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柴 田 町 



「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」の実現に向けて 

 

 

 

 現在、社会を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の進行、環境問題の深

刻化、経済の低迷化、さらにはグローバル化により大きく変化しています。今

後、柴田町が持続的な発展を可能にしていくためには、地域の特色を生かした

自立したまちづくりが求められています。今回、新たな町政運営の指針となる

「第５次柴田町総合計画」を、住民参加の機会を数多く設け、住民等と職員と

の協働により、手作りで策定いたしました。 

この計画は、美しく質の高いコンパクトシティの実現を目指し、あらゆる施

策に「創造と交流」の視点を取り入れ、自然環境と調和した健康で文化的なに

ぎわいのある都市と農村の形成を図ることを基本としています。 

今後は、まちの将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」の実現に向

けて、「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」に基づき、「参加と協働」、

「情報の共有」を基軸に、住民一人一人が持つ創造的なパワーを都市づくりや

地域づくりに生かす「住民自治の実践」によって、柴田町の潜在力を開花させ

ていきたいと考えています。住民の皆様には、一層のご支援とご協力をお願い

申し上げます。 

 最後に、この計画の策定に当たりまして、貴重なご意見やご提言をいただき

ました多くの町民の皆様方、多角的な視点から熱心にご審議いただきました柴

田町総合計画審議会、柴田町議会に対して、心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

  平成 23 年４月 

 

                     柴田町長 滝 口  茂
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 序 論                                   

 

第１章 計画策定に当たって 

 

 １ 計画策定の趣旨 

 

  ⑴ 社会の変化 

    柴田町では、平成 13 年度（2001 年度）を初年度とする「柴田町新長期総合計画（新し

ばた 21）」に基づき諸施策を展開してきましたが、平成 22年度がこの計画の目標年次とな

ります。 

    この間、人口減尐、尐子高齢化の進行、環境問題の深刻化、経済の低迷など社会を取り

巻く環境は大きく変化しています。日本の人口は、平成 17年（2005年）から減尐に転じ、

長期に人口減尐が続く本格的な人口減尐社会を迎えました。また、尐子化が急速に進行す

る一方で、高齢化率は上昇を続け、平成 37 年（2025 年）には３割に達すると予測されて

います。こうした人口構造の変化により、労働力人口の減尐による地域活力の低下、医療

費などの社会保障費の増大など、今後の社会に様々な影響が懸念されます。 

    さらに、成熟社会において住民の価値観が多様化する中で、行政に求められるニーズは

高度化、多様化していますが、国・地方自治体は共に深刻な財政危機に直面しています。

今後は行政の役割の一部を新たな公共的主体が担っていくことや、行政が住民との協働に

より地域の課題解決に向けた取組をしていくことが必要です。 

    そうした中、地方分権の受け皿として自治体の規模を拡大する狙いで、国主導で市町村

再編を進めた「平成の大合併」により、全国の多くの自治体が市町村合併を行い、様々な

行政課題に対応しようとする動きが展開されました。一方、柴田町は平成 21年（2009年）

４月に柴田町・村田町・大河原町合併協議会を離脱し、自立の道を歩むこととして、住民

との協働のもとに、「コンパクトシティ＊」の実現を目指しています。 

   ＊コンパクトシティ：土地利用の郊外への無秩序な拡大を抑制すると同時に、地域の資源

を利活用しながら、歩いて移動できるところに生活に必要な機能を集約した効率的で持

続可能な都市又はそれを目指した都市政策。 

 

  ⑵ 策定の趣旨 

    今後、町が持続的発展を遂げるためには、限られた財源、資源を効率的、効果的に活用

できるような自治体経営基盤を確立するとともに、地域の特色が生かせるような政策を立

案し、総合的かつ体系的に構築して展開することが求められています。 

    このため、社会の潮流や行政を取り巻く状況の変化、町の地域特性などを踏まえつつ、

町の目指すべき将来の姿を明確に示し、新たな町政運営の指針となる「第５次柴田町総合

計画」を策定します。 
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基本 
構想 

 
基 本 計 画 

 
実 施 計 画 

 ２ 計画の構成と期間 

   第５次柴田町総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成し、その内

容と計画期間は次のとおりです。 

 

  ○ 基本構想 

    総合的で計画的な行政運営を図るため、町が 

目指す将来の都市像を定め、その実現に向けた 

基本方向などを示すもので、計画期間は８年間 

とします。 

   【計画期間】 

    平成 23年度（2011 年度）～平成 30年度（2018年度） 

 

  ○ 基本計画 

    基本構想を実現するため、各分野で取り組む 

べき基本的な施策を体系的に示すものです。社 

会経済情勢の変化に対応するため、計画期間は、 

前期と後期に区分し、それぞれ４年間とします。 

   【計画期間】  

   ・前期基本計画：平成 23年度（2011年度）～平成 26年度（2014年度） 

   ・後期基本計画：平成 27年度（2015年度）～平成 30年度（2018年度） 

 

  ○ 実施計画 

    基本計画で定めた基本的な施策をどのように実施していくかを具体的に示すもので、毎

年度の予算編成の指針となるものです。計画期間は４年間とし、毎年度見直し（ローリン

グ方式）を行います。 

 

 

区  分 
平成 23 年度 
(2011 年度) 

平成 24 年度 
(2012 年度) 

平成 25 年度 
(2013 年度) 

平成 26 年度 
(2014 年度) 

平成 27 年度 
(2015 年度) 

平成 28 年度 
(2016 年度) 

平成 29 年度 
(2017 年度) 

平成 30 年度 
(2018 年度) 

         
基本構想 基本構想（８年間） 

基本計画 前期基本計画（４年間） 後期基本計画（４年間） 

実施計画 

        

        

        

        

     

 

 

   

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

※後期基本計画に係る実施計画について

も前期基本計画と同様にローリング方

式で毎年度策定します。 
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第２章 計画策定の基本姿勢 

 

 総合計画の策定に当たっては、美しく質の高いコンパクトシティ＊の実現を目指し、あらゆる

施策に創造と交流の視点を取り入れ、参加と協働の実践によるまちづくりを基本としています。 

 

 １ コンパクトシティ＊の創造 

   これまで柴田町では、仙台都市圏の広がりの中で、人口増加や産業振興に対応するため、

宅地開発等を進めて発展してきましたが、尐子高齢化や本格的に人口が減尐する社会を迎え、

環境問題にも対応した持続的発展が可能なまちづくりをしていくことが課題となっています。

今後のまちづくりでは、市街地の無秩序な拡大を抑制し、既存の都市基盤を生かしながら、

生活機能が高度に集積した拠点性の高い都市形成が求められています。このため、柴田町の

まちづくりは、コンパクトシティ＊の考え方を基本とします。 

   柴田町が目指すコンパクトシティ＊は、市街地においては、「船岡駅周辺」、「槻木駅周

辺」、「北船岡周辺」、「船岡新栄周辺」を４つの拠点とし、近接した農村地区とネットワ

ークの強化連携を図る中で、地域や経済などのにぎわいを創出するというものです。一方、

農村地区においては、生活・産業等の現水準を維持しつつ、自然環境を保全し未来へ引き継

ぐとともに、地域資源を生かした交流を進めていく中で、豊かな地域づくりを行います。 

   さらに、自然と共生したコンパクトシティ＊の形成を目指して美しい都市づくりを推進し

ながら、町内外との様々な交流・連携を促進し、町を元気にするとともに、生活の安全・安

心の確保や地域循環型経済を通じて都市生活の充実を図ります。 

 

 ２ 参加と協働のまちづくり 

   人口減尐や尐子高齢化が進行し、地域のつながりが希薄化していく中で、多様化する住民

ニーズに行政だけで対応していくことはますます困難になってきています。今後は、町政へ

の住民参加を促進するとともに、住民と行政とのパートナーシップを構築し、住民との協働

によりまちづくりを進めていくことが課題となっています。 

   柴田町では、平成 22年（2010年）4月に「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」を

施行し、まちづくりは情報共有に支えられ、参加と協働により進めることを基本とし、まち

づくりの主役は住民であることを宣言し、さらに、担い手は住民、地域コミュニティ、住民

活動団体、事業者、議会及び行政機関と位置付けました。 

   今後、みんなの力でコンパクトシティ＊を実現する上でも、参加と協働のまちづくりを基

本に、地域の主体性や自立性を尊重した取組を促進します。また、協働のまちづくりを実践

していくリーダー等の人材育成にも努めていきます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次柴田町総合計画 

第２編 
 

基本構想 
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 基 本 構 想                               

 

第 1章 柴田町の将来像 

 

 １ まちづくりの基本理念 

   住民が主体となった、「参加と協働」、「情報の共有」によるまちづくりを基軸に、未来

に向かって持続的な発展が可能になるようにとの願いを込めて制定した「柴田町住民自治に

よるまちづくり基本条例」のまちづくりの基本理念を、基本構想におけるまちづくりの基本

理念とします。 

 

 【まちづくりの基本理念】 

⑴ 住民が安全に、安心して暮らせるまちづくり 

  ⑵ 住民の一人一人が個人として尊重され、住民の思い及び活動が生かされるまちづくり 

  ⑶ 先人が築いてきた文化、伝統等を大切にし、地域の個性を生かしたまちづくり 

  ⑷ 多様な団体及び個人が交流し、又は連携し、住民がお互いに助け合う思いやりのあるま

ちづくり 

  ⑸ 住民であることの誇り及びまちの良さを子どもたちに引き継ぐまちづくり 

 

 

 ２ まちの将来像 

 みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち 
    

   まちづくりの主役は住民一人一人であり、みんなの熱意と行動力が新たなまちの魅力や活

力の原動力となります。私たちが暮らしていく地域を快適で住み良いまちにしていくために

は、人と人がふれあい、お互いの夢を尊重し、知恵や元気を出し合うことが大切です。そう 

した一人一人の結びつきを強くした絆
きずな

によって笑顔が輝く元気なまちを育て、多くの人が 

「住んでよかった」、「来てよかった」、「これからも住みたい」と実感できるようなまちを目 

指します。 

   このような思いと期待を込めて、８年後のまちの将来像を「みんなで育てる 笑顔輝く 元

気なまち」とします。 

 

 ３ 将来像実現のための基本目標 

   まちの将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」を実現するために、５つの政策

基本目標を定めます。 
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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─ 

    尐子高齢化や人口が減尐していく時代には、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。 

 

  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─ 

    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、健全な青尐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＊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。 

   ＊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。 

 

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─ 

    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、障害者の方々など、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。 
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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─ 

    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。 

 

  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─ 

    「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。 
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第２章 施策の大綱 

 

 １ 計画の体系 

   この計画の体系を次のとおり構成し、総合的、計画的な施策展開を図ります。 

 

基本理念 
 

将来像 
 

基本目標 
 

施策の大綱 

      
 

  

住民が安全
に、安心して
暮らせるまち
づくり 

 

み
ん
な
で
育
て
る 

笑
顔
輝
く 

元
気
な
ま
ち 

 
─歩いて楽しい
魅力的なまち─ 

  

  

 

快適な生活空間の整備 

  
美しい都市空

間の整備 

 

歩きたくなる街並みの形成 
   

環境保全の推進 

  

 

農村空間の保全と里山景観の再生 

  

 

新交通システムの導入 

    
      

住民の一人
一人が個人
として尊重さ
れ、住民の思
い及び活動
が生かされる
まちづくり 

  
─ 一人一人が輝
くにぎわいのある
まち─ 

  

  

 

学び合う教育環境の充実 

  

 

自然体験学習の推進  
  

教育・文化・

交流都市の

創造 

 

青少年の健全育成 

  

 

生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

  

 

地域間交流・国際交流の推進 

  

 

タウンセールスの推進 

    
      

先人が築い
てきた文化、
伝統等を大
切にし、地域
の個性を生
かしたまちづ
くり 

  
─安全で安心し
て暮らせるまち─ 

  

  

 

健康づくりの推進 

  

安心ネット・地

域防災の整備 

 

地域医療・救急体制の整備 

  

 

誰もが安心して暮らせる福祉の推進 
   

子育て・子育ち支援の充実 

  

 

地域防災力の向上 

  

 

交通安全・防犯対策の推進 

  

 

公共施設の整備 

    
      

多様な団体
及び個人が
交流し、又は
連携し、住民
がお互いに
助け合う思い
やりのあるま
ちづくり 

  
─多彩な産業が
連携する元気な
まち─ 

  

  

 

観光まちづくりの推進 

  

 

農商工連携によるものづくり 

  
地域循環型

経済の推進 

 

地域産業の活性化 
   

労働・雇用対策の充実 

  

 

社会事業のビジネス化 

    
    
     

   
─みんなが参加
し活躍するまち─ 

  

住民であるこ
との誇り及び
まちの良さを
子どもたちに
引き継ぐまち
づくり 

  

 

参加と協働の推進 

  

住民参加と自

治活動の実践 

 

地域コミュニティ活動の推進 

  

 

男女共同参画社会と人権啓発の推進 
   

行政経営改革の推進 

  

 

情報の共有と情報化の推進 

  

 

広域行政の推進 
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 ２ 施策の大綱 

 

 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─ 

 

  ⑴ 快適な生活空間の整備 

    便利で快適な町、住んで良かったといえる町にするためには、道路や上下水道、住宅等

の都市基盤を計画的に整備していくことが必要です。 

    道路については、市街地の形成や人・物の移動空間、人と人とのふれあいの場、新たな

交流、連携を生む基盤となることから、安全で安心な歩道・車道の幅員の確保、コンパク

トシティ＊の４つの拠点と農村地区との連携やネットワーク強化のための道路整備を着実

に進めます。また、町の顔としてシンボル的な道路となるように、道路と一体となった景

観づくりや遠景を楽しめる施設の整備を行います。 

    上水道については、今後も安全で安定した水の供給ができるように、老朽施設の計画的

な更新や耐震性の向上、経営の合理化に努めます。 

    下水道については、公共下水道の計画的な整備と老朽施設の更新及び耐震化を図ります。 

 

  ⑵ 歩きたくなる街並みの形成 

    自動車ではなく人が主役となり、ゆったりと楽しみながら歩くことができるようにする

ことや高齢者や障害者にとっても暮らしやすい都市空間の整備が必要です。 

    町全体が花や緑で覆われた美しい街並みや魅力的な景観を創出するため、人の心を癒や

してくれる柴田町らしい新たな景観づくりとともに、人と人とのコミュニケーションの場

や子どもたちが楽しく遊べる場としての公園を整備します。さらに、安心して移動できる

歩行空間づくりやくつろげるスペースの確保、ベンチや分かりやすい案内板の設置によっ

て、子どもから高齢者まで歩いて外出することが楽しいと思える街並みを整備します。 

 

  ⑶ 環境保全の推進 

    これまでは、地球資源に依存して大量生産・大量消費・大量廃棄型社会を形成し、豊か

な生活を営んできました。その結果、温室効果ガスの増加による地球温暖化などに象徴さ

れる地球規模での環境問題が深刻化しています。これまでの消費型の生活様式や社会経済

活動の在り方を見直し、環境への負荷の尐ない循環型社会の実現に向けた取組を推進し、

限りある資源の再利用、廃棄物の減量化・再資源化、省エネルギーの推進、新エネルギー

の導入などに積極的に取り組みます。 

    また、町には美しく豊かな自然環境があります。この自然を次の世代へ引き継いでいく

ため、水質保全や多種多様な生態系の維持、公害の未然防止の推進を図り、地域の自然環

境の保全に努めます。 

    さらに、これからは次世代を担う子どもたちへの環境教育が重要になります。学校や生

涯学習センターとの連携を密にし、学習の機会を設け環境学習の充実を図ります。 
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  ⑷ 農村空間の保全と里山景観の再生 

    美しいコンパクトシティ＊をつくるためには、市街地周辺部の農村空間や自然環境との

共生を図ることが重要になります。農林業によってつくり上げられた美しい田園風景や里

山等の自然景観を保全し、再生するとともに、都市住民との参加と交流・連携の下に、農

村や里山で培われた固有の歴史や文化、風習などを継承し、発展させていきます。 

    そのためにも、その基盤となる農林業の振興を図るとともに、農地や水路や里山、山林

の良好な管理に努め、田園自然再生活動を積極的に展開し、農村地域の活性化に努めなが

ら、エコ・ツーリズム＊や農業体験学習の場としての農村空間や里山を整備します。 

   ＊エコ・ツーリズム：環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地

域社会の発展への貢献を考慮したツーリズム（旅行、レクリエーション）のこと。 

 

  ⑸ 新交通システムの導入 

    高齢化や核家族化が進んでいくと、自動車を運転できない人が増え、家族による送迎機

会が減尐することから、今後は、日常生活における移動の際の足の確保が重要になります。

高齢者、障害者や子どもたちといった交通弱者の方々が安心して外出でき、いつまでも便

利な暮らしや生きがいをもって生活できる交通環境を整えるために、低料金で利便性の高

い新たな交通システムを導入します。 

    交通弱者の方々の外出頻度を高め、人と人とのつながりや商店街における交流を深め、

誰もが住みやすい、にぎわいのあるまちづくりを推進します。 

 

 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─ 

 

  ⑴ 学び合う教育環境の充実 

    幼児教育では、幼児期が生涯にわたる人間形成の基礎が培われる大切な時期であること

から、幼稚園施設や設備の充実、多様なニーズに対応した幼児教育システムの充実を図り、

子どもの豊かな感性を養うとともに、学習意欲や学習態度の基礎となる好奇心や探究心を

育む環境づくりを進めます。 

    また、政府の子ども・子育て新システム検討会議から、幼稚園と保育所については、幼

児教育と保育も行う「こども園（仮称）」に統合していく方針が打ち出されたことから、「こ

ども園（仮称）」の調査・研究を行います。 

    学校教育は、子どもたちがそれぞれの成長段階に応じて、知識、教養、社会性を習得し、

自立性、協調性などを培い、心豊かな人間性を形成する上で重要な役割を担っています。

このため、学力の向上と豊かな心の育成を目指した学習環境の整備や質の高い教育の提供

に努めるとともに、地域に開かれた信頼される学校づくりに向けた学校・家庭・地域の連

携強化に努めます。また、安全で安心な学校の施設・設備など、教育環境整備を計画的に

進めます。 
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  ⑵ 自然体験学習の推進 

    子どもの健全な成長や競争社会を生きる暮らしの中での安らぎの場として、豊かな自然

やふるさとの田園風景は欠くことができません。子どもから大人までを対象とした自然体

験や農作業体験の活動などを通じて、生き物の多様性や生態系の大切さを学びながら、豊

かな感性や人間性を育てる自然体験学習の機会を設けます。 

    また、農家を始め、多くの関係団体やボランティアとの新たなネットワークの構築に努

め、地区内外との交流を活発化する中で地域の活性化を図ります。 

 

  ⑶ 青少年の健全育成 

    核家族化、尐子化、情報化など、青尐年を取り巻く環境が日々変化していく中で、日本

の未来を担う青尐年を心身ともに健全に育成していくことは、ますます重要視されていま

す。 

    このため、家庭、地域、行政が一体となった異世代・異年齢交流、様々なふれあい体験

活動、ボランティア活動の推進や青尐年を取り巻く環境の浄化等を進め、夢と希望と志を

持ち、また、ふるさとに誇りと愛着を持つ青尐年の育成に努めます。 

 

  ⑷ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

    住民の学ぶ意欲に応えるとともに、生きがいの創出や自己実現が図られるように、質の

高い学習内容の提供や気軽に学べる機会づくりを進めます。また、学びの場となる各生涯

学習施設の充実や本格的な図書館建設を目指すとともに、多分野にわたる人材の育成、生

涯学習支援ネットワークの構築など、生涯学習の推進体制の強化により、生涯学習活動の

拡大を図ります。 

    さらに、住民の健康な体づくりと健全な精神を増進するために、仙台大学との連携を図

りながら、スポーツ活動に自主的、積極的に取り組める生涯スポーツ事業の推進に努めま

す。そのために、体育施設の維持やパークゴルフ場の整備を目指すとともに、指導者の育

成と活用を図るための体制を整備し、手軽に楽しく継続的にスポーツ活動ができる基盤づ

くりに努めます。 

    文化面では、長い歴史と住民の創造力、創作力によって育てられてきた豊かな生活文化

や伝統文化を守るとともに、新たな芸術・文化を創造し、郷土への誇りと愛着を育む環境

づくりに努めます。また、地域の歴史や伝統を体現する文化財の保護及び継承に努めると

ともに、文化資料の展示や学習の場の充実などにより、歴史的な資源への理解とその活用

を図ります。 

 

  ⑸ 地域間交流・国際交流の推進 

    異なる地域の交流は、町に刺激と活気をもたらします。今後さらに、姉妹都市や歴史友

好都市との交流を基軸とし、地域特性や地域資源を活用した様々な分野における交流活動

を推進するとともに、新たな交流の機会づくりに努めます。 

    また、豊かな国際感覚を身に着けた人材の育成や、外国人観光客に対応した分かりやす

い情報の提供や外国人が安心して暮らせるまちづくりに努めます。 
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  ⑹ タウンセールス＊の推進 

    人口減尐に伴い町の定住人口も減尐し、地域経済や地域力がますます弱まる中で、地域

を再活性化するためには、観光も含めた様々な目的で町を訪れる交流人口を増やしていく

取組、いわゆる、タウンセールス＊が必要です。町の魅力づくりになお一層の磨きをかけ

るとともに、地域ブランド戦略「花のまち柴田」による知名度アップを図り、住民のおも

てなしの心を育て、町内外に柴田町の魅力を効果的に発信します。 

 

 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─ 

 

  ⑴ 健康づくりの推進 

    高齢社会の進展により、住民一人一人の健康に対する意識は、今後ますます高まること

が考えられます。そのため、住民の誰もが元気で健康に暮らしていけるように、関係機関

と連携を図りながら、食育の推進、各種検診の充実、健康相談や健康教育、生活習慣病予

防や介護予防などライフステージ＊に応じた健康づくりを推進します。また、地域におけ

る健康づくりの支援を行います。 

    国民健康保険については、医療費負担が増加し、厳しい運営状況ですが、医療費適正化

などにより安定的な運営に努めます。 

   ＊ライフステージ：人間の一生を幼年期、尐年期、壮年期などに段階区分したもの。 

 

  ⑵ 地域医療・救急体制の整備 

    みやぎ県南中核病院を核として、町内の医療機関との相互連携を強化するとともに、そ

れぞれの機能や役割を分担する地域医療体制の拡充を図ります。 

    みやぎ県南中核病院では、病院改革プランや地域医療再生計画により、施設整備の充実

を図り、なお一層、仙南の拠点病院としての役割が果たせるよう機能の充実に努めます。 

    また、増大する救急需要に対処するため、関係機関と連携し、三次救急医療を担う体制

整備を図るとともに、応急手当の普及啓発に努めるなど、救急体制の充実に努めます。 

 

  ⑶ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

    地域福祉では、高齢者や障害のある人などで、福祉支援を必要とする人が増加する中、

誰もが、いつまでも住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らしていけるように、隣近所

での声掛けや見守りなどの地域住民によるボランティア活動の推進、災害時や緊急時の要

援護者に対する支援など、地域ぐるみで支え合う体制の整備に努めます。また、地域に密

着した多様な福祉のニーズを社会福祉協議会と連携して提供します。 

    高齢者福祉では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくことができる

ように、保健・医療・福祉の連携の下、地域包括ケア体制を支える小規模多機能型居宅介

護施設の整備を推進しながら、介護保険制度と高齢者福祉サービスの充実を図ります。ま

た、高齢者が社会から孤立した生活とならないよう、生きがいや社会参加の機会づくりを
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推進します。 

    障害者福祉では、障害者が地域で自立し、地域住民の一員として生活し、活動できるよ

う支援するとともに、地域住民の理解と交流を進めながら、心のバリアフリー＊に努めま

す。また、日常的な相談や活動の場の充実、住まいや就労の支援など、自らの選択による

自立した生活を支援する体制の整備や在宅福祉サービスの充実に努めます。 

   ＊バリアフリー：高齢者や障害者などが社会生活をしていく上で障害（バリア）となるも

のを除去（フリー）すること。ハード面の整備とともに、社会制度や精神面などにおい

ても障壁、差別を取り払うこと。 

 

  ⑷ 子育て・子育ち支援の充実 

    尐子化や核家族化に伴い地域における子育て意識の希薄化が進む中、子どもを安心して

産み育てられる環境づくりや次世代を担う子どもが心豊かに育っていくことができる仕

組みづくりが必要です。出産や子育てへの不安や負担の軽減、大規模改修による快適な保

育施設の整備、子育て中の親子の相談や情報取得など集える場の充実、多様化する保育サ

ービスの充実など、地域ぐるみで子育て・子育ちを支援する体制の整備を図ります。 

    また、現在、国において制度創設を目指している幼稚園と保育所を統合した「こども園

（仮称）」の動向も見極めながら、子育てが喜びであり、楽しみであることが実感できるま

ちづくりに努めます。 

 

  ⑸ 地域防災力の向上 

    防災対策では、災害の発生に備えて、住民自らの防災意識の高揚を図るとともに、自主

防災組織の育成強化に努め、地域でお互いに助け合う体制づくりを推進します。また、災

害発生時の避難生活のための資機材等の整備に努めるとともに、関係機関との連携を図り、

防災対策の推進に努めます。 

    消防体制では、消防力の強化を図るため、消防団員の確保や消防設備の整備に努めると

ともに、住民の防火意識の高揚と火災予防の徹底など、火災の未然防止を図り、体制の充

実に努めます。 

    雤水・排水対策では、里山の保水機能の低下などによる自然災害の発生を防止するため

の治山・治水事業を促進するとともに、異常気象等の集中豪雤による市街地の浸水被害を

最小限にとどめるため、雤水排水事業を実施します。また、洪水危険箇所を把握し、住民

への周知に努める一方で、国・県等関係機関と連携した対策の推進を図ります。 

 

  ⑹ 交通安全・防犯対策の推進 

    交通事故や犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けて、住民一人一人が交通安全や防

犯に対する高い意識を持つことができるよう、関係機関との連携を図り、家庭・地域・職

場・学校での交通安全活動や防犯対策を推進します。また、安全な道路交通環境の整備や

地域防犯体制の充実に努めます。 

    消費者対策では、消費生活の安定と向上を図るため、消費生活相談体制の充実を図ると
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ともに、多様化、複雑化する消費生活に対応できる自立した消費者を目指し、情報の提供、

学習機会の充実に努めます。 

 

  ⑺ 公共施設の整備 

    公共施設は地域活動だけでなく防災の拠点にもなる重要な施設であり、適切な維持管理

と機能の充実が求められています。 

    このため、公共施設の耐震性の向上に努めるとともに、施設の長寿命化に取り組み、効

率的で円滑な施設の更新を行い、安心して活動できる施設の確保に努めます。また、計画

的な施設整備や大規模改修等により機能の充実を図ります。 

 

