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第２編 後期基本計画 

 

序章 後期基本計画について 
 

１ 基本計画の目的と計画期間 

１．基本計画の目的 

基本計画は、基本構想に掲げられた将来像の実現に向けて、施策の大綱を具体的

に推進するため、必要な個々の施策・事業の内容を体系的に示すものです。 

また、今後住民とともにまちづくりを進めるために、基本計画では施策ごとに「目

指す姿」「成果指標」を明示し、成果に対する的確な管理を行う仕組みを導入します。 
 

２．計画期間 

計画期間は、平成 27年度から平成 30年度までの 4年間とします。 
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２ 重点プロジェクトによる取組 

後期基本計画では基本構想に掲げた将来像である「みんなで育てる 笑顔輝く 元気な

まち」を実現する上で、後期基本計画において特に重点的に取り組むべき取組「元気な

まち創造プロジェクト」を計画期間の重点プロジェクトと位置づけます。 
 

元気なまち創造プロジェクト 

 

柴田町の自然景観や田園風景、歴史や文化を活用した歩いて楽しいフットパスを整備し

ていく中で、まちや里山の魅力や豊かさを再発見するとともに、さらにこうした地域資源

に磨きをかけることで、国内外からの集客に努め、にぎわいや仕事起こしに結びつけるこ

とによって地域経済を活性化させ、人やもの、情報が盛んに行き交う元気なまちを目指す

ものです。 
 
 

※フットパスによる元気なまちづくりの推進 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※フットパスとは 【日本フットパス協会定義】 

「森林や田園地帯、古い町並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみな

がら「歩くこと（foot）」ができる「小径（こみち：path）」とされている。 

↓ 

地域の歴史や文化を感じながらゆっくり歩いていこう 

観光交流人口の増加 地域ビジネスの育成 

健康寿命の延伸 

（心と体の健康づくり） 

まちの魅力や活力の創造 

（地域資源の活用） 

地域経済の活性化 
（農業・商業・工業・観光振興） 

フットパス推進会議の設置 

フットパスによる 
まち歩き景観形成の推進 



 

－ 15 － 

 第２編 後期基本計画 

 

 
■■ プロジェクトの目指す姿 ■■ 

 

  
 

魅力にあふれるまちづくりを進めていくためには、地域の魅力を再確認し、さらに知

恵や工夫を通じて磨きをかけて付加価値を高め、その魅力を将来に引き継いでいくこと

が必要です。多様な主体による積極的な交流促進を目指し、本町では「花のまち柴田」

をテーマに町の魅力を全国に情報発信していく観光まちづくりのさらなる推進が必要と

なっています。 

今後とも、先人たちが残した地域資源を有効活用し、歩いて楽しいフットパスコース

の整備や美しい景観づくりに磨きをかけながら町内での回遊性を高めるとともに、多彩

な観光イベントを通じて交流人口の増加が図られ、また、農商工連携による特産品や土

産品の開発、郷土食などの提供によって地域ビジネスチャンスが拡大し、雇用の創出や

地域経済の活性化につながっています。さらに、自然の中を楽しみながら歩くことで、

健康寿命の延伸やストレスの解消に貢献しています。 
 
 

 
■■取り組む方向性■■ 

 

  
 

Ⅰ フットパス推進会議の設置 

● 元気なまちづくり創造プロジェクトの推進母体となる「フットパス推進会議」を設

置し、まち歩き景観形成の推進、地域ビジネスの育成と地域産業の活性化、観光交流

人口の増加、健康寿命の延伸及びまちの魅力や活力の創造の実現に向け、推進体制の

構築と事業の推進を図ります。 
 

Ⅱ フットパスによるまち歩き景観形成の推進 

● 魅力的なルートの整備や景観づくり 

住民と協働のもと、小径（みち）を舞台に、地域資源を生かしたまちなかや田園風

景など自然と共生するコースの開発と整備を行います。また、ルートの景観形成や沿

道修景を向上させながら、回遊性を高め楽しく安全に歩くための施設整備に取り組み

ます。 

● 交流エリアの整備 

地域住民と観光客等の交流を増やし、にぎわいある拠点の整備に取り組みます。ま

た、情報発信や農商工連携によるサービスの提供もできる拠点とします。 
 

Ⅲ 地域ビジネスの育成と地域産業の活性化 

● 地域資源を活用した特産品開発の支援 

農商工連携による地域資源の掘り起こしと商品開発に取り組み、新しい仕事づくり

に結びつけます。 

● 地元産の食材を使った郷土料理や新グルメの掘り起こし 

地元で生産される安心な農産物の消費拡大と付加価値を高めるブランド化を推進し、

安定供給と販路拡大に取り組みます。 
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● はなみちゃん活用の販売促進と情報発信 

まちのイメージキャラクター「はなみちゃん」を活用し、町の商業と観光の振興に

取り組みます。 
 

Ⅳ 観光交流人口の増加 

● イベントの創出とおもてなし 

体験・交流の要素を取り入れたイベントの創出や、おもてなしの心による交流人口

の拡大に取り組みます。 
 

Ⅴ 健康寿命の延伸 

● 心と体の健康づくり 

町民一人一人が健康に対する意識を高め、町全体で健康の保持・増進に取り組みま

す。 
 

Ⅵ まちの魅力や活力の創造 

● 地域資源の活用 

既存の魅力ある地域資源を磨き、有機的に結びつけることで、新しいまちの魅力や

活力の創造につなげます。 
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基本目標１ 美しい都市空間の整備 

       ～ 歩いて楽しい魅力的なまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

少子高齢化や人口が減少していく時代には、コンパクトで効率的な都市づくりが求

められています。今後、コンパクトシティの 4 つの拠点を中心に都市機能を充実し、

快適な生活空間の整備を図るとともに、4つの拠点と農村地区が連携・交流する都市づ

くりを目指します。そのための基盤として、円滑につながる道路網などの整備や高齢

者など交通弱者の生活の足の確保を図ります。 

また、人と人とのふれあいや新たな出会いをつくるために、歩きたくなる美しい街

並みややすらぎのある公園等を整備し、花と緑が織り成す魅力あふれる景観づくりに

努めます。 

農村地区では、町の宝である豊かな自然環境を守り、里山の景観の再生に努めなが

ら、人と自然、街なかと農村地区との共生に努めます。 
 

（施策の大綱） 

施策１-１ 快適な生活空間の整備 

施策１-２ 歩きたくなる街並みの形成 

施策１-３ 環境保全の推進 

施策１-４ 農村空間の保全と里山景観の再生 

施策１-５ 地域公共交通ヘの支援 
 
 
 
 
 
 

① 道路基盤の整備を推進するとともに、地域資源を生かし、観光振興をはじめ、

町の魅力や活力、付加価値を高めます。 

② 豊かな自然環境の保全、環境負荷の低減を図り、高齢社会に対応したコンパク

トシティの形成に向けた環境整備を進めます。 

 
 
 

後期計画における重点事項の方針
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１-１ 快適な生活空間の整備 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（基盤整備） 

□ 国道や県道と接続する町の幹線道路のネットワークが課題となっています。槻木地区

では、県道亘理村田線と入間田地区、及び葉坂地区を結ぶ町道入間田 20 号線と町道

葉坂 11号線の整備が求められています。現在、整備中の町道富沢 16号線は、平成 29

年度の全線開通を目指しています。これらの幹線道路網の整備により、地域間の交流

を盛んにします。また、都市計画街路新栄通線は、船岡市街地と三名生地区とのアク

セスを向上させるため、東船岡駅までの延伸が求められていますが、周辺の土地利用

等の検討が必要です。各路線とも建設費が多額となり、安定的な財源確保が課題とな

ります。 

□ 生活道路は、市街地の幅員 4ｍ未満の狭あい道路や側溝が未整備の道路、また、側溝

や舗装の劣化が進行している道路があります。誰もが安全に歩きやすい道路の改良が

求められています。 

□ 町営住宅は、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建てられたものが多く、老朽化した町営

住宅の建て替え整備が求められています。整備に当たっては、入居者のスムーズな住

み替えを進める必要があります。 

図表 町内道路の現況 

国道 県道 町道 計 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

2 10,079 9 18,337 1,251 338,377 1,262 366,793 

図表 町道の道路種別内訳 

道路種別 
路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

改良済延長 

（m） 

舗装済延長 

（m） 

幹線町道 
１級 35 28,961 26,511 28,940 

２級 34 27,251 17,055 25,764 

その他町道 1,182 282,165 178,424 220,632 

計 1,251 338,377 221,990 275,336 

 

（上下水道） 

□ 町の水道は、全量を七ヶ宿ダムの水で賄っており、その費用は水道事業に係る経費の

約 6割を占めています。使用水量が減少しているため、給水収益も減少傾向にありま

す。また、老朽化している水道施設の更新や耐震対策が必要となっています。 

□ 下水道は、昭和 49 年度から 5 市 6 町で組織する阿武隈川下流流域関連公共下水道と

して事業に着手し、昭和 60 年 1 月より供用が開始されました。人口に対する普及率

平成 26年 3月 31日現在 

平成 26年 3月 31日現在 
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74.2

74.6
74.8

74.7

74.9

73.8

74.0

74.2

74.4

74.6

74.8

75.0

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（％）

は、74.9％となっているものの、下水道の全体計画区域面積に対しての整備率は

56.9％にとどまっています。また、下水道施設は昭和 49 年度から整備され、今後老

朽化する施設の耐震化を考慮した長寿命化、持続的な下水道整備区域の拡大など、今

後も多額の建設費が必要であり、町財政の健全度に留意した、計画的な管理・経営が

求められています。 

図表 給水人口と使用水量の推移 

 
 

図表 下水道人口普及率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（基盤整備） 

◎ 槻木地区は、町道富沢 16号線延長 2,600ｍ区間の整備が完成しています。町道入間田

20号線延長 1,950ｍと町道葉坂 11号線延長 2,000ｍの道路改良事業の実施に向けた調

査が進められています。 

◎ 船岡地区では、計画的な市街地整備を進めるため、都市計画街路新栄通線は東船岡駅

前までの延長 500ｍの延伸に向けた調査が進められています。 

◎ 市街地の狭あい道路の解消に向けた事業や生活道路の側溝改修や舗装補修が継続し

て進められています。 

◎ 地域住宅計画に基づき老朽化した町営住宅は建て替え整備が進められ、居住環境が向

上しています。 

 

38,586

38,382
38,477 38,516

38,345

43,121
43,121

39,464

41,847 42,383

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

38,200

38,300

38,400

38,500

38,600

38,700

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

給水人口 使用水量

（人） （百トン）
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（上下水道） 

◎ 安全で良質な水道水を安定的に供給するため、耐震性を考慮した老朽施設の計画的な

更新が進められています。また、水道事業の経営の効率化・合理化が進められ、健全

な水道事業経営が図られています。 

◎ 下水道整備の促進により、生活環境の改善、公共用水域の水質保全や身近な生活環境

の向上を図るため、整備区域の拡大と耐震性を考慮した老朽管の長寿命化が図られて

います。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-1-1 幹線町道整備の推進 （都市建設課） 

○ 工事の推進（指標 No.1） 

町道富沢 16 号線は、平成 25 年度から工事に着手し、軟弱地盤対策工（載荷盛土）、

橋梁工、及び排水工や舗装工を実施し工事の完成を目指します。 

○ 道路改良路線の測量調査 

県道亘理村田線と接続する町道入間田 20 号線、及び町道葉坂 11 号線の実施に向け

て測量調査に着手します。 
 

1-1-2 都市計画街路整備の推進 （都市建設課） 

○ 都市計画街路の整備 

都市計画街路新栄通線の延伸に向けて、基本調査に着手します。 
 

1-1-3 生活道路整備の推進 （都市建設課） 

○ 狭あい道路の整備（指標 No.2） 

道路幅員が 4ｍ未満の狭あい道路は、船岡地区の 4路線の拡幅整備を進めます。 

○ 生活道路の整備（指標 No.3） 

側溝の整備を行い、排水機能を高めます。また、道路の拡幅を行います。道路舗装

では、段差のない滑らかな道づくりを進めます。 
 

1-1-4 町営住宅の建替え整備の推進 （都市建設課） 

○ 二本杉住宅の建替え整備（指標 No.4） 

北船岡町営住宅は、3号棟から 5号棟までの 3棟、111 戸の建設に着手しています。 

○ 並松住宅の建替え整備 

柴田町公共賃貸住宅総合再生計画に基づいて、現況調査に着手します。 
 

1-1-5 上水道事業の推進 （上下水道課） 

○ 老朽管の更新･配水管の耐震化（指標 No.5・6） 

有収率の向上を図るため、漏水発生の多い地区を中心に老朽管の布設替工事を行い
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ます。また、配水管の耐震化を図り、ライフラインの確保を図ります。 

さらに、災害時には（公益）日本水道協会加盟団体の相互支援を活用し、ライフラ

インの確保を図ります。 

○ 経営の効率化・基盤の強化（指標 No.7） 

水道窓口業務、配水場の集中監視業務、給水装置業務の包括委託を実施します。ま

た、企業債残高の削減を図ります。 
 

1-1-6 下水道事業の推進 （上下水道課） 

○ 公共下水道事業の推進（指標 No.8・9） 

船岡新栄、船岡並松地区の面的整備を実施し、水洗化の普及促進を行います。また、

大原汚水幹線の整備を推進し、新大原地区の早期整備を図ります。 

○ 下水道長寿命化対策の推進（指標 No.10） 

柴田町下水道長寿命化計画に基づき、整備後 40年経過している西船迫地区を中心に

汚水管渠の長寿命化対策を進めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

1 
町道富沢 16 号線整備事業 
(延長 2,600ｍ) 

18.2％ 100.0％ 

都市建設課[事業費進捗率] (平成

26年3月末現在) 

全線供用開始 

2 狭あい道路の整備延長 0ｍ 472ｍ 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

毎年１路線を整備 

3 生活道路の整備延長 0ｍ 1,000ｍ 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

毎年度 250mを整備 

4 北船岡町営住宅建設戸数 106戸 217戸 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

建替整備計画戸数 

5 上水道の有収率 88.3％ 90.0％ 
上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 1.7ポイントの増 

6 
上水道施設及び配水管の耐

震化率 
71.3％ 77.5％ 

上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 6.2ポイントの増 

7 
給水収益に対する企業債残

高比率 
253.0％ 236.0％ 

上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 17ポイントの減 

8 水洗化の人口普及率3 74.9％ 76.0％ 
上下水道課（平成26年3月末実績） 

事業認可区域内の予定水洗化率 

9 下水道整備面積 723.6ha 741.5ha 
上下水道課（平成 26年 3月末実績） 

事業認可計画による整備面積 

10 
西船迫地区下水道長寿命化

対策実施率 
0.0％ 10.0％ 

上下水道課（平成 26年 3月末実績） 

整備計画進捗予定 

 

                                                   
3 水洗化の人口普及率：下水道処理区域内の人口を行政区域人口で除した割合。 
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１-２ 歩きたくなる街並みの形成 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（景観形成） 

□ 船岡城址公園や白石川堤の一目千本桜は桜の名所として広く全国に知られ、多くの来

訪者を迎えています。 

□ 住民と行政の協働による花木などの植栽活動が広がりを見せています。また、沿道部

には近隣の方々が思い思いに季節の花を咲かせ、地域の魅力を高めています。 

□ 花のまち柴田創生に基づく花咲山構想が進められ、「花（桜）回廊」として位置づけ

するため、更なる事業展開が必要です。 

□ 山崎山公園から船岡城址公園に続く遊歩道は、里山ハイキングコースとして多くの

方々が散策を楽しんでいます。 

 

（オープンガーデン・花のある街並み） 

□ オープンガーデンは、毎回延べ 3,000 人の来場があり、「花のまち柴田」を代表する

イベントとして定着しています。 

□ ガーデニング愛好家は、町内に数多くいますが、オープンガーデン事業への参加まで

には至っておらず、また、町内会や老人クラブなどが整備する花壇を、花めぐりのル

ートに組み込んでいないため、地域や住民の活動を生かしきれていない状況です。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（景観形成） 

◎ 重点プロジェクトである「元気なまち創造」に向け、新設するフットパス推進会議を

中心としてフットパスによるまちづくりを推進することで、観光交流人口の増加、地

域ビジネスの育成が図られるほか、地域経済の活性化、健康寿命の延伸に結びついて

います。 

◎ 船岡城址公園は、すべての人にやさしく安全で魅力的な花咲山に仕上がりつつありま

す。また、白石川堤の一目千本桜が長く輝き続けるため、樹齢 90 年を超える老木の

保護や育成を行い、桜の継承が進められています。 

◎ ゆとりある街並みの創造に向けて、花や緑の空間が連続的に広がっています。 

◎ 「花（桜）回廊」の回遊性を高め、歴史資源を活かしながら、新たな魅力となる拠点

を整備し、歩いて楽しい潤いづくりが進められています。 

◎ 山崎山公園から船岡城址公園に続く遊歩道の魅力を高めるため、桜の植栽が進められ

ています。 



 

－ 23 － 

 第２編 後期基本計画 

 

（オープンガーデン・花のある街並み） 

◎ 個人庭園をはじめ、地域団体が整備した花壇や企業が敷地内に整備した花壇などを巡

ることができます。 

◎ オープンガーデン開催期間中には、町内の花屋、花き栽培農家、農産物直売所が花関

連のイベントを開催し、来場者の楽しみが増えています。 

◎ 船岡城址公園の「コミュニティガーデン花の丘柴田」では、オープンガーデンを維持

管理している住民（町民ガーデナー）から来場者へのおもてなしがあります。 

◎ 行政区では、地域計画をもとに花の街並みをつくるための取組が行われています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-2-1 フットパス事業の推進 （まちづくり政策課） 

○ フットパス推進会議の設置 

フットパス推進会議を設置してフットパスコースの開発やまち歩きマップを作成す

るとともに、関係者と調整して利用者へのおもてなし体制を整備します。 

○ フットパス事業の進行管理 

フットパス事業への取組の進捗状況を毎年度把握しながら、適切な進行管理を図り

ます。 
 

1-2-2 

 

花咲山（船岡城址公園）の魅力と「花（桜）回廊」の

回遊性の向上 

（都市建設課） 

 

○ 遊歩道の整備 

今後、増加する交流人口を考慮し、歩く楽しみが深まり、安心とゆとりを感じられ

るよう、誰もが使いやすい遊歩道の整備を進めます。 

○ 樅の木周辺環境整備 

春には、満開の桜と残雪の蔵王を望む観光ビュースポットである樅の木周辺のミニ

庭園化などの景観整備を進めます。 

○ 原田甲斐供養塔・絹引きの井戸周辺整備 

原田甲斐の供養塔や絹引きの井戸(城中井戸)などの周辺を整備し、歴史と花咲く公

園の魅力を向上させます。 

○ 「花（桜）回廊」周辺整備 

「花（桜）回廊」に通じる歴史的な面影を小径で結び、船岡市街地の新たな魅力を

向上させます。 
 

1-2-3 一目千本桜の景観の向上 （都市建設課） 

○ 白石川堤親水公園の整備 

豊かで美しい自然や川の歴史と文化に触れ、住民が憩いの場として気軽に利用でき

る、緑豊かでゆとりのある彩（いろどり）の空間をつくります。 
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○ 白石川堤の植栽活動 

