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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 27年 7月 27日（月） 

                         午後３時 00分～午後５時 07分 

                      場所：柴田町役場 委員会室（４階） 

― 午後３時 00分  開  会 ― 

 

■第１回柴田町総合戦略推進委員会 

開 会 

○佐藤班長 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。会議に入る前に、資料の確認をしたいと思います。事前に送付いたしております資料です

が、№１試案人口ビジョンというものですね。№２戦略マップの検討、Ａ４の横１枚のもので

す。続いて№３上乗せ交付金事業の一覧というものになります。それから、№４の１として高

校生アンケートの設問、そして№４の２として高校生アンケートの結果速報値、そして№４の

３大学生アンケートの設問、そして№４の４大学生アンケートの結果速報値の７点になります。

ご確認いただきまして、ない場合は事務局のほうにお申し付けいただければと思います。今回

の会議も、会議録調整のため発言は必ずマイクを使っていただきまして発言の前にお名前を入

れていただきたいと思います。それでは、ただいまから第２回柴田町総合戦略推進委員会を開

催いたします。前回の委員会に所用がありまして欠席されておりまして、今回初めてお顔をあ
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わせる委員さんがいらっしゃいます。高橋治委員でございます。一言ご挨拶をいただきたいと

思います。 

（高橋治委員自己紹介） 

○佐藤班長 ありがとうございました。遠藤晴樹委員、鈴木利夫委員からは欠席の連絡がござ

いました。それでは委員会の次第により進めてまいります。はじめに高成田委員長さんからご

挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○高成田委員長 皆様暑い中お集まりいただきましてご苦労様でございます。挨拶はこれだけ

です。 

○平間課長 それでは私から本日の一番重要なところをお諮り申し上げたいところをご説明し

ます。まず、目標人口です。国の掲げる２０６０年、今後５０年後の数値ですが目標数値の資

料ができました。これはあくまでもまだ試案です。今日の会議の中でこれが不足というような

ところがあれば、調べ直しをしながら追加するという考え方で試案をご説明申し上げたいと思

います。まず、国の状況等についてはご承知のように、２０６０年には国としては約１億人程

度の日本の人口規模を維持したいという計画で進めておりました。それに基づいて、各市町村

が計画を進めているところです。確実にこの表で見るとおり、人口は間違いなく減少するとい

うところです。２ページをお開きいただきたいと思います。そのような考え方において、柴田

町も国と同じような考え方で推計をさせていただきました。国勢調査の数値だと柴田町の最高

の人口のピークは平成１７年でした。そこから確実に減少をみているというところです。特に

こちらの表の実績で平成１２年から人口や年齢構成がずれてきています。３ページをご覧いた

だきたいと思います。柴田町の特徴あるところを説明いたします。５歳別人口の推移です。ピ

ラミット型のグラフの上段です。平成２２年と２０年前の平成２年で確実に高齢化が進んでき

ているというところと確実に下のほうは少子化が進んでいるというところです。その中で柴田

町の特徴は２０歳から２４歳、ここの年齢構成については２０年間で現状維持という流れで推

移している、これは２０代前半の仙台大学の学生さん達の人口が増えもしない、減りもしない

ということでキープされてきているという構造です。今後も２０歳から２４歳、ここについて

はそれほど減少しないだろうという構成です。しかし５歳上がると、急に少なくなるというこ

とで自然転出が多いというグラフです。下の欄をご覧いただきたいと思います。全国と比較し

て柴田町は先ほどの２０歳から２４歳、ここが全国規模に比べたら多いということです。この

年代が柴田町の特徴として、人口として多くカウントされてきているという推計がでています。

４ページをご覧ください。出生の減少率です。平成８年から柴田町においては出生者約３００

人台で推移をしているところです。そして死亡者についても平成８年当時は２００人台だった

んですが、平成１７年を境に３００人、４００人ということで生まれてくる子供は少ない、亡

くなる方は多くなってきているということで自然人口の減少の幅が拡大傾向にあるということ

です。ですからここをつめない事には人口は増えないということです。それから社会動態、転

入転出の状態です。こちらについてもそれほど差異はなかったのですが、平成１７年以降、転

出者が多くなってきて、転入者が少ないという傾向がでております。しかし震災を契機に逆転

しました。震災を契機に転入者が増えて転出者が少なくなってきているところです。しばらく



- 3 - 

 

は転入者の増加傾向が続くのかなというところです。ただし、これがいつまで続くかというの

は、今のところこのグラフからではわかりません。５ページをご覧ください。ここで強調した

いのが下の②です。先ほどグラフでご説明申し上げました５歳階級別の人口移動です。折れ線

で一番下の谷底に向かっているのが２０～２４歳です。この年代の減少幅が一番大きいという

ことです。この方たちが転出することによる移動数の個体としてのウエイトが高いという資料

が出てきているということで、仙台大学の学生さんがいかに町内に定住していただくかという

ことも一つの政策になるのかなというようなところもあります。８ページをご覧いただきたい

と思います。産業別の人口就業で、農業林業の欄を見ていただきたいと思います。年代別に表

示はされていますが、農業についてはこの表で見ると６０歳以上が６５％ということで、３人

に２人はもう６５歳以上の高齢者が農業を維持しているということです。これからの農業を維

持するには、この世代６０歳以上の方の負担を減らして若い世代を入れないことには、ここの

年代は納まらないだろうということです。９ページをご覧ください。これも町の特徴の一つで

すが、柴田町の就業構造の中で特質しているのが製造業に就労されている方がダントツに多い

ということです。それから公務員の方も多い町です。１３ページをお開きいただきたいと思い

ます。これからが本論です。これらを基に、柴田町として、今後人口推計をどこにおくかとい

うようなシミュレーションをさせていただきました。国の掲げる１億人を満たすための資料で

まず一つには、国立社会保険人口問題研究所が発表した柴田町の数値ですが、これは何もしな

い状態で現状のまま推移していけば、平成７２年つまり２０６０年には、約２４，８７５人に

なるということで、１５，０００人が減少するというところです。パターン２は創成会議で発

表されているものですが、２０４０年までの指標しかありません。これは先ほどの国立社会保

険人口問題研究所の考え方を若干変更させています。国立社会保険人口問題研究所の数値は、

移動率つまり、転出転入の移動幅をある程度、自然的に見て計算するとこのような数値になる

というところです。創成会議は逆にこの移動幅を全く見ない、移動も転入も転出もゼロという

ような過程で計算をしたという数値です。これが２０４０年になると３０，５７０人で、先ほ

ど説明をしました国立社会保険人口問題研究所では２０４０年、平成５２年には３１，７６７

人ということで転入転出もゼロの場合よりも、柴田町は転入が多くなってきていますので少し

は人口的には多く残るような形になっているという資料です。ただし転入転出については経済

状況や社会状況によって違ってくるものですから、これを見ないわけにはいかないだろうとい

うのがまず一つの考え方にあります。そこで本町独自の人口推計をご説明申し上げたいと思い

ます。柴田町においては、まず先の基本計画ではご承知のように、基本計画が５年間ですから、

国勢調査では人口の推移が見えてこないということで、毎年の移動が確認できる住民基本台帳

を基に計算するのがベストだろうというところになりました。そこでまず、国勢調査と住民基

本台帳の違いをだしました。先ほどの国立社会保障人口研究問題のものは、国勢調査の考え方

です。それを住民基本台帳に置き換えて毎年の移動を加味して計算をすると、国勢調査の数値

２４，８７５人というのが２０６０年です。本町独自の基本コース住民基本台帳を使っても２

４，９４３人ということで、国勢調査と住民基本台帳の数値にそれほど差異はないということ

を確認させていただきたいと思います。それを踏まえて、パターン２では住民基本台帳を基に、
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合計出生率を２０６０年までに国で示す２．１人に引き上げた場合で推計をします。国で２０