 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─ 

 

  ⑴ 観光まちづくりの推進 

    観光は、これまでの見る観光から一歩進んで、自然の中での心身のリフレッシュ、もの

づくりや体験学習など、目的を持った観光へと大きな変化が見られます。今後の観光まち

づくりを推進するに当たっては、そうした観光ニーズの変化を的確に捉え、新しい切り口

による新たな観光戦略を展開します。 

    船岡城址公園と太陽の村を中心に、桜、歴史、文化、豊かな自然に更に磨きをかけて観

光地としての集客力を高めるとともに、土産品の開発やおいしい郷土料理でのおもてなし

を通して訪れてみたい、また来たいと思われる観光まちづくりを推進します。 

 

  ⑵ 農商工連携によるものづくり 

    グローバル経済が拡大し、競争が激化する中で、地域経済が持続的に発展していくため

には、企業誘致などによる地域経済の活性化に加えて、農林業、商業、地元中小企業の連

携強化による地域産業の育成、活性化が重要です。元気をなくしている農業や商業の新た

な活路を開拓する上でも、地元産の農作物を有効に活用した地域ならではの特産品の開発

や販路開拓、顧客の開拓、新たなサービスの提供を農商工の連携の下に地域を挙げて取り

組みます。 

    新たな農産加工品開発への支援、産直活動やインターネットによる販路開拓の支援を行

い、さらに、食品加工業者や観光物産協会と協力・提携した中で、新たなものづくりによ

る小さなビジネスモデルを数多くつくります。 

 

  ⑶ 地域産業の活性化 

    農業の振興では、農業の維持、農地の持つ多面的機能の保全及び農地の活用に向け、集

落の将来あるべき姿を見据えた担い手の育成・確保を図るとともに、農産物の生産性の向

上や高品質化の推進、食の安全・安心と環境に配慮した農業の推進、地産地消の推進に努

めます。林業は、計画的な森林づくりと里山の持つ豊かさの活用に努めます。 

    商業の振興では、消費者ニーズを的確に把握し、それに対応する商品・サービスの提供

はもとより、地域の特性を生かしたにぎわいを創出するなど、個性と魅力ある商店街の形
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成に努めます。 

    また、都市近郊の立地条件を生かした新たな企業の誘致活動を展開するとともに、もの

づくりへの支援、産官学の連携による新製品の開発や新ビジネスの創出などを通じ、活力

に満ちた工業の振興を推進します。 

 

  ⑷ 労働・雇用対策の充実 

    安定的な雇用の創出を図るために、関係機関と連携し、求人情報の収集、提供や相談体

制の充実に努めます。 

    また、勤労者が安心して就労することができる環境づくりを促進します。 

 

  ⑸ 社会事業のビジネス化 

    地域が抱えている諸問題に光を当て、その課題を新たなビジネスを通じて解決していく

コミュニティビジネス＊は、新たな雇用の創出と生きがいを生み出し、地域の活性化にも

寄与するものとして期待されています。 

    しかし、まだ十分に理解されていないため、社会事業への関心を高めるとともに、人材

教育や事業への支援を通じて、コミュニティビジネス＊創出のための環境づくりに努め、

ＮＰＯ＊などの活動団体と連携して、新たな地域づくりとしての社会事業のビジネス化を

図ります。 

   ＊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。 

   ＊ＮＰＯ：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。 

 

 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─ 

 

  ⑴ 参加と協働の推進 

    柴田町が住民主体による魅力ある町として更に発展していくためには、住民それぞれの

経験や知識をまちづくりに生かし、住民と行政が協力しながら課題解決に取り組むことが

必要です。このため、「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」の啓蒙を図り、この

条例にうたわれた精神が、行政や住民の行動の中に浸透するように努めます。 

    また、まちづくり推進センターを起点にまちづくりに関する情報の共有化を図り、多様

な参加の機会を確保し、住民と行政との協働によるまちづくりを推進します。 

 

  ⑵ 地域コミュニティ活動の推進 

    地域コミュニティ活動は、地域住民の自治意識や住民相互の連帯意識の高揚を図る上で

大変重要な活動であり、地域づくりや住民自治の基礎となるものです。 

    住民の主体的な地域コミュニティ活動を生き生きとしたものにしていくために、地域リ

ーダーの育成などに努めるとともに、地域の将来像や地域計画づくりなどの活動を支援し



- 17 - 

 

ます。 

 

  ⑶ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

    職場や地域など、あらゆる分野に男性も女性も一人一人がその個性や能力を十分に生か

し、男女が共同して社会形成に関わっていくことは重要なことです。今後さらに、男性も

女性も対等な社会の構成員としてあらゆる分野に参画でき、共に責任を分かち合う男女共

同参画社会の実現に向けて、第３次男女共同参画プランの推進を図ります。 

    また、人権が尊重されるまちづくりを進めていくために、人権擁護意識の啓発と人権相

談の充実に努め、一人一人が輝く心豊かな生き生きとした地域社会を構築していきます。 

 

  ⑷ 行政経営改革の推進 

    人口減尐、尐子高齢化、景気低迷の中､今後は自主財源である税収などの大きな伸びは期

待できないものと推測されます｡一方では、多様な住民ニーズへの対応などが求められてお

り､町の財政運営はますます厳しくなると予想されます｡ 

    このため､行政経営改革の更なる推進に努め、また、産業戦略や都市戦略を進める中で、

自主財源の確保に取り組み､限られた財源を効率よく配分して事業の適正な執行に努めま

す｡ 

 

  ⑸ 情報の共有と情報化の推進 

    住民と行政がまちづくりの情報を共有していくことは、参加と協働のまちづくりを推進

する上で、最も重要な課題です。また、地域や町の情報化についても、急速に進展してい

る情報化社会に乗り遅れないためにもその対応を急がなければなりません。 

    このため、町のホームページや広報紙の充実を図るとともに、住民の提言、意見や要望

を的確に反映するため広聴活動に努めます。また、地域情報化や行政情報化の高度化に努

め、迅速で的確な情報提供とＩＣＴ＊を活用した地域の活性化を図ります。 

    情報通信基盤については、情報化社会の進展に伴い、ますます地域格差が生じているこ

とから、国や民間企業との連携を図りながら、地域格差が広がらないように取り組みます。 

   ＊ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略語で、情報・通信に関する

技術の総称。ＩＴに加えて、それを使ったコミュニケーションを強調し、ネットワーク

通信による情報・知識の共有を念頭に置いた表現。 

 

  ⑹ 広域行政の推進 

    住民ニーズの多様化、高度化により、広域的な視点に立った専門性の高いまちづくりが

必要になります。このため、仙南地域の各市町との間での消防、環境衛生、文化などにお

ける広域行政を更に推進させるとともに、観光や産業振興、地域医療といった新たな分野

での連携と交流に努め、行政経営の効率化と相互発展を図ります。 
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第３章 将来人口と土地利用の構想 

 

 １ 将来人口 

   町の人口は増加傾向で推移してきましたが、平成 16年（2004年）10月末の 39,702人（住

民基本台帳登録者に外国人登録者を加えた数）をピークにゆるやかな減尐傾向にあります。 

   平成 17年（2005年）から平成 21年（2009年）の町の住民基本台帳人口に外国人登録者を

加えた数値を用いて人口推計を行うと、基本構想の目標年次である平成 30 年（2018 年）に

は、町の人口は 36,580人になると推計されます。さらに、人口減尐とともに、高齢化の進展

が予測されます。 

   今後は、健康・福祉・医療サービスの充実、生活の利便性の向上、美しい環境の創造、地

域産業の活性化や「花のまち柴田」のブランド化による交流の促進など、魅力あるまちづく

りとタウンセールス＊を通じて交流人口の増加を図り、人口の維持、そして増加につなげる

こととします。このため、第５次柴田町総合計画の目標年次である平成 30 年（2018 年）の

将来人口を 37,000人と想定します。 

 

平成 30 年（2018年）の将来人口（想定）   ３７，０００人 

 

 

柴田町の将来人口及び世帯数（推計値） 

  
   

区 分 
平成 21年 
（2009年） 

平成 26年 
（2014年） 

平成 30年 
（2018年） 

総人口 
38,875人 37,750人 36,580 人 

（100％） （100％） （100％） 

 
年少人口 5,116 人 4,730 人 4,170 人 

 
（14歳以下） （13.2％） （12.5％） （11.4％） 

 
生産年齢人口 25,462人 23,380人 21,710 人 

 
（15歳～64 歳） （65.5％） （61.9％） （59.3％） 

 
老年人口 8,297 人 9,640 人 10,700人 

 
（65歳以上） （21.3％） （25.5％） （29.3％） 

世帯数 14,572世帯 15,030世帯 15,300世帯 

一世帯当たり人数 2.67人／世帯 2.51人／世帯 2.39人／世帯 

  
注）平成 21年は住民基本台帳・外国人登録による実績値 

平成 26年及び平成 30年は同推計値（コーホート法＊） 

     ＊コーホート法：特定期間に出生した人口を同時に出生した集団とみなして「コーホート」 

      といい、コーホートを用いて、将来の人口予測を計算する方法。 

 

 ２ 土地利用の構想 

   都市が縮小する時代を迎え、都市機能がコンパクトに集約された市街地を形成するには、

計画的で適正な土地利用が欠かせません。まちの将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元気

なまち」を実現するためには、豊かな自然や歴史、文化、地形的な条件や交通環境など、町

の特性を考慮した上で、長期的な視野に立った土地利用を進める必要があります。 
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   自然環境との調和を図りながら、健康で文化的な都市環境を創造し、また、地域産業の振

興が図られるように、計画的な土地利用と地域特性を生かした土地利用を推進し、将来にわ

たる持続的な発展を目指します。このため、無秩序な市街地の拡大を抑制し、歩いて暮らせ

る市街地の形成に向けて、コンパクトシティ＊の４つの拠点である「船岡駅周辺」、「槻木駅

周辺」、「北船岡周辺」、「船岡新栄周辺」への都市機能の集約化を高めるとともに、他の地域

とのネットワークの強化を図ります。 

   町の区域を、おおむね次のようなゾーンに区分します。 

 

  ⑴ 居住ゾーン 

    住宅地については、今後の人口、世帯数及び都市化の進展などの動向を踏まえながら、

道路や生活・文化・健康・福祉などの機能が充実した秩序ある市街地の形成に向けて、計

画的な居住環境の整備に努めます。 

 

  ⑵ 工業・流通ゾーン 

    工業地域については、住宅地との混在を避けながら、槻木北部丘陵地をオーダーメード＊

による工場立地用地として想定するとともに、敷地内緑化の促進等、環境整備、公害防止

に配慮した整備を図ります。また、民間が所有する未利用地に新たな工業立地が促進でき

るよう、立地環境条件の整備に努めます。 

   ＊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。 

 

  ⑶ 自然共生ゾーン 

    船岡城址公園、白石川、太陽の村、阿武隈川、そして槻木の農村地区につながるエリア

は、美しい景観や農村風景が維持され、住民の憩いと安らぎの場を提供しています。こう

した身近な自然環境のつながりを緑のネットワークとし、人と自然が共生するエリアとし

て整備に努めます。 

 

  ⑷ 田園居住ゾーン 

    自然環境の豊かな地域でゆとりある生活を営みたいという田園居住に対するニーズが高

まっています。槻木北部の田園居住地域については、便利な生活ができるよう道路や情報

基盤の整備を図るとともに、田舎暮らしが満喫できるような環境整備に努めます。 

 

  ⑸ 農業ゾーン 

    槻木耕土を基軸に、農地は、食料供給のための大切な生産の場であるとともに、生物の

多様性や保水機能の確保などの公益的機能も有しています。農地の集積と農地の活用によ

り、生産性の向上、生産コストの低減や耕作放棄地の利活用を図り、農業の持続的発展に

努めるとともに、田、水路、水辺、ため池などの農村環境を保全、活用し、環境創造型農

業の推進に努めます。 
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  ⑹ 森林ゾーン 

    森林は、水資源のかん養、災害の防止や環境保全などの公益的機能を有しています。森

林管理の充実を図り、豊かな森林づくりに努めます。 
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 序 論                                    

 

 前期基本計画の役割と期間 

 前期基本計画は、第５次柴田町総合計画の前期４年間において、まちの将来像「みんなで育てる 笑

顔輝く 元気なまち」の実現に向けて実施すべき個別の取組（施策）の内容を体系的に示すものです。 

 計画期間は、平成 23年度（2011年度）から平成 26 年度（2014年度）までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重点プロジェクト                               

 

 重点プロジェクト 

 基本構想においては、まちの将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」を実現するため、

５つの基本目標とそれぞれの施策の大綱を示しています。前期基本計画では、施策の大綱ごとに個別

施策を示しますが、このうち、前期基本計画の計画期間（平成 23年度（2011年度）～平成 26年度（2014

年度））において戦略的に取り組むべき施策を「重点プロジェクト」として位置付け、横断的に施策

展開を図ります。 

 

■ 美しいまち創造プロジェクト 

 

目   的 地域の資源である桜を核として、船岡城址公園や白石川堤を様々な花々で

飾る公園整備、オープンガーデン＊の推進により、まちなかがたくさんの花

であふれ、住民や町を訪れる人が心安らぎ、花々が彩る新風景「花のまち柴

田」を創造します。 

取組の方向 ◆桜の名所である船岡城址公園を「花咲山」とする整備 

◆白石川堤での「一目千本桜景観形成事業」の推進 

◆白石川堤と船岡城址公園を連絡橋（跨
こ

線橋）で結ぶ「回遊ルート」の整備 

◆個人宅の美しい庭巡りをする「オープンガーデン」の推進 

◆「フラワーパーク（花巡り公園）」の整備 

◆道路沿道を花で飾る「フラワーベルト」の推進 

◆「フラワーコンテスト」の実施 

  ＊オープンガーデン：丹精込めた個人の庭を一定期間、開放し、訪れた人と季節の花木を通し、

楽しみながら交流を深める活動。 
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■ 食と農による地域づくりプロジェクト 

 

目   的 柴田町は、里山など自然とふれあう良好な環境に恵まれています。このよ

うな貴重な自然環境を生かし、里山ハイキングコースや農産物直売所、地場

産食材を利用した農村レストランなどにより、農村と都市の交流を促進しま

す。 

取組の方向 ◆槻木北部地区に広がる自然豊かな里山を利用した「里山ハイキングコース」

の整備 

◆地域の食材を生かす「農村レストラン」を核とした「エコ・ツーリズム＊」

の推進 

◆直売イベントの開催、農産物直売所の活用など「地産地消」の促進 

◆都市と農村の交流拠点とする「太陽の村再整備事業」の実施 

◆食品関連業者と農村集落が連携して行う「地域特産品」の開発支援 

◆「柴田の花き」のブランド化の支援 

◆市民農園や自然体験学習を学ぶ「ふれあい農業」の推進 

  ＊エコ・ツーリズム：環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地域社会

の発展への貢献を考慮したツーリズム（旅行、レクリエーション）のこと。 

 

 

■ タウンセールス＊推進プロジェクト 

 

目   的 「美しいまち創造プロジェクト」と「食と農による地域づくりプロジェク

ト」を推進するためには、町内外に広く柴田町をアピールする必要がありま

す。地域ブランド化や魅力あるまちづくりなどを住民と共に進めるタウンセ

ールス＊の推進により町の知名度を高め、観光、イベントなどにより交流人

口を増やします。 

取組の方向 ◆地域ブランド「花のまち柴田」の推進 

◆「魅力あるまちづくり」の推進 

◆地域資源を活用した「新観光ルート」の開発 

◆町ならではの特徴ある「お土産品」の開発 

◆「イメージキャラクター」の創作 

◆町内の名所・旧跡などを紹介する「観光ボランティア」の育成 

◆「タウンセールス＊」推進体制の整備 

 

  ＊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。 
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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― 

 施策１－１ 快適な生活空間の整備 

 

 現状と課題   

□国道４号や主要地方道と接続して集落間のネットワーク化を図る町道幹線道のうち、船岡地区の整

備は徐々に進んでいますが、槻木地区のネットワーク化が遅れていることから、北部地区の富沢 16

号線、入間田 20号線及び葉坂 11号線の各路線の改良が求められています。また、都市計画街路新

栄通線は、船岡市街地の都市基盤の基本となる幹線であることから、三名生地区とのアクセスを向

上させるため、一般県道角田柴田線から東船岡駅までの延伸が求められています。 

□町内の生活道路には、幅員が４ｍ未満の狭あい道路や側溝の未整備及び舗装劣化が進行している路

線があります。誰もが安心して通れる生活道路を確保するため、改良整備が必要です。 

□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。また、水道収益は、人口の減尐と工場等の使用水量の減尐により低下の傾向にあります。

一方、水道施設は老朽化し、設備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 年度に事業着手して人口普及率 74.2％になっているものの、下水道の計画面積

に対しての整備率は 56.3％にとどまっています。今後さらに、整備を進めていく必要がありますが、

下水道事業は建設費が多額となり、財政に与える影響が大きいことから、計画的な整備が求められ

ます。さらに、施設も老朽化が進んでおり、更新と耐震化が必要となっています。 

 

 

                    町内道路の現況     （平成 22 年４月１日現在） 

国道 県道 町道 計 

路線数 延長 路線数 延長 路線数 延長 路線数 延長 

2   10,079m 9   18,337m 1,240  334,664m 1,251  363,080m 

 

給水人口と使用水量の推移

44,278 44,089
43,650

43,121

45,144

39,29739,310
38,85638,78538,946

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

使用水量（百トン） 給水人口（人）
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下水道人口普及率の推移

74.20

72.30

70.50

69.40

73.50

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

％

人口普及率

 

 目指す姿   

◎槻木地区では、主要地方道亘理村田線と富沢地区を結ぶ町道富沢 16号線＊の延長 2,600ｍの事業が

着手されています。 

◎船岡地区では、計画的な市街地の整備を進めるための幹線道路である都市計画街路新栄通線は、東

船岡駅前線までの延長 500ｍの延伸化調査が行われています。 

◎生活道路の整備や市街地の狭あい道路の解消に向けた事業が着手されています。 

◎上水道は、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、老朽施設の計画的な更新及び耐震性の向

上に努めるとともに、経営の効率化が図られています。 

◎下水道は、公共用水域の水質保全など生活環境改善のための公共下水道事業を推進し、整備区域の

拡大と老朽管の計画的な更新と耐震化が図られています。 

  ＊町道富沢 16号線：主要地方道亘理村田線のコンビニエンスストア付近から分岐し、富沢幹線に

至る区間の道路。 

 

 

 個別施策   

 

● 1-1-1 町道幹線の整備 

 【内容】 

・町道幹線の整備 各集落と主要地方道を結ぶ幹線道の整備を進めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

1 
町道富沢 16 号線＊道路改良事業の整備

延長 （総延長 2,600ｍ） 
－ 1,300m 

都市建設課 

供用開始 50％を目指す 
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● 1-1-2 都市計画街路の整備 

 【内容】 

・都市計画街路の整備 船岡地区の都市計画街路新栄通線の延伸を図るため、基本調査に着手します。 

 

 

● 1-1-3 生活道路の整備 

 【内容】 

・生活道路の整備 狭あい幅員や舗装劣化が著しい生活道路の整備を行うとともに、船岡・槻木市街

地の歩道や側溝の整備を進めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

2 生活道路の整備延長 － 400ｍ 
都市建設課（平成 23 年度から） 

毎年度１00ｍを整備する 

 

 

● 1-1-4 上水道事業の推進 

 【内容】  

 ・水道施設の充実 西船迫地区など漏水箇所の多い地域を中心に老朽管の布設替工事を行い、有収

率＊の向上を図ります。 

 ・災害対策の強化 施設及び配水管の耐震化を図るとともに、災害時には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 水道の窓口業務委託を実施します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

3 上水道の有収率＊ 83％ 86％ 
上下水道課（平成 21 年度実績） 

現状の３％増を目指す 

  ＊有収率：料金徴収の対象となった水量÷配水地から送られた水の量×100 

 

 

● 1-1-5 下水道事業の推進 

 【内容】  

 ・公共下水道事業の推進 船岡新栄、船岡並松地区の整備を推進して早期供用を図り、水洗化の普

及に努めます。また、船岡新大原地区周辺への事業に着手します。 

 ・下水道長寿命化対策の推進 下水道管の健全度に関する点検・調査結果に基づき西船迫地区など

の計画的な改築を行い、耐震化も考慮した長寿命化対策を進めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

4 水洗化率＊ 88％ 90％ 
上下水道課（平成 21 年度実績） 

現状の２％増を目指す 

  ＊水洗化率：公共下水道に接続して水洗化した人口÷下水道を整備した区域内の人口×100 
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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─ 

 施策１－２ 歩きたくなる街並みの形成 

 

 現状と課題   

□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内外に知られ、多くの来訪者を迎え

ています。また、多くの住民に朝夕の散歩コースとして利用されています。 

□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、また、道路沿いには近隣の住民が思

い思いの花を咲かせて地域の魅力を高めています。こうした活動を支援し、柴田町の個性を更に引

き出すような景観形成が必要となっています。 

□「花のまち柴田」創生に基づく花咲山構想を進め、「花（桜）回廊」が歩きたくなる街のシンボル

に位置付けられるような新たな景観行政の展開が必要です。 

 

 

 目指す姿   

◎船岡城址公園に四季折々の花々が植栽され、魅力的な花咲山になるような取組や整備が進んでいま

す。 

◎一目千本桜が今後も魅力あふれる景観として輝き続けられるように、樹齢 80 年を超える老木の保

護や桜の継承が進められています。 

◎「花（桜）回廊」の回遊性を高めるため、新たな魅力（拠点）を整備し、歩いて楽しいまちづくり

に向けた取組が進んでいます。 

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

 

 

 個別施策   

 

● 1-2-1 花咲山（船岡城址公園）の魅力と「花（桜）回廊」の回遊性の向上 

 【内容】 

 ・樅の木周辺の景観形成 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

周辺に、展望デッキやミニ庭園化などと組み合わせた景観の整備を進めます。 

 ・連絡通路、遊歩道の整備 今後、交流人口の増加を見込み、歩行者や交通車両の安全を図ります。

さらに、安心とゆとりを感じられるような、誰もが使いやすい急勾配をなくした遊歩道の整備を

進めます。 

 ・回遊ルートの整備 船岡城址公園と白石川堤の回遊性を確保するため、連絡橋（跨
こ

線橋）を架橋 

  します。 

 ・原田甲斐供養碑、絹引きの井戸周辺の整備 伊達家臣原田甲斐の居舘として、ＮＨＫ大河ドラマ

「樅ノ木は残った」で舘山、船岡城址公園は一躍有名になりました。その原田甲斐の供養碑や絹

引きの井戸（城中井戸）などを整備し、歴史と花咲く公園の連携を図ります。 
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● 1-2-2 一目千本桜の景観向上 

 【内容】 

 ・白石川堤におけるミニポケットパークの整備 一目千本桜の魅力を更に向上するための環境整備

を行います。 

 ・白石川堤での植栽活動 白石川堤において四季を通して色とりどりの花木が楽しめる親水公園を

みんなの力で整備し、管理していく活動を広げていきます。 

 ・老木の保護と桜の継承 樹齢 80 年を超える老木の保護に努め、民間活動団体などと協働で、桜

の継承を強く進めていきます。 

 

 

● 1-2-3 ゆとりある空間の整備 

 【内容】 

 ・子どもの力を育む公園の整備 船岡新栄地区において、子どもが自由に遊べる場や冒険遊び場と

なるワンパク子ども公園など、住民が安心して気軽に利用でき、憩いの場としてのゆとりある公

共空間として、都市公園等の整備を進めます。 

 ・公共スペースの有効活用 道路の沿道部への植栽等、住民との協働によって美しく快適な空間づ

くりを進め、また、歩いて楽しめる「道しるべ」などの環境整備を行います。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

5 船岡新栄地区の街区公園数 3 公園 6 公園 
都市建設課（平成 21 年度実績） 

現状より 3 公園増加 

 

 

● 1-2-4 オープンガーデン＊の推進 

 【内容】 

 ・オープンガーデン＊の推進 花々で飾られた美しい個人宅の庭を一般の人に開放するオープンガ

ーデン＊を推進し、美しい庭巡りによる様々な交流を促進します。また、オープンガーデン＊によ

る交流を更に盛んにしていく目的で、フラワーコンテストやフォトコンテストを開催します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

6 オープンガーデン＊数 5 か所 10 か所 

まちづくり政策課（平成 22 年

度実績） 

現状より 2 倍増を目指す 
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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─ 

 施策１－３ 環境保全の推進 

 

 現状と課題   

□ごみ排出削減の取組として、マイバック持参運動やレジ袋の有料化などを通して、ごみ減量運動を

展開してきた結果、ごみの排出量は年々減尐傾向にあります。ごみの排出量を減らすことはごみ処

理施設の適正な維持管理と経費の削減につながることから、更なるごみ減量に向けた取組が必要と

なっています。 

□排出されたごみのうち、資源化される割合は 16.7％で、まだ、可燃ごみの中には資源となる紙類や

布類などが多く含まれています。今後、これらの分別を徹底し、循環型社会の形成を図ることが重

要となっています。 

□地球温暖化を始めとする様々な環境問題に対応していくため、省資源・省エネルギーの推進、新エ

ネルギーの導入など、良好な生活環境・地球環境の保全に取り組んでいくことが必要です。 

□自然環境・水環境等の保全には、様々な場や機会で環境教育、環境学習を広め、環境保全に向けた

取組を住民、事業所、行政が協働して推進する必要があります。 

 

１人当たり１日のごみ排出量とリサイクル率の推移
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（資料）仙南地域広域行政事務組合 
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 目指す姿   

◎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っていることから、

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尐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。 

◎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、緑のボランティア活動が活発化し、身近に

ふれることのできる緑や水辺が復活するなど、良好な景観が保全・創造されています。 

◎公共下水道の普及（切替え）又は合併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。 

 

 

 個別施策   

 

● 1-3-1 環境衛生の推進 

 【内容】  

・ごみ減量化と３Ｒ＊（発生抑制、再使用、再生利用）の推進 ごみの分別・出し方や資源回収な

どの啓発活動を行い、ごみ減量を推進するとともに資源化率の向上を図ります。また、循環型社

会の構築に向けて、地域（自治会）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人や団体の育成を図ります。 

・ごみの有料化 家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみの有料化導入に伴い更なるごみの減量を

図るとともに、容器包装プラスチック類の分別収集を行い、資源化を図ります。 

  ＊３Ｒ：廃棄物をできるだけ出さない社会をつくるための基本的な考え方。Reduce（ごみを減ら

す）、Reuse（ごみを再使用する）、Recycle（ごみを再生利用する）の頭文字をとった用語。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

