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第 3回柴田町総合戦略推進委員会会議録 

 

                      日時：平成 27年 10月 13日（火） 

                         午後３時 00分～午後５時 06分 

                      場所：柴田町役場 特別会議室（2階） 

― 午後３時 00分  開  会 ― 

 

■第３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１

柴田町人口ビジョン（案）と資料２柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略と晋山委員からの

情報提供ということで、新聞記事のコピーとインターネット記事のコピーをいただいておりま

す。今回の会議も、会議録調整のため発言は必ず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３回柴田町総合戦略推進委員会を開催いたします。なお、

加茂富枝委員、西川里美委員からは欠席のご連絡がありました。それでは委員会の次第により

進めてまいります。始めに高成田委員長よりご挨拶お願いします。 

○高成田委員長 挨拶は特にありません。早速会議に入りましょう。 

○佐藤班長 ３の議題に入りますが、進行は柴田町総合戦略推進委員会設置要綱によりまして、

高成田委員長にお願いしたいと思います。 

【出席委員】（10人） 

遠藤 晴樹、大宮 弘人、加茂 大祐、佐々木 榮一、晋山 孝善、鈴木 卓、鈴木 利夫 

高橋 治、高成田 享、平井 正憲 

【欠席委員】（2人） 

加茂 富枝、西川 里美 

 

【事務局職員出席者】 

まちづくり政策課：課長 平間 忠一、企画班長 佐藤 正人、主事 平間 隆志 

【日程】 

○第３回柴田町総合戦略推進委員会 

 １ 開会 

 ２ 委員長あいさつ 

 ３ 議題 

  ⑴ 柴田町人口ビジョン（案）について 

  ⑵ 柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

  ⑶ 質疑応答 

 ４ その他 

 ５ 閉会 
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○高成田委員長 まず、日程がずれている説明からお願いします。 

○平間課長 申し訳ありませんでした。７月２７日以来、本日第３回目となりました。８月に

予定されていた委員会ですが、国の動きで上乗せ交付事業の申請時期が８月下旬と、国からせ

っつかれているということがありました。それと現在、推進本部で進めているプロジェクト事

業との整合性をとるための意見集約の期間に８月の期間を費やしてしまい８月の会議が開催で

きませんでした。素案に対しての上乗せ交付部分の加筆がでてきたということと、８月下旬か

ら９月にかけまして、町の推進本部を開催しました。その中で各課関係の事業について、今後

の推進計画を網羅し打合せをして、やっと原案というか素案がまず行政側からの視点というこ

とでまとめさせていただいたところです。前回、お約束したように、この推進委員会自体が幅

広い階層からなっているものですから、幅広い視野からの意見を求めるという機会がこの委員

会にありましたので、ある程度、町のたたき台をまとめてからのほうが、貴重な意見がいただ

けるのではないかということで、日程が１ヶ月以上遅れてしまいました。お詫び申し上げます。 

○高成田委員長 日程についてご質問ありますか。議題についてですが、人口ビジョンについ

ては、前回詳しく説明していただいたので、なぜこうなったかという結論だけ説明していただ

き、質疑をして、できるだけ本論のほうに時間をとりたいと思います。 

○平間課長 資料１ 人口ビジョンをお出しください。７月に詳細に説明をさせていただきま

した。この推進委員会の中で端数を切って 30,000人とした方がいいのではないかというアドバ

イスを受けました。本部の中でも議論をした中において、柴田町の特色である社会移動という

か、転出・転入の要件を少し加味したらいいのではないかということで、前回までは社会移動

の資料を作っていませんでしたが、３９ページをご覧ください。国・県が掲げる人口推計値の

出し方ですが、住民基本台帳もしくは国勢調査の人口の変化率・出生・生存率で推計していま

すが、柴田町においては、人の移動が多いものですから、社会移動という視点を新たに入れて、

できるだけ柴田町から人が逃げていかないような政策を加えて、30,000人を超える数値にしよ

うということで社会移動という考え方を入れてまとめさせていただきました。それをベースに

柴田町の５０年後の目標値ということで４７ページをご覧ください。平成７２年、２０６０年

には目標人口 30,000人というかなり高い数値をださせていただきました。４８ページをご覧く

ださい。国・県の合計特殊出生率１．８を掲げています。平成５２年には人口置換水準２．０

７。どこの市町村もこの数値目標を掲げています。柴田町もこれに当てはめて作らせていただ

きました。しかし、健康推進課等からは５００人規模の出生率をあげないと到底この計画は厳

しいと指摘を受けています。しかし国・県の目指す方向性に合わせるということで、柴田町に

おいても、国・県の合計特殊出生率を採用させていただきました。２番目にあります人口減少

の抑制ということで、できるだけ若者が町に戻ってこられる政策、もしくは出て行かない政策

も必要だろうというところです。地域課題ということで、柴田町の資源を生かした中で地域活

性化をしていくという経過を踏まえた中で政策をうっていけば、国の掲げる人口よりも５０年

後ですが、5,200人の人口減が抑制されるだろうというのが 30,000人の根拠というところで、

計画を 30,000 人に固定するようなビジョンを展開させていただくという推進本部の意見を集

約させていただいたところです。 
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○高成田委員長 人口ビジョンについては前回いろいろな意見がでましたが、今、多数意見で