四季を通して色とりどりの花木を楽しむため、自ら植え育てる喜びを感じられる活

動を広げていきます。 

○ 桜の保護育成と継承 

しばたの桜 100年計画に基づき、樹齢 90年を超えた老木の桜の保護育成を図り、専

門家の指導を受けながら、民間団体などと協力し、桜の継承を進めます。 

○ 全国さくらサミットの誘致 

全国さくらサミットを誘致し、“しばたの桜”を全国に発信するとともに、桜の育成

管理や魅力の発信など、情報交換の場をつくります。 
 

1-2-4 ゆとりある空間整備の推進 （都市建設課） 

○ 公共スペースの有効活用 

住民との協働による沿道部の植栽や公園づくりなど、歩いて楽しめる美しく快適な

空間づくりを進めます。 
 

1-2-5 山崎山周辺の環境整備の推進 （都市建設課） 

○ 山崎山周辺の環境整備 

しばたの桜 100 年計画に基づき、山崎山公園から船岡城址公園までを、新たな桜の

名所になるよう環境整備を行います。 
 

1-2-6 オープンガーデン事業の拡充 （まちづくり政策課） 

○ 公開庭園等の拡充（指標 No.11） 

個人だけでなく、企業や地域団体との協働により、オープンガーデン事業参加数の

増加を図ります。 

また、商店や花き栽培農家、農産物直売所によるイベント開催を促進します。 
 

1-2-7 花の街並みづくり事業の推進 （まちづくり政策課） 

○ 花の街並みづくり 

各行政区で行われる植栽活動などによる花の街並みづくりを推進するため、花苗・

球根の購入経費やガーデニング講座の開催費用などを支援します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

11 公開庭園等の数 13 か所 20 か所 
まちづくり政策課(平成26年度実績) 

毎年 2か所程度の増 
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１-３ 環境保全の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（環境保全） 

□ 地球温暖化など、様々な環境問題に対して、省エネルギーの推進、再生可能エネルギ

ーへの取組は浸透していない状況です。 

□ 環境保全について、学校教育や生涯学習教育により、住民の環境保全意識の浸透を図

っていくことが重要です。 

 

（ごみの分別・リサイクル・不法投棄） 

□ 平成 23年 4月からの容器包装プラスチックの分別収集、平成 24年 7月からのごみの

有料化によるごみ減量が図られていますが、リサイクル率4がまだ低い状況にあります。 

□ もやせるごみの分別徹底、生ごみ堆肥化等によるさらなるごみ減量を図り、３Ｒ5の推

進による温室効果ガスの削減と併せて、焼却施設の維持管理経費削減、最終処分場の

延命化を図ることが重要です。 

□ 不法投棄や犬、猫のフン等環境問題に対処するための環境指導員の増員やパトロール

の強化に努め、環境と調和するまちづくりを進めていく必要があります。 

 
図表 1人当たりのごみ排出量とリサイクル率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）仙南地域広域行政事務組合 
 

                                                   
4 リサイクル率：ごみの総排出量のうち、資源として再利用されたごみの割合 
5 ３Ｒ：①リデュース(発生抑制)②リユース(再使用)③リサイクル(再生利用)の行動目標を表す標語 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（環境保全） 

◎ 省資源・省エネルギーの推進、新エネルギーの導入促進が図られ、温室効果ガスの排

出量が減っています。 

◎ 自然保護や環境保全に高い関心を持つ住民が多くなり、「宮城県生物多様性地域戦略」

に基づき、生物多様性の保全が図られ、ボランティア活動が活発化し、良好な景観が

保全されています。 

◎ 公共下水道の普及や合併処理浄化槽の整備が促進され、町内排水路の環境基準が守ら

れています。 

 

（ごみの分別・リサイクル・不法投棄） 

◎ 生ごみの堆肥化やごみ減量などの環境活動に、多くの住民が参加するようになり、家

庭・事業所からのごみ排出量が減り、不法投棄やポイ捨てのないきれいな町になって

います。 

◎ 分別収集が増えて資源化率が向上し、廃棄物処理施設が適正に管理されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-3-1 環境衛生の推進 （町民環境課） 

○ ごみの減量化と３Ｒの推進（指標 No.12） 

ごみの分別・出し方や資源回収などの啓発活動を行い、ごみの減量を推進するとと

もに、循環型社会の構築に向けて、地域や各種団体等への出前講座や説明会を開催し、

ごみの減量やリサイクルに取り組む個人や団体の育成を行います。 

○ リサイクル率の向上（指標 No.13） 

リサイクル率の向上を図るため、住民と一緒に行動するエコライフ推進事業により、

地域の指導的役割を果たす人づくりを含めた事業展開を行います。 

○ 生ごみの有効活用 

もやせるごみの約 60％を占める厨芥類のごみ減量を図るため、「生ごみ処理機」への

助成を行うとともに、エコライフ推進事業を通じ、ＥＭぼかしの作成、ＥＭぼかしを

使っての堆肥化、環境フェア、出前講座での啓発活動を行っていきます。 
 

1-3-2 適正な廃棄物の処理 （町民環境課） 

○ ごみ処理施設の整備 

新たに建設されるもやせるごみの処理施設の平成 29年度運営開始予定に向け、仙南

地域広域行政事務組合及び構成市町との連携を密にして施設整備を行います。 

○ し尿処理施設の整備 

下水道普及の推進による投入量の減少と合併処理浄化槽の普及による浄化槽汚泥の
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増加を踏まえた中で、施設の適切な運転管理に努めます。また、投入量の適正な把握

ができる設備等の整備を図ります。 

し尿汲取り業務委託については、今後の下水処理と併せ、処理量の推移を見ながら

体制の見直しを行います。 

○ 最終処分場の延命化 

現状での埋立量で推移すれば平成 33年度には許容量に達するため、新たに建設され

るもやせるごみ処理施設での再処理による減容化を行うとともに、３Ｒの推進等によ

るごみの減量を行い、最終処分場の延命化を図ります。 
 

1-3-3 環境美化の推進 （町民環境課） 

○ 環境美化対策 

地域・事業所・学校・ボランティア団体等が実施する清掃活動を積極的に支援し、

環境美化活動の活性化を図り、ごみの散乱がないまちづくりを目指します。 

○ 不法投棄対策（指標 No.14） 

廃棄物の不法投棄防止対策として、標識・看板・監視カメラ設置や広報等での啓発

活動を行うとともに、環境指導員によるパトロール強化と、地域との連携、企業等と

の協定を推進して早期発見に努めます。 
 

1-3-4 温暖化対策の推進 （町民環境課） 

○ 温室効果ガスの削減 

省資源、省エネルギーの推進、新エネルギーの導入、リサイクルなどの環境に配慮

した低公害車の導入などにより環境負荷の低減に取り組みます。 

○ 環境教育の推進（指標 No.15） 

環境フェアなどのイベントを通して、自然環境の大切さや生物多様性への意識高揚

を図るとともに、学校や生涯学習センターと連携をとりながら、自然に触れ合える環

境教育の場を確保します。 
 

1-3-5 水質汚濁防止対策の推進 （町民環境課） 

○ 水質浄化対策の推進（指標 No.16） 

日常生活に起因する生活型の水質汚濁の原因を解消するため、合併処理浄化槽設置

者への助成事業を継続し、水環境の保全を図ります。 

また、主要な排水路の水質調査を継続して行い、水環境を良くすることで、悪臭の

発生防止、蚊などの発生抑制を行っていきます。 

○ 浄化槽維持管理の推進 

水質保全を行うためには、浄化槽の設置は重要ですが、浄化槽の適正管理も併せて

行わなければ、水環境の改善にはつながらないため、維持管理の徹底を図るための指

導強化に努めます。 
 

1-3-6 公害防止の監視体制の強化 （町民環境課） 

○ 公害の未然防止の推進 

大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、野焼、悪臭などの公害を防止するため、県と連携
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しながら指導を強化します。 
 

1-3-7 斎苑・墓地の整備 （町民環境課） 

○ 斎苑の整備促進 

現在、大河原町、村田町、柴田町の 3 町による協議が進行しており、建替えについ

ては、人口減の現状を勘案し適正規模で早期の建設を目指します。 

○ 町営墓地の整備及び管理 

町営墓地内通路の舗装整備や樹木の適正管理と併せ、今後祭事の承継者がおらず放

置される区画の管理など、運営に支障を来さないよう適正管理に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

12 
一人 1日当たりの家庭ごみ
排出量 

612ｇ 550ｇ 
町民環境課(平成 25年度実績) 

現状値の 10％削減 

13 リサイクル率 17.6％ 20.0％ 
町民環境課(平成 25年度実績) 

前期基本計画の目標値 

14 環境指導員数 16 人 18 人 
町民環境課(平成 26年度実績) 

体制強化のため 2名増員を目指す 

15 
生涯学習事業との連携に
よる講習会等の開催回数 

年 1回 年 3回 
町民環境課(平成 25年度実績) 

開催回数の増を目指す 

16 未水洗化人口 6,558 人 6,000 人 
町民環境課(平成 25年度実績) 

下水道切替、浄化槽普及促進 
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１-４ 農村空間の保全と里山景観の再生 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農村資源の保全） 

□ 農村空間では、農村にある自然、景観、歴史、伝統文化などの豊かな資源を活用した 

“ゆとり”や“やすらぎ”が求められています。また、農業・農村の持つ多面的な機

能を保全・整備することや都市と農村が交流することへの理解と期待も高まっている

ことから、農村や里山が持つ地域資源の活用と保全が重要になっています。  

□ 農村地域においては高齢化が進み、地域の共同活動や集落機能が低下し、遊休農地が

増えています。 

□ 子どもたちが農作業を体験する機会が少なくなっています。次世代を担う子どもたち

が“農業体験”や“食農”を通して、農業への関心を深めていく取組が重要になって

います。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農村資源の保全） 

◎ 農村や里山が持つ豊かな地域資源を新たに活用し保全していくことで、産地直売所や

里山ハイキングコースが利用者でにぎわい、都市と農村の交流が活発になっています。 

◎ 農村や里山が持つ地域の伝統文化の伝承や水源のかん養、自然景観、生物多様性など

の多面的な機能を保全し、グリーンツーリズム6や農業体験を推進することで、農村と

都市との交流が活発になっています。 

◎ 遊休農地を活用した市民農園や農業体験を通して“食と農”の大切さへの理解が広が

っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-4-1 活力ある農村集落づくり （農政課） 

○ 農村集落機能の保持（指標 No.17） 

農村集落機能の保持と農業・農村の持続的発展を図るために、農村集落の諸活動や「日

本型直接支払制度（多面的機能支払）」を活用した地区の資源保全隊の活動などにより、

農村や里山で培われた地域の伝統文化の伝承や水源のかん養、自然景観、生物多様性な

どの保全に努めます。また、産地直売所や農村レストランを核としたグリーンツーリズ

ムを推進し、農村と都市との交流を深めることにより、農村と都市の住民が共生できる

                                                   
6 グリーンツーリズム：農村漁村を訪問して、その自然と文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇形態。 
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農村集落づくりを推進します。 

○ 太陽の村の再整備（指標 No.18） 

都市と農村の交流広場として設置した太陽の村を再整備するとともに、にぎわいの

ある交流広場づくりをテーマとした都市と農村の交流事業を展開します。 
 

1-4-2 ふれあい農業と食農教育の推進 （農政課） 

○ ふれあい農業の推進 

市民農園や農業体験を通して、住民が農業や自然にふれあう機会の拡充を図るとと

もに、野菜づくりなどの支援に取り組みます。 

○ 食農教育の推進 

学習田やイモ掘り体験などの体験活動を通して、子どもたちが “食”を生み出す地

域、自然、農業の役割について理解し、食や農の大切さを学ぶことができる｢食農教育｣

を推進します。 

 なお、農業体験活動に当たっては、農産物の放射性物質検査をするなど、安全確保

に努めます。 
 

1-4-3 里山ハイキングコースの整備 （農政課） 

○ 里山ハイキングコースの整備 

自然豊かな里山を利用して整備した里山ハイキングコースを維持管理し、健康づく

りやグリーンツーリズムに活用します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

17 農産物直売所売上 4,897 万円 6,000 万円 
農政課(平成24.10～平成25.9実績) 

現状値の 20％増 

18 太陽の村施設利用者数 19,950人 24,000人 
農政課(平成 25年度実績) 

現状値の 20％増 
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

船岡駅 槻木駅（JR） 槻木駅（阿武隈急行） 東船岡駅

（人）

（資料）東日本旅客鉄道株式会社 船岡駅・槻木駅｢営業成績原簿｣

阿武隈急行株式会社 槻木駅・東船岡駅｢乗降人員表｣

 

１-５ 地域公共交通への支援 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（公共交通・交通弱者対策） 

□ 町内の公共交通機関は、ＪＲ東北本線と阿武隈急行線及びデマンド型乗合タクシーが

運行されています。 

□ 阿武隈急行線の利用者数は震災前の水準まで回復していますが、今後も関係機関や沿

線市町と連携して利用者の確保や路線の維持を図るとともに、老朽化した阿武隈急行

線の施設や設備を計画的に更新し、安全運行を確保する必要があります。 

□ 高齢化の進展に伴い交通弱者が増えており、デマンド型乗合タクシーは、登録者が

2,156 人（平成 25 年度末）、利用者が平成 24 年度は 8 か月の運行で 7,576 人、平成

25 年度は 16,705 人と、年々増加しています。また、利用者の意向を踏まえ、関係機

関と連携しながら運行形態を随時見直す必要があります。 

図表 駅別 1日平均乗車人員の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（公共交通・交通弱者対策） 

◎ 阿武隈急行線の老朽施設更新により、利用者の安全が図られています。 

◎ 各駅の通勤、通学や観光などによる利用者が増えています。 

◎ 高齢者など交通弱者の生活の足としてのデマンド型乗合タクシーが広く認知され、身

近な移動手段として利用されています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-5-1 阿武隈急行への支援 （まちづくり政策課） 

○ 阿武隈急行への支援（指標 No.19） 

阿武隈急行線の老朽化施設等に対する緊急保全等に要する経費を支援するとともに、

阿武隈急行沿線関係市町と連携して、利用者の増加を図るための各種事業に取り組み

ます。 
 

1-5-2 デマンド型乗合タクシー運行への支援 （まちづくり政策課） 

○ デマンド型乗合タクシー運行への支援（指標 No.20） 

デマンド型乗合タクシー運行事業の運営主体である柴田町商工会へ補助金を交付し

ます。 

○ 運行形態の見直し 

利用状況を踏まえ、関係機関と調整しながら運行形態を見直すとともに、運行区域

拡大の可能性を調査します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

19 あぶＱウオークの開催 1 回 2 回 
まちづくり政策課(平成26年度実績) 

開催の 1回増 

20 
デマンド型乗合タクシーの
1日当たりの利用者数 

68.5人 80.0人 
柴田町商工会（平成 25年度実績） 

運行当初想定人数 
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基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 

       ～ 一人一人が輝くにぎわいのあるまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティを元気でにぎわいあふれる町にするために、魅力ある教育や学習

機会の提供、文化やスポーツ等の楽しみにふれられる機会を数多くつくり出しながら、

一人一人が能力を発揮し、生きがいを持って心豊かに生活できる場をつくります。 

また、新たな祭りや多彩なイベントを行いながら、新しい文化、情報やビジネスを

生み出し、町に文化の多様性と活気をもたらしていきます。 

さらに、自然体験学習や生涯学習を通じて、健全な青少年の育成や多彩な人材を育

てるとともに、歴史、文化や人材等を掘り起こし、タウンセールス7を通じた情報発信

力を高める中で集客力と交流の輪の拡大に努め、町内外を巻き込んだにぎわいのある

創造的なまちづくりを進めます。 
 

（施策の大綱） 

施策２-１ 学び合う教育環境の充実 

施策２-２ 自然体験学習の推進 

施策２-３ 青少年の健全育成 

施策２-４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

施策２-５ 地域間交流・国際交流の推進 

施策２-６ タウンセールスの推進 
 
 
 
 
 

 

① 町の未来を担う子どもたちの育成、自己実現の場や機会が充実した生涯学習社

会の形成に向け、生涯学習・スポーツ環境等を生かしながら、学校教育、生涯学

習・スポーツ・文化活動環境の充実を図ります。 

② 町の魅力を町内外に発信し、交流機会を広げていくため、引き続きタウンセー

ルスを推進し、交流人口の増加につながるような取組を進めます。 

 

                                                   
7 タウンセールス：自らの地域の魅力や個性を他の地域の人や企業に売り込み、イメージや知名度を高めるこ

とにより、「住んでみたい」、「行ってみたい」、「これからも住みたい」と思われるまちづくりを目指す
政策。 

後期計画における重点事項の方針
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２-１ 学び合う教育環境の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（幼児教育） 

□ 幼児教育については、少子化による幼児人口の減少、就労形態の多様化による保育需

要の増大等により、多様な利用形態が求められています。 

□ 公立幼稚園については、すべての子育て家庭を支援する仕組みとして、「子ども・子

育て支援新制度」に対応をする必要があります。今後は、私立幼稚園との共存を図る

ために、公立幼稚園の果たすべき役割などを子育て支援施策の中で明確にしていくこ

とが求められています。 

図表 幼稚園園児数の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（学校教育） 

□ 学校教育については、学習指導要領に基づいた適切な教育課程の編成と実施に努めて

いますが、確かな基礎学力の定着と学力向上への取組が求められています。指導方法

の工夫改善や少人数指導などの細やかな指導を行い、自ら学び自ら考える「生きる力」

の育成を図る必要があります。 

□ 地域に支えられ、「地域と共に創る学校」づくりを推進するため、学校運営に対して

地域住民や保護者等の参画と意見・要望の反映を図り、地域に開かれた学校づくりに

努める必要があります。 

□ 社会情勢が大きく変化している現在、様々な環境に置かれている児童、生徒に対し細や

かな指導・対応が求められています。 

いじめや不登校等の問題に対応するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、自立支援相談員の配置や、心身に課題を抱える児童・生徒に対応する教育支援員の

充実が必要です。また、国際化社会に対応した国際理解教育の推進が求められています。 
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図表 小学校児童数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 中学校生徒数の推移 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施設管理・学校給食施設） 

□ 町内の教育施設は、築後 20 年以上が経過した建物がほとんどであり、老朽化対策・

長寿命化対策として、大規模な改修工事が必要になっており、実施済の学校は、2 小

学校・1 中学校になっています。建物の耐震化については、槻木中学校の改築工事が

完了し、すべての学校で構造的に基準をクリアしていますが、今後は、非構造部材（天

井や照明器具、建具等）の耐震対策も実施する必要があります。 

□ 現在の学校給食センターは、昭和５５年に建築された施設で老朽化が進んでいます。

安全・衛生管理面が危惧されることから、「学校給食衛生管理基準」に適合しアレル

ギー対応食の提供が可能な新たな施設建設が必要となっています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（幼児教育） 

◎ 幼稚園設置者及び就園児の保護者に対して支援体制が整備され、充実した教育が提供

されています。 

◎ 教育目標のもとに障がいを抱えた子ども、支援を必要とする子どもと健常児が共に育

つ園づくりが行われています。 
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（学校教育） 

◎ 学校運営に保護者や地域住民の意向が反映され、地域に開かれた学校づくりが行われ

ています。 

◎ 児童、生徒の意欲的な学習活動により基礎学力の定着が図られるとともに、外国人の

英語指導助手（ＡＬＴ）の活用、問題を抱える児童・生徒のための相談員の配置等に

よりきめ細やかな教育環境が整っています。 

 