7 1 人 1 日当たりの家庭ごみ排出量 65９g 600g 
町民環境課（平成 21 年度実績） 

現状の 10％削減を目指す 

 

 ・布類等のリサイクル 現在焼却されている布類や廃食油のリサイクルを図るため、住民と一緒に

行動するエコライフ推進事業を展開します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

8 リサイクル率 16.7％ ２0％ 
町民環境課（平成 21 年度実績） 

年 1.０％の増を目指す 

 

 ・生ごみの有効活用 可燃ごみの約 60％を占める厨芥
ちゅうかい

類のごみ減量を図るため、「生ごみ堆肥化」 

機器への助成を拡大し生ごみの減量に努めます。また、堆肥化された有機肥料については、公園 

等の公共の場所で活用する仕組みづくりを整備します。 
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● 1-3-2 適正な廃棄物の処理 

 【内容】  

・ごみ処理施設の整備 ごみの分別を細分化してリサイクル率の向上を図るため、リサイクル施設

を整備し、資源化施設としての適正な処理に努めます。可燃ごみを処理する新しい焼却施設につ

いては、平成 28年度の稼働に向け、安全性に配慮した公害のない施設の整備に努めます。 

 ・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尐と合併浄化槽の普及による浄化槽汚

泥の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。 

 ・最終処分場の延命化 現在の最終処分場は、現状での埋立量で推移すれば今後 10 年間で容量は

一杯となり、埋立てが終了します。更なる延命化を図るためにも、ごみの減量・資源化を推進し

埋立量を減らすことが必要不可欠です。 

 

 

● 1-3-3 環境美化の推進 

 【内容】  

・環境美化対策 ごみの散乱がないまちづくりを目指し、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支援します。また、緑のボランティア活動が盛んになるよう取り組みま

す。 

・不法投棄対策 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紙等での

啓発活動を行うとともに、環境指導員によるパトロールの強化と、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。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

9 環境指導員数 15 人 18 人 
町民環境課（平成 21 年度実績） 

増員により体制強化を図る 

 

 

● 1-3-4 身近な自然との共生 

 【内容】 

 ・巨樹、巨木の育成管理 先人が植え、育て、守り続けてきたシンボル的なふるさとの巨樹・巨木

を、思い出をつなぐ大切な緑の財産として育成・管理を行い、次の世代に引き継いでいきます。 

 

 

● 1-3-5 温暖化対策の推進 

 【内容】 

 ・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

境に配慮した取組や低公害車の導入など、行政自ら率先して環境負荷の低減に取り組みます。 

 ・環境教育の推進 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取りながら、環境教育や自然にふれあえ

る場の確保など環境学習の機会の創出に努めます。 
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● 1-3-6 水質汚濁防止対策の推進 

 【内容】 

 ・水質浄化対策の推進 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ホタルが飛び舞う水辺を創出していきます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

10 未水洗化人口 9,764 人 8,600 人 
町民環境課（平成 21 年度実績） 

下水道切替え、浄化槽普及促進 

 

 

● 1-3-7 公害防止の監視体制の強化 

 【内容】 

 ・公害の未然防止の推進 大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、野焼きなどの公害を防止するため、県

と連携しながら指導を強化します。 

 

 

● 1-3-8 斎苑・墓地の整備 

 【内容】 

 ・斎苑の整備促進 柴田斎苑は、建設されてから 43 年経過して施設の老朽化が著しい状況であり、

早急な整備計画が必要となっています。今後、施設の整備に当たっては、施設の統合など現構成

市町の枠を超えた検討が必要です。 

 ・墓地の整備 核家族化による住民の需要に対応するため、町内寺院における墓地の供給状況の把

握に努めるとともに、新規の町営墓地造成計画を検討します。また、引取りのない遺骨等を町内

の寺院にお願いし保管していますが、町営墓地内に無縁仏用の納骨堂整備を検討します。 
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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─ 

 施策 1－4 農村空間の保全と里山景観の再生 

 

 現状と課題   

□農村には豊かな地域資源（自然、景観、歴史、伝統文化など）があり、伝統文化を育む“ゆとりあ

る生活”や豊かで美しい自然空間の“やすらぎ”などを求めるニーズが高まっていますが、十分に

活用されていないのが実情です。農業・農村の持つ豊かな自然、景観、歴史や文化を保全・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が高まっていることから、里山、水路、ため池

など、貴重な農村資源の保全と活用の拡大が重要になっています。 

□農村における尐子高齢化に伴い、地域の共同活動や集落機能が低下し、遊休農地が増え、また、里

山も荒れています。 

□子どもたちが農作業を体験する機会が尐なくなったので、農業体験などを通して、農業への関心を

深める必要があります。自然との関わりが希薄化することは、成人後の農林業への関わりに大きく

影響することから、食育活動や体験プログラムの開発などにより、自然の中で学ぶ教育活動を拡大

していくことが重要になっています。 

 

 

 目指す姿   

◎農村や里山が持つ豊かな地域資源が保全され、休日には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。 

◎遊休地が活用され、市民農園や体験農園を通して、街なかの人たちや子どもたちに“食と農と自然”

の大切さへの理解が広がっています。 

◎里山、ため池や水路の大切さが見直され、地元住民と都市住民との共同作業による里山の景観の保

全や水辺公園づくりが行われ、自然との共生意識が高まっています。 

 

 

 個別施策   

 

● 1-4-1 活力ある農村集落づくり 

 【内容】 

・農村集落づくりプロジェクト 農村集落機能の回復と農業農村の持続的発展と活性化を図るため

に専任職員を配置するなど支援し、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てエコ・ツーリズ

ム＊を推進し、農村と都市との交流により、農村と都市の住民が共生するむらづくりを推進しま

す。 

・太陽の村の再整備 都市と農村の交流広場として整備された太陽の村を再生させるために、丘陵

地を生かした花のある景観づくり、子どもや高齢者が楽しめる施設整備、農産物販売・里山ハイ

キング・野菜作り実践講座・そば打ち体験等、各種イベントの開催など、にぎわいのある交流広

場づくりをテーマに都市と農村の交流事業を展開します。 
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指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

11 太陽の村施設利用者数 40,236 人 45,000 人 
農政課（平成 21 年度実績） 

現状の 10％増を目指す 

 

 

● 1-4-2 ふれあい農業と食農教育の推進 

 【内容】  

・ふれあい農業の推進 市民農園や体験学習を通して、住民が自然にふれあう機会の拡充を図ると

ともに、集落と連携して５～10a 区画の農地の貸出しや野菜づくり支援などの仕組みづくりに取

り組みます。 

・食農教育の推進 子どもたちにイモ掘り体験や学習田を通して、「育てる、作る、食べる」の一

貫した流れの中で、食と農と地域と自然の大切さを理解し、食の在り方、農の在り方、命の尊さ

を学ぶ食農教育を推進します。 

 

 

● 1-4-3 里山ハイキングコースの整備 

 【内容】 

・里山ハイキングコースの整備 槻木北部地区に広がる自然豊かな里山を利用して、ハイキングコ

ースを整備し、健康づくりやグリーンツーリズム＊を推進します。 

  ＊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。 

 

 

● 1-4-4 西船迫６号公園周辺の里山整備 

【内容】 

・西船迫６号公園周辺の里山整備 針葉樹から落葉樹への樹種転換を図るための伐採や、地元の方

や子どもたちと一緒に広葉樹や草花の植栽を行い、環境教育や自然体験・歴史教育の場として活

用できるように取り組みます。 

 

 

● 1-4-5 ため池等を活用した水辺公園の整備 

【内容】 

 ・水辺公園の整備 農村部にあるため池を活用し、水辺公園として駐車場や水道等の整備などを行

い、用水等に影響がない範囲で釣りなどを楽しむことができる環境づくりについて、調査研究に

取り組みます。 
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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─ 

 施策１－５ 新交通システムの導入 

 

 現状と課題   

□町内の公共交通機関は、ＪＲ東北本線と阿武隈急行線が運行されていますが、路線バス等は現在運

行されていません。 

□阿武隈急行線は、利用者数が減尐し続けていることから、関係機関や沿線市町と連携して利用者の

確保を図り、路線維持をしていく必要があります。 

□高齢化の進展により、高齢者の移動手段の確保が課題となっています。また、柴田町まちづくりア

ンケート（平成 21 年度）でも「公共交通」への要望が高く、新たな地域公共交通の整備が必要と

なっています。 

 

駅別１日平均乗降人員の推移
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 目指す姿   

◎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、新たな地域公共交通が整備されています。 

 

 

 

（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」 
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 個別施策   

 

● 1-5-1 阿武隈急行への支援 

 【内容】 

 ・阿武隈急行への支援 阿武隈急行線については、老朽化している施設等に対して緊急保全整備事

業費等補助による支援を行うとともに、阿武隈急行沿線開発推進協議会の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 新たな地域公共交通の整備 

 【内容】 

 ・新たな地域公共交通の整備 柴田町地域公共交通活性化協議会で、高齢者や障害者が利用しやす

い新たな地域公共交通として、デマンドタクシー＊や巡回バス等の導入を検討し、早期の運行開

始に努めます。 

  ＊デマンドタクシー：自宅や指定場所から目的地まで、乗合タクシー方式で送迎する運行形態。 
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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― 

 施策 2－1 学び合う教育環境の充実 

 

 現状と課題   

□幼児教育については、尐子化や核家族化、共働きの家庭の増加などに伴い、幼稚園の需要はますま

す減ってきています。町内の私立幼稚園でも、定員割れが生じていることから、私立幼稚園に対す

る支援や私立幼稚園に通う子どもの保護者への負担軽減が求められています。また、幼稚園・保育

所・児童館と小学校の連携を強め、幼児教育の充実を図る必要があります。 

□学校教育については、社会情勢が大きく変化する中、子どもたちに夢や希望を持たせる教育の役割

が重要であり、また、困難に打ちかち、自ら課題を解決していく「確かな学力」と「豊かな人間性」、

「健やかな体」を身に付けた児童・生徒の育成が求められています。 

□学校運営に対する地域住民・保護者等の参画と意見・要望の反映を図り、信頼される学校づくりに

努める必要があります。また、学校の教育内容や実践を保護者や地域に積極的に公開し、開かれた

学校づくりに努める必要があります。 

□安全で快適な教育環境を確保するため、学校施設の老朽化対策や大規模改修など、計画的な整備が

求められています。 

 

幼稚園園児数の推移
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（資料）学校基本調査 （各年度５月１日現在）  
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小学校児童数の推移            （単位：人） 

区 分 平成13 年度 平成14 年度 平成15 年度 平成16 年度 平成17 年度 平成18 年度 平成19 年度 平成20 年度 平成21 年度 平成22 年度 

船岡小学校 628 619 613 610 635 600 611 601 596 602 

槻木小学校 588 572 547 541 550 541 533 557 573 574 

柴田小学校 95 90 83 81 80 73 65 68 69 68 

船迫小学校 583 549 533 513 508 489 459 455 463 444 

西住小学校 122 111 101 92 89 95 93 83 86 92 

東船岡小学校 348 343 339 329 337 337 357 358 364 365 

計 2,364 2,284 2,216 2,166 2,199 2,135 2,118 2,122 2,151 2,145 

 

中学校生徒数の推移            （単位：人） 

区 分 平成13 年度 平成14 年度 平成15 年度 平成16 年度 平成17 年度 平成18 年度 平成19 年度 平成20 年度 平成21 年度 平成22 年度 

船岡中学校 526 535 504 508 460 488 462 494 467 465 

槻木中学校 402 390 364 343 315 324 330 327 298 285 

船迫中学校 390 356 326 295 280 276 287 270 249 234 

計 1,318 1,281 1,194 1,146 1,055 1,088 1,079 1,091 1,014 984 

 

 

 目指す姿   

◎人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である幼児期に、必要な教育が受けられます。 

◎私立幼稚園への支援体制が整備され、充実した教育の提供が行われています。さらに、私立幼稚園

に通う子どもの保護者に対して、保育料の負担軽減が図られています。 

◎学校運営に保護者や地域住民の意向が反映され、地域に信頼される地域一体型の学校づくりが行わ

れています。 

◎問題を抱える児童生徒の相談員や特別支援教育支援員、外国語指導助手（ＡＬＴ）等を配置するこ

とにより、きめ細かな学校教育が展開されています。 

◎学校が花と緑にあふれ、子どもたちは潤いのある環境の中で教育を受けています。 

◎安全で快適な教育環境が整備されています。 

 

 

 個別施策   

 

● 2-1-1 幼児教育の充実 

 【内容】  

・教育内容の充実 幼児の発達段階と特性を的確に捉え、適正な教育課程を編成し、個性を伸ばす指

導法に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

12 臨床心理士の配置数 ─ １人 
教育総務課（平成 21 年度実績） 

現状の１人増を目指す 
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● 2-1-2 私立幼稚園及び就園児への支援 

 【内容】  

・私立幼稚園への支援 町内私立幼稚園の運営費の一部を助成することにより、幼児教育の振興と育

成の充実、保護者負担の軽減を図ります。 

・幼稚園就園奨励費補助の拡充 私立幼稚園に通う幼児の保護者の経済的な負担を軽減するため、就

園奨励費補助の拡充に努め、公立幼稚園と私立幼稚園との保育料の格差の是正を図ります。 

 

 

● 2-1-3 「地域と共に創る学校」づくりの推進 

 【内容】  

・学校評価の充実 学校関係者評価委員会を町内全小中学校に置いて、学校評価（外部評価）を実施

し、学校運営の改善に役立てます。また、その結果の公表や保護者・地域住民の意見・要望の学校

運営への反映に努め、「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 学校運営協議会を置く学校を教育委員会が指定し、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会（コミュニティスクール）を推進し

ます。 

・学校評議員と学校ボランティアの充実 学校評議員の意見を生かした学校運営や、学校ボランティ

ア（学習支援・図書館・行事・託児ボランティア等）など、地域住民や保護者の支援を積極的に受

け入れた教育活動を行います。また、仙台大学との覚書締結に基づく連携協力を進めます。 

 

 

● 2-1-4 学校に対する「人的支援」の充実 

 【内容】  

・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を実施する中で、相談員を町

内小中学校に派遣し、相談員が家庭訪問をするなど、保護者・学校と連携・協力して、いじめ、不

登校、問題行動等の減尐を目指します。 

・特別支援教育の充実 特別支援教育支援員を各学校に配置し、通常学級に在籍する学習障害（ＬＤ）、

注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症などの発達障害を持つ児童生徒に対し、学校生

活上の介助や学習活動の支援などを行います。 

・国際理解教育の推進 外国語指導助手（ＡＬＴ）を町内の小中学校に配置し、児童生徒の英会話能

力の向上と国際理解教育を推進します。 

・図書館教育の充実 学校図書館に専任司書の配置を要望し、図書館教育の一層の充実を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

13 特別支援教育支援員の派遣数 7 人 9 人 
教育総務課（平成 21 年度実績） 

現状の２人増を目指す 
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● 2-1-5 「花のまち柴田・フラワースクール事業」の推進 

 【内容】  

・潤いのある教育環境づくり 学校の庭や花壇、プランターなどを花と緑でいっぱいにし、草花を愛

する心を育むとともに、潤いのある教育環境をつくります。 

・フラワーアドバイザーの活用 オープンガーデン＊や花き栽培農家など地域の有識者をフラワーア

ドバイザーとして委嘱し、花の栽培・管理等について指導を受けます。また、花壇やプランターな

どは各学年、各学級で管理します。 

・花壇等の一般開放 マリーゴールドやサルビア、チューリップなどのほか、植栽する花の種類を増

やし、開花時期には地域住民に一般開放します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

14 フラワーアドバイザーの委嘱数 ─ 9 人 
教育総務課（平成 21 年度実績） 

現状の９人増を目指す 

 

 

● 2-1-6 安全で快適な教育環境の整備・促進 

 【内容】  

・槻木中学校校舎改築工事の促進 槻木中学校の校舎改築工事の着手、完成を目指します。 

・大規模改修工事の促進 築後 20 年以上経過して老朽化が著しい槻木小学校、船迫小学校、船岡小

学校の大規模改修工事を計画的に進めていきます。 

・児童生徒の安全確保 子ども見守り隊、安全パトロール隊など地域の支援を受けて、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未然に防止します。 

・小中学校情報学習基盤整備の促進 各小中学校の情報学習に使用している児童生徒用のパソコン、

サーバー機器の維持更新を図ります。 

・学校教育施設改修工事の促進 教育施設の老朽化に伴い、暖房施設、プールその他教育施設の改修

を行います。また、学校給食センターの施設整備改修工事などを計画的に行い、教育環境を整備し

ます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

15 小中学校の大規模改修工事実施数 ─ 3 校 
教育総務課（平成 21 年度実績） 

現状の 3 校増を目指す 
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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― 

 施策 2－2 自然体験学習の推進 

 

 現状と課題   

□尐子高齢化・核家族化が進み、地域や家族の絆
きずな

が薄れつつある中で、学校外での生活体験や自然 

体験活動は、子どもの成長過程において豊かな人間性を育む上で大きな影響を及ぼします。そのた

め、生涯学習課及び生涯学習センターでは、小中学生を対象にした自然体験キャンプや、自然体験

講座、天体観望教室などを実施しています。今後さらに、自然の中で遊ぶ力を育てるための環境づ

くりが必要です。 

□生きがいや心の豊かさ、生活の潤いを求めて、ガーデニング、野菜づくり、草木染めなど、特に団

塊の世代や定年後の趣味を広げる「自然にふれる体験学習」へのニーズが高まっています。これら

の体験学習は、新しい形の余暇活動として育ちつつあり、今後も自然にふれられる学習機会を増や

していく必要があります。 

□学校教育では、自然観察や川に生きる生き物の調査、宿泊体験学習などを通し、様々な生き物や自

然環境にふれあい、自然や環境を守り、大切にしようとする心を育んでいますが、更に充実してい

く必要があります。 

 

 

 目指す姿   

◎自然とのふれあいや学びの力を通して、子どもたちの人間性が育まれ、親子や家庭の絆
きずな

、子ども 

同士の仲間づくりなどが広がっています。 

◎豊かな自然を体験することで、地域の自然、風土、産業などに関する理解と愛着が育っています。

また、自然体験学習や気軽に体験できる里山ハイキングコースなど、体験学習への取組が進んでい

ます。 

◎学校での学習活動を通し、子どもたちを豊かな自然にふれさせることで、自然に対する理解や興味

が深まり、「生きる力」が徐々に身に付いています。 

 

 

 個別施策   

 

● 2-2-1 自然体験学習事業の充実 

 【内容】 

 ・自然体験学習事業の拡充 ガーデニング、野菜づくり教室など、花や農作物を育てる体験学習や

学習の成果を生かす場を町内に広げます。また、地域の自然や風土など、地域素材の活用による

学習活動の拡充に努めます。 

 ・地域おこしの促進 地域の自然や風土に関する学習を通し、地域における仲間づくりを促進し、

住民の地域おこしに対する意識の醸成を図ります。 
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指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

16 
生涯学習センターにおける自然体験学

習事業の実施数 
２講座 ６講座 

生涯学習課（平成 21 年度実績） 

３生涯学習センター２講座ずつ

の実施を目指す 

 

 

● 2-2-2 青少年の自然体験機会の確保 

 【内容】  

・自然体験活動の充実 自然体験キャンプ、農業体験など、自然とふれあう体験活動の充実を図り、

豊かな人間性を育みます。 

 ・子どもの相互交流の推進 自然体験学習のプログラムを組み込んだイベントを、子ども会、育成

会等と連携しながら総合的に実施することで、子ども同士の仲間づくりを促進します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

17 自然体験キャンプの実施回数 １回 ２回 
生涯学習課（平成 21 年度実績） 

夏と秋１回ずつの実施を目指す 

 

 

● 2-2-3 小中学校での自然体験学習の推進 

 【内容】  

・自然観察会の実施 里山の樹木や草花の観察、川の水質や生き物調査、米・野菜づくりなどを通

し、自分たちの住んでいる地域の自然や環境を守り、大切にしようとする心を育てます。 

 ・樹木名等のプレート設置 校内の樹木や花壇、プランターなどの草花に子どもたちの手で名前を

書いたプレートを取り付け、身近にある植物の名前等を学習します。 

・施設を活用した体験学習の推進 蔵王自然の家や志津川自然の家の宿泊学習、宿泊農業体験等の

体験学習を通し、美しい自然や豊かな環境にふれさせ、人間と環境の調和についての学習を推進

します。 
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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― 

 施策２－３ 青尐年の健全育成 

 

 現状と課題   

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

いる青尐年が増え、人との関わりあいが希薄になってきています。 

□将来の社会を担う青尐年を健全に育成するためには、地域社会全体による協働体制を構築し、その

成長を支えながら青尐年が豊かな人間性や、判断力、健全な心と体を獲得し、自ら力強く生きると

ともに、自発的に社会活動に参加できる環境を整えることが必要です。 

 

 

青少年のインターネット利用の状況

95.5

56.3

27.0

74.5

68.7

58.3
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高校生

中学生

小学生

％

パソコンでインターネットを利用

携帯電話・PHSでインターネットを利用

 

 

 

 

 目指す姿   

◎様々な人とのふれあいや関わりをもち、相手の気持ちを理解して行動する人が増えています。 

◎積極的に地域活動やボランティア活動などへの参加を通して、社会の中で自分の役割を見つけ、自

立心が養われています。 

 

 

 

資料：内閣府「第５回情報化社会と青少年に関する意識調査（平成 19 年 3 月） 
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 個別施策   

 

● 2-3-1 青少年活動への支援 

 【内容】 

 ・青少年活動への支援 青尐年が活動する場や機会の確保として、子ども会育成会の活動支援やス

ポーツ尐年団及びジュニア・リーダーの育成を図り、地域活動をより一層推進していくとともに、

社会参加しやすい環境を整えます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

18 子ども会育成会加入の割合 90.2％ 92.0％ 
生涯学習課（平成 21 年度実績） 

現状の２％増を目指す 

 

 

● 2-3-2 青少年の健全育成に係る環境の整備 

 【内容】 

 ・青少年育成の環境整備 次代を担う青尐年の社会的な諸問題に対して広く住民の総意を集結して

青尐年の安全と健全な育成に資すために、青尐年健全育成の意識の拡充、尐年の非行防止や保護

対策などの環境整備を推進します。 

 ・わくわくチャレンジ合宿通学 小学校高学年の子どもが、親元を離れ、異年齢、他学校の児童と

集団生活をする中で、自己の確立と協調性を育み、基本的生活習慣を身に付けます。 

 

 

● 2-3-3 青少年体験学習の充実 

 【内容】 

 ・子どもフェスティバルの充実 次代を担う子どもたちが、一堂に会してイベントをすることで、

様々な遊びの体験、交流を通して豊かなふれあいを体験、学習します。 



 

- 45 - 

 

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― 

 施策２－４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

 

 現状と課題   

□生涯学習は、柴田町教育振興基本計画により、生涯学習体制の整備・充実に努めています。しかし、

高齢化の進行や余暇時間の増大など、複雑・多様化した社会に対応していくためには、更なる学習

機会の提供や人材の発掘、施設の充実と学習環境の強化が求められています。 

□近年の健康志向や余暇時間の増大する中、住民の健康な体と健全な精神を増進するために、健康づ

くりや体力づくりを積極的に取り入れ、スポーツ交流を深めたいというニーズが高まっていること

から、スポーツ施設の環境整備、仙台大学や関係機関等との連携が重要となっています。 

□文化の振興は、自然、歴史、文化、産業など、先人が築いてきた大切な文化財の保護及び伝承に努

めるとともに、文化財の有効活用を図っていくことが必要となっています。 

□文化活動の基盤整備については、既存の生涯学習施設を活用した図書館が開館しましたが、今後は、

利用状況などを踏まえ、新図書館建設に向けての調査研究が必要となっています。 

 

 

生涯学習センター等の利用者数の推移
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平成19年度

平成20年度

平成21年度

人

①槻木生涯学習センター ②農村環境改善センター ③船岡生涯学習センター
④船岡公民館 ⑤西住公民館 ⑥船迫生涯学習センター
⑦船迫公民館

 

 

 目指す姿   

◎「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

るような学習機会の提供が進むとともに、地域参加型の新たな祭り、イベント等への取組が進んで

います。 

◎スポーツ施設が整備され、住民が気軽にスポーツを楽しむ機会、スポーツイベントの取組が進んで
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います。 

◎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、

その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。 

◎図書館の新刊図書購入が充実し、子どもを始めとした一般成人の読書活動が推進されています。ま

た、新図書館建設に向けた調査研究への取組が進んでいます。 

 

 

 個別施策   

 

● 2-4-1 生涯学習の充実 

 【内容】 

 ・生涯学習推進体制の充実 「柴田町教育振興基本計画」の具体化に向け、生涯学習センター等の

社会教育施設を拠点として住民の生涯学習活動を支援するとともに、その成果を発表するための

公民館まつり等のイベント内容の充実を図り、にぎわいのあるまちづくりを目指します。 

 ・「花のまち柴田」に関する講座の充実 生涯学習センターで「花のまち柴田」をアピールするた

め、かつて柴田の特産品であった紅花や藍を始めとした花に関する講座を開催し、花に関する情

報を発信します。 

 ・人材バンクの整備、拡充 住民の生涯学習活動を支援するための講師・指導者の発掘、活用、育

成に努めるとともに、生涯学習人材バンクの整備と拡充を図ります。 

 ・協働教育の推進 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくりに努めるため、各種体

験学習や地域のふれあい応援（ゲストティーチャー）による学習機会の拡充を図るとともに、学

校施設・設備や教育機能を広く地域の住民に開放します。 

 ・読書活動の充実 図書館・公民館等が連携して子ども読書活動推進計画を積極的に推進します。

また、読書に関するイベントを開催するなど、住民が読書に親しむ環境づくりに努めます。 

 ・小学生への絵本プレゼント 子どもの読書習慣を身に付け、豊かな心を育むため、新１年生に絵

本のプレゼントを行います。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

19 人材バンクの利用件数 ─ 192 件 
生涯学習課（平成 21 年度実績） 

月 4 件を目指し、４年間の累計 

 

 

● 2-4-2 生涯スポーツの振興 

 【内容】  

 ・スポーツ施設整備、総合体育施設の建設へ向けた調査研究 町民体育館の改修又は建替えを検討

するとともに、既存のスポーツ施設の整備を図ります。また、総合体育施設建設のための調査研

究にも取り組みます。 

 ・ニュースポーツの振興 ニュースポーツの講習会等の開催や指導者の育成を図るとともに、パー

クゴルフ場等を整備し、ニュースポーツの普及に努めます。 

 ・スポーツイベントの充実 さくらウォーキング、スポーツフェスティバルなど、様々なスポーツ

イベントを実施し、町内外の人たちの交流を推進します。 
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 ・さくらマラソンの支援 協働のまちづくりとして、住民参加によるさくらマラソンを支援します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