６０年に１億人に達するというような推計値を柴田町の人口に当てはめると、現在３８，４５

５人に対して２０６０年には、２９，３６８人に減少するということで約９，０００人減って

くるというところです。ただ、この中において合計出生率１．６とか１．８というのがなかな

か見えてこない。何人出生するとこの数値になるんだというような課題もありますので、実際

的にはパターン４で説明申し上げますように、それでは柴田町として一番見やすい指数は何だ

というと出生数を毎年３００人と想定したほうがいいのではないかということ、そして社会転

出転入についても純粋に今の数値で増減を入れていったほうが、本来の数値に近いとのことで

推計をさせていただきました。そしたら不思議なことに、やはり先ほどパターン２でご説明申

し上げましたように、住民基本台帳で国の試算の２．１まで増加させるという数値とそれほど

違わない数値がでてきました。それの合計が先ほどのパターン２では２９，３６８人ですが、

こちらは２９，８７８人、５０年間で５００人の差異しかないので、町民の皆さんに説明する

にも、３００人の出生数という目標を掲げたほうがわかりやすいのかなということで、パター

ン４を作らせていただきました。そしてパターン３については、社会移動がおこらないと仮定

した場合の数値となっています。柴田町にはいろいろな企業があり、大学もあるので移動があ

ります。移動がないという仮定での推計値だと３０，０００人になりますが、柴田町としては

大きな要因なので、社会移動を使わないわけにはいかないということで、２１ページをご覧く

ださい。基本的に柴田町においては国、県が掲げる合計出生率をクリアする、そして町民にも

説明しやすい、そして、それほど国の推計値と開きがないということでパターン４の数値、平

成７２年２０６０年には目標人口２９，９００人という目標値を掲げて戦略作りをしたらどう

かということです。出生数３００人というのは先ほどの資料でもご説明申し上げました。現在、

柴田町で出生数３００人規模だと子育てのための保育所・児童館いろんな教育施設についても、

新たに建てたり、増やしたり、減らしたりというようなことではなく、現在の行政サービスで

行える面からも適正な範囲ではないかということでシミュレーションをさせていただきました。

いろいろな資料を分析する中でどの数値が適正なのか、目標を高くしてもなかなか達成できな

いし、あまり低くても町の存続にも関わる、このようなこともあり、妥当な数字ということで

２９，９００人という数値を、本日の委員会の資料にださせていただいたところです。以上が

柴田町の２０６０年の人口目標値の説明です。よろしく審議のほうをお願いしたいと思います。 

○高成田委員長 ありがとうございました。それではこの議題の１についてのみ、まず質疑を

するということですね。これは質問も意見も一緒ということでよろしいと思います。どうぞ委

員の方ご発言をお願いします。 

○晋山委員 ２．１というのは何かをしない限り、非常に難しいことだと思うんです。３００

人というのも実際にどんどん若い人が減っていく中で、３００人を維持するというのはかなり

高いハードルだと思います。基本的には加速度的に減っていくと思うんですね。出生率をかな

り上げないと３００人を維持するのはかなり難しくて、もしそれができれば若い人が増えると

いうことなので、３００人の維持はできる可能性も非常に高いと思うんですけど、現行のまま

で設備と新たな投資がなくてもできるということで３００人ということだと思うんですけど、
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そうじゃなくて、もうちょっと出生率をあげるための方策をやっていくと現行のままでは無理

だと思うんですね。もっと設備を拡充したりとか、いろんなことをやって初めて下げるのを止

められるので、基本的に予算が限られているからだと思うんですけど、現行が維持ができて３

００人ちょうど回るからみたいな、そういうそろばん勘定では厳しいのかなと思います。もし

上手くいったら当然ですけど足らなくなる、足らなくなった瞬間にまた減ってしまうというこ

となので、そこについてはもっと思い切って、そういうところに投資をする気でないとこうい

う計画はたぶん実現できないのかなと個人的には思います。以上です。 

○高成田委員長 それに関連して質問をしますけど、この最後のパターン４については、出生

率の数字を計算してないんですけれども、これは３００人というのを当てはめた時に、出生率

がどんどん変わっていくんですか。どんな値になるのかというのは何か質問されていますか。 

○平間課長 国とかは合計出生率ということで表示をしているのですが、この合計出生率とい

うのは、市町村ではまず算出できない数値です。実際的にこの３００人にするとなると将来的

には今の３００人が本当は４００人とか４５０人の出生数、その人数にならないと本当にカバ

ーできないというそれ位厳しい数値でした。 

○高成田委員長 パターン３までは国の出生率を使いながら数字をだしてますよね。パターン

４では突然３００人になるということなので、その場合の出生率を換算するとどうなるかとい

う数字はないのですか。 

○平間課長 ４ページをご覧いただきたいと思います。４ページの真ん中の丸の中に、柴田町

の合計特殊出生率というのを表示させていただきました。これが国の国勢調査を元にした５年

間の推計です。５年間の平均値でこのような形ででてきております。前回の国勢調査では１．

３５とでてきております。１．３５というのは、今でいう３００人が平均になるのかなという

ところです。例えば２００８年のこの上の表の出生者、丸のところをひろって頂くとわかりま

すが、２００８年から２０１２年まで３５０人、このような数値を平均して１．３５になって

いるという数値です。国は２０６０年に２．１を目指したいというような数値でかなり柴田町

としても本当に高いハードルになっています。それを実際の生産年齢の減少の中で出生率を維

持するというのは、先ほど晋山委員がご指摘のように支える世代がいない中において、行政と

しては大きな課題を抱えているというところです。ですから３００人を維持するというのは今

の段階であって、今後いろんな設備投資、人的な支援も考えていかなければ到底この出生数３

００人も維持できないのだろうと考えておりました。 

○高成田委員長 少し基本的なことで人口のところで伺いたいんですけれども、柴田町を見る

とき、一つは仙台大学要因というのがすでに説明がありましたけれども、あと自衛隊と製造業

が多いという場合には、東北リコーの関係があります。そうすると東北リコー関連の人口の中

における数字で言うと家族も含めて何人くらいと考えられますか。 

○平間課長 家族まで含めるとなると、確認は取れないんですが東北リコーだと実際的には１

５００人程度とは聞いてますけれども、高橋委員そのくらいですかね。 

○高成田委員長 これは本体部分ですか。あるいは関連も含めてですか。  

○平間課長 地元にあるもの含めて。 
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○高橋委員 ちょっとわかりません。 

○高成田委員長 このビジョンは要するに住民登録をしているという人数ですよね。基本的に

は昼の人口ではなくて、夜寝ている人の数ということになるので、そういう意味で東北リコー

で言えば、この町に住んでおられるという方が何人いるのかというのが私の質問です。 

○平間課長 実際的には特別徴収の報告の中で何人と抑えてはいるのですが、私のほうでその

データまで確保されていません。私が税務課にいたとき東北リコーさんの特別徴収がくるのが

１５００枚位くるから、就業者がその位いるかなというところ、自衛隊についても同じ１００

０名ですね。仙台大学については住所がなくて通勤の方たちが多いものですからそれほど多く

ないなと把握はしておりました。それ以外にも柴田町には中小、大きいところでは山崎パンも

そうですけれども、昭和電線さんもそうです。大きな工場も製造業という形の分野で入ってい

るものですから、人口的には就業者は多いのかなと思っていました。 

○高成田委員長 ありがとうございます。どこが何人という数値が知りたいのは抽象的に人口

ビジョンをいくら考えても具体的に例えば仙台大学がどっかに引っ越しますといったらガラッ

と変わってしまいます。例えば、自衛隊がここから出て行きます、といったら変ってしまう。

それこそ東北リコー含めて特に輸出が関連する企業の場合に大きな変化が予想されるわけで、

実際に他の市町村でもそういうことで大きなことが被っている訳です。そういう意味だとそう

いう不確定要因というのがあるというのを頭の中に入れる意味でも、そういう大きな要因につ

いては、それなりの要件というんですかね、持っておかないと生態的な意味での人口ビジョン

なんて、今が１００だから何年後には９０ですねというだけの議論をしてもあまり意味がない

というのは言いすぎですけど、それだけでは足りないのではないかと思ったということです。 

○平間課長 ありがとうございました。その意味でも現状をまずベースにして、転出転入、社

会増減移動という数値を採用すべきだろうというように想定して今回ださせていただいており

ました。創成会議では移動ゼロというようなことで推計をしているというパターンもありまし

たので、まず柴田町においては企業も多い、大学の転出転入も多い、そのような移動に関する

要因のきちんとした数値的がまずおさえきれませんけれども、移動に関する変動率というのは

持つべきだろうと、それが柴田町としてベストではと考えておりました。 

○高成田委員長 ありがとうございました。これまでの話のところで、相当将来、人口の設定

が高いハードルでということの感覚がわかったと思います。それで晋山委員はいかがですか。

こういった高い設定では難しい、もっと下げるべきだというご意見ですか。そういうご指摘を

されたということですか。 

○晋山委員 指摘しただけで目標は高くあるべきだと思うので、別にそれに異論は当然ありま

せん。それを実現するためにどうするか、ということだと思います。 

○高成田委員長 当然高いハードルということは、それを実現するためにどうするかというの

は、これからこの委員会も含めて議論するべきだということだと思うんですが、この設定その

ものについてご意見あるいはご質問ということで他の委員の方いかがでしょうか。 

○鈴木卓委員 ここの人口の話というのは、柴田町が平成７２年にどれだけになるかというこ

とを推計しているわけではなく、あくまでもあるべき姿というか、目標値として掲げているも
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のであるので、晋山委員がおっしゃいましたとおり、かなりハードルは高いのかなと。たぶん

