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第 4回柴田町総合戦略推進委員会会議録 

 

                      日時：平成 27年 11月 26日（木） 

                         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４回柴田町総合戦略推進委員会 

開 会 

○佐藤班長 

それではお時間になりましたので、第４回戦略推進委員会を始めたいと思います。皆さん本

日は、大変お忙しい中又は、御足下の悪い中お集まり頂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。事前に送付させて頂いた資料が１、２、３、

そして本日、資料４、地域活性化・住民生活等緊急支援交付金上乗交付金事業一覧を机の上に

置かせて頂きました。ご確認お願い致します。また会議録の調整の為、発言の前にお名前を頂

戴したいと思います。それではただいまから、第４回柴田町総合戦略推進委員会を開催致しま

す。なお、高橋治委員、西川里美委員からは欠席の連絡がありました。それでは、先ず始めに、

高成田委員長さんから御挨拶をお願いしたいと思います。 

○高成田委員長 

皆さん、お忙しいところありがとうございます。総合戦略が出来上がったとので、我々の仕

事が終わったかなと思ったら、設置要綱に検証に関する事と書いてありましたので、まだ終わ

【出席委員】（10人） 

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

鈴木 利夫、高成田 享、平井 正憲 

【欠席委員】（１人） 

高橋 治、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４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 柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

  ⑵ 質疑応答 

 ４ その他 

 ５ 閉会 
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ってない様です。前回、皆さんから総合戦略案についての意見を出して頂いたので、今日は、

まず事務局からできるだけ簡潔に、特に前回と変わっているところを中心にお話しをして頂い

たあと、できるだけ質疑の時間をとりたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

○佐藤班長 

それでは、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の規定により

まして高成田委員長にお願いしたいと思います。それではよろしくお願い致します。 

○高成田委員長 

それではこの総合戦略の説明をお願いします。 

○平間課長 

お手元の資料１、２、３、と戦略がありますが、資料２で話を進めさせていただきます。１

０月１３日に、第３回の戦略推進委員会を開催させて頂きました。そこで各委員の皆さんから

意見を頂いたものに対して、我々の推進本部の中で、どのような回答、反映をさせるべきかと

いう議論を整理したのが資料２です。実際的に意見提言の内容を添えて、全ての課に周知し、

回答については担当課に書いていただきました。特に多く出た意見の中で戦略マップがありま

した。その中で高成田委員長さんから、柴田町の宝である仙台大学の位置付けをきちんとすべ

きだろうということで、後でご説明申し上げますが、その位置付けをさせていただきました。

それから、文言等についても整理をさせていただきました。各委員の皆さんから意見があった

中で、例えば、スモールビジネスの中で、村田の道の駅では、売る農産物が足りないというこ

とで、農政課では直接、道の駅に柴田町産農産物の取引が出来るかという問い合わせをしなが

ら原稿を作らせていただき、議論してまとめさせて頂いたのが戦略となります。特に、戦略マ

ップについてお手元の資料の戦略の３ページをご覧頂きたいと思います。これが、柴田町の目

指す形をまとめたものです。前回示した内容では、移住を真ん中の位置付けにしていました。

戦略推進委員会で議論となった、戦略４、暮らしを支える基盤作りが中心ではないかという指

摘を受けまして、本部の方で議論をさせて頂き、改めて戦略４を中心に、町の中の暮らしを支

える基盤作りをメインにしてという意見がありました。そして「暮らしを支える基盤作りの中

で仙台大学との位置付けも必要だろう。」という意見もあり、真ん中に、表現をして網羅させて

いただきました。それから戦略１と、戦略４の真ん中に、保健医療の表現だけでは足りないだ

ろう、福祉全般も町の安全安心のためには必要だろうという指摘もありましたので、そのへん

の文言も追加するなどをしながら、文言の整理と事業の入れ替えをさせていただきました。こ

の戦略マップの一番大きな変更点は、核だった戦略２を戦略４に置き換え、そしてフットパス

によるまち歩きの推進と仙台大学との連携をもってきたことです。 

資料２にお戻り頂きたいと思います。１１番目にありますが、質問５に戦略２の雇用創造プ

ロジェクトでは専門的なアドバイスをする人がいないと効果は上がらないのではというところ

です。当初は商工会の組織の中でということでしたが、商工会と、税理士、金融機関含めた組

織を構築して、一つの窓口、ワンストップで、創業支援、新規ビジネス支援を行う体制を整備

したいということで、商工観光課とまちづくり政策課では、これから商工会、関係機関と調整

を図って、ワンストップ窓口を今後、商工会中心に立ち上げていきたいということをまとめさ
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せていただきました。 