20 全スポーツ施設の利用者数 178,000 人 200,000 人 

スポーツ振興室（平成 21 年度

実績） 

現状の 10％増を目指す 

 

 

● 2-4-3 文化の振興と文化財の保存 

 【内容】 

・郷土学習活動の推進 町の自然、歴史、文化等に関する体験学習事業や茶道普及事業を実施する

とともに、施設利用団体の協力を得て、施設の有機的運営に努めます。 

・郷土資料の調査保護と活用 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、その成果を住民へ周知します。 

 ・文化財調査保護と活用 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普及に努めます。 

 ・伊達政宗公騎馬像の活用 現在、解体保存している柴田町出身小室達氏作の「伊達政宗公騎馬像」

の原型を活用し、町の文化・歴史のＰＲ活動に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

21 
ふるさと文化伝承館・産業展示館研修

室・如心庵利用者数 
21,668 人 22,100 人 

生涯学習課（平成 21 年度実績） 

２％増を目指す 

22 資料展示館 思源閣観覧者数 2,559 人 2,700 人 
生涯学習課（平成 21 年度実績） 

5％増を目指す 

 

 

● 2-4-4 図書館の充実 

 【内容】  

 ・図書館の機能強化 図書館と各公民館図書室との間で図書サービス網の形成を図り、町内全域で

の図書サービスを行います。また、図書館においては、住民の求める資料を提供するため、宮城

県図書館、他の公共図書館等と連携・協力するネットワークを形成します。 

・本格的な図書館建設に向けた調査研究 既存の生涯学習施設を活用した図書館を利用する住民も

多くなってきており、さらに、住民の充実した生涯学習を支援する施設として、独立した本格的

な図書館建設のための調査研究に取り組みます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

23 図書貸出冊数 65,000 冊 68,300 冊 
生涯学習課（平成 22 年度見込み） 

５％増を目指す 
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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─ 

 施策２－５ 地域間交流・国際交流の推進 

 

 現状と課題   

□地域間交流については、岩手県北上市との姉妹都市交流を始め、歴史友好都市の北海道伊達市、亘

理伊達家ゆかりの亘理町、山元町、福島県新地町との交流を行っています。職員研修等による行政

間の交流のほか、小学生によるスポーツ大会の交流も行っています。 

□国際交流については、中国の丹陽市が姉妹都市、ブラジルのアシス・シャトブリアン市が友好都市

になっています。特に、丹陽市とは、友好訪問団による相互交流のほかに、柴田町日中友好協会が

民間レベルで、訪問や小中学生等の絵画展なども行っています。また、インターネットの普及など

により、海外との交流が簡単に行えるようになりました。学校教育においても、外国語の語学力を

高めるだけではなく、外国文化の理解を深めるなど国際化に対応できる人材を育成していくことや

外国語表記による案内看板、ガイドブックの発行等は、国際交流を進めていくためには欠かせませ

ん。さらに、町内在住の外国人については、言葉や文化の違いから生じる不安や問題を解消するた

めの支援が求められています。 

 

 

 目指す姿   

◎住民レベルでの文化、スポーツ、産業などの地域間交流が深まり、まちの活性化につながっていま

す。 

◎住民や団体が主体的に取り組む国際交流活動が行われています。 

◎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。 

◎町内在住の外国人も同じ町に住む住民として生活相談をしたり、情報の提供を受けています。 

 

 

 個別施策   

 

● 2-5-1 地域間交流の推進 

 【内容】 

 ・国内姉妹都市との交流 「交流バス」により岩手県北上市との相互交流を民間レベルで毎年行い

ます。 

 ・歴史友好都市との交流 歴史友好都市５市町で、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）スポーツ祭をそれぞれ隔年で実施します。 

 

 

● 2-5-2 国際交流の推進 

 【内容】 

 ・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
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交流イベントを支援するほか、国際交流に係るイベントなどへの住民参加を促進します。 

 

 

● 2-5-3 国際化への対応 

 【内容】 

 ・国際化人材の育成 外国語指導助手など人材を活用し、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。 
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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─ 

 施策２－6 タウンセールス＊の推進 

 

 現状と課題   

□町の人口が減尐する中で、今後は町外から様々な目的で柴田町を訪れる交流人口を増やしていくこ

とが必要であり、戦略的に町の魅力を発信していくタウンセールス＊の取組が課題となっています。 

□タウンセールス＊を進めていくためには、地域ブランド化への取組、訪れて楽しい魅力あるまちづ

くりの推進やおもてなしの体制づくりが必要です。 

□タウンセールス＊を推進できる人材の育成に努めるとともに、大学や民間の知識やノウハウを活用

できるように、多様なネットワークの構築を図る必要があります。 

 

 

 目指す姿   

◎交流人口が増加し、地域の活性化が図られています。 

◎住民、各種団体、観光事業者、大学等と行政との連携により、訪れて楽しい魅力あるまちづくりが

進められています。また、町に対する住民の誇りや愛着が醸成されて、おもてなしの体制も整い、

柴田町を訪問するリピーターが増えています。 

◎タウンセールス＊を推進する人材が育ち、旅行会社など関係機関との連携も進み、戦略的な情報発

信が行われています。 

 

 

 個別施策   

 

● 2-6-1 タウンセールス＊への取組 

 【内容】 

 ・地域ブランド化の推進 町のイメージ定着化と知名度アップを図るために、地域ブランド戦略と

して「花のまち柴田」を住民等と協働で推進します。 

 ・魅力あるまちづくりの推進 自然や花々の景観、歴史、文化やグルメなどを生かして、新たな観

光事業の展開、スポーツ・文化などの交流会やイベントの開催、地域特産品の開発などにより、

魅力あるまちづくりを推進します。 

 ・イメージアップ戦略の展開 町のトータルイメージを高めるために、旗やイメージキャラクター

の創作、関連グッズの製作などを行い、タウンセールス＊に役立てます。 

 

 

● 2-6-2 タウンセールス＊の推進体制の確立 

 【内容】 

 ・庁内組織の設置 庁内の関係課職員で構成する横断的な組織を設置し、タウンセールス＊におけ

る戦略立案や情報発信手段の調査研究を行います。 

 ・タウンセールス＊推進体制の整備 住民、各種団体、事業者、大学等と行政とが協働でタウンセ
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ールス＊を推進するための体制を整備し、魅力あるまちづくり、産業との連携、おもてなしなど

の取組について検討を行い、実践につなげていきます。 
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（単位：人） 

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─ 

 施策３－１ 健康づくりの推進 

 

 現状と課題  

□多様化する生活環境や社会環境の中で、生活習慣病やストレスなどから、身体の健康はもとより、

心の健康に対して何らかの不安を抱える方が増えていることから、乳幼児から高齢者までのそれぞ

れのライフステージ＊に応じた健康づくり体制の強化が求められています。 

□町における死亡原因は、悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患の三大生活習慣病が全体の約５

割を占めていることから、保健事業として、生活習慣病を始め、疾病の予防と早期発見に向けた各

種健康診査、各種がん検診、健康教育や健康相談などを実施しているところです。今後も、住民の

健康の保持・増進のため、積極的な事業の推進が必要となっています。 

□国民健康保険については、高齢化の進行や医療技術の高度化などにより医療費負担が増加し、厳し

い運営状況となっており、医療費の適正化など事業の健全化に努め、安定的な運営が必要となって

います。後期高齢者医療については、制度が平成 24 年度末で廃止されること及び国民健康保険の

運営主体の広域化など、新たな保険医療制度が行われようとしています。また、将来の安定した生

活が送れるように国民年金に関する情報を提供しています。 

  ＊ライフステージ：人間の一生を幼年期、尐年期、壮年期などに段階区分したもの。 

 

出生者数、死亡者数、主要死因別死亡者数の推移
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（資料）仙南保健福祉事務所 
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 目指す姿  

◎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、積極的に健康づく

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＊に適した健康

づくり体制の整備が図られ、健康で心豊かな生活を送っています。 

◎各種健康診査、各種がん検診の普及により、生活習慣病などの予防、疾病の早期発見、早期治療が

進むとともに、受診することにより自らの健康状態を把握し、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。 

◎各種検診や健康管理事業の推進などにより、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、広域化の推進により、安定した社会保障が維持されています。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-1-1 健康づくり活動の推進 

 【内容】 

 ・「健康しばた 21」の推進 「健康しばた 21」を推進し、住民が健康で心豊かに生活できるように、

保健・医療、福祉、学校教育、生涯教育、スポーツなどと連携した健康づくりを進めます。 

 ・地域における健康づくりの推進 健康推進員の活動の充実や食生活改善推進員の活動支援を行う

ことにより、地域における健康づくりを推進します。 

 ・食育の推進 食生活に関する正しい知識の普及に加え、食育推進計画により関係機関との連携を

図り、ライフステージ＊に応じた健康的な食生活の実践を支援し、食育の推進を図ります。 

 ・相談体制の充実と健康情報の提供 住民一人一人の生活習慣や身体能力に合った多様な健康づく

りが推進できるように、相談体制の充実を図るとともに、広報紙、ホームページなど多様な機会

を通した健康情報の提供により、健康づくりの意識の高揚を図ります。 

 ・心の健康づくりの推進 ライフステージ＊における心の健康の保持増進のため、心の健康づくり

に関する知識の普及啓発を図るとともに、相談・支援体制の充実などの取組を強化します。また、

自殺対策として、関係機関との連携を図り、広報啓発を実施するとともに、自殺で亡くなる方の

減尐を目指して相談支援体制の整備等を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

24 

健康づくり教室等への参加者数 

 まちづくり出前講座、健康相談（健診 

 事後相談を除く）、仙台大学との連携 

 による健康教室、食事相談、糖尿病予

防教室の参加者数 

920 人 1,020 人 

健康推進課（平成 21 年度実績） 

現状の１０％増を目指す。参加

者数の増は、健康づくりに関す

る啓発の機会増となり、住民の

健康づくりに対する意識の高揚

につながる。 

 

 

● 3-1-2 保健事業の充実 

 【内容】 

 ・母子保健事業の推進 安心して子どもを生み育てることができるように、各種健診、相談、保健

指導を通して母性の保護、子育て支援を中心とした母子保健活動を推進します。 
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 ・思春期保健事業の充実 子どもの時期から命の大切さや思いやりの心を育成するため、学校等と

の連携を図り、思春期保健事業を推進します。 

 ・感染症対策の充実 感染症対策として、各種予防接種に関する情報の提供と安全な接種に努めま

す。関係機関との連携を強化し、対象者の全てが適切な時期に予防接種を受けるように、個別接

種の拡大と未接種者への勧奨を徹底し、接種率の向上に努めます。 

 ・健康診査等の充実 ライフステージ＊に応じた各種健康診査や各種がん検診の充実を図るため、

健康診査等の多様な健診機会の提供、健診環境の整備や受診率の向上、事後指導などの充実に努

めます。 

 ・歯科保健事業の充実 生涯を通じた歯や口腔の健康増進のため、関係機関との連携を図り、口腔

衛生に対する知識の普及を行うとともに、ライフステージ＊における歯科健康診査、歯科保健教

育・指導などの予防対策を推進し、歯科保健事業の充実を図ります。 

 ・人材の確保 住民に専門性を生かしたより質の高い保健サービスを提供するため、保健師、栄養

士等の人材の確保とその資質の向上に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

25 

各種がん検診受診率 

 胃がん 

 大腸がん 

 子宮がん 

  

29.3% 

37.0% 

38.2% 

50% 

健康推進課（平成 21 年度実績） 

国のがん対策推進基本計画に基

づく受診率 50％以上を目指す 

 

 

● 3-1-3 国民健康保険・国民年金制度の充実 

 【内容】  

・国民健康保険制度の充実 保険制度の円滑な財政運営のため、負担の公平化の観点に基づく適正な

保険税の賦課や収納率の向上に努めます。また、住民の健康管理意識の高揚を図るとともに、健康

づくりや特定健診・保健指導などの保健事業を充実して、医療費の適正化を図ります。 

・国民年金制度の充実 年金制度の広報等により、普及啓発活動の推進に努めます。 

・後期高齢者医療制度の充実 実施主体である宮城県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら制

度の充実に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

26 特定健康診査受診率 46.3％ 65％ 

健康推進課（平成 20 年度実績） 

特定健康診査等実施計画に基づ

く受診率 65％を目標とする 
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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─ 

 施策 3－２ 地域医療・救急体制の整備 

 

 現状と課題   

□全国的な医師不足や診療科の地域による偏在などにより、地域医療体制の維持が大きな社会問題と

なっています。県内医療圏における人口10万人当たりの医師数を見ても、仙台医療圏が266.7人（平

成20年）と突出、仙南医療圏は131.2人と地域による格差が大きくなっています。また、尐子高齢

化の進行や健康への関心の高まりなどを背景に、医療に対する住民のニーズも多様化・高度化し、

地域医療体制の充実が求められています。 

□町内には現在、病院２か所、診療所 17か所、歯科診療所 14か所があり、住民の身近な医療機関と

して、その役割を果たしています。 

□急病や事故などの緊急時に適切な医療がより早く受けられる救急医療体制について、社会的要請が

強くなっていますが、一方で救急医療体制を担う医療機関の役割の違いが十分に周知・理解されて

いないため、コンビニ受診＊などが増え、本来、救急医療を必要とする重症な患者に適切な対応が

できなくなり、医師の負担増大など、救急医療体制に支障を来しています。 

□仙南医療圏の中核的地域医療支援病院として、救急・高度医療の役割を担うみやぎ県南中核病院の

機能の充実が、より一層重要となっています。 

 

＊コンビニ受診：一般的に外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する緊急性

のない軽症患者の行動。 

みやぎ県南中核病院外来・入院患者取扱数

22,670 23,260 22,623 24,917 27,861

86,448
92,106 89,800

99,540

115,795

19,275 18,461 19,944 20,590 19,337

77,719 79,031
82,135

86,244
89,937

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

人

柴田町分外来患者総数 外来患者取扱総数

柴田町分入院患者総数 入院患者取扱総数

                                
（資料）みやぎ県南中核病院 
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 目指す姿   

◎みやぎ県南中核病院を中心とした質の高い安心できる医療サービスが提供され、多様化・高度化す

る医療に対する住民のニーズに対応した地域医療体制の充実が図られています。 

◎医療機関の機能分担が発揮され、夜間、休日でも適切な医療を受けられる救急医療体制が整い、安

心して暮らせる医療体制が整っています。 

◎次代を担う子どもの健康を守るため、小児医療体制の充実が図られています。また、回復期リハビ

リテーション施設などの整備により、高齢者医療の充実が図られています。 

◎住民自らが健康管理を適切に行い、身近な医療を行う「かかりつけ医」を利用しながら、必要な時

に適切な医療を受けています。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-2-1 地域医療の充実 

 【内容】  

・地域医療の充実 医師会、医療機関などとの連携を図ることにより、一般の診療・治療に加え、

疾病予防や健康管理も含めた一体的な地域医療の充実に努めます。 

・かかりつけ医の普及 医療機関の持つそれぞれの機能が最大限に発揮されるように、「かかりつ

け医」の普及と広報紙などによる医療情報の提供を一層進めます。 

 ・良質な医療の提供 地域の医療機関とみやぎ県南中核病院が適切な機能分担を図ることにより、

良質な医療サービスを提供できる体制を構築します。 

 ・腫瘍センターの整備 みやぎ県南中核病院では、放射線治療装置の導入、緩和医療などの充実を

図り、地域がん診療連携拠点病院の指定を目指します。 

 

 

● 3-2-2 救急医療体制の充実強化 

 【内容】  

・救急医療体制の体系化 各医療機関、医師会及び消防機関との連携・協力体制を一層強化し、初

期＊・二次＊・三次＊の救急医療体制を明確にすることにより、それぞれの役割に応じた機能の充

実を図ります。また、広報紙などにより適正な時間外受診や救急車利用の啓発を行います。 

・地域救命救急センターの設置 宮城県地域医療再生計画に基づき、みやぎ県南中核病院が三次救

急医療＊体制としての地域救命救急センターを設置することにより、救急医療体制の機能の向上

を目指します。 

・災害時医療救護体制の充実 仙南医療圏における災害拠点病院であるみやぎ県南中核病院及び町

内医療機関との連携強化など、災害時の医療救護体制の充実を図ります。 

  ＊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。 

  ＊二次救急医療：入院治療を必要とする重症患者に対応。 

  ＊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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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─ 

 施策３－３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

 

 現状と課題   

□地域福祉については、福祉支援の必要な人が増えているとともに、求められる福祉ニーズも多様化

しています。また、尐子高齢化や核家族化の進展に伴い、福祉の一翼を担う地域活動の停滞も懸念

されています。特に、近い将来に発生すると予想されている宮城県沖地震を始め、災害弱者（高齢

者、障害者、妊婦、乳幼児、外国人等）に対する支援体制づくりを早急に進めなくてはなりません。 

□高齢者福祉については、町の高齢化率が４年後の平成 26 年度には 24.8％になると見込まれていま

す。高齢者夫婦世帯や一人暮らしの高齢者世帯も増加の一途をたどっており、今後、介護、高齢化、

虐待や孤独死の問題が懸念されます。また、町内の特別養護老人ホームの待機者が 300人を超えた

り、週末利用のショートステイの予約が２か月前に埋まる状況になっており、介護家族の負担も含

めて、住み慣れた地域で自立した日常生活を継続するためには、現在の介護保険料の負担水準では

困難な状況となります。 

□障害者福祉については、平成 22 年３月末の身体障害者手帳の交付者 1,243 人中、65 歳以上が 758

人と全体の 61.7 パーセントを占め、高齢者の手帳所持者が多くなっています。また、知的障害の

療育手帳交付者は 284人おり、支援学校卒業後の進路先の確保が課題となっています。精神障害者

保健福祉手帳交付者は 121 人、通院医療費公費負担制度による承認の精神通院認定者は 411 人で、

町人口の１パーセントを占めており、年々増加しています。 

 

 

要支援・要介護認定者数と高齢化率の推移（各年３月末日）

1,028 1,023

974

1,073

1,144

1,004

18.5

19

19.6

20.1

20.9

21.7

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

人

16

17

18

19

20

21

22 ％

介護認定者数

高齢化率

 

 
資料：介護保険事業実績分析報告書 
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障害者数の推移（各年３月末日）
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 目指す姿   

◎地域福祉については、家族や地域とともに安心して暮らせる町を目指して、地域ぐるみで支え合う

まちづくりが進んでいます。 

◎高齢者福祉については、高齢者保健福祉計画・第５期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。 

◎障害者福祉については、障害福祉計画の推進により身体障害、知的障害、精神障害の３障害全ての

方の地域生活・自立支援策が充実しています。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-3-1 地域福祉の推進 

 【内容】 

・各種相談窓口の充実 多様化・高度化するニーズに対応するため、身近な場所での総合相談窓口

として地域包括支援センターの拡充を図り、また、福祉相談に関するワンストップ化を想定した

福祉課相談窓口のスキルアップに努めます。障害者や高齢者には家族の心のこもった支援がなに

よりですが、家族の支援には限界があります。できる限り、長年住み慣れた家、家族や地域での

生活が可能となるように各種福祉制度を整備し、民生委員・児童委員との連携も図りながら、有

機的に活用できるような的確な窓口相談支援に努めます。 

 ・災害時要援護支援の体制づくり 地域による自主防災組織や民生委員・児童委員等と連携し、災

害時要援護者の把握、避難誘導体制づくりを進めます。また、福祉避難所の確保と運営体制の整

備に努めます。災害ボランティアセンターの設置に際し、スムーズな連絡が取れるような体制整

備を進めていきます。 

 

 

資料：福祉行政報告例 
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指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

27 
災害時要援護者支援に係る福祉避難所

の協定締結数 
─ 10 施設 

福祉課（平成 21 年度実績） 

障害者等を受入可能と見込まれ

る施設 

 

 ・権利の擁護 障害者や高齢者の判断能力の低下による被害を未然に防ぐため、成年後見制度の周

知を図り人権尊重と権利擁護意識を促進します。また、地域包括支援センターを中核として、福

祉機関等との連携を図りながら、当事者と介護者間の虐待防止体制の充実に努めます。 

 ・地域生活支援 柴田町社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画と整合を図りながら、公的な

福祉サービスだけでは手の届かない多様なニーズに応えられるように、地域福祉センターを中心

とした社会福祉協議会の基盤拡充の支援に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

28 
ふれあいネットワーク互助事業の協力

会員登録者数 
40 人 ８0 人 

社会福祉協議会（平成 21 年度

実績） 

ふれあいネットワーク互助事業

協力会員養成講座受講生のうち

新規登録見込値 

 

 ・地域福祉計画の策定と推進 住民・地域・行政がそれぞれの役割に応じて主体的に行動しつつ、

３者が相互協力して取り組むべき行動規範となる（仮称）柴田町地域福祉計画を策定します。 

 

 

● 3-3-2 高齢者福祉の充実 

【内容】 

 ・高齢者の生きがいづくり 高齢者が元気で生きがいを持って生活できるように、これまで培って

きた能力・知識・経験等を基に、介護ボランティアとして主体的に社会活動（ボランティア活動

等）ができるような高齢者の社会参加の仕組みづくりを推進します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

29 介護ボランティア登録者数 － 190 人 
福祉課（平成 21 年度実績） 

高齢者人口の２％を目指す 

 

 ・地域包括ケア体制の充実 介護保険事業の健全な運営に取り組みながら、町内に地域包括支援セ

ンターを２か所設置するとともに、町・事業所・医療機関等の連携を図りながら、高齢者が地域

の中で安全で安心な生活ができるネットワークを構築します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

30 地域包括支援センター数 １か所 ２か所 
福祉課（平成 21 年度実績） 

現状の 100％増を目指す 
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 ・介護予防の推進 要介護状態のおそれのある高齢者を早期に発見し、早期に対応を行う２次介護

予防事業を推進するとともに、集会所等で行われる介護予防教室・講習会・サークル活動の１次

介護予防事業支援などを社会福祉協議会等と連携して提供します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

31 
身近な集会所等での介護予防事業の推

進開催数（元気はつらつお達者 day 事業） 
196 回 320 回 

いこいの日（平成 21 年度実績） 

毎年 10％増を目指す 

32 
（仮称）第 2 柴田町自立支援通所「春

風」整備 
１か所 ２か所 

福祉課（平成 21 年度実績） 

１施設の新設を目指す 

 

 ・住み慣れた地域での生活支援 地域密着型サービスの充実を図るために、国・県の支援制度を活

用して高齢者が在宅で安心して生活できる生活支援サービス事業、高齢者世話付住宅（シルバー

ハウジング）生活援助員派遣事業、高齢者のための多目的広場整備事業などの基盤整備を行いま

す。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

33 小規模多機能型居宅介護施設数 － １か所 
福祉課（平成 21 年度実績） 

１施設の新設を目指す 

 

 

● 3-3-3 障害者福祉の充実 

 【内容】 

 ・相談、支援体制の整備 障害のある方が地域で安心して生活するためには、家庭訪問を実施する

など、きめ細かな相談に適切に応じ、必要な情報を提供し、サービスにつなげることが不可欠で

す。仙南地域自立支援協議会を始めとして、安心してサービスを利用できるような相談支援の充

実を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

34 障害者相談支援体制数 １か所 ２か所 

第２次障害福祉計画策定時にお

ける目標値（平成 21 年 3 月） 

第２次障害福祉計画策定時の目

標値に１か所増としたもの 

 

 ・地域生活、自立施策の充実 「施設福祉から在宅福祉へ」を進めるためには、住み慣れた地域で

の日常生活支援とともに介護者の負担軽減を図ることが必要です。そこで、利用者のニーズを踏

まえたサービスの充実と心身の状況やニーズに応じた多様な支援ができるよう、様々な社会資源

を活用し整備を図ります。また、社会復帰が遅れがちな精神に障害のある方の退院に向けた、地

域の受入環境の整備も併せて進めていきます。 
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指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

35 福祉施設から地域へ移行した障害者数 ４人 5 人 

第２次障害福祉計画策定時にお

ける目標値（平成 21 年 3 月） 

第２次障害福祉計画策定時以降

の移行人数も考慮し、目標に 1

人増としたもの 

 

 ・障害者福祉施設等への支援 障害者福祉施設等が地域の拠点機能として住民の理解や協力を得ら

れるように、障害の特性、必要な配慮など住民を対象とした普及啓発活動に努めます。また、激

変する福祉制度の中で安定した福祉サービスが提供できるように、国・県の指導の下、事業運営

の安定化を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

36 

地域生活支援センター「しらさぎ」及び

「もみのき」での 1 日当たりの平均活

動者数 

20 人 35 人 

福祉課（平成 21 年度実績） 

しらさぎ定員 20 人、もみのき

定員 15 人を目指す 

 

 ・雇用、就業の確保 働くということは能力や適性に応じて、自立した日常生活や生きがいのある

生活を送るために必要なことです。行政自らが障害のある方の雇用に努めるとともに、ハローワ

ークや一般企業、特別支援学校との連携を図りながら、一般就労に向けた取組を進めていきます。

また、一般就労が困難な方には、福祉的就労の場の確保・充実を目指し、新たなビジネス事業の

創出を支援していきます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

37 福祉的就労から一般就労への移行者数 １人 ５人 

福祉課（平成 21 年度実績） 

第２次障害福祉計画策定時の目

標値を引き続き継続するもの 
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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─ 

 施策３－４ 子育て・子育ち支援の充実 

 

 現状と課題   

□保育所では、保育サービスを提供していますが、保護者の勤務形態や核家族化などにより、多様な

保育サービスのニーズが増えていることや待機児童が解消され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の拡充が課題となっています。また、保育所は経年劣化により老

朽化が進んでいますので、良好な保育環境を確保する上でも施設整備の再構築が課題となっていま

す。 

□学童型児童館では、児童が共に遊びながら自主性、創造性、協調性等を養い、健全な育成が図られ

るよう運営に取り組んでいますが、子育て支援センターを併設している児童館を子育て支援の拠点

施設とした機能の拡充と身近な学童型児童館の整備が課題となっています。 

□幼児保育型児童館は、住民の理解を得ながら平成25年度末で廃止する予定とし、廃止後の児童の受

入れなどの子育て支援策が課題となっています。 

□放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校等に通う子どもたちに、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が、保護者の多様化したニー

ズに対応していくことが課題となっています。 

□子ども医療費助成については、医療機会を確保するとともに、子育て家庭における経済的な負担を

軽減するため、年齢などの条件を緩和して、独自に助成の拡大を図っていますが、更なる拡大が求

められています。 

 