ざっと考えますとそれぞれの年代の構成がどうなるかわからないのですが、１６ページのとこ

ろで１５歳から６４歳の人口が平成７２年には２３，３４１人から１５，２８６人まで減って

いると、いわゆる子供を生む世代も同じ率で減っていると仮定しますと、今の出生率１．３を

維持していくと３００人の達成は難しくて、そこの場合に出生率が２．１位になっていないと

３００人にならないということで、推計値として同じような結果になっているのかなと推察さ

れるんですけれども、ですので目標としての人口という意味では、３０，０００人程度、国が

１億人を維持するためにもという同じベースで考えますと、ある程度妥当なものなのかなとい

う気がしますけれども、先ほどから繰り返しになりますが、ハードルとしてはかなり高いとい

うようなことになるのかなと感じました。 

○平間課長 １５ページのグラフを見ていただきたいんですけれども、これが本当に現在、町

の政策を同じような形で継続をさせた場合の数値です。出生後、自然転出転入もずっと同じよ

うな流れというか今の町の進めている行政をそのままで２０６０年まで繰り返すと、２４，０

００人になってしまうというところです。次のページの１６は国と県の算出ベースで計算する

と２９，０００人となり、０歳から１４歳を１，０００人以上増やす政策を本当にしっかりと

らないと、どうしようもないということで、人口維持をするにはこの世代と働き世代を充実さ

せる以外に政策的にはないだろうと思います。ただ、町として、最終的にどこを目標に何をす

べきかという議論を踏まえた中において、ある程度の人口と、何を準備したいんだという理論

武装するための入り口としてですね、今回の目標を約２９，９００人として、ここからいろん

な政策を展開できればなと考えて、その辺の説明をしながら委員さんたちのご意見をお伺いし

たいと思っておりました。 

○高成田委員長 非常に厳しい目標値ということならば、鈴木委員から３０，０００人程度と

いう意見がありましたが、このくらいのほうが目標値としてわかりやすいのではないでしょう

か。 

○平間課長 そうですね、３０，０００人、２９，９００人、その辺の表示の仕方ですね。技

術的にはいろんなシミュレーションをしてはいるのですが、どこに落としていいのかというの

が５０年後なので見通しがつかないというところで、まず柴田町として今の経済状況を維持さ

せるには、やはり３０，０００人程度の町であればなんとか行政としてのサービスもできるか

なということで。ただその根拠は持っているわけではないんです。何もしないと先ほどから言

うように少子高齢化の町になるということです。 

○平井副委員長 私のほうから意見を言わせていただきます。平成７２年の目標、２９，９０

０人、平成５２年だったら３３，９６５人とでてますけれども、現在の数値を見るとかなり厳

しい状態だと。出生率が２．１ということはフランス並みですよ。フランス人と結婚のあり方

が日本人は違うので、現在で１．３くらいの出生率を２にするというのは不可能に近いという

よりも、ありえない数字だと思うんです。正直なところ厳しいとは言いながらもかなりの努力

をしていっても２９，０００人というのはありえない数字だなと思うんです。ですから正直な

ところ人口が減ってくるのは当たり前なので、当たり前の数字をきちんと、それにいろんな行
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政で努力できる部分を加味しての数字をだすのが本当の数字かなと。これは本当に絵に描いた

もちになってしまうのかなと心配もあります。現在、宮城県の初婚年齢を見るとかなりの高齢

化というか、初婚の年齢が３０歳を超しているんですよね。この数字を見ると、ますますこの

傾向が強くなってくるのかなということで、これを現実の数字として当てはめるにはかなり２

９，０００人というのは現実的ではないんではないのかなと私は思います。もう少しやっぱり

実際の現状の数字をあてはめてみて、それに例えば子供１人目から１００万円位あげるよと、

２人目なら２００万だという町もあります。１００万もやらないんだろうけど、１人目は１５

万、２人目から５０万というのを沖ノ島かどこかでやっていたというのをテレビで見たことが

あるんですけれども、そんな政策というんですか。そういうインパクトのある、他からここの

町で子供を育てたいというような魅力ある政策があれば１．３を１．５にするというふうな数

字も可能ではないかなと思うんです。ただ、今、お年寄りの方にお金が回っていて、若い子育

て時代のお母さんお父さんのほうにお金が回っていないというのが現状だと思うので、その辺

のところの上の方に我慢していただいて、子供を育てる年代の方にお金が回るというような施

策もしょうがないのかな、それを我慢していただけるかどうかっていうのも町としてのあり方

じゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。以上です。 

○平間課長 ありがとうございます。確かに我々もそのような形で資料を出すべきだろうと思

っていました。しかし、国・宮城県の考え方に下の自治体は合わせないといけないところがあ

るのだろうと、つまり先ほど国は１億人を想定している、そうすると合計出生率ということで

２人以上の家庭を標準に２０６０年には想定しているわけですよ。ありえない数値が国自体出

てきているわけですね。その数値は何なんだというとまず国勢調査の中で、２０歳代の結婚出

産の動向という調査をやったようです。そうした場合、若い世代について、理想とする子供の

数、出産予定をする子供の数これらが２人を超えていると。この数値を国が引っ張ってきてい

るだけであって、現実的にはまず困難な数値を出して来ている訳です。それを国が２０３０年

には１．８程度にあげたいという根拠がそこにでてきていると。現実的には今のシミュレーシ

ョンから言えば国の試算でも、この研究所の試算でも合計出生率は１．３５です。２．１まで

にはなりません。それをあえて希望出生率ということで若い世代が希望するものの数値を今回

の目標値の算定に入れて、２０６０年までにもっと高めていこうと。そういう数値がまず国か

ら示されているものですから、あまりにも国の考え方と町の現実的な数値を出して、どうなん

だろうというところも我々としてあったものですから、まず国の考え方でありますところの若

い人たちが希望する出生率、それも頭に入れて数値を出していかないとどうしても国と町の差

の乖離、そこの幅が大きくなるのではないかなと思いました。そしたら宮城県もそうなんです

よ。合計出生率２．０１までに２０６０年に掲げるということで先ほどのこの資料の中にもあ

りますように、現状では達成困難ですが今後努力するということで、かなり高いハードルを国

も県も持っているというところです。ですからやはり同じように国が１億人、宮城県が１８５

万人としていますので、それに従って取り巻く市町村も同じような考え方でリスクは高いんで

すけども、同じような人口規模を維持させなければ国への説明も県への説明も難しいのかなと。

そういうところで悩んで、やはり柴田町として公表できる数値はここかなというところで、だ
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させていただいたところです。現実はかなり厳しいです。年間３００人の出生数というのは本