裏のページをご覧頂きたいと思います。１５、１６番目の戦略２交流移住の推進プロジェク

トですが、「公の役割で役所が責任を持って、移住、定住を引き受ける気構えがないとだめだ。」

ということを強くご指摘を受けました。これから我々としても空き家バンク事業、もしくは移

住者セミナーなどを展開しながら柴田町への移住促進、定住促進を図っていきたいということ

で改めて事業を作らせて頂きました。 

それから、１８番にある交流移住推進プロジェクトですが、白石フイルムコミッションの様

な組織を作ってというところです。当然今柴田町においては、タウンセールス、観光、プロモ

ーション活動に取り組んでいきますが、これを具体的な組織をつくって取り組みたいというこ

とでの事業戦略も載せております。これからは役場が表に出るのではなく、まちづくりをメイ

ンとする民間の組織の育成を図って委ねることが必要だろうということです。それから、実際

に若者が集まれる、つまり「町の中に飲食店が無い」という様な指摘がありました。１１月２

２日にフットパスの船岡駅周遊コースが完成したものですから第一回目のフットパスフォーラ

ム開催させて頂きました。その中で、これから作るフットパスコースにつきましては、「必ず一

か所飲食店が無いと駄目」というアドバイザーの皆さんからの指摘がありました。出来るだけ、

飲食店一か所入れる様なコース作りをこれから目指して行きたいと思います。 

それから、移住交流で、他市町への誘導ができるプロジェクトがあっても良いのではないか

という事ですが、先日、仙南の大河原振興事務所が中心となった、首長達の政策会議がありま

した。この中で２市７町共同で２８年度以降、共通の課題に取り組んでいくという方向性が話

し合われていますので、今後５年間の中でなんらかの動きが出でくるのではないかと思います。

要は広域的な観光ルートの連携もでてくると思います。 

それから２３番の子育て応援プロジェクトですが、保育士を育成する、これについては町と

しては保育士育成までは出来ないということです。町では国家試験ができないので、対応が困

難かなというところです。 

それから、婚活事業等についてですが、仙南でも実施している団体があるということで、そ

のような団体等に支援をするという、一歩進める様な形で文言の修正をさせて頂いたところで

す。 

このように、いただいた２９の意見を、町長出席の推進本部を１０月２９日に開催して、最

終的な決定をさせて頂いたところです。１０月１５日から１０月２８日までパブリックコメン

トとして、町民の皆さんにこの計画に対しての意見を募集しましたが、意見が一件もありませ

んでした。今回は町民の意見が無いということと、戦略推進委員会の意見を基に推進本部を開

催し、議論をして１０月２９日に確定というところです。 

戦略の８ページをご覧頂きたいと思います。２９日の本部会議において、町長より柴田町に

おいてコミュニティＦＭ局の開設を政策として入れたいという申し出がありました。本部とし

ても決定し、１事業新規で追加させて頂きました。基本的な内容については、平常時は生活情

報、行政情報を流し、災害時には災害情報を流し、町民の皆さんに速やかに情報の提供をして

いきたいというところです。実際には、コミュニティＦＭ局開設までには、かなり時間が掛か
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りますが、５年間で何とか道筋を付けて行きたいという強い意志の中で発言をしたところです。 

仕事を作って町を賑やかにし、柴田町の人口を三万人で維持していきたいということです。

その前提には「安全安心な町づくり」が必要だと最後に結びついておりました。今回、７３事

業を総合戦略としてまとめさせて頂いたところです。資料３については、前回お渡しした総合

戦略と、今回お渡ししている総合戦略の修正部分の対照表ですので、後ほどご覧頂ければと思

います。 

それから資料１ですが、毎年、町長が行っている住民懇談会を、今年は１０月３１日から１

１月１５日まで６会場で開催し、そこで町の総合戦略の概要を、この資料をもって町民の皆さ

んに説明させていただきました。また、全町民の方に来年の１月新春の町の広報誌に、今回ま

とまった総合戦略を４ページでお知らせをしていきます。前回、１０月１３日にいただいたご

意見をどの様に本部会議で議論をしたのか経過報告をさせて頂きました。以上です。 

○高成田委員長 

ありがとうございました。皆さんの御意見を伺いたいと思いますが、その前に質問をお受け

してその後、皆さんが前回提案された事に関して、ちゃんと答えて頂いたかどうかも含めてお

話頂いて、それから今後の事については分けていきたいと思いますので、取り合えず総合戦略

に質問、そしてその後に順番に各委員会のご意見を伺えればと思います。 

〇晋山委員 

訂正一か所お願いします。資料２の整理番号１１で、３行あるんですけどそのちょうど真ん

中ですが、熊本県天草市（あまくさし）です。 

○加茂富枝委員 

加茂です。前回来られなかったものですから、随分お話が進んでいたんだなとちょっと驚き

ました。凄い計画になっていて驚いているんですけども、これをいかに前に進めていくかとい

う事で今後、役場共々本当に頑張っていかなければいけないなというような気持ちです。先日、

ゆずフェスタを柴田町でやりましたけど、それも観光の一つなんですが、凄く混んで、上まで

登る道路が凄く狭いので、結局は下までずっと渋滞が続いて、「上に登ってくるのに大変だっ

た。」と言う意見をお客様がどんどん言ってきて、とにかく今の車はオートマティックだから下

がることはないんだけれども、それでも凄く急なのでとても怖い思いをしてきたと言うことが

あったので、まず、そういう所もとりあえずこれから色んな事業をしていくうえで直していか

なければいけないところかなと思いました。以上です。 

○加茂大祐委員 

僕もいろいろと意見出させていただきまして、しっかりまとめていただいているので、これ

から、５年後に向けて７０を超える沢山の事業がありますが、皆が出した意見をしっかり町の

方で行っていただければいいのかなと思います。以上です。 

○大宮委員 

大宮です。私の方で出させたものに関しては、保育士というか小さい子供達に対してという

所ではあったんですけども、今回、資格ということで、なかなか対応が困難だということでは

あったんですけれども、やはり長く見て人口を支えていくということでは、今の小さな子供達



- 5 - 

 

