える状態のこと。
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２. 七ヶ浜町長期総合計画の
主な策定経過
年月
令和元年
（2019 年）

項目
5月

● 庁議（七ヶ浜町長期総合計画［2021-2030］策定方針について)
● 第１回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議

6月

● 第１回庁内ワーキンググループ
● 第２回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議

7月

● 第２回庁内ワーキンググループ
● 第１回七ヶ浜町総合開発審議会

8月

● 住民満足度調査（まちづくりアンケート）実施
● 第 1 回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議

10 月

● 第３回庁内ワーキンググループ
● 第３回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議
● 第１回ワークショップA日程

11 月

同

B日程

同

C日程

● 第２回七ヶ浜町総合開発審議会
● 第２回ワークショップ

12 月
令和 2 年
（2020 年）

1月

● 第４回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議
● 第４回庁内ワーキンググループ
● 第５回庁内ワーキンググループ
● 第６回庁内ワーキンググループ

2月

● 第５回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議
● 第７回庁内ワーキンググループ
● 第 2 回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議

4月
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● 第 8 回庁内ワーキンググループ

年月

項目
6月

● 庁議（七ヶ浜町長期総合計画［2021-2030］策定の１年延期について）
● 第９回庁内ワーキンググループ

8月

● 第６回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議
● 第３回七ヶ浜町総合開発審議会

令和３年
（2021年）

10 月

● 第 10 回庁内ワーキンググループ

2月

● 第 11 回庁内ワーキンググループ
● 第７回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議

3月

● 第３回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議
● 第４回七ヶ浜町総合開発審議会
● 第 12 回庁内ワーキンググループ
● 七ヶ浜町長期総合計画［2022-2031］骨子策定

6月

● 第４回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議

7月

● 第 13 回庁内ワーキンググループ
● 第８回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議

8月

● 第５回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議
● 第５回七ヶ浜町総合開発審議会

11 月

● 第９回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部会議
● 第６回七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会うみ部会・
ひと部会・まち部会会議
● 第６回七ヶ浜町総合開発審議会

1月
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令和４年
（2022 年）

● 第６回七ヶ浜町総合開発審議会（七ヶ浜町長期総合計画［2022-2031］
策定に関する答申）
● 第 14 回庁内ワーキンググループ

2月

● 意見募集（パブリックコメント）

3月

● 七ヶ浜町長期総合計画［2022-2031］の策定
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３．会議委員名簿
（ １ ）七ヶ浜町総合開発審議 会
〇条例第３条第２項第１号該当委員（学識経験のある者）
会長

氏名

役職

宮城 豊彦

東北学院大学 名誉教授

小山 高史

宮城県仙台地方振興事務所 地方振興部長

岡﨑 正憲

七ヶ浜町議会議長

鈴木 博

七ヶ浜町教育委員会教育委員

〇条例第３条第２項第２号該当委員（公共的団体の役員又は職員）
副会長

氏名

役職

伊藤 喜幸

七ヶ浜町区長会 会長

佐藤 德康

七ヶ浜町スポーツ協会 会長

後藤 國勝

七ヶ浜町文化協会 会長

赤間 長一

（社）七ヶ浜町社会福祉協議会 事務局長

千葉 志美枝

七ヶ浜町婦人会 会長

鈴木 幹夫

七ヶ浜町老人クラブ連合会 会長

浅野 香子

七ヶ浜町子ども会育成会 会長

佐藤 壮一

仙台農業協同組合 理事

寺沢 春彦

宮城県漁業協同組合 七ヶ浜支所 運営委員長

山崎 澄義

多賀城・七ヶ浜商工会 副会長

遠藤 久和

（一社）七ヶ浜町観光協会 会長

安倍 敏彦

七ヶ浜国際交流協会 会長

氏家 進

七ヶ浜町消防団 団長

大町 マス子

健康づくり推進員連絡協議会 会長

〇条例第３条第２項第３号該当委員（町長が必要と認めた者）
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氏名

役職

高野 裕之

七十七銀行 七ヶ浜支店 支店長

我妻 典夫

東北電力㈱仙台火力発電所 総務グループ専門役

（２）七ヶ浜町長期総合計画及び総合戦略策定本部専門部会
▶

名簿

う み・ひ と・ま ち 専 門 部 会

〇うみ部会
うみ部会長

氏名

役職・所属

栁澤 英明

東北学院大学 教養学部 地域構想学科 准教授

中澤 拓摩

多賀城・七ヶ浜商工会 青年部長

佐々木 一仙

宮城県漁業協同組合 七ヶ浜支所 支所長

星 辰男

仙台農業協同組合 七ヶ浜地区実行組合長会 会長

テディ・サーカ

ブランド七ヶ浜認定委員

東海林 泰士

（一社）七ヶ浜町観光協会 専務理事

遠藤 弘次

産業課

瀧 敏行

復興推進室

菊池 克宏

町民生活課

氏名

役職・所属

増子 正

東北学院大学 教養学部 地域構想学科 教授

伊藤 喜憲

スポーツ推進委員

土井 義子

管理栄養士

中村 晴美

子育て関係

岸柳 勝也

町PTA連合会長

中澤 利江

NaNa5931 関係

佐々木 亮宏

子ども未来課

青木 徹

七ヶ浜国際村

稲妻 和久

教育総務課

鈴木 崇

生涯学習課

星 英徳

健康福祉課

沼倉 隆弘

長寿社会課

〇ひと部会
ひと部会長

資料編
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〇まち部会
まち部会長

氏名

役職・所属

岩動 志乃夫

東北学院大学 教養学部 地域構想学科 教授

加藤 信勝

区長会（松ヶ浜地区代表区長）

阿部 由二

区長会（遠山地区代表区長）

佐藤 一郎

塩釜地区交通安全協会 七ヶ浜支部 支部長

渡邉 洋子

七ヶ浜町婦人防火クラブ連合会 会長

髙橋 伸也

七ヶ浜町消防団 副団長

大学 英児

総務課

鈴木 昭史

建設課

鈴木 正実

水道事業所

佐藤 栄寿

防災対策室
（順不同、敬称略）
※令和４年（2022 年）１月末現在
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