当に大変な数値になるということはわかっていました。 

○加茂富枝委員 結局のところ結婚すれば２人くらいのお子さんはほしいという話が現実的に

若い方の中にあるということは、結婚できない方がたくさんいるということですよね。私は農

業委員もやっているんですけれども、農業委員会のほうでも婚活を推奨していったらいいんで

はないかという、年間に何組カップルができるかわからないけれども地道な努力をしていこう

という活動が全国的にでているんですね。やっぱり結婚しなければ子供はできないし、つくれ

ないし、そしたら必然的に子どもは増えていかないので、子供が育てやすい柴田町にしていく

ことが一番最前提なのかなと思うし、まして私は名取で実家が震災にあっているんですけれど

も、そこから比べたら本当に安心安全な土地であることに、すごいところだなと思って私は安

心して生活しているんですけど、そういう魅力を若い方にアピールしていくことしかこの人口

を増やしていく手立てはないんじゃないかなというのが、すごく素朴な願いであるし、食べ物

にしても自然にしても本当にすばらしい場所なので、そういうところを全国内外にアピールし

ていったら少しづつでもいいから人口が増えていくんじゃないかなって本当に小さな期待です

けどそう思っています。 

○平間課長 ありがとうございます。柴田高校と仙台大学の学生にその辺のアンケートをいた

しました。後でご報告をしたいと思います。若い方たちの考え方ということじゃなくて学生の

目から見た柴田町の町づくりに対しての意見ということで後ほど報告をしたいと思います。確

かに、本当に人口を増やすには結婚人口をというのが一番なんだろうということで、今回の地

方創生もいっている訳なんですが、なかなかそこに持っていく手段が行政としては乏しいとい

う現実にあるというとこです。ひとつ議論をお願いしたいんですけれども、先ほどの平井委員

のように現実を出せばパターン１になるわけです。国のシミュレーションでやるとパターン２

になります。どっちの表示が、いろいろとお話した中でいいものでしょうか。これから希望を

持たせるということで高いハードルのほうがいいのか、現実的なところをだしたほうがいいの

か、その辺について委員さんのお考えをお願いしたいと思います。 

○鈴木卓委員 やはり実態というか何も政策をうたなければこうなってしまいますよという数

字は示すべきと思いますので、私は両方だすべきと考えます。 

○平間課長 ありがとうございます。１パターン２パターン３パターン４といういろんな条件

を加味しました。その中で結論的に２１ページのように最終的に柴田町としてどれを目標にす

るかを表示するということで、事務局案として目標値をださせていただいたということです。

合計出生率は町の場合、毎年はでませんというお話はしました。国政調査の５年間の刻みの中

で国から公表されない数値もあるものですから、どれくらい増えたのか減ったのか、そしてど

れだけ努力すればよいのかというのがちょっとわかりません。わかるようにするにはやっぱり

高いハードルですが出生数というか、生まれた子供さんの数で３００人に達したからある程度

予定というか計画通りなんだとこういうように見えるようにしたほうがいいのかなということ

で、今回あえて３００人という数字をださせていただきました。そのようなことも踏まえなが

ら３０，０００人にはなりませんが、２９，９００人という高い目標を町として掲げたいと思
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っていました。 

○晋山委員 出生率の２．１というのはなかなか難しい数字ですけれども、国がやっているよ

うに、とりあえず２．１にあげていくんだということで１６ページに２０２０年に１．６、２

０３０年に１．８という、根拠が一応示されているので、やはり根拠のない数字をあげるより

はこういうふうになっていけばこうなりますよというものがあるので、私はパターン２の国が

１億という目標をたてているのでそれに対する根拠もとりあえず国が出しているので、それは

このパターン１と実際のものとパターン２が個人的には対比してこうならなければパターン１

なんですよとなると思うんですよ。ただ３００人の根拠はと言われた時に、従来ずっと３００

人でしたからという話ではなくて、出生率を上げていくんだというところが根拠になっていく

と思いますし、先ほどフランスの話が出ましたけど、フランスはもともと出生率が下がってい

たのが政策で上がったということなのでこれから国が本当にやるんだったらいろんなキャンペ

ーンをうって映画とか何かで、結婚ってこんなにすばらしいですよ、子供ってこうなんですよ

と、そういうふうな流れを作るとか制度を変えるとか、極端な話かもしれないですけど移民受

け入れとかやっていくと当然出生率が上がっていくと思うので、あらゆる手段を講じて国がや

るというんだったら、難しいとは思いますけどそれに乗るのは間違いではないのかなと思いま

す。 

○平間課長 ありがとうございます。 

○高成田委員長 それでは、将来人口目標ということで一つの目標値だということで平井さん

いかがですか、おおむねこのぐらいの数値ということで。 

○平井副委員長 国のほうで出している数字が２９，３６８人というのが妥当ではないんでし

ょうけども、目標値にするのはこのへんかな。２９，９００人というのはあまりにもちょっと

過大な数値かなという気がするのでね。 

○高成田委員長 目標数値なので、せいぜい９００とか８００とか１０００でもいいですけど、

その００位じゃないですかね、こんなに細かく言うのはミスリードですよね。なんかこうなる

んじゃないかという、なんかこうなるというようなことをかえってだすので、しかもこれ他の

ところは数値があって出生率がはっきりしている訳ですけれども、最後のパターンは生まれる

数を３００人というラフな数字を使っているので、ここは２０４０年が３４，０００人で、２，

０６０年が２９，０００人とするか３０，０００人とするか２９，９００人でも２９，８００

人でもいいですけれども、少し数値をならした方がいいのではないでしょうかね。程度という

言葉を入れて。 

○平間課長 それではですね、委員会の皆さんの意見の中ではパターン２をベースに端数を切

り上げ切捨てするということですか。 

○平井副委員長 ２９，５００人とか見やすい数字で 

○高成田委員長 ちょっと待ってください。人口３００人というのがわかりやすいとおっしゃ

っていたので、それにはパターン２に切り替えることはいけないと思うんですね。それだった

らもう一回議論をしないといけないので、そこは事務局で作られたのは、毎年３００人という

目標でということですので、それを３００人というのに数字を根拠とするのか、あるいは国の
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数字を根拠にするのか、そこは今つめておいてもいいのかと思うんですが。 

○鈴木卓委員 ほかの市町村さんでも根拠のある推計というのはなかなか難しいんではないか

なと思うんですね。結果として国が示している数値に基づく数値、ようは各市町村を合計して

１億人にならないとこのビジョン事態が成り立たないというか、そういうことになってしまう

ような気がしますので、これはあくまでも推察ですけれどもたぶん同じような方法で人口推計

をだす自治体が圧倒的に多いんではないかなと思われるんですけれども、そういう意味では３

００人という根拠のない数字よりは、やはり国が示している数値、あくまでも数値に基づくと

こうなるんだと。それに向かってこういった施策をうっていくんだという方向に持っていった

ほうがわかりやすいという気がするんですが。 

○高成田委員長 大宮委員いかがですか。 

○大宮委員 私はいろいろ皆さんのお話を聞いている中で、それとまたちょっと少し、自分の

得意分野でもありそういう考えもあったんですが、出生が３００人に対する子育てのほうが行

政の部分で適正と思われるというところでありますが、私の専門が障害福祉の部分で発達障害

の分野をやらせていただいているので出生率がだんだん自閉症に関しても年々高くなってきて

おります。例年だと１００人に１人といわれていますが、去年だと６５人に１人とアメリカで

は発表されています。これが年々減っていくという中では、これが５０年後はたしてどうなっ

ているんだろうなというのは正直恐ろしいなと。そこの受け皿というのも考えていかなければ

いけないですし、それだけではなく子供たちが成人を迎えるまでどういうふうにしていくのか

そういうものも心配だなというところであります。 

○高成田委員長 事務局に伺いますけど、今日この部分はＧＯサインを出さなければならない

ですか 

○平間課長 いえ。創生本部が８月３日に開催します。一応、町の方針として３０，０００人

程度ということで議論をしているんです。その表示の仕方、考え方を委員さんたちの考え方も

参考に最終的に決めたいと町の本部では考えているみたいでした。ですから、今日ある程度の

考え方が集約されれば本部にその考え方を説明して、最終的に町としてどこの位置づけにする

かということを作らせていただきたいと考えておりました。あくまでも行政としての考え方で

はなく、委員の皆さんの考え方も今回の計画の中に含めるというスタンスを町長が取っている

ものですから皆さんのご意見を先にお聞きしながら行政として話をつめていきたいと思ってい

ます。 

○高成田委員長 わかりました。つまりこの委員会はパターン２を推薦しますという必要はな

いということですね。いろんな方の意見があったということでかまわないということですね。

そうすると今までの委員の中では、パターン２というところ国の数字を尊重すべきだという意

見がありました。あとはいかがでしょうか。私は委員としての意見としては一種の目標値であ

るので、こういう３００人というのはわかりやすい数値ですから、こういう目標としては３０

０人という数値を掲げ、なおかつ３０，０００人というほうがわかりやすいのであれば、私は

そういうラフな数値として３０，０００人程度というふうにおくほうが、ひとつの目標値とし

ていいのではないかという個人的に委員としてはそういう意見を持っています。どうぞ皆さん
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も意見を言っていただいて、多数決をとるということではないようですので。 