30,000人とおっしゃったけど、私の理解では必ずしも多数というアンケートはとってるわけで

はないので、そういう意見があったという程度で。もしご報告することがあるならば、正式に

手を挙げたわけではないので、自信はありません。いずれにしても、４７ページのように町と

しては将来人口の設定は 30,000人程度ということに落ち着かせたということで、そのためには

社会移動という新しい概念をつけ加えたことと、そして政策がいるという説明でしたが、何か

質問なりご意見があれば。なければ次の総合戦略をお願いします。 

○平間課長 先ほど説明した人口ビジョンは５０年後の姿で 30,000人と設定しました。総合戦

略については、５年間の計画です。特に今回、国の方針として地域課題の解決と町の持つ特性・

特徴、これを生かした地域活性化策を５年間の計画としてまとめなさいという指示があります

ので、今までの行政の課題をまとめさせていただいたところです。まち・ひと・しごと創生総

合戦略の副題はフットパスによる元気なまちづくりということで、今、町が総合計画の中で抱

えている地域課題解決のためにフットパスという手法を使って地域を元気にしようという政策

を全課で取り上げています。それを副題とした戦略案を示させていただきました。１０月１日

に戦略本部で説明をさせていただき議会にも説明を申し上げて、議会からも貴重な意見をいた

だいているところです。１ページをご覧ください。まずこのスタイルについては、国の掲げる

スタイルで原稿をまとめさせていただきました。ですから、このようなスタイルが全県的とい

うことをご理解いただきたいと思います。特に柴田町においては、今年から動いています４年

間の後期基本計画とのリンクも兼ね合わせたところでデザインを作らせていただいています。

まず、国の総合戦略との関係ということで、国の示した内容についてそれを補足するような形

で実現を目指すというところです。そして国の政策５原則を取り入れて計画とするという説明。

総合戦略は５年間ということで平成３１年度まで。そして将来の人口目標というのは平成７２

年、５０年後の姿を示しております。本来であれば計画と人口の目標値が一緒であればいいの

ですが、今回の戦略については５０年後という指示がありますので、そこに向かっての人口ビ

ジョンと、短期間ですが５年間の計画という形になります。それから政策目標です。これも柴

田町で独自に決めるということではなく、国が示した政策４分野に基づいて柴田町も目標を設

定させていただいたところです。次のページをご覧ください。この戦略を作るにあたり、素案・

原案については役場全職員を対象にした町長を本部長とする推進本部で原案を作らせていただ

きました。議会と戦略推進委員会に意見をいただくという形で実施し、その取り組みについて

点検・検証を毎年こちらの推進委員会に諮りまして、できるだけこの計画に沿った進捗ができ

るようにアドバイスをいただきたいということで、この計画書に本委員会の位置づけをいれさ

せていただいています。計画のフォローアップは町だけではできません。そこで推進にあたっ

ては、国・県の支援制度を活用して行っていくというところです。それから第５次柴田町総合

計画との関係ですが、先ほど話をしました町の最高上位の４年間の計画が今年から動いており

ます。それとの整合性をとるべきだろうということで、後期基本計画に包含されている事業も

この戦略に載せさせていただきました。それでは４つの政策分野です。戦略マップということ

で３ページご覧ください。戦略１ 雇用創造プロジェクト、戦略２ 交流・移住推進プロジェ
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クト、戦略３ 子育て世代応援プロジェクト、戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプロジェク

トという戦略マップを作りましてこれから展開するということです。まず戦略１の雇用創造プ

ロジェクトについては、新しい仕事を作るということで１次産業を中心に地場産業も雇用の創

出につなげていきたいというところです。特に地域資源を活用した特産品、観光まちづくりと

いうような切り口から雇用創造の色々な事業を展開していきたいということです。戦略２交

流・移住については、先ほどから人口ビジョンで説明してますように、当然柴田町においても

人口が減ります。その中において地域活性化のためには交流が必要だろう、新しい人を呼び込

むことが必要だろうというような政策を戦略でうっていきたいということです。当然、そのた

めには移住に対応した受入れ体制の整備というものも当然でてくるだろうということで後ほど

詳細を説明申し上げます。戦略３子育て世代応援については、子育てと健康づくりという大き

なテーマの中でやっていくということです。戦略４暮らしを支える基盤づくりについては将来

の高齢化社会を見据えた中において、元気な高齢者が活躍する場が必要だろう、そして生活の

安全・安心を確保するための施策も必要という意図を入れさせていただいたところです。詳細

についてはこれから説明させていただきます。戦略１、４ページをご覧ください。雇用創造プ

ロジェクトということで基本目標として５年後の目標値を設定させていただきました。こちら

には、農商工連携による新たな特産品づくりと、第１次産業の６次化を目指していくというと

ころです。特に今、柴田町で進めている花のまちのブランド化、特産品づくりという取組みの

中で事業を展開するところです。あと地域ぐるみのスモールビジネス、柴田町においては企業

を誘致もするけれども、小さい仕事を起こすというか、開発するという機運を高めていこうと

いうところです。あと若者・女性の雇用機会の拡大ということで、今、安倍政権の中では女性

の活躍する時代ということを謳っておりますので、若者・女性を位置づけした事業を展開して

いきたいと考えています。あと地場産業ということで柴田町の物づくりの育成です。５年間の

数値目標ということで、雇用創造なので実際的に働く方、従業員の数を現状維持にしていこう

と考えております。５年間はできるだけ全ての産業別構造人口の従業員数は現状維持にできる

ような目標値にしていこう、数値目標を高めていこうということです。それからインターンシ

ップ体験者数ですが先に仙台大学生、高校生にアンケート調査をしました。その中で、やはり

安定性、職種、業界、業種の体系を踏まえたところで仕事に対しての理解を深めていただく機

会が必要だろうということで、今回少数ですがインターンシップ体験者の数を１０人という数

値目標を掲げております。このインターンシップ体験者数は行政だけではできません。各階層

というか、農業団体、企業団体の協力が得られないと当然体験者数はでてこないと思われます。

ですから、これからの政策として行政だけではなく、民間、民活と一体的にどういった政策で

リンクさせるかということがこれからの課題になってきます。あと、新たな仕事起こしという

ことで起業支援については、平成２５年の１年間では８件ほどありました。ですから１年間の

件数として１２件の起業支援ができる体制をとっていきたいという数値目標を掲げています。

これらの基本方向に伴う具体的な事業メニューとして、施策の１花のまち柴田のブランド化と

いうことで５つの事業を載せました。まず農政課・商工観光課中心のブランド化、特産品づく

りという事業に特化したいと考えております。６次化、花き振興、遊休農地、ＩＣＴというこ
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とで、どういう物が売れ筋なのかを分析して、いかに販路拡大につなげるかという連携のとれ

