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は じ め に 

第 5次柴田町総合計画 後期基本計画策定に当たって 
 

本町は、平成 23年 3 月に平成 30年度を目標年次とする第 5

次柴田町総合計画を策定し、町の将来像「みんなで育てる 笑

顔輝く 元気なまち」の実現に向けて前期基本計画（平成 23

年度～26 年度）に基づき各種施策を展開してきました。この

前期基本計画の期間では、甚大な被害をもたらした東日本大震

災からの復旧・復興や、アベノミクスと呼ばれる国の経済財政

対策による地方へのテコ入れ、消費税増税など想定外の大きな

変動の中にあって、計画的なまちづくりを推進してきましたが、

平成 27年 3月に前期基本計画期間の終期を迎えました。 

この度、8年間の基本構想の折り返しに当たり、町のさらな

る発展を目指して今後 4 年間のまちづくりの計画である「後期基本計画（平成 27 年度～30

年度）」を新たに策定いたしました。 

後期基本計画策定に当たり、前期基本計画の成果を検証するとともに、住民の皆さまから

いただいた多くのご意見等も反映いたしました。また、国家戦略である地方創生にも踏み込

んだ内容とし、人口減少は避け難い事実ととらえながらも、現人口を維持するまちづくりを

目指し、平成 30年度までの施策の方向性を明らかにいたしました。 

本町では、生活空間の整備、自然災害への対応、人口減少による地域コミュニティの再構

築、都市機能の充実など、多くの難題に直面していますが、「元気なまち」「住みよいまち」

「魅力のあるまち」は、自分たちの知恵や力でつくるという気概を持ちながら、「住民自治に

よるまちづくり基本条例」の基本理念である住民参加と協働のもと進めていくことが重要で

あります。そのためには、一人一人が自ら率先して行動に移さなければ住民参加のまちづく

りは本物にはならないと考えています。 

本町には先人が守り育ててきた桜があります。桜はまさに柴田町民の誇りであり、宝です。

この後期基本計画も桜に劣らない町の宝として町のさらなる飛躍と発展を目指してまいりま

すので、町民の皆さまには、一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

結びに、この計画策定に当たり、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの町民の皆

さまを始め、多角的な視点からご審議いただきました柴田町総合計画審議会、柴田町議会の

ご協力に対して、心から感謝を申し上げ、あいさつといたします。 

 

平成 27年 4月 

 

柴田町長 滝 口  茂 
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第１章 後期基本計画の策定に当たって 
 

１ 計画策定の目的 

総合計画は、私たちが目指す将来のまちの姿を明らかにし、その実現に向けたまち

づくりの方針と、基本的な行政の取組を定めた柴田町（以下、「本町」とします。）の

最上位に位置づけられた計画であり、住民と行政との協働により、将来像に向けて一

歩ずつ着実に歩んでいくための“まちづくりの羅針盤”となるものです。 

本町では、平成 23年度に「第 5次柴田町総合計画」を策定し、将来像である「みん

なで育てる 笑顔輝く 元気なまち」の実現に向けて、「コンパクトシティ1」の実現と

地域の均衡ある発展を目指して、前期基本計画（平成 23 年度～平成 26 年度）に基づ

き各施策に取り組んでいるところです。 

東日本を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災からの本町の復旧・復興は終

えつつありますが、町民の暮らしを支える「経済」「安全」「環境」を取り巻く時代の

潮流と社会情勢が大きく変化する中で、特に人口減少と少子高齢化の進行に伴う様々

な諸課題に正面から向き合い、将来に向けたまちづくりを進めていかなければなりま

せん。 

そこで、前期基本計画の計画年度が平成 26年度で終了することを機に、総合計画の

目標達成に向けてその進捗状況や実績を検証するとともに、引き続き「コンパクトシ

ティ」の実現や、住民と行政が連携、協働して地域資源を生かしたまちの活力や魅力

を高めていく施策展開を図るため、平成 27 年度から平成 30 年度までを計画期間とす

る後期基本計画を策定しました。 

                                                   
1 コンパクトシティ：土地利用の郊外への無秩序な拡大を抑制すると同時に、地域の資源を利活用しながら、歩

いて移動できるところに生活に必要な機能を集約した効率的で持続可能な都市またはそれを目指した都市政策。 



 

－ 2 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

２ 総合計画の体系 
 

１．総合計画の構成と期間 

（１）基本構想 ～ まちづくりの柱（基本目標）を定めます。～ 

基本構想では、本町が目指す 8 年後のまちの「将来像」を明らかにした上で、

将来像の実現に向けた施策の大綱となる「基本目標」と「施策体系」を示します。 

計画期間は、平成 23年度から平成 30年度までの 8年間です。 

（２）基本計画 ～ 施策を実現へ進める事業を取りまとめます。～ 

基本構想で定めた施策の大綱に基づき、それぞれの「個別施策」とその内容を

示します。 

前期基本計画期間は、平成 23年度から平成 26年度までの 4年間です。 

後期基本計画期間は、平成 27年度から平成 30年度までの 4年間です。 

（３）実施計画 ～ 目標達成の具体的手段として取り組みます。～ 

基本計画に示された、それぞれの「個別施策」の実効性を具体的に示すもので、

毎年度の予算編成の指針となるものです。 

計画期間は 4年間とし、毎年度見直し（ローリング方式）を行います。 
 

図表 計画の構成及び計画期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※後期基本計画に係る実施計画についても

前期基本計画と同様にローリング方式で

毎年度策定します。 
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３ 総合計画策定の基本姿勢 

総合計画の策定に当たっては、美しく質の高いコンパクトシティの実現を目指し、

あらゆる施策に創造と交流の視点を取り入れ、参加と協働の実践によるまちづくりを

基本としています。 

１．コンパクトシティの創造 

これまで本町では、仙台都市圏の広がりの中で、人口増加や産業振興に対応する

ため、宅地開発等を進めて発展してきましたが、少子高齢化や本格的に人口が減少

する社会を迎え、環境問題にも対応した持続的発展が可能なまちづくりをしていく

ことが課題となっています。 

今後のまちづくりでは、市街地の無秩序な拡大を抑制し、既存の都市基盤を生か

しながら、生活機能が高度に集積した拠点性の高い都市形成が求められています。

このため、本町のまちづくりは、コンパクトシティの考え方を基本とします。 

本町が目指すコンパクトシティは、市街地においては、「船岡駅周辺」、「槻木駅周

辺」、「北船岡周辺」、「船岡新栄周辺」を 4 つの拠点とし、近接した農村地区とネッ

トワークの強化連携を図る中で、地域や経済などのにぎわいを創出するというもの

です。一方、農村地区においては、生活・産業等の現水準を維持しつつ、自然環境

を保全し未来へ引き継ぐとともに、地域資源を生かした交流を進めていく中で、豊

かな地域づくりを行います。 

さらに、自然と共生したコンパクトシティの形成を目指して美しい都市づくりを

推進しながら、町内外との様々な交流・連携を促進し、町を元気にするとともに、

生活の安全・安心の確保や地域循環型経済を通じて都市生活の充実を図ります。 
 

２．参加と協働のまちづくり 

人口減少や少子高齢化が進行し、地域のつながりが希薄化していく中で、多様化

する住民ニーズに行政だけで対応していくことはますます困難になってきています。

今後は、町政への住民参加を促進するとともに、住民と行政とのパートナーシップ

を構築し、住民との協働によりまちづくりを進めていくことが課題となっています。 

柴田町では、平成 22年（2010年）4月に「柴田町住民自治によるまちづくり基本

条例」施行し、まちづくりは情報共有に支えられ、参加と協働により進めることを

基本とし、まちづくりの主役は住民であることを宣言し、さらに、担い手は住民、

地域コミュニティ、住民活動団体、事業者、議会及び行政機関と位置付けました。 

今後、みんなの力でコンパクトシティを実現する上でも、参加と協働のまちづく

りを基本に、地域の主体性や自立性を尊重した取組を促進します。また、協働のま

ちづくりを実践していくリーダー等の人材育成にも努めていきます。 
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４ 基本構想の概要 
 

１．基本構想の概要 

第 5 次柴田町総合計画では、「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」のま

ちづくりの基本理念を、基本構想におけるまちづくりの基本理念とし、将来像「み

んなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」を掲げ、これを実現するために、5 つの基本

目標からなる 8年間の基本構想を定めています。 

後期基本計画においてもこの基本構想に基づいて、各施策に取り組みます。 
 

（１）まちづくりの基本理念 

住民が主体となった、「参加と協働」、「情報の共有」によるまちづくりを基軸に、

未来に向かって持続的な発展が可能になるようにとの願いを込めて制定した「柴

田町住民自治によるまちづくり基本条例」のまちづくりの基本理念を、基本構想

におけるまちづくりの基本理念とします。 
 

【まちづくりの基本理念】 

① 住民が安全に、安心して暮らせるまちづくり 

② 住民の一人一人が個人として尊重され、住民の思い及び活動が生かされるまちづくり 

③ 先人が築いてきた文化、伝統等を大切にし、地域の個性を生かしたまちづくり 

④ 多様な団体及び個人が交流し、又は連携し、住民がお互いに助け合う思いやりの 

あるまちづくり 

⑤ 住民であることの誇り及びまちの良さを子どもたちに引き継ぐまちづくり 

 

（２）まちの将来像 

みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち 
 

まちづくりの主役は住民一人一人であり、みんなの熱意と行動力が新たなまち

の魅力や活力の原動力となります。私たちが暮らしていく地域を快適で住み良い

まちにしていくためには、人と人がふれあい、お互いの夢を尊重し、知恵や元気

を出し合うことが大切です。そうした一人一人の結びつきを強くした絆(きずな)

によって笑顔が輝く元気なまちを育て、多くの人が「住んでよかった」、「来てよ

かった」、「これからも住みたい」と実感できるようなまちを目指します。 
 
 

（３）将来像実現のための基本目標 

第5次柴田町総合計画では、将来像の実現に向けて5つの基本目標を定めています。 
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図表 将来像と基本目標 

将来像  基本目標  分    野 
  

   
美しい都市空間の整備 
～ 歩いて楽しい魅力的なまち～ 

 
基盤整備、景観形成、環境保全、交通 等 

    
        
   

教育・文化・交流都市の創造 
～ 一人一人が輝くにぎわいのあるまち ～ 

 
学校教育、生涯学習・スポーツ・文化活動、
地域間・国際交流、タウンセールス 等     

        
   

安心ネット・地域防災の整備 
～ 安全で安心して暮らせるまち ～ 

 
保健・医療・福祉、防災、交通安全、 
公共施設 等     

        
   

地域循環型経済の推進 
～ 多彩な産業が連携する元気なまち ～ 

 
産業振興、地域活性化、雇用、起業 等 

    
        
   

住民参加と自治活動の実践 
～ みんなが参加し活躍するまち ～ 

 
住民協働、男女共同参画、行財政、情報化、 
広域行政 等     

 

２．本計画の目標人口（推計人口） 

我が国は、人口減少時代に突入しており、本町においても計画期間における人口の

減少が見込まれ、平成 30年には 38,183人になると推計されます。 

そこで本計画では、安全・安心な生活環境の整備や産業振興をはじめとする地域の

活性化、地域資源に磨きをかけるなど、様々な施策に積極的に取り組み、人口減少に

歯止めをかけることによって、平成 25年の人口水準を維持することを基本とし、平

成 30年の目標人口を 38,500人とします。 
 

図表 柴田町の将来人口（推計値） 

 

平成 30 年（2018 年）の将来人口（目標）   38,500 人 
 

 

区   分 
平成 21年 
（2009年） 

平成 25年 
（2013年） 

平成 30年 
（2018年） 

総人口 
38,875人 
（100.0%） 

38,658人 
（100.0%） 

38,183人 
（100.0%） 

 
年少人口 

（14歳以下） 
5,116 人 
（13.2%） 

4,991 人 
（12.9%） 

4,809 人 
（12.6%） 

 
生産年齢人口 

（15歳～64 歳） 
25,462人 
（65.5%） 

24,244人 
（62.7%） 

23,317人 
（58.4%） 

 
老年人口 

（65歳以上） 
8,297 人 
（21.3%） 

9,423 人 
（24.4%） 

11,057人 
（29.0%） 

注）平成 21・25年は住民基本台帳・外国人登録による実績値、平成 30年は同推計値（コーホート変化率法2） 

                                                   
2 コーホート変化率法：特定期間に出生した人口を同時に出生した集団（コーホート）の一定期間における人

口の変化率に着目し、将来の人口予測を計算する方法。 

み
ん
な
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て
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顔
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く 

元
気
な
ま
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３．計画の施策体系 

図表 施策体系 

基本理念   将来像   基本目標   施策の大綱 
          

住民が安全に、
安心して暮らせ
るまちづくり 

  

み
ん
な
で
育
て
る 

笑
顔
輝
く 

元
気
な
ま
ち 

  ～歩いて楽しい 
魅力的なまち～ 

   
 

 

    
1-1 快適な生活空間の整備  

 

    
 

 

  

基本目標１ 

美しい都市 

空間の整備 

  1-2 歩きたくなる街並みの形成  

 

    
 

 

    1-3 環境保全の推進  

 

    
 

 

    1-4 農村空間の保全と里山景観の再生  

 

    
      1-5 地域公共交通への支援       
       

         

住民の一人一
人が個人として
尊重され、住民
の思い及び活動
が生かされるま
ちづくり 

    ～一人一人が 
輝くにぎわいの
あるまち～ 

   
      2-1 学び合う教育環境の充実       
      2-2 自然体験学習の推進     

基本目標 2 

教育・文化・ 

交流都市の 

創造 

  
      2-3 青少年の健全育成       
      2-4 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進       
      2-5 地域間交流・国際交流の推進       
      2-6 タウンセールスの推進       
       

         

先人が築いてき
た文化、伝統等
を大切にし、地
域の個性を生か
したまちづくり 

    ～安全で安心し
て暮らせるまち～ 

   
      3-1 健康づくりの推進       
    

基本目標 3 

安心ネット・ 

地域防災の 

整備 

  3-2 地域医療・救急体制の充実       
      3-3 誰もが安心して暮らせる福祉の推進       
      3-4 子育て・子育ち支援の充実       
      3-5 地域防災力の向上       
      3-6 交通安全・防犯対策の推進       
      3-7 公共施設の整備       
       

         

多様な団体及び
個人が交流し、
又は連携し、住
民がお互いに助
け合う思いやりの
あるまちづくり 

    ～多彩な産業が
連携する元気な

まち～ 

   
      4-1 観光まちづくりの推進       
      4-2 農商工連携によるものづくり     

基本目標 4 

地域循環型 

経済の推進 

  
      4-3 地域産業の活性化       
      4-4 労働・雇用対策の充実       
      4-5 社会事業のビジネス化       

         

住民であること
の誇り及びまち
の良さを子ども
たちに引き継ぐ
まちづくり 

    ～みんなが参加
し活躍するまち～ 

   
      5-1 参加と協働の推進       
    

基本目標 5 

住民参加と 

自治活動の 

実践 

  5-2 地域コミュニティ活動の推進       
      5-3 男女共同参画社会と人権啓発の推進       
      5-4 行政経営改革の推進       
      5-5 情報の共有と情報化の推進       
      5-6 広域行政の推進       
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第２章 柴田町の現況と求められる取組 
 

１ 地勢・歴史 

１．位置・地勢 

本町は、東北唯一の政令都市「仙台市」から南へ約 25キロメートルに位置してい

ます。町の総面積は 53.98 平方キロメートルで、北西部は標高 200 メートル前後の

山々に囲まれた盆地です。白石川が町の中心部を流れ、町の東南部を流れる阿武隈

川と合流して、太平洋に注いでいます。 

気候は温暖で、厳寒期でも月平均気温は氷点下になりません。東北地方にありな

がら雪も少なく、四季を通じて過ごしやすい地域です。 
 

２．歴史・沿革 

本町は、藩政時代、伊達騒動で知られる原田甲斐と名門柴田家の城下町として栄

えた「船岡」と仙台藩直轄の穀倉地帯として、また、奥州街道の 64 番目の宿場町と

して栄えた「槻木」の 2つの町が様々な変遷を繰り返したのち、昭和 31年に合併し

て誕生した町です。 

太古の昔から続く、永い歴史に培われた柴田には、貝殻層が厚く人面土器で知ら

れる上川名貝塚、県南地方最大規模を誇る縄文中期の深町貝塚や台遺跡をはじめ、

大小様々な規模の遺構があります。また、藩政時代の貴重な歴史資料とともに、往

時の商家のたたずまいを色濃く残す「麹屋」など、町のところどころで昔の面影を

偲ぶことができます。 

現在は、産業構造の変化の中で、幹線交通網の整備に合わせるように食品関連や

精密機器関連などの大手企業が町に進出し、東北の町村中で第 2 位の製造品出荷額

を誇る“工業の町”でもあります。 

また、観光資源も豊富で、「花のまち柴田」を切り口に桜まつりやみやぎ大菊花展、

紫陽花まつり、曼珠沙華まつりなど、毎年多くのイベントでにぎわいます。特に毎

年 4 月に開催される「桜まつり」には、白石川の「一目千本桜」や船岡城址公園の

桜を一目見ようと、県内外から 25万人もの人々が訪れます。 

さらに、船岡城址公園と白石川堤を結ぶしばた千桜橋が架橋され、四季折々の魅

力的な景観の形成と人と人との交流の場、憩いの場として、仙南地域を代表する観

光地として変わりつつあります。 
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２ 人口・就業者数 

１．人口・世帯 

（１）人口・世帯数の推移 

国勢調査による本町の人口及び世帯数の推移をみると、人口は、昭和60年以降、

増加傾向にありましたが、平成 22 年には減少に転じており、平成 22 年の総人口

は 39,341人となっています。 

一方、世帯数は増加していますが、1世帯当たりの人員は減少しており、核家族

化、小家族化が進んでいることがうかがえます。特に平成 17 年以降は、1 世帯当

たりの人員が 3.0人を下回っています。 
 

図表 人口・世帯数の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区     分 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

総 人 口 35,416 37,315 38,749 39,485 39,809 39,341  

 

年 少 人 口 
（14歳以下） 

8,277 7,598 6,690 5,830 5,408 5,000 

生産年齢人口 
（15歳～64 歳） 

23,818 25,478 26,747 27,349 26,984 25,535 

老 年 人 口 
（65歳以上） 

3,321 4,239 5,312 6,306 7,417 8,482 

一 般 世 帯 10,054 11,071 12,161 13,226 14,023 14,439 

1 世帯当たりの人員 3.5 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 

（資料）国勢調査 
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（２）人口構成の推移 

住民基本台帳による平成 21年以降の人口推移をみると、東日本大震災による周

辺自治体からの流入もあり、平成 23 年には増加がみられますが、平成 24 年以降

は減少に転じており、平成 25年の総人口は 38,658人となっています。 

人口構成の推移をみると、年少人口及び生産年齢人口では減少、老年人口では

増加がみられ、少子高齢化の進行がうかがえます。 
 

図表 人口構成の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区     分 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 

総 人 口 38,875 38,636 38,689 38,684 38,658 

 

年 少 人 口 
（14歳以下） 

5,116 5,044 5,020 5,016 4,991 

生産年齢人口 
（15歳～64 歳） 

25,462 25,138 25,056 24,723 24,244 

老 年 人 口 
（65歳以上） 

8,297 8,454 8,613 8,945 9,423 

（資料）住民基本台帳（各年 9月末現在） 
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２．産業別就業者数の推移 

国勢調査による就業者数は、総人口の減少とともに、各産業での就業人口も減少

傾向にあり、平成 22年の就業人口は、17,310人となっています。 

今後は、高齢層における労働参加が増えることが期待されるものの、少子高齢化

の進行により、就業人口は減少し続けることが予想されます。 
 

図表 産業別就業者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区     分 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