○高橋委員 製造業として会社の工場という仕組みなんですが、出生率とかそういう考え方は

あんまり持たないんですね。どっちかというとものづくりの事業の継承ということで、早い人

だと１８歳、定年は６５歳ですけれども、順次入れ替わっていくということで、平均年齢を重

視するんですね。そういうことで工場の場合はものづくりに対してはだいたい平均年齢を保ち

ながら維持していくと。そういう中で新しいものづくりとか始まれば、そのときにはピーク的

に人を集めたりしていくんですけれども、そういうことから言えば総人口、やはり目標は人口

じゃないかなと。今の現状に対して目標の３０，０００人とかそういう数字を掲げて対応する

と、出生数３００人年間というふうにたてても若い人だけ入れて若い人が４０になればやめて

くださいとは言えないのでそういうわけにはいかないですね。もし出生率とかお子さんを多く

増やしていくとなると、それなりのハードルの高い物事の考え方を整理しないと達成できない

なと。人口でいけばあと５，０００人６，０００人ということであれば商業、工業、施設、運

動ができる施設、全体通してやれば人が集まってくるようなことを政策の中でいろいろな考え

方をたてながら人口は増やしていけるなという、あるべき姿にたどりつくような道筋のストー

リーができるんじゃないかと思います。出生率でいくとどうするのということがものづくりか

らの観点からはなかなか難しいと思います。私の意見としましてはパターン２でおおよそ先ほ

ど言われたとおり３０，０００人ということでやったほうがいいかなと思います。年間３００

人とかいう目標をたててしまうとそれなりのハードルの高い対策と施策をうたないと達成は難

しいかなと思います。以上です。 

○高成田委員長 西川委員いかがですか。 

○西川委員  私としましては、晋山委員からあったように現状と目標と２つ並べるのがわか

りやすいのかなと思いました。なので、パターン１ともうひとつ目標として掲げるものとして、

私もパターン２がいいと思っております。その理由として、ラフな数値として年間３００人と

いうふうにあげると地方としての目標値はわかりやすい数値にはなるんですが、それを国民一

人一人に落としていった時に、個人としてもわかりやすいのが出生率なのかなと考えましたの

で私はパターン１パターン２というふうに意見させていただきたいと思います。 

○佐々木委員 国も県もパターン２の形によって積算されているというのは課長から説明あっ

たとおりでございますので、やはりパターン２というのが基本かなと思っております。ただし、

やはり町民への説明という観点からすると３００という数字も捨てがたいのかなと思っている

ところです。実際３００人で積み重ねても最終的な数字というのは２０６０年で５００人程度

しか変わっていないというところがあります。たぶんパターン４で出生率を逆に計算してみて

も結局２．１いくつにたぶんなるくらいの数値なのかなという気はするんですね。実際、柴田

町の自然増の数値は３００程度って言うことがそもそも根本にあります。それであればやはり

それを目標にというパターン２で先に計算して、現状として３００人というのがあるので、最

終的にはパターン２の数値を、何人程度ということで数値として切り上げたりするというのが

妥当なのかなと思ったところです。以上です。 

○加茂富枝委員 やはり現状というのを知っている住民というのがどのくらいいるかっていう
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のがすごい疑問なので、やっぱり現状を伝えるということはすごく大事なことかなと思います。

それでやっぱり３０，０００人位いないとこの町はやっていけませんよ、みたいな数値を掲げ

ていけばみんなの努力も変わってくると思うのでその形がよろしいのではないかと思います。 

○加茂大祐委員 ここの３番でパターン２は、ちょっとあの本町では算出できないため検証が

困難であると書いてある上で、パターン２でいけるのは大丈夫なのかなとちょっと心配はして

いるんですけれども、また出生３００人ですね、この過去５年の平均でということはあると思

うんですけれども、子育てに関する行政サービス面から適正と考えられる、キャパシティは３

００人あるかもしれないんですけれども、自分が保育所、私立の幼稚園を考えた場合ちょっと

柴田町としての保育所はあまりにも・・・基本的に農家はあまり入れない、保育所のほうには。

家でお仕事しているでしょという時点でまず入れない。あと自分がもしも１人目、自分は子供

２人いるんですけれども、１人目産んで２人目奥さんに子供生まれて産休とったときに、産休

とったら今まで保育所通っていたら出されてしまう、それで苦労している人もいるなかで３人

目産もうと思うのかなと。そういう面から考えて適正と考えられると書かれるとちょっと自分

には疑問はあったんですけれども、岩沼とか考えると２人目半額、３人目はただで入られると

かそういうところもいろいろ行政ではあるので、もちろん国から補助金というかお金をもらっ

て設定しなさいときていると思いますので、その基準となるものは流れで言えば、それぞれの

町でだすのもいいんですけれども、国で出された数値に対してこういうふうに目標を設定しま

したというのが一番すんなりいく道のりなのかなと思いますけれども。そうですね、その中で

自分たちで独自にだしたって言うのは結構柴田町でもがんばって計算したのかなと思いますの

で、自分としてはどちらがいいかって言うのはまだわからないんですが、先ほど言ったように

このまま何もしていなければこのぐらいで、できれば目標って言うのは高く持っていたほうが

いいと思いますので、７２年で３０，０００人程度と数を限定するんではなく、含みを持たせ

ながら高い目標に向かっていきましょうというほうが、将来に向けて希望もあるのかなと感じ

ました。 

○大宮委員  私もパターン２を中心に見ていたんですけれども、やはり夢は大きく持ったほ

うがいいなというところと、やはりさっきお話がありましたけれども町民の皆さんにもこの現

実というのも一緒に知ってもらって、地元を愛するという方は結構いらっしゃると思いますの

で、その中で町全体で考えていかなければいかないことなのかなと思います。出生率に関して

も私も子供が２人いますが、この先どうかなと考えるとやはりいろいろ考えてしまうのも現実

でありますので、そういったところをいろんなところでこういうイベント等があって皆さんに

知っていただく形で高く設定していくということがいいと思います。以上です。 

○高成田委員長 ありがとうございました。それでは委員としてのそれぞれの意見が出ました

のでご報告いただければと思います。それと、このままではこうなるよというところは必ず明

記していただく、これはみなさん共通の意見ですから現状ではこういうふうになりますという

こと、そして将来的な目標ということをはっきり示していただいて。示し方、目標の置き方に

ついては委員によって意見の差が合ったということで報告いただきたいと思います。では次の

議題に進んでいただきたいと思います。 
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○平間課長 次が次回の議題の中心になるのかなということで、今町が議論をしている考え方

