
沿 革
　藩政時代、槻木地区（町北東部）は仙台藩直轄地の穀倉地帯、船岡地区（町南西部）

は伊達騒動で知られている原田甲斐の城下町として栄えました。維新後、一時盛岡藩

の取締地となり、その後に白石・角田・仙台県を経て宮城県に属することになりました。

　明治 22 年町村制施行に伴い槻木村と船岡村になり、槻木村は明治 37 年に、船岡

村は昭和 16 年に町制施行し、昭和 31 年４月１日に両町が合併して柴田町が誕生し

ました。

　基幹産業は農業でしたが、国道４号、ＪＲ東北本線、阿武隈急行線などが走る交通

要衝の地の利を生かし、企業誘致を積極的に進めた結果、工業・商業が著しく伸びま

した。

　柴田町は、県域を県都仙台市で二分した県南のほぼ中央に位置し、仙台から 25km、

仙台空港や東北自動車道・東北横断自動車道村田ＩＣから 10 数 km の距離にあります。

　町の北西部は 200 ｍ前後の高館丘陵の南端にあたり、町の東南端を阿武隈川、中央

部を白石川が流れ町を二分しています。気候は内陸部であるが比較的海洋性の影響を

受け温暖で、県内でも雪の少ない地域です。

位置・地勢

土地・人口
■土地面積 53.98 ｋ㎡ ( 県の面積の約 0.7％ )

■国勢調査による人口・世帯数 (Ｈ 22.10.1)
   人口 39,341 人
   世帯数 14,490 世帯
   人口伸び率 (Ｈ 17 ～ 22) -1.2 ％
   世帯数伸び率 (Ｈ 17 ～ 22) 1.31 ％
   人口密度 (人／ｋ㎡) 728.8 人

■住民基本台帳による人口・世帯数 (Ｈ 24.4.1)
   人口総数 38,366 人
   世帯数 14,649 世帯

産 業
■産業別就業人口 (Ｈ 22 年国勢調査 )
   第１次産業    454 人 ( 2.6％ )
   第２次産業  5,615 人 (32.5％ )
   第３次産業 11,214 人 (64.9％ )

■事業所 (Ｈ 18 事業所・企業統計調査 )
   事業所数 1,380 事業所
   従業者数 15,713 人

■農業（2010 年世界農林業センサス）
   農家数 804 戸
   経営耕地面積 843ha
   水稲収穫量 3,330t（Ｈ 23 産 東北農政局）

■工業 (Ｈ 22 工業統計調査結果速報 )
   工業事業所数 58 事業所（従業者４人以上の事業所）
   従業者数 5,097 人
   製造品出荷額等 1,424 億 4,999 万円

■商業 (Ｈ 19 商業統計調査）
   卸・小売業商店数 363 店（飲食店除く )
   年間商品販売額 543 億 2,728 万円
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町章は柴田の２字を図案化した
もので、柴田町の興隆を象徴し
ています。この町章は、町民か
ら募集した作品を基に制定しま
した。力強く飛翔する柴田町を
デザインしたもの

町の木／もみの木

町の花／さくら

町の鳥／きじ

柴田町
行財政概要



生活・環境（主要施設状況）
■主要道路（国・県・町道）
   延長 366km  舗装率 81.7％  改良率 68.0％

■町営住宅
   496 戸

■病院・診療所施設数
   病院 ２  診療所 17  歯科診療所 14

■都市公園
   41 カ所  総面積 32.06ha

■上下水道
   上水道普及率 99.8％  下水道普及率 74.8％

■児童福祉施設
   保育所   ３所 / 園児数 396 人
   児童館　 ５館
   放課後児童クラブ   ５館

■学校教育施設
   幼稚園   ４園 / 園児数 478 人
   小学校   ６校 / 児童数 2,067 人
   中学校   ３校 / 生徒数 1,018 人
   高等学校 １校 / 生徒数 493 人
   大学     １校 / 学生数 2,438 人（大学院含）
   支援学校 １校 / 児童・生徒数 56 人

■社会教育・体育施設
   公民館等  ７館 　  文化施設   １館
   郷土館    １館   　図書館     １館
   体育館    ３館
   野球場・グラウンド  ４カ所
   テニスコート　      ３カ所

姉妹都市・友好都市
姉妹都市　　 岩手県・北上市 / 1980. １.25 締結
姉妹都市　　 中　国・丹陽市 / 1994. ２.23 締結
友好都市　　 ブラジル　アシス・シャトブリアン市
                        　  / 1981. ４.13 締結
歴史友好都市 北海道・伊達市 / 1988. ５.30 締結