就 業 者 数 16,681 17,683 18,994 19,299 18,567 17,310 

 

第 1 次産業 1,195 862 693 558 533 454 

第 2 次産業 6,559 7,194 7,471 7,124 6,304 5,615 

第 3 次産業 8,915 9,615 10,823 11,616 11,614 11,214 

分 類 不 能 12 12 7 1 116 27 

（資料）国勢調査 
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３ 時代潮流と求められる取組 

（１）人口減少・少子高齢化 

わが国は、世界でも類をみないほど少子高齢化が急速に進み、その結果、わが

国の人口は減少に転じ、いよいよ人口減少時代に突入したといえます。人口減少

の要因は少子化であり、都市や地方を問わず、国全体で急速に進行しています。 

そのため、「団塊の世代」が 75歳を迎える「2025 年問題」に備え、社会構造の

あらゆる改革を進めているところです。 

本町の将来人口は、本計画では平成 30 年で 38,500 人を目標としており、人口

減少がこのまま進行した場合、地域経済規模の縮小、労働力人口の減少、担い手

不足による地域活力や地域機能の低下など、様々な影響が懸念されます。 

また、こうした人口減少・少子高齢化に伴い、核家族や高齢者のみの世帯、高

齢者のひとり暮らし世帯が増加するなど世帯構成も変化してきており、こうした

人口構造や世帯構造の変化がもたらす課題に対し、町をはじめ地域全体で取り組

んでいくことが必要となっています。 

国では、平成 26年 9月に「まち・ひと・しごと創生本部」を発足させ、人口減

少対策や地方活性化など「地方創生」に向けた動きが進行しています。 
 

（２）環境共生社会 

私たちの生命を支える自然環境では、地球温暖化や生態系の崩壊、資源の枯渇

など、地球的規模での環境問題が深刻化し、その影響が懸念されており、大企業

から個人に至るまで、積極的な取組が求められています。 

国では、環境問題を喫緊の課題として、環境負荷の少ない低炭素社会への転換

を強力に推進し始めています。また、東日本大震災と原子力発電所事故を機に、

省エネルギーや再生可能エネルギーの重要性がこれまで以上に高まっています。 

こうしたことから、現在の自然環境を保全し、次の世代へ手渡していくことは、

地球環境保全にもつながることから、“環境との共生”“循環型社会の構築”に向

けて取組を展開していくことが求められます。 
 

（３）安心・安全に対する関心の高まり 

世界各地で大規模な自然災害が多発している中で、国内でも東日本大震災等、

大規模な自然災害が発生し、安全確保への意識が高まっています。 

また、犯罪の増加や低年齢化、学校への不法侵入、食品の安全性の問題、さら

には健康を脅かす感染症の発生等を背景に、安心・安全な地域づくりがこれまで

以上に求められています。 



 

－ 12 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

（４）価値観の多様化 

経済力や、それに伴う生活水準、教育水準の高まりなどを背景とした価値観や

暮らし方の多様化の動きは、社会・経済の動きやスマートフォン、タブレット等

の情報通信機器の普及などを受けてさらに進展しています。 

一方で、ワーク・ライフ・バランスや、スローライフといった新しい価値観が

生まれ、これまで以上に生活の質を重視する傾向が強まる中で、性別に関係なく

一人一人の個性や能力が生かされ、多様化する個々の暮らし方を尊重しながら、

その個性や活力を地域社会にも反映し、社会全体として質的な豊かさを実現でき

るような仕組みが求められています。 
 

（５）協働によるまちづくり 

心の豊かさを重視する価値観の高まりとともに、自己表現の場としてもボランティ

ア活動への関心が高まっています。 

今後は、まちづくりの過程や実践について、ＮＰＯや住民参画を促進し、これまで

行政が担ってきた分野での活動推進とともに、行政と住民をはじめ、ボランティア団

体、ＮＰＯ、企業との協働によるまちづくりを推進していくことが求められています。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 後期基本計画 
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第２編 後期基本計画 

 

序章 後期基本計画について 
 

１ 基本計画の目的と計画期間 

１．基本計画の目的 

基本計画は、基本構想に掲げられた将来像の実現に向けて、施策の大綱を具体的

に推進するため、必要な個々の施策・事業の内容を体系的に示すものです。 

また、今後住民とともにまちづくりを進めるために、基本計画では施策ごとに「目

指す姿」「成果指標」を明示し、成果に対する的確な管理を行う仕組みを導入します。 
 

２．計画期間 

計画期間は、平成 27年度から平成 30年度までの 4年間とします。 
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２ 重点プロジェクトによる取組 

後期基本計画では基本構想に掲げた将来像である「みんなで育てる 笑顔輝く 元気な

まち」を実現する上で、後期基本計画において特に重点的に取り組むべき取組「元気な

まち創造プロジェクト」を計画期間の重点プロジェクトと位置づけます。 
 

元気なまち創造プロジェクト 

 

柴田町の自然景観や田園風景、歴史や文化を活用した歩いて楽しいフットパスを整備し

ていく中で、まちや里山の魅力や豊かさを再発見するとともに、さらにこうした地域資源

に磨きをかけることで、国内外からの集客に努め、にぎわいや仕事起こしに結びつけるこ

とによって地域経済を活性化させ、人やもの、情報が盛んに行き交う元気なまちを目指す

ものです。 
 
 

※フットパスによる元気なまちづくりの推進 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※フットパスとは 【日本フットパス協会定義】 

「森林や田園地帯、古い町並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみな

がら「歩くこと（foot）」ができる「小径（こみち：path）」とされている。 

↓ 

地域の歴史や文化を感じながらゆっくり歩いていこう 

観光交流人口の増加 地域ビジネスの育成 

健康寿命の延伸 

（心と体の健康づくり） 

まちの魅力や活力の創造 

（地域資源の活用） 

地域経済の活性化 
（農業・商業・工業・観光振興） 

フットパス推進会議の設置 

フットパスによる 
まち歩き景観形成の推進 
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■■ プロジェクトの目指す姿 ■■ 

 

  
 

魅力にあふれるまちづくりを進めていくためには、地域の魅力を再確認し、さらに知

恵や工夫を通じて磨きをかけて付加価値を高め、その魅力を将来に引き継いでいくこと

が必要です。多様な主体による積極的な交流促進を目指し、本町では「花のまち柴田」

をテーマに町の魅力を全国に情報発信していく観光まちづくりのさらなる推進が必要と

なっています。 

今後とも、先人たちが残した地域資源を有効活用し、歩いて楽しいフットパスコース

の整備や美しい景観づくりに磨きをかけながら町内での回遊性を高めるとともに、多彩

な観光イベントを通じて交流人口の増加が図られ、また、農商工連携による特産品や土

産品の開発、郷土食などの提供によって地域ビジネスチャンスが拡大し、雇用の創出や

地域経済の活性化につながっています。さらに、自然の中を楽しみながら歩くことで、

健康寿命の延伸やストレスの解消に貢献しています。 
 
 

 
■■取り組む方向性■■ 

 

  
 

Ⅰ フットパス推進会議の設置 

● 元気なまちづくり創造プロジェクトの推進母体となる「フットパス推進会議」を設

置し、まち歩き景観形成の推進、地域ビジネスの育成と地域産業の活性化、観光交流

人口の増加、健康寿命の延伸及びまちの魅力や活力の創造の実現に向け、推進体制の

構築と事業の推進を図ります。 
 

Ⅱ フットパスによるまち歩き景観形成の推進 

● 魅力的なルートの整備や景観づくり 

住民と協働のもと、小径（みち）を舞台に、地域資源を生かしたまちなかや田園風

景など自然と共生するコースの開発と整備を行います。また、ルートの景観形成や沿

道修景を向上させながら、回遊性を高め楽しく安全に歩くための施設整備に取り組み

ます。 

● 交流エリアの整備 

地域住民と観光客等の交流を増やし、にぎわいある拠点の整備に取り組みます。ま

た、情報発信や農商工連携によるサービスの提供もできる拠点とします。 
 

Ⅲ 地域ビジネスの育成と地域産業の活性化 

● 地域資源を活用した特産品開発の支援 

農商工連携による地域資源の掘り起こしと商品開発に取り組み、新しい仕事づくり

に結びつけます。 

● 地元産の食材を使った郷土料理や新グルメの掘り起こし 

地元で生産される安心な農産物の消費拡大と付加価値を高めるブランド化を推進し、

安定供給と販路拡大に取り組みます。 
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● はなみちゃん活用の販売促進と情報発信 

まちのイメージキャラクター「はなみちゃん」を活用し、町の商業と観光の振興に

取り組みます。 
 

Ⅳ 観光交流人口の増加 

● イベントの創出とおもてなし 

体験・交流の要素を取り入れたイベントの創出や、おもてなしの心による交流人口

の拡大に取り組みます。 
 

Ⅴ 健康寿命の延伸 

● 心と体の健康づくり 

町民一人一人が健康に対する意識を高め、町全体で健康の保持・増進に取り組みま

す。 
 

Ⅵ まちの魅力や活力の創造 

● 地域資源の活用 

既存の魅力ある地域資源を磨き、有機的に結びつけることで、新しいまちの魅力や

活力の創造につなげます。 
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基本目標１ 美しい都市空間の整備 

       ～ 歩いて楽しい魅力的なまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

少子高齢化や人口が減少していく時代には、コンパクトで効率的な都市づくりが求

められています。今後、コンパクトシティの 4 つの拠点を中心に都市機能を充実し、

快適な生活空間の整備を図るとともに、4つの拠点と農村地区が連携・交流する都市づ

くりを目指します。そのための基盤として、円滑につながる道路網などの整備や高齢

者など交通弱者の生活の足の確保を図ります。 

また、人と人とのふれあいや新たな出会いをつくるために、歩きたくなる美しい街

並みややすらぎのある公園等を整備し、花と緑が織り成す魅力あふれる景観づくりに

努めます。 

農村地区では、町の宝である豊かな自然環境を守り、里山の景観の再生に努めなが

ら、人と自然、街なかと農村地区との共生に努めます。 
 

（施策の大綱） 

施策１-１ 快適な生活空間の整備 

施策１-２ 歩きたくなる街並みの形成 

施策１-３ 環境保全の推進 

施策１-４ 農村空間の保全と里山景観の再生 

施策１-５ 地域公共交通ヘの支援 
 
 
 
 
 
 

① 道路基盤の整備を推進するとともに、地域資源を生かし、観光振興をはじめ、

町の魅力や活力、付加価値を高めます。 

② 豊かな自然環境の保全、環境負荷の低減を図り、高齢社会に対応したコンパク

トシティの形成に向けた環境整備を進めます。 

 
 
 

後期計画における重点事項の方針
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１-１ 快適な生活空間の整備 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（基盤整備） 

□ 国道や県道と接続する町の幹線道路のネットワークが課題となっています。槻木地区

では、県道亘理村田線と入間田地区、及び葉坂地区を結ぶ町道入間田 20 号線と町道

葉坂 11号線の整備が求められています。現在、整備中の町道富沢 16号線は、平成 29

年度の全線開通を目指しています。これらの幹線道路網の整備により、地域間の交流

を盛んにします。また、都市計画街路新栄通線は、船岡市街地と三名生地区とのアク

セスを向上させるため、東船岡駅までの延伸が求められていますが、周辺の土地利用

等の検討が必要です。各路線とも建設費が多額となり、安定的な財源確保が課題とな

ります。 

□ 生活道路は、市街地の幅員 4ｍ未満の狭あい道路や側溝が未整備の道路、また、側溝

や舗装の劣化が進行している道路があります。誰もが安全に歩きやすい道路の改良が

求められています。 

□ 町営住宅は、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建てられたものが多く、老朽化した町営

住宅の建て替え整備が求められています。整備に当たっては、入居者のスムーズな住

み替えを進める必要があります。 

図表 町内道路の現況 

国道 県道 町道 計 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

2 10,079 9 18,337 1,251 338,377 1,262 366,793 

図表 町道の道路種別内訳 

道路種別 
路線数 

（路線） 

延 長 

（m） 

改良済延長 

（m） 

舗装済延長 

（m） 

幹線町道 
１級 35 28,961 26,511 28,940 

２級 34 27,251 17,055 25,764 

その他町道 1,182 282,165 178,424 220,632 

計 1,251 338,377 221,990 275,336 

 

（上下水道） 

□ 町の水道は、全量を七ヶ宿ダムの水で賄っており、その費用は水道事業に係る経費の

約 6割を占めています。使用水量が減少しているため、給水収益も減少傾向にありま

す。また、老朽化している水道施設の更新や耐震対策が必要となっています。 

□ 下水道は、昭和 49 年度から 5 市 6 町で組織する阿武隈川下流流域関連公共下水道と

して事業に着手し、昭和 60 年 1 月より供用が開始されました。人口に対する普及率

平成 26年 3月 31日現在 

平成 26年 3月 31日現在 



 

－ 19 － 

 第２編 後期基本計画 

74.2

74.6
74.8

74.7

74.9

73.8

74.0

74.2

74.4

74.6

74.8

75.0

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（％）

は、74.9％となっているものの、下水道の全体計画区域面積に対しての整備率は

56.9％にとどまっています。また、下水道施設は昭和 49 年度から整備され、今後老

朽化する施設の耐震化を考慮した長寿命化、持続的な下水道整備区域の拡大など、今

後も多額の建設費が必要であり、町財政の健全度に留意した、計画的な管理・経営が

求められています。 

図表 給水人口と使用水量の推移 

 
 

図表 下水道人口普及率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（基盤整備） 

◎ 槻木地区は、町道富沢 16号線延長 2,600ｍ区間の整備が完成しています。町道入間田

20号線延長 1,950ｍと町道葉坂 11号線延長 2,000ｍの道路改良事業の実施に向けた調

査が進められています。 

◎ 船岡地区では、計画的な市街地整備を進めるため、都市計画街路新栄通線は東船岡駅

前までの延長 500ｍの延伸に向けた調査が進められています。 

◎ 市街地の狭あい道路の解消に向けた事業や生活道路の側溝改修や舗装補修が継続し

て進められています。 

◎ 地域住宅計画に基づき老朽化した町営住宅は建て替え整備が進められ、居住環境が向

上しています。 

 

38,586

38,382
38,477 38,516

38,345

43,121
43,121

39,464

41,847 42,383

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

38,200

38,300

38,400

38,500

38,600
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給水人口 使用水量

（人） （百トン）



 

－ 20 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

（上下水道） 

◎ 安全で良質な水道水を安定的に供給するため、耐震性を考慮した老朽施設の計画的な

更新が進められています。また、水道事業の経営の効率化・合理化が進められ、健全

な水道事業経営が図られています。 

◎ 下水道整備の促進により、生活環境の改善、公共用水域の水質保全や身近な生活環境

の向上を図るため、整備区域の拡大と耐震性を考慮した老朽管の長寿命化が図られて

います。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-1-1 幹線町道整備の推進 （都市建設課） 

○ 工事の推進（指標 No.1） 

町道富沢 16 号線は、平成 25 年度から工事に着手し、軟弱地盤対策工（載荷盛土）、

橋梁工、及び排水工や舗装工を実施し工事の完成を目指します。 

○ 道路改良路線の測量調査 

県道亘理村田線と接続する町道入間田 20 号線、及び町道葉坂 11 号線の実施に向け

て測量調査に着手します。 
 

1-1-2 都市計画街路整備の推進 （都市建設課） 

○ 都市計画街路の整備 

都市計画街路新栄通線の延伸に向けて、基本調査に着手します。 
 

1-1-3 生活道路整備の推進 （都市建設課） 

○ 狭あい道路の整備（指標 No.2） 

道路幅員が 4ｍ未満の狭あい道路は、船岡地区の 4路線の拡幅整備を進めます。 

○ 生活道路の整備（指標 No.3） 

側溝の整備を行い、排水機能を高めます。また、道路の拡幅を行います。道路舗装

では、段差のない滑らかな道づくりを進めます。 
 

1-1-4 町営住宅の建替え整備の推進 （都市建設課） 

○ 二本杉住宅の建替え整備（指標 No.4） 

北船岡町営住宅は、3号棟から 5号棟までの 3棟、111 戸の建設に着手しています。 

○ 並松住宅の建替え整備 

柴田町公共賃貸住宅総合再生計画に基づいて、現況調査に着手します。 
 

1-1-5 上水道事業の推進 （上下水道課） 

○ 老朽管の更新･配水管の耐震化（指標 No.5・6） 

有収率の向上を図るため、漏水発生の多い地区を中心に老朽管の布設替工事を行い
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ます。また、配水管の耐震化を図り、ライフラインの確保を図ります。 

さらに、災害時には（公益）日本水道協会加盟団体の相互支援を活用し、ライフラ

インの確保を図ります。 

○ 経営の効率化・基盤の強化（指標 No.7） 

水道窓口業務、配水場の集中監視業務、給水装置業務の包括委託を実施します。ま

た、企業債残高の削減を図ります。 
 

1-1-6 下水道事業の推進 （上下水道課） 

○ 公共下水道事業の推進（指標 No.8・9） 

船岡新栄、船岡並松地区の面的整備を実施し、水洗化の普及促進を行います。また、

大原汚水幹線の整備を推進し、新大原地区の早期整備を図ります。 

○ 下水道長寿命化対策の推進（指標 No.10） 

柴田町下水道長寿命化計画に基づき、整備後 40年経過している西船迫地区を中心に

汚水管渠の長寿命化対策を進めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

1 
町道富沢 16 号線整備事業 
(延長 2,600ｍ) 

18.2％ 100.0％ 

都市建設課[事業費進捗率] (平成

26年3月末現在) 

全線供用開始 

2 狭あい道路の整備延長 0ｍ 472ｍ 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

毎年１路線を整備 

3 生活道路の整備延長 0ｍ 1,000ｍ 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

毎年度 250mを整備 

4 北船岡町営住宅建設戸数 106戸 217戸 
都市建設課(平成26年3月末現在) 

建替整備計画戸数 

5 上水道の有収率 88.3％ 90.0％ 
上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 1.7ポイントの増 

6 
上水道施設及び配水管の耐

震化率 
71.3％ 77.5％ 

上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 6.2ポイントの増 

7 
給水収益に対する企業債残

高比率 
253.0％ 236.0％ 

上下水道課（平成26年3月末実績） 

現状値から 17ポイントの減 

8 水洗化の人口普及率3 74.9％ 76.0％ 
上下水道課（平成26年3月末実績） 

事業認可区域内の予定水洗化率 

9 下水道整備面積 723.6ha 741.5ha 
上下水道課（平成 26年 3月末実績） 

事業認可計画による整備面積 

10 
西船迫地区下水道長寿命化

対策実施率 
0.0％ 10.0％ 

上下水道課（平成 26年 3月末実績） 

整備計画進捗予定 

 

                                                   
3 水洗化の人口普及率：下水道処理区域内の人口を行政区域人口で除した割合。 
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１-２ 歩きたくなる街並みの形成 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（景観形成） 

□ 船岡城址公園や白石川堤の一目千本桜は桜の名所として広く全国に知られ、多くの来

訪者を迎えています。 

□ 住民と行政の協働による花木などの植栽活動が広がりを見せています。また、沿道部

には近隣の方々が思い思いに季節の花を咲かせ、地域の魅力を高めています。 

□ 花のまち柴田創生に基づく花咲山構想が進められ、「花（桜）回廊」として位置づけ

するため、更なる事業展開が必要です。 

□ 山崎山公園から船岡城址公園に続く遊歩道は、里山ハイキングコースとして多くの

方々が散策を楽しんでいます。 

 

（オープンガーデン・花のある街並み） 

□ オープンガーデンは、毎回延べ 3,000 人の来場があり、「花のまち柴田」を代表する

イベントとして定着しています。 

□ ガーデニング愛好家は、町内に数多くいますが、オープンガーデン事業への参加まで

には至っておらず、また、町内会や老人クラブなどが整備する花壇を、花めぐりのル

ートに組み込んでいないため、地域や住民の活動を生かしきれていない状況です。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（景観形成） 

