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第２回柴田町総合戦略推進委員会会議録 

 

                      日時：平成 29年 3月 10日（金） 

                         午後 3時 00分～午後 5時 00分 

                      場所：船迫生涯学習センター ホール 

― 午後３時 00分  開  会 ― 

 

■第 2回柴田町総合戦略推進委員会 

１ 開 会 

（里村主任主査）  

 皆様、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。最初

に会社の異動で委員の入れ替えがありましたのでご紹介させていただきます。始めに株式会社

七十七銀行船岡支店長鈴木隆様です。続きまして昭和電線ケーブル株式会社仙台事業所工藤恭

【出席委員】（9人） 

大宮 弘人、加茂 大祐、加茂 富枝、菅野恵子、柴崎裕子、晋山 孝善、鈴木 隆 

工藤 恭久、高成田 享 

【欠席委員】（3人） 

遠藤 晴樹、鈴木 利夫、平井 正憲 

【町出席者】 

町長 滝口  茂（途中退席） 

【事務局職員出席者】 

まちづくり政策課：課長 鈴木 仁、企画班長 佐藤 正人 

         地方創生対策室：室長 平間忠一、主任主査 里村聖一 

【日程】 

○第 2回柴田町総合戦略推進委員会 

 １ 開会 

 ２ 町長あいさつ 

 ３ 議題 

(1) 平成２８年度柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略計画の達成状況調査について 

(2) 平成２８年度地方創生推進交付金交付事業概要について 

  ①地方創生推進交付金（平成２８年度～３０年度） 

   ・『花のまち柴田』にぎわい創出ステップアップ事業 

   ・小さな拠点の連携を核とした元気なまち創造プロジェクト 

  ②地方創生拠点整備交付金（平成２８年度～３２年度） 

   ・『花のまち柴田』集客力向上による稼ぐ力強化事業 

(3) 平成２９年度地方創生事業費について 

  (4)  まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改定版）（平成 28年度 12月 22日策定）に

ついて 

  (5) 質疑応答 

 ５ その他 

 ６ 閉会 
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久様です。それから遠藤晴樹委員、鈴木利夫委員につきましては、事前に欠席のご連絡がござ

いました。加茂富枝委員につきましては、若干遅れるとのご連絡がございました。 

 それでは、第２回柴田町総合戦略推進委員会を開催いたします、私は、まちづくり政策課里

村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日お配りした資料は、資料１から資料６

となっておりますのでご確認ください。 

 それでは、委員会の次第により進めてまいりますが、先に町長から皆様にご挨拶を申し上げ

ます。 

２ 町長あいさつ 

（滝口町長） 

 皆さんこんにちは、第２回柴田町総合戦略推進委員会ということでございます。各自治体の

人口は将来減ってくるということでございますので、その減り方を少しでもいろんな政策で減

らさない方向で戦略を立てました。その戦略につきまして皆さんにご検証いただくとともに、

新たな角度からご意見をいただいて、戦略推進を進めているところでございます。目標は４つ

ございます。雇用創造関係それから交流移住、子育て世代応援、暮らしを支える基盤づくりが

挙げられていますが、すべての総合政策力によって行われてきたのではないかと思います。こ

のような政策実現のための一般財源は、本来であれば 100万円の政策ですと、100％の政策を打

つのに町長の自由になるお金は 44 万円 44％しかないということです。計画を立てても残念な

がら全部できないということです。あとの 46％は、国や県の意向に従わなければならないとい

うことになります。これまでで 90％ですが、あとの 10％は借金をしないとだめということです。

今 113億円の予算を組んでおりますが、100と見ても 44％ですねこれがすべて町長の自由にな

るのであればいろんな政策が打てるんでありますけれども、そうではないということをご理解

いただきたい。その中で国の方も地方創生交付金という地方自治体の応援する制度を掲げてお

ります。地方創生先行型、上積み型、加速化とすべて 100％国のお金で活用させていただいて

やっているのは柴田町であるということです。今日お話をする地方創生推進交付金、宮城県に

は 35自治体があるのですが、挑戦したのは 7市 5町 12団体しかなかったということです。い

ろいろ政策提案をしたと思うのですが、国の求めていることとは合わないということで残念な

がら 12自治体しかなかったということです。もう一つ拠点整備交付金という交付金がございま

して、ハードを中心とした政策で 10市 10町が手を挙げました。最終的に 3市 3町しか入らな

かったということです。柴田町はおかげさまですべてチャレンジさせていただいて、これまで

総額 3億円国の事業を活用することができました。こういうお金がないと一般財源でやれとい

うのはなかなかできないのが実情でございます。この地方創生交付金のおかげで柴田町はよ

かったことを若干挙げてみますと、専門的な人材と結びつくことが職員の間で出てきたという

ことがございます。これまでなかった国や県の人材のほかにも民間の企業の方々、個人の方々、

今から DMOを立ち上げようとするそういう専門的な人材と柴田町の職員が結びつき始めたと、

これが大きな要素になっているという動きが出てきたことが一つ目でございます。二つ目は、

町民がこの地方創生交付金を活用して一緒に地域を盛り上げようということです。一つは歴史

観光ガイドという柴田町の歴史を勉強しながら、柴田町に来た方々に説明してあげるという団
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体が自分たちの力で設立されました。里山の方には里山案内人の会ができています。船岡のま

ちは花のまち柴田ということで花回廊がテーマで、槻木はフットパスというテーマで二つの事

業を動かしているのです。里山案内人が案内をしていくという団体が出来ていたというのは大

きな要素だと思います。それから通訳ボランティア、今まで英会話の勉強をするのだけれども

実際に実践経験がないという方々が、船岡城址公園で片言の外国語で柴田町の桜について説明

するという意欲が出てきたということです。それが発展して教育委員会では、中学２年生の英

語で実践をさせようと「さくらプロジェクト」という名前で簡単な説明を作って柴田町の桜に

ついて、来た外国人に説明できるような体制づくりを、学校全体で柴田町の桜について英語で

簡単にしゃべれるようにするプロジェクトが発展系としてございます。一番うれしかったのは、

これを推進するまちづくり会社、今日社長さんがいらっしゃっている「しばたの未来株式会社」

ですが、20人で自分たちのお金を出資して出来たということでございますので一番大きなこと

ではないかと思います。地方創生のほかにも、東北観光復興対策交付金という別な交付金があ

るのですけれども、80％は国のお金で 20％は自分のお金なのです。20％はあと地方交付税で

戻ってくるのですけれども、その条件は大河原町と柴田町が連携する。一自治体単独ではだめ

ですよ、ほかの自治体と連携しなければだめですよというのが条件です。ですから柴田町だけ

で考えてきたものがほかの自治体との連携で、まずは大河原町と連携ということでお金を使わ

せていただく。その発展系として今日は振興事務所の柴崎さんが来ていますが、仙南４市 9町

で宮城インバウンド DMO推進協議会が立ち上がり民間の DMOと協定を結ぼうと、今まで柴田の

行政が広域連携という流れとインバウンドという外国の関係もうちの職員も対応しなければい

けないという時代が来ています。その一つが仙台大学と白石市、柴田町でベラルーシ共和国の

新体操の２０２０東京オリパラ事前合宿所になりつつあります。４月には、ベラルーシから関

係者が来日して、協定を結ぶ予定で進められています。このように、今まで柴田町は柴田町の

発展ということを考えていたのですが、広域連携その先の世界的なところまで役所が、対応し

ていくようになったということが、地方創生の生きたお金ではなかったかと今思っているとこ

ろです。今日の委員会は、地方創生の予算のついたところを除いた進捗状況のご意見をいただ

きたいということでございます。通常の政策をやらなければならないことと、交付金を活用し

た事業をやらなければならないことがございます。すべては、柴田町が元気で一人一人、柴田

町を規範的なようになる町が私は、元気な町になるのではないかと思って政策を作っていきた

いと思います。今日はいろいろな方々がお集まりでございますので、事業等の中身を聞いてい

ただいて足らないことがありましたら、ご意見を賜ればと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（里村主任主査） 