（施設管理・学校給食） 

◎ 教育施設の計画的な改修を実施することで、園児・児童・生徒が安心・安全、そして

快適な施設環境のもとで学習、活動ができるようになります。 

◎ 学校給食は、成長期にある児童及び生徒の心身の健全な発育・発達に資するものであ

ることから、学校給食センターでは、より環境にやさしく、安心・安全でおいしい給

食が提供されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-1-1 幼児教育の充実 （教育総務課） 

○ 支援体制の整備 

幼稚園設置者や保護者に対し、利用できる支援制度等の周知を行い、支援制度の充

実に努めます。 

○ 幼児教育の充実 

幼児の発達段階と特性を的確にとらえて適正な教育課程を編成し、個性を伸ばす指導

を行います。 
 

2-1-2 私立幼稚園及び就園児への支援 （教育総務課） 

○ 私立幼稚園運営費助成 

町内私立幼稚園設置者へ運営費の一部を助成し、幼児教育の振興、育成を図ります。 

○ 幼稚園就園奨励費補助金 

私立幼稚園に就園する幼児の保護者の経済的負担軽減のため、就園費の一部を助成

し、公立幼稚園との保育料の格差是正を図ります。 
 

2-1-3 「地域と共に創る学校」づくりの推進 （教育総務課） 

○ 学校評価の充実 

学校関係者評価委員会による学校評価（外部評価）を計画的に実施し、学校運営の

改善に役立てるとともに、結果の公表や意見、要望の反映に努め「地域と共に創る学

校」づくりを推進します。 

○ 学校運営協議会の推進 

地域住民・保護者が一定の権限と責任を持って学校の運営に参画する学校運営協議
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会（コミュニティスクール）を今後も継続し、推進していきます。 

○ 学校評議員、学校ボランティアの活用 

学校評議員の意見を生かした学校運営や地域人材（学校支援ボランティア）を活用

し、子どもたちを地域ぐるみで見守り育てる環境づくりを推進します。 
 

2-1-4 学校に対する支援体制の充実（指標 No.21・22） （教育総務課） 

○ 確かな学力の育成 

子どもたちの学ぶ意欲を引き出し、一人一人の個性を生かしながら、能力を伸ばす

教育を進めるため、教育課程、学習指導その他学校教育における専門的教育職である

指導主事の配置などを目指し、学校支援体制の充実を図ります。 

○ 問題を抱える子ども等の支援 

問題を抱える子ども等の自立支援事業として自立支援相談員を配置し、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーとともに、保護者や学校と連携・協力し、

いじめ、不登校、問題行動等の減少を目指します。 

○ 特別支援教育の充実 

心身に課題を抱える児童、生徒への学習支援として特別支援教育支援員を各学校に

配置し、効果的活用を図ります。 

○ 国際理解教育の推進 

各小中学校において、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した英語教育の充実を図る

とともに、幼稚園でのＡＬＴとのふれあいを通して国際理解を進めます。 

○ 学校図書館活用の推進 

豊かな読書活動を通して、児童生徒の心の育成と学力の向上を図るため、町図書館

と連携して学校図書館の整備を進め、学校図書館の活用を推進します。 

○ 児童生徒の安全確保 

地域と連携しながら、通学路の安全確保や地域の巡回などを行い、事故や事件の被

害を防止します。 
 

2-1-5 安全で快適な教育環境の整備・促進 （教育総務課） 

○ 大規模改造工事の促進 

施設の老朽化が進んでいる船岡小学校、槻木中学校体育館、東船岡小学校の大規模

改造工事を計画的に実施します。 

○ 小中学校情報学習基盤整備の促進 

小中学校の校内ＬＡＮ設備を設置し、情報学習の基盤整備を行います。 

○ 非構造部材の耐震対策の促進 

施設の構造体以外の部分での危険箇所等を調査し、計画的に耐震対策を実施します。 
 

2-1-6 学校給食の充実 （教育総務課） 

○ 学校給食センター新設工事の推進 

学校給食センターの「次期柴田町総合計画」内での完成を目指し、基金の積立やセ
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ンター新設に向けた準備を進めます。 

○ 学校給食センター調理機器の長寿命化対策 

安全で衛生的な管理を行うため、調理機器等の適正な更新及び維持管理に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

21 学校が楽しいと感じる児童 88.4％ 89.5％ 

教育総務課(平成25年度学校評価

アンケート調査) 

楽しい学校生活を目指す 

22 
学校が充実していると感
じる生徒 

84.4％ 86.0％ 

教育総務課(平成25年度学校評価

アンケート調査) 

充実した学校生活を目指す 

 



 

－ 39 － 

 第２編 後期基本計画 

 

２-２ 自然体験学習の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（自然体験学習） 

□ 里山ハイキングではコースが整備されたものの、個人やグループで歩くにはコースに

不安を持っている方々がおり、コース案内や史跡・名所の説明できる人材を育成して

いく必要があります。 

□ 少子高齢化・核家族化が進み、地域や家族の絆が薄れつつある中で、子どもの成長過

程で学校外における自然体験や生活体験は、豊かな人間性を育む上で大変重要であり

ます。また、里山ハイキングや野菜づくりなど自然に直接触れ、郷土の歴史も学べる

体験学習が生きがいや心の豊かさにもつながりそのニーズが高く、農村と都市との交

流のきっかけにもなっています。 

□ 自然体験活動は、非日常的な生活の中で子どもたちが様々なことにチャレンジし、共

に協力しながら、人を思いやる心を身に付け豊かな人間性を伸ばすことのできる教育

的効果の高い活動で、その必要性や重要性が認識されていますが、子どもたちは学校、

塾や習い事、部活動等と忙しく、自然とのふれあいを通した体験の機会が少なくなっ

ています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（自然体験学習） 

◎ 案内人ボランティアを育成・支援して、自然体験学習や里山ハイキングを安心して気軽

に楽しめる体験学習が広まるとともに、地域の自然、風土、産業に関する理解と愛着心

が深まっています。 

◎ 子どもたちが集団での自然体験活動を通して、社会の一員としての意識を育てる機会

となり、社会を生きぬく力や能力が養われ、子どもの自主性・協調性・創造性など豊

かな心が育っています。 

◎ 新鮮な農作物を自ら作ることで収穫までの楽しさや難しさを学び、農家の技術指導な

どを通して、農村と都市との交流が図られ、さらに地域交流が進んでいます。 

◎ 自然の中で仲間と信頼関係を築き、共に活動する喜びや、自分から積極的に問題に取

り組み解決することにより、充実感や達成感を得ることができます。また、子どもの

健全な心と体の成長を促すことで、自立への自信にもつながっています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-2-1 自然体験の推進と人材育成 （生涯学習課） 

○ 案内人の組織化（指標 No.23） 

養成された案内人が町の人材バンク等に登録し、さらに組織化することにより、住

民や学校などからの要請に対応できるよう支援体制を確立していきます。 

○ 案内人のスキルアップ 

案内人同士での歴史や史跡、植物等の知識を豊かにするため、実際のハイキングを

通して案内人のスキルアップを図ります。 

○ 里山ハイキング（指標 No.24） 

町の自然環境に触れ、歴史や史跡、植物等を学ぶ機会と農村と都市の交流のきっか

けとして里山ハイキングを行います。 
 

2-2-2 自然体験学習の充実 （生涯学習課） 

○ 自然体験 

自然豊かな環境でのホタル鑑賞会などの自然体験を通して、自然環境保全への理解

や興味を深め、その体験活動を通して自ら学び考える力を育みます。 

○ 暮らしを楽しむ野菜づくり講座 

野菜づくり教室を開催し、土づくりや野菜の種まき、苗の植え方、管理の仕方など

を農家の協力のもとに学習し、成長から収穫までの難しさや喜びを実感しながら仲間

づくり、健康づくりに対する意識の高揚と活動の活発化につなげます。 

また、収穫した野菜や地元の食材などを食して、食への安心安全についても学習し

ます。 
 

2-2-3 青少年の自然体験機会の確保 （生涯学習課） 

○ 自然体験キャンプ 

親元を離れ、テント設営、野外炊飯、キャンプファイヤー、登山等、仲間と共同作

業の生活をすることで、自分のことは自分でできる自立心と豊かな人間性を育みます。

また、学校や子ども会活動でのリーダーとなる資質を高めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

23 里山案内人の人数 4 人 8 人 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

現状値の 100％増 

24 
里山ハイキングの実施回
数 

6 回 8 回 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

現状値から 2回増 
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（％）

 

２-３ 青少年の健全育成 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（青少年の健全育成・子ども会活動） 

□ 少子化により児童数が減少する一方で、保護者世代の子育てへの意識の変化や児童の

放課後の過ごし方が多様化しており、子ども会活動への関心が薄れ子ども会の加入者

が減少しているほか、青少年を対象とした事業においても参加者が減少しています。 

□ 家庭・地域・学校が連携した協働教育体制の強化を図り、豊かな人間性や判断力、健

全な心と体の成長の一助とするほか、町ぐるみで「青少年のための柴田町民会議」を母

体に健全な育成活動などの実践を通して、環境の整備を推進する必要があります。 

□ 将来の社会を担う青少年の健全育成のためには、家庭、学校、地域など関係機関の協

働体制のもとに、青少年の豊かな人間性や社会性を育むことで、社会参加につながる

ことが求められています。 

□ インターネットや携帯電話による情報の氾濫により、直接的な人間関係に苦手意識を

持っている青少年が増え、人との関わりあいが希薄になっています。 

□ 町内の小学生を対象とした子どもフェスティバルは、回数を重ねるごとに事業の認知

度や内容の充実が図られてきています。 

図表 青少年のインターネット利用の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」（平成 25年） 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（青少年の健全育成・子ども会活動） 

◎ 青少年が活動する場や機会として、子ども会育成会の活動支援やジュニア・リーダーの

加入促進と資質向上が図られ、地域活動の活性化や青少年が社会参加しやすい環境が整

っています。 

◎ 家庭・地域・学校が連携して、子どもを育てる環境づくりの支援が整っています。 

◎ 家庭との協力のもと、地域活動やボランティア活動などへの参加を通して、自立心が

養われ社会の中で自分の役割を見つける力がついています。 

◎ 様々な人とのふれあいや関わりを持ち、相手の気持ちを理解して行動する力がついて

います。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-3-1 青少年活動への支援 （生涯学習課） 

○ 子ども会育成会及び子ども会活動への支援（指標 No.25） 

地区ごとの子ども会育成会が子ども会向けに開催するイベントや研修会で支援を行

うとともに、子どもフェスティバルなどで子ども会の加入をＰＲしていきます。 

○ ジュニア・リーダーの育成 

会員の加入促進とともに、研修会や事業を通して資質の向上を図るとともに、積極的

な地域活動やボランティア活動などへの参加意欲を高め、参加しやすい環境を整えます。 

○ 協働教育の推進 

協働による教育活動を通じて、家庭・地域の教育力の向上を図るとともに、学校教

育の充実や子どもたちの健全育成、住民の生きがいづくりなどのため、子どもフェス

ティバルや協働教育ボランティアを充実するほか、キャリア教育支援体制や家庭教育

支援体制の強化を図ります。 
 

2-3-2 青少年の健全育成に係る環境の整備 （生涯学習課・子ども家庭課） 

○ 青少年育成の環境整備 

次世代育成を推進するため、子育てサポーターや子育て支援ネットワークなどと連

携し、保護者を対象にした子育て講座や父親の積極的な子育て参加を促す事業など、

子育て支援の環境整備を推進します。 

○ あいさつ運動 

小・中学校、駅などの公共施設、ショッピングセンター等であいさつ運動を実施し、

住民及び児童生徒の意識を高め、豊かなコミュニティを築きます。 

○ 違法ビラ撤去、落書き調査・消去活動 

違法ビラ等の撤去、落書きの消去作業を行い、青少年が成長する周辺環境の改善を

図ります。 
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○ 食育事業「料理教室」 

食育事業「料理教室」等を開催し、食に関する正しい知識の習得を促すことにより、

健全な食生活に対する青少年の意識啓発に努めます。 

○ 保護・非行防止活動 

町内で行われるイベント等で、ＰＴＡ等の協力により巡回パトロールを行い、青少

年の非行防止と見守りによる安全意識の向上に努めます。 
 

2-3-3 青少年体験学習の充実 （生涯学習課） 

○ 子どもフェスティバルの充実 

次代を担う町内の小学生が、一堂に会してイベント活動をすることで、他校生との

かかわりや昔遊びの体験、子ども会育成会や地域住民との交流を通して豊かなふれあ

い学習を体験します。 

○ わくわくチャレンジ合宿 

小学校高学年の子どもたちが、親元を離れ、学年の違う他校の児童との集団生活を

体験する中で、自己の確立と協調性を育み、基本的な生活習慣を身に付けます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

25 子ども会育成会加入の割合 86.3％ 90.0％ 

生涯学習課(平成26年度子ども会

安全共済会加入者数) 

前期基本計画現状値まで回復 
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２-４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（生涯学習活動） 

□ 生涯学習活動は、学習施設を拠点として、多様なニーズに対応した学習機会を提供す

るとともに、各種の団体活動を支援しています。 

□ 生涯学習の一環として、家庭・地域・学校が連携･協働して子育てや教育環境を推進

する協働教育体制と、その支援が求められています。支援は学校支援ボランティア、

既存の人材バンクボランティアなどの協力により各種体験学習や地域とのふれあい

が図られていますが、協働教育「しばたっ子応援団」と既設の「生涯学習人材バンク」

との役割等について見直しが必要となっています。 

図表 生涯学習センター等の利用者数の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（スポーツ活動） 

□ 柴田町スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、スポーツ関係団体の協力を得ながら仙台大

学との連携を図り、幼児から高齢者までを対象としたスポーツ教室、大会等を実施し

ています。 

□ 柴田町体育協会が進めている「総合型地域スポーツクラブ」については、「みる」、「す

る」、「ささえる」スポーツの推進を基本理念に、準備委員会において設立に向けた協

議やプレイベントを実施しています。 

□ 体育施設の老朽化に対処するため、年次計画による段階的な修繕の実施、総合型地域

スポーツクラブの活動拠点の確保や関係規定の整備を図り、住民が「いつでも」、「ど

こでも」、「だれでも」、「いつまでも」スポーツに親しめる柴田町らしい生涯スポーツ

の推進が求められています。 
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（文化活動） 

□ 文化財については、専門的知識を持つ学芸員等の確保により一層の文化財保護と活用

が必要となっています。また、思源閣の常設展は開館以来 20 年が経過し、展示物の

入れ替えや改装が必要になっています。 

□ 文化財事業の振興として先人が築いてきた文化財の保護及び伝承に努めており、また、

名木・古木についても適正な管理や支援を行っています。 

 

（図書館活動） 

□ 図書館の充実が図られ、生涯学習施設等及び学校図書館との連携も進み、住民が読書

に親しむ環境づくりと子ども読書活動推進計画の取組により、子どもの読書習慣も身

についてきています。 

□ 蔵書数の増加や閲覧スペース等の不足などのため、本格的な図書館の整備が必要とな

っています。 

図表 図書館入館者、貸出冊数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（生涯学習活動） 

◎ 「いつでも、どこでも、だれでも」学び、楽しみ、一人一人が自己実現に向けて輝け

る人生が送れるような学習の機会が増えるとともに、地域主導型のまつりやイベント

等への取組が進んでいます。 

◎ 家庭、地域、学校が協働して子どもを育てる協働教育体制が推進されています。 

 

（スポーツ活動） 

◎ 体育施設利用者が安心して施設を利用できるように、安全対策を優先に修繕や改修が

進んでいます。 

◎ 住民の生涯スポーツ及び総合型地域スポーツクラブの活動拠点となる（仮）柴田町総

合体育館の建設に向け関係機関・団体等との調整が図られています。 

◎ 体育施設が整備され、住民が気軽にスポーツを楽しむ機会が増えるとともに、スポー

ツイベントの取組が進んでいます。 
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（文化活動） 

◎ 町の自然、歴史、文化、産業など郷土に関する資料を調査研究し、その保護に努める

とともに、学芸員等の確保が図られ、しばたの郷土館の思源閣、如心庵（茶室）や図

書館が一体的に事業を展開し、施設利用の相乗効果が出ています。 

◎ 先人が残した大切な財産として、名木・古木を含め、その伝承と活用を図りながら住

民の主体的な活動を支援する取組が進んでいます。 

 

（図書館活動） 

◎ 図書館機能の強化、本格的な図書館建設基本構想策定への着手、学校図書館支援体制

の確立による学校図書館の充実が図られ、青少年の読書への関心が高まるとともに、

住民が読書に親しんでいます。 

◎ 幼少期から読書に親しむことで子ども読書活動が活発に行われ、青少年の読書習慣に

つながっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-4-1 生涯学習の充実 （生涯学習課） 

○ 生涯学習の推進 

生涯学習センター等の学習施設を拠点として幅広い年代層に対応した事業を開催し、

住民一人一人のライフステージに応じた学習機会を提供します。その後自立したサー

クル活動への移行を推進し、自ら学び楽しむ、生涯にわたって学習活動ができるよう

支援します。 

○ 協働による地域づくり推進協議会等の地域づくりの推進 

小学校区を単位として組織された地域づくり推進協議会等と協働して、地域主導型

のイベント等を開催し地域づくりを推進するとともに、地域計画のソフト事業への支

援も行います。 

○ 学校支援ボランティア、人材バンクボランティアの養成と活用 

家庭、地域、学校が協働で子育て、教育ができる環境と生涯学習の一人一人が学び

楽しめるよう、学校支援ボランティアや人材バンクボランティアの活用と発掘・育成

を図り、その支援を行います。 
 

2-4-2 生涯スポーツの振興（指標 No.26） （スポーツ振興課） 

○ スポーツ施設の整備 

柴田町総合運動場等について年次計画により修繕を実施します。 

○ 総合型地域スポーツクラブの支援 

総合型地域スポーツクラブの運営や活動を円滑にするための支援を行います。 

○ （仮）柴田町総合体育館基本設計の着手 

防災機能を備えた（仮）柴田町総合体育館の基本設計に着手します。 
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○ スポーツ教室の開催 

子どもから高齢者までを対象とした、特色のあるスポーツ教室を開催します。 

○ ニュースポーツ等の普及 

ニュースポーツ等の普及を図るため、仙台大学との連携により体験会、競技会を開

催します。また、地域計画によるスポーツ事業の支援を行います。 

○ 総合型地域スポーツクラブの安定的な運営への支援 

柴田町体育協会が主体となって行う総合型地域スポーツクラブが、継続して安定し

た運営を行うには、町体育施設等の指定管理や町の事業受託により自立することが必

要であることから、その基盤づくりとして柴田町体育協会若しくは総合型地域スポー

ツクラブの法人化に向けた調査・研究への支援を行います。 

○ 生涯教育総合運動場の整備 

生涯教育総合運動場の活用について調査研究を実施します。 
 

2-4-3 文化の振興と文化財の保存 （生涯学習課） 

○ 文化振興と郷土学習活動の推進（指標 No.27） 

町の文化振興について調査・研究するとともに、自然、歴史等に関する体験学習事

業の実施や利用者等と連携した施設の活用に努めます。 

○ 郷土資料の調査保護と活用（指標 No.28） 

郷土資料の調査保護及び整理分析に努めるとともに、資料展示館思源閣での展示を

通してその成果を住民にＰＲするとともに、その伝承を行います。 

○ 文化財調査と活用 

文化財パトロールを実施し、文化財の状況を把握するとともに、町内の史跡巡りな

ど文化財を活用したイベントを通して文化財への関心と保護意識の啓発に努めます。 

また、文化財の案内板や標柱の点検整備を行うほか、町制 60周年記念事業として「柴

田町の文化財第 11 集」の改訂作業を実施します。 
 

2-4-4 図書館の充実 （生涯学習課） 

○ 図書館の機能強化（指標 No.29） 

インターネット予約、ＩＣタグ導入、閉架書庫の増設、児童コーナーの分離化、生

涯学習施設との連携など、機能を強化します。 

○ 新図書館の建設 

図書館建設基金の積立を継続するとともに、本格的な図書館建設に向けての講演会

開催、町民を交えた勉強会や町民を対象としたアンケートの実施などを行い、“わが町

の図書館像”の基本理念やコンセプトを明確にして、図書館建設基本構想策定に着手

します。 

○ 学校図書館の充実 

学校図書館司書の増員や専任支援職員の確保を図るとともに、ボランティアの育成

や協力団体との連携など、支援体制を確立します。 
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2-4-5 読書活動の充実 （生涯学習課） 