総人口と乳幼児人口（0～5歳）の推移（毎年3月31日現在）

39,402 39,368 39,012 38,847 38,646

2,082 2,024 1,960 1,943 1,907
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（資料）住民基本台帳・外国人登録原票 
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 目指す姿   

◎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、保育所の大規模改修が行われ、園児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。 

◎大型の児童センターが整備され、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。 

◎幼児保育型児童館廃止後も希望する児童は、幼稚園などに入園しています。 

◎放課後児童クラブに対する延長保育サービスなど、多様なニーズに応え、児童の健全育成が図られ、

生活の場が充実しています。 

◎医療費の助成の拡大により健康の維持が図られ、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   

 

● 3-4-1 子育てサービスの充実 

 【内容】 

 ・保育体制の充実 今後の児童数の推移や保護者の保育ニーズなど、地域の実情を踏まえながら、

保育体制の充実に努めます。 

 ・多様な保育サービスの充実 幼児保育型児童館廃止に伴う子育て支援策の充実や家庭的保育事業、

ファミリー・サポート・センター事業＊などの実施に向けて、地域の人々の相互援助活動を積極

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・支援による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学童型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マップ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。 

  ＊ファミリー・サポート・センター事業：乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や

主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と援助を行うことを希

望する方との相互援助活動に関する連絡、調整を行うもの。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

38 保育所の定員 420 人 440 人 

子ども家庭課（平成 22 年 4 月

1 日現在） 

待機児童解消のため 

 

 

● 3-4-2 親と子どもの学び環境の充実 

 【内容】 

 ・親が参加しやすい学習環境の充実 親が育児知識などを学び、育児サークルに参加しやすくする
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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 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、利用希望者の量的ニーズ・多様なニーズに対応しなが

ら充実に努めます。 

 ・大型の児童センターの整備 児童の居場所や子育てに関する情報相談機能、子育てサポーターの

活動拠点など、多様な役割を担う大型の児童センターを整備します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

39 学童型児童館の利用者数 4,223 人 4,650 人 
子ども家庭課（平成 21 年度実績） 

現状の 10％増を目指す 

 

 

● 3-4-3 仕事と家庭の両立への支援 

 【内容】 

 ・子育ての経済的支援 子ども手当や子どもの医療費助成などの各種の支援事業を継続して行いま

す。 

 ・子育て支援サービスの充実 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・

センターの設置など、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、様々な課題に対応した支援を行います。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

40 放課後児童クラブ登録者数 199 人 220 人 

子ども家庭課（平成 22 年 4 月

1 日現在） 

現状の 10％増を目指す 

 

 

● 3-4-4 要保護児童等への取組 

 【内容】 

 ・障害児の支援体制充実 障害児等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 子どもが親などからの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、関係機関と協力しながら防止に努めます。 
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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― 

 施策３－５ 地域防災力の向上 

 

 現状と課題   

□防災対策については、地震の発生確率が今後 30 年以内で 99％と極めて高くなっている宮城県沖地

震などに対処できるように、住民の防災意識の向上を進め、「自助・共助・公助」のバランスの取

れた災害に強いまちづくりを進める必要があります。また、災害時における避難生活がスムーズに

行えるように、防災用の備蓄倉庫･備品など防災資機材の整備を図る必要があります。さらに、災

害発生時や災害が発生するおそれがある場合、住民等へ迅速に情報伝達を行うため、野外拡声装置

や防災無線の計画的な整備が必要です。 

□消防体制については、柴田消防署を拠点とした常備消防体制と、６分団 29班 316人（平成 22年４

月１日現在 定数 350人）からなる消防団で構成されていますが、昼間不在の消防団員が多いこと

や消防団員の定数割れなど、魅力ある消防団づくりが課題となっています。また、消防水利の整備

を図るため、防火水槽･消火栓の計画的な整備を行う必要があります。 

□平成 16 年９月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」が施行され、

町においても国民の保護に関する趣旨、構成等について定めた「柴田町国民保護計画」を平成 18

年度に作成し、関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進しています。 

□近年温暖化に伴うゲリラ豪雤が心配されています。特に、船岡大住町、船岡杉崎及び船岡清住町の

雤水による浸水被害が多発しており、鷺沼排水区公共下水道での雤水整備が求められています。 

□冠水発生地区は、槻木上町、槻木白幡、槻木西３丁目、海老穴、槻木新遠島、船岡西２丁目、船岡

南１丁目及び船岡大住町です。このうち、槻木西３丁目、船岡西２丁目及び船岡大住町の各地区に

は、常設ポンプや仮設ポンプを配備して早期冠水解消に努めています。海老穴、槻木新遠島地区は、 

軟弱地盤の道路から嵩
かさ

上工事の対策が必要です。船岡新生町、船岡若葉町、船岡土手内及び槻木西 

地区は、側溝の断面狭小や勾配が悪いため排水不良から一時冠水等が発生するため、側溝整備が必

要です。 

火災発生件数及び損害額の推移
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（資料）柴田消防署 
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 目指す姿   

◎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。また、野外拡声装置や防災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おそれがある場合、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。 

◎消防体制は、常備消防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、消防団員の

確保と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。また、

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。さらに、防火水槽･消火栓の計画的な整

備により、消防水利の整備が図られています。 

◎鷺沼排水区の雤水整備については、浸水解消を図るため、事業に着手しています。 

◎冠水常襲地区の槻木新遠島地区の嵩
かさ

上工事が実施されています。 

◎狭小断面や勾配不良のため排水不良地区である船岡新生町、船岡若葉町、船岡土手内及び槻木西地

区の側溝整備が進んでいます。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-5-1 防災対策の推進 

 【内容】 

 ・防災意識の高揚 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 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、自主防災組織のリーダー養成のための研修会や資機材整備な

どによりその活動を支援し、育成強化に努めます。 

 ・防災施設の充実 防災用の備蓄倉庫など災害時における避難生活のための資機材等の計画的な整

備を図ります。 

 ・情報通信手段の整備 災害発生時や災害が発生するおそれがある場合、地域住民等へ迅速に情報

伝達ができるように、野外拡声装置、防災無線や防災メール配信システムなどの計画的な整備を

図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

41 自主防災組織防災指導員数 40 人 84 人 
総務課（平成２１年度実績） 

各地区２人指導員養成を目指す 

 

 

● 3-5-2 消防体制の充実 

 【内容】 

 ・消防力の強化 仙南地域広域行政事務組合による常備消防の充実に努めます。 
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 ・消防団活動の充実 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。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

42 消防団員数 316 人 330 人 
総務課（平成 22 年 4 月 1 日） 

充足率 94％を目指す 

 

 ・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。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

43 火災警報器の普及率 76％ 100％ 
柴田消防署（平成 21 年度実績） 

消防法に基づく設置義務 

  

 ・消防水利の整備 市街地等で消防水利の不足している地区を重点に、防火水槽･消火栓の計画的

な整備を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

44 消火栓設置数 446 基 458 基 
総務課（平成 22 年 4 月 1 日） 

毎年３基増を目指す 

 

 

● 3-5-3 雨水対策の促進 

 【内容】 

 ・鷺沼排水区公共下水道雨水整備の促進 大河原町と連携し、船岡大住町、船岡杉崎及び船岡清住

町の浸水被害多発地域の解消に向け、事業に着手します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

45 鷺沼排水区公共下水道雨水整備率 ─ 10％ 
上下水道課（平成 21 年度実績） 

進捗率 10％を目指す 

 

 

● 3-5-4 冠水対策の促進 

 【内容】 

 ・冠水対策の促進  冠水発生地区の槻木新遠島地区の道路嵩
かさ

上工事を進めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

46 
町道松ケ越４号線道路改良工事の整備

延長  （総延長 250ｍ） 
─ 250ｍ 

都市建設課 

Ｈ26 までに実施を目指す 
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 ・側溝の整備 狭小断面や勾配不良のため排水不良地区である船岡新生町、船岡若葉町、船岡土手

内地区、槻木西、槻木上町、槻木下町及び槻木白幡地区の側溝整備を進めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

47 側溝改修工事の整備延長 ─ 1,000ｍ 
都市建設課（平成 23 年度から） 

年 250m の４か年分 
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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─ 

 施策３－６ 交通安全・防犯対策の推進 

 

 現状と課題   

□交通事故の発生件数は、平成 17年以降は 180件前後で推移していますが、近年は高齢者が被害者・

加害者となる事故の割合が増加しています。また、住民の交通安全に対する意識の高揚と交通道徳

の定着向上のため、交通安全運動の推進を図ることが必要です。 

□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、交通安全施設の整備を更に推

進していくことが必要です。 

□町内での犯罪発生件数は、近年 300 件から 400 件台で推移しています。住民には、子ども、女性、

高齢者等の犯罪弱者を対象とした犯罪の発生などによって治安に対する不安感が広がっており、ま

た、地域社会における連帯意識や人間関係の希薄化による犯罪の多発化が危惧されています。 

□地域防犯については、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、地域社会が連帯して支え合い

ながら、犯罪の被害に遭わないまちづくりを進めていくことが必要です。 

□消費者にとって、多種多様な商品やサ－ビスの出現、販売形態の多様化は、消費生活を豊かにする

反面、不適切な表示や悪質な訪問販売による被害の発生など、新たな消費者問題を引き起こしてい

ます。また、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などの悪質な手口による消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向にあります。

消費者被害の未然防止のため、消費者自身が知識の習得に努め、賢い消費者となることが重要であ

り、様々な場において消費者啓発、消費者教育、消費生活相談の充実が必要とされています。 

 

交通事故の推移（発生件数）
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（資料）宮城県大河原警察署 （資料）宮城県大河原警察署 
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 目指す姿   

◎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できるようになっています。 

◎犯罪が減尐し、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。 

◎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。 

◎住民一人一人が、自己責任に基づいて、豊かで健全な消費生活を営む意識が高まっています。また、

消費者トラブルに巻き込まれた場合には、身近にすぐに相談できる場があり、解決方法の検討や助

言が迅速かつ適切に行われ、消費者被害の救済が図られやすくなっています。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-6-1 交通安全運動の推進 

 【内容】 

 ・広報啓発活動 住民一人一人に広く交通安全思想の普及・浸透を図り、正しい交通マナーの実践

を促進するため、地域、関係機関、団体等と連携して、交通安全運動等を継続的に展開します。

また、交通安全運動として、春、夏、秋、年末年始に交通事故防止運動を実施するとともに、児

童生徒の交通安全のため、交通指導隊による街頭指導や交通安全教室を行います。さらに、飲酒

運転の防止やチャイルドシート着用、夜間における事故防止に効果が期待できる反射材の普及に

努めます。 

 ・交通安全教育の推進 交通社会の一員として責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上を

図るため、年齢段階に応じた交通安全教育を警察、関係機関や団体等と協力連携し実施します。

保育所や幼稚園などにおいては、幼児の保護者に対する交通安全教室を開催します。また、自転

車の乗り方教室の開催や自転車乗車時のヘルメット着用を推進するとともに、二輪車の運転者及

び自転車利用者に対する体験型交通安全教室などを開催します。さらに、自主的な交通安全活動

団体などに対し支援を行います。 

 

 

● 3-6-2 道路交通環境の整備 

 【内容】  

・道路交通環境の整備 幹線道路から生活道路に至る全ての道路において、安全な道路交通環境の

整備を図るとともに、交通事故多発地点や交通危険箇所における交通安全施設を整備します。ま

た、交通の安全を確保するため、カーブミラー・防護柵・区画線等の安全施設の整備を行います。

さらに、警察署と連携し、交通事故の防止と円滑な交通を確保するため、規制内容をより合理的

なものにするように見直しに努め、効果的な交通規制を推進します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

48 交通事敀発生件数 176 件 150 件 

大河原警察署（平成 21 年実績） 

過去 10 年間の最小発生件数を

目指す 
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● 3-6-3 地域防犯対策の推進 

 【内容】 

 ・地域防犯活動の推進 警察・防犯協会・子ども会育成会・自主防犯活動団体等との連携を図り、

犯罪情報を共有します。また、町内の自主防犯パトロール（子ども見守り隊）と連携を図りなが

ら、より一層の地域住民の防犯意識の向上や自主的な防犯活動を推進し、地域安全の向上に努め

ます。 

 ・子どもの安全教育の推進 児童を対象に、犯罪被害防止能力を高めるため、子ども育成会・防犯

活動団体等と連携し「地域安全マップ作製教室」を開催します。 

 ・犯罪防止に配慮した道路、公園、防犯灯の整備 路上での犯罪を抑止するため、計画的に防犯灯 

の維持、整備を図ります。また、低木の植栽や樹木の剪
せん

定等による見通しの確保、高照度照明施 

設等の設置など、犯罪の防止に配慮した施設整備を行います。 

 ・住宅防犯診断の促進 防犯実動隊、警察及び住民等が連携を図り、定期的な防犯診断を展開する

とともに、防犯への意識向上を促進するため啓蒙活動を推進します。 

 ・各ボランティア団体等のネットワーク化 地域で自主的活動を行っている各種団体のネットワー

ク化を推進し、防犯に対する情報を共有して安全で安心な地域社会の実現に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

49 刑法犯罪認知件数 462 件 410 件 
大河原警察署（平成 21 年実績） 

現状の 10％減尐を目指す 

 

 

● 3-6-4 消費者意識の啓発と相談体制の充実 

 【内容】  

 ・情報提供の推進 消費者が適切な消費行動をとることができるよう、広報紙やホームページを活

用して悪徳商法等の関連情報を積極的に提供し消費者トラブルの未然防止を図ります。 

・教育、啓発の推進 判断力の低下する高齢者を中心に出前型での講座等を積極的に実施し、悪質

商法の手口に関する教育や啓発を充実させ、消費者トラブルから自分自身を守ることができるよ

うにします。また、高齢者の周りにいる人々（ホームヘルパー、民生委員・児童委員など）を対

象に関連情報の提供を行うなど、地域での見守りの体制づくりに努めます。 

・相談体制の充実 消費者トラブルに遭った場合に身近な相談先として認知され、適切かつ迅速に

対応できるように相談窓口の充実を図ります。また、相談内容に適切な助言等を受けることがで

きるように、関係機関等と連携を強化します。 
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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─ 

 施策 3－7 公共施設の整備 

 

 現状と課題   

□柴田町の公共建築物は178棟あります。このうち昭和56年６月以前に建築された棟数は67棟あり、

地震による被害を最小限にとどめるため、耐震診断を実施してきました。 

□学校施設は 33 棟のうち、６棟が耐震不足となっています。また、多数の住民が利用する体育館、

集会所等の公共施設の耐震不足施設 22棟についても耐震改修を進める必要があります。 

□町内の町営住宅や保育所、児童館等の公共施設は建築後かなりの年数が経過したものが多く、今後、

経年劣化による施設の維持管理や大規模改修が、集中的に発生すると予測されます。 

 

 

 目指す姿   

◎学校施設の耐震化 100％に向けた取組が進んでいます。 

◎公共施設の長寿命化の取組が進んでいます。 

◎老朽化の著しい二本杉町営住宅の建替え整備が図られています。 

 

 

 個別施策   

 

● 3-7-1 学校施設の耐震化の推進 

 【内容】 

 ・学校施設の耐震化 100％の実現 学校施設の安全性は極めて重要であり、学校施設 33棟のうち船

岡中学校と槻木中学校施設の６棟が耐震不足です。平成 21 年度から船岡中学校の耐震改修を実

施しています。学校施設の耐震化率 100％を目指します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

50 小中学校の耐震化率 81.8% 100％ 

都市建設課（平成 22 年 4 月 1

日現在） 

33 棟のうち 6 棟耐震丌足 

 

 

● 3-7-2 公共施設の長寿命化の推進 

 【内容】 

 ・公共施設の長寿命化計画の策定 町全体の施設調査を行い、今後発生する施設保全費用を把握し

ます。各施設の維持管理上重要な箇所・項目を選定し、公共施設の長寿命化計画を基に計画的に

予防保全を行うことで、施設の長寿命化を目指します。 
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● 3-7-3 二本杉町営住宅の建替え整備 

 【内容】 

 ・二本杉町営住宅の建替え 二本杉町営住宅の建替え整備を図ります（２号棟建設（鉄筋コンクリ

ート８階建 47戸）、３号棟建設（鉄筋コンクリート７階建 62戸））。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

51 二本杉町営住宅建設戸数 59 戸 168 戸 

都市建設課（平成 22 年 4 月 1

日現在） 

整備計画 
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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─ 

 施策４－１ 観光まちづくりの推進 

 

 現状と課題   

□春の船岡城址公園と一目千本桜は町の主たる観光であり、広く国内はもとより、近年は東南アジア

や中国からの観光客も訪れています。しかし、年間を通じての魅力が乏しく、また、地元ならでは

のおいしい食べ物や魅力ある土産品が提供できないでいます。さらに、桜まつり期間中の交通渋滞

も深刻化しています。 

□船岡城址公園が、全国有数の観光地になるためには、花の山として、四季折々の花が咲くフラワー

ガーデンの整備や眺望の確保、歩きやすい遊歩道の整備などにより観光力を高めるとともに、観光

ボランティアを通じたおもてなしの心の醸成も大事です。観光物産交流館が住民の憩いの場となる

ことはもとより、町内外のふるさと情報の発信拠点や観光客との交流の場になることが求められて

います。 

□町の観光がより魅力的で印象深いものになるためには、柴田町にしかない土産品や地元料理の提供

が必要であることから、観光物産協会を中心に、新たな商品、サービスや料理の開発が期待されま

す。 

□太陽の村は観光地としての魅力はあるものの、観光ルートに入るまでの認知度が低いことから、今

後の広報が必要とされます。 

□観光客を始めとした交流人口の増加を図るため、仙南地域の観光を一つと考え、お互いに連携した

回遊観光ルートの設定や旅館組合などへの情報提供を進めていく必要があります。 

  

観光客入込数の推移
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 目指す姿   

◎船岡城址公園の桜、白石川の一目千本桜、太陽の村の桜、自衛隊の桜といった柴田四大桜の情報発

信と町の観光地としての受入体制が徐々に整えられ、約 30万人の観光客が訪れています。 

◎船岡城址公園は、年間を通して利用されるように整備が進められ、観光物産交流館を中心に人が集

まっています。 

◎オープンガーデン＊、花巡り公園、里山ハイキングコースなどと連携した観光事業が進められてい

るとともに、町内に点在する名所・旧跡を観光地レベルまで高める可能性の調査が行われ、町内外

からの利用者が増えています。 

◎観光物産協会と町が連携し、ホームページ、案内板、パンフレットなどによる情報発信が広く行わ

れています。また、柴田町独自の土産品や食事の提供が行われています。 

◎仙南地域の観光ルートの連携が進み、宿泊地、観光地の情報提供による観光ルートの形成が行われ

つつあります。 

 

 

 個別施策   

 

● 4-1-1 魅力ある観光地づくりへの取組 

 【内容】 

 ・受入体制の整備 観光拠点である船岡城址公園と太陽の村の魅力を高めるための整備充実を図る

とともに、誘導案内板、観光案内板の整備や分かりやすい観光パンフレットの作成を行います。 

 ・船岡城址公園の眺望自慢 街なかにある高台の公園という優れた立地条件を生かして眺望自慢が

できる場所を確保し、高みを目指す人々を誘い込みます。 

 ・交通渋滞の緩和 限られた条件の中で、誘導方法、人員配置の検討により慢性的な渋滞の緩和策

に貢献できるように取り組みます。 

 ・観光物産交流館のオープン 住民が憩える喫茶コーナー、地元産の野菜などを販売するブースを

設置し、多くの人々が交流する場をつくります。 

 ・農村の豊かな自然を生かした観光振興 農村の豊かな自然を生かしたエコ・ツーリズム＊や農業

体験を推進し、農村と都市との交流を活発にします。また、伝統食や郷土料理・産地直売所など

を観光資源として売り出し、さらに、販売などを通じて地域経済の活性化につなげていきます。 

 ・認定観光ボランティアの育成 船岡城址公園の桜まつりを主に、町内の名所・旧跡、おすすめス

ポットを案内紹介できる観光ボランティアの育成を行いながら、住民参加の観光を一層推進しま

す。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

52 スロープカーの利用者数 20,221 人 22,300 人 
商工観光課（平成 20 年度実績） 

現状より 10％増加を目指す 

 

 

● 4-1-2 地域独自の特産品やグルメの提供 

 【内容】 

 ・オリジナルな土産品等を創作する研究会の設置 料理が好きな人、グルメ旅行が趣味の女性や旅
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行会社などの意見を反映して、地域の特性を生かした土産品の開発や新たなグルメの創作を行う

研究会を設置します。 

 

 

● 4-1-3 広域観光の推進 

 【内容】 

 ・仙南地域観光ルートの整備 国際化の進展に伴い、一目千本桜を始め、蔵王観光を中心として仙

南地域に多数の外国人が訪れ始めています。仙南地域に点在する多くの観光スポットを有機的に

結び付ける広域観光形成を他の自治体と連携して行います。 

 

 

● 4-1-4 観光宣伝と推進体制の整備 

 【内容】 

 ・観光物産交流館からの情報発信 産直販売や花き・物産関連のイベントを実施することにより、

訪れた多くのお客様の口コミを通じた魅力ある情報を発信し、また、園内マップや観光ガイドの

作成を行いながら、リピーターを含めた新たな集客を行います。 

 ・ホームページの充実 観光物産協会、商工会、町と連携した情報交換・共有により船岡城址公園

の桜、白石川の一目千本桜、太陽の村の桜、自衛隊の桜の四大桜をメインにホームページの充実

を図り、最新情報が提供できる環境を整えます。 

 ・旅行会社、マスコミの活用 新聞、テレビ、観光雑誌などを積極的に活用したプロモート活動を

推進するとともに、特に観光地としてのポテンシャルが高い太陽の村を観光商品として旅行会社

へ売り込むことに努めます。 
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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─ 

 施策 4－2 農商工連携によるものづくり 

 

 現状と課題   

□農村の美しい景観や農産物を有効に活用し、農林業者と商工業者がお互いの技術やノウハウを持ち

寄り、新しい商品やサービスの開発・提供、販路の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

れました。柴田町では雤乞のゆずを活用したケーキや酒の販売がありますが、大きな成果には至っ

ていないのが実情です。農商工連携や消費者との連携により、地域経済の活性化が求められていま

す。 

□農商工連携に取り組むために必要な技術力や商品開発力、販売力などを身につけた人材が不足して

いることから人材育成が必要とされています。 

□数多くある素材の中から商品化が可能で、売れる見込みのある商品を市場に送り出すことができる

マーケティング力を備えることが求められています。 

□農業者と中小企業者との連携活動は、食品の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、さらに多くの分野等において展開していくことが必要となってきています。 

 

 

 目指す姿   

◎地域の農業と商工業者、それぞれの優れた経営の強みを発揮しお互いに活用することで、新たな商

品やサービスの開発、提供等を進めるための情報交換が活発に行われています。 

◎農商工連携により、地域の農業者や地域中小企業者にとって事業領域の拡大等につながり、経営改

善が尐しずつ行われています。 

◎マーケティング力を身に付けた農商工連携を推進する人材が育ってきています。 

 

 

 個別施策   

 

● 4-2-1 農商工連携による地域経済の活性化 

 【内容】 

 ・特産品の開発販売の支援 和菓子店やケーキ屋と連携した雤乞のゆずを使った加工品開発など、

特産品開発を支援します。 

・農業者と食品関連業者との連携支援 食品関連業者と農村集落が連携して行う野菜などの契約栽

培を支援します。 

・ＩＣＴ＊を活用した農産物の販路拡大 農林業者と商工業者が連携しながらＩＣＴ＊を活用し、特

産品である、ぜいたく味噌、雤乞のゆず、菊等の花き、カーネーション・ポットマム等の鉢花な

どの宣伝に努めるとともに、ネット販売システム構築の調査研究に取り組みます。 

・農産物の移動販売システムづくり スーパー、コンビニエンスストア、ディスカウントショップ

店頭や空き店舗での即売会や軽トラ市場、イベント出展など、農産物の移動販売のシステムづく
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りに取り組みます。 

  ＊ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略語で、情報・通信に関する技術の

総称。ＩＴに加えて、それを使ったコミュニケーションを強調し、ネットワーク通信による情

報・知識の共有を念頭に置いた表現。 

 

 

● 4-2-2 農商工連携により開発された地域産品の販路開拓支援 

 【内容】  

・開発産品の展示 観光物産交流館において、一定期間にわたって常設形式の販売スペースを設置

し、消費者への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。 

 

 

● 4-2-3 農商工連携の普及啓発 

 【内容】  

・異業種間の出会い 農業者と事業者のマッチングの初期段階として商工会や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で行われている農商工ふれあい市の拡充を行い、農商工

業事業者への情報提供や普及啓発を実施し、地域経済の活性化に取り組みます。 

 ・農商工連携を推進する人材の育成 生産・加工・流通・販売について詳しく、商品開発や新たな

サービスの提供について、ノウハウやスキルを持ち、新たなビジネスモデルを組み立てられる人

材の育成に努めます。 
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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─ 

施策 4－3 地域産業の活性化 

 

 現状と課題   

□現在の農業を取り巻く環境は、米価の下落、農産物の自由化による不安定な価格により、生産額が

減尐し、農業の魅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

家が年々減尐するとともに、遊休農地が拡大しています。農家が魅力的な仕事として受け継がれて

いくためには、一戸当たりの経営規模の拡大や担い手への利用集積を促進し、農地を最大限に有効

利用し、農家経営の安定化を図っていくことが重要になっています。 

□林業については、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が低下し、

森林の適正な管理が十分に行われない状況にありますが、地球温暖化の防止や安全で安心な生活を

支える森林の公益的機能、木材の供給など、森林・林業には様々な期待が寄せられています。 

□商業関係では、一部に繁盛店があっても普段の買物が完結できるような商品構成を持った商店街と

なっていないため、大型ショッピングセンターに人は流れてしまっています。また、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、有効活用を考えて他人に貸せ

る状況でないのが現状です。今後は、魅力ある店づくりに取り組む意欲のある方を支援し、住民に

利用され、愛される店づくりを進めていく必要があります。 

□工業関係では、神明堂、船岡、北部丘陵の３か所の工業団地がほぼ分譲済となり、今後の企業誘致

については、物流企業の立地が進む槻木工場適地が受け皿となっていきます。北部丘陵のファクト

リーパークについては、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＊による供

給を行います。また、町内工場の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

れていることから、今後も既存企業が継続し、町内で企業活動が円滑に行えるように、技術開発、

高度化、新分野進出への支援が必要とされます。 

□町内で生産される工業製品・食品や環境技術、先端技術、特殊な技術を一堂に集めたしばた産業フ

ェスティバルなどを開催し、多くの住民に企業活動を知ってもらえるようにしていく必要がありま

す。 

  ＊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。 

主な作目別農業産出額の推移
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農家数の推移
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商業の推移