 町長ですが、公務のためここで退席をさせていただきますのでご了解をいただきたいと思い

ます。 

 続きまして、次第３の議題になります。まずは、進め方なのですが、委員会要綱第６条の規

定によりまして、委員長が委員会の議長となりますので、高成田委員長よろしくお願いいたし

ます。なお、会議において発言する際は、会議の記録上、必ずマイクを使用し、お名前を言っ
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てからお願いいたします。それでは、高成田委員長お願いいたします。 

３ 議題 

（１） 平成２８年度柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略計画の達成状況調査について 

                                 資料１ 

（高成田委員長） 

 高成田です。それでは、議題に沿って進めていきます。それでは始めに（１）の議題の説明

をお願いします。 

（平間室長） 

 地方創生対策室の平間が資料を使いまして報告をいたします。お手元の資料１をご覧いただ

きたいと思います。今回は、町の一般財源で実施した事業分をここに書かせていただきました。

１ページをご覧下さい。調査対象事業ということで国からすでに交付を受けている事業につい

ては、今回は対象除外にしています。すでに昨年ご報告した交付金事業は、その内容で事業が

進んでおりますので、それ以外の事業について進捗状況の報告を今回させていただきます。今、

地方創生の戦略で進めている事業は１２事業が別枠で動いています。それ以外の事業というこ

とでご理解いただきたいと思います。達成度です。５段階評価で今回させていただきました。

本来であれば、KPI も含めて達成指数が一つ一つの事業の中で網羅されているのですが、ご承

知のように柴田町の総合戦略においては、すべての事業に対して KPIを設定してるということ

ではありません。そこで、今回は、地方創生の中でも一般財源でやっている部分についての事

業というところがあり、評価ということを予算ベースでどれくらい進んだかということで５段

階評価をさせていただいておりました。特に記入項目の羅列も大変ですので、簡潔に記入をし

てほしいということで、各課に依頼をしております。２ページをご覧下さい。対象事業という

ことで７０事業になりました。これについては、４つの戦略プロジェクトを皮切りに町として

実施している事業について、どの評価に当たるかというところをさせていただきました。目標

達成ということで、７０事業のうち１４事業が達成しているところの１，２の達成指数約６割

が合格ラインなのかというところです。３、４、５の達成度指数においては、５割程度、３割

程度ほとんど取り組めていない。今回４割程度は当初の目的からまだ努力する必要があるとい

う見方になるということでございます。一つ一つの説明は省略しますが、戦略１雇用創造プロ

ジェクトについては、特に３、４、５の指数が目に付くところがあると思います。交流移住に

ついても思うような５段階評価で最低の評価になっています。今後、平成２９年、３０年に向

けてこれらを再生していかなければならないというところで、各課の評価もいただいておりま

したので説明をさせていただきます。７０事業をピックアップした中で説明をさせていただき

ます。花き振興です。柴田町は菊の町ポットマムということで、新しい菊の導入に向けて関係

機関と連携しながら、お金を補助し実施をしているということ。菊の品種、新しい品種開発を

今後していきたいこととして、今すでにポットマムという形で出したものに新たな品種も取り

入れたいというところで花きの振興事業を平成２８年度はやったというところで、事業計画ど

おり進められておりますが、しかし課題にもありますように担い手の確保が難しい評価が出て

います。それから ICTを活用した販路拡大事業とあります。商工観光課と農政課平均値を下回っ
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ています。ふるさと納税をするにしても、こういうものが必要だと反省が商工観光課から出さ