る事業展開をしていきたいということで、５つの事業を載せてあります。５ページをご覧くだ

さい。今度は地域ぐるみでの新しい事業ということで、これについては柴田町において今、農

産直売所を５箇所開設しております。そこで小さな仕事起こしをしているのですが、なかなか

懐があたたかくなることに結びつきません。そこで宮城県の事業で地産地消仕事人制度という

のがあり、地産地消コーディネーターを派遣するというのが宮城県で導入されておりますので、

この制度を活用して５箇所の農産直売所の特性と売れ筋商品の開発、アドバイスのようなもの

をいただくという事業を載せました。また、地産地消推進支援事業ということで、５箇所で、

同じ製品、農産物を売るということではなく、地域に特化した商品づくりの支援もしていきま

す。当然いろいろな方に来ていただきたいということで、案内図、マップ、インターネットを

活用しながら足を運んでいただこうというところです。今、柴田町では直売所が５箇所ですが、

あと 1箇所、５年の間で開設するという目標値を定めました。施策の３つ目です。ここが一番、

今回の総合戦略の中で議論をさせていただきました。柴田町においては、雇用機会が拡大され

るメニューが、なかなかでてこなかったというのが現状でした。特に女性の職場確保、これに

ついて具体的に事例をあげることができなかったということで、ここの事業の中に女性に特化

した事業の表現はできませんでした。まず、創業支援、新規ビジネスの育成ですが、実際的に

役場にはノウハウがないということで、今回は起業連携、創業連携をやっている商工会の力を

借りて創業支援、新規ビジネスの育成支援を新たな仕事起こしとしてやろうということです。

これは商工会の仕事を活用するような形で考えております。それから若者の職場定着です。離

職率が激しいということで、今年４月から若者が職場に定着するための研修制度、支援制度を

行っています。これを定期的に行う実施する必要があるだろうということで、今後も職業訓練

センターと協同の事業という形で展開していこうということです。あと新規就農、農業後継者

の育成をしようということです。前回の人口ビジョンの中でもご説明申し上げましたが、農業

従事者は６５歳以上の方たちが多いと把握されておりました。若い方たちも必要だろうという

ことで農政課が農業後継者育成を計画的に進めていくというところです。それから地域おこし

協力隊事業ということで、よそ者という観点で、都会、大きなまちから柴田町に来ていただい

て、いろいろな支援をしていただく地域おこし協力隊事業を行っていこうというところです。

あとスモールビジネス、ソーシャルビジネスの育成です。これについては女性ならではの視点

で、小さな仕事が見つかるのではないか、ソーシャルビジネスというようなものの、女性の視

点から機械的にできるのではないかということで、まちづくり政策課でいろいろとカリキュラ

ムを決めて、まちづくり推進センターを中心に動かしていきたいと考えていました。またこち

らは若者の就職支援ということで、仕事情報を県の支援センターと連携、情報提供をしていき

たいと思います。若者雇用についてはメニュー的には苦しいですが、このような形でまとめさ

せていただきました。６ページをご覧ください。柴田町のものづくり、地場産業です。柴田町

は企業誘致で発展してきております。実際的には起業誘致する場所がないということもありま

すが、企業誘致は継続するべきだということで、誘致活動の推進は図っていくというところで

す。特に今回、異業種ビジネスチャンスということで、既存の業種だけではなく新たな仕事業
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種を結びつけるということも５年間の中で起こす必要があるだろうということで、ものづくり

の団体を中心に研究に入っていただいており、今後３年間の中で何らかの成果をだしていただ

きたいと思っておりました。特に柴田町には、仙台大学がありますので、仙台大学の持つ知識、

技術がものづくりにどのような形で展開できるかというようなことを課題、テーマとして、研

究をしていただいているところです。あとは企業へのインターンシップの支援ということで、

これは各企業、各業種等へのこれから町としてどういう体制で依頼をかけていいかという計画

づくりをしますが、来年からはこのような形のインターンシップ制度を活用していきたいと考

えております。あとは農業については、集落営農とほ場整備ということで、ほ場整備は田んぼ

の大規模化を図って、省力化、効率化を図っていくという形でまとめさせていただきました。

これが仕事おこしということでいろいろなメニューはありますが、まずはこのような形で雇用

の創出を図っていきたいというところです。④になります。これについては先ほど申し上げた

ように、重要業績評価指数ということで、５年後を図る基本目標とは別な視点で、各事業につ

いて、毎年のように検収、検証をしていただき、その中でこの目標値に達成できるかというよ

うな機会を毎年設けて進捗管理をしていくということです。これについては５つの数値目標を

掲げて、毎年この数値に近づけていくというような努力を全課で行うという指数です。それで

は７ページをご覧ください。交流・移住です。人口減少に伴って柴田町においては、これから

人口を増やすということはできないということを先ほどお話しました。そこで基本目標、数値

目標の中で観光客の入り込みや交流人口を多くしようという政策を、交流・移住でも交流を優

先するという意図で付け加えさせていただきました。それから社会増・減ということで、現在

柴田町は転出超過です。転入・転出の人口が転出超過にならないような政策をうちたいという

ことでそのまま何もしなければ転出超過で人口が減るだけなので、まず５年間で、半分の人口

が出て行かない目標値にしようということです。そのためにはフットパスによるまち歩きの推

進で柴田町のイメージを高めようというところです。今、町が掲げている健康づくりというよ

うなテーマの中で、町内を歩きながら地域資源を生かして、地域の経済を動かそうということ

でフットパスを推進しております。フットパスを今後、拡大しながら、歩くという興味・趣味

のある方たちに柴田町に来ていただこうという事業を進めているところです。しかし、行政で

は維持管理ができないと思います。そこで改めて民間の団体、若しくは官民共同の団体を立ち

上げていくことを考えなければならないと思います。行政でやるには、スムーズにいかないと

いうことも踏まえ、５年間の中でフットパス等については、民間の組織の中で運営をしていた

だくという考え方で展開していきたいと考えております。それには町だけのイベントではなく、

民間主体のイベント開催・交流・体験・ガイド育成というようなこともしていきながら、柴田

町に来ていただきます。現在、オープンガーデンという形で個人の庭を開放させていただいて

おります。それを数多く、フットパスコースの中に展開していきたいということと、柴田町で

は里山ハイキングコースということで槻木地区、船迫、舘山６か所のコースがありますので、

これらも一体的にフットパスに包含するよう歩くというテーマで柴田町をフットパスのメッカ

にしたいという願いを込めて、まち歩きの推進という施策を掲げさせていただきました。８ペ

ージをご覧ください。移住・定住です。９月の議会でも色々と議論になりました。柴田町の空
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き家対策は何もないのかということになりました。不動産業者の人たちと話をしましたが、柴

