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本日、ここに令和３年度柴田町議会３月会議が開会され、令和４年度一般

会計予算をはじめとする関係諸議案をご審議いただくに当たり、私の町政に

対する基本方針と概要を申し述べ、議員各位及び町民の皆さまの一層のご理解

とご協力をお願いするものです。 

 

Ⅰ はじめに 

新型コロナウイルス感染症について、今年こそは、第５波のコロナ禍が

収束に向かうのではないかと期待していたところでしたが、ここにきて、

オミクロン株による感染者が急速に拡大し、先行きが全く不透明となって

おります。 

ここ３年間にわたるコロナ禍の中で、私たちはこれまでとは全く異なる

日常生活を余儀なくされました。感染防止の観点から、人と人との接触を

なるべく避ける対策を求められ、外出や旅行などの自粛をはじめ、飲食店の

休業や営業時間短縮の要請、イベントの中止等の措置がとられたところです。 

その結果、外食産業や旅行業、運輸業等の業績が悪化したことに加え、海外

からの観光客が途絶えたことで、インバウンドに支えられてきた面もある我が国

の経済は、打撃を受けることになりました。コロナ禍が落ち着きさえすれば、

旅行業やサービス業にも光が差し込み、また、自動車産業などにおいて問題

となっていた海外からの部品供給も、制約の緩和に伴い生産力が回復し、

景気にも明るい兆しが見える年になるのではないかとの期待もあったのですが、

ここにきてオミクロン株の急速なまん延によって、その期待も残念ながら

しぼむことになってしまいました。 

これからは、ウィズコロナということを前提に、これまでの意識や考え方、

生活様式や行動パターンまでも変えていかなければならない時代となって

いるのかもしれません。 

しかし、一方で、コロナ禍を契機に、未来を切り開く新たな流れが胎動して

います。一番の大きな変化は、身近なところでデジタル化が急速に進んで

いることです。デジタル化が一層進んだことで、都市と地方との地域間での

情報格差が解消され、地方にサテライトオフィスを構える企業も多くなって

います。このように、テレワークやリモートでの会議が普及し、場所や時間に
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とらわれない働き方ができるようになったことで、自然豊かな地方で、暮らし

ながら子育てをしたいという若いファミリー層も増えています。 

アフターコロナの時代を迎えるに当たり、我が国の経済社会がどのように

変わっていくのか、地方での仕事や生活がどのようになるのか、期待と不安が

入り混じっているところです。 

そうした中、未来の姿を見据えて国際的な動きとなっているのが

「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」です。「誰一人として取り残さない」ことを基本理念に、

２０３０年までに１７の目標を達成し、持続可能な世界を実現しようとする

世界共通の取組です。 

また、我が国においてもこの「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」を視野に入れながら、目指すべき

新しい社会として「ソサエティ５．０」を提唱しています。誰もが快適で

活力に満ちた、質の高い生活を送ることができる、人間中心の社会の実現を

目指そうとするものです。 

柴田町におきましても、こうした未来社会の姿を念頭に置きながら、令和

５年度から令和８年度までの４年間に取り組む「第６次柴田町総合計画後期

基本計画」を、令和４年度に策定してまいります。策定に当たっては、私たちの

身の回りで起きている地球温暖化の問題、加速する少子高齢化や人口減少

問題、仙台都市圏への人口集中、老朽化する社会インフラなど、これらの

社会問題や地域課題をも直視し、その解決に向けた方向性を示してまいります。

そうした様々な問題や課題があることを認識した上で未来の都市像を模索

すれば、デジタル化の進展でますます便利になり、インターネットで世界中の

人と情報がつながるアフターコロナの時代における未来の都市モデルとは、

自然が豊かで、ゆったりとした時間が流れる、人情味あふれた地方にこそ

あるのではないかと思っております。是非とも柴田町から、便利で快適で

コンパクトなガーデンシティ構想を、地方都市の新たな都市モデルとして

プランニングしていきたいと考えております。 

令和４年度におきましては、喫緊の課題であります新型コロナウイルス

感染症や水害、地震などの自然災害への対策を 重点に、これまでのリスク

管理や経験則を生かしながら対応してまいります。また、地球規模での持続

可能な開発目標「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」の達成といった動きを見据えながら、来るべき
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本格的なデジタル社会に乗り遅れることのないよう、先見力と政策力を発揮し、