◎ 重点プロジェクトである「元気なまち創造」に向け、新設するフットパス推進会議を

中心としてフットパスによるまちづくりを推進することで、観光交流人口の増加、地

域ビジネスの育成が図られるほか、地域経済の活性化、健康寿命の延伸に結びついて

います。 

◎ 船岡城址公園は、すべての人にやさしく安全で魅力的な花咲山に仕上がりつつありま

す。また、白石川堤の一目千本桜が長く輝き続けるため、樹齢 90 年を超える老木の

保護や育成を行い、桜の継承が進められています。 

◎ ゆとりある街並みの創造に向けて、花や緑の空間が連続的に広がっています。 

◎ 「花（桜）回廊」の回遊性を高め、歴史資源を活かしながら、新たな魅力となる拠点

を整備し、歩いて楽しい潤いづくりが進められています。 

◎ 山崎山公園から船岡城址公園に続く遊歩道の魅力を高めるため、桜の植栽が進められ

ています。 



 

－ 23 － 

 第２編 後期基本計画 

 

（オープンガーデン・花のある街並み） 

◎ 個人庭園をはじめ、地域団体が整備した花壇や企業が敷地内に整備した花壇などを巡

ることができます。 

◎ オープンガーデン開催期間中には、町内の花屋、花き栽培農家、農産物直売所が花関

連のイベントを開催し、来場者の楽しみが増えています。 

◎ 船岡城址公園の「コミュニティガーデン花の丘柴田」では、オープンガーデンを維持

管理している住民（町民ガーデナー）から来場者へのおもてなしがあります。 

◎ 行政区では、地域計画をもとに花の街並みをつくるための取組が行われています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-2-1 フットパス事業の推進 （まちづくり政策課） 

○ フットパス推進会議の設置 

フットパス推進会議を設置してフットパスコースの開発やまち歩きマップを作成す

るとともに、関係者と調整して利用者へのおもてなし体制を整備します。 

○ フットパス事業の進行管理 

フットパス事業への取組の進捗状況を毎年度把握しながら、適切な進行管理を図り

ます。 
 

1-2-2 

 

花咲山（船岡城址公園）の魅力と「花（桜）回廊」の

回遊性の向上 

（都市建設課） 

 

○ 遊歩道の整備 

今後、増加する交流人口を考慮し、歩く楽しみが深まり、安心とゆとりを感じられ

るよう、誰もが使いやすい遊歩道の整備を進めます。 

○ 樅の木周辺環境整備 

春には、満開の桜と残雪の蔵王を望む観光ビュースポットである樅の木周辺のミニ

庭園化などの景観整備を進めます。 

○ 原田甲斐供養塔・絹引きの井戸周辺整備 

原田甲斐の供養塔や絹引きの井戸(城中井戸)などの周辺を整備し、歴史と花咲く公

園の魅力を向上させます。 

○ 「花（桜）回廊」周辺整備 

「花（桜）回廊」に通じる歴史的な面影を小径で結び、船岡市街地の新たな魅力を

向上させます。 
 

1-2-3 一目千本桜の景観の向上 （都市建設課） 

○ 白石川堤親水公園の整備 

豊かで美しい自然や川の歴史と文化に触れ、住民が憩いの場として気軽に利用でき

る、緑豊かでゆとりのある彩（いろどり）の空間をつくります。 
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○ 白石川堤の植栽活動 

四季を通して色とりどりの花木を楽しむため、自ら植え育てる喜びを感じられる活

動を広げていきます。 

○ 桜の保護育成と継承 

しばたの桜 100年計画に基づき、樹齢 90年を超えた老木の桜の保護育成を図り、専

門家の指導を受けながら、民間団体などと協力し、桜の継承を進めます。 

○ 全国さくらサミットの誘致 

全国さくらサミットを誘致し、“しばたの桜”を全国に発信するとともに、桜の育成

管理や魅力の発信など、情報交換の場をつくります。 
 

1-2-4 ゆとりある空間整備の推進 （都市建設課） 

○ 公共スペースの有効活用 

住民との協働による沿道部の植栽や公園づくりなど、歩いて楽しめる美しく快適な

空間づくりを進めます。 
 

1-2-5 山崎山周辺の環境整備の推進 （都市建設課） 

○ 山崎山周辺の環境整備 

しばたの桜 100 年計画に基づき、山崎山公園から船岡城址公園までを、新たな桜の

名所になるよう環境整備を行います。 
 

1-2-6 オープンガーデン事業の拡充 （まちづくり政策課） 

○ 公開庭園等の拡充（指標 No.11） 

個人だけでなく、企業や地域団体との協働により、オープンガーデン事業参加数の

増加を図ります。 

また、商店や花き栽培農家、農産物直売所によるイベント開催を促進します。 
 

1-2-7 花の街並みづくり事業の推進 （まちづくり政策課） 

○ 花の街並みづくり 

各行政区で行われる植栽活動などによる花の街並みづくりを推進するため、花苗・

球根の購入経費やガーデニング講座の開催費用などを支援します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

11 公開庭園等の数 13 か所 20 か所 
まちづくり政策課(平成26年度実績) 

毎年 2か所程度の増 
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１-３ 環境保全の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（環境保全） 

□ 地球温暖化など、様々な環境問題に対して、省エネルギーの推進、再生可能エネルギ

ーへの取組は浸透していない状況です。 

□ 環境保全について、学校教育や生涯学習教育により、住民の環境保全意識の浸透を図

っていくことが重要です。 

 

（ごみの分別・リサイクル・不法投棄） 

□ 平成 23年 4月からの容器包装プラスチックの分別収集、平成 24年 7月からのごみの

有料化によるごみ減量が図られていますが、リサイクル率4がまだ低い状況にあります。 

□ もやせるごみの分別徹底、生ごみ堆肥化等によるさらなるごみ減量を図り、３Ｒ5の推

進による温室効果ガスの削減と併せて、焼却施設の維持管理経費削減、最終処分場の

延命化を図ることが重要です。 

□ 不法投棄や犬、猫のフン等環境問題に対処するための環境指導員の増員やパトロール

の強化に努め、環境と調和するまちづくりを進めていく必要があります。 

 
図表 1人当たりのごみ排出量とリサイクル率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）仙南地域広域行政事務組合 
 

                                                   
4 リサイクル率：ごみの総排出量のうち、資源として再利用されたごみの割合 
5 ３Ｒ：①リデュース(発生抑制)②リユース(再使用)③リサイクル(再生利用)の行動目標を表す標語 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（環境保全） 

◎ 省資源・省エネルギーの推進、新エネルギーの導入促進が図られ、温室効果ガスの排

出量が減っています。 

◎ 自然保護や環境保全に高い関心を持つ住民が多くなり、「宮城県生物多様性地域戦略」

に基づき、生物多様性の保全が図られ、ボランティア活動が活発化し、良好な景観が

保全されています。 

◎ 公共下水道の普及や合併処理浄化槽の整備が促進され、町内排水路の環境基準が守ら

れています。 

 

（ごみの分別・リサイクル・不法投棄） 

◎ 生ごみの堆肥化やごみ減量などの環境活動に、多くの住民が参加するようになり、家

庭・事業所からのごみ排出量が減り、不法投棄やポイ捨てのないきれいな町になって

います。 

◎ 分別収集が増えて資源化率が向上し、廃棄物処理施設が適正に管理されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-3-1 環境衛生の推進 （町民環境課） 

○ ごみの減量化と３Ｒの推進（指標 No.12） 

ごみの分別・出し方や資源回収などの啓発活動を行い、ごみの減量を推進するとと

もに、循環型社会の構築に向けて、地域や各種団体等への出前講座や説明会を開催し、

ごみの減量やリサイクルに取り組む個人や団体の育成を行います。 

○ リサイクル率の向上（指標 No.13） 

リサイクル率の向上を図るため、住民と一緒に行動するエコライフ推進事業により、

地域の指導的役割を果たす人づくりを含めた事業展開を行います。 

○ 生ごみの有効活用 

もやせるごみの約 60％を占める厨芥類のごみ減量を図るため、「生ごみ処理機」への

助成を行うとともに、エコライフ推進事業を通じ、ＥＭぼかしの作成、ＥＭぼかしを

使っての堆肥化、環境フェア、出前講座での啓発活動を行っていきます。 
 

1-3-2 適正な廃棄物の処理 （町民環境課） 

○ ごみ処理施設の整備 

新たに建設されるもやせるごみの処理施設の平成 29年度運営開始予定に向け、仙南

地域広域行政事務組合及び構成市町との連携を密にして施設整備を行います。 

○ し尿処理施設の整備 

下水道普及の推進による投入量の減少と合併処理浄化槽の普及による浄化槽汚泥の
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増加を踏まえた中で、施設の適切な運転管理に努めます。また、投入量の適正な把握

ができる設備等の整備を図ります。 

し尿汲取り業務委託については、今後の下水処理と併せ、処理量の推移を見ながら

体制の見直しを行います。 

○ 最終処分場の延命化 

現状での埋立量で推移すれば平成 33年度には許容量に達するため、新たに建設され

るもやせるごみ処理施設での再処理による減容化を行うとともに、３Ｒの推進等によ

るごみの減量を行い、最終処分場の延命化を図ります。 
 

1-3-3 環境美化の推進 （町民環境課） 

○ 環境美化対策 

地域・事業所・学校・ボランティア団体等が実施する清掃活動を積極的に支援し、

環境美化活動の活性化を図り、ごみの散乱がないまちづくりを目指します。 

○ 不法投棄対策（指標 No.14） 

廃棄物の不法投棄防止対策として、標識・看板・監視カメラ設置や広報等での啓発

活動を行うとともに、環境指導員によるパトロール強化と、地域との連携、企業等と

の協定を推進して早期発見に努めます。 
 

1-3-4 温暖化対策の推進 （町民環境課） 

○ 温室効果ガスの削減 

省資源、省エネルギーの推進、新エネルギーの導入、リサイクルなどの環境に配慮

した低公害車の導入などにより環境負荷の低減に取り組みます。 

○ 環境教育の推進（指標 No.15） 

環境フェアなどのイベントを通して、自然環境の大切さや生物多様性への意識高揚

を図るとともに、学校や生涯学習センターと連携をとりながら、自然に触れ合える環

境教育の場を確保します。 
 

1-3-5 水質汚濁防止対策の推進 （町民環境課） 

○ 水質浄化対策の推進（指標 No.16） 

日常生活に起因する生活型の水質汚濁の原因を解消するため、合併処理浄化槽設置

者への助成事業を継続し、水環境の保全を図ります。 

また、主要な排水路の水質調査を継続して行い、水環境を良くすることで、悪臭の

発生防止、蚊などの発生抑制を行っていきます。 

○ 浄化槽維持管理の推進 

水質保全を行うためには、浄化槽の設置は重要ですが、浄化槽の適正管理も併せて

行わなければ、水環境の改善にはつながらないため、維持管理の徹底を図るための指

導強化に努めます。 
 

1-3-6 公害防止の監視体制の強化 （町民環境課） 

○ 公害の未然防止の推進 

大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、野焼、悪臭などの公害を防止するため、県と連携
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しながら指導を強化します。 
 

1-3-7 斎苑・墓地の整備 （町民環境課） 

○ 斎苑の整備促進 

現在、大河原町、村田町、柴田町の 3 町による協議が進行しており、建替えについ

ては、人口減の現状を勘案し適正規模で早期の建設を目指します。 

○ 町営墓地の整備及び管理 

町営墓地内通路の舗装整備や樹木の適正管理と併せ、今後祭事の承継者がおらず放

置される区画の管理など、運営に支障を来さないよう適正管理に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

12 
一人 1日当たりの家庭ごみ
排出量 

612ｇ 550ｇ 
町民環境課(平成 25年度実績) 

現状値の 10％削減 

13 リサイクル率 17.6％ 20.0％ 
町民環境課(平成 25年度実績) 

前期基本計画の目標値 

14 環境指導員数 16 人 18 人 
町民環境課(平成 26年度実績) 

体制強化のため 2名増員を目指す 

15 
生涯学習事業との連携に
よる講習会等の開催回数 

年 1回 年 3回 
町民環境課(平成 25年度実績) 

開催回数の増を目指す 

16 未水洗化人口 6,558 人 6,000 人 
町民環境課(平成 25年度実績) 

下水道切替、浄化槽普及促進 
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１-４ 農村空間の保全と里山景観の再生 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農村資源の保全） 

□ 農村空間では、農村にある自然、景観、歴史、伝統文化などの豊かな資源を活用した 

“ゆとり”や“やすらぎ”が求められています。また、農業・農村の持つ多面的な機

能を保全・整備することや都市と農村が交流することへの理解と期待も高まっている

ことから、農村や里山が持つ地域資源の活用と保全が重要になっています。  

□ 農村地域においては高齢化が進み、地域の共同活動や集落機能が低下し、遊休農地が

増えています。 

□ 子どもたちが農作業を体験する機会が少なくなっています。次世代を担う子どもたち

が“農業体験”や“食農”を通して、農業への関心を深めていく取組が重要になって

います。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農村資源の保全） 

◎ 農村や里山が持つ豊かな地域資源を新たに活用し保全していくことで、産地直売所や

里山ハイキングコースが利用者でにぎわい、都市と農村の交流が活発になっています。 

◎ 農村や里山が持つ地域の伝統文化の伝承や水源のかん養、自然景観、生物多様性など

の多面的な機能を保全し、グリーンツーリズム6や農業体験を推進することで、農村と

都市との交流が活発になっています。 

◎ 遊休農地を活用した市民農園や農業体験を通して“食と農”の大切さへの理解が広が

っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-4-1 活力ある農村集落づくり （農政課） 

○ 農村集落機能の保持（指標 No.17） 

農村集落機能の保持と農業・農村の持続的発展を図るために、農村集落の諸活動や「日

本型直接支払制度（多面的機能支払）」を活用した地区の資源保全隊の活動などにより、

農村や里山で培われた地域の伝統文化の伝承や水源のかん養、自然景観、生物多様性な

どの保全に努めます。また、産地直売所や農村レストランを核としたグリーンツーリズ

ムを推進し、農村と都市との交流を深めることにより、農村と都市の住民が共生できる

                                                   
6 グリーンツーリズム：農村漁村を訪問して、その自然と文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇形態。 
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農村集落づくりを推進します。 

○ 太陽の村の再整備（指標 No.18） 

都市と農村の交流広場として設置した太陽の村を再整備するとともに、にぎわいの

ある交流広場づくりをテーマとした都市と農村の交流事業を展開します。 
 

1-4-2 ふれあい農業と食農教育の推進 （農政課） 

○ ふれあい農業の推進 

市民農園や農業体験を通して、住民が農業や自然にふれあう機会の拡充を図るとと

もに、野菜づくりなどの支援に取り組みます。 

○ 食農教育の推進 

学習田やイモ掘り体験などの体験活動を通して、子どもたちが “食”を生み出す地

域、自然、農業の役割について理解し、食や農の大切さを学ぶことができる｢食農教育｣

を推進します。 

 なお、農業体験活動に当たっては、農産物の放射性物質検査をするなど、安全確保

に努めます。 
 

1-4-3 里山ハイキングコースの整備 （農政課） 

○ 里山ハイキングコースの整備 

自然豊かな里山を利用して整備した里山ハイキングコースを維持管理し、健康づく

りやグリーンツーリズムに活用します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

17 農産物直売所売上 4,897 万円 6,000 万円 
農政課(平成24.10～平成25.9実績) 

現状値の 20％増 

18 太陽の村施設利用者数 19,950人 24,000人 
農政課(平成 25年度実績) 

現状値の 20％増 
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（人）

（資料）東日本旅客鉄道株式会社 船岡駅・槻木駅｢営業成績原簿｣

阿武隈急行株式会社 槻木駅・東船岡駅｢乗降人員表｣

 

１-５ 地域公共交通への支援 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（公共交通・交通弱者対策） 

□ 町内の公共交通機関は、ＪＲ東北本線と阿武隈急行線及びデマンド型乗合タクシーが

運行されています。 

□ 阿武隈急行線の利用者数は震災前の水準まで回復していますが、今後も関係機関や沿

線市町と連携して利用者の確保や路線の維持を図るとともに、老朽化した阿武隈急行

線の施設や設備を計画的に更新し、安全運行を確保する必要があります。 

□ 高齢化の進展に伴い交通弱者が増えており、デマンド型乗合タクシーは、登録者が

2,156 人（平成 25 年度末）、利用者が平成 24 年度は 8 か月の運行で 7,576 人、平成

25 年度は 16,705 人と、年々増加しています。また、利用者の意向を踏まえ、関係機

関と連携しながら運行形態を随時見直す必要があります。 

図表 駅別 1日平均乗車人員の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（公共交通・交通弱者対策） 

◎ 阿武隈急行線の老朽施設更新により、利用者の安全が図られています。 

◎ 各駅の通勤、通学や観光などによる利用者が増えています。 

◎ 高齢者など交通弱者の生活の足としてのデマンド型乗合タクシーが広く認知され、身

近な移動手段として利用されています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

1-5-1 阿武隈急行への支援 （まちづくり政策課） 

○ 阿武隈急行への支援（指標 No.19） 

阿武隈急行線の老朽化施設等に対する緊急保全等に要する経費を支援するとともに、

阿武隈急行沿線関係市町と連携して、利用者の増加を図るための各種事業に取り組み

ます。 
 

1-5-2 デマンド型乗合タクシー運行への支援 （まちづくり政策課） 

○ デマンド型乗合タクシー運行への支援（指標 No.20） 

デマンド型乗合タクシー運行事業の運営主体である柴田町商工会へ補助金を交付し

ます。 

○ 運行形態の見直し 

利用状況を踏まえ、関係機関と調整しながら運行形態を見直すとともに、運行区域

拡大の可能性を調査します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

19 あぶＱウオークの開催 1 回 2 回 
まちづくり政策課(平成26年度実績) 

開催の 1回増 

20 
デマンド型乗合タクシーの
1日当たりの利用者数 

68.5人 80.0人 
柴田町商工会（平成 25年度実績） 

運行当初想定人数 
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基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 

       ～ 一人一人が輝くにぎわいのあるまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティを元気でにぎわいあふれる町にするために、魅力ある教育や学習

機会の提供、文化やスポーツ等の楽しみにふれられる機会を数多くつくり出しながら、

一人一人が能力を発揮し、生きがいを持って心豊かに生活できる場をつくります。 

また、新たな祭りや多彩なイベントを行いながら、新しい文化、情報やビジネスを

生み出し、町に文化の多様性と活気をもたらしていきます。 

さらに、自然体験学習や生涯学習を通じて、健全な青少年の育成や多彩な人材を育

てるとともに、歴史、文化や人材等を掘り起こし、タウンセールス7を通じた情報発信

力を高める中で集客力と交流の輪の拡大に努め、町内外を巻き込んだにぎわいのある

創造的なまちづくりを進めます。 
 

（施策の大綱） 

施策２-１ 学び合う教育環境の充実 

施策２-２ 自然体験学習の推進 

施策２-３ 青少年の健全育成 

施策２-４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

施策２-５ 地域間交流・国際交流の推進 

施策２-６ タウンセールスの推進 
 
 
 
 
 

 

① 町の未来を担う子どもたちの育成、自己実現の場や機会が充実した生涯学習社

会の形成に向け、生涯学習・スポーツ環境等を生かしながら、学校教育、生涯学

習・スポーツ・文化活動環境の充実を図ります。 

② 町の魅力を町内外に発信し、交流機会を広げていくため、引き続きタウンセー

ルスを推進し、交流人口の増加につながるような取組を進めます。 

 