田町においては物件が出回る前に契約がされてしまうということで、良質な空き家は市場原理

ですぐに埋まってしまうという状況だということです。しかし高齢化に伴って空き家がでてき

ているということです。実際の空き家については、施設に入って施設から戻ってくるための物

置として空き家となってきているようです。売却、賃貸をする考えのない家が柴田町には結構

多いということです。そこで、できるだけ良質な空き家は民間の不動産業者につなぐような制

度を作っていきたいと考えています。そのためにはまず、空き家の実態調査を常日頃から町が

行って空き家が発生したときはここに相談してください、このようなペナルティーがあります

というような実態調査を兼ねた事業を町民環境課中心にやっていきたいと考えています。そし

てそれを受けて全国移住ナビ活用による情報発信ということで、生活に関する現地情報の提供、

不動産物件の情報の提供、柴田町の移住における相談体制を県・国で作った全国移住ナビを活

用して柴田町として持っている情報をここに載せて全国的に展開していこうと考えています。

移住・定住についてはまず、空き家のリフォームなど、そのようなメニューは、なかなか良質

な空き家がでてこないということで、今回事業メニューの中には含まれておりません。あくま

でも情報提供と相談体制と、そして空き家をださない政策をメインにやりたいということです。

毎年、固定資産の切符が各世帯に送られます。その時、空き家の情報や相談を、例えばこのよ

うな物件がでる時はここに相談してください、このような物件が必要なときはここに相談して

くださいという情報を毎年、実態調査を元に発信していきたいという事業を移住・定住活動の

中でやっていきたいと考えております。次に観光地づくりです。花のまち柴田ということで、

３月２９日、舘山城址公園から白石川堤まで、しばた千桜橋がかかりました。このような花回

廊を踏まえた道路整備事業を展開していこうというところです。特に広域観光ルート体験型と

いうことで、柴田町に滞在をしていただく体験型を作ろうと農政課を中心に模索しております。

広域観光ルートでは柴田町は通過点です。蔵王、白石という温泉地と連携をとった広域観光ル

ートの開発をする必要があるだろうということで載せています。次にインバウンドです。今年

はタイから結構来ました。外国人対応の新事業をやろうと動いています。まもなく来年４月に

向けた英語、中国語の通訳をして案内をするボランティアの育成がインバウンド事業として動

き出します。これからの国際化に向けた事業も、魅力ある観光地づくり事業の中にいれさせて

いただきました。ただ事業計画だけでは、町民の方、町外の方にはわからないだろうというこ

とで、プロモーション活動としてホームページの充実の一環とて外国語のホームページも作っ

ていこうということがあります。それから柴田町の花を中心にした四季を１０分間にまとめた

プロモーションビデオを作成します。また、このビデオを３分間に編集しインターネットで配

信するので、色々な団体に使っていただきたいと考えています。柴田町の持っている資源を発

信するという役割も、広報プロモーション活動で必要だろうと考えています。タウンセールス、

観光プロモーションもそうですが、当然、これからは商工観光課、観光物産協会だけではなく、

官民一体となった観光マネジメントを一本化するネットワークを作り、交流人口を増やす政策

を計画させていただいたところです。これらに伴う検証指数は、イベントボランティアの育成

や、体験型イベントの数です。それから町の姿勢だけではなく、こちらからも観光イベント業
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者に積極的に訪問も行わなければならないだろうということも検証指標ということで載せたと

ころです。次に子育て応援プロジェクトということですが、アンケート調査の中で、医療費を

免除・減免してくれ、保育所の待機児童をなくしてくれという要望が多くありました。そこで

今回、町の政策の中で児童クラブがありますが、５年以内に民間に委託して児童クラブに従事

している職員を保育所に割振りをして少しでも保育所の受入体制強化を優先的に進めていきた

いと考えています。それから婚活事業ですが広域圏ということで、近隣市町村と連携して事業

を検討していきます。必ず、柴田町に居を構えるということではなく、仙南広域圏で人口が増

えればいいのではないかということです。健康づくりとスポーツの振興ですが、公共施設の禁

煙化、町の公共施設は平成２９年度から禁煙化して健康づくりの意識付けをしたい。公共施設

には公園も含めて全てです。どういう形で実施していくかということが課題ですが、町長が２

９年度から実施すると議会に報告しているので、これからプログラム化されていきます。それ

から施設も必要になるということと、生涯スポーツの振興、生涯学習の充実、健康づくりポイ

ント事業の拡充などの健康づくりの意識付けをしていこうという政策です。教育環境の充実で

すが、柴田町の一番の課題は教育環境の整備です。小・中学校が老朽化してきています。その

ために大規模改修が年次計画で必要となってきておりますので、優先的に整備していこうとな

っています。今年は船迫小学校のプール改築、船迫中学校の校舎内壁塗装をやって、２年後に

は船岡小学校の大規模改修などのスケジュールで進めていくことと、トップアスリート事業と

いう小中学生の体力・知力をアップさせるために、仙台大学と事業連携を５年間の中で進めよ

うとしています。指標的には５つありますが、これら一つ一つを精査しながら、毎年の数値を

目標に近づけるように、こちらの委員会に報告をさせていただきます。戦略４については、高

齢化社会を見据えた中で、どのような暮らし、基盤づくりが必要なのかという政策を載せてい

ます。特に柴田町の大きな目標として少しでも健康寿命を延伸させるということを掲げさせて

いただきました。次に小さな拠点の形成ということで、これは富上地区に高齢者の拠点、集落

圏の生活づくり、里山での生活拠点づくりをしていきたいということで目標を掲げさせていた

だいたところです。具体的な内容ですが、政策１で地域間の連携があります。人口減少と高齢

化が進んでいる槻木の富上地区にまず、部落の生活づくりとしてどのような拠点づくりが必要

かということを話し合って事業を展開していこうということです。そして、ここで物を売った

り、作ったり、買ったり、デマンドタクシーの駐車場になったりという小さな生活の拠点づく

りを事業メニューに載せたところです。次に地域づくり交付金です。今、柴田町では４２の行

政区で地域計画に基づいた地域づくりをやっていただいています。地域のことは地域でやって

いただき、活動費を充実していこうということです。それからデマンド交通です。これからは

高齢者の足の確保が課題となるだろうということで運行していますが、それ以上の拡充が必要

になってくるだろうということです。次に高齢者の活躍の場です。柴田町の高齢者の就労支援

ということで、シルバー人材センターを掲げています。それから協働教育です。今、学校の中

で高齢者と一緒に教育をするという活動があります。それを生涯現役体制の整備ということで、

皆さんが社会で経験した技術を子どもたちに伝えるという協働教育の事業推進を積極的に行う

ということです。次に介護予防、日常生活です。今年４月から介護保険法が改正になりました。



- 9 - 

 