柴田町が未来に向かって持続的に成長発展できる道筋を示してまいります。

さらに、子どもたちや高齢者、弱い立場の人たちに寄り添い、共感性を大事に

しながらチャレンジ精神あふれる町政運営を心がけてまいります。 

 

Ⅱ 令和４年度予算の概要   

コロナ禍における財政運営も足かけ３年となります。国では多額の国債を

追加発行して新型コロナウイルス感染症の対応に努めた結果、財政が大きく

悪化しましたが、ここにきてコロナ禍からの経済回復に、一定の見通しが

みえてきたとの見解を示しています。 

また、総務省の令和４年度地方財政対策をみると、地方税や地方譲与税の

大幅な増収により地方の財源不足額が縮小したことで、令和４年度の臨時財政

対策債は大幅に抑制される見通しです。しかし、国税や地方税の増収を

見込んでも、なお約２兆６，０００億円の財源不足が見込まれるなど、地方財政は

依然として厳しい状況となっています。こうした国の動向を念頭に、予算編成を

行ったところ、柴田町の令和４年度一般会計予算は、前年度比５.８％増の

１３８億２，２６０万円と、柴田町の当初予算としては 大規模となりました。

主な要因は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業について約

１億８，０００万円を計上していることや、社会保障関係費の増大などに

よるものです。 

まず、歳入につきましては、町税で前年度比約４，０００万円増の４１億

７，４５２万円を計上しました。地方消費税交付金は、消費の落ち込みが

回復傾向にあることから、９，７００万円増の８億８，６００万円を見込んで

おります。今回の予算編成の特色の一つとも言えるのが、町債が昨年度より

４０．７％の大幅減となったことです。総務省の令和４年度地方財政計画に

よって抑制される見込みとなった臨時財政対策債を、約３億４，０００万円

の減としたことや、令和３年度国の補正予算により、事業の前倒しが可能となった

ことなどから、５億９，４５０万円に抑えることができたものです。その結果、

令和４年度末での町債残高は１６７億８，６２１万円となる見通しです。 

歳出につきましては、第１位が民生費で４３億８，６１８万円、第２位が
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総務費で２７億８，１１３万円、第３位が衛生費で１５億６，８６８万円と