が支えていくということになりますので、今ここに限らず、これからそういう方向の考え方を、

別の機会でも、その次でも考えて次々出していかなければならない分野ではないか思っていま

す。全体的に見てこれをきっちりやっていけば、かなりいい町づくりになるのではないかなと

思って拝見しておりました。以上です。 

○遠藤委員 

かなり話しつめて、いいものになっているのかなと思っていますけれども、結構やらなきゃ

ない事もあると思うので漏れの無いようにというのが一番難しいと思うんですけども、５年間

かけてやっていくということですが、全て早目に出来る様に考えて頂きたいと思います。以上

です。 

○平井委員 

商工会の平井です。今回ね、ちょっとテレビで気になったのがあったのですが、和歌山県の

ある一部、那智の方ですけれども、情報発信して「町に来て下さい」「町を見て下さい」という

企画のツアーをやったんですね。そのツア―と言うのが、町の真実を伝えると。要するに今ま

ではその柴田町だったら柴田町の良い所だけを見せたということですが、そうじゃなくて定住

していただくには、本当に現実のありのままの姿を見ていただくという情報を発信していると

いうことです。かなり田舎ですから、猪にやられたり、鹿にやられたりしているのですが、そ

れを隠さずに見せるという取り組みのツアーを組み、参加者がかなり来たようです。東京の人

とか、東京から西の方の人とかが、結構和歌山の方に住んでおられる方が多いんですよ。柴田

町も大分良い所を見せてお客様に来て頂こうとしていますけども、そうじゃなくて定住させる

にはその辺までつっこんで情報発信のネタというんですか、情報発信の大事さを今回感じられ

たというのか、私達の町はまだ宣伝下手と感じているので、その辺のところをもうちょっと町

も本腰を入れておこなわなければならないと思います。その辺の所が一番ネックになってくる

ので、そこを突っ込んでやっていけば人口減少に歯止めが少しでもかかるんじゃないかなとい

う思いがありました。いい取り組みは私達の方も、真似出来る事はやるべきだなあと思って見

ていました。以上です。 

○高成田委員長 

高成田です。二点程あります。一点は仙台大学の位置づけも含めて丁寧に答えて頂いたので

ありがたいと同時に、私も仙台大学の一員ですので仙台大学としても責任は大きいなと感じま

した。もう既にトップアスリート育成事業など、町と大学が組むという形で連携事業が始まっ

ておりますけれども、大学としても積極的に柴田町との連携が出来る様に私も努力しなければ

いけないなと思います。もう一点は総合的な戦略という事で全体が網羅されているなという事

になりますけれども、まあ百貨店で言えば、こういう売り場、こういう売り場という売り場は

全部ほとんど出来ているんじゃないかと思いますが、中身はまだまだ何も整えていない所、入

っていないという所もあるようなので、これからどうやって具体化するかという事、これはな

かなか大変だろうと思いますし、委員としてもそれに協力出来ればというふうに思います。以

上です。 
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○佐々木委員 

私からはちょっと質問も含めて発言させて頂ければと思います。まず一点目質問ですけど、

パブコメで意見がなかったという事でお話がありました、それで策定後に１０月３１日から６

ケ所で住民懇談会を行って、町長がご説明したという事ですけれども、この住民懇談会の場で

はどのような意見というか、どういったものがでたのかなと気になったところでした。それと、

二点目は今後の実施体制ですかね。このように非常に沢山の事業を実施するという事になると

なかなか、町役場さんだけではなかなか出来ない事もあるかと思いますので、うまくいろいろ

な団体と連携してやっていくことも確実に必要なのかなと思っています。先程、平間課長から

もお話ありましたけれども、観光ルートとかですね、広域連携のお話もでましたけれども、こ

の件につきましては、我々大河原地方振興事務所も一生懸命取りかからなければいけない点だ

と思っていますので、その辺含めていろいろなところと連携して、うまくこの総合戦略を推進

していただければと思います。以上です。 

○高成田委員長 

町民懇談会とそれから今後の展望ということで、今後の展望は全体に関わることなので、質

問の方へのご意見はあとでという事で、事務局の方で質問を控えていただきたいと思います。

では次。 

〇晋山委員 

ほんとに２９もの政策が実施されるそうですが、ほんとに先程も委員の方がおっしゃったよ

うにすばらしい事になると思うんですけど、問題は実行性だと思うので、以前も先程訂正して

頂いた１１のお話のように、仕組みがあっても人が絡んでこないと実行に繋がらない、効果の

あるものに繋がらないところがあるので、その辺のところの手当をしていくべきだなと思って

います。また、民泊の対応では旅館業法の関係もあるので、確認しながらというところもあっ

たり、保健でもそうですけどいろんなところで制度とか、法律が変わってきているところがあ

って、厚労省が先日、ネットのニュースでもでたんですけど、遠隔診療については認める方向

で大きく見解を変えたと。法律は変わってないですけど見解を大きく変えたというのがネット

の日経のニュースで大きく報道されたんですけど、また、旅館業法についても大阪市で全国初

の民泊条例をだしたということとかですね。いろんなところで現行法律の中でも工夫の仕方と

か、解釈の仕方で、いろんな事が出来ると思うんですね。実際この間民泊のところで、沖縄と

京都の話をちょっとしましたけれども、京都に行った時、ちょっと確認したところ、これ本当

かどうか、聞いただけの事なので、いわゆる民泊というのは、民宿ではなくて、またホテルで

もない、旅館でもないという事なのでロビーがない。一般住宅の部屋を貸しているというとこ

ろがあるので、それも人が住んでいる部屋ではなく、ただの空き家をそのまま貸していると。

それをなんでやっているかというと、ある人曰く賃貸だと。賃貸だとロビーも一切必要ない。

グレーなんですけど、一か月３０日じゃないと貸せない。３０日貸して、２９日キャンセルす

る。実質一泊二日で泊まると。実際そういう事をやっていると。非常にグレ－なんですけど、

そういうものをフルに使いながら、実はいろんなところで、そういう民泊というか、ゲストハ

ウスとかいったりいろんな言い方をしてますけど、いろんな意味の工夫次第で、いろんな事が
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実際に出来るんだということがあると思うんですね。その辺を考えながら、なので実際には出

来ない所を、どこかで全面に立っていろんな事を実施していくという組織が必要ではないかな

と思ったりします。私としては今の所以上です。 

○鈴木卓委員 

先程のお話の中で、２市７町で広域的大きな観光ルートが共通課題ということで今後取り組

んでいくというお話がありましたが、２市７町に限らず、例えば、仙台市ですとか、宮城県全

体とかでの取り組みといった、検討課題に入れていってはいかがかなと思いました。 

後は移住のところで、たしか宮城県内で、塩釜と丸森では確か、おためし移住みたいな制度

でなんかやっている。ちょっと具体的なことまでは把握してはないのですが、たしかそういっ

た事も取り組んでいる自治体もあるかと思いますので、是非そういったこともご検討されては

いかがかなと感じました。以上です。 

〇鈴木利夫委員 

皆さんのご意見を聞いていますと、色々数多い報告によって取り組み、一つ一つ検証してい

かないと、また実際に実施するには大変だろうなと思います。そんなところで、この報告が全

て頭に決まっていますと、大変町民の方々にも便利さもあると思います。我々も一つ一つ小さ

な意見でしたけれども提案させていただいて、その中の一つでもまとまった形で、町に貢献さ

れればいいなと思いました。よろしかったのではないかと思っています。以上です。 

○高成田委員長 

ありがとございます。では平間課長から質問の答えと、もう一つこれからどうやって具体化

するかという事ですね。 

○平間課長 

住民懇談会は６会場でやりました。資料の中の戦略マップを使って体系と現状分析を説明さ

せて頂きました。あと、事業については特に今取り組んでいるものを中心に、そして小学校区

単位の地域で既に取り組んでいる様なものを実例に上げながら、説明をさせて頂いたところで

す。 

意見は、６次化の取り組みにおいては、柴田町にはゆずと味噌しかないのかと、逆に言うと

もっと色んな物があるだろうと、ゆずとか味噌以外で考えるべきではないかという様な意見が

でたり、移住、定住では空き店舗を町として活用すべきだろうという意見もでてます。当然こ

れから、人口が減るという中において町として公共施設を今後どのようにして維持するのかと

いう現状維持なのか、それとも統廃合するのか町の政策が見えてこないということです。 

雇用については、企業誘致が一番の効果なのに、なぜ柴田町は企業誘致に名乗りを上げない

のかと。また、高齢化が進んで都会の方が田舎に住みたいという様な考え方があるけれども、

柴田町としてそういう方を受け入れる考えがあるのかという質問がありました。これから高齢

化社会に向けた中で、国で掲げる日本版ＣＣＲＣという国民総活躍という考え方は、この戦略

の何処に該当するんだというような指摘もされました。 

それから在宅介護、医療体制、高齢化など地域力が落ちてきているのに、どのように部落同

士の助け合いをする仕組みを考えているのかという様な質問もありました。 
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それから、今町では各行政区に 5 年後の将来の目標ということで 42 の行政区に地域計画を