介護要支援１・２は町の事業になります。町の事業を支える高齢者の活躍の場づくりに率先し

て介護予防・日常生活支援事業を充てていこうというところです。それから町が動くためには

活動する人が必要だろうということで活動人口も増やしていこうということです。いろいろな

地域資源を活用したイベントを自主的に開催したり、今回選定した「しばた１００選」という

場所を地域で活用していただきたいということと、今いろいろな団体がまちづくりをしたいと

いうことで動いておりますので、そのような人たちに助成金や相談などの支援をしていこうと

いう取組をやっていきます。安全で安心な暮らしということで、防犯・防災がメインとなって

きます。総務課では防災メイン、まちづくり政策課では交通指導隊・防犯実働隊ということで、

交通安全・防犯活動を重視していくということと、計画的に防犯灯の設置と防犯カメラの設置

を推進していくということです。そして、これからも介護施設は必要だろうということで、地

域密着型の介護施設を設置します。このような事業を展開して安全で安心なというところで、

今求められるものを５年間の事業計画として載せたところです。１６ページをご覧ください。

これが毎年、成果指標として評価をしていく項目となります。５年間でこれらの目標達成をさ

せるということを全課で取り組んでいくという内容で載せました。柴田町の戦略を説明させて

いただきました。これを実施するには財源も必要ですので、できるだけ町の既存の予算、国か

らの新型交付金、国・県の補助メニューを活用して、できる事業を精査した中で今回、整理を

させていただいたのが戦略となります。行政として提案する事業メニューです。アドバイスや

意見をいただければ、より内容の濃いメニューになるのかなと考えておりますので、ぜひお願

いいたします。 

○高成田委員長 この戦略について、委員のみなさんの意見をお願いします。 

○晋山委員 ４ページ、特産品やお土産品開発支援、また農産物を使った地産地消の話もあっ

たので、現在柴田町においてはＢ級グルメの集客が大きく、創造的な食材を使って食品開発を

行い、ワンコインで食べられる物をつくっています。アイディアがあり非常に面白いので、あ

あいうものを使って開発をやっていけば、コストをかけなくてできるのかなと思いました。商

工会では桜弁当の企画をやろうとしているのですが、なかなか上手く回っていないというのが

現状にあるので、これについても毎年、新聞等にだして広報をかけているので、こちらを使っ

て地元食材の提案とかできるのではないかと思いました。５ページの新たな農産直売所の開設

についても、できるかどうかわからないですが、村田の道の駅がありますが、店の人と話をし

たら、農産物が全く足らない、ほとんど午前中に売り切れてしまうという状況なのでもっと農

産物が欲しいと言っています。村田町にある施設なので、他町の農産物を販売できるかは何と

も言えないのですが、町から申し入れをして販路拡充できるのではないかと思いました。商工

会との連携による創業支援に向けたネットワークの構築、商工会との連携による新規ビジネス

の育成・支援事業がありますが、熊本県天草市ではＡｍａ－ｂｉＺという取組を今年から行っ

ています。所長・副所長を年俸１２００万で公募しました。各県ごとに事業支援があるようで

すが、やはり地場に張り付いて、支援・相談を無償で受けるというところなのです。実際に東

京から移住して常設で、非常に成果が上がっているということです。個別にどうやったら売上

が上がるのか、地方でやってて売上が伸びないお店に対して、まずはインターネット、食べロ
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グとかに載せたらどうかという話をして売上が倍になったという話しがあります。使われてな

いものを使うことで、また使い方が分からなくて伸ばしきれてないところもある。私も出張に

行ったときに、全くわからない場所でどこで食べようかというのはあります。ホテル等で紹介

を受ける場合もありますが、歩いていて、この辺りにないかなとなった場合に、情報が無けれ

ば売上も上がらないし、飲食もできないので、うまくアドバイスできればいいのではないか。

知識が足りないところをある程度専門な方、アイディアを持っている方を積極的に使ったほう

がいいのではないか。柴田－ｂｉＺとかがあってもいいのではないかと思いました。７ページ

ですが、フットパスで里山ハイキングコース整備事業とかありますが、中高年の方に非常に人

気のあることだと思うので、ぜひ進めていただきたい。近隣のスポーツショップに対して、柴

田町にはこのようなコースがありますよと積極的に情報発信したほうがいいのではないかと思

います。当然、ホームページもそうですが中高年の方はリアルにコースがあると行ってみたい

と思うのではないでしょうか。８ページですが、全国移住ナビの活用による情報発信をやった

からといっていいわけではない。ポータルなので全国がみんな同じことを発信するので、結局

砂場の中に埋もれてしまう。情報量が多くなれば多くなるほど見えなくなってしまうので、別

途、町として独自の情報発信をリンクさせながら行わないと効果がないと思います。観光地に

おいて宿泊所がないということなので、特区が必要なのかもしれませんが、民泊、民間の空き

家を提供するということが少しずつ出始めています。東京はオリンピックに向けて足らないの

で、民間の部屋の貸し出しをしようという動きがあるようですし、ヨーロッパではすでにある

ようです。特に地方ですから、部屋が余っている家もたくさんあると思うので、それに対する

改修費用を補助してあげるなどを考えられたらどうかなと。タイの観光客の人気、フィルムコ

ミッションを使っています。仙南では白石に白石フィルムコミッションがあります。実際に千

桜橋でロケがされています。フィルムコミッションをもっと活用されてはどうかと思います。

これについてはぜひ検討してもらいたいと思います。あとは、良く練られているなと思います。  

○平間課長 ５ページの商工会との連携の中で、商工観光課長も同席した中で話をしたのです

が、金融機関の支援までの流れが商工会の中でできているという状況だったので、行政として

そこまで踏み込めるのかなということがあり、そこのネットワークを拡充していこうというこ

とになりました。 

○晋山委員 Ａｍａ－ｂｉＺという天草市の事例ですが、実際そこにも商工会があります。そ

れとは別途に、そういうところが組んで、地元の信用金庫も入っていますが、そこで予算をと

って年俸１２００万という公募をかけたということです。商工会で取り組んでいるのはわかっ

ていますが、実際の効果につながっていないというのが現状で、天草市もそうですし、このモ

デルになったのは富士市のＦ－ｂｉＺです。センター長は東大の時に起業した方で、副所長は

大手企業の経営に関わった方で、３０代と４０代の現役バリバリの方たちがわざわざ東京から

移住して、そこに住んで地元の企業のために無料相談を受けてということをやっているので参

考にしてはどうかと思います。 

○加茂大祐委員 自分は農業に従事しているのですが、女性の活躍の場を確保することを目指

しますとありますが、地元の農家でも女性をパートとして雇っているので、もしも可能であれ
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ば、現在就農したいという女性の方を自分の農場で受入れをしています。仕事をしていただく