                                                   
7 タウンセールス：自らの地域の魅力や個性を他の地域の人や企業に売り込み、イメージや知名度を高めるこ

とにより、「住んでみたい」、「行ってみたい」、「これからも住みたい」と思われるまちづくりを目指す
政策。 

後期計画における重点事項の方針
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２-１ 学び合う教育環境の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（幼児教育） 

□ 幼児教育については、少子化による幼児人口の減少、就労形態の多様化による保育需

要の増大等により、多様な利用形態が求められています。 

□ 公立幼稚園については、すべての子育て家庭を支援する仕組みとして、「子ども・子

育て支援新制度」に対応をする必要があります。今後は、私立幼稚園との共存を図る

ために、公立幼稚園の果たすべき役割などを子育て支援施策の中で明確にしていくこ

とが求められています。 

図表 幼稚園園児数の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（学校教育） 

□ 学校教育については、学習指導要領に基づいた適切な教育課程の編成と実施に努めて

いますが、確かな基礎学力の定着と学力向上への取組が求められています。指導方法

の工夫改善や少人数指導などの細やかな指導を行い、自ら学び自ら考える「生きる力」

の育成を図る必要があります。 

□ 地域に支えられ、「地域と共に創る学校」づくりを推進するため、学校運営に対して

地域住民や保護者等の参画と意見・要望の反映を図り、地域に開かれた学校づくりに

努める必要があります。 

□ 社会情勢が大きく変化している現在、様々な環境に置かれている児童、生徒に対し細や

かな指導・対応が求められています。 

いじめや不登校等の問題に対応するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、自立支援相談員の配置や、心身に課題を抱える児童・生徒に対応する教育支援員の

充実が必要です。また、国際化社会に対応した国際理解教育の推進が求められています。 
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図表 小学校児童数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 中学校生徒数の推移 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施設管理・学校給食施設） 

□ 町内の教育施設は、築後 20 年以上が経過した建物がほとんどであり、老朽化対策・

長寿命化対策として、大規模な改修工事が必要になっており、実施済の学校は、2 小

学校・1 中学校になっています。建物の耐震化については、槻木中学校の改築工事が

完了し、すべての学校で構造的に基準をクリアしていますが、今後は、非構造部材（天

井や照明器具、建具等）の耐震対策も実施する必要があります。 

□ 現在の学校給食センターは、昭和５５年に建築された施設で老朽化が進んでいます。

安全・衛生管理面が危惧されることから、「学校給食衛生管理基準」に適合しアレル

ギー対応食の提供が可能な新たな施設建設が必要となっています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（幼児教育） 

◎ 幼稚園設置者及び就園児の保護者に対して支援体制が整備され、充実した教育が提供

されています。 

◎ 教育目標のもとに障がいを抱えた子ども、支援を必要とする子どもと健常児が共に育

つ園づくりが行われています。 
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（資料）学校基本調査（各年 5月 1日現在） 
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（学校教育） 

◎ 学校運営に保護者や地域住民の意向が反映され、地域に開かれた学校づくりが行われ

ています。 

◎ 児童、生徒の意欲的な学習活動により基礎学力の定着が図られるとともに、外国人の

英語指導助手（ＡＬＴ）の活用、問題を抱える児童・生徒のための相談員の配置等に

よりきめ細やかな教育環境が整っています。 

 

（施設管理・学校給食） 

◎ 教育施設の計画的な改修を実施することで、園児・児童・生徒が安心・安全、そして

快適な施設環境のもとで学習、活動ができるようになります。 

◎ 学校給食は、成長期にある児童及び生徒の心身の健全な発育・発達に資するものであ

ることから、学校給食センターでは、より環境にやさしく、安心・安全でおいしい給

食が提供されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-1-1 幼児教育の充実 （教育総務課） 

○ 支援体制の整備 

幼稚園設置者や保護者に対し、利用できる支援制度等の周知を行い、支援制度の充

実に努めます。 

○ 幼児教育の充実 

幼児の発達段階と特性を的確にとらえて適正な教育課程を編成し、個性を伸ばす指導

を行います。 
 

2-1-2 私立幼稚園及び就園児への支援 （教育総務課） 

○ 私立幼稚園運営費助成 

町内私立幼稚園設置者へ運営費の一部を助成し、幼児教育の振興、育成を図ります。 

○ 幼稚園就園奨励費補助金 

私立幼稚園に就園する幼児の保護者の経済的負担軽減のため、就園費の一部を助成

し、公立幼稚園との保育料の格差是正を図ります。 
 

2-1-3 「地域と共に創る学校」づくりの推進 （教育総務課） 

○ 学校評価の充実 

学校関係者評価委員会による学校評価（外部評価）を計画的に実施し、学校運営の

改善に役立てるとともに、結果の公表や意見、要望の反映に努め「地域と共に創る学

校」づくりを推進します。 

○ 学校運営協議会の推進 

地域住民・保護者が一定の権限と責任を持って学校の運営に参画する学校運営協議
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会（コミュニティスクール）を今後も継続し、推進していきます。 

○ 学校評議員、学校ボランティアの活用 

学校評議員の意見を生かした学校運営や地域人材（学校支援ボランティア）を活用

し、子どもたちを地域ぐるみで見守り育てる環境づくりを推進します。 
 

2-1-4 学校に対する支援体制の充実（指標 No.21・22） （教育総務課） 

○ 確かな学力の育成 

子どもたちの学ぶ意欲を引き出し、一人一人の個性を生かしながら、能力を伸ばす

教育を進めるため、教育課程、学習指導その他学校教育における専門的教育職である

指導主事の配置などを目指し、学校支援体制の充実を図ります。 

○ 問題を抱える子ども等の支援 

問題を抱える子ども等の自立支援事業として自立支援相談員を配置し、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーとともに、保護者や学校と連携・協力し、

いじめ、不登校、問題行動等の減少を目指します。 

○ 特別支援教育の充実 

心身に課題を抱える児童、生徒への学習支援として特別支援教育支援員を各学校に

配置し、効果的活用を図ります。 

○ 国際理解教育の推進 

各小中学校において、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した英語教育の充実を図る

とともに、幼稚園でのＡＬＴとのふれあいを通して国際理解を進めます。 

○ 学校図書館活用の推進 

豊かな読書活動を通して、児童生徒の心の育成と学力の向上を図るため、町図書館

と連携して学校図書館の整備を進め、学校図書館の活用を推進します。 

○ 児童生徒の安全確保 

地域と連携しながら、通学路の安全確保や地域の巡回などを行い、事故や事件の被

害を防止します。 
 

2-1-5 安全で快適な教育環境の整備・促進 （教育総務課） 

○ 大規模改造工事の促進 

施設の老朽化が進んでいる船岡小学校、槻木中学校体育館、東船岡小学校の大規模

改造工事を計画的に実施します。 

○ 小中学校情報学習基盤整備の促進 

小中学校の校内ＬＡＮ設備を設置し、情報学習の基盤整備を行います。 

○ 非構造部材の耐震対策の促進 

施設の構造体以外の部分での危険箇所等を調査し、計画的に耐震対策を実施します。 
 

2-1-6 学校給食の充実 （教育総務課） 

○ 学校給食センター新設工事の推進 

学校給食センターの「次期柴田町総合計画」内での完成を目指し、基金の積立やセ
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ンター新設に向けた準備を進めます。 

○ 学校給食センター調理機器の長寿命化対策 

安全で衛生的な管理を行うため、調理機器等の適正な更新及び維持管理に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

21 学校が楽しいと感じる児童 88.4％ 89.5％ 

教育総務課(平成25年度学校評価

アンケート調査) 

楽しい学校生活を目指す 

22 
学校が充実していると感
じる生徒 

84.4％ 86.0％ 

教育総務課(平成25年度学校評価

アンケート調査) 

充実した学校生活を目指す 
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２-２ 自然体験学習の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（自然体験学習） 

□ 里山ハイキングではコースが整備されたものの、個人やグループで歩くにはコースに

不安を持っている方々がおり、コース案内や史跡・名所の説明できる人材を育成して

いく必要があります。 

□ 少子高齢化・核家族化が進み、地域や家族の絆が薄れつつある中で、子どもの成長過

程で学校外における自然体験や生活体験は、豊かな人間性を育む上で大変重要であり

ます。また、里山ハイキングや野菜づくりなど自然に直接触れ、郷土の歴史も学べる

体験学習が生きがいや心の豊かさにもつながりそのニーズが高く、農村と都市との交

流のきっかけにもなっています。 

□ 自然体験活動は、非日常的な生活の中で子どもたちが様々なことにチャレンジし、共

に協力しながら、人を思いやる心を身に付け豊かな人間性を伸ばすことのできる教育

的効果の高い活動で、その必要性や重要性が認識されていますが、子どもたちは学校、

塾や習い事、部活動等と忙しく、自然とのふれあいを通した体験の機会が少なくなっ

ています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（自然体験学習） 

◎ 案内人ボランティアを育成・支援して、自然体験学習や里山ハイキングを安心して気軽

に楽しめる体験学習が広まるとともに、地域の自然、風土、産業に関する理解と愛着心

が深まっています。 

◎ 子どもたちが集団での自然体験活動を通して、社会の一員としての意識を育てる機会

となり、社会を生きぬく力や能力が養われ、子どもの自主性・協調性・創造性など豊

かな心が育っています。 

◎ 新鮮な農作物を自ら作ることで収穫までの楽しさや難しさを学び、農家の技術指導な

どを通して、農村と都市との交流が図られ、さらに地域交流が進んでいます。 

◎ 自然の中で仲間と信頼関係を築き、共に活動する喜びや、自分から積極的に問題に取

り組み解決することにより、充実感や達成感を得ることができます。また、子どもの

健全な心と体の成長を促すことで、自立への自信にもつながっています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-2-1 自然体験の推進と人材育成 （生涯学習課） 

○ 案内人の組織化（指標 No.23） 

養成された案内人が町の人材バンク等に登録し、さらに組織化することにより、住

民や学校などからの要請に対応できるよう支援体制を確立していきます。 

○ 案内人のスキルアップ 

案内人同士での歴史や史跡、植物等の知識を豊かにするため、実際のハイキングを

通して案内人のスキルアップを図ります。 

○ 里山ハイキング（指標 No.24） 

町の自然環境に触れ、歴史や史跡、植物等を学ぶ機会と農村と都市の交流のきっか

けとして里山ハイキングを行います。 
 

2-2-2 自然体験学習の充実 （生涯学習課） 

○ 自然体験 

自然豊かな環境でのホタル鑑賞会などの自然体験を通して、自然環境保全への理解

や興味を深め、その体験活動を通して自ら学び考える力を育みます。 

○ 暮らしを楽しむ野菜づくり講座 

野菜づくり教室を開催し、土づくりや野菜の種まき、苗の植え方、管理の仕方など

を農家の協力のもとに学習し、成長から収穫までの難しさや喜びを実感しながら仲間

づくり、健康づくりに対する意識の高揚と活動の活発化につなげます。 

また、収穫した野菜や地元の食材などを食して、食への安心安全についても学習し

ます。 
 

2-2-3 青少年の自然体験機会の確保 （生涯学習課） 

○ 自然体験キャンプ 

親元を離れ、テント設営、野外炊飯、キャンプファイヤー、登山等、仲間と共同作

業の生活をすることで、自分のことは自分でできる自立心と豊かな人間性を育みます。

また、学校や子ども会活動でのリーダーとなる資質を高めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

23 里山案内人の人数 4 人 8 人 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

現状値の 100％増 

24 
里山ハイキングの実施回
数 

6 回 8 回 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

現状値から 2回増 
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２-３ 青少年の健全育成 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（青少年の健全育成・子ども会活動） 

□ 少子化により児童数が減少する一方で、保護者世代の子育てへの意識の変化や児童の

放課後の過ごし方が多様化しており、子ども会活動への関心が薄れ子ども会の加入者

が減少しているほか、青少年を対象とした事業においても参加者が減少しています。 

□ 家庭・地域・学校が連携した協働教育体制の強化を図り、豊かな人間性や判断力、健

全な心と体の成長の一助とするほか、町ぐるみで「青少年のための柴田町民会議」を母

体に健全な育成活動などの実践を通して、環境の整備を推進する必要があります。 

□ 将来の社会を担う青少年の健全育成のためには、家庭、学校、地域など関係機関の協

働体制のもとに、青少年の豊かな人間性や社会性を育むことで、社会参加につながる

ことが求められています。 

□ インターネットや携帯電話による情報の氾濫により、直接的な人間関係に苦手意識を

持っている青少年が増え、人との関わりあいが希薄になっています。 

□ 町内の小学生を対象とした子どもフェスティバルは、回数を重ねるごとに事業の認知

度や内容の充実が図られてきています。 

図表 青少年のインターネット利用の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」（平成 25年） 



 

－ 42 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（青少年の健全育成・子ども会活動） 

◎ 青少年が活動する場や機会として、子ども会育成会の活動支援やジュニア・リーダーの

加入促進と資質向上が図られ、地域活動の活性化や青少年が社会参加しやすい環境が整

っています。 

◎ 家庭・地域・学校が連携して、子どもを育てる環境づくりの支援が整っています。 

◎ 家庭との協力のもと、地域活動やボランティア活動などへの参加を通して、自立心が

養われ社会の中で自分の役割を見つける力がついています。 

◎ 様々な人とのふれあいや関わりを持ち、相手の気持ちを理解して行動する力がついて

います。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-3-1 青少年活動への支援 （生涯学習課） 

○ 子ども会育成会及び子ども会活動への支援（指標 No.25） 

地区ごとの子ども会育成会が子ども会向けに開催するイベントや研修会で支援を行

うとともに、子どもフェスティバルなどで子ども会の加入をＰＲしていきます。 

○ ジュニア・リーダーの育成 

会員の加入促進とともに、研修会や事業を通して資質の向上を図るとともに、積極的

な地域活動やボランティア活動などへの参加意欲を高め、参加しやすい環境を整えます。 

○ 協働教育の推進 

協働による教育活動を通じて、家庭・地域の教育力の向上を図るとともに、学校教

育の充実や子どもたちの健全育成、住民の生きがいづくりなどのため、子どもフェス

ティバルや協働教育ボランティアを充実するほか、キャリア教育支援体制や家庭教育

支援体制の強化を図ります。 
 

2-3-2 青少年の健全育成に係る環境の整備 （生涯学習課・子ども家庭課） 

○ 青少年育成の環境整備 

次世代育成を推進するため、子育てサポーターや子育て支援ネットワークなどと連

携し、保護者を対象にした子育て講座や父親の積極的な子育て参加を促す事業など、

子育て支援の環境整備を推進します。 

○ あいさつ運動 

小・中学校、駅などの公共施設、ショッピングセンター等であいさつ運動を実施し、

住民及び児童生徒の意識を高め、豊かなコミュニティを築きます。 

○ 違法ビラ撤去、落書き調査・消去活動 

違法ビラ等の撤去、落書きの消去作業を行い、青少年が成長する周辺環境の改善を

図ります。 
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○ 食育事業「料理教室」 

食育事業「料理教室」等を開催し、食に関する正しい知識の習得を促すことにより、

健全な食生活に対する青少年の意識啓発に努めます。 

○ 保護・非行防止活動 

町内で行われるイベント等で、ＰＴＡ等の協力により巡回パトロールを行い、青少

年の非行防止と見守りによる安全意識の向上に努めます。 
 

2-3-3 青少年体験学習の充実 （生涯学習課） 

○ 子どもフェスティバルの充実 

次代を担う町内の小学生が、一堂に会してイベント活動をすることで、他校生との

かかわりや昔遊びの体験、子ども会育成会や地域住民との交流を通して豊かなふれあ

い学習を体験します。 

○ わくわくチャレンジ合宿 

小学校高学年の子どもたちが、親元を離れ、学年の違う他校の児童との集団生活を

体験する中で、自己の確立と協調性を育み、基本的な生活習慣を身に付けます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

25 子ども会育成会加入の割合 86.3％ 90.0％ 

生涯学習課(平成26年度子ども会

安全共済会加入者数) 

前期基本計画現状値まで回復 
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２-４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（生涯学習活動） 

□ 生涯学習活動は、学習施設を拠点として、多様なニーズに対応した学習機会を提供す

るとともに、各種の団体活動を支援しています。 

□ 生涯学習の一環として、家庭・地域・学校が連携･協働して子育てや教育環境を推進

する協働教育体制と、その支援が求められています。支援は学校支援ボランティア、

既存の人材バンクボランティアなどの協力により各種体験学習や地域とのふれあい

が図られていますが、協働教育「しばたっ子応援団」と既設の「生涯学習人材バンク」

との役割等について見直しが必要となっています。 

図表 生涯学習センター等の利用者数の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（スポーツ活動） 

□ 柴田町スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、スポーツ関係団体の協力を得ながら仙台大

学との連携を図り、幼児から高齢者までを対象としたスポーツ教室、大会等を実施し

ています。 

□ 柴田町体育協会が進めている「総合型地域スポーツクラブ」については、「みる」、「す

る」、「ささえる」スポーツの推進を基本理念に、準備委員会において設立に向けた協

議やプレイベントを実施しています。 

□ 体育施設の老朽化に対処するため、年次計画による段階的な修繕の実施、総合型地域

スポーツクラブの活動拠点の確保や関係規定の整備を図り、住民が「いつでも」、「ど

こでも」、「だれでも」、「いつまでも」スポーツに親しめる柴田町らしい生涯スポーツ

の推進が求められています。 
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（文化活動） 

□ 文化財については、専門的知識を持つ学芸員等の確保により一層の文化財保護と活用

が必要となっています。また、思源閣の常設展は開館以来 20 年が経過し、展示物の

入れ替えや改装が必要になっています。 

□ 文化財事業の振興として先人が築いてきた文化財の保護及び伝承に努めており、また、

名木・古木についても適正な管理や支援を行っています。 

 

（図書館活動） 

□ 図書館の充実が図られ、生涯学習施設等及び学校図書館との連携も進み、住民が読書

に親しむ環境づくりと子ども読書活動推進計画の取組により、子どもの読書習慣も身

についてきています。 

□ 蔵書数の増加や閲覧スペース等の不足などのため、本格的な図書館の整備が必要とな

っています。 

図表 図書館入館者、貸出冊数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（生涯学習活動） 

◎ 「いつでも、どこでも、だれでも」学び、楽しみ、一人一人が自己実現に向けて輝け

る人生が送れるような学習の機会が増えるとともに、地域主導型のまつりやイベント

等への取組が進んでいます。 

◎ 家庭、地域、学校が協働して子どもを育てる協働教育体制が推進されています。 

 

（スポーツ活動） 

◎ 体育施設利用者が安心して施設を利用できるように、安全対策を優先に修繕や改修が

進んでいます。 

◎ 住民の生涯スポーツ及び総合型地域スポーツクラブの活動拠点となる（仮）柴田町総

合体育館の建設に向け関係機関・団体等との調整が図られています。 

◎ 体育施設が整備され、住民が気軽にスポーツを楽しむ機会が増えるとともに、スポー

ツイベントの取組が進んでいます。 
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（文化活動） 

◎ 町の自然、歴史、文化、産業など郷土に関する資料を調査研究し、その保護に努める

とともに、学芸員等の確保が図られ、しばたの郷土館の思源閣、如心庵（茶室）や図

書館が一体的に事業を展開し、施設利用の相乗効果が出ています。 

◎ 先人が残した大切な財産として、名木・古木を含め、その伝承と活用を図りながら住

民の主体的な活動を支援する取組が進んでいます。 

 