なりました。特に、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業を

盛り込んだ衛生費が、みやぎ県南中核病院や仙南地域広域行政事務組合への

負担金が増えたことによって、前年度より約３億２，０００万円の増となって

います。また、社会保障経費が年々増加傾向にある民生費では、障害者の

就労継続支援や放課後等デイサービスの利用が増加したこと、コロナ禍で

受診を控えていたことによる子ども医療費が、令和４年度には増える見通しと

なることから、約２億２，０００万円の増となりました。 

性質別にみると、令和２年度から始まった会計年度任用職員制度の影響など

により、人件費がさらに約１億２，０００万円の増となりました。また、

令和元年度に実施した小中学校における空調設備整備工事の元金償還が

始まることなどにより、公債費が約９，５６２万円の増となりました。これに、

扶助費を合わせた義務的経費は４．４％増の約６１億３，０００万円となり、

全体の４４．３％を占めることになりました。 

これらの要因により、一般会計と四つの特別会計、水道事業会計及び下水道

事業会計を合わせた令和４年度の予算総額は、２５１億１，６９７万６千円と

なりました。 

令和４年度の当初予算の編成作業においては、歳入と歳出に約 1０億円もの

乖離が生じました。そのため、子育て環境の充実を図る児童福祉や教育に

係る事業については、ふるさと柴田応援基金から６億６，８００万円の繰入れ

を行うとともに、 終的な財源不足については、財政調整基金から２億

７，６１１万１千円を繰入れました。財政のやりくりを一歩誤ると、一気に

財政危機に陥る危険性をはらんでいるのが今の財政の実情です。まさに

「重荷を背負って遠き道を行くがごとし」の状況であり、将来を見据えた上での

財政運営を常に心がけていかなければならないと考えております。 

今後、デジタル社会への対応や脱炭素社会へ向けたグリーン社会の実現などの

経費の増加が想定されます。加えて、施設の老朽化に伴う改修や修繕など

の負担も重くのしかかってきます。 

そうした厳しい財政状況を少しでも改善していくためには、公共施設等総合

管理計画に基づいた施設の見直しや、民間活力の導入、また、デジタル社会に
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即応した業務改革や業務改善を推進し、仕事の効率化を図る必要があります。

アフターコロナの時代を見据えながら、次なる柴田町の明るい未来を切り

開くためにも、事業の効果を 大限引き出せるよう、適正な予算の執行に

努めてまいります。 

 

Ⅲ 主な施策の概要 

令和４年度の主な施策としては、柴田町の新たな都市モデルとなる四季

折々に自然の彩りが心地よい、歩いて楽しいガーデンシティ構想の実現を

目指し、一つに「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」、二つに「移住・

定住を促進するための仕事づくりや子育て環境の整備」、三つに「将来の

まちづくりを担う子どもたちの育成」、四つに「「花のまち柴田」のブランド化

による稼ぐ力の醸成」、五つに「行政のデジタル化と官民連携や広域連携の

推進」です。このような五つの観点から率先してアプローチをしてまいります。 

 

１ 歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり 

アフターコロナの時代において、地方が新しい生活や仕事の受け皿となる

ためには、まち中の基盤を再構築し、さらにまち中の魅力を高めていく必要が

あります。 

現在、柴田町にふさわしいコンパクトなガーデンシティ構想の実現を想定

した、都市計画マスタープランと立地適正化計画を策定中です。この計画の

中に、槻木駅エリア、船岡駅エリア、船迫エリアに、新たな市街地の形成を

目指す東船岡駅エリアを加えた四つのエリアと農村部とをシームレスに結ぶ、

「コンパクト・プラス・ネットワーク」型の都市構造を盛り込みたいと考えて

います。この四つのエリアのそれぞれの特色を生かして、行政、商業、文化、

業務拠点を主とした都市拠点や、医療、商業、行政施設が集積した地域生活

拠点として位置づけ、今後、生活の利便性を高める都市機能や災害リスクの

少ない、居心地の良い居住空間の形成を誘導し、魅力的なまちをつくって

まいります。 

次に、具体的にガーデンシティ構築の実現を図る上で、取り組まなければ

ならない都市デザインの要素は四つです。まず、一つ目の要素として、 優先に
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取り組むのが安全安心なまちづくりです。これまで、令和元年の台風１９号に