方が増えるということは、経営でもすごいプラスになるということがわかりましたので、知り

合いのお母さんでも、一日は難しいので午前中３時間とか受入れ可能な農家はたくさんあると

思うので、そういう面に対して町から助成いただければ、農家でも受入れがしやすくなるので

助かるなと感じました。もう一つは婚活事業の検討ということですが、農協の青年部で同じく

農活事業ということで柴田の苺農家で収穫したり、仙台から仙南エリアで女性の方を募集して

行いました。今回、自分の柴田支部でめでたくカップル成立して結婚した方がおられまして、

青年部でお祝いしようと話になっているのですが、町でも婚活事業はいっぱいあると思うので、

農業委員会でも婚活事業をしたいということがあったので、町としてほかの町と連携してやっ

ていくのはもちろんいいと思いますが、農業というと一般の企業の方よりも結婚して家に入る

というのは難しいと思いますが、一ついい事例ができたので、農協青年部でもこれから婚活事

業に力を入れていきたいと思いますので、そことも連携して広く情報発信していくと効果がで

るのではないかなと思いました。 

○高橋委員 戦略マップですが、左側に、一次産業をから、若者にとってやりがいのある仕事

を確保するとありますが、若者や女性が仕事をするには、居住環境がないといけないと思いま

した。私の意見としましては、若者にとってやりがいのある仕事を確保し居住環境を整えるに

した方が雇用確保できるのかなと感じています。同じく戦略マップの右側、誰もが安心して暮

らすことができるよう介護福祉施設とありますが、介護福祉施設だけではなくて、介護福祉施

設と医療機関の整備も必要ではないかなと感じています。理由としては、輪番制として土日も

医療機関がありますが、親としては子ども達の発熱等に不安があるので、２４時間受入れ体制

があった方が安心すると思います。同じく戦略マップの子育て世代応援プロジェクトがあり、

教育環境の充実とありますが、もう一つ必要ではないかなと思います。例えば学校施設の安全・

安心への充実。理由としては、現在、各市長村でいじめ、それが発展した自殺行為ということ

を聞いております。それを撲滅する動きをみせるのも町としての対応ではないかなと思います。

具体的に言えば、警察官のパトロールを校舎内に立ち入って行い緊張感を持たせると。用務員

さんの隣に交番なんかがあると変な事件に巻き込まれることもなくなるのかなと感じておりま

す。５ページの施策３若者及び女性の雇用の拡大とありますが、大企業は住居を自前で準備し

ます。ある程度の費用も会社で負担します。実質、若い人や女性は低賃金、月１５、６万かな。

一般のアパートを借りれば、そのうちの５、６万かかり、残りは１０万ほどしか残らない中で、

貯金が必要となる。町営住宅があるので、空き情報などのＰＲが必要。たぶん空いているので

は。私の町ではだいぶ空いています。若者たちには、このような費用を少しでも援助すること

によって中小企業に働きに来る人にも応援できるかなと感じます。それから１２ページ、重複

しますが、安全で快適な教育環境の整備・促進、学校に対する支援体制の充実とありますが、

この辺をもう少し明確にした学校教育施設の安全・安心の整備ということで、いじめまたは自

殺に至らないような事業メニューを組み入れたらいかがでしょうか。 

○遠藤委員 女性の活躍の場をつくるといった場合は、子育てが一番絡んでくるのかなと。児

童クラブを民間に委託しますという話ですが、ある程度あてはついてるのかなと思いますが、
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女性の方が働くとなると子どもを預けるところがなければいけない。親が近くに居ればいいの

ですが、近くにいない方が多いので、待機児童をゼロにしますとかいうのもあるのですが、そ

の辺を整理していかないと女性の活躍の場がなかなか生み出せないのではないかなと感じるの

で、そこは力を入れてやっていただきたいと感じています。  

○鈴木（卓）委員 今回の総合戦略の中で特色的なのが、スポーツ振興が挙げられるかと思い

ますが、社会移動の抑制という観点から雇用創造プロジェクトの中にスポーツに絡めた何か、

何かというのは具体的に思いつかないのですが、仙台大学の学生さんを柴田町に残すための起

業というか、スポーツ関係の仕事とかを盛り込めないのかなと感じたところです。あとは交流・

移住推進プロジェクトの中で、柴田町単独で交流人口を増やすというのは厳しいと思っていて、

仙南広域での観光の推進、仙南地域一体を観光地化するようなプロジェクトがあってもいいの

かなという印象を受けました。 

○平井副委員長 柴田町では人口がどんどん減っているということなので、交流人口を増やし

たいというのは戦略的に当たっているのではないかと思います。交流人口ということは、日本

人だけに頼らず外国の方もお招きする、町長もさくら祭りには色々な国の外国人がお見えにな

ったと話しています。先ほど通訳を育成するというお話がありましたが、それであれば柴田町

で講座を開設して人を育成するということを謳って、外国の方をお迎えできるようなことをや

っていますということがあってもいいのではないか。鈴木委員から仙南地域の観光地化という

ことがありましたが、これも当てはめて他の町でこういう語学の方がいれば協力いただいて充

実していけばいいのではないでしょうか。また、民間の空き家、空き部屋ですが、この前テレ

ビで空き部屋を開放するということをやっていました。東北の人たちは独特でなかなか人を受

け入れる体制がとれないと思うので、このようなことも役場主導で受入れ態勢を整えるための

きっかけづくりを作っていただければ、もう少し交流人口が増えるのかなと思います。 

○鈴木（利）委員 ４ページに特産品やお土産品開発支援事業とありますが、今のところ目立

ってヒットした商品が見当たらない。いろんなイベントに他県、町外の方が多くお見えになる

町に変貌しようとしている。そこからなかなかヒットしない。問題は、この町に来る要素が薄

いということだと思います。桜だけではなく、それを共にして食をするが一番の目的だと思い

ます。柴田の桜に行ったらこんな物があっておいしかったよという話題性がでてくると若い

方々も集まってくる要素が非常に大きいと思います。昨今、ここに行くとこういう物があると

いうことがネット上で情報交流されているわけですから。特に一番の問題点は町の中に、飲食

店が無い。昔よりも無くなっているというのが現状ですから、町の中に若い方が集まる施設を

創設していただくことが一番ではないか。そこに集まる若い方がそこに住みつくこともありえ

るでしょうし、そういう職場があることによって若い方が必然的に増えてくると。減ることだ

け考えないで、増やしていくことも重要なポイントになるのではないかと思っております。柴

田の桜は以前に植えられて、今脚光を浴びているわけですけれども、そのほかに町の新しい花

ということで、曼珠沙華などが植栽されて皆さんに見に来ていただいているわけですね。それ

をもう少し拡大していかないと。仙南広域でやるとそちらに人は行ってしまう。まずは柴田町

が表となり、そこから仙南に分散していかないとダメだと思います。方向性を誘導していくよ
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うな考えの方がよろしいのかなと思います。 