を事前にお知らせをしたいと思っていました。まず、今回の総合戦略の考え方です。４つの政

策分野を国県が明示しております。当然我々も基本目標ということで、４つの政策分野を掲げ

て全課で話し合いを進めているところです。特に安定した雇用創出では、雇用創出部会を立ち

上げて２回の会議を終えさせていただきました。そのひとつの基本的な方向性ということで地

域ビジネスの開発を支援していこう、柴田町のブランドを作って継承しようと。あと若者の雇

用をいろんな事業とくっつけられないかということを関係課で議論して事業を整理していると

ころです。先ほどから移住定住というか人に来ていただければならない、出生を高めなければ

ならないことも踏まえると、まず柴田町における住環境の整備が必要になってくる、柴田町と

しての周遊観光をある程度推進して柴田町のイメージを高めていこうと。ただ町内だけで情報

を出してもしょうがないのでプロモーション活動で外から人を呼び込むというところ、そして

人が来れば当然そのための拠点整備も必要になってくるだろう、地元においては何かというと

地元の住民力、コミュニティの体制強化も必要だろうと。新しく人を受け入れるためには、こ

れらの基本的な方向で事業を整理させていただいているところです。若い世代の結婚、子育て、

出産、そのために３つの基本的な方向性の議論をさせていただいているところです。先ほどか

らありましたように子育て環境の整備と支援です。今の支援制度でいいのか、子育ての環境整

備だけでいいのか、これを考えていきたいということです。これをするにはやはり最終的には

３０，０００人だったら３０，０００人の人口目標を掲げてそれに向けてやっていくというよ

うなところです。それから若い世代の転出が多い。これには、ある程度魅力ある住環境の形成

も若い世代を引き止めるのに必要ではないか。それとあと健康です。あとスポーツの町です。

やはり若い世代については健康と汗をかいて、スポーツマンシップというかそういうような町

づくり、にぎわいと元気な町、そういうことによって若い世代の希望が叶えられるのではない

かということで事業計画を作っているというところです。それから４つ目です。時代にあった

地域づくりということで、高齢社会を迎えてこれからどういうような柴田町を作るんだという

ところで、安全安心な暮らしの確保にはどのようなものがあるんだと。あと地元の資源です。

地元の資源をどのような形で活用していくかということです。高齢化になると空き店舗空き住

宅がでてきます。それらを地域コミュニティの場所とかいろんな場面に使えるのではないかと

いう議論をしております。それから今は行政区単位の縦割りでつながりを持っていますけれど

も、隣近所との行政区とのつながり、あとは越境というか少し離れたところとの行政区の地域

との交流、あと隣町との交流、こういうようなものも今後、時代にあった地域づくりとして必

要ではないかというこの４つの柱を基に議論をして、次回の会議にはある程度の事業をご説明

できると考えております。そこでお願いです。今、町で基本的な方向性、例えば安定した雇用

の場合３つの軸を考えておりますが、それ以外にも何かあるのではないか、移住定住、人の流

れを作るにしても４つの基本方針だけでいいのかなど、ある程度皆さんから次回に意見をいた

だきたいと思いますので、この辺も踏まえていろいろと整理をしていていただければというこ

とで、今日は町が戦略として方法と基本的な目標、これを進めている概要をここで説明を申し

上げたというところです。今後いろんな形で、この時間だけではなかなかまとめきれないかと
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思いますので、その辺も踏まえた中で思いつくまま事務局のほうに、メールなり電話をいただ

いてもっと密度のある事業を捻出させていただければと思って今回、町が進めている考え方を

説明させていただきました。 

○高成田委員長 今この場だけではなくて、メールなりで議論ができればということでぜひそ

ういう機会を設けていただきたいと思いますが、逆に言うとこの４つの部会の中身というのは

次回のときにどっと出てくるということになりますか。 

○平間課長 今のところそのような形で進めておりました。ただ、それが最終的な案というこ

とではなく、素案の素案という考え方です。ですから、我々の方としていろんな事業を捻出す

るんですが、なかなか新しい事業に取り組めない場合もありますので、強く委員の皆さんから、

これは必要だと、そういうようなことを発言していただいて、それを取り込むというような作

業を今後していきたいと思っております。できるだけ今までの考え方に抜け出すようなアイデ

ィアも今回は必要かなと思っております。今、作業していますが我々自身がそれほど深い視野

を持っているということもないものですからある程度みなさんからのアドバイスも得たいと思

っていました。 

○高成田委員長 この戦略マップの検討というか、この部分についてのご質問ご意見あればど

うぞ。 

○加茂大祐委員 ここに書いてあることは、ある程度今までもやってきていて、さらに拡充し

ますということと考えてよろしいですか。 

○平間課長 はい。これに枝葉としてどういう事業というのが展開、整理をされてくるという

ところです。例えば、先ほど加茂委員の言った婚活とか、そういうのがどこの部分に入るかと

かでてくるのかなというところがあります。基本的な方向という考え方というか柱が、このよ

うな形で３つ４つというところですが、実際に安定した雇用創出する場合に、この３つだけで

本当にいいのかどうかというのを、ある程度委員の皆さんにも議論に加わっていただければと

思っていました。 

○平井副委員長 政策の例と書かれていますけれども、ここの部分にあったらいいなという政

策を、私たちのほうから提案という形でよろしいのかというようなことをお聞きしたいんです

けど。 

○平間課長 次回の議論はまず、講ずるべく政策に関する基本方向です。つまり今町は、例え

ば安定した雇用の創出の為には、この３つの基本的な考え方で事業をつくっていこう、貼り付

けていこうという考え方でいます。しかし、これ以外にも安定した雇用の創出には、こういう

考え方の基本的なものがあるのではないかというところを、一つ掘り下げていただきたいとい

うことと、当然、これから我々のほうで柴田ブランドの継承と創造の中にいろんな事業をこの

政策の例に網羅されているような具体的な事業をだしていきます。その中でも不足するものが

あると思いますので、それも次回いろいろと、議論を深めていきたいなと思っていました。で

すから２つです。まず安定した雇用創出では３つの柱だけでいいのかどうか、あと移住定住も

４つの柱だけでいいのかどうか、こういうところです。当然産学官というかものづくりも入っ

てきますし、金融的なところもあるかと思います。そういうようなところも踏まえた中で、い
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ろいろと今後つめていくのかなと思います。特に地域ビジネスの開発となると金融機関さんが

どのような形で関わりを持つかとかのアドバイスをいただけるとか、あと若者の雇用について

は工場の代表であります高橋さんのほうから改めてこういうような政策があったらいいとか、

そういうようなものもでてくるのかなということと、例えば雇用は３つの柱だけで本当にいい

のかどうかと。こういうことも踏まえて次回の話し合いを進めたいと思っていました。 

○高成田委員長 先の議題がありますので、このあとで質疑のところで元に戻ってもかまわな

いと思うので先に進めていきたいと思います。次の３番以下のご説明をお願いします。 

○平間課長 これからは、今町が取り組もうとしている、取り組んでいることの報告というこ

とでご理解をいただきたいと思います。３、４については一括でご説明を申し上げたいと思い

ます。前回の会議で、国の創生先行型ということで７つの事業を既に国に申請をして認定を受

けて行っているというようなお話をさせていただきました。当然、それらもすべて今回作る計

画戦略マップの中に位置付けされます。今日お話しするのはそれ以外の枠で、これから柴田町

が国へ申請をしようという部門です。タイプ１とタイプ２という４つの事業を、これから改め

て柴田町として既に実施している事業に追加して行いたいと考えているプランです。それをご

説明申し上げたいと思います。まず１つにはフットパスのコース整備をしながら里山に人を呼

び込もうというような政策、これを拡充するという拡大版です。要は、柴田町の里山、労働力

が不足しているために荒れているというようなところがあります。そこで今回、富沢、上川名、

槻木の奥の山手なんですけれども、そちら特に上川名地区の活性化組合を中心に竹林の整備、

そして筍を生産し、加工販売までする六次化産業として一体的に行う仕組みづくりを立ち上げ

ようと考えております。その地域は５０戸の世帯しかありません。そのままでいけば、当然減

少するだろうということで、地域の空き家に若者を住ませて、そこで仕事をして新しいビジネ

スを起こそうという事業が１点、それとあともう１つです。その地域には富沢、上川名地区、

分校がありました。そこの分校を全面的にリニューアルして加工品の工場を作って道の駅とし

て、農産物の直売だけじゃなく、加工場そしてレストランという施設に改修していこうと、こ

ういうようなところで今小さな拠点整備の拡充版として上乗せ交付を使っていこうという事業

を考えているところです。すでに動いている部分については、楽しい道を作りながら里山まで

人を呼び込み、買い物とかいろんなものを創出しようというところなんですが、一歩踏み込ん

で竹林を整備して、そこから筍を生産して加工、そしてそこにある施設をリフォームして工場

と店舗を作ったりして地域の買い物ができるような場所にしていこうというのが今回の拡充事

業として提案をしていきたいという事業です。それからローカルインバウンドということでご

存知のように、５０数万人が大河原と柴田町に観光客が４月に来るというところです。特に外

国人が最近多くなってきていることもありますので、外国人のおもてなしをインバウンド推進

事業でやろうと考えております。その考え方です。まず外国人にいっぱい、爆買ではないんで

すが、外国人特有に地元のものを売り上げようということです。それから職員が観光マネージ

ャーをするのではなく、ある程度専門的な観光マネージャーを育成していき、そして広域観光

です。柴田町では単なる通過型の観光しかできません。それを着地型ということで白石とか蔵

王とか村田とか近隣の市町村と連携して宿泊まで兼ねた周遊コースを作っていこうと。こうい
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うものをやれればというところで外国人向けの町としての環境整備をしていこうと考えて２つ