れています。農政課では、農業者との話し合いの制度づくりが進んでいないということで、販

路拡大まで進められなかったということです。仕事づくりに対しては思うような成果は出てき

ていないということで、今回の雇用創造の中で目についた項目ということで、ご紹介をしたい

と思います。４ページをご覧ください。柴田町の地産地消で一番上にあります県の事業を使っ

た中で、柴田町の産直の皆さんと連携した中で夏野菜・冬野菜、９月、１２月に料理実習会を

実施したそうです。地産地消の製品開発は、目を引く事業かなと思っております。施策の３、

若者及び女性の雇用機会の拡大４ページの一番下です。新規就農者が柴田町は 2人ほどいまし

た。一人は野菜づくりです。もう一人は、野菜の苗出荷に従事する若者が、柴田町に仕事を作っ

たということです。ただし課題があります。生活できる収入の確保が難しいことです。お二人

に経済的にも自立させるためには、支援が必要なところです。それでは６ページをご覧くださ

い。交流・移住推進プロジェクトです。この中で特に７ページ、魅力ある観光地づくりのへの

取組みで、しばた千桜橋がフルオープンしました。それに伴い観光客が増えてきて、格段に船

岡城址公園と白石川の回遊性が図られました。今後交流するためにはどんな仕組みが必要なの

かということです。このような課題もハードはそろったけれども、ソフト的な課題はまだ残っ

ているなという指摘が、都市建設課からされています。また、白石川一目千本桜の項目の中で

白石川堤内地親水公園の整備ですが、千桜橋との連携を含みつつ、桜の小径等も作ってきたと

ころです。今後計画的に園路整備を、していかなくてはならない課題も出てきています。７ペー

ジの一番下になります。町のプロモーション活動です。これについては、ホームページとか物

産協のホームページとか多言語で城址公園、船岡駅にはかなりの観光案内版を設置して、情報

量の増加に努めてきました。それらの情報がほんとに使われるかどうか、使い方がいいかどう

か、まだ確認されておりません。今後の活動としてその辺の把握が必要になってくるのかなと

いうことが読み取れます。８ページをご覧ください。上から２番目です。タウンセールスです。

柴田町の情報発信ということで、タウンセールス、観光プロモーション活動です。主に、情報

媒体としてのインターネットと町で委託しています情報会社による事業を取り組んだことに

よって、柴田町の露出がかなり向上しました。今後の課題ですが、さきほど町長の挨拶の中で

ありましたように、柴田町独自のタウンセールスとか観光プロモーションが提示されました。

今度は、４市９町からなる宮城インバウンド DMO推進協議会とどのような形で連携して町の情

報をどのように多く発信できるか、今後の課題として出てきます。今までは町独自で行ってき

た情報の発信を、今後は広域化の中で進めていく改善案も商工観光課から、まちづくり政策課

からも提案がされています。それから SNS研修の開催です。いろいろな情報が携帯電話から発

信されるようになりました。あえて町民の皆様に勉強会とか研修会を開く必要もないのではな

いか、自由に使われている現状の中で計画の中では平成２９年度からは中止をしたいという形

で報告があがってきています。子育て世代応援プロジェクトをご覧ください。９ページです。

家庭的保育事業をご覧ください。この事業を実施するにあたってアンケート調査を子ども家庭

課で前年に実施しました。そこでこれだけの対応を準備すれば大丈夫だろうと計画を立てて実

施させていただきました。しかし見込みの３８人を多く上回ってきているということで、新た



- 6 - 
 

な待機児童が発生しているという課題も出てきているということです。当初は、３８人の枠の

中でよかったのですが、状況の変化というか、女性の社会進出の影響によって新たな待機児童

が現在発生してきているということであります。それから、その下のフアミリーサポートセン

ターについても、成果は上がらなかったということです。援助を受けたい人の登録もその情報

とサービスをうまくマッチングできる体制になっていなかった。指数的には５段階の４という

数値です。それから１０ページをご覧ください。公共施設の禁煙化です。健康づくりとスポー

ツの振興の施策で、柴田町が取り組むのは、公共施設の禁煙化ということです。役所内、出先

も含めてすべて禁煙になるということで、達成を早めたということで１の評価になり、目標達

成ということになります。７年前から PRをしたり特集を組んだり、禁煙ポスターを作ったりと

今年の４月１日実施に向けて準備を進めてきていました。それでは１２ページをご覧ください。

船岡は城址公園、槻木はフットパスという形でフットパスコースをつくれる団体の育成を進め

て実施してきました。また、フットパスの情報発信ということで、新たに地域おこし協力隊の

協力を得ながら、大きな成果を挙げるようなことができたと思います。活用するために一般町

民のボランティアということで１８名の皆さんが、サポーターとして活躍する形でこの事業を

継続的に進めていく体制を今回、地方創生で取り組みさせていただき、評価的には１・２とい

うようなところになっています。それから１３ページです。仙台大学との連携、その上の各種

事業の推進ということで、新たに平成２８年度２つの事業が加わりました。仙台大学の協力で

全町民挙げてのフットパスウォークを、昨年１１月３日に開催させていただきました。今年は、

宮城県内の方たちを対象に、柴田町の仙台大学に来ていただいてフットパスを実施していきた

い。２年後には全国大会を、仙台大学を会場に展開をしていきたい。そのような形で大学との

連携事業をこれからも進めていきたい。それと１３ページのインターンシップ活動支援ですが、

地方創生のアンケートの中で、どこに就職したいかという分析をすると仙台大学の学生の皆さ

んほとんど地元に仕事を求めてはいませんでした。というか、仕事の場がありませんでした。

地元でどのような形の仕事につきたいかというインターンシップ活動の支援を、まちづくり政

策課で調整をしながらやりたいと大学に調整をかけているところです。なかなか学生支援課一

つだけでも調整が付けにくいということで平成２９年については、一人でも二人でも仙台大学

の学生が、柴田町の企業の体験をして新たな旅立ちをしていただきたいと考えています。それ

では最後になります。１４ページをご覧ください。その中で特に施策５の活動人口の増加です。

先ほど里山のガイドの会とか歴史ボランティアとか色々な形で活動人口の紹介は町長が行いま

した。私の方はフットパスの紹介もさせていただきました。柴田町の資源をフルに生かした中

で、皆さんが活動をしていると、この評価は７割以上目標を達成しており、文化歴史、しばた

の百選、まちづくり団体への支援の形で活動人口が柴田町としては、おおむね高成績で進んで

いると各課の方から政策の報告がありました。とりあえず急いでご報告させていただきました。

これについての意見交換をさせていただきます。よろしくお願いします。 

（高成田委員長） 

 ありがとうございました。本委員会の目的は総合戦略を作成すること、そしてフォローアッ

プするということで、現段階は、フォローアップということです。したがって、町が総合戦略
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に基づいてこういう事業をやりましたということをこの委員会としてしっかり検証していきた

い、ということで皆さんの質問ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 全体を通して印象ですが、IT（情報技術）を使うという部分は、全般を通して進捗が悪いよ

うです。各担当課ではなく、町全体としての ITへの取り組みが遅れているのではないかと思う

のですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

（鈴木課長） 

 町全体としましては、SNS 発信等につきまして、職員の研修会ということで勉強会を実施し

ています。実際にホームページは、これまでに比べてスキルがアップしてきたなと感じていま

す。これまで町の情報を遅れて載せているということがありました。最近は、町の広報誌とか

お知らせ版は逐一掲載をしていまして、最新のものがアップされていると見ています。また、

町の観光物産協会の方ともリンクしていまして、多言語化など海外に発信するようなものも出

来ています。先ほど平間室長が言いましたフットパスですとか、ふるさと納税ですとか、そう

いったものもリンクしており、少しずつではありますけれども向上していると思っています。 

（高成田委員長） 

 晋山委員いかがでしょうか。 

（晋山委員） 

 晋山です。先ほど町の方から説明があったように、取り組みはされているのかなと思ってま

す。ただ、情報発信ということで考えていくと一番最近言われているのは、旅行者は Wi-Fiに

よる情報発信というのが主体になります。 

その設置箇所が少し不足かなと思います。一番の売りである一目千本桜、土手沿いについては、

河川敷ということもあってやりにくいのですけれども、全国の景勝地には電気がなかったりし

て、地域にとって一番の観光資源なのですが、そこでどうやって Wi-Fiを提供するかというこ

とまのです。最近技術が進んでいるので今は技術的に出来るようになっている。それに積極的

に取り組まれることが、柴田町にとって来ていただいた方々にきれいな景色をそのままリアル

タイムでアップロードしてくれることが、重要だと思います。離れて、後からアップロードす

るよりは、今リアルタイムで送れるということが大きいことだと思います。今やろうとしてい

ることをすぐ出来ることが大きい要素になります。宮城県でもフリーWi-Fi を実施されていま

すが、どうしても NTTさんにお願いする形になるのです。実は、そういう形ですと KDDIとかソ

フトバンク系の方々は入れない。サービス提供しようと思っても NTTではないので、もう少し

オープン化が必要だなと思います。特定の業者さんでないと Wi-Fi提供はできないことは、利

用者側と提供側からすると不便なことがあるので、ぜひ柴田町はキャリアフリーな形での

Wi-Fi提供に取り組んでいただくとよいかなと個人的には思っています。 

（平間室長） 

 実は、千桜橋の所に Wi-Fiを平成２９年度設置するという情報は得ておりました。ぜひキャ

リアフリーを提案するような形で商工観光課に伝えたいと思います。 

（高成田委員長） 

 土手の Wi-Fiというのは技術的に難しいのでしょうか。 
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（晋山委員） 

 実は大河原町がすでに河川敷の Wi-Fi提供を始めています。数年ではなくて、その時だけ光

の回線の契約を２ヶ月ぐらいやって、あと休止して花見の時期だけ Wi-Fiの提供は去年から始

めています。従来電気の線もなかったところにソーラーでアンテナを稼動させて、電気のない

ところにも Wi-Fiを提供しているところも出始めています。ある北海道の港では、大型客船が

着岸したところで Wi-Fi提供するということを実際にやっています。あとスキー場とかにも全

面はなかなか難しいのですけれど、線を張らないでソーラー電源を Wi-Fiのアンテナに設置を

することで、無線のエリアを広げているというそういう技術があるので、河川敷をつなげるこ

とは可能なことであると思います。 

（高成田委員長） 

 一般の人が発信することもありますが、町の方から Wi-Fiに入ることによって、こういうお

店もありますよ。とか情報発信もできるわけですね。 

（晋山委員） 

 他の自治体でもそうですけれど Wi-Fiを提供しているにもかかわらず Wi-Fiを提供されてい

るかどうかがわからないケースが結構あります。仙台市でも公的な建物の中にも実際やってい

るのですけれど、受付で聞くと情報を出してくれる。Wi-Fi 提供している建物で「ある」かど

うか聞くことそれは非常にもったいない、そのサインを出し、そこに URLをいれることで、情

報を取ってもらうことができると思うのです。せっかく設置したのだから、情報提供をしてる

んですよというサインを出すということは、重要なことだなと思います。 

（高成田委員長） 

 ホテルの中では Wi-Fiに入ったらホテルのホームページを表示して、そこから案内をしてく

れるので、柴田町もぜひいろんな案内もしていただければと思います。今情報の話がありまし

たが、ぜひ皆さんからほかの話題についても提供していただければと思います。 

（加茂富枝委員） 

 しばたの未来株式会社ができたということを新聞に出てわかったのですけど、すごく興味が

あって内容的にはどんなことをなさる会社なのか教えていただきたいと思います。 

（晋山委員） 

 いろんなところのまちづくり会社を調査したり、まちづくり会社を設立された方にお会いし

てお話を聞いたりして、一番問題になっていると思ったのは、ほとんど公的な団体で、商工会

とか物産協会のような団体はあるのですけれど、基本的に新たな事業をするときに新たな予算

をつくらなければいけないのですが、そういう団体の方は自分で予算を作れない。今回株式会

社にしたのは、自ら事業ができる予算を作るために会社として、収入を上げていくことを目的

として、法人化しようと出資者の方とお話をしました。検討した中で、まずは４月のお花見の

ときに柴田町の一番問題になっているのは、町長がいつも言っているのですけれども、人がく

るのにお金を落とすしくみがない。食べるところがない。食べるものがない。この会社でそこ

を受けようと町とお話をして、今回千桜橋の下で町のブースが出るのですけれど今後出来れば
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会社で一括して運営をしたい。会社でやる以上はただ場を提供するのではなくて、自らが飲食