よる水害を教訓に、排水路や側溝の改修、河川の浚 渫
しゅんせつ

や排水ポンプ車の購入、

常設ポンプの増設などを行ってきました。令和４年度は新たに、大雨時に

松ケ越地区からの避難道路を確保するために、松ケ越地区入口付近での道路

改良に向けた取組に着手します。 

また、東船迫地区の水害対策の一環として、新たに古河水門付近の堤防の

上を横断する排水施設を敷設するほか、引き続き、緊急浚 渫
しゅんせつ

推進事業の

実施や、局地的に冠水被害に見舞われる地区での水害対策の強化に努めて

まいります。 

鷺沼排水区雨水整備事業につきましては、大雨時の被害を軽減するため、

現在進めている鷺沼排水区５号調整池整備工事を、令和５年度の完成を目指して

加速させてまいります。 

農業水利施設の整備につきましては、災害の発生予防や拡大防止のため、

ため池の修繕や、排水機場の機械設備の更新工事に取り組みます。 

また、国においては、下名生地区における阿武隈川の堤防の拡幅や、前田

排水樋管の改築、県においては、西船迫沢砂防堰堤事業を予定し、自然災害への

未然防止に努めることになっています。 

しかし、 近の短期間で記録的な大雨が降る気象状況の下では、治水や

砂防施設の整備だけで水害を防ぐことにはもはや限界があることが指摘されて

います。やはり今後は、“いざ”という時には、自分の命は自分で守り、

行政はそれを全力で支援するといった「水防災意識社会」の構築にも力を

入れていく必要があります。 

水害や土砂崩れといった災害発生に係る情報や避難情報については、住民

一人一人が自発的に適切な避難行動がとれるよう、令和３年７月から運用を

開始したデジタル防災行政無線システムにより、迅速に伝達してまいります。

また、情報弱者の方への伝達手段の一つとなっている防災ラジオについては、

これまでの貸与要件を見直し対象者を広げて、令和４年度も貸与を促進して

まいります。さらに、自主防災組織を中心とした防災・減災活動の活発化や、

住民主体の避難行動の促進を図るため、ハザードマップを活用した「マイ・

タイムライン」の普及に努め、「逃げ遅れゼロ」を目指してまいります。 
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交通安全や防犯対策につきましては、事故や犯罪を未然に防止するため、

重点的に通学路の危険箇所の解消を図るとともに、令和４年度において、

防犯灯３，０００基を一気に 新の明るいＬＥＤ灯に交換することにして

おります。これにより、電気料金やＣＯ2を削減しつつ、夜間における交通安全

と防犯対策の強化を図ります。また、地域での防犯力を高めるために、地域

住民による見守りのほか、防犯実動隊や各小学校の見守り隊、交通指導隊に

よる巡回パトロールや通学路での街頭指導を行い、地域の目による交通安全と

犯罪抑止力の強化に取り組んでまいります。 

二つ目の要素は、自然と人が共生できる環境の創造です。まずは、

「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」や地球温暖化、カーボンニュートラルなど刻々と変化する環境

問題に対応し、柴田町の持続的な発展に向け「第３次柴田町環境基本計画」

を策定してまいります。行政、住民、企業等の役割分担を明確にし、「雑木林に

囲まれた緑と花が心地よいまちで暮らしたい」といった、未来の「ありたい姿」

を描き、パートナーシップのもとに地球と地域が抱える環境問題にみんなで

取り組み、地域での「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」の実践に努めてまいります。 

次に、身近な生活環境の整備については、老朽化した道路や橋などの維持

管理を徹底するとともに、令和４年度においては、町道富沢１６号線の早期

完成に向けて国の交付金の獲得に全力を挙げるとともに、町道槻木１４５号線

における狭あい道路への取組や、さくら歩道橋の大規模改修によるアーチ橋の

再生、また、農道中名生１６号線先の農道橋をはじめ、１１か所の農道橋

の安全点検等を行い、老朽化の度合いや通行量を総合的に勘案しながら計画的な

改修に努めてまいります。 

一方、県においては、主要地方道白石柴田線（旧国道４号）船岡工区の

改修や、主要地方道亘理村田線成田工区における道路改良に着手することに

なっています。 

水道事業につきましては、老朽管対策として西船迫四丁目地区や松ケ越

一丁目地区に加え、新たに中名生西洞
にしどう

明田
めいでん

地区、船岡東一丁目地区の配水管

布設替工事を行い、県から受水した水を各家庭や事業所等に、安全で安定的に

供給してまいります。 

下水道事業につきましては、船岡上大原地区、上名生新大原地区に加え、



 