目を提案しようということです。３つ目です。裏のページをご覧いただきたいと思います。ご

存知のように柴田町には太陽の村ということで自然休養村太陽の村があります。それを子育て

施設にリニューアルしようということです。子育てと健康づくりをテーマに太陽の村を再整備

しようという計画です。そのためには何をするかというと今年、太陽の村にふわふわドームが

できます。そのふわふわドーム１つだけでは子供たちファミリーが遊べないというようなこと

があります。その施設で子育て支援もできる、健康づくりもできるというようなインストラク

ターを養成しながら、食事もできるような太陽の村を再整備しようという計画作りに代替とし

てチャレンジをするところです。それから最後です。今までがタイプ１です。タイプ２という

ことで、これは条件があります。今、議論していただいてる戦略を１０月３０日まで完成する

と、国から上乗せ交付のタイプ２ということで１千万円の予算の範囲の中で市町村に事業交付

をいただけます。柴田町の子供たちの体力が落ちているということで、今回この国からいただ

ける予算については子供たちの体力づくりのために使おうということで仙台大学に共同でお願

いできないかと事業を進めているところです。スポーツ振興課が中心となって仙台大学の全学

部と共同で子供たちの健康づくり、心技体の向上を５年間かけて事業のはしりとして今回、国

に申請します。このような流れが今、創生の戦略以外に町として国に手を上げている事業です。

これについてはいろいろ条件があって必ず合格するというような代物ではないということです。

国も今までの考え方ではなく、１ページめくっていただいて説明があります。上乗せ交付のタ

イプ１、真ん中にありますが交付対象が全国で３００億円の予算を使っていろんな事業支援と

いうことです。ただし３００億円のうち２００億円は県です。全国の県に２００億円です。１，

７００の市町村には１００億円です。ですから１００億円を１，７００の自治体が先を見越し

て申請をします。一律ではありません。この計画に対してタイプ１の四角で囲った３行目にあ

りますが先駆性を有する事業ということで、町のモデルになるもの、先駆けるもの、こういう

ような要素を含めてない事業でないと、交付対象にはなりませんよ、というところでかなりハ

ードルの高い申請になるというところです。２ページをご覧いただきたいと思います。真ん中

に（ハ）に先駆性というのがあります。先駆性には４つの要件を含めなければならないという

ことで、まず利用者から見てワンストップです。窓口を一本に絞った事業にしなさいというこ

とです。よく役場の場合、住民票をとったり税務の証明とったり、窓口一本ですよね。ですか

ら一箇所で利用者から見て効率のいい事業にしなさいということです。２番目です。中枢都市

とか定住圏ということで、今後どこの自治体も体力が弱ってくると。すべてフル装備ではなく

隣にある資源を活用したりする形で広域にわたる他市町村と連携を取りなさいという事業の経

過も入れなさいということです。３つ目です。行政だけではだめですよと、民間、ＮＰＯ、こ

ういう人たちも当然入れなさいということと、当然そこに住む住民の人たちと連携を取りなさ

い。この４つを入れた文言を入れないと先駆性にはならないというところで原稿を作っており

ました。先週、様式がまた大幅に変更になり、その書き換えを行っているところです。あとタ

イプ２についてもだしていきたいということで、これについての先駆性は問われていませんの

でハードルは低いと考えています。このような形で国が次から次と地方創生についてお金を交
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付をしてきていて、そのハードルが高くなってきているというところで、本当に市町村のアイ

ディアが審査されて決定されるというところで柴田町が４つの事業に手を上げているという状

況を報告します。来月の戦略の会議の中ではこれらがどの分野に網羅されているかという事業

も報告できると考えておりました。このような流れで今、国と町が動いているということの情

報をお話させていただきました。最後です、申し訳ありません、長くなりました。アンケート

調査です。前回もどういうような内容だというような指摘もありました。まず４の１と２につ

いては、柴田高校生に対しての進路に対するアンケート調査を行いました。２１の設問を行い

ました調査票が４の１です。速報値ということでまだ最終的にチェックはしておりませんが、

このような速報値がまとまったということで今日お示し申し上げました。高校については３０

２枚配布した中で回収率９５％ということでかなりの回収率となりました。柴田高校生２年生

３年生中心に行わせていただいて、在学生で柴田町に住んでる方は２２％しかいませんでした。

７５％は他市町村からきている学生さんの意見をいただかなければならないというところです。

柴田高校の場合、資料３の他にもありますけれども、約７０％近くは進学校を希望している学

校だというところです。将来、柴田町に住みたいという方は２％しかいませんでした。なかな

か難しいというところです。あと、就職したいというところで、何が条件だということを聞き

ました。問１３にありますが、やりがい、達成感、生活のために必要な収入を得るために就職

する、これらが上位というところで当たり前ですけれども、仕事に対してもこういうような条

件がないと地元に残らないのかなというところが読み取れるというところです。あと、いろい

ろと自由意見もあります。これらを参考にいろいろな事業を設計していきたいと考えていまし

た。３と４は、仙台大学の皆さんにお願いをしました。これについては大学卒業後の意識調査

というようなところでお願いをさせていただきました。７００人の学生にお願いしたところ回

収率約７４．９％ということでかなりの高回収でした。特に今回は就活前の学生ということで

３年生を中心にお願いしました。３年生中心ということ二十歳というところです。我々も全国

区の学校だという意識があったのですが、４割近くの方が宮城県出身だということで仙台大学

は全国区ですけれども宮城県からの学生さんが４割を占めるという新たな発見をしたというと

ころです。学生の皆さんに６の１で希望する分野を聞いてみました。そしたら公務員志望とか

教育学習支援の就職希望が多かったと見てとれました。学生自身が安定志向という分野を目指

しているのかなというところと、働く場合は地元志向もそうなんですが、働く場がきちんと確

保されていることが重要とかいろんな意見をこの戦略の中に入れていきたいなと考えておりま

す。いろいろと厳しいご指摘もあった中で、柴田町には何もない、若者が楽しめる場所が何も

ないというような意見が多かったなとに読み取れました。その辺も踏まえて定住していただく

ためにはやっぱり楽しいものも作らなければならない、買い物するところもきちんと整理しな

くてはならないとか、いろいろ貴重な意見をいただいたアンケート調査、速報値ですけれども

掻い摘んでご報告申し上げました。これらも踏まえたなかで次回以降いろいろとご指摘をお願

いできればと思って今日は２、３、４の資料について情報提供させていただきました。以上で

す。 

○高成田委員長 ありがとうございました。まとめて説明をいただきましたけれども質問ある
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いは、ご意見をうかがいたいと思います。どうぞ。 