（図書館活動） 

◎ 図書館機能の強化、本格的な図書館建設基本構想策定への着手、学校図書館支援体制

の確立による学校図書館の充実が図られ、青少年の読書への関心が高まるとともに、

住民が読書に親しんでいます。 

◎ 幼少期から読書に親しむことで子ども読書活動が活発に行われ、青少年の読書習慣に

つながっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-4-1 生涯学習の充実 （生涯学習課） 

○ 生涯学習の推進 

生涯学習センター等の学習施設を拠点として幅広い年代層に対応した事業を開催し、

住民一人一人のライフステージに応じた学習機会を提供します。その後自立したサー

クル活動への移行を推進し、自ら学び楽しむ、生涯にわたって学習活動ができるよう

支援します。 

○ 協働による地域づくり推進協議会等の地域づくりの推進 

小学校区を単位として組織された地域づくり推進協議会等と協働して、地域主導型

のイベント等を開催し地域づくりを推進するとともに、地域計画のソフト事業への支

援も行います。 

○ 学校支援ボランティア、人材バンクボランティアの養成と活用 

家庭、地域、学校が協働で子育て、教育ができる環境と生涯学習の一人一人が学び

楽しめるよう、学校支援ボランティアや人材バンクボランティアの活用と発掘・育成

を図り、その支援を行います。 
 

2-4-2 生涯スポーツの振興（指標 No.26） （スポーツ振興課） 

○ スポーツ施設の整備 

柴田町総合運動場等について年次計画により修繕を実施します。 

○ 総合型地域スポーツクラブの支援 

総合型地域スポーツクラブの運営や活動を円滑にするための支援を行います。 

○ （仮）柴田町総合体育館基本設計の着手 

防災機能を備えた（仮）柴田町総合体育館の基本設計に着手します。 
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○ スポーツ教室の開催 

子どもから高齢者までを対象とした、特色のあるスポーツ教室を開催します。 

○ ニュースポーツ等の普及 

ニュースポーツ等の普及を図るため、仙台大学との連携により体験会、競技会を開

催します。また、地域計画によるスポーツ事業の支援を行います。 

○ 総合型地域スポーツクラブの安定的な運営への支援 

柴田町体育協会が主体となって行う総合型地域スポーツクラブが、継続して安定し

た運営を行うには、町体育施設等の指定管理や町の事業受託により自立することが必

要であることから、その基盤づくりとして柴田町体育協会若しくは総合型地域スポー

ツクラブの法人化に向けた調査・研究への支援を行います。 

○ 生涯教育総合運動場の整備 

生涯教育総合運動場の活用について調査研究を実施します。 
 

2-4-3 文化の振興と文化財の保存 （生涯学習課） 

○ 文化振興と郷土学習活動の推進（指標 No.27） 

町の文化振興について調査・研究するとともに、自然、歴史等に関する体験学習事

業の実施や利用者等と連携した施設の活用に努めます。 

○ 郷土資料の調査保護と活用（指標 No.28） 

郷土資料の調査保護及び整理分析に努めるとともに、資料展示館思源閣での展示を

通してその成果を住民にＰＲするとともに、その伝承を行います。 

○ 文化財調査と活用 

文化財パトロールを実施し、文化財の状況を把握するとともに、町内の史跡巡りな

ど文化財を活用したイベントを通して文化財への関心と保護意識の啓発に努めます。 

また、文化財の案内板や標柱の点検整備を行うほか、町制 60周年記念事業として「柴

田町の文化財第 11 集」の改訂作業を実施します。 
 

2-4-4 図書館の充実 （生涯学習課） 

○ 図書館の機能強化（指標 No.29） 

インターネット予約、ＩＣタグ導入、閉架書庫の増設、児童コーナーの分離化、生

涯学習施設との連携など、機能を強化します。 

○ 新図書館の建設 

図書館建設基金の積立を継続するとともに、本格的な図書館建設に向けての講演会

開催、町民を交えた勉強会や町民を対象としたアンケートの実施などを行い、“わが町

の図書館像”の基本理念やコンセプトを明確にして、図書館建設基本構想策定に着手

します。 

○ 学校図書館の充実 

学校図書館司書の増員や専任支援職員の確保を図るとともに、ボランティアの育成

や協力団体との連携など、支援体制を確立します。 
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2-4-5 読書活動の充実 （生涯学習課） 

○ 子ども読書活動（指標 No.30） 

家庭、学校、図書館、生涯学習センター等と連携して子ども読書活動推進計画の取

組を行います。図書館での絵本読み聞かせ、放課後児童クラブの絵本読み聞かせなど

を実施し、子どもたちへの絵本読み聞かせを充実します。 

○ 絵本プレゼント 

子どもに読書習慣を身に付けさせ、豊かな心を育むために、新 1 年生に絵本のプレ

ゼントをします。 

また、ブックスタートとして 4か月児健康診査の際に、2冊の絵本をプレゼントしま

す。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

26 
全スポーツ施設の利用者
数 

178,000人 180,000人 
生涯学習課（平成 25年度実績） 

総合型地域スポーツクラブ設立な

どによる増 

27 
ふるさと文化伝承館・産業
展示館研修室・如心庵利用
者数 

25,800人 26,000人 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 1％増 

28 
資料展示館 思源閣観覧者
数 

3,900 人 4,000 人 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 3％増 

29 図書貸出冊数 112,000冊 120,000冊 
生涯学習課（25年度実績） 

現状値の 7％増 

30 
小学 5年生で 1か月間全く
本を読まない割合 

2.1％ 2.0％以下 
生涯学習課（25年度実績） 

子ども読書活動推進計画目標値 
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２-５ 地域間交流・国際交流の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域間交流） 

□ 国内姉妹都市の岩手県北上市とは、柴田町少年野球チームが毎年北上市で交流試合に

参加しています。また、上川名地区が北上市の黒岩地区と交流を図っています。平成

27 年 1 月には姉妹都市提携 35 周年を迎えますが、住民の姉妹都市の認知度が低く、

これらについて周知する必要があります。 

□ ふるさと姉妹都市・歴史友好都市 5 市町（柴田町、亘理町、山元町、北海道伊達市、

福島県新地町）では事務局持ち回りで、ふるさと従兄弟（い～とこ）まちづくりサミ

ットとふるさと従兄弟（い～とこ）スポーツ祭を隔年で実施しています。 

 

（国際交流） 

□ 国際姉妹都市の中国丹陽市との交流事業は、尖閣諸島問題などの日中間の懸案事項等

により、現在自粛していますが、柴田町日中友好協会が行う友好訪問や交流イベント

については支援を行っています。 

□ 外国人観光客が年々増加傾向にあり、来訪者への支援等についても対応が求められて

います。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域間交流） 

◎ 住民レベルでの文化、スポーツ、産業などの地域間交流が広まり、まちの活性化につ

ながっています。 

 

（国際交流） 

◎ 国際感覚、国際意識の豊かな人材が育つような取組が進められています。また、国際

化に対応し、外国語の表記が進んでいます。 

◎ さくらまつりの外国人観光客向けに、ボランティアによる通訳案内所が設置されてい

ます。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-5-1 地域間交流の推進 （まちづくり政策課） 

○ 国内姉妹都市との交流 

岩手県北上市への定期的な「交流バス」や民間団体よる交流のほか、地域間の相互

交流の実現に向け支援します。 

○ ふるさと姉妹都市・歴史友好都市との交流 

ふるさと姉妹都市・歴史友好都市 5 市町で実施する、ふるさと従兄弟（い～とこ）

まちづくりサミットとふるさと従兄弟（い～とこ）スポーツ祭を継続します。 
 

2-5-2 国際交流の推進 （まちづくり政策課） 

○ 国際姉妹都市との交流 

中国丹陽市との交流において、柴田町日中友好協会等が行う友好訪問や交流イベン

トへの支援を継続します。 
 

2-5-3 国際化への対応 （まちづくり政策課） 

○ 国際化人材の育成 

外国語指導助手などの人材を活用し、国際理解を深める学習機会の充実や交流活動

を通じて、国際的な広い視野を持った人材の育成に努めます。 

○ 国際化への対応 

ガイドブックや案内看板などの外国語表記、町内在住外国人などの地域の人材を活

用したボランティア通訳の実現に努め、外国人に向けた生活に必要な情報や災害情報

を発信するとともに、相談体制の確立を図ります。 
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２-６ タウンセールスの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（タウンセールス） 

□ 住民や観光事業者が、町のイベントや観光政策の計画策定などに積極的に参加し、タ

ウンセールスを推進しています。また、住民主体で考案されたキャラクターが、町の

魅力を町内外にやさしく伝えています。 

□ おもてなしの体制が整い、楽しく魅力のあるイベントが数多く開催され、町を訪れる

人が増えています。 

□ 今後は、観光関連以外の町の魅力についても積極的に情報を発信していく必要があり

ます。また、即時性に優れ、広域（全国）への情報発信が容易で、様々なコンテンツ

（写真、動画等）を提供できるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

の活用等を含めた新たなタウンセールスの展開が求められています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（タウンセールス） 

◎ タウンセールスを推進する様々な団体等が、町の魅力を町内外へ発信することで、交

流人口が増加し、地域の活性化が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

2-6-1 タウンセールスへの取組 （まちづくり政策課） 

○ 情報発信研修会の開催 

職員、地域団体、関係団体を対象に、町の様々な資源を効果的、魅力的に発信する

ためのスキルアップを図ります。 
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基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 

       ～ 安全で安心して暮らせるまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティが持続的に発展していくためにも安全で安心な暮らしを確保してい

く必要があります。いつ発生するか分からない地震などの自然災害、火災や事件・事故

に備えるために、自ら安全対策を講じた上で、地域社会の助け合い、さらに、行政と一

体となった防災力や安全力を柴田町地域防災計画や柴田町犯罪のない安全・安心なまち

推進条例により構築していきます。 

また、高齢者、子どもたち、障がい者の方々など、誰もが等しく安心して生きられる

社会づくりを推進するとともに、仙台大学や行政区と連携した地域まるごと健康づくり、

みやぎ県南中核病院における救命・救急体制の整備、子育て不安を解消するための子育

て支援サービスの充実や子どもの成長をみんなで見守る体制づくりに努めます。 

さらに、公共施設が安全で安心して使えるように計画的な整備・改修に努めます。 
 

（施策の大綱） 

施策３-１ 健康づくりの推進 

施策３-２ 地域医療・救急体制の充実 

施策３-３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

施策３-４ 子育て・子育ち支援の充実 

施策３-５ 地域防災力の向上 

施策３-６ 交通安全・防犯対策の推進 

施策３-７ 公共施設の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 誰もがいつまでも健康で安心して暮らすことができる保健・医療・福祉環境の

整備を進めます。 

② 自然災害や人的災害、犯罪等から住民を守るため、「地域の安全は地域で守る」

という意識のもと、住民と協働で活動できる安全・安心な環境づくりを進めます。 

 

後期計画における重点事項の方針
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３-１ 健康づくりの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（健康づくり） 

□ ライフスタイルの変化や価値観の多様化により、身体や心の健康に不安を抱える方が

増えている現状から、住民一人一人が健康に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り

組み、個人の健康を地域で支える環境づくりをすることが求められています。 

□ 町における死亡原因は、3大生活習慣病と言われる悪性新生物（がん）、心疾患、脳血

管疾患が全体の半数を占めていることから、保健事業として、生活習慣病をはじめと

する疾病の予防と早期発見に向けた各種健康診査、がん検診、健康教育や健康相談な

どを実施しています。今後も住民の健康保持・増進のため、各種健康診査等の未受診

者対策を含めての積極的な事業の推進が必要となっています。 

 

（医療保険） 

□ 国民健康保険の加入状況は平成 25 年度末で被保険者が 9,785 人で加入割合は 25.5％

となっています。平成 25 年度の総医療費は 33 億 2,500 万円で、一人当たり 33 万 6

千円となっており、年々増加しています。また、特定健康診査・特定保健指導につい

ては、第 2期柴田町特定健康診査等実施計画に基づき、健診内容の充実と受診勧奨通

知などで周知・啓発を図っています。 

□ 国民健康保険は、他の医療保険などに加入している方を除くすべての住民を被保険者

としているため低所得者が多いほか、高齢化に伴う疾病の増加や医療技術の高度化に

より、医療費が年々増加しており、厳しい財政運営を余儀なくされています。そのた

め、医療費の適正化や特定健診等による早期の疾病予防やジェネリック医薬品の普及

啓発が急務となっています。 

□ 社会保障制度プログラム法8により、医療保険制度の見直しが進められていることから、

運営の広域化等その動向を注視し、国民健康保険の安定的な運営に努める必要があり

ます。 

□ 後期高齢者医療の平成 25年度末被保険者は 4,592人で加入割合は 12.0％となっており、

高齢化に伴い医療費は年々増加しています。後期高齢者医療制度の枠組みについては、

現行制度を基本として必要な改善が進められる見込みとなっています。 

 

                                                   
8 社会保障制度プログラム法：正式名称を「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する

法律」という。社会保障制度改革の全体像、進め方を規定したもの。 
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（人）

 
図表 出生者数、死亡者数、主要死因別死亡者数の推移 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 

出生者数総数 354 305 319 293 300 

死 亡 者 総 数 316 304 354 400 368 

悪 性 新 生 物 78 98 92 119 108 

脳 血 管 疾 患 36 28 56 52 32 

心 疾 患 47 39 49 52 41 

（資料）仙南保健福祉事務所 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（健康づくり） 

◎ 住民一人一人の「自分の健康は自分で守る」という健康に対する意識が高まり、健康

的な生活習慣を身に付けて、健康づくりに取り組む住民が増えています。また、乳幼

児から高齢者まで、ライフステージに合わせた健康づくり体制の整備が図られ、心身

ともに健康で心豊かな生活を送っています。 

◎ 正しい食生活や運動習慣など、日々の生活習慣の改善により疾病を予防することや各

種健康診査、がん検診等による疾病の早期発見、早期治療を行い、自らが健康管理に

努めることで住民の健康の保持・増進が図られています。 

 

（医療保険） 

◎ 特定健康診査や特定保健指導の充実による住民の健康づくりが推進され、医療費の適

正化が進み、国民健康保険事業が健全な運営状況になっています。また、国民健康保

険制度の安定化に向け、県が運営主体となる広域化が図られ、安定した医療保険制度

が構築されています。 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-1-1 健康づくり活動の推進 （健康推進課） 

○ 「健康しばた 21」、「食育推進計画」の推進 

住民一人一人が健やかで心豊かに生活できるように、各関係機関と連携した健康づ

くりや生涯にわたって元気に過ごすことができるよう食育を進めます。 

また、健康づくりのきっかけを応援しようと事業開始した健康づくりポイント事業

の定着を図ります。 

○ 地域における健康づくりの推進 

健康推進員や食生活改善推進員などの活動内容を充実させ、地区住民とともに、自

ら健康づくり活動ができるよう支援を行います。 

○ 健康づくり事業の充実と健康情報の提供（指標 No.31） 

住民が健康を意識した生活や運動習慣を身に付けるための健康教室の開催や健康相談

事業の充実を図るとともに、住民による地域資源を活用した主体的な健康づくりの取組を

支援します。 

また、広報紙、ホームページなど機会をとらえて、健康情報の提供に努めます。 

○ 心の健康づくりの推進 

心の健康保持・増進のため、心の健康についての正しい知識の普及啓発を図るとと

もに、相談者への支援体制の充実に取り組みます。 
 

3-1-2 保健事業の充実 （健康推進課） 

○ 母子保健事業の推進 

安心して子どもを産み育てることができるように各種健診、相談などの母子保健事

業を充実させ、子育てを支援します。 

○ 思春期保健事業の充実 

次代を担う思春期世代に母性や父性の育成を図るため、学校等との連携により事業

を推進します。 

○ 感染症対策の充実 

各種予防接種についての情報提供と接種勧奨を行い、接種率の向上に努めます。 

また、新型インフルエンザなどの感染症に備え、感染拡大を最小限にとどめるため

の体制を整備します。 

○ 健康診査等の充実（指標 No.32・33） 

疾病の早期発見、早期治療のため、各種健康診査やがん検診等の機会を提供すると

ともに、受診率の向上を図るため、休日や夜間検診など受診しやすい環境を整えます。 

また、健康管理システムを活用し、住民の健診台帳を整備し、未受診者対策として

コール・リコール事業9を行います。 
 

                                                   
9 コール・リコール事業：対象者に対する繰り返しの個別受診勧奨のこと。 
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○ 歯科保健事業の充実 

歯や口腔の健康保持増進のため、口腔衛生に対する知識の普及や歯科健康診査、健

康教室などの予防事業を推進します。 

○ 人材の確保 

住民への保健サービス推進のために、保健師、栄養士等の人材確保と資質の向上に

努めます。 
 

3-1-3 医療保険制度・国民年金事業の健全な運営 （健康推進課） 

○ 国民健康保険事業の健全な運営の推進 

国民健康保険制度の円滑な財政運営のため、被保険者に対し制度の啓発を行うとと

もに、負担の公平性の観点に基づく適正な保険税の賦課と収納率の向上に努めます。 

また、レセプト点検やジェネリック医薬品の普及啓発等により医療費の適正化を進

め、適正な給付を行います。 

○ 特定健診・特定保健指導の推進（指標 No.34） 

特定健康診査・特定保健指導を実施し、生活習慣の改善による生活習慣病の早期予

防を図り、医療費の適正化を図ります。 

○ 後期高齢者医療制度の安定的な運営 

後期高齢者医療制度の安定的運営のために、宮城県後期高齢者医療広域連合と連携

を図りながら、制度の周知や保険料の収納等に努めます。 

○ 国民年金事業の普及促進 

国民年金業務（法定受託事務）の確実な事務執行と、年金制度の広報等による普及

啓発の推進、年金相談に対する窓口対応の充実に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

31 

健康づくり教室等への参
加者数（まちづくり出前講
座、各種健康相談・健康教
室の参加者数） 

1,028 人 1,130 人 
健康推進課(平成 25年度実績) 

現状値の 10％増 

32 胃がん検診受診率 25.7％ 50.0％ 
健康推進課(平成 25年度実績) 

国の目標値 

33 大腸がん検診受診率 35.8％ 50.0％ 
健康推進課(平成 25年度実績) 

国の目標値 

34 特定健康診査受診率 35.5％ 60.0％ 

健康推進課(平成 25年度実績) 

第 2期特定健康診査等実施計画の

目標値 
 
※がん検診受診率：推計対象者（国勢調査人口から就業者数を控除し、農林水産業従業者数を加えたもの）に

対する受診者の割合 
※特定健康診査受診率：40歳から 74歳の国民健康保険被保険者に対する受診者の割合 
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３-２ 地域医療・救急体制の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域医療） 

□ 町内には、病院 2か所、診療所 18か所、歯科診療所 14か所があり、身近な医療機関

として初期治療を担っています。 

□ 県内の医療圏における人口 10 万人当たりの医師数は、仙南医療圏が 143.7 人、仙台

医療圏は 275.7人と医療圏における格差が大きく、医師不足が問題となっています。 

□ 初期医療や日常的な健康管理を推進するためには、身近に相談することができる「か

かりつけ医」が必要ですが、住民に必要性が十分に浸透していない状況です。 

 

（救急体制） 

□ 仙南医療圏の地域医療支援病院及び救命救急センターの役割を担う病院として、みや

ぎ県南中核病院の充実が重要となっています。 

□ みやぎ県南中核病院と地域の医療機関の役割機能や救急医療体制が、十分に生かされ

連携が図られています。 

□ 大河原町に仙南夜間初期急患センターが開設され、平日夜間の急な発熱など救急患者

のための初期救急医療体制が整備されています。 

□ 急病や事故などの緊急時に、より早く適切な医療が受けられる体制が必要ですが、医

療機関の役割機能の違いが住民に浸透していないため、みやぎ県南中核病院の救急外

来に救急医療を必要としない軽症患者の受診が多く、医師の疲弊を招き、救急医療体

制に支障が出ています。 

図表 みやぎ県南中核病院外来・入院患者取扱数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）みやぎ県南中核病院 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域医療） 