○佐々木委員 ３ページ、戦略マップで、フットパスによるまち歩きの推進のところですが、

これが戦略２の交流・移住推進プロジェクトの中に入っている形になっています。７ページの

施策１の内容を見ると、フットパスコースを町全域に整備することにより、地域資源の掘り起

こしと地域の人たちとの交流の場を提供し、新たな地域の活性化を目指すとありますが、これ

だと戦略４、暮らしを支える基盤づくりプロジェクトに位置づけられるのが正当かなと感じま

した。どうして交流・移住推進プロジェクトにおいたのか分かりませんでした。副題がフット

パスになっているので、まずは暮らしを支える基盤づくりプロジェクトを中心において、他の

戦略で周りを囲む方が妥当ではないかと思いました。４ページの数値目標のところですが、イ

ンターンシップ体験者数が掲げられているのですが、これだと実際に働く場の創出につながっ

ているかというのが見えないのではないか、従業者数や起業支援数は分かるのですが、インタ

ーンシップの体験者数は今一つ関係性がわからないと思いましたので、できるのであれば別の

数値目標を掲げることでもいいのかなと思いました。９ページ、ＫＰＩ関連で観光関連業者等

の訪問活動数の目標値が平成３１年度で３０企業とありますが、累計で３０企業なのか、単年

度で３０企業なのかわからないということと、単年度でも３０企業というのが一生懸命、広報

や観光振興など取り組むのであれば少なすぎると思いました。もう少し目標値を上げるのも考

えてみてはどうかと思いました。我々も県の業務として企業訪問をやっていますけれども、大

河原地方振興事務所でいうと年間１１５件くらい回っています。当然、仙南だけではなく東京

へ行ったり、仙台へ行ったりすることも考えるともう少し努力目標としては上げた方がいいの

ではと感じました。あと１１ページ、事業メニューで婚活事業の検討とありますが、検討とい

う文言をここに入れていいのか疑問に感じました。事務局の説明だと広域圏で実施するから検

討ということですが、最終的には総合戦略のＰＤＣＡ、評価をしなければいけないので、検討

しただけでいいのだろうかということがあります。ＰＤＣＡで回していくのであれば、現時点

では抜いてしまって、ある程度見えてきた段階で事業メニューとしてプラスするという方向性

もあるのではないかと思いました。１３ページ、戦略４の数値目標で健康寿命がありますが、

これも数値目標として妥当かどうかというのがあります。これは平均寿命よりは１０歳程度低

くなっているのかなと思いますが、健康寿命が伸びるということは確かに一つの目標にはなる

かもしれませんが、ここでいう基盤づくりプロジェクトの第一のねらいが健康寿命というより

は、拠点づくりとかに視点がいくべきなのかなと思いました。高齢者の活躍の場をつくって健

康寿命を伸ばすという考えもありますけれど高齢者だけではなく、世代間を横断した形で基盤

づくりを行うべきという考え方から、健康寿命というよりは、もう少し地域づくりなどの活動

関係でいい数値目標はないのかなと感じたところでした。 

○大宮委員 福祉に従事している関係で、福祉や子育てについて強く見ている部分があったの

ですが、専門家が現場から離れていっていることを感じていて、女性の寿退社などで今から資

格を取って中核を担っていくような人材がいなくなっているというところです。今はどうなっ

ているのかというと医療関係、福祉関係、教育関係に進んでいる人は国勢調査をみると１位で

すが、その人たちが次々といなくなっている。その理由としては結婚もそうですけれども次の
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ステップに進む専門家になるために勉強するお金がないということがあります。実際、年間で

使うお金が３０万円とかかかるわけです。それでようやく責任者になれる資格を取ったり、次

のステージにいくために取る、そのうちに次の仕事に興味がでてくる部分とかが感じられるの

で、そういったところに助成をしていただくことがあると地域に根付いていくのかなというの

は感じました。少子化が続いているわけですが、それだけではなく高齢者の介護という部分で

も資格が必要な部分がでてきますので、そういう部分をもっと重視して考えていただきたいな

と思っております。１０ページの児童クラブ民間委託した部分で職員の保育士を保育所に回し

て待機児童の対応に充てるというお話がありましたが、現状でも保育士がいない状況なので、

ハローワークに募集をかけても誰もこないというのを業界からは耳にします。ですから頼ると

いうことだけではなく、新規に育てることを強化することに期待をしたいと思います。 

○高成田委員長 戦略マップは私も戦略２を真ん中におくのは変だと思います。町全体が活性

化していくという総合戦略の大目標が真ん中にあって、それぞれみんながこれに連携していく

という形をとらないと。交流・移住をやるためにという連携になっているのでミスリークにな

るのではないかという気がします。全体像ですが、この町が他の町と根本的に違うところがあ

ります。それは大学のある町ということです。いくつか出てくるのですが、こういう位置づけ

ではないと思います。石巻市は専修大学を呼ぶのに１００億円かけています。大学というのは

それくらい価値があります。大河原町でも他の町でも悔しがるのは、柴田町が大学をもってい

る町ということです。確かにこの中に少し出てきますが、大学のある町、学園のある町という

のを、せっかくの宝ですので謳った方がいいと思います。他の町からみたらうらやましいこと

です。学生が２４００人のうち、１０００人位は住んでいるわけですね。こういう宝をもっと

うまく生かして、大学がある町という戦略を基軸に置かないと。それは外に対して体育系の大

学なら健康づくりにいいなとか、大学の先生たちから知的な支援も受けられますとか、そうい

う学園のある町だというところをもっと全面に打ち出していく、それこそが町の強みだよ、全

国から人を呼び寄せられる強みだよというところをもうちょっと出す工夫がいるのではないか

と思います。戦略１の雇用創造プロジェクトの６次産業化で苦労されていると思いますが、も

う少し踏み込んだらどうなのかという気がします。例えば花であれば、全国で珍しいというシ

クラメンをもっと謳ったらどうですか。食材であれば胡桃がある、桜がある、柚子の北限で１

５００本ありますね。１５００本の柚子があるところなどないですよ。今、陸前高田が一生懸

命、柚子の北限だと言って作っていますけれども。柚子は食材として１年中使える、桜の葉っ

ぱだって使える。この町に来たら、柚子だよ、桜だよ、胡桃やらお菓子やらがたくさんあるわ

けですよね。もう少し踏み込んで食材と観光を結びつけていくという発想がもう少しあったほ

うがいいと思います。それから私も道の駅はもっと活用すべきだと思います。あれはそもそも

国交省のプログラムですから村田にあろうが、どこにあろうが周辺の物ですから。宮城県内の

道の駅で成功しているのは二つしかないと聞いてますが、農産物を売っているところです。そ

こが足りないというのはもったいないので活用すべきで遠慮することはないと思います。それ

からＪＲの船岡駅と槻木駅は本当の駅ですから、もうちょっと売るという観点から利用してみ

てはどうかと思います。Ｂ級グルメもさくら弁当もせっかくですから、あの日だけではもった
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いない、常設してＢ級グルメマップを作って、ここのお店で食べられますよとセットでいくこ