を提供するということで、できるだけ地場の食材を使い、露店では出せないような食材を提供

できないかとか。そういうことでにぎわいを出していく、そういうことをしたい。それ以外に

も、こんなことがあったらいいよね、こんなことやりたいねということが、今までは、町にお

願いして予算化してもらえないと自らすることはなかなか出来なかった。せっかくやっても予

算が無くなると事業まで途絶えてしまったり、縮小されるケースがあったので、そこも含めて

自主財源がほしいということで、それに伴う賑わいづくりをする事業を全て収益事業として考

えていく。お金を回していこうと。基本的にはボランティアに頼らない、対価を出すことによっ

て意欲を引き出していく。今一生懸命うまくいくかどうか平成２９年度、３０年度交付金があ

る間にいろんな実験とかトライを重ねながら、平成３１年度の自立に向けてやっていこうと考

えています。ほとんどの出資者の方が、個人の方もいらっしゃいますけれども、経営者の方が

多いので、知恵を出していただいています。今まで他のところにない取り組みなので、そのや

り方を他の地域でも真似できないかということを言われていまして、何とか皆さんの協力を得

られればと思っています。まずは、収益を上げること、２年間で収益を上げる仕組みを確立す

ることのために活動を展開しているところです。 

（加茂富枝委員） 

 ありがとうございました。勉強したいことがたくさんあるので、会社に今度おじゃまをして

みます。 

（晋山委員） 

 皆さんが集まれる場所になれたらいろんな考えの方集まってきて、自分のアイデアを云える

場になればと思っています。その中で事業化して行くものを探していこうと思ってます。町の

賑わいをつくることを今のところ今年度中にスタートするぐらいはやっていこうと。一つは市

民寄席を定期開催しようということとほろよいツアーですね、飲食店周りとかですね。本年中

に実施する予定で計画を練っています。 

（高成田委員長） 

 外からの移住のところでいろんなプログラムが出ていますが、たとえば空き家情報で柴田町

も１４０軒ぐらいあるのには驚いたのですけれども、その空き家は使えるのかどうか、どうやっ

て活用するかが問題だと思うのですけれども、そのあたりはどうなっているのか。それから、

希望者がないということですけれども基本的には、地方に行きたいといっている方は、主に首

都圏とか大きな大都市圏、そういうところと連携するということが、一般的やり方だと思いま

すけれども、外にいる方に移住についての働きかけをどんなことを考えておられるのかという

２点を伺います。 

（鈴木課長） 

 外にいる方にということですけれども、東京に宮城県の移住サポートセンターがあります。

そちらの方に柴田町からお願いをしまして、町の PRを行っています。４０数名だったと思いま

すが、宮城県に移住したいと要望があったというデータを聞いてまいりました。柴田町はお一

人の方が柴田町に興味をもっているという話をいただきました。実際に転入されたかどうかは
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わかりません。９割ぐらいの方は仙台市を希望しているということで、都会から都会に来るの

かなと思ったのです。仙台市を希望する方が９割いると県でのお話でした。それから町としま

しては、東京ビックサイトで年１回開催される地域おこしフエアというのをやっていて、１日

８，０００人ぐらい来るそうですけれども、全国の自治体を見たい方、あるいは、移住したい

方が来るイベントですが、柴田町も手を上げましたところ、ブースの枠の関係で、柴田町は落

選いたしまして、新年度でも手を上げたいという事で予算は付けていただきました。あとは全

国移住ナビ、総務省が、そちらにもいろんな情報を掲載しています。単なる観光だけでなく、

子どもの施策とか載せています。平成２９年度から子ども医療費中学３年生まで、所得制限を

撤廃しまして、４月１日からは、全部の子どもさんにしておりました。後は、不妊治療は国、

県からお金はいただきますが、町も新年度から実施しますので、そちらも PRしていきます。 

（平間室長） 

 補足です。６ページにもありますように町民環境課では毎年空き家の実態調査、外から外見

で空き家か活用されているかこういう調査を、毎年実施しております。その中身が町として把

握はされていない。つまり優良物件として提供できるのか。これは、空き家になっているけれ

ど物置として活用されているのか。今後こういう形で売り出しをしたいのか。意向調査がされ

ていない。こちらの課題にもありますけど、まず棟数は把握したけれど、内容的にどのような

形で活用していいのか、町としてまだできていない。棟数的にはかなりあるのですけれども、

優良物件として活用できるかまだ確認はされていない。また、不動産業者には、優良物件とし

て売る情報しかいっていない。今後マッチングも空き家対策としては必要だろうと思っており

ます。ただ、役所が専門的な知識もない中で介在しても、いろんなトラブルの原因になるので

はないかということで町としては、不動産業者と一緒にその解決を模索していかなければなら

ないと思っています。実は、西船迫の２９C の行政区の高齢者の方から自分たちは子育ても終

わっているし、若い世代にここの場所を提供したいと、自分たちは町の中心に移住したりすれ

ば、ここは、子育てには交通の便もいいし、そのような仕組みづくりができないかという相談

も町民の中から出てきています。こんな形で行政と地域が一体となって解決すべき問題なのだ

ろうなと思っています。ただ、一人一人の思い入れがあるので、なかなか行政権だけでは介在

は出来ない難しさもあると感じています。 

（高成田委員長） 

 行政として移住政策を進めていくのであれば、行政の方たちが積極的に空き家を紹介するだ

けでなく、移住者を地域のコミュニティーの中に入れるような紹介や相談が必要だと思う。空

き家バンクプラス地域交流アドバイザー、そこまで進めていく覚悟がないと、移住者は来てく

れないのではないかというところもお考えいただけたらと思います。 

（晋山委員） 

 白石市の方でお一人移住された方がいるということです。その方はなぜ移住してきたかとい

うと「東北ずん子」というキャラクターが、フリーで、東北の被災地であれば自由にそのキャ

ラクターを使っても良いのです。東京の会社が著作権持たれているのですけれど、それを使っ

て白石市が「東北ずん子」を使ったスタンプラリーとかやっています。それで他県から来られ
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た方が、そのまま移住してしまったという事例が実際にあるのです。それを白石の方から聞き