◎ 「かかりつけ医」を持ち、日常的な健康管理を適切に行っている住民が増えています。 

 

（救急体制） 

◎ 初期10・二次11・三次12の救急医療体制が整備され、夜間や休日でも安心して適切な医

療を受けられる体制が整っています。 

◎ みやぎ県南中核病院を中心に地域の医療機関と役割分担が図られ、高度化する医療に

対応した質の高い医療サービスが提供されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-2-1 地域医療機関との連携の推進 （健康推進課） 

○ かかりつけ医の普及 

疾病治療に加えて、疾病予防や日常的な健康管理を推進するため、地域の医療機関

や医師会などと連携を図り、町内医師の紹介をするなど「かかりつけ医」の普及に努

めます。 

○ 医療情報の提供 

誰もが安心して医療が受けられるように、地域医療機関とみやぎ県南中核病院の機

能分担について周知するとともに、ホームページやメール配信サービスなどを活用し

健康情報の提供を行います。 
 

3-2-2 救急医療体制の充実 （健康推進課） 

○ 救急医療体制の充実 

休日夜間の病院群輪番制による二次救急に加え、平日夜間初期救急の医療体制が整

ったことにより、初期・二次・三次救急医療体制が明確化され、それぞれの医療機関

が役割に応じた機能が発揮されるよう、救急外来や救急車の適切な利用について、広

報紙やホームページなどを活用し周知に努めます。 

○ 災害時医療体制の充実 

初期医療は町内の医療機関が当たり、重症患者は災害拠点病院であるみやぎ県南中

核病院につなぐ連絡体制が整えられるように、住民の理解と協力のもと、町内医療機

関との連携を図ります。 
 

                                                   
10 初期救急医療：外来診療によって比較的軽症の救急患者に対応 
11 二次救急医療：入院治療を必要とする重症患者に対応 
12 三次救急医療：特に重症及び複数の診療科にわたる重篤な患者に対応 
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３-３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域福祉） 

□ 価値観の多様化や核家族化の進行などにより、地域のつながりが薄れている中で、す

べての住民が自立した生活を送ることができるよう住民、行政区、民生委員・児童委

員や社会福祉協議会などと町が連携して取り組み、地域ぐるみで支え合う体制の充実

が求められています。 

 

（高齢者福祉） 

□ ひとり暮らしの高齢者の増加により孤独死の発生が懸念されます。高齢者が地域で孤

立しないで自立した生活ができるよう健康や介護予防、生活全般にわたる相談や支援

体制の充実が求められています。 

 

（障がい者福祉） 

□ 障がいのある方は増加傾向にあり、地域の中で自立した生活を送ることができるよう

利用者のニーズにあった多種多様なサービスが求められています。 

図表 要支援・要介護認定者数と高齢化率の推移（各年 3月末日） 
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（資料）介護保険事業報告、高齢者実態調査 
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図表 障がい者数の推移（各年 3月末日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域福祉） 

◎ 地域で暮らす人々が互いに助け合える関係を築き、すべての住民が支え合いながら生

活を営んでいます。 

 

（高齢者福祉） 

◎ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の推進により健康・生活全般にわたる相談・

支援体制が充実し、地域の中で孤立しないで生活できる元気で自立した高齢者が増え

ています。 

 

（障がい者福祉） 

◎ 障害福祉計画の推進により相談・支援体制が充実し、障がいのある方の社会参加が促

進され、地域でいきいきと生活を営んでいます。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-3-1 地域福祉の推進 （福祉課） 

○ 安心生活見守りの推進（指標 No.35） 

住民の生活の見守りを実施する事業所等を増やすことにより、孤独死などの防止に

努め、また、早期発見ができるよう協力体制を推進します。 

○ 福祉避難所の増設 

災害時に援護が必要な方を支援するための福祉避難所を増設します。 
 

（資料）福祉行政報告例 
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○ 災害時避難行動要支援者名簿の活用 

避難行動要支援者の把握により、地域の自主防災組織等と連携し、災害時の対応に

備えます。 

○ 地域生活支援の充実 

行政サービスだけでは手の届かない多様なニーズにこたえられるよう、地域福祉の

中核的役割を担う社会福祉協議会との連携強化を図ります。 

○ 地域福祉計画の策定 

町と住民、福祉団体等の関係者との連携により、住民すべてが家庭や地域の中で安

心して暮らせるよう助け合い、支え合う仕組みづくりを目指す地域福祉計画を策定し

ます。 
 

3-3-2 高齢者福祉の充実 （福祉課） 

○ 安心できる介護保険相談の充実（指標 No.36） 

地域の高齢者の総合相談窓口として、高齢者人口 3,000～6,000人程度で中学校区に

一つの地域包括支援センターを設置します。 

○ 高齢者自立支援通所事業の充実（指標 No.37） 

介護予防やひきこもり防止のために、通所事業を実施します。 

○ 安心できる高齢者の住まいの確保 

安心した住まいの確保のため、サービス付き高齢者向け住宅の建設を促進します。 

○ 多様な介護保険サービスの充実（指標 No.38） 

地域密着型介護保険施設のサービス事業所を設置し、高齢者の居宅介護及び施設介

護の充実を図ります。 

○ 認知症の理解と啓発の促進 

認知症であっても自宅で生活が送れるよう、認知症の方と家族を見守りサポートが

できる地域づくりを目指し、認知症に対する理解と啓発を促進します。 

○ 虐待防止と権利擁護の推進 

虐待防止の啓発を推進するとともに、人権を擁護するため、成年後見制度の活用を

推進します。 
 

3-3-3 障がい者福祉の充実 （福祉課） 

○ 障がい者福祉サービスの充実（指標 No.39） 

利用者のニーズに応じた多様な支援ができるよう、相談支援の充実を図り、様々な

サービスの情報の提供に努め、障がい者福祉サービスの充実を推進します。 

○ 障がい者福祉施設への支援（指標 No.40） 

地域活動支援センターの事業運営により、在宅障がい者の活動の場を確保します。 

○ 雇用、就業の確保 

ハローワークや一般企業、県南障害者就業生活支援センターとの連携を図りながら、

就労に向けた取組を進めます。 
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○ 虐待防止と権利擁護の推進 

虐待防止の啓発を推進するとともに、人権を擁護するため、成年後見制度の活用を

推進します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

35 
安心生活見守りに関する
協定の締結数 

7 事業所 10 事業所 
福祉課(平成 26年度実績) 

3事業所の増 

36 地域包括支援センター数 2 施設 3 施設 
福祉課(平成 26年度実績) 

中学校ごとに 1施設を目指す 

37 
高齢者自立支援通所事業利
用者数 

98 人 200人 
福祉課(平成 25年度実績) 

1通所事業所の増 

38 

地域密着型介護施設整備数 

（認知症対応型共同生活介

護、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型老人福祉施設） 

6 施設 10 施設 

福祉課(平成 26年度実績) 

多様な介護サービスを充実する 

39 障がい者相談支援事業利用者数 83 人 100人 
福祉課(平成 25年度実績) 

現状値の 20％増 

40 
地域活動支援センター「しら

さぎ」及び「もみのき」の利

用者数 
24 人 35 人 

福祉課(平成 25年度実績) 

定員数 
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３-４ 子育て・子育ち支援の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（子育て・子育ち支援） 

□ 新たな子育て支援制度による子ども・子育て支援事業計画（平成 27年度～平成 31年

度）により、待機児童の解消や保護者の就労障害の解消を目指し、子育て家庭の多様

なニーズに対応できる環境づくりや子育て支援を行い、子育て中の親が安心して子育

てができるようにするためのサービスの充実を図る必要があります。 

□ 保育所は、保護者の勤務形態の変化や核家族化などにより、多様な保育サービスに対

するニーズが増えていることや、待機児童が解消されていない現状にあることから、

子育てと仕事の両立を支援するための機能が求められています。また、施設の老朽化

が進んでおり、良好な保育環境を確保する上でも継続的な施設整備が必要です。 

□ 児童館は、地域において児童に健全な遊びを提供し、児童が遊びながら自主性、創造

性、協調性等を養い、心身ともに健全な育成が図られるように取り組んでいますが、

児童館がない地域もあることから早急な児童館の整備が求められています。また、児

童館には子育て支援機能も求められ、乳幼児と保護者の子育て支援策が重要となって

います。 

□ 放課後児童クラブは、就労等により、主に日中保護者が家庭にいない小学生に、遊び

や生活の場を提供して健全な育成が図られるように取り組んでいます。今後は保護者

の多様なニーズに対応していくことが求められています。 

□ 子どもの適正な医療機会を確保し、子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため、

子ども医療費の助成対象を町独自策としてこれまで順次拡大してきました。平成 25

年 10月からは入院、通院ともに中学 3年生の 15歳到達年度末までを助成対象として

医療費の無料化を図っていますが、所得制限により一定以上の所得のある方が対象外

となっているため、所得制限の撤廃が求められています。 

図表 総人口と乳幼児人口の推移（各年 3 月末日） 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（子育て・子育ち支援） 

◎ 保護者のライフスタイルに合った多様な保育サービスが質・量とも充実し、保護者が

安心して仕事に就いています。また、保育所の良好な環境整備により、児童が安心し

て快適に生活することができる施設になっています。 

◎ 児童館では、児童の居場所づくりが充実し、心身ともに健やかでたくましく育つ児童

が増え、また、子育てに関する情報提供や相談体制が充実しています。 

◎ 放課後児童クラブでは、延長保育サービスなど、多様なニーズにこたえ、児童の健全

育成が図られ、生活の場が充実しています。 

◎ 子ども医療費の助成などより、保護者の経済的な負担が軽減され安心して子どもを産

み育てられる環境になっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-4-1 子育てサービスの充実 （子ども家庭課） 

○ 保育体制の充実（指標 No.41・42） 

児童数の変化や保育ニーズなど、実情を踏まえながら保育体制の充実を図ります。 

○ 多様な保育サービスの充実（指標 No.43） 

子育て支援策の充実やファミリー・サポート・センター事業の安定的な運営、小規

模保育、家庭的保育などの実施に向けて積極的に支援しながら、多様な保育ニーズへ

の対応と体制の整備充実を図ります。 

○ 相談体制、情報提供の充実 

子育てサポーターなどの育成を支援し、ネットワークを形成するとともに、ネット

ワーク間の情報交流・連携の充実を図ります。また、身近な地域における相談や保護

者同士の交流の場となる子育て支援センター及び児童館の機能の拡充を図り、多様な

相談ニーズへの対応と子育て支援ガイドブックや町のホームページなどを活用した情

報発信を積極的に行います。 
 

3-4-2 親と子どもの学び環境の充実 （子ども家庭課） 

○ 親が参加しやすい学習環境の充実 

親が育児に関する知識などを学ぶことができ、育児サークル等に参加しやすくする

ために、学習機会や活動の場の充実に努めます。 

○ 子どもの活動の場の充実（指標 No.44） 

子どもの活動の場や機会の確保の観点から、児童館や放課後児童クラブなどによる

事業の充実を図るとともに、利用希望者の多様なニーズに対応します。 
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○ 地域児童館の整備 

児童の居場所づくりや子育てに関する情報提供・相談機能、子育て親子の集いの場

など、多様な役割を担う児童館の環境を整備します。 
 

3-4-3 仕事と家庭の両立への支援 （子ども家庭課・健康推進課） 

○ 子育て家庭への経済的支援 

児童手当や子どもの医療費助成などの支援事業を継続して行います。 

また、子ども医療費助成については、国・県に補助制度の拡充を要請していきます。 

○ 子育て支援サービスの充実（指標 No.45） 

保育サービス及び放課後児童クラブ事業、ファミリー・サポート・センター事業な

ど、保護者の多様な働き方に対応した子育て支援を推進します。 

○ ひとり親家庭への自立支援 

ひとり親家庭などが抱える様々な課題に対し、自立支援、育児・子育てへの支援、

生活の安定と向上などの支援を行います。 
 

3-4-4 要保護児童等への取組 （子ども家庭課） 

○ 障がい児の支援体制の充実 

障がい児に対する各種事業の継続と支援体制の充実に努めます。 

○ 児童虐待防止の推進 

子どもが親などによる虐待に遭うことがない社会づくりのため、親に対する適切な

助言や、地域住民・関係機関と協力体制を築きながら防止に努めます。 
 

3-4-5 子ども・子育て支援新制度への取組 （子ども家庭課） 

○ 子ども・子育て会議の開催 

子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の実施及び評価、計画

の変更を行います。 

○ 施設型給付・地域型保育給付 

保育所・幼稚園・認定こども園に対する施設型給付を行い利用者の負担軽減を図ります。 

また、小規模保育・家庭的保育の拡充を図るため施設整備費の援助、安定的運営のため

運営費補助を行います。 

○ 地域子ども・子育て事業の実施 

子ども・子育て支援事業計画に基づく事業を実施し、子育て環境の整備を行います。 
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■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

41 保育所の定員 420人 440人 
子ども家庭課(平成26年度定員) 

船岡保育所の定員見直し 

42 ゆとり保育の利用者（人/日） 17 人 24 人 
子ども家庭課(平成25年度実績) 

槻木保育所に新設 

43 
小規模保育・家庭的保育の
受入れ人員（人/日） 

0 人 38 人 
― 

新規に事業を導入 

44 児童館の利用者数（人/日） 77 人 85 人 
子ども家庭課(平成26年度実績) 

児童館ごとに特色ある事業実
施による利用拡大 

45 放課後児童クラブ登録者数 264人 360人 
子ども家庭課(平成25年度実績) 

小学 6年生まで利用拡大 
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３-５ 地域防災力の向上 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（災害対策） 

□ 東日本大震災の経験から、各行政区に自主防災組織が結成されましたが、活動に地域

差があり、住民の参加、特に子どもや若い人々の参加が減少しています。 

□ 屋外拡声装置は各基の設置場所に出向かなければ発令放送できない状況にあり、庁舎

の Jアラート受信装置と連携させるなど、情報伝達体制の整備が必要となっています。 

□ 防災行政無線は、電波法関係審査基準の改正によりアナログ無線機からデジタル無線

機の変更を指示されており、計画的な整備が必要です。 

□ 近年の温暖化に伴う局地的な豪雨や東日本大震災による地盤の沈下などにより、船岡

大住町、船岡杉崎及び船岡清住町の雨水による浸水被害が多発していることから、公

共下水道鷺沼排水区の計画的な雨水整備の推進が求められています。 

□ 大雨等で、槻木地区や船岡地区で冠水被害が発生しています。各地区には、常設ポン

プや仮設ポンプを配備して早期の冠水解消に努めていますが、継続的な雨水対策工事

が必要です。船岡西地区と船岡南地区では対策工事を実施していますが、今後、効果

の検証が必要です。また、町道海老穴 2号線は、軟弱地盤による道路冠水軽減のため

の対策が必要です。 

 

（消防体制） 

□ 消防団員の確保については、定員 350 人に対し、310 人前後であり、消防団員の確保

に向けて、女性・大学生団員へのＰＲが必要です。 

□ 消防団員の安全確保のために、安全靴、救命胴衣、トランシーバー、機能やデザイン

が一新された活動服などの装備をはじめ、災害に備えたチェーンソーなどの機材の充

実を図っていく必要があります。 

□ 住宅用火災警報器の設置については、消防団、婦人防火クラブに調査依頼した結果、

完全設置は、26％という結果であり、引き続き普及率を上げるよう努めていく必要が

あります。 

図表 火災発生件数及び損害額の推移 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（災害対策） 

◎ 防災対策は、自主防災組織の育成強化により、災害時に住民、行政が一体となった対

応が図られるとともに、防災用の備蓄倉庫・備品など防災資機材の整備により、災害

時における避難生活がスムーズに行えるようになっています。 

◎ 屋外拡声装置やデジタル防災行政無線の計画的な整備により、災害発生時や災害が発

生する恐れがある場合、住民等へ迅速に情報伝達ができるようになっています。さら

に、防災関係のパンフレット、ポスター、ビデオ等の活用により、住民への防災意識

の啓発・高揚が図られています。 

◎ 既設函渠13の改修とバイパス函渠の設置が推進され浸水区域が減少しています。 

◎ 槻木地区や船岡地区の冠水被害が軽減されています。 

◎ 町道海老穴 2号線の道路冠水の軽減に向けた協議が進んでいます。 

 

（消防体制） 

◎ 消防体制は、消防署の充実に努めることにより、消防力の強化が図られるとともに、

消防団員（女性・大学生団員を含めた）の加入に努め、実情に応じた消防防災設備の

計画的整備により、消防団活動の充実が図られています。 

◎ 消防署による予防指導の強化促進や消防団、婦人防火クラブ等の充実に努めることに

より、火災発生予防の徹底など、火災の未然防止が図られています。また、消火栓等

の計画的な整備により、消防水利の整備が推進されています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-5-1 防災対策の推進 （総務課） 

○ 防災意識の高揚 

東日本大震災の経験を生かした地震対策、近年の土砂災害や火山災害、原子力災害

等に対応するため柴田町地域防災計画の改訂を行い、防災訓練や消防団の活動などを

通じて、住民の防火･防災意識の高揚を図り、防災関係のパンフレット、ポスター、ビ

デオ等の活用により住民への防災意識の啓発に努めます。 

○ 自主防災組織の育成強化（指標 No.46） 

災害時に住民、行政が一体となった対応が図られるように、自主防災組織の育成強

化を図ります。 

また、自主防災組織の指導員養成のために講習会を開催し、各行政区 2 名以上の指

導員の配置に努めます。 
 

                                                   
13 函渠：箱形（四角）の形をした水路。 
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○ 防災設備の充実 

災害発生時や災害が発生する恐れがある場合、地域住民等へ迅速に情報伝達ができ

るように、屋外拡声装置、デジタル防災行政無線などの計画的な整備を図ります。 

○ 企業との協力体制の拡充（指標 No.47） 

災害時に住民、行政のみならず、企業との協力体制が必要であり、町内工場等連絡

協議会と連携しながら協力体制の拡充を図ります。 

○ 被災者支援システムの整備 

災害発生後に、被災者を救護・支援していくことが必要であり、倒壊家屋管理・生

活再建支援・り災証明書等のシステム整備の調査・検討に努めます。 

○ 防災公園の整備 

防災機能を併せ持ち、住民が親しみを持って利用できる防災公園の整備を計画的に

進めます。 
 

3-5-2 消防体制の充実 （総務課） 

○ 消防団活動の充実（指標 No.48） 

地域の防災活動に重要な役割を担う消防団活動への理解を促進し、消防団員の確保

と実情に応じた消防防災設備の計画的な整備を図ります。 

○ 消防団協力事業所の拡充（指標 No.49） 

各企業・事業所に対し、消防団活動をＰＲし、積極的に協力してくれる事業所の拡

充に努めます。 

○ 火災の未然防止 

常備消防による予防指導の強化促進や消防団、婦人防火クラブ、幼年消防クラブ等の

充実に努め、一般家庭に対する火災発生予防の徹底など、火災の未然防止に努めます。 

○ 消防水利の整備（指標 No.50） 

消防水利の不足している地区を重点に、消火栓等の計画的な整備を図ります。 
 

3-5-3 雨水対策の推進 （上下水道課） 

○ 鷺沼排水区公共下水道雨水整備の推進（指標 No.51） 

鷺沼排水区公共下水道整備を大河原町と共同施工により実施し、船岡大住町、船岡

杉崎及び船岡清住町など繰り返し浸水被害が発生している地域の浸水被害の軽減を図

ります。 
 

3-5-4 冠水対策の促進 （都市建設課） 

○ 槻木市街地の雨水対策（指標 No.52） 

既設排水を分水し、新たに 2系統の排水路を整備して冠水被害を軽減します。並行し

て、一般国道 4号の排水対策は国土交通省が進めます。 

○ 町道海老穴 2号線雨水対策（指標 No.53） 

町道海老穴 2号線の軟弱地盤対策を進めます。 



 