作って頂いています。その計画と今回の総合戦略はどういう関わりがあるのかという様な指摘

がありました。あと、町長の掲げるコンパクトシティ構想、これが地方創生とどう関わりを持

つのかという指摘がされました。コンパクトシティ構想というのは、町長が就任の時から掲げ

ている中心部にいろんな物を集積するという一つの町づくりですけれども、今回はまず、フッ

トパスで、街中から里山の方に人を呼び込むという政策ですから、その辺でコンパクトシティ

との関係性を問われました。 

この様にすぐには答えられないというか、考える時間が必要な意見も町民の皆さんからは、

きつくいわれました。これらについては、総合戦略と今年の 3 月にまとめた町の最高上位の後

期基本計画というのがもうすでに動いておりますので、この二つの中で事業を展開していきま

すというようなところを説明させて頂いたというところです。 

やはり、委員の皆さんからもいわれた様に実行性です。どの様な形で町として取り組むのか

というのもありました。この実行性については、人が減る、職員も減る中において仕事だけが

増えるということで本当に実行性があるのか、実施体制をどうするんだという視点もありまし

た。町長の考えは、職員だけでは出来ないので各団体もさることながら、これを中心的に担う

町づくり会社のような、コミュニティＦＭやフットパスの管理をする組織が必要になってくる

のではないかということです。将来の実施体制については、町づくり会社を作って、民間で出

来るものについては民間に移していきたいという考え方でおりました。町としても２８年度以

降は、町長の考えに沿ったような実施体制を構築する為に、これから各団体、各機関に町の総

合戦略を説明して実施設計していきたいと思います。 

今週初めには仙台大学に行きまして、町の掲げる戦略の概要そして、仙台大学の持つ役割を

説明させて頂いて、これから実施するにあたっての窓口の設置を要請してきたところです。こ

のように、町だけでは出来ないものですから関係機関との調整がこれから入ってきます。 

また、実施体制もさることながら、これを実施するには予算の確保が大前提だというところ

です。今回、国から２８年度以降示されている補助率は二分の一です。戦略の事業費、つまり

この計画にのせた事業費の中で二分の一の手立てを国として面倒見ますよという様な方針で言

われておりますが、何処の事業にその二分の一をあてるかという選択はまだ国から示されてい

ません。とにかく優先的に進める事業をこれから選出して実施をしていきたいというところで

す。 

それから、資料 4 ご覧頂きたいと思います。国として地方創生の上乗せ分という事で３００

億円ストックしておりました。国は 8 月に各自治体に計画を出させて審査をしていました。１

１月１０日柴田町に、国からこの様な形で交付決定がありました。まず上乗せ交付タイプⅠと

して総額５，９００万円です。これについては何をするのかというと前回の会議でもお話しま

したように、まず街中から里山、農村地域に人の動きを興すフットパス、あと街中の動きを興

すフットパスの整備と、一つのモデルとしての小さな拠点を上川名地区に作るということに３，

１００万円程の事業費を頂いています。 

また、目標年月２８年３月という重要業績評価指標というのがあります。国に申請するにあ
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たっての町としての目標値です。これを２８年３月までにクリアしなければなりません。この

点検、検証が今後、この推進委員会の役割になってきます。なぜ出来なかったのか、何が足り

なかったのか、どういう取り組みを 28 年度以降展開しなければならないのかなどの意見を今

後この委員会に求めていくことになります。例えば小さな拠点整備については、上川名地域の

支援をして地場農産品の活用した加工品作りをしなければならない。そして筍、竹チップの販

売額、3 月までには出てきませんが、こういうような販売額を 5 年間かけて出さなければなら

ない。あと、地域活性化組合員数が減ってきておりますので、それも増やさなければならない。

そしてフットパス事業の組織を立ち上げることによって定住、就職を増やすというような 5年

後の目標値まで設定した中で一つ一つ毎年、検証含めて実行度を高めていくと。これが１１月

１０日に国から認定されまして、来年で止めるわけにはいきませんので、今後 5年間町として

優先的に推進をしなければならないという事です。 

もう一つです。花の町柴田インバウンド推進です。これは、外国人を柴田町に誘致した場合

のおもてなしの体制整備を 5 年間かけて実施しようというようなことです。これには、まず観

光マネージャーや外国語対応のボランティアが柴田町には必要だということです。それから外

国人向けのお土産や食事メニューなどものも来年３月までには開発をしなければならないとい

う責務をおって、１，７５０万円の事業を国から認定頂いております。 

次のページです。太陽の村がありますが、ここを子育て親子の遊べる場所にリフォームしよ

うと考えがあります。子供達が自然を相手に遊ぶ場所がなかなか無い中で、芝生で遊べるとい

う自然環境を生かそうということで太陽の村に冒険遊び場整備を、１，０００万円をかけて行

おうということです。３月までにこのような目標を設定しておりますが事業期間は５年間です。

この遊び場に、スポーツ、レクレーションが出てきます。それを仙台大学と連携して、学生の

就労まで繋げられないか、こういう様な計画をこれから作っていくという事業が国の採択を受

けているということです。 

それから広域連携として福島市から槻木までの阿武隈急行沿線 5市町で、伊達家ゆかりとい

うところで、連携して観光戦略を興そうという事になっております。スマートフォンをかざせ

ばその地域の観光情報が案内出来るような事業や、阿武隈急行の車両を伊達正宗のイラストで

飾り、伊達家ゆかりをめぐる旅などを５年間計画で認めて頂いたということです。 

それから、戦略を 10 月 29日に完了し国に報告をしましたら、１０月中に総合戦略を策定し

たという事で、タイプⅡとして１，０００万円の事業費を頂きまして、これから 5 年間ですが、

町と仙台大学が子供達の知力、体力、そして大学の学生さん達が、出来るだけ教員免許を取れ

るような機会を与える、そして柴田町に定住していただくという構想の中で実施するようにな

りました。今回は、１年間と言っても４ヶ月足らずですが、28 年 3月までには、放課後先生の

配置から始め、トップアスリートの指導回数１回、これらを全てクリアをさせるという目標で、

国から認定を受けておりますので、大学と一体となって、この数値、指標の達成に取り組んで

実施体制もさることながら、色々と検証し、目に見える形でこの達成度を上げていかなければ

ならないということになっております。 

今回の戦略の中段くらいにありますが、数値目標です。あくまでも 5 年間の数値目標です。
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毎年、この数値は委員会の方に現実的な実数を提示します。この目標値にどれだけ近づけるか、