○ 子ども読書活動（指標 No.30） 

家庭、学校、図書館、生涯学習センター等と連携して子ども読書活動推進計画の取

組を行います。図書館での絵本読み聞かせ、放課後児童クラブの絵本読み聞かせなど

を実施し、子どもたちへの絵本読み聞かせを充実します。 

○ 絵本プレゼント 

子どもに読書習慣を身に付けさせ、豊かな心を育むために、新 1 年生に絵本のプレ

ゼントをします。 

また、ブックスタートとして 4か月児健康診査の際に、2冊の絵本をプレゼントしま

す。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

26 
全スポーツ施設の利用者
数 

178,000人 180,000人 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

総合型地域スポーツクラブ設立な

どによる増 

27 
ふるさと文化伝承館・産業
展示館研修室・如心庵利用
者数 

25,800人 26,000人 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 1％増 

28 
資料展示館 思源閣観覧者
数 

3,900 人 4,000 人 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 3％増 

29 図書貸出冊数 112,000冊 120,000冊 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 7％増 

30 
小学 5年生で 1か月間全く
本を読まない割合 

2.1％ 2.0％以下 
生涯学習課（25年度実績） 

子ども読書活動推進計画目標値 
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２-５ 地域間交流・国際交流の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域間交流） 

□ 国内姉妹都市の岩手県北上市とは、柴田町少年野球チームが毎年北上市で交流試合に

参加しています。また、上川名地区が北上市の黒岩地区と交流を図っています。平成

27 年 1 月には姉妹都市提携 35 周年を迎えますが、住民の姉妹都市の認知度が低く、

これらについて周知する必要があります。 

□ ふるさと姉妹都市・歴史友好都市 5 市町（柴田町、亘理町、山元町、北海道伊達市、

福島県新地町）では事務局持ち回りで、ふるさと従兄弟（い～とこ）まちづくりサミ

ットとふるさと従兄弟（い～とこ）スポーツ祭を隔年で実施しています。 

 

（国際交流） 

□ 国際姉妹都市の中国丹陽市との交流事業は、尖閣諸島問題などの日中間の懸案事項等

により、現在自粛していますが、柴田町日中友好協会が行う友好訪問や交流イベント

については支援を行っています。 

□ 外国人観光客が年々増加傾向にあり、来訪者への支援等についても対応が求められて

います。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域間交流） 

◎ 住民レベルでの文化、スポーツ、産業などの地域間交流が広まり、まちの活性化につ

ながっています。 

 

（国際交流） 

◎ 国際感覚、国際意識の豊かな人材が育つような取組が進められています。また、国際

化に対応し、外国語の表記が進んでいます。 

◎ さくらまつりの外国人観光客向けに、ボランティアによる通訳案内所が設置されてい

ます。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-5-1 地域間交流の推進 （まちづくり政策課） 

○ 国内姉妹都市との交流 

岩手県北上市への定期的な「交流バス」や民間団体よる交流のほか、地域間の相互

交流の実現に向け支援します。 

○ ふるさと姉妹都市・歴史友好都市との交流 

ふるさと姉妹都市・歴史友好都市 5 市町で実施する、ふるさと従兄弟（い～とこ）

まちづくりサミットとふるさと従兄弟（い～とこ）スポーツ祭を継続します。 
 

2-5-2 国際交流の推進 （まちづくり政策課） 

○ 国際姉妹都市との交流 

中国丹陽市との交流において、柴田町日中友好協会等が行う友好訪問や交流イベン

トへの支援を継続します。 
 

2-5-3 国際化への対応 （まちづくり政策課） 

○ 国際化人材の育成 

外国語指導助手などの人材を活用し、国際理解を深める学習機会の充実や交流活動

を通じて、国際的な広い視野を持った人材の育成に努めます。 

○ 国際化への対応 

ガイドブックや案内看板などの外国語表記、町内在住外国人などの地域の人材を活

用したボランティア通訳の実現に努め、外国人に向けた生活に必要な情報や災害情報

を発信するとともに、相談体制の確立を図ります。 
 



 

－ 51 － 

 第２編 後期基本計画 

 

２-６ タウンセールスの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（タウンセールス） 

□ 住民や観光事業者が、町のイベントや観光政策の計画策定などに積極的に参加し、タ

ウンセールスを推進しています。また、住民主体で考案されたキャラクターが、町の

魅力を町内外にやさしく伝えています。 

□ おもてなしの体制が整い、楽しく魅力のあるイベントが数多く開催され、町を訪れる

人が増えています。 

□ 今後は、観光関連以外の町の魅力についても積極的に情報を発信していく必要があり

ます。また、即時性に優れ、広域（全国）への情報発信が容易で、様々なコンテンツ

（写真、動画等）を提供できるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

の活用等を含めた新たなタウンセールスの展開が求められています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（タウンセールス） 

◎ タウンセールスを推進する様々な団体等が、町の魅力を町内外へ発信することで、交

流人口が増加し、地域の活性化が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-6-1 タウンセールスへの取組 （まちづくり政策課） 

○ 情報発信研修会の開催 

職員、地域団体、関係団体を対象に、町の様々な資源を効果的、魅力的に発信する

ためのスキルアップを図ります。 
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基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 

       ～ 安全で安心して暮らせるまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティが持続的に発展していくためにも安全で安心な暮らしを確保してい

く必要があります。いつ発生するか分からない地震などの自然災害、火災や事件・事故

に備えるために、自ら安全対策を講じた上で、地域社会の助け合い、さらに、行政と一

体となった防災力や安全力を柴田町地域防災計画や柴田町犯罪のない安全・安心なまち

推進条例により構築していきます。 

また、高齢者、子どもたち、障がい者の方々など、誰もが等しく安心して生きられる

社会づくりを推進するとともに、仙台大学や行政区と連携した地域まるごと健康づくり、

みやぎ県南中核病院における救命・救急体制の整備、子育て不安を解消するための子育

て支援サービスの充実や子どもの成長をみんなで見守る体制づくりに努めます。 

さらに、公共施設が安全で安心して使えるように計画的な整備・改修に努めます。 
 

（施策の大綱） 

施策３-１ 健康づくりの推進 

施策３-２ 地域医療・救急体制の充実 

施策３-３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

施策３-４ 子育て・子育ち支援の充実 

施策３-５ 地域防災力の向上 

施策３-６ 交通安全・防犯対策の推進 

施策３-７ 公共施設の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 誰もがいつまでも健康で安心して暮らすことができる保健・医療・福祉環境の

整備を進めます。 

② 自然災害や人的災害、犯罪等から住民を守るため、「地域の安全は地域で守る」

という意識のもと、住民と協働で活動できる安全・安心な環境づくりを進めます。 

 

後期計画における重点事項の方針
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３-１ 健康づくりの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（健康づくり） 

□ ライフスタイルの変化や価値観の多様化により、身体や心の健康に不安を抱える方が

増えている現状から、住民一人一人が健康に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り

組み、個人の健康を地域で支える環境づくりをすることが求められています。 

□ 町における死亡原因は、3大生活習慣病と言われる悪性新生物（がん）、心疾患、脳血

管疾患が全体の半数を占めていることから、保健事業として、生活習慣病をはじめと

する疾病の予防と早期発見に向けた各種健康診査、がん検診、健康教育や健康相談な

どを実施しています。今後も住民の健康保持・増進のため、各種健康診査等の未受診

者対策を含めての積極的な事業の推進が必要となっています。 

 

（医療保険） 

□ 国民健康保険の加入状況は平成 25 年度末で被保険者が 9,785 人で加入割合は 25.5％

となっています。平成 25 年度の総医療費は 33 億 2,500 万円で、一人当たり 33 万 6

千円となっており、年々増加しています。また、特定健康診査・特定保健指導につい

ては、第 2期柴田町特定健康診査等実施計画に基づき、健診内容の充実と受診勧奨通

知などで周知・啓発を図っています。 

□ 国民健康保険は、他の医療保険などに加入している方を除くすべての住民を被保険者

としているため低所得者が多いほか、高齢化に伴う疾病の増加や医療技術の高度化に

より、医療費が年々増加しており、厳しい財政運営を余儀なくされています。そのた

め、医療費の適正化や特定健診等による早期の疾病予防やジェネリック医薬品の普及

啓発が急務となっています。 

□ 社会保障制度プログラム法8により、医療保険制度の見直しが進められていることから、

運営の広域化等その動向を注視し、国民健康保険の安定的な運営に努める必要があり

ます。 

□ 後期高齢者医療の平成 25年度末被保険者は 4,592人で加入割合は 12.0％となっており、

高齢化に伴い医療費は年々増加しています。後期高齢者医療制度の枠組みについては、

現行制度を基本として必要な改善が進められる見込みとなっています。 

 

                                                   
8 社会保障制度プログラム法：正式名称を「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する

法律」という。社会保障制度改革の全体像、進め方を規定したもの。 
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図表 出生者数、死亡者数、主要死因別死亡者数の推移 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 

出生者数総数 354 305 319 293 300 

死 亡 者 総 数 316 304 354 400 368 

悪 性 新 生 物 78 98 92 119 108 

脳 血 管 疾 患 36 28 56 52 32 

心 疾 患 47 39 49 52 41 

（資料）仙南保健福祉事務所 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（健康づくり） 

◎ 住民一人一人の「自分の健康は自分で守る」という健康に対する意識が高まり、健康

的な生活習慣を身に付けて、健康づくりに取り組む住民が増えています。また、乳幼

児から高齢者まで、ライフステージに合わせた健康づくり体制の整備が図られ、心身

ともに健康で心豊かな生活を送っています。 

◎ 正しい食生活や運動習慣など、日々の生活習慣の改善により疾病を予防することや各

種健康診査、がん検診等による疾病の早期発見、早期治療を行い、自らが健康管理に

努めることで住民の健康の保持・増進が図られています。 

 

（医療保険） 

◎ 特定健康診査や特定保健指導の充実による住民の健康づくりが推進され、医療費の適

正化が進み、国民健康保険事業が健全な運営状況になっています。また、国民健康保

険制度の安定化に向け、県が運営主体となる広域化が図られ、安定した医療保険制度

が構築されています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-1-1 健康づくり活動の推進 （健康推進課） 

○ 「健康しばた 21」、「食育推進計画」の推進 

住民一人一人が健やかで心豊かに生活できるように、各関係機関と連携した健康づ

くりや生涯にわたって元気に過ごすことができるよう食育を進めます。 

また、健康づくりのきっかけを応援しようと事業開始した健康づくりポイント事業

の定着を図ります。 

○ 地域における健康づくりの推進 

健康推進員や食生活改善推進員などの活動内容を充実させ、地区住民とともに、自

ら健康づくり活動ができるよう支援を行います。 

○ 健康づくり事業の充実と健康情報の提供（指標 No.31） 

住民が健康を意識した生活や運動習慣を身に付けるための健康教室の開催や健康相談

事業の充実を図るとともに、住民による地域資源を活用した主体的な健康づくりの取組を

支援します。 

また、広報紙、ホームページなど機会をとらえて、健康情報の提供に努めます。 

○ 心の健康づくりの推進 

心の健康保持・増進のため、心の健康についての正しい知識の普及啓発を図るとと

もに、相談者への支援体制の充実に取り組みます。 
 

3-1-2 保健事業の充実 （健康推進課） 

○ 母子保健事業の推進 

安心して子どもを産み育てることができるように各種健診、相談などの母子保健事

業を充実させ、子育てを支援します。 

○ 思春期保健事業の充実 

次代を担う思春期世代に母性や父性の育成を図るため、学校等との連携により事業

を推進します。 

○ 感染症対策の充実 

各種予防接種についての情報提供と接種勧奨を行い、接種率の向上に努めます。 

また、新型インフルエンザなどの感染症に備え、感染拡大を最小限にとどめるため

の体制を整備します。 

○ 健康診査等の充実（指標 No.32・33） 

疾病の早期発見、早期治療のため、各種健康診査やがん検診等の機会を提供すると

ともに、受診率の向上を図るため、休日や夜間検診など受診しやすい環境を整えます。 

また、健康管理システムを活用し、住民の健診台帳を整備し、未受診者対策として

コール・リコール事業9を行います。 
 

                                                   
9 コール・リコール事業：対象者に対する繰り返しの個別受診勧奨のこと。 
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○ 歯科保健事業の充実 

歯や口腔の健康保持増進のため、口腔衛生に対する知識の普及や歯科健康診査、健

康教室などの予防事業を推進します。 

○ 人材の確保 

住民への保健サービス推進のために、保健師、栄養士等の人材確保と資質の向上に

努めます。 
 

3-1-3 医療保険制度・国民年金事業の健全な運営 （健康推進課） 

○ 国民健康保険事業の健全な運営の推進 

国民健康保険制度の円滑な財政運営のため、被保険者に対し制度の啓発を行うとと

もに、負担の公平性の観点に基づく適正な保険税の賦課と収納率の向上に努めます。 

また、レセプト点検やジェネリック医薬品の普及啓発等により医療費の適正化を進

め、適正な給付を行います。 

○ 特定健診・特定保健指導の推進（指標 No.34） 

特定健康診査・特定保健指導を実施し、生活習慣の改善による生活習慣病の早期予

防を図り、医療費の適正化を図ります。 

○ 後期高齢者医療制度の安定的な運営 

後期高齢者医療制度の安定的運営のために、宮城県後期高齢者医療広域連合と連携

を図りながら、制度の周知や保険料の収納等に努めます。 

○ 国民年金事業の普及促進 

国民年金業務（法定受託事務）の確実な事務執行と、年金制度の広報等による普及

啓発の推進、年金相談に対する窓口対応の充実に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

31 

健康づくり教室等への参
加者数（まちづくり出前講
座、各種健康相談・健康教
室の参加者数） 

1,028 人 1,130 人 
健康推進課(平成 25年度実績) 

現状値の 10％増 

32 胃がん検診受診率 25.7％ 50.0％ 
健康推進課(平成 25年度実績) 

国の目標値 

33 大腸がん検診受診率 35.8％ 50.0％ 
健康推進課(平成 25年度実績) 

国の目標値 

34 特定健康診査受診率 35.5％ 60.0％ 

健康推進課(平成 25年度実績) 

第 2期特定健康診査等実施計画の

目標値 
 
※がん検診受診率：推計対象者（国勢調査人口から就業者数を控除し、農林水産業従業者数を加えたもの）に

対する受診者の割合 
※特定健康診査受診率：40歳から 74歳の国民健康保険被保険者に対する受診者の割合 
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（人）

 

３-２ 地域医療・救急体制の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域医療） 

□ 町内には、病院 2か所、診療所 18か所、歯科診療所 14か所があり、身近な医療機関

として初期治療を担っています。 

□ 県内の医療圏における人口 10 万人当たりの医師数は、仙南医療圏が 143.7 人、仙台

医療圏は 275.7人と医療圏における格差が大きく、医師不足が問題となっています。 

□ 初期医療や日常的な健康管理を推進するためには、身近に相談することができる「か

かりつけ医」が必要ですが、住民に必要性が十分に浸透していない状況です。 

 

（救急体制） 

□ 仙南医療圏の地域医療支援病院及び救命救急センターの役割を担う病院として、みや

ぎ県南中核病院の充実が重要となっています。 

□ みやぎ県南中核病院と地域の医療機関の役割機能や救急医療体制が、十分に生かされ

連携が図られています。 

□ 大河原町に仙南夜間初期急患センターが開設され、平日夜間の急な発熱など救急患者

のための初期救急医療体制が整備されています。 

□ 急病や事故などの緊急時に、より早く適切な医療が受けられる体制が必要ですが、医

療機関の役割機能の違いが住民に浸透していないため、みやぎ県南中核病院の救急外

来に救急医療を必要としない軽症患者の受診が多く、医師の疲弊を招き、救急医療体

制に支障が出ています。 

図表 みやぎ県南中核病院外来・入院患者取扱数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）みやぎ県南中核病院 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域医療） 

◎ 「かかりつけ医」を持ち、日常的な健康管理を適切に行っている住民が増えています。 

 

（救急体制） 

◎ 初期10・二次11・三次12の救急医療体制が整備され、夜間や休日でも安心して適切な医

療を受けられる体制が整っています。 

◎ みやぎ県南中核病院を中心に地域の医療機関と役割分担が図られ、高度化する医療に

対応した質の高い医療サービスが提供されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-2-1 地域医療機関との連携の推進 （健康推進課） 

○ かかりつけ医の普及 

疾病治療に加えて、疾病予防や日常的な健康管理を推進するため、地域の医療機関

や医師会などと連携を図り、町内医師の紹介をするなど「かかりつけ医」の普及に努

めます。 

○ 医療情報の提供 

誰もが安心して医療が受けられるように、地域医療機関とみやぎ県南中核病院の機

能分担について周知するとともに、ホームページやメール配信サービスなどを活用し

健康情報の提供を行います。 
 

3-2-2 救急医療体制の充実 （健康推進課） 

○ 救急医療体制の充実 

休日夜間の病院群輪番制による二次救急に加え、平日夜間初期救急の医療体制が整

ったことにより、初期・二次・三次救急医療体制が明確化され、それぞれの医療機関

が役割に応じた機能が発揮されるよう、救急外来や救急車の適切な利用について、広

報紙やホームページなどを活用し周知に努めます。 

○ 災害時医療体制の充実 

初期医療は町内の医療機関が当たり、重症患者は災害拠点病院であるみやぎ県南中

核病院につなぐ連絡体制が整えられるように、住民の理解と協力のもと、町内医療機

関との連携を図ります。 
 

                                                   
10 初期救急医療：外来診療によって比較的軽症の救急患者に対応 
11 二次救急医療：入院治療を必要とする重症患者に対応 
12 三次救急医療：特に重症及び複数の診療科にわたる重篤な患者に対応 
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３-３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域福祉） 

□ 価値観の多様化や核家族化の進行などにより、地域のつながりが薄れている中で、す

べての住民が自立した生活を送ることができるよう住民、行政区、民生委員・児童委

員や社会福祉協議会などと町が連携して取り組み、地域ぐるみで支え合う体制の充実

が求められています。 

 

（高齢者福祉） 

□ ひとり暮らしの高齢者の増加により孤独死の発生が懸念されます。高齢者が地域で孤

立しないで自立した生活ができるよう健康や介護予防、生活全般にわたる相談や支援

体制の充実が求められています。 

 

（障がい者福祉） 

□ 障がいのある方は増加傾向にあり、地域の中で自立した生活を送ることができるよう

利用者のニーズにあった多種多様なサービスが求められています。 

図表 要支援・要介護認定者数と高齢化率の推移（各年 3月末日） 
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（資料）介護保険事業報告、高齢者実態調査 
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図表 障がい者数の推移（各年 3月末日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域福祉） 

◎ 地域で暮らす人々が互いに助け合える関係を築き、すべての住民が支え合いながら生

活を営んでいます。 

 

（高齢者福祉） 

◎ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の推進により健康・生活全般にわたる相談・

支援体制が充実し、地域の中で孤立しないで生活できる元気で自立した高齢者が増え

ています。 

 