－ 70 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

46 
自主防災組織防災指導員
数 

90 人 110人 
総務課（平成 27年 3月末現在） 

各自主防災組織に 2人以上 

47 災害時の協力企業数 16 事業所 22 事業所 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

工場等連絡協議会参加企業の半

数以上 

48 消防団員数 311人 320人 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

定数 350人に近づける 

49 消防団協力事業所数 1 事業所 3 事業所 
総務課（平成 26年 4月 1日現在） 

現状値より 2事業所増 

50 消火栓設置数 451か所 455か所 
総務課（平成 27年 3月末現在） 

毎年度 1か所設置 

51 
鷺沼排水区公共下水道雨水
整備率 

5.0％ 30.0％ 
上下水道課（函渠整備実績） 

実施計画工程 

52 
槻木市街地雨水対策工事
の整備延長 

150ｍ 550ｍ 
都市建設課（整備実績） 

整備計画 

53 
町道海老穴 2号線雨水対策
工事の整備延長 

0ｍ 100ｍ 

都市計画課（平成 26年 4月 1日

現在） 

整備計画 
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３-６ 交通安全・防犯対策の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（交通安全対策） 

□ 本町における交通事故発生件数は、平成 15年以降減少傾向にありますが、高齢者（65

歳以上）が被害者・加害者となる事故や若年（16 歳以上 24 歳以下）運転者の事故、

自転車の事故の割合が高い状況です。また、交通事故の原因としては、安全不確認が

最も多い状況です。 

□ 住民の交通安全に対する意識の高揚と交通道徳の定着化のため、交通安全運動を引き

続き推進していくことが必要です。特に高齢者の事故、自転車の事故への対応が求め

られます。 

□ 安全な道路環境を確保するため、信号機やカーブミラーの設置など、優先順位を付け

ながら交通安全施設を整備していくことが必要です。 

図表 交通事故の推移（発生件数） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（防犯・消費者被害） 

□ 本町における最近の犯罪発生件数は、年々減少傾向となっていますが、近年、未成年

者や社会経験の浅い若年者、判断力の低下する高齢者等は、振り込め詐欺や有料サイ

トの架空請求等の悪質な手口による犯罪に巻き込まれやすい傾向にあるほか、食品の

偽装表示等、消費生活に関するトラブルも増えています。特に、様々な手口による振

り込め詐欺等の特殊犯罪が増加しています。 

□ 振り込め詐欺等をはじめとする犯罪防止のため、住民の防犯に対する意識の啓発や、

警察、関係機関、地域等の連携強化が必要です。また、防犯運動を推進するとともに、

安全な地域環境を確保するため、町と地域が連携・役割分担しながら防犯施設を整備

していくことが必要です。 

 

（資料）宮城県大河原警察署 
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□ 地域の安全対策については、各自治会等における地域計画を踏まえながら、住民が真に

安心して暮らせるまちづくりの実現のため住民一人一人が「自らの安全は自ら守る」、

「地域の安全は地域が守る」という意識を持ち、地域力を高めていくことが必要です。 

図表 刑法犯罪の推移（認知件数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（交通安全対策） 

◎ 警察、交通安全団体等と連携し、地域社会全体に交通安全への意識高揚が図られていま

す。 

◎ 交通安全施設の整備により、道路を安全に安心して利用されています。 

◎ 高齢者（運転・歩行等）の事故や自転車事故をはじめ交通事故が減少しています。 

 

（防犯・消費者被害） 

◎ 地域ぐるみで見守り合う、防犯活動が各地区で促進されています。 

◎ 防犯施設の効果的な設置により、安全で安心して暮らせるまちづくりが推進されてい

ます。 

◎ 高齢者が主な被害者となる振り込め詐欺等の特殊犯罪をはじめ犯罪が減少しています。 

◎ 地域住民が消費者被害に遭わない方法、巻き込まれた時の対処方法を身に付けています。 

◎ 消費者被害等に関する相談窓口が身近にあり、消費者被害の救済が図られる体制とな

っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-6-1 交通安全運動の推進（指標 No.54） （まちづくり政策課） 

○ 広報啓発活動 

警察や関係機関、団体等と連携し、交通安全運動等を継続的に展開します。 

また、町広報紙やホームページ、チラシ配布・回覧、配信メールなど各種媒体を活

用して広報啓発活動を推進します。 

（資料）宮城県大河原警察署 
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啓発活動実施に当たっては、より効果的に進められるよう民間活力を生かせるよう

努めます。 

○ 各種行事等における交通整理・指導 

年間を通し、各種行事等における交通安全のため、交通指導隊による交通整理・指

導を行います。 

また、児童生徒の交通安全のため、登校時の街頭交通整理・指導を行います。 

○ 交通安全教育の推進 

年齢段階や交通手段等に応じた交通安全教室、特に高齢者や自転車利用者に対する

交通安全教育について、体験や実践を考慮した出前講座のほか、警察や関係機関、団

体等と連携し実施します。 

○ 地域交通安全活動の促進 

地域交通安全にかかわる活動が地域計画に盛り込まれ、主体的に活動が進められる

よう自治会等や自主的な交通安全活動団体に対し、地域づくり補助金等の交付、助言

や情報提供などを行います。 
 

3-6-2 道路交通環境の整備 （まちづくり政策課） 

○ 道路交通環境の整備 

地域住民等からの要望、警察署からの要請、町の調査を踏まえ、交通事故多発地点

や交通危険箇所について効果的な交通安全施設を整備します。 

県道や国道などについては、警察署や関係機関と連携・調整し、安全な道路交通環

境の確保に努めます。また、既存の交通安全施設の維持管理に努めます。 
 

3-6-3 地域防犯対策の推進（指標 No.55） （まちづくり政策課） 

○ 広報啓発活動 

警察や関係機関、団体等と連携し、住民等が犯罪に遭わないよう各種啓発活動を実

施します。 

また、広報紙やホームページ、チラシ配布・回覧、配信メールなど各種媒体を活用

して広報啓発活動を推進します。 

○ 防犯パトロール 

防犯実動隊が青色防犯パトロール車により、年間を通した薄暮や夜間等のパトロー

ル、主要行事における巡回パトロールを行います。 

○ 子どもの安全教育の推進 

幼児や児童に対し、防犯教室の実施や子ども会育成会・防犯活動団体等と連携し、「地

域安全マップ作成教室」を開催するなど、犯罪被害防止能力を高めます。 

○ 住宅防犯診断の促進 

防犯実動隊や警察、住民等が連携し、住宅の防犯診断を実施するとともに、防犯へ

の意識向上を図ります。 

○ 防犯施設の整備（指標 No.56・57） 

歩行者等の安全を確保するため、地域と町が役割分担しながら計画的に防犯灯など

の防犯施設を整備します。また、既存の防犯施設の維持管理に努めます。 
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○ 地域安全活動の促進 

地域安全にかかわる活動が地域計画に盛り込まれ、主体的に活動が進められるよう

自治会等や自主的な地域安全活動団体に対し、地域づくり補助金等の交付、助言や情

報提供などを行います。 

また、地域が作成する「地域安全マップ」などの作成を支援します。 
 

3-6-4 消費者意識の啓発と相談体制の充実 （町民環境課） 

○ 消費者に関する情報提供の推進（指標 No.58） 

広報、ホームページを活用し、消費者被害等に関する情報の提供を行います。 

○ 教育・啓発の推進 

各種団体等に対し出前講座を積極的に実施します。また、消費生活に関する小学生

向けパンフレットを活用し、消費者意識の啓発を図ります。 

○ 相談体制の向上 

身近な相談窓口として消費者相談員のスキルアップと、迅速に対応できるよう関係

機関との連携を図ります。 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

54 交通事故発生件数 143件 130件 
大河原警察署（平成 25年実績） 

現状値の 10％減 

55 刑法犯罪認知件数 328件 300件 
大河原警察署（平成 25年実績） 

現状値の 10％減 

56 防犯灯数 3,096 灯 3,500 灯 

まちづくり政策課（平成 26年 4

月 1日現在） 

年間 100灯の増 

57 
既存防犯灯 LED 化数（町・
地域） 

761灯 1,500 灯 

まちづくり政策課（平成 26年 4

月 1日現在） 

年間約 200灯の増 

58 
広報紙等による消費者意識
の啓発 

0 回 1 回 
町民環境課（平成 25年度実績） 

年 1回を目指す 
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３-７ 公共施設の整備 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（公共施設の管理） 

□ 公共施設の耐震診断は、昭和 56 年 6 月以前に町が建築した建物を対象に実施してお

り、耐震補強が必要とされた建物が 14棟あります。学校施設の耐震化率は 100％を達

成しています。 

□ 全国において公共施設の老朽化対策が課題となっており、国から公共施設等総合管理

計画14の策定が要請されています。今後、公共施設等総合管理計画の導入に向けて、す

べての施設について現状の確認と将来のあり方についての検討が必要です。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（公共施設の管理） 

◎ 公共施設等総合管理計画に基づき取組が進められています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

3-7-1 公共施設の現状把握と将来のあり方 （都市建設課） 

○ 公共施設等の管理の見直し 

公共施設の建設年度、構造、規模、利用状況等について、共通の指標で確認を行い、

今後の施設のあり方を示します。 
 

                                                   
14 公共施設等総合管理計画：公共施設等が更新時期を迎える一方で地方財政は厳しい状況にあり、人口減少・

少子高齢化の進展等により公共施設等の利用需要が変化していくことから、財政負担の軽減・平準化や公共
施設等の最適な配置の実現をめざし、すべての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて総合的かつ計画的
に管理するために策定される計画 
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基本目標４ 地域循環型経済の推進 

       ～ 多彩な産業が連携する元気なまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

コンパクトシティの原動力となるのが、内発的な地域循環型経済の確立です。企業

立地優遇制度を活用して企業の誘致に努めるとともに、既存立地企業の経営力・技術

力・人材力を生かした経営革新への支援を通じて地域産業の活性化に努めます。 

また、農商工連携の下に新たな特産品の開発や商品のブランド化を図るとともに、

地域が一体となって自然や文化、食材、歴史などの資源に磨きをかけ、国内外からの

集客を図る観光まちづくりを進めます。今後とも商工会、観光物産協会、みやぎ仙南

農業協同組合、工場等連絡協議会等と連携し、新たな産業興しや社会事業のビジネス

化などによるビジネスチャンスの拡大を通じて、多彩な産業の集積と雇用の確保に努

めます。 
 

（施策の大綱） 

施策４-１ 観光まちづくりの推進 

施策４-２ 農商工連携によるものづくり 

施策４-３ 地域産業の活性化 

施策４-４ 労働・雇用対策の充実 

施策４-５ 社会事業のビジネス化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① “農業”、“商業”、“工業”、“観光”といった多様な産業が、個々の産業振興を

図るとともに、産業間の連携による相乗効果のある地域の活性化を進めます。 

② 町内に働く環境があり、住民の生業につながることが重要です。そのため、様々

な雇用機会の創出と時代に即した新たな産業の振興を進めます。 

後期計画における重点事項の方針



 

－ 77 － 

 第２編 後期基本計画 

 

４-１ 観光まちづくりの推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（観光の振興） 

□ 町の主たる観光拠点である船岡城址公園は、植栽会や「コミュニティガーデン花の丘

柴田」など官民協働による公園づくりにより、春の桜、夏の紫陽花、秋の曼珠沙華（彼

岸花）や菊を中心に、四季を通して花を楽しめる公園になりつつあります。また、園

路・案内板などの整備も進み、年々来訪者が増加しています。平成 27 年のしばた千

桜橋の開通により、イベント開催時期には、これまで以上の来訪者が見込まれます。

今後は、課題となっている交通渋滞の解消を図る必要があります。 

□ 平成 25年から始まった秋の曼珠沙華まつりや平成 26年から始まった夏の紫陽花まつ

りには、県内を中心に観光客が訪れています。また、春の桜まつり期間中は、国内は

もとより東南アジアや中国などからの観光客が訪れています。イベント開催時には、

観光案内所を設置し観光ボランティアガイドを配置するなど、町ぐるみで “おもて

なしの心”が醸成されつつあります。今後は、外国人観光客の増加に伴う外国人に向

けた観光パンフレット作成や観光案内などの、さらなる充実が求められます。 

□ 「花のまち柴田」の推進により、町内各所に四季折々の花を植栽するなど、観光地と

しての基盤はできてきましたが、まだまだ知名度が低く、情報の発信が必要です。ま

た、地元ならではの食べ物や土産品の開発など、潜在する町内の観光資源を組み合わ

せながら、観光開発を進めていく必要があります。 

 

図表 観光客入込数の推移 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（観光の振興） 

◎ 四季ごとにイベントを開催し、観光バスなどの観光ルートに取り上げられることで、

桜の時期だけではなく、1年を通して観光客が訪れています。 

◎ 潜在する町内の観光資源を発掘し、住民と協働の観光開発を進めることで、本町なら

ではの食べ物や土産品が提供されています。 

◎ テレビや新聞などのマスコミ、ホームページ、案内板、パンフレットを活用した情報

発信を行うことで、観光地としての知名度が高まっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-1-1 魅力ある観光地づくりへの取組（指標 No.59） （商工観光課） 

○ 既存イベントの充実（指標 No.60） 

春の桜まつり、夏の紫陽花まつり、秋の曼珠沙華まつりと菊花展、冬のイルミネー

ションなど、四季のイベントをより一層充実させることで来訪者を増やし、船岡城址

公園の観光地としての魅力を定着させます。 

○ 観光資源の連携 

しばた千桜橋開通に伴う回遊ルートや里山ハイキングコース等と連携した観光事業

を推進します。 

○ おもてなしの心の醸成 

町内の名所、旧跡等を案内できる観光ボランティアガイドの育成を行い、住民によ

る「おもてなしの心」を育むことにより、また訪れたいと思う観光まちづくりを推進

します。また、外国人観光客の増加に伴い、外国人向けの観光パンフレットや案内板

を作成します。 

○ 交通渋滞の緩和 

公共交通機関を利用した来訪者を増やし、桜まつりの時期における交通渋滞を緩和

できるよう取り組みます。 

○ 地域の特産品の開発（指標 No.61） 

地域の特色ある観光資源を発掘するため、食べ物や土産品の開発支援を行います。 
 

4-1-2 広域観光の推進 （商工観光課） 

○ 仙南地域観光ルートの整備 

仙南地域に点在する観光スポットを時期やテーマなどで結びつけられるよう、自治

体間の連携を図ります。 
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4-1-3 観光宣伝と推進体制の整備 （商工観光課） 

○ 観光物産交流館などからの情報発信 

訪れた観光客に 1 年を通して船岡城址公園や町の魅力ある情報を発信することで、

リピーターを増やします。 

○ ホームページの充実 

観光物産協会、商工会、町が情報を共有し、ホームページを充実させることで、最

新の情報を提供できる環境を整えます。 

○ マスコミなどの活用 

新聞、テレビ、雑誌などを活用し積極的なプロモーション活動を行います。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時

の現状値 

後期計画の

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

59 観光客入込数 398,265人 438,000人 

商工観光課（平成 25年観光客入込

調査報告書） 

現状値の 10％増 

60 スロープカーの利用者数 26,599人 28,000人 

平成 25年度実績（柴田町観光物産

協会） 

現状値の 5％増 

61 特産品開発の支援件数 0 件 4 件 
― 

4件の特産品開発を目指す 
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４-２ 農商工連携によるものづくり 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農商工連携） 

□ 地域の農業者と商工業者がお互いの技術やノウハウなど経営資源を持ち寄り、新しい

商品やサービスの開発・提供・販路拡大などの取組を支援する、「中小企業者と農林

漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（農商工等連携促進法）」が平成

20年に施行されています。本町においても、町の特産品である柚子を活用した酒類や

菓子類の開発と販売に取り組み、徐々に連携が図られている状況にありますが、地域

経済の活性化に向けて積極的な連携活動が求められています。 

□ 農商工連携に積極的に取り組むため、組織づくりとともに、必要な技術力や商品開発

力、販売力、マーケティング力などのノウハウを持つ人材が不足しており、人材の育

成が必要とされています。 

□ 農業者と中小企業者との連携活動は、食品加工や特産品の販売など一部で実施されて

いますが、こうした取組を支援し、さらに多くの分野での事業展開が必要とされてい

ます。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農商工連携） 

◎ 地域の農業者と商工業者が、それぞれの優れた経営資源をお互い最大限に活用し、新

たな商品やサービスの開発、マーケティングなどについて情報交換が活発に行われて

います。 

◎ 農商工連携により、地域の農家や中小企業者にとって事業拡大と市場拡大などにつな

がり、徐々に経営の改善が進んでいます。 

◎ 農商工連携の広いノウハウを身に付けた人材が育っています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-2-1 農商工連携による地域経済の活性化 （農政課・商工観光課） 

○ 農産物を使用した特産品開発の支援 

地域の菓子店や加工業者が農家と連携し取り組む特産品や加工品などの開発を支援

します。 
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○ 農作物の移動販売システムづくり 

スーパーや空き店舗の活用による直売や移動販売車、軽トラ市場、イベント出店な

ど農作物の移動販売の取組を支援します。 
 

4-2-2 農商工連携により開発された商品の販路開拓支援 （農政課・商工観光課） 

○ 開発商品の展示 

町観光物産交流館や宮城県大河原地方振興事務所などで、一定期間、常設形式の販

売や展示スペースを設置し、消費者へ商品紹介の機会提供を行い、新商品の販路開拓

を支援します。 

○ ＩＴを活用した商品の販路拡大 

インターネットなどの情報通信を活用し、特産品や開発商品などの宣伝に取り組み、

販路拡大に努めます。 
 

4-2-3 農商工連携の普及啓発 （農政課・商工観光課） 

○ 異業種間との連携 

農業者と事業者とのマッチングの機会として、商工会や町内工場等連絡協議会など

と連携し、しばた産業フェスティバルなどで行われる農商工ふれあい市などの拡充を

行い、農商工事業者への情報提供や普及啓発を図るとともに、消費者の購買意欲の向

上と、地域経済の活性化に取り組みます。 

○ 組織づくりと人材育成 

農商工連携を推進する組織づくりを支援するとともに、技術力や商品開発力、販売

力、マーケティング力などのスキルやノウハウを身に付け、農商工連携を積極的に推

進する人材の育成に努めます。 
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４-３ 地域産業の活性化 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（農林業振興） 

□ 現在の農業情勢は、米価の下落や農産物の価格低迷により生産額が減少し、農業の活

力を低下させています。また、農業従事者の高齢化、後継者不足により、販売農家が

年々減少するとともに、遊休農地が拡大しています。 

□ 特産の花きや鉢花は産地形成が図られていますが、燃油や資材費の高騰により厳しい

生産環境となっています。 

□ 産地直売所やインショップ15などの地産地消に取り組む女性、高齢者を中心とした野

菜づくりを行う農業者が増えています。 

□ 国の農政改革において、経営所得安定対策の見直しにより米の直接支払制度は平成 29

年度までで廃止され、水稲の生産数量配分にも平成 30 年産からは行政側から生産者

側の主体的な取組となり、今後の米づくりは不透明な状況にあります。 

□ 担い手不足の中、次世代に安心して引き継ぐことのできる農業の継承が急務となって

います。担い手農家への農地集積を促進し、規模拡大により生産性の向上と農家経営

の安定化を図り、地域の担い手農家を確保していくことが重要です。各地域において

は必要に応じて集落営農やほ場整備の取組が必要となっています。 

□ 町内の森林はほとんどが私有林で、半分以上がスギ、ヒノキなどの人工林です。林業

の採算性が悪化する中で、一部を除いて森林所有者の林業経営への関心は低下し、適

正な森林管理が十分に行われない状況になっています。 

□ 地球温暖化の防止や森林が持つ公益的機能、木材としての供給など、森林・林業の活

性化に期待が寄せられています。 

図表 農家数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 インショップ：スーパーや百貨店の店舗内にコーナーを設けて行う直売活動 

