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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 
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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。 
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