- 8 - 
 

剣崎二丁目地区の汚水管渠
おすいかんきょ

の整備に取り組み、都市生活の快適さと公共用水

域での水質保全を図ります。 

ほ場整備事業につきましては、中名生地区、下名生地区、富上地区、葉坂地区に

続き、新たに入間田地区を県の事業採択に加えていただけるよう働きかけて

まいります。 

また、公共施設を快適に利用していただくために、山下町営住宅の老朽箇所

の改修や、比較的高齢者の利用が多い地域福祉センターや生涯学習センターに

設置されている洋式トイレを、計画的に洗浄機能付きトイレへ切り替えてま

いります。 

三つ目の要素は、生活に潤いをもたらす都市緑地の整備です。特に、身近な

公園や緑地については、コロナ禍の中で自粛生活を余儀なくされたことも

あって、息抜きや軽い運動を行う場所として見直されています。今後の公園等

の整備につきましては、令和４年度に新たな公園施設長寿命化計画を策定し、

西船迫１号公園や北船岡１号公園、若葉１号公園、山崎山公園、葛岡山公園、

槻木駅西緑地などにおいて、遊具の設置や園路、花壇、トイレなどの整備を

行ってまいります。南浦公園については、子どもたちが楽しく遊べる公園

としてばかりでなく、地域の行事等を通して地域住民同士がふれあう

コミュニケーションの場や、イベント等を通して多くの人と人が交流する場として

リニューアルが図れないか、ワークショップを開催するなど、将来の公園の

あり方や管理の方法について検討する、新たなパークマネジメントの導入に

向けて取り組んでまいります。 

また、太陽の村では、令和３年７月に「木育あそびの部屋」がオープンし、

木のおもちゃを使った遊びなど、未就学児を中心に若いファミリー層から

大変好評を博しております。令和４年度においては、斜面を利用しての大型

遊具の設置について測量費を予算計上し、子どもたちの体力づくりの場と

して、また、子育て世代を中心とした家族連れが遊び、憩い、集う場として、

太陽の村の魅力をさらに向上させてまいります。 

今後とも、まち中に四季折々に花が咲く花木に囲まれた景観を形成し、

幼児向け遊具や高齢者用の健康遊具を備えた魅力的な公園を整備し、親子連れや

高齢者など、町民が訪れ交流するにぎわいの場づくりを行ってまいります。 
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四つ目の要素は、一人一人が健康で主体的に社会参加ができるようにすること

です。安全で快適なまちを舞台に、多くの町民が生き生きと元気にまちづくりや

地域活動、ボランティア活動に参加し、住民主体の活動が活発化していく

ことは、まちに新たなエネルギーが蓄積され、まちが活気づく原動力にも

なります。そのためにも子どもからお年寄りまで、多様な世代一人一人が

心身ともに健康で、自分らしく社会に参加し、活躍できるようなまちにして

いかなければなりません。安心ネットの構築のために、地域医療体制の充実や

地域包括ケアシステムの深化、フレイル対策などを実施するとともに、若者

や子育て世代を含む地域全体でより住みやすい地域の形成を目指す、新しい

コミュニティづくりなどを支援してまいります。 

緊急を要する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては、

令和３年１１月末までに２回目の接種を完了した１８歳以上の方２８，５５２人の

うち、まずは、一般高齢者への３回目の接種を令和４年２月１日から開始

しております。順調に行けば令和４年６月末までには、１８歳以上で追加

ワクチン接種を希望する方全員に対し、ワクチン接種を終える予定として

おります。 

新たな健康対策事業につきましては、新生児に対する聴覚検査費用を助成

し、検査の受検率の向上を図り、聴覚障がいの早期発見に努めることで、音

声言語発達等への影響を 小限に抑えられるよう取り組んでまいります。 

 

２ 移住・定住を促進するための仕事づくりや子育て環境の整備 

地方が抱える 大の課題である人口減少問題を克服するためには、移住・

定住を促す政策に全力を挙げていかなければなりません。まず、町外から人を

呼び込み定住に結び付けていくためには、関係人口の増加や移住・定住対策

の充実強化を図ることが大変重要になってきます。若者にとって移住の

決め手となるのが、地域に魅力的な働き場所が確保されていることや、教育や

子育て施策が充実していることであり、テレワークやリモートワークが可能と

なる情報環境が整備されていることにあります。 

コロナ禍の影響で“地方へ移住したい”、ワークライフバランスの実現の

ためにも“地方で働きたい”、という若者の新たな動きを見据え、まずは、
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東京有楽町のふるさと回帰支援センター等において、柴田町の魅力や移住・