近づけないのか、そういう様なことの意見を頂きたいと思います。 

２ページをご覧頂きたいと思います。上から 2行目です。策定が完了したので、今度は検証

ということで、戦略推進委員会において、ＰＤＣＡということで取り組み状況の点検、検証に

ついてアドバイスを頂くという様な形になります。今後、四つの戦略におのおの数値目標があ

りますので、それらの説明と現状値、そしてなぜ達成出来ないか、達成をクリアしたか、こう

いうようなものも踏まえて、今後この委員会の議論がなされていくというような位置づけにな

るというようなところです。 

○高成田委員長 

ありがとうございました皆さんの中で質問あるいはご意見、どうぞ 

○加茂大祐委員 

資料４で、予算額というものを５年間で出して頂いたんですが、真ん中に目標値もあります。

クリア出来なかった場合、その助成金の返還とかそういう縛りみたいなものはあるんでしょう

か。 

○平間課長 

今のところないです。 

○高成田委員長 

これは年度ごとではなくて、５年間総計で 800万円とか、1，000万円ですか。 

○平間課長 

今回は、一年のみです。ですから２８年度以降は町の財源と国の二分の一のお金を使って実

施しなさいということです。ですから全てをこの満額で来年も実施出来るという、そういうこ

とでは国はないというようなことで説明はしてきておりました。 

○高成田委員長 

そうすると始めは、5，900 万円は国から出ると、だけど翌年もし、6，000 万円の事業をす

るのであれば、3，000 万円は国からということですか。 

○平間課長 

今回の特に大きなお金というのは設備投資を準備しました。施設整備を今回メインにお金を

かけていきたいということで国から全額頂いたということです。上乗せ交付金もですが、先行

事業として今年の３月に８事業が国から認定を受けております。そして今回 5 つの事業が追加

で認定されておりますので、この１３の事業は間違いなく今後、町が特に優先して進めなけれ

ばならない事業だという位置づけです。しかし先程戦略の中でＦＭ局とか、移住、定住の為の

セミナーとか、民泊の話もありました。そのようなものを絡めた中で、事業メニューが消化さ

れていくんだろうなと思います。 

○高成田委員長 

これからこの計画を基にした各課の予算が作られて、28 年度予算の中で実行計画もでてくる

と思います。それを議会で審議されるということになると思いますけれども、この委員会につ

いて、その検証あるいはその具体化についてどのあたりのところを考えていますか。 
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○平間課長 

実際的には予算の検証まではちょっと想定してませんでした。あくまでも、次のステップと

いうところでこの検証、つまり指標、目標値をどこまで近づけるか、近づけたか、こういうよ

うな所の意見、検証が… 

○高成田委員長 

日程的なことなんですけど、今申し上げたのはこれからこの町役場としては、予算を各課で

作られるんだろうということでそれに基づいて予算が執行されるということですけども、この

推進委員会がどのあたりの時点でこの検証を考えておられるんでしょか。 

○平間課長 

来年の５月に考えております。３月３１日が一つの年度の終了ということになりますので、

そこから実績を精査していきたいと思っておりました。実は… 

○高成田委員長 

予算を審議する町議会は何月ですか 

○平間課長 

３月です。 

○高成田委員長 

３月議会それが終わっているということですか。 

○平間課長 

終わっています。今年どの事業にどの位の予算が付いたというような説明も出来ますし、ど

ういうような事業内容という事も具体的に説明が出来るということです。町の予算、国の予算

だけではなく宮城県としても地方創生枠の予算が計上されるという事も聞いておりますので、

それも上手く活用出来ればということで、情報を得る為にどのしたらいいのかなと。ただいま

のところ、各課の２８年度予算計画の財政課提出は１２月１６日です。我々としては国の動き、

県の動きが未定なので、この創生については優先的に進める事業、進めない事業というわけで

はないですが、最大でどの位の予算が必要なのかというような枠取りだけはしておきたいと考

えておりました。その場合、各課の事業となるわけですが、まちづくり政策課で地方創生枠と

いうことで、おおまかに何千万円とか、そんな枠組みで取りあえず取っておこうという考え方

で進めておりました。 

○高成田委員長 

委員の高成田として発言しますけれども、仙台大学との連携ということで、大学側の窓口は

決まっていますか。 

○平間課長 

先日お話したのは、今回トップアスリートだけじゃなくて、色んな事業がフットパスの方で

すけども、色々出てくるんですよ。ですから、その辺を束ねるところ、入り口を決めてほしい

ということと、実際に支払いや契約をどことするのかというような話し合いをさせて頂きまし

た。そして、支払い関係は事業実践機構ですが、打ち合わせはまだだと。そういうところで 
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○高成田委員長 

実践機構は、その大学の中で特に外との総合連携をすることになっています。 

○平間課長 

あくまでも、支払いだけは実践機構でやるという、学内での支払いを。それだけ決まりまし

た。 

○高成田委員長 

ところで、何回も言ってるんですけど大学生がこれだけいますから、出来るだけ住民票を移

して、町民になってもらうという方策を考えて頂く、これは大学の方とも連携をとってですね、

２，５００の大学生を出来るだけ町民になってもらいたいですね。現に住んでいながら町民じ

ゃない人も沢山いるので、それを町民になるというだけで、色んなメリットが生まれてくると

いうことを、積極的に進めて頂きたいというか、こちらのほうでも考えたいと。地域総合型ス

ポーツクラブがありますね、そこは仙台大学として関われるところですので、これから将来的

には、総合体育館の建設という事も含めてですね、このあたりでもそれこそ、雇用の面も含め

て協力というか 連携が出来るのではないかなということですね。それから、来年度は無理で

すけど、再来年度に向けて幼児教育の為のスポーツの新しい学科をつくるという動きがありま

して、現に建物が建っていますけど、明確に保育士の育成という事になるのかは私もはっきり

分かっていませんが、子供の支援という意味では保育的な役割を果たす人間をこの大学で出し

ていく訳ですから、うまく利活用するといろんなことが出来ると思います。端的にいえば奨学

金を出して、町や地域クラブの職員としてその子を採りこんでしまうということもアイデアと

してでてくるという気がしますので、大学との連携ということでは将来的にいろんなことを考

えていただきたいと思います。 

○平間課長 

そういう様な連携も必要ですから、一度全体的に町と行政と大学でつめる機会が必要ではな

いかということで交渉しているところです。今は大学ですが、今度は商工会や工場とかいろん

な機会ごとに展開していかないとだめだろうと。特に起業家育成、空き家の改修なども含めて

金融機関のバックアップがないと難しいところがあるので、金融機関をいかに取り組んで実施

できるかということも、これから打ち合わせをしていきたいと思っています。 

○高成田委員長 

町づくり会社というのは、これはすでに存在しているのですか。これから作るのですか。 

○平間課長 

これからです。 

〇平井副委員長       

この辺であるのは。二本松ですか。 

○平間課長 

白石です。 

○高成田委員長 

石巻はありますね。町づくりマンボーという会社組織になってるんじゃないかと。まんが館
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の運営などですね。 