ました。何かおもしろいことをやっていると、それを目当てに来られる方がいるのですね。観

光以外でも取り組みというかそういうものがあると実際移住された方は、来た経験があると、

ここ住めるかなと思ったら住めるような、いきなり来るのは難しいので、よく体験ツアー、実

際に住んで見てそこで安心して住めるという移住体験ツアーを何とか実施できるようになると

おもしろいかなと思うし、それだけではなくて、白石市のようなスタンプラリーを企画してそ

ういう時に一泊、二泊してもらい、移住のためにその方にいろんな情報を提供してあげると、

何かの時に住んでみようかなと思うのではないかと思います。また、前からやってほしかった

ことは、気象庁の観測点として柴田町は入っていないのですね。住んで３０年になりますけど、

宮城県内で最も住みやすい地域だと思うのですけど、角田市とか白石市とかの平均気温とか仙

台と同じ気象情報になったりとか、客観的に仙台より雪は少ないし温暖です。白石よりも暑く

はならないし、気候的な情報を出していくと最高気温が３０度を超えにくいとか、体感的に住

んでる人はわかっていますが、公表される情報が白石の気温だったりするので、柴田町の気温

は出されていないので比べようがないというか客観的に言えないので、気候的な情報は重要だ

なと思っています。是非、観測点を設置してもらえないのかなと思っています。 

（平間室長） 

 特に委員長さんから言われた空き家バンクと地域コーディネーター、これは行政も必要なの

だろうと、実は、６ページの移住定住の中に移住者定住セミナー事業ということを今後つくっ

ていきたい。体験とか晋山委員言われたように移住体験ツアーとかそういう機会をつくれない

かということで、平成２８年度は、町歩きのコースづくりをしていますが、平成２９年からは

町外から人を呼び込んだ中で町歩きをやりますので、その時柴田町の特性を伝えていけばいい

のかなと、そのような機会の移住者セミナーという切り口でをフットパスという事業と里山ハ

イキング、歴史観光の中で導入できればいいという考え方では思っていました。ただ実際的に

は地域コーディネーター空き家バンクというとなかなか行政だけではできないところがありま

すので、専門的な企画の連携で、ワンストップということで作っていきたいなということは思っ

ています。 

（大宮委員） 

 先ほど事務局から子どもの話があったので、感じていることを述べさせていただきます。子

育て世代を応援のところで全体的なコアということで、子育て世代応援プロジェクトでは、比

較的数字的にはいいのかなと感じ取れますけれども、２０代半ばから４０代半ばくらいのお父

さんお母さんと話していることが多いのですが、子育ての中で不満不安を抱いている方が多い

です。実際この数字が町民の方に届いているかは、疑問があるのではないかと感じています。

特に「柴田すこやかフアイル」というのがあります。実は白石市では先行してやられています

が、非常に有効に使われていると聞いております。柴田町でこのフアイルが始まったというの

があります。これを子育てに有効に活用していくということでも使い方がわからない。存在を

知らなかった。というご父母さんが多いです。周知の方がまだされていないのかなと、この分

野はまだまだやることが多いのだなと感じています。これが、人口に関わることが非常に多い
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と子育てという部分で繋がってくると思うので、もっと細かいところで提供していただくとよ

いかなと思います。 

（平間室長） 

 これについては、福祉課に大宮委員のご意見をお伝えしておきたいと思います。すべてにお

いては会議録という形で伝達しますので、その機会にも説明していきます。 

（加茂大祐委員） 

 今まで話を聞かせていただきまして、計画していただいてしっかり実行していただいている

のかなと、その中でも各課でリンクして柴田町として関わっていただくとよりよくなっていく

とは思うのですけれど、なかなか町の中で課を超えてとか課で繋がってというのは難しいとこ

ろがあるのかなと、基本的になぜやるかというと、人口を確保することを目指しているのかな

と思います。自分は、町のホームページとかはチェックしていないのですね。家に配られる広

報しばたとかは少し目を通すのですが、その中で仙台に働いている人が東北本線の通勤圏内の

中で子どもに対して熟知しているか、フットパスは年齢が高い方を目標にしているのかなと思

うのですね。どういうふうにさっきの空き家とかもしっかり情報を発信してもらって、受け取

る側がそれほど柴田町の情報を得ようとしていないのではないかということがあるのですけれ

ども、見てる方は、岩沼市はこういうところ、柴田町はこういうところ大河原町はこういうと

ころとしっかりチェックして住むところという、しっかり柴田町を選んでいただけるような情

報発信もこれからしていくと人口確保も有利になっていくのかなと思いました。 

 

（鈴木課長） 

 先ほど広報しばたがありました。スマホでそれが見れるようになっていますので、電車に乗っ

て仙台とか通勤するときにチェックしていただければ情報が見れるようになっています。 

（菅野委員） 

 空き家の実態調査のところで、学生との話題で空き家があることはわかっていましたが、そ

の反面新築物件の所も結構ありまして、移住定住につながるかわからないのですが、学生達に

も貸したりすることも含めて考えていただければ、空き家があるよりない方がいいのではない

かと考えるので、有効活用できるのかなと思いました。８ページの所で、青年研修の開催を実

施していますとのことだったので、広報活動の一つとして、スマホで見られるということがあ

るのですが、アプリにアップしてとか、そういうことはしているのか、理由として若者とかは

スマホのアプリを活用している方も今は結構いるのかなと、いろんな情報提供ができるのかな

という意見です。今年度の夏には、某ゲーム会社があらゆるモンスターを捕獲するというゲー

ムがあったかと思うのですが、たまたま海外からの学生を受け入れておりまして、日本にしか

いないキャラクターを捕まえたいといろんな所で携帯を向けてはいたのですが、なかなかレ

アーなキャラクターがいないという意見をいただいたので、アプリとか気軽にできるゲームと

か、海外の方も含めてアピールするポイントになるのかなと思いました。もう一つなのですが、

インターシップの活動支援ということで、１３ページにあるのですが、今回１０人に関わる学

生がいまして、その中で６名地元に帰りたいと懇願していました。今回、６名のうち２名が地
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元宮城だったので宮城に残って、そのほか４名が地元、岩手と北海道と大阪２名がいたのです

がどういう仕事があるかわからない、教員という子もいたのですが、町の仕事に就きたいけれ

どどういう仕事があるかわからないとのことだったので、インターンシップとかを積極的に受

け入れて頂ければ、学生の今後にも繋がると思うし、町の活性化にもなると思いますので進め

て頂ければありがたいなと思いました。 

（鈴木課長） 

 この町にも２，５００人の仙台大学の学生さんが住んでいます。この町のことは知っている

ことと思います。それで学生支援課の方とお話をさせてもらっているということなので、学校

さんの方でもそれぞれ部署があると思うのですが、横の繋がりということで一つにまとまって

いただきまして、毎年４分の１の方が卒業されて実家に帰られる方がいますので、お話された

ように町のいろんなお仕事を体験できればいいと思います。また、大学さんではたぶん農業関

係はあまりないとは思うのですが農家の方も後継者不足ということがありますし、農家とコラ

ボということも進められるのであればなという気もいたしているところではあります。 

（平間室長） 

 さきほど晋山委員さんが、しばたの未来株式会社を設立しています。ここの会社で学生も含

めた中で将来のいろいろな仕事探し、自分の能力を高めて頂きたい、そういう事業の企画をし

て頂きたいという動きもお持ちです。場所も提供するお金も準備をした中で手伝いができるか

なと、そういう仕組みのまちづくり会社が立ち上がっております。ぜひその辺は、大学と連携

しながら学生のスキルを上げていただいて、いいところに就職していただく。もしくは、柴田

町に就職していただく、そのような仕組みづくりが地方創生の仕事と移住定住に繋がるのかと

思っています。ぜひその点では、晋山社長さん自らが大学へ行って説明もするように聞いてお

りましたので、その機会を生かしていただければと思っていました。それから、空き家等につ

いても新築も空いているところが多いということで空き家対策の活用の中で、議論を進めてい

くべきだろうと思っています。生きた意見を学生さんも含めた中で生かす機会をやらせていた

だければと思っています。 

（菅野委員） 

 農業に関してなのですけれども、２年前の卒業生ですけれども、どうしても農家にいきたい

と懇願していた者がいたのです。山形に研修に行って落とされたという子もいるので、どうし

ても家を継ぎたくて農家に行きたいという農家の子がいるので、ほんのごく一部ではあると思

うのですが、農業を学びたい子もいるのでぜひ受け入れていただければと思います。 

（平間室長） 

 ほんとにいろんな職種に就きたい学生がいるので、コーディネーターをまちづくり政策課、

そして各課、未来の会社さんが連携すれば大学生の生活の中でも充実したものが、この町とし

て提供できるそういう環境を今後つくっていきたいと思います。 

（加茂富枝委員） 

 農業の話に繋がると思うのですけれども、自分の所は農家ですが、主人が亡くなりまして、

今農家を継ぐものがいないのですね。畑が荒らさない程度にはやってるのですけど空き状態で
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すね。農業体験をしたいとか、そういう方にもしお使い頂けたらこんなありがたいことはない