2,544

2,882 2,974
2,804

2,572

444 451 399 386 363

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

店・人

従業員数

商店数

 

（資料）農林業センサス 

（資料）農林業センサス 

（資料）統計しばた 



 

- 81 - 

 

工業の推移
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 目指す姿   

◎集落農業について各集落で話合いが進み、その結果、遊休農地が減尐し、農機具の共同化が進んで

います。 

◎花き・鉢花が柴田町のブランドとして全国に広まっています。 

◎レクリエーションや環境教育など、森林が多面的に活用されています。 

◎産地直売所、学校給食食材など、地産地消が進んでいます。 

◎担い手や生産組織などに農地の集積が増加しています。 

◎若者から退職者など多様な農業の担い手が増えています。 

◎空き店舗はあるものの、集客力が高められる商店街形成の調査により、元気のある商店主により商

店街の考え方や取組方が変わりつつあります。 

◎コミュニティビジネス＊や障害者によるスモールビジネス＊という事業化が困難な職種も徐々に行

われ始めています。 

◎企業誘致の体制の整備と誘致活動が積極的に行われるとともに、既存産業の企業活動がスムーズに

なるように町と企業で情報が交換され、可能なものから順に町の支援が行われています。 

  ＊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。 

  ＊スモールビジネス：個人規模や尐数チームで展開され、自分たちの得意な技を生かし小回りを

利かせて行う仕事。 

 

 

（資料）統計しばた 
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 個別施策   

 

● 4-3-1 安定生産と安定経営の推進 

 【内容】  

 ・農畜産物の安全確保の推進 農畜産物の生産における衛生管理やトレーサビリティ＊の推進によ

り安全・安心な農畜産物の生産を進めます。 

 ・環境にやさしい農業の推進 消費者の安全安心志向に対応した、県のエコファーマー＊の認定等

の推進により環境保全型農業を推進します。 

 ・安定した農業経営の推進 戸別所得補償制度を始めとする各種措置が継続的に講じられ、一定の

所得が補償される仕組みの早期構築を国に強く要請するとともに、町独自で生産費削減のための

支援や融資制度の創設などに取り組みます。 

 ・集落営農の推進 農業後継者の減尐や農業者の高齢化が進む中、集落ぐるみの取組による集落営

農を推進します。認定農業者を核としながら、家族農業経営と集落営農が相互に連携し、農地の

維持管理や雇用の創出に結びつくような仕組みづくりに取り組みます。 

 ・食と農の住民条例制定への取組 農業・農村の将来にわたる振興を図るために、「しばた食と農

の住民条例」の制定に向けて取り組みます。 

  ＊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。 

  ＊エコファーマー：持続性の高い農業生産方式（土づくり、化学肥料、化学農薬の低減を一体的

に行う生産方式）を導入する計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

53 エコファーマー＊取組農家数 44 人 44 人 
県登録者数（平成 21 年度実績） 

現状維持 

 

 

● 4-3-2 水田有効活用の推進 

 【内容】 

・水稲直播栽培の振興 水稲直播栽培は試行的導入段階ですが、省力・低コスト生産技術を確立し

栽培面積の拡大を目指します。 

・遊休水田の解消 長年、需給調整が進められてきた結果、湿田地帯のために遊休水田が増加して

いますが、新規需要米である米粉や飼料米の需要を促進し、加工用米と合わせて推奨し作付け拡

大を図り、水田の有効活用に努めます。 

・生産コストの削減 集落の農地を集積しコスト削減を図りながら、麦や大豆などの土地利用型の

転作作物の振興を促進し、作業受委託制度の拡充、機械の共同利用を進めます。 

  

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

54 直播栽培の面積 540a 1,080a 
農政課（平成 21 年度実績） 

現状の 100％増を目指す 
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● 4-3-3 担い手の確保と育成 

 【内容】 

 ・多様な担い手の確保 農業者の高齢化が進む中、地域・集落で、どのような担い手を育て、どの

ようにして農地を守っていくか、集落で考えていく機会を増やし支援します。若者から退職者ま

で様々な形態の新たな担い手について、支援し、農業の担い手の確保と育成に努めます。 

・農業後継者の育成と確保 子孫の世代にも安心して引き継ぐことのできる農業の確立を目指し、

農家経営の安定を図るために支援し、農業後継者の育成と確保に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

55 認定農業者の人数 41 人 41 人 
農政課（平成 21 年度実績） 

現状維持 

 

 

● 4-3-4 特色ある農業振興 

 【内容】 

 ・花き、鉢花の産地確立 花き・鉢花は県内有数の産地として高い市場評価を得ていますが、新規

導入したトルコギキョウの産地確立を目指すとともに、鉢花のカーネーション・ポットマム、ク

リスマスローズのブランド化を推進します。また、町内で定期的に即売会などを開催し、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 地産地消協議会を核としながら、観光物産交流館、産地直売所、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。学校給食への地元食材供給の拡大、地元産米

を使用した米粉パンの導入に取り組みます。 

 ・農業、農村の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、仕出し料理

や漬物販売などを支援し、拡充に努めます。また、農村レストランや農家レストランの開店を支

援します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

56 花き・鉢花の出荷額 2 億 4 千万円 2 億 6 千万円 
ＪＡみやぎ仙南（平成 21 年度実績） 

現状の 10％増を目指す 

 

 

● 4-3-5 森林の保全と有効活用 

 【内容】 

・森林管理の充実 森林の適正な間伐や、松くい虫から守るための予防対策を進め、森林管理の充

実を図ります。また、ナラ枯れ防止対策にも万全を期します。 

・森林育成の推進 健全な森林と優良な森林資源育成を図るため、複層林の計画的な造林・保育を

推進します。また、林道の適切な維持・管理に努めます。 

・町有林の活用 町民いこいの森の適切な維持・管理に努めるとともに、レクリエーションから環

境教育、国内産木材の優良性など、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。 

・間伐材の活用 森林組合等を主体として、間伐材の生産、加工、流通に取り組みます。 
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● 4-3-6  農地の有効活用 

【内容】 

・遊休農地の解消 農業委員会で毎年１回農地の利用状況を調査し、遊休農地については所有者等

に指導するとともに、農地流動化対策や農作業受委託の促進を図り、集落ぐるみで遊休農地解消

に取り組めるように支援します。 

・新たな農地集積の仕組みづくり 大区画ほ場整備が進んでいない本町では、担い手の集積面積も

限界に達していることから、農地利用集積円滑化事業を活用して円滑化団体に地域内の農地を一

括して白紙委任し、担い手等に再配分を行う新しい農地集積の仕組みづくりに取り組みます。 

・大区画ほ場整備の推進 大区画ほ場整備を推進してきましたが、町においては１か所しか整備す

ることができませんでした。補助採択基準や補助率が厳しくなり、以前より事業推進は難しい状

況にありますが、農地の有効活用、生産費削減や担い手の確保などの観点から必要不可欠なこと

から、長期的な視点で集落営農推進と併せて推進します。 

・農業用水利の整備 用水路、排水路やため池の整備を進めます。また、ため池を活用した公園化

に取り組みます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

57 遊休農地（水田）の面積 170ha 130ha 
農政課（平成 21 年度実績） 

毎年 10ha 解消を目指す 

 

 

● 4-3-7 商業活動の活性化 

【内容】 

 ・商業活動の支援 既存商店街の訪問により、商店会としての問題、空き店舗の状況、買物が完結

できない状況などを把握し、新たな商店運営の可能性についての調査研究を、商工会と町が連携

して行い、商店会自身でできるもの、商工会や町の支援が必要なものの把握を行います。 

 ・商店主の高齢化、後継者不足対策 町内の商圏を形成維持するため、「魅力と活力ある商店街と

街並みづくり」に取り組むための担い手となる人材の発掘と育成のための調査を行います。 

 ・町内商店の活性化支援 付加価値のついた商品券の発行などにより、景気低迷による個人消費の

喚起に努めます。 

 

 

● 4-3-8 地元中小企業への支援 

 【内容】 

 ・中小企業振興条例の制定 中小企業は、地域社会において重要な使命を果たしているにもかかわ

らず、不況の中、置かれた立場は大変厳しいものになっています。今後とも中小企業が町の振興

の一翼を担うことを明確にするために策定します。 

 ・発注の拡大 中小企業を育成し、地域循環型経済を確立するためにも、官公需や住宅リフォーム

助成制度を活用し、地元企業への発注の拡大に努めます。 
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● 4-3-9 起業家への支援 

 【内容】 

 ・起業家への支援 商工会との連携により、専門家派遣事業の活用を行い、創業・起業・経営革新

等の事業活動者に対する指導・情報提供、講座開設を行うなど支援に努めます。 

 ・スモールビジネス＊への支援 障害者が生きがいを持ち自立支援してもらうため、商業と福祉の

立場からの支援に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

58 起業家支援数 1 2 
商工観光課（平成 21 年度実績） 

現状から１件増加を目指す 

 

 

● 4-3-10 誘致企業の受入体制の整備 

 【内容】 

 ・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えます。 

 ・誘致活動の推進 県主催の企業立地セミナーへの参加やデベロッパーからの情報収集を通じて得

た進出企業に対し、柴田町が持つ交通、都市環境や柴田町企業立地促進条例などによる優位性を

アピールします。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

59 誘致企業数 51 52 

商工観光課（平成 21 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） 

１企業増加を目指す 

 

 

● 4-3-11 既存産業の近代化の促進 

 【内容】 

 ・既存産業の経営拡大や高付加価値化への支援 柴田町企業立地促進条例による融資制度の充実と

周知・普及などにより既存企業の高度化や設備の近代化等を支援します。 

 ・企業との連携強化 これまで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、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しながら、企業の抱える共通課題についての意見交換の場を設け、

問題解決についての連携体制を強化します。 

 

 

● 4-3-12 しばた産業フェスティバルの開催支援 

 【内容】 

 ・しばた産業フェスティバルの開催支援 町の産業を広く宣伝し、地元産業の製品紹介や農商工連

携による新たな産業の取組が行えるように異業種間の出会いの場を充実させるため、商工会との

連携により支援を行います。 
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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─ 

 施策４－４ 労働・雇用対策の充実 

 

 現状と課題   

□働くことは、生活の糧を得ることのほか、社会に役立っているという生きがいを得るという自己実

現を図るために重要なことであります。障害の有無や年齢、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ける環境づくりが課題ですが、不況の中、働く場の確保が

緊急の課題となっています。 

□現在の雇用情勢は、日本経済の先行きが未だ不透明であることから、引き続き、厳しい状況にあり

ます。また、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、次の世代を

担う若者の就職難が深刻化しています。 

□地域経済の活性化による雇用の創出や仙南地域職業訓練センターとの連携協働により企業が求め

る職業能力の開発、人材育成の支援などのきめ細かな取組を行うことが必要です。 

   

従業者数の推移（製造業）
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 目指す姿   

◎ハローワーク、商工会、工場等連絡協議会などとの連携が進み、情報の共有や提供の仕組みづくり

がなされ、雇用拡大のための働く場所の確保や働きやすい雇用環境の整備が行われています。 

◎働くための技術取得や職業相談ができる支援体制が、訓練機関と連携して進んでいます。 

 

 

（資料）統計しばた 
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 個別施策   

 

● 4-4-1 雇用対策の充実 

 【内容】 

 ・雇用の場の確保 関係機関、団体等の連携を密にし、地元における雇用状況を把握し、雇用の場

の確保のための情報提供に努めます。 

 ・若年層の地域への定着化 地元企業への就職を促せるように、商工会や工場等連絡協議会などと

の情報交換を密にし、魅力ある雇用の場の確保に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

60 製造業に係る従業者数 5,262 人 5,370 人 
統計しばた（平成 20 年数値） 

現状より 2％増加を目指す 

 

 

● 4-4-2 産業人材の育成 

 【内容】 

 ・職場に必要な知識、技術取得の促進 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町内の人材育成を図ることに努めます。 

 ・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

ンターと連携した中で能力開発の支援に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

61 認定職業訓練派遣者数 115 人 130 人 

市町村別訓練生派遣状況（平成

21 年度実績） 

現状から 10％増加を目指す 

 

 

● 4-4-3 就業環境の整備促進 

 【内容】 

 ・就労の支援 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提供・共有を行い、高

齢者や福祉対象者の就労を支援していきます。 

 ・相談事業の実施 ハローワークなどの関係機関と連携して、相談事業や情報サービスに努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

62 シルバー人材センター会員数 315 人 350 人 

シルバー人材センター（平成 21

年度実績） 

現状より 10％増加を目指す 
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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─ 

 施策 4－5 社会事業のビジネス化 

 

 現状と課題   

□多様化する地域社会の様々な課題は年々増加する一方、行政サービスも税収等の減収などで限られ

てきており、コミュニティビジネス＊など新たな公共による課題解決（サービス提供）が期待され

ています。 

□地域住民が主体となって、子育て、高齢者対策や環境問題などに関して、ビジネスを通じて解決を

図っていく動きが始まっています。町においてもＮＰＯ＊やボランティアと連携しながら、新たな

ビジネスモデルをつくっていく必要があります。 

  ＊ＮＰＯ：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。 

 

 

 目指す姿   

◎福祉、教育、子育て支援、文化、交流、地域づくり、ものづくりなどの分野においては、ＮＰＯ＊

などが行う地域に密着したコミュニティビジネス＊により、その一部が担われ、地域の活性化とと

もに新たな雇用の創出や生活の利便性の向上が図られています。 

 

 

 個別施策   

 

● 4-5-1 コミュニティビジネス＊の創出・育成 

 【内容】 

・各種研修会の開催 地域社会の抱える課題が地域の資源を活用して解決できるようにするため、

コミュニティビジネス＊の創出、自立の促進を目的に、コミュニティビジネス＊、ＮＰＯ＊、地域

リーダー育成などをテーマとした研修会を開催します。 

・社会起業家への支援 コミュニティビジネス＊の起業や活動の面での相談・支援を行います。特

に、障害者によるスモールビジネス＊の起業化には積極的な支援を行います。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

63 コミュニティビジネス＊研修会の開催数 ─ ２回 

まちづくり政策課（平成２１年

度実績） 

年２回の研修会開催を目指す 
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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─ 

 施策 5－１ 参加と協働の推進 

 

 現状と課題   

☐柴田町まちづくりアンケート調査（平成 21 年度）によれば、住民自治によるまちづくり基本条例

の認知度は 27％と低い水準となっています。また、現在の「町民参加と協働の状況」については、

満足度は 22.4％、重要度は、「重視する」「やや重視する」との回答が 40.1％にとどまっており、

参加と協働の推進の在り方や手法について、創意・工夫が更に必要です。 

☐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制定、住民ワークショップによる行

政への参加機会の確保、町主催の住民懇談会、まちづくり出前講座、地域づくり事業への補助、町

長へのメッセージなどを通じて実践してきました。また、住民が主体的に行っている清掃活動や各

種イベントなどにおいて、住民や各種団体との協働による事業を展開してきたこともあり、まちづ

くりへの住民参加が徐々に拡大しつつあります。今後さらに、まちづくりへの理解を深め、行政主

導から住民が主体的に行動していく、住民主役のまちづくりへと転換を図り、参加と協働によるま

ちづくりの実践を進化させていく必要があります。 

 

 

 目指す姿   

◎“自分たちのまちは自分たちが担う”といった住民自治の意識が高まっています。 

◎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。 

◎多様な主体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   

 

● 5-1-1 住民自治によるまちづくり基本条例の推進 

 【内容】 

 ・住民自治によるまちづくり基本条例の周知、啓発 まちづくり推進センターやまちづくり提案制

度などにより、住民自治によるまちづくり基本条例を推進します。また、広報紙、ホームページ

や住民説明会などにより、住民自治によるまちづくり基本条例の周知、啓発を図ります。 

 

 

● 5-1-2 住民参加の機会の確保 

 【内容】 

 ・住民参加の機会の確保 個別の政策においてもワークショップ、住民懇談会など住民の意見の収

集を工夫して行い、政策形成への住民参加の機会の確保に努めます。 
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● 5-1-3 協働を進化させるための環境の整備 

 【内容】 

 ・情報発信の充実 広報紙やホームページを通して、協働のまちづくり活動や地域づくり活動など

の情報を積極的に発信します。 

 ・まちづくり推進センターによる支援 住民や各種団体などのまちづくりの担い手がまちづくりに

参加する機会づくり、地域づくり活動への助言や調整、人材育成など、住民や各種団体等が協働

によるまちづくり活動が行いやすい環境整備を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

64 
まちづくり推進センターでの支援団体

数 
─ 20 

まちづくり政策課 

地域自治組織のおおむね半数を

目指す 
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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─ 

 施策 5－２ 地域コミュニティ活動の推進 

 

 現状と課題   

□地域における環境美化、防犯、防災などの課題を解決していくには、基礎的な住民自治組織である

区会に代表される地域コミュニティの果たす役割は大変大きいものがあります。今後さらに、地域

住民相互の連帯意識を深め、安全で住みよい地域社会を構築していく上でも地域コミュニティ活動

の活性化が必要になってきています。 

□コミュニティ活動の場となる各地区の集会所、生涯学習センター、公民館などの施設は、身近な活

動拠点として活用されています。特に集会所については、各行政区が指定管理者として町からの委

託を受け、施設を中心とした地域活動による住民自治の醸成や住みよい地域社会の形成、住民の連

帯感を形成する施設として自主的・主体的な活用が望まれています。 

□地域コミュニティでは、コミュニティ活動のきっかけとなる子どもの減尐、居住地域と職場・学校

等が分離していることなど、主に昼間における地域との関わりが尐ないことから、帰属意識の希薄

化が加速しています。 

□柴田町まちづくりアンケート調査（平成 21 年度）の結果によると、地域活動やボランティア活動

への参加について、住民の 20％しか参加していない状況です。一方、これらの活動へ「参加したい」

と思っている住民は 49％います。潜在的には約半数の住民が、地域活動などに参加する意思を持っ

ています。このような現状から、地域の特性や課題、目指すべき姿を共有するための地域計画の策

定、地域自治組織のリーダー育成や住民の地域自治活動への積極的な参加を促進するための支援が

重要になっています。 

 

 

地域活動・ボランティア活動の参加について

参加中で、今後はやめ
たい　　3%

参加中で、今後も参加
したい　　17%

参加しておらず、今後も
参加しない　　40%

参加していないが、今
後は参加したい 　 32%

無回答　　8%

 

 

 

（資料） 柴田町まちづくりアンケート調査結果 
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 目指す姿   

◎多くの住民が地域コミュニティ活動に参加し、地域の連帯意識が醸成され、地域力が向上していま

す。 

◎地域コミュニティでは、自分たちの住む地域を住み良くしたいという自治意識が高まっています。 

◎地域コミュニティ活動が活発になり、地域を軸とした防犯・防災体制の整備、ボランティア活動や

福祉活動などが自主的に行われています。 

 

 

 個別施策   

 

● 5-2-1 コミュニティ活動の推進 

 【内容】 

 ・コミュニティ活動事例の情報発信 各地域・団体等のコミュニティ活動の事例を積極的に情報発

信し、町全体のコミュニティ活動の気運を高めます。 

 ・地域リーダーの育成 町内会・自治会等のリーダーを対象に、コミュニティ活動に関する研修会

を開催し、新たな地域リーダーの育成に努めます。 

 ・コミュニティ活動支援の充実 連帯に満ちた生き生きとした地域にするため、区会、町内会や自

治会の自治活動の実践を支援します。 

 

 

● 5-2-2 住民による地域づくりへの支援 

 【内容】  

 ・地域計画策定の支援 地域の特性や課題に応じて総合的かつ計画的な取組を行うことを目的に、

地域自治組織自らが定める地域の将来計画となる地域計画の策定を支援するため、職員の派遣や

積極的な情報提供に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

65 地域計画策定団体数 ─ 42 団体 
平成 22 年度策定団体数 

全行政区の策定を目指す 
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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─ 

 施策 5－3 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

 

 現状と課題   

□男女共同参画社会の推進については、平成 13年３月に策定した「第２次しばた女性施策推進基本

計画」に基づき、庁内組織である「男女共同参画行政推進会議」及び住民で構成する「輝くしば

た男女共同ネットワーク」を両軸として行ってきましたが、町の審議会等委員への女性の登用率

目標（平成 22 年度 30％）が未達成です。今後、より一層の男女共同参画社会の実現を目指すため

に、住民自らの手による男女共同参画推進条例制定に向けた取組が行われています。 

□男女平等意識の高揚については、これまで国を挙げて様々な取組がされてきましたが、実際に

は、社会的、文化的、そして人々の意識の中に、男女の役割分担を固定化する考え方が根強くあり、

様々な分野での政策や方針決定での女性の参画がまだまだ尐ない状況です。 

□人権は誰もが生まれながらに持っている当然の権利で、人が人として幸せに生きていくための基本

的人権として保障されているものです。しかし、現実には日常生活の様々なところで女性、子ども、

高齢者、障害者、病気、国籍などの偏見や差別が問題となっています。今後、町としては人権が尊

重されるまちづくりの体制強化と、効果的な啓発事業を推進し、人権擁護相談活動の充実を図る必

要があります。 

  

 

    

審議会等委員の女性登用率

18.8

20.7

26.8 27.3
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22.1
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（資料） 宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告 
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 目指す姿   

◎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。 

◎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。 

◎人権に関する相談窓口を定期的に開設し、一人で悩まず、相談しやすい環境がつくられています。 

◎関係機関と連携しながら、各種事業の中で地域住民に人権問題に対する正しい認識を広め人権の擁

護が図られています。 

 

 

 個別施策   

 

● 5-3-1 男女共同参画施策の推進 

 【内容】  

 ・第３次しばた男女共同参画プランの推進 第３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 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。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

66 審議会等委員への女性登用率 21.4％ 30.0％ 

まちづくり政策課（平成 22 年

4 月 1 日） 

男女共同参画プランの目標値 

 

 

● 5-3-2 男女平等意識の高揚 

 【内容】  

 ・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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● 5-3-3 人権擁護意識の啓発と相談体制の充実 

 【内容】  

 ・情報提供の推進 広報紙やホームページを活用し、啓発事業の充実化を図ります。 

・教育、啓発の推進 生涯学習や学校教育における人権尊重の啓発・教育を推進し、家庭・地域・

職場における人権尊重の意識高揚を図ります。 

・相談体制の充実 毎週水曜日を定例相談日として開設し、それ以外の相談については仙台法務局

大河原支局と連携して人権相談体制の充実を図ります。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

67 
紙芝居などの人権教室を開催した町内

の学校数 
１ ４ 

町民環境課（平成 21 年度実績） 

現状から１年に１か所増やす 
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（各年４月１日） 

※教育長を除く。 

（単位：人） 

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─ 

 施策５－４ 行政経営改革の推進 

 

 現状と課題   

□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い、ＰＤＣＡサイクル＊に基づいたマ

ネジメントシステムの確立を図りながら、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 18年に財政非常事態宣言を行い、財政再建対策の指針である「財政再

建プラン」に基づき、町を挙げて取り組んできました。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。 

□組織機構については、平成 17 年度と平成 22 年度には課の一部再編を実施し、平成 18 年度にはグ

ループ制（班制）の導入を実施しています。今後も行政ニーズに即した機能的な組織を目指します

が、第５次定員適正化計画においては職員数が更に減尐することから、人材育成に努めるとともに、

職員の健康管理にも取り組む必要があります。また、職員給与においては、毎年、人事院勧告に基

づいた国に準拠した内容でその適正化を図っていますが、今後も引き続き調整に努める必要があり

ます。 

□情報公開制度の推進については、町政の透明性を高めることから平成 13 年度から実施しています

が、より信頼される行政を実現するために、更に公文書の適正な管理と個人情報保護制度の充実を

図り、引き続き、情報公開を積極的に行うものです。 

□財政推計によると、今後数年は財源確保が厳しい状況が続くため、多額の基金取崩しが余儀なしの

状況でありますが、将来負担比率は着実に下がっています。しかし、施設の老朽化（体育館・学校・

公民館など）が顕著に表面化していることから、より計画的な補強対策が求められる現状にありま

す。今後、「入るを計って出ずるを制する」といった財政規律を守った予算編成を心がけるととも

に、自らの政策提案により、国や県の支援策の活用を図ります。さらに、民間活力と連携した財政

運営が不可欠であり、そのためにも公会計の整備を踏まえた正確な財政の公表を進めることが必要

となっています。 

 

  ＊ＰＤＣＡサイクル：計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づいて改善（Action）

を行うという工程を継続的に繰り返す仕組み（考え方）のこと。 

 

   町職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 

職 員 数 327 317 306 299 296 

第 4次定員 

適正化計画 
327 326 319 315 311 

計画との比較 0 △9 △13 △16 △15 
296299

327

317

306

280

290
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310

320

330

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

（単位：人）
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将来負担比率

83.4

91.894.5

69.2

77.8

0
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平成19年度 平成20年度 平成21年度

(単位：％）

柴田町

類似団体

柴田町地方債現在高比率

173.1
158.1164.5

191.9205.8

0

50

100

150

200

250

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（単位：％）

 

 

 目指す姿   

◎総合計画（前期基本計画）の内容が着実に実現しているとともに、組織の効率性と行政サービスの

質の向上が確保されるような行財政改革が適切に行われています。 

◎町職員の能力が向上するとともに、職員一人一人の意識改革が進み、より良い住民サービスの提供

につながっています。また、職員の健康管理も維持されています。 

◎公文書等の適正な管理と個人情報保護が充実した中で、情報公開が更に推進され、町政の透明性が

より高まっています。 

◎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、効率的な財政計画を推

進し、住民の側に立つ透明度の高い健全財政の確立を目指すことにより、住民が進んで財政運営に

進んで参画しています。 

 

 

 個別施策   

 

● 5-4-1 計画行政の推進 

 【内容】 

 ・総合計画の進行管理 行政評価などを考慮しながらＰＤＣＡサイクル＊の確立を目指し、前期基

本計画の適切な進行管理を行います。 

 ・行財政改革の取組 事務事業を見直し、民間委託や公共施設の運営の在り方を検討するなど、財

政再建プラン後の新たな行財政改革に取り組みます。 

 

（平成 20 年度） 

全国市町村平均  100.9 

宮城県市町村平均 132.1 

地方債現在高比率： 

年度末現在高を標準財政規模

で除した割合 
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● 5-4-2 組織の活性化と人材育成 

 【内容】 

 ・組織機構の改革 新たな行政課題や多様な住民ニーズに的確に対応し、住民サービスの向上と事

務の効率化を図れる横断的で機能的な組織の充実に努めます。 

 ・人事管理の適正化 適正な定員管理の推進を図るとともに、適材適所の人事配置を推進します。

また、活力と組織力の向上を図るため、人事評価制度の適切な運用に努めます。 

 ・給与の適正化 職員の給与制度について、引き続き適正化を進めるとともに、給与情報の公表の

取組を充実します。 

 ・人材育成の推進 研修等を強化・充実して職員の能力の向上に努めます。特に、職員の政策形成

能力、業務遂行能力を高め、柔軟な発想で事業を企画できる職員を育成します。また、職員の提

案制度を活用して積極的な提案や改善意見を求め、創造力、研究心や組織参加意欲の向上を目指

します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

68 
町職員数（第 5 次定員適正化計画） 

（教育長を除く） 
296 人 286 人 

総務課（平成 22 年 4 月 1 日） 

組織機能の充実と人材育成によ

り 10 人削減を目指す 

 