○平間課長 

町長の考え方は、ビックの中に町民の皆さんのまちづくりを支援する「ゆるぷら」という施

設がありますので、そこを一つの核、きっかけとして興そうかという発言をしておりました。

これをやるには、職員だけでは業務が次から次と多くなるものですから、出来るだけ民間の力

を借りたいと思っておりました。 

あと柴田町では、地域おこし協力隊を導入して柴田小学校区で隊員が活動しているのですが、

隊員といろいろと話をする中で、空き家が結構あるので、そこのイノベーションに取り組んで

みたいという相談もされております。新しい方達が新しい考え方でいろいろある資源をどのよ

うに使えるかという相談にも来ていますので、その辺も含めた体制固めを今後していかなけれ

ばならない、出来ればそういうような仕事は全てその町づくり会社にお願いする形の方が進む

のかなと個人的に思っているところです。 

○平井副委員長 

運営母体はどうなっているの。完全に民間におまかせですか。 

○平間課長 

ＮＰＯかそうですね、一般財団として。 

○平井副委員長 

その財源ってどこから出てきているのですか。 

○平間課長 

施設運営、指定管理費とかは補助金です。あとは自分達がイベントで稼ぐと。 

○平井副委員長 

イベントを興し、イベントに参加して協力してもらった金はプールして次の祭りに使うとい

う形ですか。それとも個人の給料か何かにあてるという形ですか。 

○平間課長 

助成金を当てにしています。その辺でかなり赤字なので、町が関わらないとどうしても、人

件費分難しいんだろうなと。 

○高成田委員長 

ふるさと納税は、町としてどのようにお考えになっているんですか。 

○平間主事 

現在、ふるさと納税の使途として皆様からお選び頂いているのは、桜の町づくり事業で一目

千本桜ですとか、船岡城址公園の桜が大分老木になっていますので、それの管理、育成してい

く部分にあてさせてもらっているのが一つと、それから、教育に関すること、福祉に関するこ

と、地域づくりに関すること、それから総合体育館の建設、図書館の建設、学校給食の建設と

いうことの 7つと、あとは町で何でも使って下さいという８つの選択をしていただくようなこ

とにさせていただいております。それを今年度受けた寄付については翌年のその事業に当てさ

せて頂いているというような状況です。 

○高成田委員長 
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宮城県では石巻が、去年の実績で 3 億 1，600 万円と断トツに多いですね。柴田町が約 55

万円で山元とかに比べてもちょっと少ない感じですが、伺いたいのは、増やしたいと思ってお

られるのか、あるいはこういう政策そのものに私は疑問があると思うので、適当にお付き合い

するというあたりなのかというところです。 

○平間主事 

ふるさと納税が注目されているということで、柴田町の町民からも相談とかいろいろ受ける

事があるので、他の自治体さんに寄付している傾向がだんだん強くなっている部分も当然あり

ますし、柴田町に寄付頂いた方に対して特産品を送るようなことを付け加えて柴田町をＰＲし

たいという考えもあって、今年の 6 月からインターネットでの申し込みが可能になったのと合

わせて、クレジット決済も出来るようになって寄付者様の寄付しやすい環境を整えたところで

す。昨年 55 万円だったものが、現時点で、280 万円超という実績になっておりまして、町か

ら出ていっているのが現時点でどの位というのはわからないのですけども、関心が高まってい

る去年は、55 万円貰っていますけど、だいたい 40 万円出てっているような状況だったので、

その差の金額が多くなって町の事業に使えるようになればいいなと思っております。これから

そのＰＲをして広めていきたいと思っています。 

○平間課長 

それから、町長の考えでは、地元の物を買ってもらえるということは、記念品として地元で

作られたものを贈れば生産者支援にもなるということもあるので、出来れば、多くの方に商品

の提出をお願いして選択の幅を広げたいということもあります。柴田町は海産物が無いもので

すから海の市町村に比べて、開発する製品が無いということで件数的には少ないです。 

○高成田委員長 

ふるさと納税で出ていく数字があるというのには驚きましたね。何となく大都市圏の人たち

が地方の物産をほしいという認識だったのですが、実際にはこの町からも他の市町村にという

方が多いということですか。 

○平間主事 

少なからずいらっしゃるということです。 

○晋山委員 

報道で見たのですが、群馬県太田市は出ていく方が多いんです。出ていく方が多いので何を

しているかというと、北海道の海産物を太田市の住民専用にふるさと納税、要するに他のとこ

ろにやるのだったら、自分のところにふるさと納税して下さいということを始めているという

ことです。その位、出と入りが、極端な自治体が出始めているそうですね。だから、本来この

ふるさと納税というのはどういうことなんだという話に一部なっているのですが、現実問題と

して制度自体があるので、そこは今年度その出がどの位あるかで、今後考えていかなければな

らないですし、もし納税が増えると、翌年の予算にあてていける可能性が出てくる訳なので、

私はふるさと納税は以前に何も無いと話だったので、桜の時期にさじき席をつくって、ふるさ

と納税の御礼品にしたらどうですかという話もしましたけれど、何もないところからつくって

いくことを考えた方がいいかなと思ったりはします。結局、やらない理由はいっぱい出来ます
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けど、やる為の意義付けをつくっていかないと、うちは何もないからとか、人口規模がこうだ

からとか、中途半端だからのようになるので、事業全体的にそうだと思いますけど、ほんとに

これをやる為にどうやっていこうかなど町の職員の方全員がしっかりと意識改革して頂いてや

っていかないと厳しいかなと思います。 

○高成田委員長 

生き残りがかかっていますね。他の市町村へのふるさと納税ゼロ、そして他のところからの

納税が増えるというのはいいのですが、何もしなければ、むしろ減ってしまうというのは怖い

ですね。 

○晋山委員 

これもそうですよね。全自治体がやっているので、同じ国から予算があって普通に漫然とや

ったのでは。競争だと思ってやっていかないと、結局うちもここはやったけど、よそはここま

でやってますみたいな話になるので、そういう意味では企業誘致の話も住民の方から出たと言

いますけれども、どこもやっているので厳しいと思いますよね。子育て支援もそうですし、隣

の自治体が１円高い話とかおこる可能性もあるので、ほんとにトータルで実施できる様な事、

ここはよそに負けてるけど、他のところは勝ってるという全体的によそよりも勝てるという形

でいかないといけないかなと思います。 

○高成田委員長 

国の予算はこのようなアイデア先行のところが取っているという感じなんですか。 

○平井副委員長 

仙南では１つだけですよね、ここだけですよね。 

○平間課長 

いえ違います。丸森町は阿武隈急行広域連携でもらっていて、白石市ももらっています。七

ヶ宿町ももらっています。柴田町は４つチャレンジしました。全ての事業が減額無く、そのま

ま通ったというのは、県内でも柴田町が一つというように町長は聞いたということでした。そ

れだけ今回は先駆性という国の基準で、他のモデルになる事業という視点で審査をしたという

ことを聞いておりましたので、モデルということで進められるのかな。内定を受けた日から、

町長が個別に各課と折衝して事業のすり合わせをしながら３月までに全て終わらせるという確

認をしているというところです。先駆性というか他のモデルになるというようなところで、お

金がつかないから来年はやらないというような事業ではない。つかなくてもやらなければなら

ないものはやるというスタンスの中で２８年の予算取りをしなければはならないと思っていま

す。この中で特に大きいのは、小さな拠点の中で上川名に分校があります。その分校をリフォ

ームしようとすると８，０００万円かかる。そのお金をどこから出すんだといわれています。 

○平井副委員長 

今は公民館として使っているんですね。 

○平間課長 

事業費のうち二分の一は町から出すことになります。今度は全体的なお金の出入りの中でこ

の上乗せ事業を整理していくという作業がこれから入ってきます。 
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○高成田委員長 