（障がい者福祉） 

◎ 障害福祉計画の推進により相談・支援体制が充実し、障がいのある方の社会参加が促

進され、地域でいきいきと生活を営んでいます。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-3-1 地域福祉の推進 （福祉課） 

○ 安心生活見守りの推進（指標 No.35） 

住民の生活の見守りを実施する事業所等を増やすことにより、孤独死などの防止に

努め、また、早期発見ができるよう協力体制を推進します。 

○ 福祉避難所の増設 

災害時に援護が必要な方を支援するための福祉避難所を増設します。 
 

（資料）福祉行政報告例 
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○ 災害時避難行動要支援者名簿の活用 

避難行動要支援者の把握により、地域の自主防災組織等と連携し、災害時の対応に

備えます。 

○ 地域生活支援の充実 

行政サービスだけでは手の届かない多様なニーズにこたえられるよう、地域福祉の

中核的役割を担う社会福祉協議会との連携強化を図ります。 

○ 地域福祉計画の策定 

町と住民、福祉団体等の関係者との連携により、住民すべてが家庭や地域の中で安

心して暮らせるよう助け合い、支え合う仕組みづくりを目指す地域福祉計画を策定し

ます。 
 

3-3-2 高齢者福祉の充実 （福祉課） 

○ 安心できる介護保険相談の充実（指標 No.36） 

地域の高齢者の総合相談窓口として、高齢者人口 3,000～6,000人程度で中学校区に

一つの地域包括支援センターを設置します。 

○ 高齢者自立支援通所事業の充実（指標 No.37） 

介護予防やひきこもり防止のために、通所事業を実施します。 

○ 安心できる高齢者の住まいの確保 

安心した住まいの確保のため、サービス付き高齢者向け住宅の建設を促進します。 

○ 多様な介護保険サービスの充実（指標 No.38） 

地域密着型介護保険施設のサービス事業所を設置し、高齢者の居宅介護及び施設介

護の充実を図ります。 

○ 認知症の理解と啓発の促進 

認知症であっても自宅で生活が送れるよう、認知症の方と家族を見守りサポートが

できる地域づくりを目指し、認知症に対する理解と啓発を促進します。 

○ 虐待防止と権利擁護の推進 

虐待防止の啓発を推進するとともに、人権を擁護するため、成年後見制度の活用を

推進します。 
 

3-3-3 障がい者福祉の充実 （福祉課） 

○ 障がい者福祉サービスの充実（指標 No.39） 

利用者のニーズに応じた多様な支援ができるよう、相談支援の充実を図り、様々な

サービスの情報の提供に努め、障がい者福祉サービスの充実を推進します。 

○ 障がい者福祉施設への支援（指標 No.40） 

地域活動支援センターの事業運営により、在宅障がい者の活動の場を確保します。 

○ 雇用、就業の確保 

ハローワークや一般企業、県南障害者就業生活支援センターとの連携を図りながら、

就労に向けた取組を進めます。 
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○ 虐待防止と権利擁護の推進 

虐待防止の啓発を推進するとともに、人権を擁護するため、成年後見制度の活用を

推進します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

35 
安心生活見守りに関する
協定の締結数 

7 事業所 10 事業所 
福祉課(平成 26年度実績) 

3事業所の増 

36 地域包括支援センター数 2 施設 3 施設 
福祉課(平成 26年度実績) 

中学校ごとに 1施設を目指す 

37 
高齢者自立支援通所事業利
用者数 

98 人 200人 
福祉課(平成 25年度実績) 

1通所事業所の増 

38 

地域密着型介護施設整備数 

（認知症対応型共同生活介

護、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型老人福祉施設） 

6 施設 10 施設 

福祉課(平成 26年度実績) 

多様な介護サービスを充実する 

39 障がい者相談支援事業利用者数 83 人 100人 
福祉課(平成 25年度実績) 

現状値の 20％増 

40 
地域活動支援センター「しら

さぎ」及び「もみのき」の利

用者数 
24 人 35 人 

福祉課(平成 25年度実績) 

定員数 
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３-４ 子育て・子育ち支援の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（子育て・子育ち支援） 

□ 新たな子育て支援制度による子ども・子育て支援事業計画（平成 27年度～平成 31年

度）により、待機児童の解消や保護者の就労障害の解消を目指し、子育て家庭の多様

なニーズに対応できる環境づくりや子育て支援を行い、子育て中の親が安心して子育

てができるようにするためのサービスの充実を図る必要があります。 

□ 保育所は、保護者の勤務形態の変化や核家族化などにより、多様な保育サービスに対

するニーズが増えていることや、待機児童が解消されていない現状にあることから、

子育てと仕事の両立を支援するための機能が求められています。また、施設の老朽化

が進んでおり、良好な保育環境を確保する上でも継続的な施設整備が必要です。 

□ 児童館は、地域において児童に健全な遊びを提供し、児童が遊びながら自主性、創造

性、協調性等を養い、心身ともに健全な育成が図られるように取り組んでいますが、

児童館がない地域もあることから早急な児童館の整備が求められています。また、児

童館には子育て支援機能も求められ、乳幼児と保護者の子育て支援策が重要となって

います。 

□ 放課後児童クラブは、就労等により、主に日中保護者が家庭にいない小学生に、遊び

や生活の場を提供して健全な育成が図られるように取り組んでいます。今後は保護者

の多様なニーズに対応していくことが求められています。 

□ 子どもの適正な医療機会を確保し、子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため、

子ども医療費の助成対象を町独自策としてこれまで順次拡大してきました。平成 25

年 10月からは入院、通院ともに中学 3年生の 15歳到達年度末までを助成対象として

医療費の無料化を図っていますが、所得制限により一定以上の所得のある方が対象外

となっているため、所得制限の撤廃が求められています。 

図表 総人口と乳幼児人口の推移（各年 3 月末日） 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（子育て・子育ち支援） 

◎ 保護者のライフスタイルに合った多様な保育サービスが質・量とも充実し、保護者が

安心して仕事に就いています。また、保育所の良好な環境整備により、児童が安心し

て快適に生活することができる施設になっています。 

◎ 児童館では、児童の居場所づくりが充実し、心身ともに健やかでたくましく育つ児童

が増え、また、子育てに関する情報提供や相談体制が充実しています。 

◎ 放課後児童クラブでは、延長保育サービスなど、多様なニーズにこたえ、児童の健全

育成が図られ、生活の場が充実しています。 

◎ 子ども医療費の助成などより、保護者の経済的な負担が軽減され安心して子どもを産

み育てられる環境になっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-4-1 子育てサービスの充実 （子ども家庭課） 

○ 保育体制の充実（指標 No.41・42） 

児童数の変化や保育ニーズなど、実情を踏まえながら保育体制の充実を図ります。 

○ 多様な保育サービスの充実（指標 No.43） 

子育て支援策の充実やファミリー・サポート・センター事業の安定的な運営、小規

模保育、家庭的保育などの実施に向けて積極的に支援しながら、多様な保育ニーズへ

の対応と体制の整備充実を図ります。 

○ 相談体制、情報提供の充実 

子育てサポーターなどの育成を支援し、ネットワークを形成するとともに、ネット

ワーク間の情報交流・連携の充実を図ります。また、身近な地域における相談や保護

者同士の交流の場となる子育て支援センター及び児童館の機能の拡充を図り、多様な

相談ニーズへの対応と子育て支援ガイドブックや町のホームページなどを活用した情

報発信を積極的に行います。 
 

3-4-2 親と子どもの学び環境の充実 （子ども家庭課） 

○ 親が参加しやすい学習環境の充実 

親が育児に関する知識などを学ぶことができ、育児サークル等に参加しやすくする

ために、学習機会や活動の場の充実に努めます。 

○ 子どもの活動の場の充実（指標 No.44） 

子どもの活動の場や機会の確保の観点から、児童館や放課後児童クラブなどによる

事業の充実を図るとともに、利用希望者の多様なニーズに対応します。 
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○ 地域児童館の整備 

児童の居場所づくりや子育てに関する情報提供・相談機能、子育て親子の集いの場

など、多様な役割を担う児童館の環境を整備します。 
 

3-4-3 仕事と家庭の両立への支援 （子ども家庭課・健康推進課） 

○ 子育て家庭への経済的支援 

児童手当や子どもの医療費助成などの支援事業を継続して行います。 

また、子ども医療費助成については、国・県に補助制度の拡充を要請していきます。 

○ 子育て支援サービスの充実（指標 No.45） 

保育サービス及び放課後児童クラブ事業、ファミリー・サポート・センター事業な

ど、保護者の多様な働き方に対応した子育て支援を推進します。 

○ ひとり親家庭への自立支援 

ひとり親家庭などが抱える様々な課題に対し、自立支援、育児・子育てへの支援、

生活の安定と向上などの支援を行います。 
 

3-4-4 要保護児童等への取組 （子ども家庭課） 

○ 障がい児の支援体制の充実 

障がい児に対する各種事業の継続と支援体制の充実に努めます。 

○ 児童虐待防止の推進 

子どもが親などによる虐待に遭うことがない社会づくりのため、親に対する適切な

助言や、地域住民・関係機関と協力体制を築きながら防止に努めます。 
 

3-4-5 子ども・子育て支援新制度への取組 （子ども家庭課） 

○ 子ども・子育て会議の開催 

子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の実施及び評価、計画

の変更を行います。 

○ 施設型給付・地域型保育給付 

保育所・幼稚園・認定こども園に対する施設型給付を行い利用者の負担軽減を図ります。 

また、小規模保育・家庭的保育の拡充を図るため施設整備費の援助、安定的運営のため

運営費補助を行います。 

○ 地域子ども・子育て事業の実施 

子ども・子育て支援事業計画に基づく事業を実施し、子育て環境の整備を行います。 
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■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

41 保育所の定員 420人 440人 
子ども家庭課(平成26年度定員) 

船岡保育所の定員見直し 

42 ゆとり保育の利用者（人/日） 17 人 24 人 
子ども家庭課(平成25年度実績) 

槻木保育所に新設 

43 
小規模保育・家庭的保育の
受入れ人員（人/日） 

0 人 38 人 
― 

新規に事業を導入 

44 児童館の利用者数（人/日） 77 人 85 人 
子ども家庭課(平成26年度実績) 

児童館ごとに特色ある事業実
施による利用拡大 

45 放課後児童クラブ登録者数 264人 360人 
子ども家庭課(平成25年度実績) 

小学 6年生まで利用拡大 
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３-５ 地域防災力の向上 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（災害対策） 

□ 東日本大震災の経験から、各行政区に自主防災組織が結成されましたが、活動に地域

差があり、住民の参加、特に子どもや若い人々の参加が減少しています。 

□ 屋外拡声装置は各基の設置場所に出向かなければ発令放送できない状況にあり、庁舎

の Jアラート受信装置と連携させるなど、情報伝達体制の整備が必要となっています。 

□ 防災行政無線は、電波法関係審査基準の改正によりアナログ無線機からデジタル無線

機の変更を指示されており、計画的な整備が必要です。 

□ 近年の温暖化に伴う局地的な豪雨や東日本大震災による地盤の沈下などにより、船岡

大住町、船岡杉崎及び船岡清住町の雨水による浸水被害が多発していることから、公

共下水道鷺沼排水区の計画的な雨水整備の推進が求められています。 

□ 大雨等で、槻木地区や船岡地区で冠水被害が発生しています。各地区には、常設ポン

プや仮設ポンプを配備して早期の冠水解消に努めていますが、継続的な雨水対策工事

が必要です。船岡西地区と船岡南地区では対策工事を実施していますが、今後、効果

の検証が必要です。また、町道海老穴 2号線は、軟弱地盤による道路冠水軽減のため

の対策が必要です。 

 

（消防体制） 

□ 消防団員の確保については、定員 350 人に対し、310 人前後であり、消防団員の確保

に向けて、女性・大学生団員へのＰＲが必要です。 

□ 消防団員の安全確保のために、安全靴、救命胴衣、トランシーバー、機能やデザイン

が一新された活動服などの装備をはじめ、災害に備えたチェーンソーなどの機材の充

実を図っていく必要があります。 

□ 住宅用火災警報器の設置については、消防団、婦人防火クラブに調査依頼した結果、

完全設置は、26％という結果であり、引き続き普及率を上げるよう努めていく必要が

あります。 

図表 火災発生件数及び損害額の推移 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（災害対策） 

◎ 防災対策は、自主防災組織の育成強化により、災害時に住民、行政が一体となった対

応が図られるとともに、防災用の備蓄倉庫・備品など防災資機材の整備により、災害

時における避難生活がスムーズに行えるようになっています。 

◎ 屋外拡声装置やデジタル防災行政無線の計画的な整備により、災害発生時や災害が発

生する恐れがある場合、住民等へ迅速に情報伝達ができるようになっています。さら

に、防災関係のパンフレット、ポスター、ビデオ等の活用により、住民への防災意識

の啓発・高揚が図られています。 

◎ 既設函渠13の改修とバイパス函渠の設置が推進され浸水区域が減少しています。 

◎ 槻木地区や船岡地区の冠水被害が軽減されています。 

◎ 町道海老穴 2号線の道路冠水の軽減に向けた協議が進んでいます。 

 

（消防体制） 

◎ 消防体制は、消防署の充実に努めることにより、消防力の強化が図られるとともに、

消防団員（女性・大学生団員を含めた）の加入に努め、実情に応じた消防防災設備の

計画的整備により、消防団活動の充実が図られています。 

◎ 消防署による予防指導の強化促進や消防団、婦人防火クラブ等の充実に努めることに

より、火災発生予防の徹底など、火災の未然防止が図られています。また、消火栓等

の計画的な整備により、消防水利の整備が推進されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-5-1 防災対策の推進 （総務課） 

○ 防災意識の高揚 

東日本大震災の経験を生かした地震対策、近年の土砂災害や火山災害、原子力災害

等に対応するため柴田町地域防災計画の改訂を行い、防災訓練や消防団の活動などを

通じて、住民の防火･防災意識の高揚を図り、防災関係のパンフレット、ポスター、ビ

デオ等の活用により住民への防災意識の啓発に努めます。 

○ 自主防災組織の育成強化（指標 No.46） 

災害時に住民、行政が一体となった対応が図られるように、自主防災組織の育成強

化を図ります。 

また、自主防災組織の指導員養成のために講習会を開催し、各行政区 2 名以上の指

導員の配置に努めます。 
 

                                                   
13 函渠：箱形（四角）の形をした水路。 
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○ 防災設備の充実 

災害発生時や災害が発生する恐れがある場合、地域住民等へ迅速に情報伝達ができ

るように、屋外拡声装置、デジタル防災行政無線などの計画的な整備を図ります。 

○ 企業との協力体制の拡充（指標 No.47） 

災害時に住民、行政のみならず、企業との協力体制が必要であり、町内工場等連絡

協議会と連携しながら協力体制の拡充を図ります。 

○ 被災者支援システムの整備 

災害発生後に、被災者を救護・支援していくことが必要であり、倒壊家屋管理・生

活再建支援・り災証明書等のシステム整備の調査・検討に努めます。 

○ 防災公園の整備 

防災機能を併せ持ち、住民が親しみを持って利用できる防災公園の整備を計画的に

進めます。 
 

3-5-2 消防体制の充実 （総務課） 

○ 消防団活動の充実（指標 No.48） 

地域の防災活動に重要な役割を担う消防団活動への理解を促進し、消防団員の確保

と実情に応じた消防防災設備の計画的な整備を図ります。 

○ 消防団協力事業所の拡充（指標 No.49） 

各企業・事業所に対し、消防団活動をＰＲし、積極的に協力してくれる事業所の拡

充に努めます。 

○ 火災の未然防止 

常備消防による予防指導の強化促進や消防団、婦人防火クラブ、幼年消防クラブ等の

充実に努め、一般家庭に対する火災発生予防の徹底など、火災の未然防止に努めます。 

○ 消防水利の整備（指標 No.50） 

消防水利の不足している地区を重点に、消火栓等の計画的な整備を図ります。 
 

3-5-3 雨水対策の推進 （上下水道課） 

○ 鷺沼排水区公共下水道雨水整備の推進（指標 No.51） 

鷺沼排水区公共下水道整備を大河原町と共同施工により実施し、船岡大住町、船岡

杉崎及び船岡清住町など繰り返し浸水被害が発生している地域の浸水被害の軽減を図

ります。 
 

3-5-4 冠水対策の促進 （都市建設課） 

○ 槻木市街地の雨水対策（指標 No.52） 

既設排水を分水し、新たに 2系統の排水路を整備して冠水被害を軽減します。並行し

て、一般国道 4号の排水対策は国土交通省が進めます。 

○ 町道海老穴 2号線雨水対策（指標 No.53） 

町道海老穴 2号線の軟弱地盤対策を進めます。 
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■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

46 
自主防災組織防災指導員
数 

90 人 110人 
総務課（平成 27年 3月末現在） 

各自主防災組織に 2人以上 

47 災害時の協力企業数 16 事業所 22 事業所 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

工場等連絡協議会参加企業の半

数以上 

48 消防団員数 311人 320人 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

定数 350人に近づける 

49 消防団協力事業所数 1 事業所 3 事業所 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

現状値より 2事業所増 

50 消火栓設置数 451か所 455か所 
総務課（平成 27年 3月末現在） 

毎年度 1か所設置 

51 
鷺沼排水区公共下水道雨水
整備率 

5.0％ 30.0％ 
上下水道課（函渠整備実績） 

実施計画工程 

52 
槻木市街地雨水対策工事
の整備延長 

150ｍ 550ｍ 
都市建設課（整備実績） 

整備計画 

53 
町道海老穴 2号線雨水対策
工事の整備延長 

0ｍ 100ｍ 

都市計画課（平成 26年 4月 1日

現在） 

整備計画 
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３-６ 交通安全・防犯対策の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（交通安全対策） 

□ 本町における交通事故発生件数は、平成 15年以降減少傾向にありますが、高齢者（65

歳以上）が被害者・加害者となる事故や若年（16 歳以上 24 歳以下）運転者の事故、

自転車の事故の割合が高い状況です。また、交通事故の原因としては、安全不確認が

最も多い状況です。 

□ 住民の交通安全に対する意識の高揚と交通道徳の定着化のため、交通安全運動を引き

続き推進していくことが必要です。特に高齢者の事故、自転車の事故への対応が求め

られます。 

□ 安全な道路環境を確保するため、信号機やカーブミラーの設置など、優先順位を付け

ながら交通安全施設を整備していくことが必要です。 

図表 交通事故の推移（発生件数） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（防犯・消費者被害） 

□ 本町における最近の犯罪発生件数は、年々減少傾向となっていますが、近年、未成年

者や社会経験の浅い若年者、判断力の低下する高齢者等は、振り込め詐欺や有料サイ

トの架空請求等の悪質な手口による犯罪に巻き込まれやすい傾向にあるほか、食品の

偽装表示等、消費生活に関するトラブルも増えています。特に、様々な手口による振

り込め詐欺等の特殊犯罪が増加しています。 

□ 振り込め詐欺等をはじめとする犯罪防止のため、住民の防犯に対する意識の啓発や、

警察、関係機関、地域等の連携強化が必要です。また、防犯運動を推進するとともに、

安全な地域環境を確保するため、町と地域が連携・役割分担しながら防犯施設を整備

していくことが必要です。 

 

（資料）宮城県大河原警察署 
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□ 地域の安全対策については、各自治会等における地域計画を踏まえながら、住民が真に