なと思っているので、いつでもお貸ししますのでそういう情報があったら教えてください。 

（平間室長） 

 ありがとうございました。そういう時は加茂さんの所に学生の皆さんに、ただ、農業の場合

は、技術というか土づくり等の指導も必要となるかと思うのですが、その辺のフォローは大丈

夫ですか。 

（加茂大祐委員） 

 去年まで自分のところでも研修生を受け入れて、今年角田の方で就農しました。国の資金を

使って１年間から２年間ぐらい、新規就農が前提の資金なので、そういうのではなくて、大学

生の方であったり柴農の子たちだったりを一か月二か月ぐらいの少し予算を取って、農家の技

術習得まではいかないですけれども、どういう仕事をしているかという理解をしていただける

というのは可能だろうと思いますが、まるっきり何もなくて二か月間この子たちを受け入れて

くださいというのは、農家としてもさすがに厳しいですね。研修生受け入れは、農家にとって

は金銭的にはまったくゼロなのですが、労働力はただで確保できることはいいんですけれども、

体験だけとなると、厳しいところがある。そういうところのﾊﾟｲﾌﾟ役になっていただければ、そ

んなに数は多くないと思うので、逆にできるのかなと思います。その時は農協でもいいですし、

青年部でもいいですし、声掛けいただければできるのかなと思います。 

（鈴木課長） 

 実際、受け入れるような所は何軒ぐらい町内にあるのかなとおおよそおわかりになるので

しょうか。 

（加茂大祐委員） 

 自分は畜産なので、畜産はそれほどなくて３、４軒ですね。あとは、稲作、畑作であればい

ると思います。花き園芸は人数的にはいると思うので、学生さんがやりたいというのが一番な

ので、畜産というのはなかなかメジャーではないので、花は女性の方は好きだからいいと思う

のですけれども、自分の奥さんも非農家で、ただ畜産をやりたいということだったので、そう

いう人も中にはいるのかなと、来てもらって牛に触ってもらったり、ミルク飲ませてもらった

りすれば体験としては十分にできると思います。 

（柴崎委員） 

 インターンシップに関してですが、５ページの所に町内企業へのインターンシップというこ

とで、活用の方はやや低めの評価で、それで見直しをして継続ということですが、県の方でも

産業人材の育成というか、地域の産業を担っていく人づくりが非常に大事だろうということで、

例えば高校生向けの地元企業の紹介の事業とか、モノづくりの素晴らしさを早い時期に知って

いただくような取り組みをやっているところなのですが、町でも企業へのインターンシップ支

援をぜひ続けていただきたいと思います。実は事務所でも企業訪問とかもさせていただくとき

に、実際どれだけ受け入れていただけるのかなとお話を伺っているのですが、条件があってま

だまだ受け入れは難しいとの話もあります。町でも受け入れ先を広めていただいて、多くの方

に早い時期から仕事の体験していただく、そういった機会を設けていただけるといいかなと思
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います。あと事務所として関連するのは今年特に、観光関係で広域的な連携を推進するという

取り組みにかなり力を入れています。また、インバウンド関係につきましても仙南の２市７町、

さらに４市９町の取組みが進んでいます。県としても推進させているということです。７、８

ページあたり観光関係では、プロモーションとかいろんな形でやっていただいて、かなり柴田

町は強力な取り組みというか、交付金を活用してやっている部分があるのですけれども、そう

いう意味では一つ一つの市、町の取り組みではなくて、これからは隣接する地域と連携した取

り組みに広げていただければ、観光というのは、一地域だけではなく、より広域的に取り組む

ことでより大きな効果が期待できるのではないかなと思っております。その辺についても継続

して、民間のインバウンド DMOもできますので連携して取り組んでいただくとよいかなと思っ

ております。また、今年４月から桜まつりが初めて隣の大河原町さんと連携をして、２つの町

の協議会を立ち上げていただいて、２町連携して進めて頂けるということで期待しているとこ

ろでございます。今後とも続けていただければと思っております。 

（加茂大祐委員） 

５ページのインターンシップということで中学生の職場体験ですね。職場体験の受け入れで

すね。今回は、槻木中学校、船岡中学校、船迫中学校、生涯学習課の方から受け入れ可能です

かと来て、３校は難しかったので地元の槻木中学校だけ受け入れをして、今回３人で男の子２

人と女の子１人、子牛の育成から２日目には仙台牛を食べてもらって、生まれてから食べるま

でになることを子どもたちに体験してもらって毎年やっています。達成度評価が少し低いなと、

非常にいいことなので評価もそれなりにしていただけるとよいと思います。 

（鈴木委員） 

 移住定住のお話ですが、柴田町は花の町しばたということで、インバウンドも含めて観光客

を取り組もうということで力を入れているということで感じていますけれども、県内を転勤し

て、市とか町とかを歩いていますけれども、その中でおもしろいなと思ったのは、前に登米市

に行ったことがありました。登米市は、登米町というところに古い味噌醤油屋というか蔵があ

りまして、そこに迷路を作って迷路の脱出ゲームをやって、それが県内だけではなくて県外か

らもイベントを聞きつけて若い人たちとか子どもたちがいっぱい集まってくる。仙台大学でも

年１回子ども博というたくさんのお子さんを集めてイベントも開催をされていますけれども、

町の物産協会とかですね商工会が町とか市と連携をして、SNS を使いながら若い人中心にイベ

ントを開催しています。あとフードマナーというものをやってまして、だいたい３Kｍとか５K

ｍですね、子どもたちでも走れるぐらいの距離で５００メートルとかぐらいに、市や町の観光

物産、食べ物ですね、近くが南三陸町でしたので海の幸とかですね、配置しながらゆっくり歩

きながら食べたり飲んだりしながら、半日ぐらいかけて回ってもらうイベントもやってました。

それが非常に印象に残ってまして、観光客を年間通して呼べること、桜があったり彼岸花があっ

たり、咲く時期にはいっぱいお客様がいらっしゃると思うのですけれども、楽しみというもの

もあってもいいのではないかと感じております。そういう意味では、花というのは私のイメー

ジではあまり若い人たちが若い人同士でくるということもないのかなと思います。若いお父さ

んお母さんが子どもを連れて参加できるというような、イベントがあった方が楽しい町になる
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のかなと感じておりました。それから空き家ですが不動屋さんとのマッチングで空いてるとこ