あの農産物を売っているところですか。 

○平間課長 

そうです。 

○高成田委員長 

あの古い看板がかかっているところですか。 

○平井副委員長 

そうです。「とみかみ」という道の駅のようになっているところです。 

○平間課長 

地元としては、外壁だけは残してくれということらしいです。 

○高成田委員長 

あの建物維持しようと 8，000 万円かかるということですか。 

○平間課長 

建て替えた場合の費用です。老朽化もさることながら、耐震化もないし、そこに工場を作り

たい、レストラン作りたい、いろんな仕切りを作っていかなくてはいけない。小さな拠点とし

て生活支援のいろいろなサービスの提供もやらなければならないということで全面的な改修を

して、ここは工場エリア、ここは交流スペース、ここは物販のエリアのような形です。５年後

にどういう形になるか、必ず目標通りに落ち着くかというとり財源的こともありますから、そ

こでいろいろとご意見をいだだく機会も多いのかなと思っています。 

○高成田委員長 

私はいつも船岡駅を使っているせいか、あまりシクラメンの印象が無くて、桜の印象があり

ますが、駅が違うとあんまり無いのでしょうか。 

○加茂委員 

どちらかというと槻木ですね。ふるさと納税した方にシクラメンを返していますけど、どち

らかというと農協と連携してシクラメン祭りを開いたりしています。船岡よりは槻木の方が農

家もあるので、自分は桜よりもシクラメンの方が身近に感じます。 

○平井副委員長 

時期的に山の上でやっているから。 

○加茂大祐委員 

まあ、そうですね。 

○高成田委員長 

何かもうちょっと連携というかですね、同じ町でも駅が違うとなんか。 

○加茂大祐委員 

そうですね。そんな感じです。 

○平井副委員長 

シクラメンの場合は四日市場の周辺だけになってしまって。 
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○加茂大祐委員 

そうですね。農業としては、シクラメンで推してますけどそんなに町で、シクラメン、シク

ラメンっていう程町でそうなのかなと。どちらかというと、柴田町というのは桜の方がね。一

産業としてシクラメンがある。牛もいる、田んぼもいるっていう中の一つかなという感じがあ

ったので、参加させて頂くシクラメンは全部推してもらっているんだなと。あとトルコききょ

うも町の農政課から全部助成金頂いて。今まで柴田の菊は有名だったんですけど、今、南三陸

とかに勢い負けしていて、新たにトルコききょうの産地としようということでやっていますが、

なかなかシクラメンほど、まだインパクトが。単体農業で頑張っていますけど、町のメインと

なるにはこれから成長していければいいとは思います。ただ桜もその時期にそこだけなので、

それを一年間通して、食べ物を作るとかという風にすればまた違うんでしょうけれども、シク

ラメンについてはそのような感じだと思います。 

先程確認したのは、上川名というのは、元農政課の加藤さんがずいぶん頑張って進めて勢い

もあっていいと思うんですけど、３，０００万円というお金をもらうからには、それだけの結

果を残さなければいけないと思いますが、なかなか難しいのではないかなというのがありまし

て、その他に建て替えとか、勿論自分達で予算出し合うというのもあると思うんですけれども、

５年後ここまでいかなかった場合どうなるのかなと心配はあったんですね。結構メインで取り

扱って、この他にも予算もらってやっているのがあるとは思うんですけれども、自分も上川名

知り合いおりますが、あそこを就業の機会とか産業の機会とかには、よっぽど頑張らないと難

しいのではないか。道の駅は、仙台や岩沼から人を連れてくるというのは可能だと思うのです

が、そこに定住とか、就業者をつくるというのは、よっぽどのエネルギーとアイディアがない

と難しいのではないかなと思って先程聞かしてもらったんですけど。この目標に向けて進むの

はすごいいいことだと思うんですけど。これが、もし成功すれば他の地域でもということはあ

ると思いますが、その面ではかなり責任重大ではないかなという風に感じます。 

○晋山委員 

この資料 4 の 2、新規事業のインバウンドですが、お土産と食事メニュー開発とありますけ

ど、旅行客の方、又出張されてこちらに来る方で、飲食店の場所がわからないので、こちらの

資料 2 で飲食マップを作るという話もありますが、実際はインターネットだと思うんですね。

こちらに来られる方はマップを見てというところがありますけど、初めて来られた方とかは、

その中どうなっているんだ、メニュー何があるんだろうか、どういうものを扱っているところ

なのかというのが知りたいと思うんですよ。そういう意味ではこの事業を使って柴田町の飲食

店のホームページを強制的にという言い方はおかしいかと思いますが、全店舗がホームページ

を持つような取り組みをした方がいいのではないかなと思います。できなければ、ぐるナビ等

に必ず登録して下さいとか。そうでないとマップはマップで私は必要だと思って、そのマップ

については配られていると思うんですけど、宿泊する所ですよね。私も出張に行った時に「ど

こかないですか」というと、だいたいマップを出して頂いて案内を受けるので、これは必須だ

と思いますけど、ほとんどの方はだいたいネットやスマホで調べるというのがメインだと思う

ので、基本的に柴田町に飲食店が無いというのは多分調べても見当たらないからですよね。行
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きたいと思わせるページがないという事だと思うんですよ。美味しい物がなくても、結局ホー