区 分 氏　名 任期満了日 給料月額

町　長 滝口　茂 Ｈ 26.7.22 904,000 円

副町長 平間春雄 Ｈ 26.9.30 700,000 円

教育長 阿部次男 Ｈ 26.9.30 593,000 円

町長・副町長・教育長   Ｈ 24.1.1 適用

町議会
区 分 氏　名 報酬月額

議　長 我妻弘国 387,000 円

副議長 白内恵美子 329,000 円

議　員 313,000 円

■任期満了日 Ｈ 25.3.31
■条例定数 18 人 / 現員 17 人
■常任委員会 総務、文教厚生、産業建設
　　　　 議会広報

 Ｈ 24.1.1 適用

平成 24 年度当初予算

歳入総額                12,295,280

町　税 4,130,758

地方譲与税 148,001

利子割交付金 9,000

配当割交付金 4,000

株式等譲渡所得割交付金 600

地方消費税交付金 374,000

ゴルフ場利用税交付金 13,400

自動車取得税交付金 34,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,100

地方特例交付金 33,400

地方交付税 2,587,000

交通安全対策特別交付金 7,000

分担金及び負担金 144,191

使用料及び手数料 187,797

国庫支出金 1,285,413

県支出金 634,944

財産収入 3,153

寄附金 51

繰入金 369,663

繰越金 30,000

諸収入 308,209

町　債 1,983,600

歳出総額     12,295,280

議会費 159,723

総務費 1,393,340

民生費 2,924,988

衛生費 1,146,581

労働費 24,609

農林水産業費 260,210

商工費 344,593

土木費 1,614,585

消防費 399,891

教育費 2,491,758

災害復旧費 2

公債費 1,520,000

予備費 15,000

 区　分 Ｈ 21 年度決算 Ｈ 22 年度決算 Ｈ 23 年度見込

歳　　入 11,181,889 12,081,343 13,667,118

歳　　出 10,992,055 11,715,849 13,667,118

形式収支 189,834 365,494

実質収支 60,868 121,407

実質単年度収支 △ 152,511 87,270 

財政力指数 0.620 0.610

近年の財政状況推移（決算統計 /普通会計）

〔単位：千円〕

〔単位：千円〕

町職員
■職員数 / 現員 293 人
   一般行政職 196 人  技能労務職 23 人
   保健師等 　 16 人  保育士等 　58 人
■平均年齢 44.6 歳
■平均給料額 325,586 円
■職員一人当たりの住民数 130.9 人

《近年の職員数等の推移》

区 分 Ｈ 21 年度 Ｈ 22 年度 Ｈ 23 年度 Ｈ 24 年度

職員数  299 人  296 人  293 人  293 人

ラスパイ
レス指数

  94.0   94.5   94.9



町議会

議長

常任委員会 総務常任委員会

文教厚生常任委員会

産業建設常任委員会

議会運営委員会

特別委員会

事務局

固定資産評価審査委員会

監査委員 事務局

選挙管理委員会 事務局

農業委員会 事務局

教育委員会

教育総務課 学務班
（学務・教育施設）

教育長

生涯学習課

生涯学習班

スポーツ振興班（社会体育：船岡体育館・槻木体育館）スポーツ振興室

第一幼稚園
船岡小学校
槻木小学校
柴田小学校
船迫小学校
西住小学校
東船岡小学校
船岡中学校
槻木中学校
船迫中学校
学校給食センタ－

槻木生涯学習センター
学習支援班
（地区館：農村環境改善センター）

船岡生涯学習センター
学習支援班
（地区館：船岡公民館・西住公民館）

船迫生涯学習センター
学習支援班
（地区館：船迫公民館）

しばたの郷土館
文化財班（文化財保護）

町長 副町長

商工観光班（商工業・観光）

建設班（町道・地籍調査）

建築住宅班（町営住宅・設計監理）都市建設課

都市計画班（開発行為・公園管理）

車両センター

上下水道課

下水道班（整備・維持管理）

船岡保育所
槻木保育所
西船迫保育所
柴田児童館
三名生児童館
西住児童館
船迫児童館
槻木児童館(槻木放課後児童クラブ）
船岡放課後児童クラブ
船迫放課後児童クラブ
東船岡放課後児童クラブ
西住放課後児童クラブ

母子生活支援施設山下荘
障害児通園施設むつみ学園

槻木事務所 町民サービス班（窓口・町民相談）

会計管理者 会計課 出納班

お客様サービス班（届出・使用料）

水道班（建設・配水）

秘書職員班（秘書・職員）総務課

行政班（行政）

企画班（企画・男女共同参画）

財政課

まちづくり推進班（地域協働・安全対策）まちづくり政策課

税務課 固定資産税班

納税・徴収対策班

町民窓口班（総合窓口・町民相談）
町民環境課

保険年金班（国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療）

環境衛生班（生活衛生・環境保全）

保健班（保健指導・予防）

健康推進課

社会福祉班（社会福祉）

子ども家庭課
子育て支援班（子ども手当）

長寿介護班（介護保険）

農政班（農政・営農・農林土木）農政課

町民税・国民健康保険税班

行政組織 （平成24年4月1日現在）

機 構 図

防災班（消防防災）

財政班（財政）

車庫

契約財産班（契約・財産管理）

柴田町図書館
図書班

まちづくり推進センター

情報政策班（情報政策・広報広聴・統計）

児童福祉施設班（児童福祉）

障害福祉班（障害福祉）

維持管理班（維持管理）

議会広報常任委員会

Tel55-2111 Fax55-4172

Tel54-2111

Tel55-2278

Tel55-2116

Tel55-2113

Tel55-2114

Tel55-2115

Tel55-2122

Tel55-2120

Tel55-2118

Tel55-2112

Tel56-1311

Tel55-2134

Tel55-2135

Tel55-2030

Tel55-2136

福祉課
Tel55-5010

商工観光課
Tel55-2123

Tel55-2117