安心して暮らせるまちづくりの実現のため住民一人一人が「自らの安全は自ら守る」、

「地域の安全は地域が守る」という意識を持ち、地域力を高めていくことが必要です。 

図表 刑法犯罪の推移（認知件数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（交通安全対策） 

◎ 警察、交通安全団体等と連携し、地域社会全体に交通安全への意識高揚が図られていま

す。 

◎ 交通安全施設の整備により、道路を安全に安心して利用されています。 

◎ 高齢者（運転・歩行等）の事故や自転車事故をはじめ交通事故が減少しています。 

 

（防犯・消費者被害） 

◎ 地域ぐるみで見守り合う、防犯活動が各地区で促進されています。 

◎ 防犯施設の効果的な設置により、安全で安心して暮らせるまちづくりが推進されてい

ます。 

◎ 高齢者が主な被害者となる振り込め詐欺等の特殊犯罪をはじめ犯罪が減少しています。 

◎ 地域住民が消費者被害に遭わない方法、巻き込まれた時の対処方法を身に付けています。 

◎ 消費者被害等に関する相談窓口が身近にあり、消費者被害の救済が図られる体制とな

っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-6-1 交通安全運動の推進（指標 No.54） （まちづくり政策課） 

○ 広報啓発活動 

警察や関係機関、団体等と連携し、交通安全運動等を継続的に展開します。 

また、町広報紙やホームページ、チラシ配布・回覧、配信メールなど各種媒体を活

用して広報啓発活動を推進します。 

（資料）宮城県大河原警察署 
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啓発活動実施に当たっては、より効果的に進められるよう民間活力を生かせるよう

努めます。 

○ 各種行事等における交通整理・指導 

年間を通し、各種行事等における交通安全のため、交通指導隊による交通整理・指

導を行います。 

また、児童生徒の交通安全のため、登校時の街頭交通整理・指導を行います。 

○ 交通安全教育の推進 

年齢段階や交通手段等に応じた交通安全教室、特に高齢者や自転車利用者に対する

交通安全教育について、体験や実践を考慮した出前講座のほか、警察や関係機関、団

体等と連携し実施します。 

○ 地域交通安全活動の促進 

地域交通安全にかかわる活動が地域計画に盛り込まれ、主体的に活動が進められる

よう自治会等や自主的な交通安全活動団体に対し、地域づくり補助金等の交付、助言

や情報提供などを行います。 
 

3-6-2 道路交通環境の整備 （まちづくり政策課） 

○ 道路交通環境の整備 

地域住民等からの要望、警察署からの要請、町の調査を踏まえ、交通事故多発地点

や交通危険箇所について効果的な交通安全施設を整備します。 

県道や国道などについては、警察署や関係機関と連携・調整し、安全な道路交通環

境の確保に努めます。また、既存の交通安全施設の維持管理に努めます。 
 

3-6-3 地域防犯対策の推進（指標 No.55） （まちづくり政策課） 

○ 広報啓発活動 

警察や関係機関、団体等と連携し、住民等が犯罪に遭わないよう各種啓発活動を実

施します。 

また、広報紙やホームページ、チラシ配布・回覧、配信メールなど各種媒体を活用

して広報啓発活動を推進します。 

○ 防犯パトロール 

防犯実動隊が青色防犯パトロール車により、年間を通した薄暮や夜間等のパトロー

ル、主要行事における巡回パトロールを行います。 

○ 子どもの安全教育の推進 

幼児や児童に対し、防犯教室の実施や子ども会育成会・防犯活動団体等と連携し、「地

域安全マップ作成教室」を開催するなど、犯罪被害防止能力を高めます。 

○ 住宅防犯診断の促進 

防犯実動隊や警察、住民等が連携し、住宅の防犯診断を実施するとともに、防犯へ

の意識向上を図ります。 

○ 防犯施設の整備（指標 No.56・57） 

歩行者等の安全を確保するため、地域と町が役割分担しながら計画的に防犯灯など

の防犯施設を整備します。また、既存の防犯施設の維持管理に努めます。 
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○ 地域安全活動の促進 

地域安全にかかわる活動が地域計画に盛り込まれ、主体的に活動が進められるよう

自治会等や自主的な地域安全活動団体に対し、地域づくり補助金等の交付、助言や情

報提供などを行います。 

また、地域が作成する「地域安全マップ」などの作成を支援します。 
 

3-6-4 消費者意識の啓発と相談体制の充実 （町民環境課） 

○ 消費者に関する情報提供の推進（指標 No.58） 

広報、ホームページを活用し、消費者被害等に関する情報の提供を行います。 

○ 教育・啓発の推進 

各種団体等に対し出前講座を積極的に実施します。また、消費生活に関する小学生

向けパンフレットを活用し、消費者意識の啓発を図ります。 

○ 相談体制の向上 

身近な相談窓口として消費者相談員のスキルアップと、迅速に対応できるよう関係

機関との連携を図ります。 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

54 交通事故発生件数 143件 130件 
大河原警察署（平成 25年実績） 

現状値の 10％減 

55 刑法犯罪認知件数 328件 300件 
大河原警察署（平成 25年実績） 

現状値の 10％減 

56 防犯灯数 3,096 灯 3,500 灯 

まちづくり政策課（平成 26年 4

月 1日現在） 

年間 100灯の増 

57 
既存防犯灯 LED 化数（町・
地域） 

761灯 1,500 灯 

まちづくり政策課（平成 26年 4

月 1日現在） 

年間約 200灯の増 

58 
広報紙等による消費者意識
の啓発 

0 回 1 回 
町民環境課（平成 25年度実績） 

年 1回を目指す 
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３-７ 公共施設の整備 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（公共施設の管理） 

□ 公共施設の耐震診断は、昭和 56 年 6 月以前に町が建築した建物を対象に実施してお

り、耐震補強が必要とされた建物が 14棟あります。学校施設の耐震化率は 100％を達

成しています。 

□ 全国において公共施設の老朽化対策が課題となっており、国から公共施設等総合管理

計画14の策定が要請されています。今後、公共施設等総合管理計画の導入に向けて、す

べての施設について現状の確認と将来のあり方についての検討が必要です。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（公共施設の管理） 

◎ 公共施設等総合管理計画に基づき取組が進められています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-7-1 公共施設の現状把握と将来のあり方 （都市建設課） 

○ 公共施設等の管理の見直し 

公共施設の建設年度、構造、規模、利用状況等について、共通の指標で確認を行い、

今後の施設のあり方を示します。 
 

                                                   
14 公共施設等総合管理計画：公共施設等が更新時期を迎える一方で地方財政は厳しい状況にあり、人口減少・

少子高齢化の進展等により公共施設等の利用需要が変化していくことから、財政負担の軽減・平準化や公共
施設等の最適な配置の実現をめざし、すべての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて総合的かつ計画的
に管理するために策定される計画 
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基本目標４ 地域循環型経済の推進 

       ～ 多彩な産業が連携する元気なまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティの原動力となるのが、内発的な地域循環型経済の確立です。企業

立地優遇制度を活用して企業の誘致に努めるとともに、既存立地企業の経営力・技術

力・人材力を生かした経営革新への支援を通じて地域産業の活性化に努めます。 

また、農商工連携の下に新たな特産品の開発や商品のブランド化を図るとともに、

地域が一体となって自然や文化、食材、歴史などの資源に磨きをかけ、国内外からの

集客を図る観光まちづくりを進めます。今後とも商工会、観光物産協会、みやぎ仙南

農業協同組合、工場等連絡協議会等と連携し、新たな産業興しや社会事業のビジネス

化などによるビジネスチャンスの拡大を通じて、多彩な産業の集積と雇用の確保に努

めます。 
 

（施策の大綱） 

施策４-１ 観光まちづくりの推進 

施策４-２ 農商工連携によるものづくり 

施策４-３ 地域産業の活性化 

施策４-４ 労働・雇用対策の充実 

施策４-５ 社会事業のビジネス化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① “農業”、“商業”、“工業”、“観光”といった多様な産業が、個々の産業振興を

図るとともに、産業間の連携による相乗効果のある地域の活性化を進めます。 

② 町内に働く環境があり、住民の生業につながることが重要です。そのため、様々

な雇用機会の創出と時代に即した新たな産業の振興を進めます。 

後期計画における重点事項の方針
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４-１ 観光まちづくりの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（観光の振興） 

□ 町の主たる観光拠点である船岡城址公園は、植栽会や「コミュニティガーデン花の丘

柴田」など官民協働による公園づくりにより、春の桜、夏の紫陽花、秋の曼珠沙華（彼

岸花）や菊を中心に、四季を通して花を楽しめる公園になりつつあります。また、園

路・案内板などの整備も進み、年々来訪者が増加しています。平成 27 年のしばた千

桜橋の開通により、イベント開催時期には、これまで以上の来訪者が見込まれます。

今後は、課題となっている交通渋滞の解消を図る必要があります。 

□ 平成 25年から始まった秋の曼珠沙華まつりや平成 26年から始まった夏の紫陽花まつ

りには、県内を中心に観光客が訪れています。また、春の桜まつり期間中は、国内は

もとより東南アジアや中国などからの観光客が訪れています。イベント開催時には、

観光案内所を設置し観光ボランティアガイドを配置するなど、町ぐるみで “おもて

なしの心”が醸成されつつあります。今後は、外国人観光客の増加に伴う外国人に向

けた観光パンフレット作成や観光案内などの、さらなる充実が求められます。 

□ 「花のまち柴田」の推進により、町内各所に四季折々の花を植栽するなど、観光地と

しての基盤はできてきましたが、まだまだ知名度が低く、情報の発信が必要です。ま

た、地元ならではの食べ物や土産品の開発など、潜在する町内の観光資源を組み合わ

せながら、観光開発を進めていく必要があります。 

 

図表 観光客入込数の推移 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（観光の振興） 

◎ 四季ごとにイベントを開催し、観光バスなどの観光ルートに取り上げられることで、

桜の時期だけではなく、1年を通して観光客が訪れています。 

◎ 潜在する町内の観光資源を発掘し、住民と協働の観光開発を進めることで、本町なら

ではの食べ物や土産品が提供されています。 

◎ テレビや新聞などのマスコミ、ホームページ、案内板、パンフレットを活用した情報

発信を行うことで、観光地としての知名度が高まっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-1-1 魅力ある観光地づくりへの取組（指標 No.59） （商工観光課） 

○ 既存イベントの充実（指標 No.60） 

春の桜まつり、夏の紫陽花まつり、秋の曼珠沙華まつりと菊花展、冬のイルミネー

ションなど、四季のイベントをより一層充実させることで来訪者を増やし、船岡城址

公園の観光地としての魅力を定着させます。 

○ 観光資源の連携 

しばた千桜橋開通に伴う回遊ルートや里山ハイキングコース等と連携した観光事業

を推進します。 

○ おもてなしの心の醸成 

町内の名所、旧跡等を案内できる観光ボランティアガイドの育成を行い、住民によ

る「おもてなしの心」を育むことにより、また訪れたいと思う観光まちづくりを推進

します。また、外国人観光客の増加に伴い、外国人向けの観光パンフレットや案内板

を作成します。 

○ 交通渋滞の緩和 

公共交通機関を利用した来訪者を増やし、桜まつりの時期における交通渋滞を緩和

できるよう取り組みます。 

○ 地域の特産品の開発（指標 No.61） 

地域の特色ある観光資源を発掘するため、食べ物や土産品の開発支援を行います。 
 

4-1-2 広域観光の推進 （商工観光課） 

○ 仙南地域観光ルートの整備 

仙南地域に点在する観光スポットを時期やテーマなどで結びつけられるよう、自治

体間の連携を図ります。 
 



 

－ 79 － 

 第２編 後期基本計画 

 

4-1-3 観光宣伝と推進体制の整備 （商工観光課） 

○ 観光物産交流館などからの情報発信 

訪れた観光客に 1 年を通して船岡城址公園や町の魅力ある情報を発信することで、

リピーターを増やします。 

○ ホームページの充実 

観光物産協会、商工会、町が情報を共有し、ホームページを充実させることで、最

新の情報を提供できる環境を整えます。 

○ マスコミなどの活用 

新聞、テレビ、雑誌などを活用し積極的なプロモーション活動を行います。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時

の現状値 

後期計画の

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

59 観光客入込数 398,265人 438,000人 

商工観光課（平成 25年観光客入込

調査報告書） 

現状値の 10％増 

60 スロープカーの利用者数 26,599人 28,000人 

平成 25年度実績（柴田町観光物産

協会） 

現状値の 5％増 

61 特産品開発の支援件数 0 件 4 件 
― 

4件の特産品開発を目指す 
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４-２ 農商工連携によるものづくり 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農商工連携） 

□ 地域の農業者と商工業者がお互いの技術やノウハウなど経営資源を持ち寄り、新しい

商品やサービスの開発・提供・販路拡大などの取組を支援する、「中小企業者と農林

漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（農商工等連携促進法）」が平成

20年に施行されています。本町においても、町の特産品である柚子を活用した酒類や

菓子類の開発と販売に取り組み、徐々に連携が図られている状況にありますが、地域

経済の活性化に向けて積極的な連携活動が求められています。 

□ 農商工連携に積極的に取り組むため、組織づくりとともに、必要な技術力や商品開発

力、販売力、マーケティング力などのノウハウを持つ人材が不足しており、人材の育

成が必要とされています。 

□ 農業者と中小企業者との連携活動は、食品加工や特産品の販売など一部で実施されて

いますが、こうした取組を支援し、さらに多くの分野での事業展開が必要とされてい

ます。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農商工連携） 

◎ 地域の農業者と商工業者が、それぞれの優れた経営資源をお互い最大限に活用し、新

たな商品やサービスの開発、マーケティングなどについて情報交換が活発に行われて

います。 

◎ 農商工連携により、地域の農家や中小企業者にとって事業拡大と市場拡大などにつな

がり、徐々に経営の改善が進んでいます。 

◎ 農商工連携の広いノウハウを身に付けた人材が育っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-2-1 農商工連携による地域経済の活性化 （農政課・商工観光課） 

○ 農産物を使用した特産品開発の支援 

地域の菓子店や加工業者が農家と連携し取り組む特産品や加工品などの開発を支援

します。 
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○ 農作物の移動販売システムづくり 

スーパーや空き店舗の活用による直売や移動販売車、軽トラ市場、イベント出店な

ど農作物の移動販売の取組を支援します。 
 

4-2-2 農商工連携により開発された商品の販路開拓支援 （農政課・商工観光課） 

○ 開発商品の展示 

町観光物産交流館や宮城県大河原地方振興事務所などで、一定期間、常設形式の販

売や展示スペースを設置し、消費者へ商品紹介の機会提供を行い、新商品の販路開拓

を支援します。 

○ ＩＴを活用した商品の販路拡大 

インターネットなどの情報通信を活用し、特産品や開発商品などの宣伝に取り組み、

販路拡大に努めます。 
 

4-2-3 農商工連携の普及啓発 （農政課・商工観光課） 

○ 異業種間との連携 

農業者と事業者とのマッチングの機会として、商工会や町内工場等連絡協議会など

と連携し、しばた産業フェスティバルなどで行われる農商工ふれあい市などの拡充を

行い、農商工事業者への情報提供や普及啓発を図るとともに、消費者の購買意欲の向

上と、地域経済の活性化に取り組みます。 

○ 組織づくりと人材育成 

農商工連携を推進する組織づくりを支援するとともに、技術力や商品開発力、販売

力、マーケティング力などのスキルやノウハウを身に付け、農商工連携を積極的に推

進する人材の育成に努めます。 
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４-３ 地域産業の活性化 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農林業振興） 

□ 現在の農業情勢は、米価の下落や農産物の価格低迷により生産額が減少し、農業の活

力を低下させています。また、農業従事者の高齢化、後継者不足により、販売農家が

年々減少するとともに、遊休農地が拡大しています。 

□ 特産の花きや鉢花は産地形成が図られていますが、燃油や資材費の高騰により厳しい

生産環境となっています。 

□ 産地直売所やインショップ15などの地産地消に取り組む女性、高齢者を中心とした野

菜づくりを行う農業者が増えています。 

□ 国の農政改革において、経営所得安定対策の見直しにより米の直接支払制度は平成 29

年度までで廃止され、水稲の生産数量配分にも平成 30 年産からは行政側から生産者

側の主体的な取組となり、今後の米づくりは不透明な状況にあります。 

□ 担い手不足の中、次世代に安心して引き継ぐことのできる農業の継承が急務となって

います。担い手農家への農地集積を促進し、規模拡大により生産性の向上と農家経営

の安定化を図り、地域の担い手農家を確保していくことが重要です。各地域において

は必要に応じて集落営農やほ場整備の取組が必要となっています。 

□ 町内の森林はほとんどが私有林で、半分以上がスギ、ヒノキなどの人工林です。林業

の採算性が悪化する中で、一部を除いて森林所有者の林業経営への関心は低下し、適

正な森林管理が十分に行われない状況になっています。 

□ 地球温暖化の防止や森林が持つ公益的機能、木材としての供給など、森林・林業の活

性化に期待が寄せられています。 

図表 農家数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 インショップ：スーパーや百貨店の店舗内にコーナーを設けて行う直売活動 

 

(資料)農林業センサス 
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図表 経営耕地面積の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（商業振興） 

□ 商店街は、日常の買物が完結できるような商品構成となっていないため、郊外の大型

ショッピングセンターやコンビニエンスストアに人は流れてしまっている状況です。

今後、商業集積を視点としたコンパクトシティの形成が必要です。 

□ まちづくりアンケート調査では「まちの不十分なところ」として、10 代・20 代の若

者で「買物の便が悪い」との回答が多くなっています。商店街の活性化に向け、消費

者重視の利便性の高い商業振興が求められています。 

□ 地域の商店では、商店主の高齢化や後継者不足であっても空き店舗が店舗兼住宅とい

う構造から、賃貸などの有効活用を図ることが困難な状況です。また、商店によって

は商店街の活性化の考えに温度差があるため、魅力ある店づくりに向けて意欲のある

商店を支援し、住民に利用される店づくりを進めていく必要があります。 

□ 商工会との連携により、創業・起業・経営革新などの事業者に対する指導・情報提供、

講座開設などの支援に努めています。 

 

図表 商業の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (資料)統計しばた 

(資料)農林業センサス 
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（企業誘致） 

□ 町内には神明堂、船岡、北部丘陵の 3か所の工業団地がありますが、一部工場では設

備増設や町外からの機能移転などにより、既存工場の近代化が図られています。 

□ 既存企業が継続して円滑な企業活動を行えるよう、技術開発、高度化、新分野進出へ

の支援が必要とされているほか、資金面では振興資金融資限度額の増額や利率の引き

下げの検討が必要です。 

□ 既存の工業用地は、ほぼ分譲済となっていることや新規工場団地の造成が困難である

ことから、町では、立地を希望する企業へ空き工場用地などの情報を提供する「柴田

町空き工場用地等情報提供事業」を実施しています。 

 
 

図表 工業の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農林業振興） 

◎ 環境に配慮した安全・安心な農畜産物生産が安定した農業経営につながっています。 

◎ 新技術導入や生産基盤整備により省力化・低コスト化が進み、農業経営の規模拡大と

安定生産につながっています。 

◎ 水田フル活用により需要に応じた米の生産と各種作物の生産振興が図られています。 

◎ 各集落で人・農地プランの話合いが進み、農地の有効活用とともに、遊休農地が減少

しています。 

◎ 認定農業者、新規就農者、集落営農組織、法人組織など多様な農業の担い手が増えて

います。 

◎ 町の花きや鉢花がブランド化しています。 

◎ 農産物直売所、学校給食への食材供給などで地産地消が進んでいます。 

◎ 森林の健全な育成・管理とともに、レクリエーションや環境教育など多面的に活用さ

れています。 

(資料)統計しばた 
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◎ 農業用水利施設の適正な維持管理により、円滑な農業生産が行われています。 