ムページで「ここは雰囲気いいな」「こういうメニューで食べたい」と思わせないと。結局、外

から来た方は分からないので、ないという話になってしまうので、そういう意味では、情報発

信の取り組みの中でつくってもらわないと駄目ではないかと。そのために補助をだして、強制

的に作らせるとか。言い方が悪いんですがないと駄目だと。それは多分店舗の為にもなること

だと思うので、そういうことへの取り組みも、インバウンドとそのマップのところで必ずリン

クしてくるのかなと思います。先程、平井さんもおっしゃった様に、和歌山の件ですけど、そ

ういう情報の出し方の問題もあると思うので、そこはこの評価に繋がってくる重要なことだと

思います。一つの事業でも多分そうだと思いますね。やっている事が分かってない状況だと当

然ですけど評価も出てこないと思うので、いかにこの情報発信をしていくか、インターネット

に対する取り組みを全体としてもっと強化していかないと情報戦に負けてしまうと思います。 

○平間課長 

このインバウンドを推進するにあたっては、商工観光課や物産協会というイメージではなく、

インバウンドの協議会という新たな組織を作ろう。そしてそこで動ける人が専従的に進めてい

くというような展開をしていく為の準備に入っているところです。これから、広域も含めた中

でインバウンド推進協議会を動かす、晋山さんが言うような形で進められる、ほんとに会長と

か名誉職の方が入る協議会ではなく、ほんとに現実的に動いて情報を集めてそして出せる、そ

ういうような組織をインバウンド推進協議会の中につくりたいと思います。今回はそんな意欲

を持った取り組みであるということです。 

○高成田委員長 

先程、まちづくり会社とお話がありましたけれども、例えば今言った情報発信なんかは民間

のまちづくり会社の方がやりやすいと思うんですね。いろんなお店の紹介なんかもですね、町

がやると、それがお墨付きみたいなことになってしまうということでなかなか出せないことが

あります。一応、形式的に民間の会社であるならば、もっと幅広く出せると思いますし、私も

この町を歩いていて、例えばお菓子屋さんが凄く多いなと思いますね。洋菓子さん含めてです

ね、そういうのは、もう少しまちづくり会社のような自由なところだったらもう少し前面に押

し出せるのかなと思います。 

○加茂大祐委員 

この間、太陽の村で農政課からグリーンツーリズム、もう何十年前に自分が学生の時に流行

ったようなことで、民泊とかの話があったんですが、その時にもらった冊子には、こういう飲

食店がありますと載っています。自分も見て初めて分かったのですが、先程言われた様に、そ

の紙をみて「こういうのあるんだ」というふうには思わないんですよね。自分もさっき言った

様に、その町に行ったら食べログなどを見て「こういうお店なんだな」ということで入ろうか

なということがありますが、極論としては、先程のように全部のお店に登録してもらって、町

の職員でもいいですし、先程の会社を設立してもらったら、全て食べログに載せてしまえば、

１件でも、２件でも見ている訳ですから、そういう風にどんどんやっぱり、発信していけば。

もちろん作っているんです。自分も知らないだけで。それで町も発信して頂く事も大事ですし、
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簡単にスマホで探せてしまうので、そちらもどんどん活用してった方が、若い知り合いの飲食

店、居酒屋店の方は個人でやってらっしゃるんですけれども、なかなか年齢いった方には非情

に難しいので。また、そのお店が必要としているかというのは別の問題なので難しいですけれ

ども、どんどん情報提供していけば岩沼だったり、大河原だったり、食べログで調べて「ここ

良さそうだな」という風になるとは思うので、そういう道筋つけていくというのも。無いので

はなくて、知らないだけだと。少ないのは確かに少ないと思います。特に槻木は少ないです。

船岡の方が多いので、少ないという物理的なものはあるんですけど、やっぱり知らないってい

うのも多いと思いますので。どんどん簡単に発信出来る様な状況を作ってみせてあげる事が凄

い大事ではないかと思いました。 

○加茂富枝委員 

今のお話の続きなんですが、私のところにもインターネットの会社などから電話がきます。

それで私もうっかりお話を聞くと言ったら東京からいらしてくれて、断るのに四苦八苦した事

があったんですね。あの内容を聞いても専門的でよく分からなくて、私は騙されるんじゃない

かとか、段々そういう感覚になってきてしまって。多分、皆さんやりたいという気持ちはとて

もあると思うんですけど、何処をこう、何処の会社を信用して、結局、毎月お金のかかる事な

ので、どういうところに頼ってお願いしたらいいのかという情報とかをほんとに教えて頂きた

いところです。確かに皆さんが柴田町のホームページを開けると、うちの店が、たまたま桜の

里がでてくるのでお電話を頂いたりするんですけど、柴田町を開けないと分からないというこ

とがあるので、柴田町のホームページを開けると全部がでてきたりとかすると選びやすいかも

知れないですね。それでよく聞かれるのは食べ物屋さんは何処にあるのですかというのは山に

来ても聞かれることなので、そういう情報提供というのは、今の時代には必要かなと思うし、

私自身もほんとに飛び込みやすい、安心してお願い出来るような会社が分かれば、凄く有難い

なと思っています。以上です。 

○晋山委員 

うちに来てもらえればと思います。それ以外でも資料 2 の 11 番で私天草市ってお話した。

これがあのＡｍａ－ｂｉＺとお話したんですけど、その相談とかが常勤されて出来る所なんで

すね。ここで商工会との連携って書いてあって商工会でも実はあの同様の事業をやっています。

商工会の会員だとパンフレットとかに入っているんですね。相談に乗りますとなっていますけ

ど、その天草市でも同じく商工会議所があるにも関わらず、こういうものをつくったというの

は、やはり今おっしゃった加茂さんとかも何処に行っていいか分からない、パンフレッがきて

いても分からない。実際に何日が相談日ですよとなっていますから、なかなか行きづらいとい

うところがあって、常勤で尚且つ、いろんな相談を受けられる人がいるというのはこれからま

ちづくりというか、こういう創生をしていくときに必要なものではないかなと。前回お話あり

ました天草市は１人１，２００万円の人件費をかけて公募して採った方なので、それを二人も

雇っていますから。そういうことが柴田町で出来るかというと、人件費だけで２，４００万円

を毎年ずっと払っていくかというとそれは難しいと思うんですけど、やはりそういうことを取

り組んでかないと創生というか、発展というか、活性化していくことは難しいのかなという風
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に思います。あるものを利用していくのは当然だと思いますけど、やはり今までそれで出来な

かったところを踏まえて、新たな事に取り組んでいかないと厳しいのかなと風に思います。 

○高成田委員長 

それでは、来年の 5月位にもう一度再開されるので、こういう総合戦略ができたということ

をみんな頭の中に入れながら、町の中を歩いて行きたいかなという風に思っております。 

○平井副委員長 

今日は時間を長く使って意見を出しあいました。来年５月には検証作業がございます。皆さ

んで少しずつではあるけど進んでいる姿を検証して頂いて、提言していただければなと思いま

すので、また是非お越し頂きたいという風に思います。ありがとうございました。 

 

― 午後５時 06分  閉  会 ― 

 