定住に際しての支援施策について、きめ細かに情報発信してまいります。次に、

主に地元の若者の視点で柴田町の魅力を発見し、磨きをかけることができる

ような市民ライターを養成し、移住・定住先として柴田町を選んでいただける

ように、住民と協働で情報発信してまいります。何といっても若者が移住先

でどんな仕事をするかが大変重要なポイントです。柴田町としては、若者が

都会で培った情報技術やものづくり技術、デザイン力などを生かして仕事

おこしができるような環境を整備します。また、農村地域の自然や景観、歴史、

伝統文化など豊かな里山に惹かれて、古民家に宿泊する都会の方々が少なく

ありません。そこで、田舎暮らしに憧れる都会の人を対象に、地域の資源を

活用した新たなビジネスを生み出そうとする地域おこし協力隊員や、起業意欲

を持つ若者を支援し、地方への移住・定住につなげてまいります。 

特に、若いファミリー層にとって、自然豊かな柴田町で、ゆとりを持って

子育てができる環境が整備されているかは、移住に踏み出す際の大きな

“カギ”となります。「（仮称）第２期柴田町子どもの未来応援プラン」を

策定し、自然豊かな中で子どもたちが心身ともに健やかで、たくましく育つ

ことができる環境を整備してまいります。新規事業として、柴田町において

不安を持つことなく、安心して子どもを産み、育てることができるよう、

子ども家庭支援員を配置し、それぞれの家庭にあったサポートを行います。

また、保育所等においてＩＣＴによるデジタル化を進め、保護者へのきめ

細やかな情報提供や保育士等の業務の効率化を図ってまいります。 

待機児童の解消に向けては、令和５年４月に、民間事業者が０歳から５歳

までを対象とした６０人定員の保育所を、槻木四日市場地区において開所

できるよう国と協議しておりますので、町も支援してまいります。 

 

３ 将来のまちづくりを担う子どもたちの育成  

将来のまちづくりの担い手となる子どもたちの教育環境の充実について

ですが、これまで、児童・生徒の「学力や学習意欲の向上」に向けた取組に

ついて、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童・生徒への一人一台の

パソコンの配備や、特別教室の電子黒板、各小中学校の３Ｄプリンタなどの
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情報機器を整備してまいりました。今後は、デジタル教材や動画などＩＣＴを

効果的に活用し、わかりやすく親しみやすい授業を通して、知識や技能の

定着を図るとともに、思考力、判断力、表現力を養いながら、子どもたちが

お互いに協力し合い、主体的に学ぶ力を育んでまいります。また、英語学習

については、令和４年度も小中学校に外国語指導助手のＡＬＴを４人配置し、

ふるさと柴田町の良さについて英語で情報発信ができる「ＳＡＫＵＲＡ
サ ク ラ

 

ＰＲＯＪＥＣＴ
プ ロ ジ ェ ク ト

」や「放課後英語楽交」を引き続き実施してまいります。

ここで学んだ英語力を使って、桜まつりに訪れる外国人観光客をおもてなしする

「ＪＯＶ活動」に参加し、まちづくりに貢献することで、柴田町への愛着や

誇りを育む、いわゆる「シビックプライド」を醸成してまいります。さらに、

学校教育環境の整備については、校舎や体育館、武道館、そしてグラウンドと

大規模な改修を順次進めてまいりました。令和４年度は、子どもたちから

要望があった、学校遊具やテニス用オムニコートの整備費用を予算計上し、

子どもたちの期待に応えてまいります。加えて、現在、児童・生徒が使用して

いる古くて狭くなった机、約２，２００台を、令和４年度、令和５年度の

２か年で、新しいＪＩＳ規格に基づいた机に取り替えるなど、更なる教育環境の

充実を図り、将来のまちづくりを担う子どもたちの育成に努めてまいります。 

 