◎ 生産基盤が整備され、担い手の確保と安定経営につながっています。 

 

（商業振興） 

◎ 起業希望者や意欲のある商店街などに対し、商工会など関係機関と連携した支援を行

うことで、商店街の活性化が進んでいます。 

◎ 地域課題の解決のために新たに実施する商業振興の取組として、コミュニティビジネ

ス16の事業化が図られています。 

◎ 地元ならではの特徴や魅力ある店舗が増えて、消費者の意向を反映させた新たな商

品・サービスの提供が行われています。 

 

（企業誘致） 

◎ 既存産業の企業活動がスムーズになるよう、町と企業で情報交換が行われています。 

◎ 町内工場等連絡協議会との連携が図られ、企業の動きなどの最新情報の収集が行われ

ています。 

◎ 空き工場用地物件の情報提供が活発に行われています。 

◎ 既存企業の町外への移転防止が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-3-1 安全・安心な農畜産物の生産 （農政課） 

○ 安全・安心な農畜産物の生産 

農畜産物の生産における衛生管理やトレーサビリティ17の推進により、安全・安心な

農畜産物の生産に努めます。また、原発事故に係る農畜産物の放射性物質検査による

安全・安心の確保に努めます。 

○ 環境に配慮した農産物の生産 

消費者の安全・安心志向に対応した環境保全型農業を推進します。 

○ しばた食と農のまちづくり条例の推進 

農業・農村の抱える課題解決と農業・農村の将来にわたる振興を図るために制定した

「しばた食と農のまちづくり条例」の周知活動と目的達成に向けた事業を実施します。 
 

4-3-2 水田フル活用の推進 （農政課） 

○ 米生産の省力化・低コスト化 

水稲直播栽培技術の導入や大区画のほ場整備により、米生産の省力化・低コスト化

を図り、担い手農家などの経営の規模拡大を目指します。 
 

                                                   
16 コミュニティビジネス：住民が主体となって地域が抱える課題を仕事という手法により解決し、地域のつな

がりを再生し、活動の利益を地域に還元する事業の総称。 
17 トレーサビリティ：物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態。 
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○ 水田のフル活用 

米の需給調整が長年進められてきた結果、遊休農地が増加しています。麦、大豆、

飼料作物、加工用米、飼料用米、地域振興作物などの生産拡大を図り、水田のフル活

用に努めます。また、景観形成を目的とした観賞用の花を植栽するなど遊休農地の解

消に努めます。 

○ 農地の有効活用と遊休農地の解消 

各集落の人・農地プランの取組により農地の有効活用と遊休農地の解消に努めます。

また、農業委員会の農地パトロール（利用状況調査）により、遊休農地についての所

有者などへの指導を行います。 
 

4-3-3 担い手の育成と確保 （農政課） 

○ 多様な担い手の育成・確保（指標 No.62・63） 

農業者の高齢化により担い手不足が進む中、地域の農業・農村を発展させていくた

め、集落ぐるみで進める人・農地プランや集落営農の推進、農地の集積や団地化を促

進する農地中間管理事業を活用し、担い手となる認定農業者や集落営農組織などの育

成・確保に努めます。 

○ 新規就農者・農業後継者の育成・確保（指標 No.64） 

次世代に安心して農業が引き継ぐことができるよう、新規就農者や農業後継者の育

成と確保に努めます。 

○ 法人化への支援（指標 No.65） 

経営体制や安定雇用の確保、農地集積による経営の規模拡大や地域農業の発展を図

るために、個人経営や任意組織から法人へ移行する経営体に対して支援を行います。 
 

4-3-4 特色ある農業振興 （農政課） 

○ 花き、鉢花の産地確立（指標 No.66） 

花き・鉢花は、菊をはじめとして県内有数の産地として高い市場評価を得ています。

今後、トルコギキョウの産地確立を図るとともに、鉢花のカーネーション、ポットマ

ム、クリスマスローズの安定生産を目指します。また、町内で各種即売会などを開催

し、「花のまち柴田」の推進とともに、住民に柴田町産の花き・鉢花に親しんでもらう

機会を増やします。 

○ 地産地消の拡大 

地産地消推進協議会を核としながら、観光物産交流館、農産物直売所、インショッ

プなどを活用し、地元農産物の消費拡大を図ります。また、野菜生産農家等に呼びか

けて、学校給食への地元食材供給の拡大にも取り組みます。 

○ 農業の 6次産業化 

意欲ある農家や集落で取り組む地元食材を使用した弁当、漬物などの加工品づくり、

農村レストランなどの取組を支援します。 
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4-3-5 森林の保全と有効活用 （農政課） 

○ 森林管理の充実 

森林の適正な間伐や松くい虫対策・ナラ枯れ対策を進め、適正な森林管理に努めます。 

○ 森林の育成・活用の推進 

健全な森林と優良な森林資源の育成を図るため、計画的な伐採・造林・保育を推進

するとともに、林道の適切な維持管理に努めます。また、「柴田町の公共建築物におけ

る木材利用の促進に関する方針」に基づいた木材の利用拡大に努めます。 

○ 町有林の活用 

町有林や町民いこいの森の適切な維持管理に努めるとともに、レクリエーション、

環境教育など、森林の多面的な活用に向けて町有林の利用を促進します。 
 

4-3-6 生産基盤整備と環境整備 （農政課） 

○ 農業用水利施設の整備 

用水路や排水路、ため池などの農業用水利の整備を図るとともに、「日本型直接支払

制度（多面的機能支払）」を活用した地区の資源保全隊が行う農業用水利施設などの維

持管理活動を支援します。 

○ ほ場整備の推進 

農地の有効活用、農業生産性の向上、担い手の確保などの観点で、大区画ほ場整備

を集落営農の推進と併せて推進します。 

○ 簡易な条件整備の支援 

畦畔を取り除くほ場の大区画化、暗渠排水の整備など、集落の話合いによる簡易な

条件整備の取組を支援します。 

○ 有害鳥獣対策の強化 

イノシシによる農作物の被害が増えているため、柴田町鳥獣被害対策実施隊による

個体数調整を実施するとともに、電気柵や防護柵の設置等に対する補助を行い、農作

物の被害防止に努めます。 
 

4-3-7 商業活動の活性化 （商工観光課） 

○ 空き店舗を活用した起業家支援事業 

商店街を取り巻く地域の課題を洗い出し、課題解決のための方策を検討することに

より、新たな商店街の形成を図ります。 

また、空き店舗を活用した起業家支援を行います。 

○ 商店街の活性化支援 

魅力ある店づくりに向けて、意欲ある商店街に対し、商工会と連携しながら支援を

行います。 
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4-3-8 地元中小企業への支援 （商工観光課） 

○ 中小企業振興資金制度の充実 

関係機関との定期的な懇談会を実施し情報の共有を図るとともに、融資限度額の増

額や利率の引き下げを検討します。 

○ 発注機会の拡大 

中小企業の育成及び地域経済の活性化と地域循環型経済を確立するため、地元企業

への発注機会の拡大に努めます。 

○ 中小企業振興条例の整備 

条例の整備を図ることで、中小企業者の努力、大企業者等の役割などを明らかにす

るとともに、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進します。 
 

4-3-9 起業家への支援 （商工観光課） 

○ 起業家への支援（指標 No.67） 

専門家派遣事業の活用を行い、創業・起業・経営革新などの事業活動者に対する指

導・情報提供、講座を開設します。また、スモールビジネス等の起業支援を行います。 
 

4-3-10 誘致企業の受入体制の整備 （商工観光課） 

○ 工場用地の把握 

町内資源の有効活用を図るため、既存の工業団地や工場適地内の活用可能な工場用

地、町内の未利用地を把握し、内陸型工場、流通関係の受入体制を整備します。 

○ 誘致活動の推進（指標 No.68） 

県主催の企業立地セミナーへの参加や開発業者（デベロッパー）からの情報収集を

行い、進出企業に対して交通、都市環境、企業立地促進条例などによる町の優位性を

アピールします。 

○ 工場用地の確保 

進出企業の要望に対して的確に対応するため、オーダーメード18による供給を行います。 
 

4-3-11 既存産業の近代化の促進 （商工観光課） 

○ 既存産業の経営拡大や高付加価値化への支援 

企業立地促進条例による各種優遇措置により、既存企業の高度化や設備の近代化な

どを支援します。 

○ 企業との連携強化 

産業展示館における産業製品の展示や工場見学を実施し、企業活動の内容を広く住

民や関係業者に紹介するとともに、これまでに誘致した企業や地元企業が、今後も継

続して町内で企業活動がスムーズに行えるように、企業の抱える共通課題についての

意見交換の場を設け、解決についての連携体制を強化します。 
 

                                                   
18 オーダーメード：企業が必要とする条件の工場用地に合わせて整備をすること。受注や注文によって用地を準

備すること。 
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■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

62 認定農業者数 38 人 50 人 
農政課（平成 25年度実績） 

現状値の 20％増 

63 集落営農組織数 1 組織 3 組織 
農政課（平成 25年度実績） 

集落の動向により可能性のある組

織数を設定 

64 新規就農者数 0 人 3 人 
農政課（平成 25年度実績） 

3人の増 

65 農業法人数 0 法人 2 法人 
農政課（平成 25年度実績） 

集落営農組織 1経営体及び 1個別

経営体の法人化を推進中 

66 花き・鉢花の出荷額 2 億 2 千万円 2 億 6 千万円 
JAみやぎ仙南（平成 25年度実績） 

現状値の 20％増 

67 起業家支援数 8 件 12 件 
商工会（平成 25年度実績） 

現状値から 4件増 

68 誘致企業数 51 企業 53 企業 

商工観光課（平成 25年度実績：船

岡工業団地・神明堂工業団地・北

部丘陵工業団地・槻木工業団地内

の企業数） 

2企業の増 
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４-４ 労働・雇用対策の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（労働・雇用対策） 

□ 景気が緩やかに回復していることにより、雇用情勢についても全国的に改善がみられ

ますが、就職を希望する人と企業の求める条件が合わないミスマッチ現象により、管

内における有効求人倍率は、全国や県に比べると低い状況です。 

□ まちづくりアンケート調査によるまちの不十分なところについての調査結果では「働く

場が不足している」と感じている人が最も多く、特に 20 代、40 代、50 代、60 代では

上位を占めています。住民が安定した生活を享受できるためにも、関係機関と連携し、

雇用機会の確保や雇用の促進に向けた取組を進めていく必要があります。 

□ 障がいの有無や年齢、性別などにかかわらず、一人一人が自己の能力を最大限に生か

して安心して働くことができる環境づくりが必要です。また、高齢化の進行や年金受

給開始年齢の引き上げに伴い、高齢者の働く場を確保する必要があります。 

 

図表 工業の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（労働・雇用対策） 

◎ ハローワーク、商工会、町内工場等連絡協議会などとの連携が進み、雇用拡大のため

の働く場の確保や働きやすい職場環境の整備が行われています。 

◎ 訓練機関との連携により、働くための技術取得や職業相談の支援体制が進んでいます。 

 

(資料)統計しばた 



 

－ 91 － 

 第２編 後期基本計画 

 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-4-1 雇用対策の充実 （商工観光課） 

○ 雇用の場の確保（指標 No.69） 

企業誘致を進めることにより新たな雇用を創出するとともに、関係機関、団体など

との連携を密にしながら、地元における雇用状況を把握し、就職希望者に雇用の場の

情報提供を行います。 

○ 若年層の就業支援 

中高生を対象とした就業体験事業やインターンシップ（企業研修）などの支援を行

います。 

また、若年層が抱える多様な悩みや課題に対応するためのきめ細やかな支援を行い

ます。 
 

4-4-2 産業人材の育成 （商工観光課） 

○ 職場に必要な知識、技術取得の促進（指標 No.70） 

仙南地域職業訓練センターの活用のほか、異業種交流など民間の研修機会の活用に

より人材育成を図ります。 

○ 再就職への支援 

若者の就業対策だけでなく、長期失業者への対策として、仙南地域職業訓練センタ

ーと連携し、能力開発の支援に努めます。 
 

4-4-3 就業環境の整備促進 （商工観光課） 

○ 就労の支援（指標 No.71） 

ハローワークや事業所、シルバー人材センターなどと情報の共有を行い、高齢者や

福祉対象者の就労を支援します。 

○ 相談事業の実施 

関係機関と連携して、相談事業や情報提供に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時

の現状値 

後期計画の

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

69 製造業に係る従業者数 4,339 人 4,430 人 
統計しばた（平成 24年数値） 

現状値の 2％増 

70 認定職業訓練派遣者数 99 人 110人 

市町村別訓練生派遣状況（平成 25

年度実績） 

現状値の 10％増 

71 シルバー人材センター会員数 275人 300人 

シルバー人材センター（平成 25年

度実績） 

現状値の 10％増 

 



 

－ 92 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

４-５ 社会事業のビジネス化 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（社会事業のビジネス化） 

□ 地域社会の課題は多様化・複雑化し、技術的にも財源的にも町で対応することが難し

い課題も増加しています。また、地域においては、ビジネスを通じて解決を図ってい

く動きが出てきている一方、多くの地域では人材や財源、ノウハウ等の問題から課題

解決が困難な状況にあります。 

□ 社会事業のビジネス化に当たっては、自治会等やＮＰＯ19による主体的な課題解決に

向け、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの手法を取り入れられるよう支援

していくことが大切であり、地域における人材発掘や育成、経営ノウハウの蓄積が求

められます。 

□ 町においてもＮＰＯやボランティアと連携しながら、新たなビジネスモデルの創出が

望まれます。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（社会事業のビジネス化） 

◎ 多様な地域課題・社会的課題に対し、様々な主体が、コミュニティビジネスやソーシ

ャルビジネスによって解決に取り組んでいます。 

◎ コミュニティビジネスやソーシャルビジネスにより、地域の活性化とともに、新たな

雇用が創出されています。 

◎ 自治会等がビジネス手法を活用した地域経営に取り組み、住みよい地域づくりが進め

られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-5-1 コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの育成 （まちづくり政策課） 

○ 各種研修会の開催 

地域課題や社会的課題について、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスによ

る解決の手法を学び、実践できるよう研修会を開催します。 

○ 起業への支援 

コミュニティビジネスやソーシャルビジネスに関する情報収集と整理を行い、情報

発信します。また、起業や活動における相談・支援を行います。 

                                                   
19ＮＰＯ：Non Profit Organization の略語で、継続的に民間非営利活動（営利を目的とせず、自発的に行う社

会的・公益的な活動）を行う団体。 
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基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 

       ～ みんなが参加し活躍するまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」の基本理念の下に、住民一人一人が

まちづくりを担う意識を持ちながら、多様なまちづくりに関わる仕組みづくりと人と

人が支え合い、助け合いながら地域を共につくるコミュニティ活動を原動力に、「みん

なが参加し活躍する自立したまち」を目指します。 

その実現のために、参加と協働によるまちづくりや地域コミュニティ活動の更なる

進化を担う人材の育成を図るとともに、男女がお互いの人権を尊重しながら協力し、

支え合える男女共同参画社会を築いていきます。地方分権時代に対応した自立できる

財政基盤の確立を図るための行政経営改革の徹底や、情報の共有化と情報化の推進に

努めるとともに、広域行政への取組も強化します。 
 

（施策の大綱） 

施策５-１ 参加と協働の推進 

施策５-２ 地域コミュニティ活動の推進 

施策５-３ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

施策５-４ 行政経営改革の推進 

施策５-５ 情報の共有と情報化の推進 

施策５-６ 広域行政の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 町政の透明性を確保するとともに、住民や企業の意見やニーズを把握し、町政

への反映を進めます。 

② 活動の担い手となる人材や団体の育成を図るとともに、地域の状況に即したコ

ミュニティ機能を維持し、協働のまちづくりを進めます。 

③ 自立に向けた行財政運営を行うために、職員の意識や能力の向上を図るととも

に、効率的な行財政運営を行うことにより、安定した財政力の維持・向上を進め

ます。 

後期計画における重点事項の方針
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５-１ 参加と協働の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（住民協働） 

□ 参加と協働については、住民自治によるまちづくり基本条例の運用・検証のほか、住

民ワークショップや住民懇談会、まちづくり出前講座の実施、地域計画策定と地域づ

くり事業への支援、町長へのメッセージなど様々なツールや場づくりを通じて実践す

るとともに、住民参加機会の拡充や住民が主体的に行う活動への支援などにより徐々

に広がってきています。一方、まちづくりアンケート調査では「参加と協働を進める

べき」の割合が高くなっていますが、住民自治によるまちづくり基本条例の認知度は

低い状況です。 

□ 今後も住民自治によるまちづくり基本条例の考え方、内容をさらに根付かせていくと

ともに、参加と協働の促進のため、まちづくり推進センターを核とした環境づくりを

進める必要があります。 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（住民協働） 

◎ 住民自治によるまちづくり基本条例が住民に理解され、“自分たちのまちは自分たち

が担う”という住民自治の意識が根付いてきています。 

◎ 住民一人一人がまちづくりの主役であるという自覚を持ち、主体的にまちづくりへ参

加する人が増えています。 

◎ 住民、自治会や町内会などの地域コミュニティ、各種団体、事業者、町など多様なま

ちづくりの担い手がそれぞれの特徴を生かし、参加と協働によるまちづくりが展開さ

れています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-1-1 住民自治によるまちづくり基本条例の促進 （まちづくり政策課） 

○ 基本条例運用状況の検証 

基本条例審議会を核として、基本条例に基づくまちづくりが適切に行われているか

住民参加のもとに検証し、必要な対策を講じます。 

○ 住民による基本条例の共有 

基本条例に対する住民の認知度、理解度の向上を図ります。次代を担う若年層にも

理解してもらえるよう取り組みます。 
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5-1-2 協働促進のための環境整備 （まちづくり政策課） 

○ まちづくり推進センターの利用促進 

住民や各種団体等まちづくりの担い手が、まちづくりに参加する機会をつくり、情

報受発信や打合せ、相談ができる場として活用できるよう、まちづくり推進センター

の利用を促進します。 

○ まちづくり推進センターによる協働促進（指標 No.72・No.73） 

協働の調整役・促進役として、まちづくり推進センターがまちづくりの担い手同士

をつなぎ、より多くの協働によるまちづくりが実現するよう支援します。 

○ 中間支援機能の充実 

住民や各種団体等によるまちづくり活動を支援するため、まちづくり推進センター

の中間支援機能の強化及び地域活動の拠点となる各生涯学習センターとの連携を促進

します。また、まちづくり推進センターの運営について、住民参加を促進します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

72 
まちづくり提案制度提案
件数 

4 件 7 件 

まちづくり政策課（平成 25年度

実績） 

現状値より 3件増 

73 
まちづくり推進センターが
かかわる協働事業実施数 

2 件 3 件 

まちづくり政策課（平成 25年度

実績） 

現状値より 1件増 
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５-２ 地域コミュニティ活動の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域コミュニティ活動） 