ろを売ったりということもいいと思うのですが、中には空き家を改装して民泊施設にするとい

うことを考えている方もいらっしゃる。民泊はいろんな制約があって難しいところはあるので

すが、発想としては、民泊をしてもらって、それが都会からくる方であったりするかもしれま

せん。この町に興味をもってもらってイベントに連れていただいて、この町を知っていただけ

ればということも大事なことかなと思いましたので、柴田町が県内だけではなくて県外に発信

していける町になっていただきたいなと思っておりました。 

（工藤委員） 

 私は昭和電線という会社の仙台事業所の所長をしております。資料を見ていますと町の資産

を使ってそれを活用して人を呼び込もうとしているのは、非常によく見て取れます。その中で

感じたことは、５ページの施策３のみやぎ若者就職支援センターとの連携事業、企業誘致活動

の推進とか、あまり評価としてはよろしくないのですが、我々も人を募集すると、我々のとこ

ろは来るのですけど、全国の事業所を見ますと募集した数に満たない事業所もございました。

このような、支援センターがあってこのような活動がされていることは、初めて知りまして、

あまり活動が見えないなということがあるのかなと思いました。それと企業誘致活動の推進と

いうところがですが、起業に来ていただいて、働く方がいて、そこでお金を落とすということ

になりますが、具体的には、この町のこのところがよいところだということを、どのように説

明されて、どのように発信をされているのか教えていただきたいと思います。 

（鈴木課長） 

 二点ほど工藤委員からありました。そのみやぎ若者就職支援センターは１５歳から４４歳ま

での方が対象ということで宮城県の方で実施している斡旋センターということでした。支援セ

ンターから頂戴したポスターチラシは商工観光課の窓口に置いてありますが、商工観光課の窓

口においても、誰も見ないのではないかということを、直接言ったことがありました。町の施

設とかございますので、駅に置くとか人が来るところに置くべきだと言いましたが、県のパン

フレットは１０部程度しか来ないと言われまして、そこまで置かれないということを聞きまし

たので、県へ増部をお願いしてみたらということのお話をさせていただきました。それから、

企業の誘致ということですが、東京の方に町長と担当課長が出向いて PRしました。平成２９年

度は名古屋に行って PR することを話しておりました。町のポイント、町の魅力というものを

PRするように町長へ伝えたいと思います。 

 （２）平成２８年度地方創生推進交付金交付事業概要について 

   ①地方創生推進交付金（平成２８年度～３０年度） 

    ・『花のまち柴田』にぎわい創出ステップアップ事業  資料２ 

    ・小さな拠点の連携を核とした元気なまち創生プロジェクト  資料３ 

   ②地方創生拠点整備交付金（平成２８年度～３２年度） 

    ・『花のまち柴田』集客力向上による稼ぐ力強化事業  資料４ 

 （３）平成２９年度地方創生事業費について  資料５ 

（高成田委員長） 
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 この後も質疑の時間を設けていますので、続けての資料の説明をお願いします。 

（平間室長） 

 それでは、資料２から資料５までを一括でご説明させていただきます。実は、地方創生の制

度ができまして、ホップ、ステップ、ジャンプですが、毎年のように地方創生の交付金の名前

が変わってきます。平成２８年度は、地方創生推進交付金という名目の中で地方創生の事業を

することになりました。初年度は、手付金という形の１０割補助で平成２７年は実施させてい

ただきました。平成２８年からは２分の１の補助、あと交付税で措置ということで、だんだん

町の自主財源を活用する中で地方創生ということで、地方に仕事をつくり、移住を進めなさい

というような形状に変わってきた推進交付金であります。柴田町は、２つの事業の提案をしま

した。それで８月に２つの事業が認定されています。一つは「花のまち柴田にぎわい創出事業」

ということで資料２をご覧下さい。詳細はイメージ図でご紹介を申し上げます。事業は平成２

８年から３０年までの３年間の事業です。観光に特化した事業をやるということです。特にイ

ンバウンド推進協議会、新たに推進協議会を立ち上げるのではなく、インバウンド推進協議会

の機能強化を図っていくというシナリオで今回交付を受けた事業ということになります。実は、

観光を進めるにあたっては観光物産協会、商工会それからインバウンド推進協議会という３つ

の組織が商工観光課の中に連携してあります。その中でも特に自立を目指した組織ということ

でインバウンド推進協議会を将来、平成３０年１０月に柴田観光まちづくり公社へ転換を図る

というシナリオで国に提出をしたというところです。今までは、平成２７年ホップ、ステップ

いうところで事業計画実施をしておりました。今度はアップです。そのために民間の行政では

ないまちづくり公社をつくるということで、観光部門のワンストップ機能の強化、コーディネー

ト、そして地域プロデュース、広域連携も踏まえたところの組織づくりを、平成２８、２９，

３０年に行うというところです。それの最終的な目標は、にぎわいのあるまちづくりを平成３

０年までにつくりたい。その KPIについて交流人口今現在、平成２７年度年間２９８，０００

人、これを４３０，０００人に引き上げるということです。それから観光物産交流館の中にあ

る産直と喫茶店の売り上げが、年間７，３００万円ありました。今度は８，５００万円に引き

上げようという計画です。それから企業支援ということで４件ほど新たに仕事おこしをするよ

うな会社を支援していきたいと最終的には、まちづくり公社ということで観光に特化した公社

を平成３０年の１０月に設立するという内容で毎年のように事業を進めていく形です。そのた

めの事業プログラムとして、にぎわい創出事業から花のまちしばたの新名所づくりオフタイム、

オフシーズンのにぎわい創出、情報発信、商工連携ということで商工会との連携による商店街

元気アップ、このような事業を平成２８、２９、３０年の３か年で実施していくという計画が

国から認められましたというのが「花のまち柴田」です。それから資料３です。「小さな拠点の

連携を核とした元気なまち創造プロジェクト」です。さきほど町長からのお話にもありました

地方創生、今後は自立をしなければなりません。そのための組織ということで、民間的な考え

方の起業を創出すると、柴田町の課題であります。まず地産地消、実際的には町の課題という

ことで、まちづくり会社を中心に地域、町中をネットワークで自立させていくまちづくりを、

やっていこうという会社を立ち上げるという計画で、平成２８年に準備を始めて今年の２月に
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「しばたの未来株式会社」が設立されました。そして、平成２９、３０この２か年で地域との

連携、町中の連携、大学との連携を踏まえた中で、柴田町を元気にしていく、仕事づくりをつ

くっていくというシナリオで３年間の事業として国から認めていただいたということです。内

容的には、まず産直ということで、６次化支援です。柴田町のいいものについて支援をしてい

こうということとそれを育てていこうと。それから上川名地区にどぶろく特区をつくろうと、

どぶろく製造所をつくって今年の秋の新米からどぶろくを販売して、地元の米を使って稼ぐ仕

組みを平成２８年度は支援をするというところです。また、フットパスということで町中に他

市町村から人を呼び込もうという事業にも取り組むということです。それから太陽の村に４月

石釜ピザのレストランをオープンします。レストランは固定ですが、移動販売車の支援をして、

障がいを持つ方の所得向上に繋ぐ支援を今年行います。また、まちづくり会社の設立支援も今

年行うということで現在進めさせていただいています。平成２８年の８月に国から３か年の計

画の中で柴田町がいただいた交付金という形になります。それから、資料４ご覧下さい。これ

は、認定を受けてほやほやです。町長のあいさつの中にありました推進交付金というのは、あ

くまでソフト事業です。ところがソフトだけでは稼げません。そこで、施設整備、ハード事業

を国で認めていただいた事業ということで「花のまち柴田」集客力向上。つまり花のまちの観

光の中でも特に、稼ぐ力を強化するための建物を建設しようという事業に認めていただいたと

いうことです。５年間の事業計画を立てて認めていただきました。資料４をご覧下さい。物産

交流館、産直、レストランが入っているところがあるのですが、売り場面積が狭いということ

と、休憩施設がないことで、滞留時間が少ないことで稼ぐ機会が少なくなっている。この課題

を今回は、施設を整備しようという２番目の事業概要になります。さくらの里の増改築です。

今までの建物に増改築をして売り場面積を広めようということです。また、観音像がある山頂

の売店もスロープカーを使って人を上にあげて山頂でも稼ごうということで、山頂売店の新築

も行います。ただ、産直売店まで行くには道路的にはきついところがありますので、高齢者も

通れるバリアフリーの園路の整備をこの事業でやろうということで、下から上に行く人の流れ

を高めていって少しでも柴田町にお金を落としていただく、そのようなソフト事業を今後５年

間で展開するわけなのです。１年間の事業として建物については、平成２９年度に実施 OKとい

うことで、さくらの里の増改築、山頂売店の新築、バリアフリーの園路をスロープカーから観

音像まで作り直すという事業で平成２９年進めるというところです。これは、今後の事業とい

うことで評価の方は、次回の平成２９年の６月若しくは７月の推進委員会に進捗状況の報告を

させていただきたいと思います。今日のところは、事業報告の情報提供ということでお願いし

たいと思います。続きまして資料５です。先ほど国からの交付金を活用して今まではやってき

ました。国もいつまでもお金を流すわけにはいきません。そこで、柴田町としても出来るもの

出来ないものという選別の中で、今回は、２つの事業「花のまちしばたにぎわい創出ステップ

アップ事業」と「小さな拠点まちづくり会社支援」この事業のみが推進交付金を活用して今後

実行していこうというところです。それ以外の事業は国の財源ではなく、柴田町の財源で実行

していこうというところの地方創生の予算化を今年議会の方に２月に提案をして認めていただ

いて、地方創生事業という形で７，０００万円が平成２９年度動くという形で報告をさせてい
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ただきます。今まで２から５までは平成２８年度に認めていただいた交付金とこれから町が取