４ 「花のまち柴田」のブランド化による稼ぐ力の醸成 

今後、柴田町が未来都市の実現に向かって、持続的な歩みを続けていくため

には、政策の裏付けとなる財源の確保が重要な課題となってきます。なぜなら、

歳入において柴田町が使い道を制限されないお金、いわゆる自主財源は、

歳入全体の４７．５％しかありません。こうした財源状況から、税収以外にも

新たな財源を確保していかないと、新規事業が全くできなくなるおそれが

あるからです。柴田町ではこれまで、税収以外の資金を稼ぐために、「花の

まち柴田」をテーマに観光戦略やプロモーション活動を展開し、ふるさと納税

の寄附金の募集や、施設へのネーミングライツを導入し、民間資金の調達を

図ってきました。 

そうした観光戦略などの取組が功を奏し、令和４年１月末現在のふるさと

納税の寄附金は、前年の同時期を超えた金額となっています。令和２年度で
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集まった約１７億円の寄附金については、その約半分を活用し、学校の校舎、

体育館、武道館などの整備をはじめ、トイレの洋式化や水害対策などに充て、

子どもたちの教育環境の整備や町民の皆さんの暮らしの向上、生活環境の

改善に努めてきました。 

ところが、コロナ禍以前において、我が国の経済を支える大きな柱の一つ

となっていたインバウンド観光は、コロナ禍の中で厳しい状況に直面して

おり、今後の見通しもたっておりません。しかし、一方で、新たな観光トレンドの

芽も生まれています。それは、近場で観光スポットを巡るマイクロツーリズム

という流れです。まさにこの流れは、日帰り客をターゲットにした「花の

まち柴田」のブランド化を目指した、柴田町の観光戦略と軌
き

を一
いつ

にするもの

であります。 

今後、四季折々に歩いて楽しいウォーカブルな歩行空間の整備や、多様な

魅力を備えた公園や緑地の整備を図ることで、更なる観光地としての魅力を

高め、その魅力を毎年多くのふるさと納税の寄附金が寄せられている首都圏

や関西圏を中心に、フェイスブックなどのＳＮＳやプロモーション動画の

制作、タウン情報誌、新聞広告など、様々なＰＲチャンネルを使って発信する

プロモーション活動を積極的に展開してまいります。 

特に、令和５年は、白石川堤に桜が植樹されてから１００年の記念の年と

なります。そこで、大河原町と連携し、令和４年度と令和５年度において、

記念キャンペーン事業を実施いたします。令和４年度は、昔の白石川堤

一目千本桜での「花見の風景」をテーマにした思い出フォトコンテストなどを

実施して、町内外に話題作りをアピールしてまいります。 

今後とも、観光まちづくりの推進力をさらに高め、ふるさと納税に結び付ける

とともに、クラウドファンディングやネーミングライツを活用しながら、

自ら資金を稼ぐ力を養い、財政基盤の強化につなげてまいります。 

 

５ 行政のデジタル化と官民連携や広域連携の推進 

我が国の経済社会や地域社会の変化によって、次々に起こる地域課題に対し、

行政がそうした課題解決に取り組めば取り組むほど、業務量は増えるばかり

です。一方で、近年公務員への成り手が不足し、マンパワーの低下が懸念
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されています。 