□ 少子高齢化や核家族化の進行、生活様式の変化、連帯意識の希薄化などにより、地域

の相互扶助機能の低下がみられます。その中で自治会や町内会などの各地域コミュニ

ティでは、地域計画に基づいた地域福祉（地域での支え合い）、環境保全、防災・防

犯、児童・青少年の健全育成等の活動について、集会所、生涯学習センター、公民館

などの施設を活動拠点として主体的に進められています。 

□ 地域コミュニティの活性化、機能の強化が大きな課題となっており、今後さらに地域

コミュニティの重要性を認識し、地域住民相互の連帯意識を深め、地域活動に参加す

る住民を増やしていくため、効果的な支援を行う必要があります。 

図表 コミュニティ活動の状況 

 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域コミュニティ活動） 

◎ 多くの住民が地域活動に参加し、自分たちの住む地域をより良くしようという意識が

高まっています 

◎ 自らの地域の将来像を実現するため、地域住民が一体となって地域計画に基づいた活

動に取り組み、地域自治の充実が図られています。 

◎ 町行政の円滑な運営と地域活動のけん引、町と地域のパイプ役として、行政区長が配

置されています。 

（満足度）

満足している

4.3％

どちらともいえない 56.6％

不満である

2.3％

どちらかとい

えば不満であ

る 9.1％

どちらかと

いえば満足

している

22.7％

無回答

5.0％

（重要度）

重視する 11.6％

やや

重視する

33.1％
どちらともいえ

ない 42.5％

無回答 6.2％重視しない

1.9％

あまり重視

しない

4.7％

（資料）柴田町まちづくりアンケート調査結果 
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◎ 町と地域の信頼関係が築かれており、地域への効果的な支援が行われています。 

 

 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-2-1 地域コミュニティ活動の推進 （まちづくり政策課） 

○ 地域コミュニティ活動情報の発信 

地域コミュニティ活動の事例を積極的に発信し、多くの住民が地域活動に関心を寄

せることで、まち全体のコミュニティ活動の気運を高めます。 

○ 地域コミュニティ活動支援体制の充実 

継続的な地域コミュニティ活動が実践されるよう支援するため、まちづくり推進セ

ンターなどの支援体制を強化します。 

○ 地域コミュニティ活動基盤の強化 

行政区長と連携して、地域自らが多様な人材を地域活動に巻き込んでいく中で、地

域コミュニティ活動基盤の強化を図ります。 

○ 協働による空き家対策 

空き家問題について、行政と地域で仕組みづくりを検討します。 
 

5-2-2 地域による地域づくりの支援 （まちづくり政策課） 

○ 地域計画に基づく活動への支援 

各地域コミュニティで策定された地域計画に基づく事業に対し、地域の主体性が発

揮できるよう助言や情報提供、地域づくり補助金交付などの支援をします。また、主

体的な地域づくりを後押しできる効果的な助成制度になるよう、さらに見直していき

ます。 
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５-３ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（男女共同参画） 

□ 本町では、平成 23 年度より男女共同参画社会の形成に向けて「第 3 次しばた男女共

同参画プラン」に基づき、ワーク・ライフ・バランスの推進や、女性の政策・方針決

定過程への参画推進など、男女共同参画を阻害する問題の解決を図り、互いの人権を

尊重し、責任を分かち合うよう取り組んでいるほか、広報紙等による啓発や男女共同

参画推進講座を開催し、理解の普及に努めています。 

□ 平成 24年度には「柴田町男女共同参画推進条例」が施行されるとともに、「柴田町男

女共同参画推進審議会」を設立し、諮問機関としての役割を果たしています。 

図表 審議会等委員の女性登用率 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人権啓発） 

□ 人権は、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会において幸

福な生活を営むための基礎的な権利です。そのため、今後も、あらゆる差別解消に向

けた人権感覚を高めるため、引き続き積極的な啓発活動を進めていく必要があります。 

□ 近年は、いじめ、差別、虐待、パワーハラスメント、インターネットにおけるプライ

バシーの侵害など、人権問題も複雑化してきていることから、関係機関と協力しなが

ら、様々な問題に対応できる体制を強化することが求められています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（男女共同参画） 

◎ 男女があらゆる分野に参画できる社会づくりが進んでいます。 

◎ 家庭、学校、地域、職場での男女平等意識が醸成され、男女の人権が尊重される社会

が促進されています。 

（資料）宮城県における男女共同参画の状況及び施策に関する年次報告  
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（人権啓発） 

◎ 地域住民が人権問題にに対して正しい認識を持ち、お互いの人権擁護が図られています。 

◎ 人権に関する相談は、関係機関と連携することにより、住民が安心して相談できる体

制となっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-3-1 男女共同参画施策の推進 （まちづくり政策課） 

○ 男女共同参画プランの推進 

第 3 次及び第 4 次しばた男女共同参画プランに基づき、各種施策・事業を住民、地

域、事業者等と協働により推進し、男女共同参画社会の実現に努めます。 

○ 家庭生活への男性の参画推進 

男女が共に家庭責任を担うことができるよう、家庭における男女平等観の啓発に努

めます。 

○ 女性の社会参画の推進（指標 No.74） 

女性が地域活動、市民活動、政策・方針決定の場など、様々な分野に積極的に参画

できるように、情報や活動の場の提供などに努めます。 

○ 相談体制の充実 

職場や地域でのセクシュアルハラスメント（性的な嫌がらせ）、パワーハラスメント

（職務的立場を利用した嫌がらせ）やドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力）

の防止に向けて、関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。 

○ 推進体制の充実 

男女共同参画社会の推進のため、行政、住民、事業者、学校等が一体となった施策

の展開ができるように男女共同参画推進委員会の充実を図ります。 

○ 男性の育児参画推進（指標 No.75） 

育児休業制度や育児休業を取得した男性の事例について、企業、住民に対し広く周

知し男性の育児参画を推進します。 
 

5-3-2 男女平等意識の高揚 （まちづくり政策課） 

○ 家庭、学校、職場での男女平等意識の啓発 

広報紙やホームページの活用、各種学級・講座などの社会教育事業などにより、男

女平等意識の啓発を図ります。 

○ 教育、学習の推進 

家庭・学校・地域など、それぞれの場で固定的な役割分担意識の解消を目指し、小・

中学校においては副読本の配布を行うなど、男女の人権尊重と男女平等の視点に立っ

た教育・学習を推進します。 
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○ 男女共同参画推進企業の事例紹介 

女性管理職の登用に積極的に取り組んでいる企業について、町の広報紙等を活用し

紹介することで、町内企業の男女共同参画意識の向上と活動促進を図ります。 
 

5-3-3 人権擁護意識の啓発と相談体制の充実 （町民環境課） 

○ 人権擁護意識の教育・啓発の推進 

大河原人権啓発活動地域ネットワーク協議会と連携し、学校教育や生涯学習におけ

る人権尊重の啓発・教育を推進し、人権に対する意識の高揚を図ります。 

○ 人権に関する相談体制の充実 

人権相談員による人権相談を毎週水曜日実施し、その他の日は仙台法務局大河原支

局と連携し相談の充実に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

74 
町の審議会等委員への女
性登用率 

28.0％ 30.0％ 

まちづくり政策課（平成 26 年
4 月 1 日現在） 

第 3次しばた男女共同参画プ
ラン目標値 

75 父親の育児休暇取得率 7.0％ 8.4％ 

子ども家庭課（平成 25年子ど
も・子育て支援事業計画策定
のためのアンケート） 

現状値の 20％増 
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５-４ 行政経営改革の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（行政経営） 

□ 総合計画については、進捗状況を把握しながら進行管理を行うとともに、ＰＤＣＡサ

イクルに基づいた行政評価を確立し、着実に実行していくことが求められています。

また、行財政改革については、平成 19 年 3 月に策定した財政再建対策の指針である

「財政再建プラン」及び平成 22 年度からの「10 か年待機事業」に町を挙げて取り組

み、成果を上げてきました。 

□ 今後、地域主権に向けた改革が実現すれば、自らの権限と責任において、簡素で効率

的・効果的な行政運営を行うことが求められてくることから、これまで以上に経営的

視点を重視し、「行政運営から行政経営への転換」を図っていくことが必要です。 

□ 柴田町第 5 次定員適正化計画では、平成 26 年 4 月 1 日時点で職員数を 286 人として

いましたが、実績は 296人となっています。今後は、職員一人一人の能力向上ととも

に、第 6次定員適正化計画に基づき職員数適正化を図ります。 

□ 人事評価については、年 2回の定期評定を行い、昇級・昇格の基礎資料としても活用

していますが、職員の能力向上や適正な評価を行うためにも、今後は、職員の能力、

業績評価を任用、分限その他の人事管理の基礎として活用できる人事評価制度の確立

が求められます。 

□ 現在、文書を保管いている場所は、各課等の事務室内や地下書庫ですが、限られた保

管スペースであるため、文書管理の面から整理されているとは言えず、検索に時間を

要する場合もあります。また、年々増加し保管スペースにも限界があり、新たな文書

管理システム（電子決裁及び財務会計と連動したシステム）やファイリングシステム

の導入が必要となっています。 

□ 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号

法）」が平成 25年 5月 31日公布され、平成 28年 1月から個人番号の利用が開始され

ることに伴い、特定個人情報ファイルの確認、特定個人情報保護評価の実施、個人情

報保護条例の改正及び独自利用のための条例制定等が必要となります。 

図表 町職員数の推移 

 

296

293 293 292

296

280

285

290

295

300

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

（人） （単位：人） 　　　　　（各年４月１日）

項　　目 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

職　員　数 296 293 293 292 296

第５次定員

適正化計画
296 293 293 290 286

計画との比較 0 0 0 2 10

※教育長を除く。

※H26年計画との比較が大幅増の理由は再任用職員等の期限付職員

　(16人）も職員定数で計上しているため。
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（財政運営） 

□  起債残高について、平成 21年度末 12,691,186千円、平成 26年度末 12,617,517千

円の見込みであり、行政需要の増加により目標としている地方債残高比率の低下には

至っていません。また、財政調整基金及び町債等管理基金の積立額は過去最高となっ

ています。 

□ 引き続き、持続可能な行財政運営を進めていくためにも、起債等の残高と財政調整基金、

町債等管理基金の残高のバランスを図り、健全な財政運営を目指す必要があります。 

図表 健全化判断比率の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（行政経営） 

◎ 総合計画と個別計画が連動して、内容が着実に実現しているとともに、新たな行政課

題に対応できる組織と行政サービスの質の向上が確保されるよう、継続的に行財政改

革の取組が行われています。 

◎ 職員の能力が向上するとともに、意識改革が進み、より良い住民サービスの提供につ

ながっています。 

◎ 公文書等の適正な管理と個人情報保護が充実した中で、情報公開がさらに推進され、

町政の透明性がより高まっています。 

 

（財政運営） 

◎ 不安定な社会情勢にも耐え得る財政基盤を構築するとともに、無駄を省き、効率的財

政計画を推進し、透明度の高い健全財政の確立を目指しています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-4-1 計画行政の推進 （まちづくり政策課） 

○ 総合計画の進行管理 

後期基本計画の指標に基づく進捗状況を毎年度的確に把握し、適切な進行管理を行

います。 
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○ 行財政改革の取組 

行政評価制度の導入に取り組むとともに、財政再建プランの柱「財政構造改革」・「行

政サービスの見直し」の考え方を継続させ、民間委託等の推進、事務事業の再編整理・

廃止統合に取り組みます。 
 

5-4-2 組織の活性化と人材育成 （総務課） 

○ 組織機構の改革 

新たな行政課題や住民ニーズに的確に対応し、事務の効率化が図れる機能的な組織

を構築します。 

○ 第 6次定員適正化計画の策定（指標 No.76） 

人口減少、住民ニーズの多様化・高度化に対応できる適正な職員の配置を行います。 

また、再任用職員、任期付保育士等の多様な期限付職員の計画的な雇用、労務職の

外部委託や保育施設の公設民営化等、組織のスリム化を図ります。 

○ 人材育成 

政策形成能力、業務遂行能力等を高める研修の強化を実施します。また、的確な人

事評価による任用を実践し職員のモチベーションの維持及び能力向上を図ります。 
 

5-4-3 情報公開における公文書管理と個人情報保護 （総務課） 

○ 公文書の適正管理 

公文書の保存管理を適正に行います。 

○ 情報公開制度の推進 

町政の透明性を高め、信頼される行政を実現するため、適切な情報公開制度の運用

に努め、住民が必要とする行政情報を公表・公開します。 

○ 個人情報保護制度の推進 

住民の権利や利益が侵害されないように、個人情報取扱業務データベースを構築し

個人情報の取得や管理を適正に行います。 

○ 例規等整備 

番号制度導入に伴い例規整備等を行います。 
 

5-4-4 効率的な財政運営 （財政課） 

○ 予算の適正な執行（指標 No.77） 

起債等の残高と財政調整基金、町債等管理基金の残高のバランスを図り、今後とも

健全財政を目指していきます。 
 

5-4-5 住民が主役の財政運営 （財政課） 

○ 財政状況の公表 

今後も町広報紙及びホームページ等以外の新しい媒体も利活用し、住民目線での透

明度の高い財政営を図ります。 
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5-4-6 財政基盤の確立 （財政課） 

○ 財源・税源の確保（指標 No.78） 

少子高齢社会において、将来世代への負担転嫁をできるだけ抑え、主要財源である

町税の徴収率確保をこれまで以上に図ります。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

76 目標職員数 296人 305人 
総務課(平成 26年 4月 1日現在) 

第 6次定員適正化計画 

77 実質公債費比率 9.9％ 11.4％ 
財政課（平成 25年度決算） 

地方債償還金増大傾向に伴う新

規地方債発行の抑制 

78 将来負担比率 64.5％ 76.4％ 
財政課（平成 25年度決算） 

将来負担増大傾向の抑制 
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５-５ 情報の共有と情報化の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（情報の共有（広報・広聴）） 

□ 「広報しばた」、「広報しばた・お知らせ版」やホームページにより、町の取組や地域

の活動情報等を提供しています。また、「町長へのメッセージ」や「わたしの提案」

により住民のニーズを把握するとともに、住民懇談会の開催、各種審議会への住民参

加の推進、パブリック・コメントなど、様々な手法で住民の意見・提案を町政に反映

させるよう努めています。  

□ 住民と行政とのコミュニケーションを向上させるためにも、分かりやすい情報提供と

ともに、対話などを通じて、住民のニーズを積極的に把握する必要があります。 

□ 議会の情報に関しては、平成 19 年より、ホームページへ本会議の会議録を掲載し、

透明性を図っているほか、議会だよりについても分かりやすい広報紙づくりを目指し

て取り組んでいます。今後は専門的な用語をできる限り使用しないなど、より分かり

やすい情報提供に向けた工夫が必要です。 

□ 議会懇談会については、議会や町政に対する意見・要望などを直接聞く機会として、

住民や団体を対象に開催していますが、参加者が少ない状況です。 

 

（情報化） 

□ 地域情報通信基盤の整備や情報機器の調達、情報システムの導入など、電子自治体の

基盤づくりを進めるとともに、ホームページによる提供情報の充実に取り組むなど、

行政事務の効率化と住民サービスの向上のための情報化施策を展開しています。 

□ 国の政策として、平成 27年 10月から個人番号の付番が行われ、平成 28年 1月から、

社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号の利用が始まります。行政事務の効率

化と行政サービスの質的な向上を同時に実現する有力な手段として、ＩＣＴ20の便益

を最大限に活用することが求められています。加えて、町の大切な情報を守り、安全

で信頼できる行政サービスを提供するために、より万全なセキュリティ対策を講じて

いく必要があります。 

 

                                                   
20 ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す ITに、コミュニケーショ

ンの概念を加えた言葉。 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（情報の共有（広報・広聴）） 

◎ 広報紙やホームページの充実に加え、ＳＮＳ等による住民との双方向コミュニケーシ

ョンを重視した情報共有環境が整備され、住民の声を町政に反映させる仕組みが確立

されています。 

◎ 議会の広報活動については、議会だよりやホームページの充実により、住民が手軽に

情報を共有できる環境が整備され、タイムリーで有効な情報が提供されています。ま

た、広聴活動については、議会懇談会の充実により、参加と協働のまちづくりが促進

されています。 

 

（情報化） 

◎ 新たなＩＣＴの動きに注目し、国や県と協調し、番号制度への対応を主とした情報化

を推進します。地域及び行政の情報化が進むことにより、住民サービスの向上と行政

事務の効率化が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-5-1 広報・広聴活動の充実 （まちづくり政策課・議会事務局） 

○ 広報活動の充実（指標 No.79） 

「広報しばた」、「広報しばた・お知らせ版」、ホームページの充実を図り、住民との

情報の共有化を進めます。また、新たな情報発信手段を有効に活用し、情報を効果的

に提供します。 

○ 広聴活動の充実 

住民懇談会、はがきやメールによる「町長へのメッセージ」、「わたしの提案」など

での意見・提案を町政に反映します。また、ソーシャルメディアの特徴である双方向

性を「意見の収集」、「情報共有」に活用します。 

○ 議会における情報の提供・収集の充実 

より分かりやすい議会だよりの発行に努めるとともに、会議録検索システムの導入

や議会懇談会の充実等により、議会における情報の提供・収集の推進を図ります。 
 

5-5-2 情報化の推進 （まちづくり政策課） 

○ 情報環境の充実 

地域情報通信基盤の整備や情報機器の調達、情報システムの導入など、電子自治体

の基盤づくりやＳＮＳなどのコミュニケーションサービス環境の整備を進めます。 

○ 情報システムの充実 

行政情報システムネットワーク及び情報システムの効率的で適正な管理運用を図り

ます。 
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また、個人番号の利用開始に向けて、国や県と協調し情報システムの対応を実施し

ます。 

○ 情報セキュリティ対策 

情報セキュリティポリシーに基づき、人的、物理的、技術的セキュリティ対策の強

化とシステムの安全対策を講じます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

79 「広報しばた」の閲読率 86.7％ 90.0％ 

まちづくり政策課（平成 25 年
度まちづくりアンケート調査
結果) 

多くの町民が閲読することを
目指す 
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５-６ 広域行政の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（広域行政） 

□ 国または宮城県からの事務委譲の進行や人口減少・少子高齢社会にあって、限られた

人員や財源の効率化を図る観点から、消防・救急、ごみ処理、火葬場、介護認定、滞

納整理、し尿処理の事務は、仙南地域広域行政事務組合で共同処理されています。ま

た、みやぎ県南中核病院は、本町及び大河原町、村田町、角田市で組織するみやぎ県

南中核病院企業団で運営されています。そして、平日夜間初期救急外来医療は大河原

町に事務委託するなど、今後とも各分野で広域連携による事務の共同処理の一層の活

用を図り、共通課題の解決、効率的な行政運営を推進していく必要があります。 

図表 仙南地域広域行政事務組合 柴田町負担金明細 
 （千円） 

項   目 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

総務・徴税・民生費 63,819 69,797 70,428 71,273 

衛生費 409,561 312,019 184,511 189,790 

消防費 343,552 426,786 360,292 352,972 

教育・文化振興費 35,358 34,192 33,984 34,903 

計 852,290 842,794 649,215 648,938 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（広域事務・広域行政） 

◎ 広域的課題に対応するため、仙南 2市 7町との連携を強化し、効率的に事務の共同処

理が行われ、経費削減が図られています。 

◎ 交通、産業、観光、防災などの面で更なる広域連携が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-6-1 広域行政の推進 （総務課・まちづくり政策課） 

○ 仙南広域行政事務組合との連携 

広域的課題について、仙南地域広域行政事務組合と構成市町の連携により、さらに

効率的な行政運営を進めます。 

○ 広域連携の促進 

広域的な交通基盤の整備や観光・産業での交流・連携を促進します。また、災害発

生時に備え相互援助体制の整備に努めます。 
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○ 定住自立圏構想の研究 

仙南地域広域行政事務組合を構成する市町域内で、共同事務で対応できないが、生

活圏が同じで、既存の都市機能を近隣の市町で活用する新たな枠組みの定住自立圏構

想について研究を進めます。 
 
 