○晋山委員 アンケート読ませてもらって、まさしくその通りかなと思ったんですね。基本的

に学生さんとかは徒歩、自転車が自分の行動範囲になるのでそこにないと何もないんですね。

そういう意味では、柴田町には公共交通機関がない、これは決定的にそういう方にとっては不

利になります。そのために自転車、バイク等になるんでしょうけれど、アンケートを見てみる

と非常に治安が悪いというものがあって、これについても学生さんと地域がもうちょっと話を

したほうがいいのかなというふうに思いますし、仙台大学さんの志向からすると教職員とか若

しくはアスリートとか、そういう意味では模範にならなければいけない学生さんが多いわけな

のでそれについては仙台大学さんについてもきちっと地域との対応を言ってもらわなければい

けないのかなと思って、その中で学生さんの中に高校生のガラが悪いというのもあったので、

そこを仙台大学生さんがきちっとすれば、そういう悪さするのは高校生ですよということが言

えると思うので、その辺もうちょっと仙台大学生さんとやったらいのかなというふうに思いま

す。やっぱり１つは、よそ者と若者に優しくない町かなと。アンケート見て思ったのが、結局

従来の地域の方って、基本的に田舎だと車社会なので車で移動できるのが当たり前になってま

すから基本的に車もって動ける範囲にいろんな施設があるんですけど分散しすぎていると。よ

そ者が来て、私ももともと都市部にいたので電車中心に動こうとするんですけど、それについ

て非常に不便だと。学生さんもたぶんそうだと思うんですね。地方から来た方は車を持ってく

るわけがないので徒歩、自転車になりますから、そうするとショッピングセンターがあっても

遠すぎるんですよね。徒歩、自転車であればですね。なのでその辺についてもうちょっと都市

計画というか考えたほうがいいかなと思いますし、また柴田高校についていえば駅から遠いで

す。あまりにも遠い。その間に少しでも店が張り付いていればいいかなと思うんですけれども、

国道沿いを歩いていかなければいけないので非常に暗いと。ということで部活が終わって特に

冬場だと暗くなるので非常に不安になるとこれが当たり前だと思うんですね。せっかくその町

外から来た方、県外から来た方がいて、柴田町を見てもらう機会なんですよね。そういう方が

残ってくれればいいんだけど、印象が悪く帰っていく、これは致命的だと思います。なのでま

ずは、そういう整備をしていくことが重要かなと思います。私も来て西船迫に住んでますけど、

駅に行くのに非常に暗い、なおかつ徒歩だと厳しくて自転車でないといけない、子供たちがい

て遅くなると非常に不安がってる、実際に痴漢の問題もありましたけれどもね、まずは安心で

きるような街灯が必要だと思うのと、そういう意味では防犯カメラ等の設置が必須かなと見て

て思いました。また大きな話になりますけど、仙台大学さんは非常に大きな存在だと思います

し、自衛隊も大きな存在です。なおかつ隣接しているので駅から仙台大学に行くルートの整備

をきちっとしてそこに対するお店の張り付きとかやると少し明るくなるし、何もないという話

が少しは緩和されるのかなと思います。公共交通機関、少なくとも通学用バスとかは安心でき

るのかなと思いますし、地方から来た方にとっても非常に安心ですし通勤のバスもそうですけ

ど、今できるだけ公共交通機関を使いましょうという中であまりにもＪＲの本数が少ないのと

それ以外ないというのがちょっと厳しいかなというふうに思います。徒歩で歩ける方だと実は

駅にいけたら仙台が自分の行く場所なんです。何もないということではなくなるんですけど、
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結局ＪＲの駅まで行くのが大変だったりとかなので、実は仙台大学さんが柴田町にアパート借

りないのは、学校に行かない間の楽しみのために周辺に行くんだと思うんですけど、私も学生

だったときそうは言っても最後は大学の近くに行きたいなとその方がやっぱり便利なので、で

もそこに楽しみがないとやはり寂しいなという思いがあったのでその辺も含めて、若い人とよ

そから来た人のためにもうちょっと考えないといけないのかなと思います。私も前から行って

駅の話しても地元の人は車で動くので電車のことはまったく気にされない方が実際多くて、そ

れではやっぱり定住促進って外から来た方に対してはちょっと厳しいかなというのはアンケー

トをみて私が思ったことです。以上です。 

○高成田委員長 このアンケートそのものについていろんな意見をする機会、まだありますね。

時間が来ているので、まだ時間があるということですけれども今日の段階でぜひこれだけは聞

いていきたい、言っておきたいということがあればぜひ、どうぞ。 

○佐々木委員 アンケートの関係ですけれども、柴田高校そして仙台大学の学生さんのアンケ

ートをいただいたということで、今回こういった形で若者世代をどう柴田町にでていかないよ

うにするかということを目的にアンケートをなさったということで、やっぱり高校生は外から

通っている方がずいぶん多いというのが初めてわかったんですけれども、やはり高校生の方だ

とちょっと柴田町にとどまるというよりは外から来ている人が多いのでなんともちょっといえ

ない部分があるなと思ったんですけれども、仙台大学の学生さんは宮城県内から来ている方が

ずいぶん多かったので、ずいぶん参考になるところが多かったのかなと思ってたところです。

この部分はいいんですけれども、ちなみになんですが、基本計画策定時とかで子育て世代とか

そちらのほうの方々からとったアンケートというのはあるんでしょうか。今回先ほど４つの基

本方向というかそれがあるんで、その中のひとつがやはり子育て支援が一本の柱だと思います

んで、その辺の方々の意見というのもある意味必要かなと思いますんで、その辺お聞かせいた

だければと思います。 

○平間課長 昨年、子育て計画を改めて作りました。基本計画の中でアンケートとか全部網羅

した中で基本計画を作っていますので、ある程度アンケートを加味した中で実際的なマップづ

くりに入っていくという考え方で示しておりました。去年いろんなアンケート、介護、子育、

健康づくり、食育とか、毎年のように３つから４つのアンケート調査はそれらはすべて網羅す

るというか、参考にさせていただきながら、なおかつその年代の中で集約できなかったところ

を今回入れたということでした。2:04:42 

○高成田委員長 それではアンケートを含めてですねこの次に議論をしていくということで。

質問ですけれども、戦略マップのところと先ほど言った上乗せ事業との関係ですけれども、上

乗せ事業の部分のご説明したあとで戦略マップのところに落とし込んでというような印象をう

けたのですが、そうすると例えばこういう事業を政策の具体例のようなところで盛り込んでい

くと、例えば安定した雇用の創出の政策例としては、例えばこの１番とかっていうようなこと

がでてくるという事ですね。 

○平間課長 実際的にこれに肉付けするような形、補足するようにいれて事業を表示したいな

と思っていました。 
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○高成田委員長 つまり私たちがだすのはこういうある程度の具体的なものと、もう１つは戦

略マップで講ずべき政策に関する基本方向ということですから、かなり基本的な大掴みなとこ

ろと、この両方についてということですね。 

○平間課長 推進本部は月１回、月の初めに開催をして、ある程度庁舎の中の意見集約、これ

からの作業の確認をやっていくところです。８月には議会にも、今までの進捗状況を報告して

いきたいと予定していました。委員会もさることながら議会とのやりとり、そして推進本部で

練り上げの繰り返しで１０月までに計画をまとめていきたいと。１０月でまとまったら、今度

は住民説明ということで各地域に行って説明をするという形で考えています。あくまでも計画

については、ＰＤＣＡということで計画は立てますけれども、いろいろと漏れている所とか新

たなものがでてくると思いますので、それは２８年度以降追加するというところで回していく

スタイルで進めていました。ですから次回以降の会議で、町としてのビジョンというものがお

示しできればと準備を進めているところです。 

○高成田委員長 それからタイプ２のほうにあるトップアスリートの育成事業について、スポ

ーツ振興課と仙台大学の間で話がというふうになっていますけれども、これは仙台大学のほう

はもう窓口が決まって動いていますね。 

○平間課長 学長が全件委任を受けて窓口は俺だと言われました。これは町だけの考え方では

到底、成り立たないものですから、関係機関には打診なり相談を持ちかけています。ただ先ほ

ど言ったように条件として、先駆性とかいろんな基準日とかが決められているものですから町

だけでゴーサインをだせないというところがあります。１０月に国から最終的に決定をいただ

けると。そして３月までに実績をださなければならない。６ヶ月間でやる事業なので既存の組

織をフル稼動させて、新たな組織を作るということでは到底できないだろうというところで、

既に動いているというかある組織を使った中で展開をしていって２８、２９年度以降につない

でいこうという形で町長の戦略が積み上げられてきているところです。とっても職員としてト

ップアスリートもそうですが、かなり厳しいです。要はＫＰＩということで本当に安定した雇

用そして人の流れを作る、若い世代、結婚出産そして地域づくり、この結論をどうやって導き

だすか、その評価項目をどこに位置させるかということで悩んでいるところです。 

○高成田委員長 こどものピラミッドですから底辺の問題ですから、県レベルだとトップアス

リートということでいいのですが、町レベルの人口でトップアスリートというのも名前はいい

んですけれども、本気になると大変だろうなというふうに思います。 

○平間課長 そうですね。今年だけの事業ではなく、５年間の事業の中でどういう枠組みをす

るかということで、スポーツ振興課には指示をしておりました。 

○高成田委員長 子供たちみんなが元気になって運動能力で成果をあげるということであれば

おおいにやっていただければ。 

○平間課長 最終的には体力向上ですが、それを仕事に結びつけるように、仙台大学の学生さ

んに地元に残っていただくような物語を作れないかということでやっていました。 

○高成田委員長 ありがとうございます。それでは最後に副委員長さんお願いします。 

閉 会 
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○平井副委員長 皆さんのほうからいただいた意見が、町の今後の活性化に向けて少しはよく

なるんではないかと思いますので、ぜひ新しい意見というんですか。本当にささやかなことで

もいいと思うんです。思ったことを、どんどんどんどん発言していただいて、それが今後につ

ながるんではないかなと思いますので、皆さんの頭の隅に気になったことがあったら、ぜひ皆

さんのほうで意見をだしていただければ、もっともっといいものができるんじゃないかなとい

うふうに思いますので今後ともご協力をいただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

― 午後５時 07分  閉  会 ― 

 

 

 

 