今後１０年先を見据えた中で、町政を持続的に運営していくためには、

行政のデジタル化による業務の効率化はもとより、官民連携や広域連携、

これまで以上に職員のスキルアップを図っていかなければなりません。行政の

デジタル化の一歩として、令和４年１月からマイナンバーカードを使った

各種証明書のコンビニ交付を開始しました。また、住民サービスの向上を図る

ため、今後のワンストップサービスの第一弾として、「ご遺族手続き案内窓口」

を町民環境課に設置しました。 

また、令和４年度においては、柴田町が目指すべきデジタル社会における

仕事の進め方や、デジタル技術やデータを活用した中での、多様な町民ニーズ

への対応と行政サービスにおける利便性の向上、さらに、職員のＩＣＴ

スキルのアップを図るために、「（仮称）柴田町ＤＸ推進計画」の策定に向けた

取組に着手してまいります。まず手始めに、行政手続のオンライン化や

ＷＥＢ
ウ ェ ブ

口座振替受付サービスを導入し、利便性を向上させてまいります。 

次に、柴田町における官民連携事業の先駆けとなった「（仮称）柴田町

総合体育館」の建設については、令和４年１月に優先交渉権者が決まりました。

事業概要は、バスケットボールコート２面分の広さを確保した上で観客席を

設け、冷暖房設備を完備し、防災（避難所）機能を備えたものとなっています。

事業方式は建物賃貸借方式とし、民間事業者が体育館を整備し、町が建物を

賃借することになりますが、維持管理と運営は民間事業者が行います。

今後、令和６年１２月までに利用開始ができるように、設計業務のモニタ

リングを実施し、完成後は子どもからお年寄りまで使い勝手が良く、いざと

いう時には、安全な避難所として活用できる総合体育館を建設してまい

ります。 

また、地方においては、人口減少という地域課題を抱え、一方で、経済

社会のグローバル化やデジタル化が急速に進展しています。そうした中で

地方自治体が生き残っていくためには、広域的な自治体間での連携が大変重要に

なってきます。これまで大河原町と連携した「白石川堤一目千本桜観光連携

推進協議会」や、２市７町での「みやぎ仙南サイクルツーリズム推進会議」、

更には、柴田町がリードし、２市９町の自治体と民間団体などで立ち上げた
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「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」を中心に、仙南地域の各自治体が

連携してみやぎ蔵王の花園や自然、歴史文化、グルメ、レジャー施設などの

魅力を全国にアピールしてきたところです。今回、「みやぎ蔵王ハーモニー

花回廊」が「北海道ガーデン街道」や「ガーデンネックレス横浜」、「宮

崎花旅３６５」など、ネームバリューが高い一流の観光地と肩を並べ、東北地域

で初めて国土交通省の庭園間交流連携促進計画（ガーデンツーリズム登録制

度）に認定されました。この認定をきっかけに、仙南地域全体を見据えた広

域圏の活性化と庭園文化の普及のために、柴田町が更なるリーダーシップを

発揮してまいります。 

次に、職員のスキルアップについては、行政手続のオンライン化や情報

システムの標準化、共通化など、ＩＣＴスキルを磨きながら業務改善を図り

業務効率を上げるとともに、効率が上がった分、職員が本来担うべき役割で

ある一人一人の町民に寄り添い、町民が抱える個々の課題や地域の課題解決に

積極的に向き合えるようにしてまいります。常に現場に出向き、住民の

声を聴くことを基本に、事業者や専門家とのつながりを深め、専門性と

コミュニケーションスキルを磨いた上で、課題解決に向けての政策立案ができ、

実行に移せる職員を育ててまいります。 

   

Ⅳ おわりに   

後に、現在進めている役場庁舎や保健センターの改修工事は、令和４年

３月末までに完了します。見違えるようにきれいで明るくなった庁舎は、

職員はもとより町民の皆さまからも高い評価を得ています。有利な交付税措置

が受けられる緊急防災・減災事業債や公共施設等適正管理推進事業債を

活用し、約１２億円の起債事業とはなりましたが、機に乗じて庁舎の耐震化と

リニューアルを決断して本当に良かったと思っております。 

今後とも、職員と共に心機一転、アフターコロナの時代における柴田町の

未来像であるガーデンシティ構想の実現に向けて、果敢にチャレンジして

まいります。 

私自身、今後とも仙南地域全体を視野に入れ、ローカルに考えながらも

グローバルに行動し、「シティマネージャー」として仙南地域の発展を牽引
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できるよう、リーダーシップを発揮してまいります。 

当面、令和４年度においてもコロナ禍での町政運営となりますが、たとえ

困難に直面したとしても、これまでの一貫した政治姿勢と行政経験や政策力を

もって着実に成果を上げていくことで、ガーデンシティ構想の実現といった

柴田町の未来像に対する町民の理解を深めてまいります。 

議員各位及び町民の皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

 