とが大事だと思いました。それから数値目標も中途半端ですよね。従業員数も現状維持だった

ら、この町はどうってことないのねという感じになる。やはりこれを増やしてこそ、町の発展

があるのでは。もう少し町の決意表明があってもいいのではないでしょうか。戦略２の交流の

部分は観光でしょうが、移住というのは今、各市町村が積極的にかなり頑張っています。なぜ

ならば、ふるさと創生そのものが地方に移住して人を増やすということ。それは自然的に出生

率を上げるということではなく移住ということ。それは民間も大事ですが、役所が本腰になっ

て力を入れないと無理だと思います。今、なぜ空き家バンクが成功しているのかというと、そ

れは役所が絡んでいるからです。なぜ役所が絡むと空き家バンクが成功するのかというと、役

所が間に入ることによって貸す方も借りる方も信用して移住してくる。役所がこの決意を持つ

ことが移住計画のポイントで、そこを役所が引いて民間にお任せしてとなると移住計画は進ま

ない。ふるさと回帰センターに年間で数千人の若い人たちが押し寄せてきます。そういうとこ

ろから推薦をしてもらうということもありますし、日本の中でこの町に行きたいということで

あるならば、やっぱり積極的に移住ということを役所がでていかないとダメと思います。それ

から観光の部分でフットパスというのがよく分からないのですが、住民の健康ということと観

光と絡めて両方の目的があるので、逆に言うと一体何を言いたいのかよく分からない感じがし

ます。もうちょっと明確に言った方がいいと思います。また、この町の利点として川があるこ

となので、もう少し川を強調してみてはどうかと思います。白石川もあり阿武隈川もあり、川

の中で人々の暮らしがあって、当然里山という意味も川を含めてということなので、他の地域

にはない川ということを観光も含めて前面にだしてはどうかと思います。それから観光の中で

やはり「樅の木は残った」の城下町であるという文化と伝統というのが全体的にちょっと弱い

感じがします。私が町を歩いていて古いお店もあり、お菓子もつくっている、お茶室もあって

ある種の古い城下町の雰囲気の中でお茶をたしなみ、お菓子を食べる。そこがあるからこそ、

洋菓子も含めて新しい色々なお店ができている感じがするので、もう少し伝統とか文化とかを

出していったらと思いました。それから総合体育館の建設はぜひ進めていただきたいと思いま

す。現に今年から総合型地域スポーツクラブが始まったようですが、これは町全体の健康とい

うことに絡めていますし、雇用の場でもあります。仙台大学は年間に１５０人位の学生が教員

免許を取りますが、現役で受かるのが数名しかおりません。しかし、宮城県の保健体育の先生

の半分は仙台大学の出身です。かなりの学生が浪人しながら保健体育の先生になっています。

浪人というのは各学校に入って臨時教員となっているということです。それならば、総合型地

域スポーツクラブあるいは総合体育館のような雇用の場があれば、教員を目指す仙台大学の学

生が滞在しつつ、ここで教えることができるという雇用も増えますし大きな力にもなると思い

ます。最後に暮らしということで、高齢者、移住する人も含めてですが、医療施設、介護施設、

福祉施設それがどのくらい充実しているのかということが重要なので、充実しているならば、

そういう情報を発信していく、もつと介護施設を呼び込んでいく、これから介護施設が作れれ

ば、高齢者がどんどんやってきますから人口も増えるということで、その辺も戦略でやってい

ただければと思います。 
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○加茂大祐委員 先ほど外国人の観光客ということでお話がありましたが、さくら青年会議所

で東北学院大学と協同して、ホームステイに来た外国の方に餅つきなど、日本の伝統と農を体

験してもらおうという活動をしています。色々な団体、商工会や農協などが町を活性化しよう

と頑張っているので、町ではもっと情報の収集をしながら、団体と協力したほうが戦略を進め

られるのではないでしょうか。 

○晋山委員 先ほどのＦ－ｂｉＺ、Ａｍａ－ｂｉＺのところですが、公募したということは、

組織があっても人がいないと効果がないということでしている。商工会と連携したからといっ

て効果がでるわけではない。いかにできる人を外部または内部から登用するかといったことが

重要だと思います。あと転出が多いということがあるので、転出した方が戻ってこようとした

場合に情報が行き届かないというところがあります。大学などは大学のドメインなどで永久メ

ールアドレスを配布しているところが既にあります。できればですが柴田町でいうと町民全員

にメールアドレスを付与して、転出された後も町の情報を発信し続けるような仕組みがあると、

戻ってこようとした時に、今柴田町ではどういう状況なのか、空き家バンクもそうですけど情

報が入りやすくなる、そういう方法もあるのかなと思います。また、今女性の方というのは、

子どもが生まれた時に母親のそばに住みたいという意識が非常に強くて、子ども中心に動いて

いますから、子どもができた時に転居する可能性が非常に高い。そういう意味では、柴田町に

住んでいる女性は、一旦は嫁いで転出するかもしれませんが、子どもができたら柴田町に職が

あれば転入してきたいという方はかなり多いのではないか。そういう方に情報だすのと、親元

に住む方へ助成するとか、１回柴田町をでた方を呼び戻す、当然、旦那さんがくっついてくる

ので人口も増えます。このような政策も考えてもいいのかなと思います。  

○高成田委員長 それでは事務局から、今後の段取りも含めてお願いします。 

○平間課長 本日、これだけの多くの意見をいただきまして、我々の説明不足、表現力不足が

あったと感じています。今後のスケジュールについてですが、９月に内部で素案を作らせてい

ただきました。９月５日に議会に対し、この素案について、町民に公表していいか、議会とし

てアドバイスはないかということもさせていただきました。今日いただいた意見も今後、この

計画に最終的には反映させていきたいと思いますが、今度は町民に情報提供して意見を求めな

くてはいけないだろうということで、今日いただいた意見については今後、検討しますが、ま

ず町民の意見を２日後に２週間の期間で公募をしたいと考えています。パブリックコメントと

いう形で、町民の皆さんに人口ビジョンの３万人の数値がいいかどうか、戦略として４つの考

え方がいいかどうか意見を求めたい。それを元に今月の２９日に推進本部会議を開催したいと

思います。議会からでてきた意見、今日いただいた意見、町民のみなさんからいただいた意見、

これらで今回どこまで実施できるかということを盛り込んで最終的に素案から計画という形で

今月中にはある程度、まとめていきたいと考えています。ただし、この計画は５年間の計画で、

ＰＤＣＡサイクルを回すことを約束しています。今後５年間の検証の中で見直しをして、事業

に溶け込ませていく作業をしていきたいと思いますので、今日いただいた意見の中で各課で関

係機関との調整で時間がかかる事業もあるかと思いますので、それは次の年の中で事業メニュ

ーとして載せるという提案も可能かなと考えています。ただ、今日いただいた意見も、町民か
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らいただいた意見も、議会からいただいた意見も、まず全て本部会議に提案したいと思います。

その中で一つ一つ精査をしていただいて戦略としてまとめていきたいと考えております。それ

がまとまりましたら、委員の皆さんにお配りします。そして必要に応じて会議を開いて、もう

少し貴重な意見をいただくことになるのかなと考えておりました。今日の各階層からの貴重な

意見や、我々の気がつかなかったことについて、一度に入れられるのかという不安はあります

が、実施に向けては何らかの形で入れていきたいと事務局として感じました。町は行政の役割

として作りますが、これを動かすには民間の人たちの力も借りないとダメだと思います。町は

町民の人から食いついてもらうような説明をしていきたいと思います。事業が重複するという

ことがないように、一元化という方向で各課の仕事を整理させていただきたいと感じました。 

○高成田委員長 次回はこの会議をいつ設定して、何を決めようとするのか、何をやろうとし

ているのでしょうか。 

○平間課長 町民からのパブリックコメントと、今日の皆さんからの意見をこのように反映し

ましたという報告する会議を開催させていただければと考えておりました。ある程度早い時期

にできればと思っています。 

○高成田委員長 この委員会の位置づけですが、パブリックコメントの意見、議員の意見、み

んなまとめて委員会にということで大丈夫ですか。 

○平間課長 この委員会に二つの役割を決めさせていただきました。各階層から委員を選出さ

せていただいて広く意見を求めることが一つ目の役割。これが政策の過程です。今後はこの政

策がどのような形で最終的な基本目標まで導かれるのかという推進を図るための意見交換に変

わってくるという位置付けがありますので、今回いただいた意見をまずどういう形に反映させ

たという報告をさせていただきたいということです。数値目標が各課でどこまで進捗したかと

いう検証するための会議を５月以降に開催させていただきたいと考えていました。 

○高成田委員長 皆さんよろしいですか。それでは副委員長お願いします。 

閉 会 

○平井副委員長 かなり各階層からの意見をいただいたので、事務局は大変だろうなと思いま

すが、次回までに精査していただいてまとめていただければなと思います。ご苦労さまでした。 

 

― 午後５時 06分  閉  会 ― 

 

 

 

 