 

● 5-4-3 情報公開における公文書管理と個人情報保護 

 【内容】 

 ・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 適切な情報公開制度の運用に努めるとともに、町政の透明性を高め、信頼

される行政を実現するため、住民が必要とする行政情報を積極的に公表・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、個人情報の取得や管理を適正

に行います。 

 

 

● 5-4-4 効率的な財政運営 

 【内容】 

 ・予算の適正な執行 予算の執行に当たっては、事例を十分に調査研究し、費用対効果の高い方法

を採用するとともに、担当部署に固定せず、超越した連携を模索しながら、無駄のない財政運営

に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

備考 
現状値の出典 

目標水準設定理由 

69 地方債残高比率 158.1％ 140.0％ 
財政課（平成 21 年度決算） 

一般財源の確保 
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● 5-4-5 住民が主役の財政運営 

 【内容】 

 ・財政運営の説明責任 財政状況において、常に情報公開するとともに、具体的な予算の構造・流

れについて、分かりやすく情報提供できる体制（広報・ホームページ・よくわかる町の仕事と予

算）を推進し、住民とともに健全な財政運営に努めます。 

 

 

● 5-4-6 財政基盤の確立 

 【内容】 

 ・財源の確保 住民が豊かな環境において、安心して暮らせることは人づくりに欠かせないことで

す。財政調整基金の確保はもとより、施設など老朽化に対応した特定目的基金の創設・確保は将

来的な不安を払拭するため必要なものです。将来世代の要望に応える財源の確保に努めます。 

 ・税収の確保 自主・自立するまちづくりに欠かすことのできない歳入の主要財源である町税の徴

収率は、社会・経済状況などの要因により、年々低下してきていますが、財産調査、不動産・給

与・預貯金等の差押え、公売などの滞納処分を迅速、確実に行い、財源の確保に努めます。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

70 将来負担比率 83.4％ 75.0％ 
財政課（平成 21 年度決算） 

将来負担の軽減、安定化 
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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─ 

 施策 5－5 情報の共有と情報化の推進 

 

 現状と課題   

□広報・広聴活動については、「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、

住民に必要な情報を提供しています。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＊など様々な手法で意見・提案を反映させるように努めています。しかし、今後、参

加と協働のまちづくりを進化させていくためには、住民の意向、地域課題や行政の方針などに関す

る情報の共有化を図りながら、相互の信頼関係を築いていくことが求められます。 

□情報化については、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きました。しかし、電子自治体の

推進による行政サービスの高度化を図るためには、情報通信環境の地域格差の解消など地域課題の

解決などが求められています。また、情報システムの最適化や情報セキュリティの確保も重要な課

題となっています。 

  ＊パブリック・コメント：町が計画や条例などを策定する際、案の段階で住民に公表し、その案

に対する意見・要望などを募集し、それらを最終案に反映させていくとともに、町の考え方も

公表していく一連の手続。 

 

町のホームページアクセス件数の推移
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 目指す姿   

◎広報活動については、広報紙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の提供がされています。また、広聴活動の充実により、参加と

協働のまちづくりが促進されています。 

◎情報化については、町全体にインターネットなどの情報環境基盤が整い、地域情報格差が解消され

ています。また、情報システムの最適化や情報セキュリティ対策の強化が図られ、効率的で安全な

情報化が進められています。 

 

 

 個別施策   

 

● 5-5-1 広報・広聴活動の充実 

 【内容】 

 ・広報活動の充実 住民目線を基本に、広報しばた、広報しばた・お知らせ版、くらしの便利帳の

発行、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。 

 ・広聴活動の充実 地区集会所単位での住民懇談会、ハガキによる「町長へのメッセージ」やメー

ルによる「わたしの提案」での意見・提案を町政へ反映するとともに、回答した意見・提案の一

部は広報しばたに掲載します。また、新たな広聴手法も検討していきます。 

 ・議会における情報提供の充実 ホームページに掲載している本会議会議録の充実を図るとともに、

議会傍聴者の利便を図るため、議場内音響設備の更新、難聴者用ヘッドホンの設置を検討します。 

 

指標 

番号 
指標 現状値 

４年後の 
目標値 

(平成 2６年度) 

現 状 値 デ ー タ 
目標水準設定理由 

71 町のホームページアクセス件数（1 か月） 12,783 件 16,700 件 

まちづくり政策課（平成 21 年

度実績） 

現状の 30％増を目指す 

 

 

● 5-5-2 情報化の推進 

 【内容】 

 ・情報環境の充実 地域の情報通信基盤の整備を促進し、地域の情報格差の解消に努めます。 

・情報システムの充実 柴田町情報化計画に基づき、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。また、情報化費用の経費節減に向けて、システム共

同利用や新たなシステムの検討を行います。 

 ・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。 
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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─ 

 施策５－６ 広域行政の推進 

 

 現状と課題   

□消防・救急､ごみ処理、火葬場、介護認定、滞納整理、えずこホールなどの事務については、現在、

仙南２市７町で構成している仙南地域広域行政事務組合で共同処理されています。 

□日常的な生活圏や産業・文化等の活動の広域化に応えていくためには、今後、様々な分野で広域的

な交流・連携を深めていく必要があります。 

 

 

仙南地域広域行政事務組合 柴田町負担明細 （千円） 

項目 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

総務･徴税･民生費 62,586 58,374 59,712 

衛生費 437,184 449,585 445,759 

消防費 330,456 329,623 334,929 

教育・文化振興費 35,153 34,825 31,870 

計 865,379 872,407 872,270 

 

 

 目指す姿   

◎高度化、多様化した、住民ニーズに対応するため、仙南２市７町との連携と協調の下、仙南地域広

域行政事務組合において効率的に共同事務処理が行われ、経費削減が図られています。 

◎交通、観光、防災などの面で更なる広域的連携が図られています。 

 

 

 個別施策   

 

● 5-6-1 広域行政の推進 

 【内容】 

 ・仙南広域行政事務組合との連携  広域連携で行うことができる事務事業を見直し、仙南地域広

域行政事務組合との連携により、更に効率的な行政運営を図ります。 

 ・広域連携の維持 広域的な交通基盤の整備や観光での交流を促進します。また、防災対策につい

ても、災害発生時に備えた相互協力体制の整備に努めます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次柴田町総合計画 

資料編 
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１ 総合計画策定経過 

 

年月日 内 容 

平成 21年 10月 16日 第５次柴田町総合計画策定方針について庁議に付議、決定 

〃 柴田町総合計画策定委員会、専門部会、職員ワーキンググループの設置 

平成 21年 11月 1日 
総合計画策定、まちづくりワークショップ参加者募集、まちづくりアンケート協力に

ついて広報しばた、町ホームページに掲載 

平成 21年 11月 1日 

～11月 18日 
柴田町まちづくりワークショップ参加者の公募 

平成 21年 11月 13日 

～11月 30日 

柴田町総合計画策定に係るアンケート（柴田町まちづくりアンケート）調査の実施 

・町内在住の 18歳以上 3,000人を対象にまちづくりの方向性、町の施策について

の満足度などを調査 

平成 21年 11月 20日 議員全員協議会に総合計画の概要、策定体制、スケジュール等について説明 

〃 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第１回） 

・町長講話、総合計画の概要、ワーキンググループの進め方 

平成 21年 12月 2日 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第２回） 

・総合計画に関する情報提供、講話（柴田町のコンパクトシティ） 

平成 21年 12月 8日 

柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第３回） 

・講話（住民自治、協働）、意見交換（柴田町の資源、地域の課題、将来の展望等

について SWOT分析の手法を用いて検討） 

平成 21年 12月 22日 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第４回） 

・視察研修（福島県伊達市） 総合計画策定の取組、プロジェクトチームの活動等 

平成 22年 1月 13日 
柴田町まちづくりワークショップ（第１回） 

・町長講話、策定方針、柴田町のコンパクトシティ、ワークショップの進め方 

平成 22年 1月 16日 

柴田町まちづくりワークショップ（第２回）、柴田町総合計画策定職員ワーキンググ

ループ（第５回）合同開催 

総合計画研修 （みんなで町を考えよう） 

・講演 「地域協働による持続可能な地域づくり～コミュニティガバナンスの時代」 

・演習 （ワークショップ：コミュニティ・ビジネスで地域を元気にしよう） 

   講師：宮城大学 事業構想学部 教授 風見正三氏 

平成 22年 1月 26日 町議会総務常任委員会に総合計画の概要、スケジュール等について説明 

〃 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第６回） 

・今後の進め方 

平成 22年 2月 1日 

～2月 26日 
柴田町総合計画審議会委員の公募 

平成 22年 2月 12日 

柴田町まちづくりワークショップ（第３回）、柴田町総合計画策定職員ワーキンググ

ループ（第７回）合同開催 

・進め方に関する説明、ワークショップ（町の目指したい姿（10年後の目標）） 

平成 22年 2月 27日 

柴田町まちづくりワークショップ（第４回）、柴田町総合計画策定職員ワーキンググ

ループ（第８回）合同開催 

・進め方に関する説明、ワークショップ（町の目指したい姿に向けての行動計画） 

平成 22年 3月 1日 

柴田町総合計画策定委員会（第１回） 

・総合計画策定の進捗状況、柴田町まちづくりアンケート調査結果、総合計画重

点プロジェクトの提案 

平成 22年 3月 11日 

柴田町まちづくりワークショップ（第５回）、柴田町総合計画策定職員ワーキンググ

ループ（第９回）合同開催 

・柴田町まちづくりアンケート調査結果報告書、柴田町住民自治によるまちづくり

基本条例の関係資料、進め方に関する説明、ワークショップ（施策の展開方向、

まちづくりの方向性） 
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年月日 内 容 

平成 22年 3月 20日 

柴田町まちづくりワークショップ（第６回）、柴田町総合計画策定職員ワーキンググ

ループ（第１０回）合同開催 

・進め方に関する説明、ワークショップ（将来像、まちづくりの目標） 

平成 22年 4月 1日 
柴田町総合計画策定に係るアンケート（柴田町まちづくりアンケート）調査結果を

広報しばた、町ホームページに掲載 

平成 22年 4月 13日 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第 11回） 

・今後の策定スケジュール、基本構想素案の作成 

平成 22年 4月 15日 
柴田町総合計画策定委員会（第２回） 

・今後の策定スケジュール、総合計画重点プロジェクトの提案 

平成 22年 4月 27日 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第 12回） 

・基本構想の素案、今後の進め方 

平成 22年 5月 20日 
柴田町総合計画策定職員ワーキンググループ（第 13回） 

・第５次柴田町総合計画の基本構想（第１次素案） 

平成 22年 5月 31日 

柴田町総合計画策定委員会（第３回） 

・基本構想の第１次素案、基本計画の作成及び入力、柴田町新長期総合計画

（新しばた 21）の後期基本計画の進行管理、第５次柴田町総合計画地区懇談会 

平成 22年 6月 16日 
柴田町総合計画策定委員会（第４回） 

・基本構想の第１次素案、専門部会 

平成 22年 6月 28日 

柴田町総合計画審議会（第１回） 

○辞令交付式 ○第１回審議会 ・審議会の進め方（審議会の公開・会議録の公

開）、第５次柴田町総合計画策定方針、策定スケジュール等、第５次柴田町総合

計画に係る基礎資料 

平成 22年 7月 2日 
柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会（第１回） 

・専門部会の活動内容、各種団体ヒアリング、将来の柴田町 

〃 
柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会（第１回） 

・専門部会の活動内容、各種団体ヒアリング 

平成 22年 7月 7日 
柴田町総合計画策定委員会 町民生活部会（第１回） 

・専門部会の活動内容、各種団体ヒアリング、将来の柴田町 

平成 22年 7月 8日 
柴田町総合計画策定委員会 行財政部会（第１回） 

・専門部会の活動内容、各種団体ヒアリング、将来の柴田町 

平成 22年 7月 9日 
柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会（第１回） 

・専門部会の活動内容、各種団体ヒアリング、将来の柴田町 

平成 22年 7月 12日 
各種団体ヒアリング（柴田町女性地場産振興会） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

平成 22年 7月 13日 議員全員協議会に総合計画の進捗状況について説明 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町社会福祉協議会） 

 柴田町総合計画策定委員会 町民生活部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町花卉生産組合、柴田鉢花研究会、みやぎ仙南農業協

同組合）  柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

平成 22年 7月 14日 
各種団体ヒアリング（柴田町農村青少年クラブ（4Ｈクラブ）） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

平成 22年 7月 16日 
各種団体ヒアリング（柴田町商工会 女性部・工業部会） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町地産地消推進協議会） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町商工会 サービス業部会・商業部会） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 
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年月日 内 容 

平成 22年 7月 16日 
各種団体ヒアリング（柴田町商工会 青年部） 

 柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会 

平成 22年 7月 21日 
各種団体ヒアリング（柴田町公園愛護会、自主サークル（育児関係）） 

 柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会 

〃 
各種団体ヒアリング（船迫小地区ふるさと運動推進協議会） 

 柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町小中学校父母教師会連絡協議会） 

 柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町各種婦人団体連絡協議会） 

 柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町体育協会） 

 柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町行政区長会） 

 柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会・行財政部会 

〃 
各種団体ヒアリング（柴田町上下水道組合） 

 柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会 

〃 
各種団体ヒアリング（しばたの協働をすすめる会） 

 柴田町総合計画策定委員会 行財政部会 

〃 
各種団体ヒアリング（NPO法人しばた子育て支援ゆるりん） 

 柴田町総合計画策定委員会 町民生活部会 

平成 22年 7月 23日 

柴田町総合計画策定委員会（第５回） 

・第５次柴田町総合計画策定方針の一部変更（基本構想及び基本計画の計画期

間の変更） 

平成 22年 8月 2日 

柴田町総合計画策定委員会（第６回） 

・基本構想（第２次素案）、前期基本計画（素案）、重点プロジェクト（案）、柴田町

新長期総合計画（新しばた 21）の後期基本計画の進行管理（修正）、総合計画策

定の課題、今後の事務スケジュール 

平成 22年 8月 12日 

柴田町総合計画策定委員会（第７回） 

・基本構想（第２次素案）、新体系による前期基本計画（素案）、地区懇談会の資

料（案）、柴田町総合計画策定に係る各種団体ヒアリング実績 

平成 22年 8月 17日 
柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会（第２回） 

・基本構想、基本計画の検討 

〃 地区懇談会（第１回） 船岡生涯学習センター 

平成 22年 8月 18日 
柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会（第２回） 

・基本構想、基本計画の検討 

〃 地区懇談会（第２回） 農村環境改善センター 

平成 22年 8月 19日 地区懇談会（第３回） 槻木生涯学習センター 

平成 22年 8月 20日 地区懇談会（第４回） 柴田町役場保健センター 

平成 22年 8月 21日 地区懇談会（第５回） 船迫生涯学習センター 

平成 22年 8月 23日 
柴田町総合計画策定委員会 行財政部会（第２回） 

・基本構想、基本計画の検討 

平成 22年 8月 24日 
柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会（第２回） 

・基本構想、基本計画の検討 

〃 地区懇談会（第６回） 西住公民館 

平成 22年 8月 25日 
柴田町総合計画策定委員会 町民生活部会（第２回） 

・基本構想、基本計画の検討 

平成 22年 8月 30日 
柴田町総合計画策定委員会（第８回） 

・基本構想（第２次素案）、前期基本計画（素案）、総合計画に係る町長ヒアリング 
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年月日 内 容 

平成 22年 9月 21日 総合計画に係る町長ヒアリング 

平成 22年 9月 24日 総合計画に係る町長ヒアリング 

平成 22年 10月 1日 

柴田町総合計画策定委員会（第９回） 

・まちの将来像、基本構想（第２次素案）、前期基本計画（素案）、総合計画素案の

外部への説明等、実施計画に係る各課協議の実施日程（案）、タウンセールス公

開研究会、第５次柴田町総合計画策定に係る地区懇談会報告書等 

平成 22年 10月 8日 
柴田町総合計画策定委員会（第 10回） 

・基本構想（素案）、前期基本計画（素案）、総合計画素案の外部への説明等 

平成 22年 10月 12日 
議員全員協議会 

・第５次柴田町総合計画（基本構想・前期基本計画）の素案について説明 

平成 22年 10月 21日 
柴田町総合計画審議会委員への計画素案の説明会 

・第５次柴田町総合計画（基本構想・前期基本計画）の素案について説明 

平成 22年 10月 22日 

タウンセールス研修会（宮城大学地域連携センター地域振興事業部公開研究会） 

 ・講演 「タウンセールスの取組から学ぶ地域活性化 

      ～柴田町のタウンセールスを考えるために～」 

  講師：特定非営利活動法人ひろしまね 理事長 安藤周治氏 

平成 22年 10月 25日 実施計画に係る各課協議 

平成 22年 10月 27日 実施計画に係る各課協議 

平成 22年 10月 28日 
議員全員協議会 

・基本構想及び前期基本計画の素案（行財政部会） 

平成 22年 11月 1日 

～11月 30日 
基本構想・前期基本計画の素案についてパブリック・コメントの実施 

平成 22年 11月 4日 実施計画に係る各課協議 

平成 22年 11月 5日 
議員全員協議会 

・基本構想及び前期基本計画の素案（都市建設部会、産業振興部会） 

平成 22年 11月 12日 
議員全員協議会 

・基本構想及び前期基本計画の素案（教育文化部会、町民生活部会） 

平成 22年 12月 10日 

柴田町総合計画策定委員会（第 11回） 

・基本構想（素案）、前期基本計画（素案）、実施計画書（案）、総合計画修正素案

の外部への説明等 

平成 22年 12月 16日 
議員全員協議会 

・第５次柴田町総合計画（基本構想・前期基本計画）の素案 

平成 23年 1月 13日 

柴田町総合計画審議会（第２回） 

・諮問 

・第５次柴田町総合計画 基本構想（案）、前期基本計画（案）、全般 

平成 23年 1月 26日 

柴田町総合計画審議会（第３回） 

・第５次柴田町総合計画基本構想（案）及び前期基本計画（案）の答申（案） 

・答申 

平成 23年 2月 2日 
柴田町総合計画策定委員会（第 12回） 

・基本構想（案）、前期基本計画（案） 

平成 23年 3月 10日 
平成 23年柴田町議会第１回定例会 

第５次柴田町総合計画基本構想議決 

〃 第５次柴田町総合計画前期基本計画策定 

平成 23年 3月 31日 第５次柴田町総合計画実施計画策定 
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２ 総合計画策定体制 

 

 

柴 田 町 

 

総合計画策定委員会 

（庁議メンバー） 

 

 

専門部会 

町民生活部会 

産業振興部会 

都市建設部会 

教育文化部会 

行財政部会 

 

 

柴田町総合計画
審議会 
 

○平成23年1月13日 

  諮問 

○平成23年1月26日 

  答申 

 

柴田町議会 

 

○平成23年柴田町議会 

  第１回定例会 上程 

○平成23年3月10日 

  基本構想議決 

 

各 
 
 

課 
住民参加 

 

柴田町まちづくり 

アンケート調査 

 

柴田町まちづくり 

ワークショップ 

 

各種団体ヒアリング 

 

地 区 懇 談 会  

 

パブリック・コメント 

 

職
員
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ 

事 務 局 

（まちづくり政策課） 

宮城大学 

（策定事務支援） 

助言 

情報 

提供 

参加 

諮問 

答申 

提案 

議決 
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３ 柴田町総合計画審議会 

 

 柴田町総合計画審議会条例により設置され、総合計画の策定に関する事項についての調査及び

審議を行う町長の附属機関で、町長の諮問に応じて、基本構想（案）及び前期基本計画（案）に

ついて審議を行い、町長に答申しました。 

 

 ⑴ 柴田町総合計画審議会委員 （敬称略、各号区分 50音順） ◎会長、○副会長 

 条例上の区分 氏 名 役職名等 

１ 農業委員会の委員   根
ね

 元
もと

 定
さだ

 雄
お

 柴田町農業委員会会長 

２ 教育委員会の委員   鈴
すず

 木
き

 清
きよ

 子
こ

 柴田町教育委員会委員長 

３ 

町内の公共的団体

等の役員及び職員 

  相
あい

 澤
ざわ

 和
かず

 幸
ゆき

 柴田町老人クラブ連合会会長 

４   我
あが

 妻
つま

 一
かず

 雄
お

 柴田町社会福祉協議会会長 

５   大
おお

 槻
つき

 裕
ゆう

 喜
き

 柴田町商工会会長 

６ ◎ 長
おさ

 田
だ

 達
たつ

 雄
お

 柴田町観光物産協会会長 

７ ○ 小
お

 嶋
じま

 弘
ひろ

 子
こ

 柴田町民生委員協議会会長 

８   髙
たか

 橋
はし

 利
とし

 男
お

 柴田町体育協会会長 

９   田
た

 切
ぎり

 富
とみ

 生
お

 
柴田町内工場等連絡協議会事務局長 

（平成 22年 9月 28日まで平野幸二
ひ ら の こ う じ

） 

10   中
なか

 島
じま

 亮
りょう

 祐
すけ

 柴田町行政区長会会長 

11   平
ひら

 間
ま

 盛
もり

 秋
あき

 みやぎ仙南農業協同組合地区事業本部長 

12   森
もり

   英
えい

 吾
ご

 柴田町文化協会会長 

13   八
や

木
ぎ

沼
ぬま

 康
やす

 之
ゆき

 柴田町医師団団長 

14   渡
わた

 邊
なべ

 真由美
ま ゆ み

 柴田町小中学校父母教師会連絡協議会会長 

15 
学識経験のある者 

  風
かざ

 見
み

 正
しょう

 三
ぞう

 宮城大学事業構想学部事業計画学科教授 

16   橋
はし

 本
もと

   実
みのる

 仙台大学体育学部学部長心得 

17 

公 募 に よ る 者  

  安
あん

 藤
どう

 孝
こう

 三
ぞう

 公募委員 

18   佐
さ

 藤
とう

 正
まさ

 壽
ひさ

 公募委員 

19   園
その

 部
べ

 輝
てる

 夫
お

 公募委員 

20   玉
たま

 槻
つき

 正
まさ

 由
よし

 公募委員 
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 ⑵ 開催日程 

区 分 開催月日 会議内容 

第１回 平成 22年 

6月 28日 

・辞令交付式（委員任命） 

・会長及び副会長互選、審議会の進め方（審議会の公開・会議録の公

開）、第５次柴田町総合計画策定方針、策定スケジュール等、第５

次柴田町総合計画に係る基礎資料 

計画の素

案説明会 

平成 22年 

10月 21日 

・基本構想及び前期基本計画の素案、体系図について説明 

・質疑等 

第２回 平成 23年 

1月 13日 

・諮問 

・基本構想（案）、前期基本計画（案）、全般についての意見 

第３回 平成 23年 

1月 26日 

・基本構想（案）及び前期基本計画（案）の答申（案）について検討 

・答申 

 

 

 

 ⑶ 柴田町総合計画審議会への諮問 

 

                                  柴 ま 政 第 597 号  

                                  平成 23年１月 13日 

 

 柴田町総合計画審議会 

  会長 長 田 達 雄  様 

 

                           柴田町長 滝 口   茂 

 

 

   第５次柴田町総合計画基本構想（案）及び前期基本計画（案）について（諮問） 

 

 

 柴田町総合計画審議会条例（昭和 54年柴田町条例第１号）第２条の規定に基づき、第５次柴田

町総合計画基本構想（案）及び前期基本計画（案）について、貴審議会の意見を求めます。 
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 ⑷ 柴田町総合計画審議会からの答申 

 

                                  平成 23年１月 26日 

 

 柴田町長 滝 口  茂 様 

 

                           柴田町総合計画審議会 

                            会長 長 田 達 雄 

 

 

   第５次柴田町総合計画基本構想（案）及び前期基本計画（案）について（答申） 

 

 

 平成 23年１月 13日付け柴ま政第 597号で諮問された第５次柴田町総合計画基本構想（案）及

び前期基本計画（案）について、当審議会で集中的かつ慎重に審議した結果、その内容はおおむ

ね妥当なものであると認めます。 

 柴田町が真に持続可能な地域となっていくためには、総合計画の実践的な推進体制が大切です。

基本構想（案）に掲げられた、まちの将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」を実現

するため、財政の中長期的な見通しを踏まえ、財政的な裏付けの下に、具体的な実施計画を策定

しながら、着実に計画を実行されますことを求めます。 

 なお、まちづくりの主役である町民の求めるニーズを的確に把握し、対応されますことを要望

いたします。 

 さらに、当審議会において委員から出された意見・要望等を別紙のとおりまとめましたので、

これらについても十分に考慮した上、今後の町政運営や施策の推進に当たられますことを要望い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

（計画の推進） 

・総合計画に掲げられた内容は、事業の優先順位を考慮し、財政の裏付けにより調整した上で、

着実に推進されるように努めていただきたい。 

・総合計画を実現するため、重大性、拡大性、緊急性や投資対効果について評価を行い、ＰＤＣ

Ａサイクルを確立して、推進に努めていただきたい。 
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（住民参加・協働） 