り組もうとする内訳ということで報告を終了させていただきます。 

 （４）まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改訂版）（平成２８年１２月２２日策定）に

ついて  資料６ 

〈高成田委員長〉 

時間がせまっていますので、次も説明いただいてまとめて質疑をいただきたいと思います。 

（平間室長） 

 それでは、資料６をご覧下さい。柴田町の地方創生の計画はあくまで国の総合戦略を原点に

策定をさせていただきました。国は毎年総合戦略の見直しを行っております。特に今回は国勢

調査が昨年終わりました。人口減少の現状は確実に速報値で確認できました。間違いなく人口

は減少方向に達してきています。しかし、東京一極集中は是正されておりません。東京圏とそ

れ以外の圏域は地域格差がかなり出てきているということで、平成２８年の分析を昨年の１２

月２２日に国のまち・ひと・しごと創生戦略を改正しております。特に今回平成２９年からの

戦略については、国は地方のアベノミクスを浸透させるために地方の平均所得の向上です。国

自体も稼ぐことの実現を地方にせまってきているというところです。今回新たな展開として

ローカル・アベノミクスの表の下にありますが地域における仕事創出は前回からやっています。

新たに追加になったのは、地域における資産・人材の活用です。さきほど数名の委員からも言

われました空き店舗、遊休農地、古民家の遊休資産の活用、これが新たに平成２９年度の国の

戦略に加わりました。それから人口が一極集中になっているということで、地域特性に応じた

政策の充実・強化ということで、地方創生インターンシップです。大学生、高校生のインター

ンシップの制度化です。これは、大学との連携なしには進められない。それから地域生活の魅

力の見直しです。これが追加になりました。働き方改革ということが、初めて地方創生の中に

出てきました。地域で稼ぐ仕組みが重要と国から言われているのが現状です。以上です。 

（高成田委員長） 

 資料の２から６まで、そして前のことに戻ってもかまわないと思いますが、皆さんからの質

問、ご意見を出していただきたいと思います。 

 町のビデオのインターネットでの視聴者を増やす方法はないですか。 

（平間室長） 

タウンページの中で、実は１週間で７０，０００件になりました。ですから後半伸びてはい

ませんが、昨年３月にホームページにアップしてあっという間に７０，０００件になったんで

すね。町長は、各地に行っては PRをしているということです。今回も桜の季節にいろいろとビ

デオを流しますので、まず他の方たちに見ていただければいいのかなと思っております。 

（高成田委員長） 

 もう１件だけ要望ですが、町特産の柚子を活用できないのか。生のものを送られても、長期

間もたないのですね。たとえば、柚子のマーマレードとかのセットで出していけばと思います。

いろんなホテルとかいっても柚子の紅茶だとかホット柚子とか柚子入りお菓子とか今、日本は

柚子が流行っていると思うほどですね。せっかく北限の柚子と言うブランドを持っておられて
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自慢できるということで何回も検討いただいていることですが、今どのようになっていますか。 

（鈴木課長） 

 昨日、宮城大学の学生さんが卒業論文で柚子をテーマに研究したということで役場を会場に

発表会がございました。２年間かけた研究発表でした。高知県の柚子よりも雨乞の柚子は香り

が強いのですよということを発表していただきました。柚子は、いい柚子としわしわな柚子も

ありますけど、いい柚子を箱詰めにして送ったらいいじゃないのというアイデアも出ました。

柚子といってもお風呂にいれるとか、白菜づけにいれるとかが私らのイメージですけれども、

柚子の料理というものを発信したらどうですかというアイデアも出ました。それから、付加価

値ということで、いいものを都会に送ることのメリットもあるのではないかということもあり

ました。高知県が有名ということで、日本人は高知というネームバリューがあるよというお話

でした。そしてまたマーマレードとか生の柚子のセットであったのですが、東京のデパートと

かスーパーに行っても柚子がいっぱい出ています。柚子胡椒とかですね。雨乞農家の４軒に可

能ですか。生産量は足りますかという話があって、生産組合の方でもなかなか難しいという話

もございました。 
（晋山委員） 

 しばた未来株式会社の小さな拠点づくりで雨乞の柚子をブランド化できないか検討していま

す。特産品をつくっていくことが、会社の一つの命題になっています。柴田町の柚子は、価値

が高いのではないかと思うのですね。原木で接木でない、なおかつ樹齢が古いことは非常に価

値がある。ただ、そのために木が高いので非常に採りづらく、収穫が非常に大変だということ

です。また、高齢化が進んでいるので、実際に現地に行ってみるとそのためになんとか生では

なくて、加工品ができないかという検討で、柚子パウダーとか種は化粧品になるということで

全部使えますが、収穫するということがネックになっています。そこを何とか仙台大学さんと

かと組んで実際に製品化していくということを、検討していきたいと思っています。それ以外、

遊休地の有効活用ですけれども、会社としては、農業事業部という形で、そこを借り上げてそ

こに就農させることはできないのかということも検討していきたいなと思ったりしています。

いろんな意味で柴田町にある資産を有効に使える手立てはないのかなということで、許認可等

の問題もいっぱいあると思うのですが、町に相談しながらこれはできる、できないとか、こう

すればいけるとか、特区とかそういう相談をしながら全体の成果に繋げられないのかと思って

います。 

（加茂富枝委員） 

 柚子の話ですが、さくらの里でレストランをやっていますが、今年のメニューを考えていた

ときに、今年特にあま酒が流行していまして、私のところでは、登米町ですかあま酒を取り寄

せて、柴田のはらからさんで作っている豆乳とトッピングさせて、それに柚子のパウダーをか

けて飲ませてみようかという話になっていて、それを今年のメインの食べ物にしてみようかな

と思って今計画を進めています。今までは、柚子味噌おにぎりとかの料理にチャレンジしてき

たのですけれども、柚子味噌を作る柚子が手に入らないということが一番大きなことで、私の

ところではやっぱり高知から取り寄せて、柚子を絞った一升瓶とかで柚子絞りが買えます。そ
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れで味噌を作ったりして年間これを提供しています。雨乞の柚子で出したいところですが、柚

子を育てるには何年もかかるのでしょうけれども、将来を見据えて大事な木を残してほしいと

思います。 

（高成田委員長） 

 それでは時間ですが、この委員会の今後どのように開催していくのかをお聞きしておきます。 

（平間室長） 

 戦略推進委員会自体は、２年間活動してきていました。委員の任期が２年で３月３１日まで

が１期の任期となっています。平成２９年の４月１日からは、新たな推進委員会の組織をしな

ければなりませんが、これだけ活発に意見もいただき、そして、いろんな知見に飛んでいる皆

さんですから２期目もお引き受けをいただいて、平成２９年の６月か７月には第１回目の委員

会を開催したいと思っていました。ぜひその辺を含めて留任ということで今後進めさせていた

だければ事務局としては大いに助かるなと思っておりました。以上です。 

（高成田委員長） 

 皆さん、それではよろしいですか。 

 そのほか、ご質問とかご意見ございますでしょうか。それでは、これで閉めたいと思います。 

（里村主任主査） 

 委員長さん進行、ありがとうございました。それではこの会を閉会したいと思います。どう

もご苦労様でございました。 

 

以上 