・住民参加については、今後も重点的に取り組み、参加の方法を更に充実するなど、参加しやす

い環境づくりに努めていただきたい。 

・町民の協働への思いを受け止め、協力してもらうための体制づくりや町民が参加していくため

の環境づくりに努めていただきたい。 

・町民等への分かりやすい情報の提供に努めていただきたい。 

（花のまち） 

・白石川堤と船岡城址公園の回遊ルートである「跨線橋」は、必要性を考慮し、慎重に進めてい

ただきたい。 

・花のまち柴田を推進するに当たっては、投資対効果など、十分な検討をしていただきたい。 

・昔からの町の大切な財産である桜は、十分な保護、育成に努めていただきたい。 

（産業） 

・商工業は、大変厳しく深刻な状況にあるため、工業団地や企業誘致活動など、産業が活性化す

るように取り組んでいただきたい。 

・観光については、通年で人を呼び込めるような仕組みづくりに努めていただきたい。 

・県内の観光地と連携し、アジア圏からの観光客も視野に入れて、町に経済効果を生み出せるよ

うに取り組んでいただきたい。 

・農業振興については、事業の充実を図り、その実行に努めていただきたい。 

・農村と都市の役割を踏まえ、農村の多面的な機能を生かした施策を推進していただきたい。 

・農村の共同体組織や定年退職者をまちづくりに有効に生かしていただきたい。 

・ハイキングコースを活用した観光ルートを考慮していただきたい。 

（青尐年） 

・夢と希望と志を持ち、ふるさとに誇りと愛着を持つ青尐年の具体的な育成に努めていただきた

い。 

・青尐年の世代が、町の事業に広く参加できるような方策を検討していただきたい。 

（スポーツ） 

・スポーツ宣言都市にふさわしいような、スポーツ施設の更なる充実に努めていただきたい。 

（地域間交流・国際交流） 

・姉妹都市丹陽市との交流は、更に深め、充実させるように努めていただきたい。 

（福祉） 

・医療費を抑えるような施策の充実に努めていただきたい。 

・人とお金が集まるようなまちづくりが必要であり、高齢者福祉を充実し、柴田町に住むと健康

で長生きできるとなれば、人は集まり、経済も活性化するので、地元大学等と連携し、町全体

で高齢者の健康づくりを推進するように取り組んでいただきたい。 

（広域行政） 

・新たな連携の在り方を検討し、様々な分野での連携の推進に努めていただきたい。 
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 ⑸ 柴田町総合計画審議会条例 

昭和54年３月20日条例第１号 

改正 平成16年３月18日条例第15号 

平成17年６月23日条例第８号 

平成21年12月22日条例第33号 

平成21年12月22日条例第35号 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、柴田町総合計画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、柴田町総合計画及び柴田町土地利用基本計画の策定に関

する必要な事項を調査審議する。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

 ⑴ 農業委員会の委員 

 ⑵ 教育委員会の委員 

 ⑶ 町内の公共的団体等の役員及び職員 

 ⑷ 学識経験のある者 

 ⑸ 公募による者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了した日までとする。 

２ 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。 

３ 町長は、委員に欠員が生じたときは補欠の委員を任命することができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成16年条例第15号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議

会については、なお従前の例による。 

   附 則（平成17年条例第８号） 

 この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

   附 則（平成21年条例第33号） 

 この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則（平成21年条例第35号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 柴田町まちづくりアンケート調査 

 

 町の施策に対する満足度や重要度、町の目指すべき将来の姿などについて、町民の皆様の意見

を把握することを目的として、町内在住の 18歳以上の男女 3,000人（無作為抽出）を対象に柴田

町まちづくりアンケート調査を実施しました。 

 

 ⑴ 実施概要 

  ○調査対象 18歳以上の町民 3,000人 

  ○実施期間 平成 21年 11月 13日～平成 21年 11月 30日 

  ○回収状況 回収数 1,132（回収率 37.7％） 

 

 ⑵ 結果概要（抜粋） 
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５ 柴田町まちづくりワークショップ 

 

 柴田町まちづくりワークショップは、町の将来像や今後のまちづくりの方向性など総合計画の

主に基本構想について、町民の視点で語り合い、検討していただくことを目的に設置しました。 

 公募による町民と柴田町職員の計 14人で構成され、月２回（平日夜間及び土曜日）の開催とし、

平成 22年１月 13 日から平成 22年３月 20日までの間に、６回開催しました。 

 ⑴ 柴田町まちづくりワークショップ名簿 

                        （敬称略：順不同） 

№ 氏  名 № 氏  名 

１ 庄 子   博 ８ 松 田 ゆう子 

２ 渋 谷 寿 之 ９ 平 間 幸 弘 

３ 櫻 井   博 10 澤 田 勝 弘 

４ 関   六 郎 11 石 森 靖 明 

５ 陶 久 尚 子 12 色 川 真 理 

６ 大 槻 優 子 13 湯 山 秀 哉 

７ 大 庭 三余子 14 横 橋 秀 和 

 ⑵ 開催経過 

開催回 開催月日 内  容 

第１回 平成 22年 
1月 13日 

メンバー自己紹介、町長講話（総合計画策定について）、第５次
柴田町総合計画策定方針について、柴田町のコンパクトシティに
ついて、まちづくりワークショップの進め方について 

第２回 平成 22年 
1月 16日 

総合計画研修（みんなで町を考えよう） 
・講演「地域協働による持続可能な地域づくり 

～コミュニティガバナンスの時代～」 
・演習（ワークショップ：コミュニティ・ビジネスで地域を元気

にしよう） 
 講師 宮城大学 事業構想学部 教授 風見正三氏 

第３回 平成 22年 
2月 12日 

・進め方に関する説明 
・ワークショップ（町の目指したい姿（10年後の目標）） 

第４回 平成 22年 
2月 27日 

・進め方に関する説明 
・ワークショップ（町の目指したい姿に向けての行動計画） 

第５回 平成 22年 
3月 11日 

・進め方に関する説明 
・ワークショップ（施策の展開方向、まちづくりの方向性） 

第６回 平成 22年 
3月 20日 

・進め方に関する説明 
・ワークショップ（将来像、まちづくりの目標） 

 ⑶ 将来像の提案 

  ・「絆」と「結」 世代間バリアフリーのまち しばた 

  ・郷土への誇りと愛着を持てるまち 

     すべての町民が豊かで安心して暮らせ、町の至る所でいきいきした人に出会うまち 

  ・温故知新 ～古きを訪ね新しきを知る～ のあるまち 柴田 2020 

  ・自然にはぐくまれ 豊かな柴田で 毎日が楽しく いきいきと 暮らせるまち 
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 ⑷ コーディネーター （敬称略） 

  宮城大学 事業構想学部事業計画学科 教授 風見 正三 

  宮城大学 地域連携センター地域振興事業部 調査研究部長 古川 隆 

  特定非営利活動法人まちづくり政策フォーラム 理事 足立 千佳子 

 

 ⑸ 柴田町まちづくりワークショップ設置要綱 

平成21年10月30日告示第77号 

改正 平成22年３月12日告示第23号 

 （設置） 

第１条 第５次柴田町総合計画（以下「総合計画」という。）の策定に当たり、町民のまちの将来

像に関する意見を反映させ、町民との協働による計画策定を推進するため、柴田町まちづくり

ワークショップ（以下「ワークショップ」という。）を置く。 

 （定義） 

第２条 この告示において「町民」とは、町内に住所を有する者又は町内に通勤し、若しくは通

学する者をいう。 

 （所掌事項） 

第３条 ワークショップの所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 総合計画の基本構想に関し、まちの将来像を提案すること。 

 ⑵ その他総合計画の策定に関すること。 

 （構成等） 

第４条 ワークショップは、公募による町民 20人程度で構成する。 

２ 応募者が多数の場合は、抽選によって決定する。なお、応募者が尐ない場合は、町長が選任

する者をもって調整する。 

３ ワークショップの構成員（以下「構成員」という。）の任期は、第６条に規定する報告が終了

したときまでとする。 

 （運営） 

第５条 ワークショップは、構成員の自主性を尊重して運営する。 

 （検討結果） 

第６条 ワークショップは、検討した結果を町長に報告する。 

 （連絡調整） 

第７条 ワークショップの連絡調整は、まちづくり政策課において処理する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成 21年 10月 30日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、総合計画の基本構想及び前期基本計画の策定が完了した日限り、その効力を失

う。 

   附 則（平成 22年告示第 23号） 

 この告示は、平成 22年４月１日から施行する。 
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６ 各種団体ヒアリング 

 

 将来のまちづくりに望むことや意見、総合計画に盛り込んでほしい施策の内容、現在の活動状

況、今後の予定や活動する上での課題等について、今後 10年間の町の取組や施策に関わる団体の

方を対象として、柴田町総合計画策定委員会専門部会ごとにヒアリングを実施しました。 

  

 団体名 人数 実施月日 

柴田町総合計画策定委員会 町民生活部会   

１ 柴田町社会福祉協議会 １ 平成 22年７月 13日 

２ ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん ３ 平成 22年７月 21日 

柴田町総合計画策定委員会 産業振興部会   

１ 柴田町女性地場産振興会 ３ 平成 22年７月 12日 

２ 

３ 

４ 

柴田町花卉生産組合 

柴田鉢花研究会 

みやぎ仙南農業協同組合 

６ 

４ 

１ 

平成 22年７月 13日 

５ 柴田町農村青尐年クラブ（４Ｈクラブ） ４ 平成 22年７月 14日 

６ 柴田町地産地消推進協議会 ８ 平成 22年７月 16日 

７ 

８ 

柴田町商工会 女性部 

柴田町商工会 工業部会 

４ 

５ 
平成 22年７月 16日 

９ 

10 

柴田町商工会 サービス業部会 

柴田町商工会 商業部会 

５ 

３ 
平成 22年７月 16日 

11 柴田町商工会 青年部 ６ 平成 22年７月 16日 

柴田町総合計画策定委員会 都市建設部会   

１ 

２ 

 

柴田町公園愛護会 

自主サークル（おっぱいクラブ、にこにこサークル、ち
ょうちょサークル、ポップサークル、チェリー、スリー
ズ、さくらんぼう） 

４ 

12 

 

平成 22年７月 21日 

３ 柴田町行政区長会 10 平成 22年７月 21日 

４ 柴田町上下水道組合 ６ 平成 22年７月 21日 

柴田町総合計画策定委員会 教育文化部会   

１ 船迫小地区ふるさと運動推進協議会 ３ 平成 22年７月 21日 

２ 柴田町小中学校父母教師会連絡協議会 ３ 平成 22年７月 21日 

３ 柴田町各種婦人団体連絡協議会 ３ 平成 22年７月 21日 

４ 柴田町体育協会 ２ 平成 22年７月 21日 

柴田町総合計画策定委員会 行財政部会   

１ しばたの協働をすすめる会 １ 平成 22年７月 21日 

２ 柴田町行政区長会 10 平成 22年７月 21日 

23団体 107人 
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７ 総合計画策定に係る地区懇談会 

 

 新たなまちづくりの指針となる「第５次柴田町総合計画」を策定するに当たり、町民の皆様か

ら幅広くご意見をいただき、皆様と共に考え、総合計画をより良いものとしたいため、小学校区

単位に地区懇談会を６回開催しました。 

 

 ⑴ 次第 

  ・開会 

  ・町長挨拶 

  ・説明   ～第５次柴田町総合計画（案）の概要について 

  ・意見交換 

  ・ごみ有料化の検討状況について 

  ・閉会 

 

 ⑵ 開催結果 

開催日時 開催場所 対象行政区 参加人数 

８月 17日（火） 

19:00～21:00 

船岡生涯学習センター 

（２階 和室） 
11Ａ、11Ｂ、11Ｃ、12Ａ、12Ｂ 16人 

８月 18日（水） 

19:00～21:00 

農村環境改善センター 

（２階 和室） 
21、22、23、24、25、26、27 18人 

８月 19日（木） 

19:00～21:00 

槻木生涯学習センター 

（３階 会議室） 

13、14、15、16、17Ａ、17Ｂ、 

18Ａ、18Ｂ、19、20 
45人 

８月 20日（金） 

19:00～21:00 

柴田町保健センター 

（４階 会議室） 

1、2、3、4、5、6Ａ、6Ｂ、7Ａ、 

7Ｂ、8、9Ａ、9Ｂ 
38人 

８月 21日（土） 

19:00～21:00 

船迫生涯学習センター 

（２階 会議室） 
10、28、29Ａ、29Ｂ、29Ｃ、29Ｄ 19人 

８月 24日（火） 

19:00～21:00 

西住公民館 

（１階 ホール） 
30 26人 

                                      計 162人 

 

８ パブリック・コメント 

 

 基本構想と前期基本計画の素案を公表して内容をお知らせするとともに、より良い計画とする

ため、平成 22年 11月１日から平成 22年 11月 30日まで町民の皆様から意見を募集しましたが、

意見はありませんでした。 

 ○素案の公表方法 

  ・広報しばた（11月号）（抜粋） 

  ・町のホームページ 

  ・指定場所（柴田町役場、槻木事務所、槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船

迫生涯学習センター、西住公民館、農村環境改善センター、しばたまち交流広場「ゆる．

ぷら」）での閲覧 



- 122 - 

 

９ 前期基本計画の指標一覧 

 

 前期基本計画には、４年後の平成 26年度までに実施する取組（施策）の目標を分かりやすく示す

ために、71の指標を設定しました。この指標は、前期基本計画の施策の達成度を測る一つの目安に

なるものです。 

 

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─ 

指標 

番号 
指  標 現状値 

4年後の目標値

（平成26年度） 

現状値データ 

目標水準設定理由 

1 
町道富沢16号線＊道路改良事業の

整備延長 （総延長2,600ｍ） 
－ 1,300m 

都市建設課 

供用開始50％を目指す 

2 生活道路の整備延長 － 400ｍ 
都市建設課（平成23年度から） 

毎年度100ｍを整備する 

3 上水道の有収率＊ 83% 86% 
上下水道課（平成21年度実績） 

現状の3％増を目指す 

4 水洗化率＊ 88% 90% 
上下水道課（平成21年度実績） 

現状の2％増を目指す 

5 船岡新栄地区の街区公園数 3公園 6公園 
都市建設課（平成21年度実績） 

現状より3公園増加 

6 オープンガーデン＊数 5か所 10か所 
まちづくり政策課（平成22年度実績） 

現状より2倍増を目指す 

7 1人1日当たりの家庭ごみ排出量 659g 600g 
町民環境課（平成21年度実績） 

現状の10％削減を目指す 

8 リサイクル率 16.70% 20% 
町民環境課（平成21年度実績） 

年1.0％の増を目指す 

9 環境指導員数 15人 18人 
町民環境課（平成21年度実績） 

増員により体制強化を図る 

10 未水洗化人口 9,764人 8,600人 
町民環境課（平成21年度実績） 

下水道切替え、浄化槽普及促進 

11 太陽の村施設利用者数 40,236人 45,000人 
農政課（平成21年度実績） 

現状の10％増を目指す 

 

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─ 

指標 

番号 
指  標 現状値 

4年後の目標値

（平成26年度） 

現状値データ 

目標水準設定理由 

12 臨床心理士の配置数 ─ １人 
教育総務課（平成21年度実績） 

現状の1人増を目指す 

13 特別支援教育支援員の派遣数 7人 9人 
教育総務課（平成21年度実績） 

現状の2人増を目指す 

14 フラワーアドバイザーの委嘱数 ─ 9人 
教育総務課（平成21年度実績） 

現状の9人増を目指す 

15 
小中学校の大規模改修工事実施

数 
─ 3校 

教育総務課（平成21年度実績） 

現状の3校増を目指す 

16 
生涯学習センターにおける自然

体験学習事業の実施数 
2講座 6講座 

生涯学習課（平成21年度実績） 

3生涯学習センター2講座ずつの実施

を目指す 

17 自然体験キャンプの実施回数 1回 2回 
生涯学習課（平成21年度実績） 

夏と秋1回ずつの実施を目指す 
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18 子ども会育成会加入の割合 90.2% 92.0% 
生涯学習課（平成21年度実績） 

現状の2％増を目指す 

19 人材バンクの利用件数 ─ 192件 
生涯学習課（平成21年度実績） 

月4件を目指し、4年間の累計 

20 全スポーツ施設の利用者数 178,000人 200,000人 
スポーツ振興室（平成21年度実績） 

現状の10％増を目指す 

21 
ふるさと文化伝承館・産業展示館

研修室・如心庵利用者数 
21,668人 22,100人 

生涯学習課（平成21年度実績） 

2％増を目指す 

22 資料展示館 思源閣観覧者数 2,559人 2,700人 
生涯学習課（平成21年度実績） 

5％増を目指す 

23 図書貸出冊数 65,000冊 68,300冊 
生涯学習課（平成22年度見込み） 

5％増を目指す 

 

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─ 

指標 

番号 
指  標 現状値 

4年後の目標値

（平成26年度） 

現状値データ 

目標水準設定理由 

24 

健康づくり教室等への参加者数 

 まちづくり出前講座、健康相談

（健診事後相談を除く）、仙台大

学との連携による健康教室、食事

相談、糖尿病予防教室の参加者数 

920人 1,020人 

健康推進課（平成21年度実績） 

現状の10％増を目指す。参加者数の

増は、健康づくりに関する啓発の機

会増となり、住民の健康づくりに対

する意識の高揚につながる。 

25 

各種がん検診受診率  

50% 

健康推進課（平成21年度実績） 

 胃がん 29.3% 

 大腸がん 37.0% 国のがん対策推進基本計画に基づく

受診率50％以上を目指す  子宮がん 38.2% 

26 特定健康診査受診率 46.3% 65% 

健康推進課（平成20年度実績） 

特定健康診査等実施計画に基づく受

診率65％を目標とする 

27 
災害時要援護者支援に係る福祉

避難所の協定締結数 
─ 10施設 

福祉課（平成21年度実績） 

障害者等を受入可能と見込まれる施設 

28 
ふれあいネットワーク互助事業

の協力会員登録者数 
40人 80人 

社会福祉協議会（平成21年度実績） 

ふれあいネットワーク互助事業協力

会員養成講座受講生のうち新規登録

見込値 

29 介護ボランティア登録者数 － 190人 
福祉課（平成21年度実績） 

高齢者人口の2％を目指す 

30 地域包括支援センター数 1か所 2か所 
福祉課（平成21年度実績） 

現状の100％増を目指す 

31 

身近な集会所等での介護予防事

業の推進開催数（元気はつらつお

達者day事業） 

196回 320回 

いこいの日（平成21年度実績） 

毎年10％増を目指す 

32 
（仮称）第2柴田町自立支援通所

「春風」整備 
1か所 2か所 

福祉課（平成21年度実績） 

1施設の新設を目指す 

33 小規模多機能型居宅介護施設数 － 1か所 
福祉課（平成21年度実績） 

1施設の新設を目指す 

34 障害者相談支援体制数 1か所 2か所 

第2次障害福祉計画策定時における

目標値（平成21年3月） 

第2次障害福祉計画策定時の目標値

に1か所増としたもの 
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35 
福祉施設から地域へ移行した障

害者数 
4人 5人 

第2次障害福祉計画策定時における

目標値（平成21年3月） 

第2次障害福祉計画策定時以降の移

行人数も考慮し、目標に1人増とした

もの 

36 

地域生活支援センター「しらさ

ぎ」及び「もみのき」での1日当

たりの平均活動者数 

20人 35人 

福祉課（平成21年度実績） 

しらさぎ定員20人、もみのき定員15

人を目指す 

37 
福祉的就労から一般就労への移

行者数 
1人 5人 

福祉課（平成21年度実績） 

第2次障害福祉計画策定時の目標値

を引き続き継続するもの 

38 保育所の定員 420人 440人 
子ども家庭課（平成22年4月1日現在） 

待機児童解消のため 

39 学童型児童館の利用者数 4,223人 4,650人 
子ども家庭課（平成21年度実績） 

現状の10％増を目指す 

40 放課後児童クラブ登録者数 199人 220人 
子ども家庭課（平成22年4月1日現在） 

現状の10％増を目指す 

41 自主防災組織防災指導員数 40人 84人 
総務課（平成21年度実績） 

各地区2人指導員養成を目指す 

42 消防団員数 316人 330人 
総務課（平成22年4月1日） 

充足率94％を目指す 

43 火災警報器の普及率 76% 100% 
柴田消防署（平成21年度実績） 

消防法に基づく設置義務 

44 消火栓設置数 446基 458基 
総務課（平成22年4月1日） 

毎年3基増を目指す 

45 
鷺沼排水区公共下水道雨水整備

率 
─ 10% 

上下水道課（平成21年度実績） 

進捗率10％を目指す 

46 
町道松ケ越４号線道路改良工事

の整備延長  （総延長250ｍ） 
─ 250ｍ 

都市建設課 

Ｈ26までに実施を目指す 

47 側溝改修工事の整備延長 ─ 1,000ｍ 
都市建設課（平成23年度から） 

年250mの4か年分 

48 交通事故発生件数 176件 150件 
大河原警察署（平成21年実績） 

過去10年間の最小発生件数を目指す 

49 刑法犯罪認知件数 462件 410件 
大河原警察署（平成21年実績） 

現状の10％減尐を目指す 

50 小中学校の耐震化率 81.8% 100% 
都市建設課（平成22年4月1日現在） 

33棟のうち6棟耐震不足 

51 二本杉町営住宅建設戸数 59戸 168戸 
都市建設課（平成22年4月1日現在） 

整備計画 

 

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─ 

指標 

番号 
指  標 現状値 

4年後の目標値

（平成26年度） 

現状値データ 

目標水準設定理由 

52 スロープカーの利用者数 20,221人 22,300人 
商工観光課（平成20年度実績） 

現状より10％増加を目指す 

53 エコファーマー＊取組農家数 44人 44人 
県登録者数（平成21年度実績） 

現状維持 

54 直播栽培の面積 540a 1,080a 
農政課（平成21年度実績） 

現状の100％増を目指す 
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55 認定農業者の人数 41人 41人 
農政課（平成21年度実績） 

現状維持 

56 花き・鉢花の出荷額 2億4千万円 2億6千万円 
ＪＡみやぎ仙南（平成21年度実績） 

現状の10％増を目指す 

57 遊休農地（水田）の面積 170ha 130ha 
農政課（平成21年度実績） 

毎年10ha解消を目指す 

58 起業家支援数 1 2 
商工観光課（平成21年度実績） 

現状から1件増加を目指す 

59 誘致企業数 51 52 

商工観光課（平成21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） 

1企業増加を目指す 

60 製造業に係る従業者数 5,262人 5,370人 
統計しばた（平成20年数値） 

現状より2％増加を目指す 

61 認定職業訓練派遣者数 115人 130人 

市町村別訓練生派遣状況（平成21年

度実績） 

現状から10％増加を目指す 

62 シルバー人材センター会員数 315人 350人 

シルバー人材センター（平成21年度

実績） 

現状より10％増加を目指す 

63 
コミュニティビジネス＊研修会の

開催数 
─ 2回 

まちづくり政策課（平成21年度実績） 

年2回の研修会開催を目指す 

 

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─ 

指標 

番号 
指  標 現状値 

4年後の目標値

（平成26年度） 

現状値データ 

目標水準設定理由 

64 
まちづくり推進センターでの支

援団体数 
─ 20 

まちづくり政策課 

地域自治組織のおおむね半数を目指

す 

65 地域計画策定団体数 ─ 42団体 
平成22年度策定団体数 

全行政区の策定を目指す 

66 審議会等委員への女性登用率 21.4% 30.0% 
まちづくり政策課（平成22年4月1日） 

男女共同参画プランの目標値 

67 
紙芝居などの人権教室を開催し

た町内の学校数 
1 4 

町民環境課（平成21年度実績） 

現状から1年に1か所増やす 

68 
町職員数（第5次定員適正化計画） 

（教育長を除く） 
296人 286人 

総務課（平成22年4月1日） 

組織機能の充実と人材育成により10

人削減を目指す 

69 地方債残高比率 158.1% 140.0% 
財政課（平成21年度決算） 

一般財源の確保 

70 将来負担比率 83.4% 75.0% 
財政課（平成21年度決算） 

将来負担の軽減、安定化 

71 
町のホームページアクセス件数

（1か月） 
12,783件 16,700件 

まちづくり政策課（平成21年度実績） 

現状の30％増を目指す 
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10 用語解説 

                                      （50音順） 

用 語 解 説 

  

ＩＣＴ（アイシーティー） Information and Communication Technology の略語で、情報・通信

に関する技術の総称。ＩＴに加えて、それを使ったコミュニケーショ

ンを強調し、ネットワーク通信による情報・知識の共有を念頭に置い

た表現。 

エコ・ツーリズム 環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地域

社会の発展への貢献を考慮したツーリズム（旅行、レクリエーション）

のこと。 

エコファーマー 持続性の高い農業生産方式（土づくり、化学肥料、化学農薬の低減を

一体的に行う生産方式）を導入する計画を立て、都道府県知事の認定

を受けた農業者。 

ＮＰＯ（エヌピーオー） 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。 

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。 

オープンガーデン 丹精込めた個人の庭を一定期間、開放し、訪れた人と季節の花木を通

し、楽しみながら交流を深める活動。 

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。 

コーホート法 特定期間に出生した人口を同時に出生した集団とみなして「コーホー

ト」といい、コーホートを用いて、将来の人口予測を計算する方法。 

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。 

コンパクトシティ 土地利用の郊外への無秩序な拡大を抑制すると同時に、地域の資源を

利活用しながら、歩いて移動できるところに生活に必要な機能を集約

した効率的で持続可能な都市又はそれを目指した都市政策。 

コンビニ受診 一般的に外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受

診する緊急性のない軽症患者の行動。 

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。 

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。 

水洗化率 公共下水道に接続して水洗化した人口÷下水道を整備した区域内の

人口×100 

スモールビジネス 個人規模や尐数チームで展開され、自分たちの得意な技を生かし小回

りを利かせて行う仕事。 

３Ｒ（スリーアール） 廃棄物をできるだけ出さない社会をつくるための基本的な考え方。

Reduce（ごみを減らす）、Reuse（ごみを再使用する）、Recycle（ご

みを再生利用する）の頭文字をとった用語。 
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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。 

町道富沢 16号線 主要地方道亘理村田線のコンビニエンスストア付近から分岐し、富沢

幹線に至る区間の道路。 

デマンドタクシー 自宅や指定場所から目的地まで、乗合タクシー方式で送迎する運行形

態。 

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。 

二次救急医療 入院治療を必要とする重症患者に対応。 

パブリック・コメント 町が計画や条例などを策定する際、案の段階で住民に公表し、その案

に対する意見・要望などを募集し、それらを最終案に反映させていく

とともに、町の考え方も公表していく一連の手続。 

バリアフリー 高齢者や障害者などが社会生活をしていく上で障害（バリア）となる

ものを除去（フリー）すること。ハード面の整備とともに、社会制度

や精神面などにおいても障壁、差別を取り払うこと。 

ＰＤＣＡサイクル（ピー

ディーシーエーサイクル） 

 

計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づいて

改善（Action）を行うという工程を継続的に繰り返す仕組み（考え方）

のこと。 

ファミリー・サポート・

センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員

として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と援助を行

うことを希望する方との相互援助活動に関する連絡、調整を行うも

の。 

有収率 料金徴収の対象となった水量÷配水地から送られた水の量×100 

ライフステージ 人間の一生を幼年期、尐年期、壮年期などに段階区分したもの。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち 

第５次柴田町総合計画 
基本構想・前期基本計画 

発行日 平成 23 年４月 
発 行 宮城県柴田町 

    〒989-1692 

    宮城県柴田郡柴田町船岡中央 2 丁目 3 番 45 号 

    TEL：0224-54-2111 FAX：0224-55-4172 

    E-mail：plan＠town.shibata.miyagi.jp 

編 集 柴田町まちづくり政策課 

 