 

(資料)農林業センサス 
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図表 経営耕地面積の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（商業振興） 

□ 商店街は、日常の買物が完結できるような商品構成となっていないため、郊外の大型

ショッピングセンターやコンビニエンスストアに人は流れてしまっている状況です。

今後、商業集積を視点としたコンパクトシティの形成が必要です。 

□ まちづくりアンケート調査では「まちの不十分なところ」として、10 代・20 代の若

者で「買物の便が悪い」との回答が多くなっています。商店街の活性化に向け、消費

者重視の利便性の高い商業振興が求められています。 

□ 地域の商店では、商店主の高齢化や後継者不足であっても空き店舗が店舗兼住宅とい

う構造から、賃貸などの有効活用を図ることが困難な状況です。また、商店によって

は商店街の活性化の考えに温度差があるため、魅力ある店づくりに向けて意欲のある

商店を支援し、住民に利用される店づくりを進めていく必要があります。 

□ 商工会との連携により、創業・起業・経営革新などの事業者に対する指導・情報提供、

講座開設などの支援に努めています。 

 

図表 商業の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (資料)統計しばた 

(資料)農林業センサス 
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（企業誘致） 

□ 町内には神明堂、船岡、北部丘陵の 3か所の工業団地がありますが、一部工場では設

備増設や町外からの機能移転などにより、既存工場の近代化が図られています。 

□ 既存企業が継続して円滑な企業活動を行えるよう、技術開発、高度化、新分野進出へ

の支援が必要とされているほか、資金面では振興資金融資限度額の増額や利率の引き

下げの検討が必要です。 

□ 既存の工業用地は、ほぼ分譲済となっていることや新規工場団地の造成が困難である

ことから、町では、立地を希望する企業へ空き工場用地などの情報を提供する「柴田

町空き工場用地等情報提供事業」を実施しています。 

 
 

図表 工業の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（農林業振興） 

◎ 環境に配慮した安全・安心な農畜産物生産が安定した農業経営につながっています。 

◎ 新技術導入や生産基盤整備により省力化・低コスト化が進み、農業経営の規模拡大と

安定生産につながっています。 

◎ 水田フル活用により需要に応じた米の生産と各種作物の生産振興が図られています。 

◎ 各集落で人・農地プランの話合いが進み、農地の有効活用とともに、遊休農地が減少

しています。 

◎ 認定農業者、新規就農者、集落営農組織、法人組織など多様な農業の担い手が増えて

います。 

◎ 町の花きや鉢花がブランド化しています。 

◎ 農産物直売所、学校給食への食材供給などで地産地消が進んでいます。 

◎ 森林の健全な育成・管理とともに、レクリエーションや環境教育など多面的に活用さ

れています。 

(資料)統計しばた 
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◎ 農業用水利施設の適正な維持管理により、円滑な農業生産が行われています。 

◎ 生産基盤が整備され、担い手の確保と安定経営につながっています。 

 

（商業振興） 

◎ 起業希望者や意欲のある商店街などに対し、商工会など関係機関と連携した支援を行

うことで、商店街の活性化が進んでいます。 

◎ 地域課題の解決のために新たに実施する商業振興の取組として、コミュニティビジネ

ス16の事業化が図られています。 

◎ 地元ならではの特徴や魅力ある店舗が増えて、消費者の意向を反映させた新たな商

品・サービスの提供が行われています。 

 

（企業誘致） 

◎ 既存産業の企業活動がスムーズになるよう、町と企業で情報交換が行われています。 

◎ 町内工場等連絡協議会との連携が図られ、企業の動きなどの最新情報の収集が行われ

ています。 

◎ 空き工場用地物件の情報提供が活発に行われています。 

◎ 既存企業の町外への移転防止が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-3-1 安全・安心な農畜産物の生産 （農政課） 

○ 安全・安心な農畜産物の生産 

農畜産物の生産における衛生管理やトレーサビリティ17の推進により、安全・安心な

農畜産物の生産に努めます。また、原発事故に係る農畜産物の放射性物質検査による

安全・安心の確保に努めます。 

○ 環境に配慮した農産物の生産 

消費者の安全・安心志向に対応した環境保全型農業を推進します。 

○ しばた食と農のまちづくり条例の推進 

農業・農村の抱える課題解決と農業・農村の将来にわたる振興を図るために制定した

「しばた食と農のまちづくり条例」の周知活動と目的達成に向けた事業を実施します。 
 

4-3-2 水田フル活用の推進 （農政課） 

○ 米生産の省力化・低コスト化 

水稲直播栽培技術の導入や大区画のほ場整備により、米生産の省力化・低コスト化

を図り、担い手農家などの経営の規模拡大を目指します。 
 

                                                   
16 コミュニティビジネス：住民が主体となって地域が抱える課題を仕事という手法により解決し、地域のつな

がりを再生し、活動の利益を地域に還元する事業の総称。 
17 トレーサビリティ：物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態。 
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○ 水田のフル活用 

米の需給調整が長年進められてきた結果、遊休農地が増加しています。麦、大豆、

飼料作物、加工用米、飼料用米、地域振興作物などの生産拡大を図り、水田のフル活

用に努めます。また、景観形成を目的とした観賞用の花を植栽するなど遊休農地の解

消に努めます。 

○ 農地の有効活用と遊休農地の解消 

各集落の人・農地プランの取組により農地の有効活用と遊休農地の解消に努めます。

また、農業委員会の農地パトロール（利用状況調査）により、遊休農地についての所

有者などへの指導を行います。 
 

4-3-3 担い手の育成と確保 （農政課） 

○ 多様な担い手の育成・確保（指標 No.62・63） 

農業者の高齢化により担い手不足が進む中、地域の農業・農村を発展させていくた

め、集落ぐるみで進める人・農地プランや集落営農の推進、農地の集積や団地化を促

進する農地中間管理事業を活用し、担い手となる認定農業者や集落営農組織などの育

成・確保に努めます。 

○ 新規就農者・農業後継者の育成・確保（指標 No.64） 

次世代に安心して農業が引き継ぐことができるよう、新規就農者や農業後継者の育

成と確保に努めます。 

○ 法人化への支援（指標 No.65） 

経営体制や安定雇用の確保、農地集積による経営の規模拡大や地域農業の発展を図

るために、個人経営や任意組織から法人へ移行する経営体に対して支援を行います。 
 

4-3-4 特色ある農業振興 （農政課） 

○ 花き、鉢花の産地確立（指標 No.66） 

花き・鉢花は、菊をはじめとして県内有数の産地として高い市場評価を得ています。

今後、トルコギキョウの産地確立を図るとともに、鉢花のカーネーション、ポットマ

ム、クリスマスローズの安定生産を目指します。また、町内で各種即売会などを開催

し、「花のまち柴田」の推進とともに、住民に柴田町産の花き・鉢花に親しんでもらう

機会を増やします。 

○ 地産地消の拡大 

地産地消推進協議会を核としながら、観光物産交流館、農産物直売所、インショッ

プなどを活用し、地元農産物の消費拡大を図ります。また、野菜生産農家等に呼びか

けて、学校給食への地元食材供給の拡大にも取り組みます。 

○ 農業の 6次産業化 

意欲ある農家や集落で取り組む地元食材を使用した弁当、漬物などの加工品づくり、

農村レストランなどの取組を支援します。 
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4-3-5 森林の保全と有効活用 （農政課） 

○ 森林管理の充実 

森林の適正な間伐や松くい虫対策・ナラ枯れ対策を進め、適正な森林管理に努めます。 

○ 森林の育成・活用の推進 

健全な森林と優良な森林資源の育成を図るため、計画的な伐採・造林・保育を推進

するとともに、林道の適切な維持管理に努めます。また、「柴田町の公共建築物におけ

る木材利用の促進に関する方針」に基づいた木材の利用拡大に努めます。 

○ 町有林の活用 

町有林や町民いこいの森の適切な維持管理に努めるとともに、レクリエーション、

環境教育など、森林の多面的な活用に向けて町有林の利用を促進します。 
 

4-3-6 生産基盤整備と環境整備 （農政課） 

○ 農業用水利施設の整備 

用水路や排水路、ため池などの農業用水利の整備を図るとともに、「日本型直接支払

制度（多面的機能支払）」を活用した地区の資源保全隊が行う農業用水利施設などの維

持管理活動を支援します。 

○ ほ場整備の推進 

農地の有効活用、農業生産性の向上、担い手の確保などの観点で、大区画ほ場整備

を集落営農の推進と併せて推進します。 

○ 簡易な条件整備の支援 

畦畔を取り除くほ場の大区画化、暗渠排水の整備など、集落の話合いによる簡易な

条件整備の取組を支援します。 

○ 有害鳥獣対策の強化 

イノシシによる農作物の被害が増えているため、柴田町鳥獣被害対策実施隊による

個体数調整を実施するとともに、電気柵や防護柵の設置等に対する補助を行い、農作

物の被害防止に努めます。 
 

4-3-7 商業活動の活性化 （商工観光課） 

○ 空き店舗を活用した起業家支援事業 

商店街を取り巻く地域の課題を洗い出し、課題解決のための方策を検討することに

より、新たな商店街の形成を図ります。 

また、空き店舗を活用した起業家支援を行います。 

○ 商店街の活性化支援 

魅力ある店づくりに向けて、意欲ある商店街に対し、商工会と連携しながら支援を

行います。 
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4-3-8 地元中小企業への支援 （商工観光課） 

○ 中小企業振興資金制度の充実 

関係機関との定期的な懇談会を実施し情報の共有を図るとともに、融資限度額の増

額や利率の引き下げを検討します。 

○ 発注機会の拡大 

中小企業の育成及び地域経済の活性化と地域循環型経済を確立するため、地元企業

への発注機会の拡大に努めます。 

○ 中小企業振興条例の整備 

条例の整備を図ることで、中小企業者の努力、大企業者等の役割などを明らかにす

るとともに、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進します。 
 

4-3-9 起業家への支援 （商工観光課） 

○ 起業家への支援（指標 No.67） 

専門家派遣事業の活用を行い、創業・起業・経営革新などの事業活動者に対する指

導・情報提供、講座を開設します。また、スモールビジネス等の起業支援を行います。 
 

4-3-10 誘致企業の受入体制の整備 （商工観光課） 

○ 工場用地の把握 

町内資源の有効活用を図るため、既存の工業団地や工場適地内の活用可能な工場用

地、町内の未利用地を把握し、内陸型工場、流通関係の受入体制を整備します。 

○ 誘致活動の推進（指標 No.68） 

県主催の企業立地セミナーへの参加や開発業者（デベロッパー）からの情報収集を

行い、進出企業に対して交通、都市環境、企業立地促進条例などによる町の優位性を

アピールします。 

○ 工場用地の確保 

進出企業の要望に対して的確に対応するため、オーダーメード18による供給を行います。 
 

4-3-11 既存産業の近代化の促進 （商工観光課） 

○ 既存産業の経営拡大や高付加価値化への支援 

企業立地促進条例による各種優遇措置により、既存企業の高度化や設備の近代化な

どを支援します。 

○ 企業との連携強化 

産業展示館における産業製品の展示や工場見学を実施し、企業活動の内容を広く住

民や関係業者に紹介するとともに、これまでに誘致した企業や地元企業が、今後も継

続して町内で企業活動がスムーズに行えるように、企業の抱える共通課題についての

意見交換の場を設け、解決についての連携体制を強化します。 
 

                                                   
18 オーダーメード：企業が必要とする条件の工場用地に合わせて整備をすること。受注や注文によって用地を準

備すること。 
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■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

62 認定農業者数 38 人 50 人 
農政課（平成 25年度実績） 

現状値の 20％増 

63 集落営農組織数 1 組織 3 組織 
農政課（平成 25年度実績） 

集落の動向により可能性のある組

織数を設定 

64 新規就農者数 0 人 3 人 
農政課（平成 25年度実績） 

3人の増 

65 農業法人数 0 法人 2 法人 
農政課（平成 25年度実績） 

集落営農組織 1経営体及び 1個別

経営体の法人化を推進中 

66 花き・鉢花の出荷額 2 億 2 千万円 2 億 6 千万円 
JAみやぎ仙南（平成 25年度実績） 

現状値の 20％増 

67 起業家支援数 8 件 12 件 
商工会（平成 25年度実績） 

現状値から 4件増 

68 誘致企業数 51 企業 53 企業 

商工観光課（平成 25年度実績：船

岡工業団地・神明堂工業団地・北

部丘陵工業団地・槻木工業団地内

の企業数） 

2企業の増 
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４-４ 労働・雇用対策の充実 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（労働・雇用対策） 

□ 景気が緩やかに回復していることにより、雇用情勢についても全国的に改善がみられ

ますが、就職を希望する人と企業の求める条件が合わないミスマッチ現象により、管

内における有効求人倍率は、全国や県に比べると低い状況です。 

□ まちづくりアンケート調査によるまちの不十分なところについての調査結果では「働く

場が不足している」と感じている人が最も多く、特に 20 代、40 代、50 代、60 代では

上位を占めています。住民が安定した生活を享受できるためにも、関係機関と連携し、

雇用機会の確保や雇用の促進に向けた取組を進めていく必要があります。 

□ 障がいの有無や年齢、性別などにかかわらず、一人一人が自己の能力を最大限に生か

して安心して働くことができる環境づくりが必要です。また、高齢化の進行や年金受

給開始年齢の引き上げに伴い、高齢者の働く場を確保する必要があります。 

 

図表 工業の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（労働・雇用対策） 

◎ ハローワーク、商工会、町内工場等連絡協議会などとの連携が進み、雇用拡大のため

の働く場の確保や働きやすい職場環境の整備が行われています。 

◎ 訓練機関との連携により、働くための技術取得や職業相談の支援体制が進んでいます。 

 

(資料)統計しばた 
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■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-4-1 雇用対策の充実 （商工観光課） 

○ 雇用の場の確保（指標 No.69） 

企業誘致を進めることにより新たな雇用を創出するとともに、関係機関、団体など

との連携を密にしながら、地元における雇用状況を把握し、就職希望者に雇用の場の

情報提供を行います。 

○ 若年層の就業支援 

中高生を対象とした就業体験事業やインターンシップ（企業研修）などの支援を行

います。 

また、若年層が抱える多様な悩みや課題に対応するためのきめ細やかな支援を行い

ます。 
 

4-4-2 産業人材の育成 （商工観光課） 

○ 職場に必要な知識、技術取得の促進（指標 No.70） 

仙南地域職業訓練センターの活用のほか、異業種交流など民間の研修機会の活用に

より人材育成を図ります。 

○ 再就職への支援 

若者の就業対策だけでなく、長期失業者への対策として、仙南地域職業訓練センタ

ーと連携し、能力開発の支援に努めます。 
 

4-4-3 就業環境の整備促進 （商工観光課） 

○ 就労の支援（指標 No.71） 

ハローワークや事業所、シルバー人材センターなどと情報の共有を行い、高齢者や

福祉対象者の就労を支援します。 

○ 相談事業の実施 

関係機関と連携して、相談事業や情報提供に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時

の現状値 

後期計画の

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

69 製造業に係る従業者数 4,339 人 4,430 人 
統計しばた（平成 24年数値） 

現状値の 2％増 

70 認定職業訓練派遣者数 99 人 110人 

市町村別訓練生派遣状況（平成 25

年度実績） 

現状値の 10％増 

71 シルバー人材センター会員数 275人 300人 

シルバー人材センター（平成 25年

度実績） 

現状値の 10％増 
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４-５ 社会事業のビジネス化 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（社会事業のビジネス化） 

□ 地域社会の課題は多様化・複雑化し、技術的にも財源的にも町で対応することが難し

い課題も増加しています。また、地域においては、ビジネスを通じて解決を図ってい

く動きが出てきている一方、多くの地域では人材や財源、ノウハウ等の問題から課題

解決が困難な状況にあります。 

□ 社会事業のビジネス化に当たっては、自治会等やＮＰＯ19による主体的な課題解決に

向け、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの手法を取り入れられるよう支援

していくことが大切であり、地域における人材発掘や育成、経営ノウハウの蓄積が求

められます。 

□ 町においてもＮＰＯやボランティアと連携しながら、新たなビジネスモデルの創出が

望まれます。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（社会事業のビジネス化） 

◎ 多様な地域課題・社会的課題に対し、様々な主体が、コミュニティビジネスやソーシ

ャルビジネスによって解決に取り組んでいます。 

◎ コミュニティビジネスやソーシャルビジネスにより、地域の活性化とともに、新たな

雇用が創出されています。 

◎ 自治会等がビジネス手法を活用した地域経営に取り組み、住みよい地域づくりが進め

られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

4-5-1 コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの育成 （まちづくり政策課） 

○ 各種研修会の開催 

地域課題や社会的課題について、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスによ

る解決の手法を学び、実践できるよう研修会を開催します。 

○ 起業への支援 

コミュニティビジネスやソーシャルビジネスに関する情報収集と整理を行い、情報

発信します。また、起業や活動における相談・支援を行います。 

                                                   
19ＮＰＯ：Non Profit Organization の略語で、継続的に民間非営利活動（営利を目的とせず、自発的に行う社

会的・公益的な活動）を行う団体。 
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基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 

       ～ みんなが参加し活躍するまち ～ 
 

◎ 基本目標の目指す方向性（基本構想） 

「柴田町住民自治によるまちづくり基本条例」の基本理念の下に、住民一人一人が

まちづくりを担う意識を持ちながら、多様なまちづくりに関わる仕組みづくりと人と

人が支え合い、助け合いながら地域を共につくるコミュニティ活動を原動力に、「みん

なが参加し活躍する自立したまち」を目指します。 

その実現のために、参加と協働によるまちづくりや地域コミュニティ活動の更なる

進化を担う人材の育成を図るとともに、男女がお互いの人権を尊重しながら協力し、

支え合える男女共同参画社会を築いていきます。地方分権時代に対応した自立できる

財政基盤の確立を図るための行政経営改革の徹底や、情報の共有化と情報化の推進に

努めるとともに、広域行政への取組も強化します。 
 

（施策の大綱） 

施策５-１ 参加と協働の推進 

施策５-２ 地域コミュニティ活動の推進 

施策５-３ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

施策５-４ 行政経営改革の推進 

施策５-５ 情報の共有と情報化の推進 

施策５-６ 広域行政の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 町政の透明性を確保するとともに、住民や企業の意見やニーズを把握し、町政

への反映を進めます。 

② 活動の担い手となる人材や団体の育成を図るとともに、地域の状況に即したコ

ミュニティ機能を維持し、協働のまちづくりを進めます。 

③ 自立に向けた行財政運営を行うために、職員の意識や能力の向上を図るととも

に、効率的な行財政運営を行うことにより、安定した財政力の維持・向上を進め

ます。 

後期計画における重点事項の方針
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５-１ 参加と協働の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（住民協働） 

□ 参加と協働については、住民自治によるまちづくり基本条例の運用・検証のほか、住

民ワークショップや住民懇談会、まちづくり出前講座の実施、地域計画策定と地域づ

くり事業への支援、町長へのメッセージなど様々なツールや場づくりを通じて実践す

るとともに、住民参加機会の拡充や住民が主体的に行う活動への支援などにより徐々

に広がってきています。一方、まちづくりアンケート調査では「参加と協働を進める

べき」の割合が高くなっていますが、住民自治によるまちづくり基本条例の認知度は

低い状況です。 

□ 今後も住民自治によるまちづくり基本条例の考え方、内容をさらに根付かせていくと

ともに、参加と協働の促進のため、まちづくり推進センターを核とした環境づくりを

進める必要があります。 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（住民協働） 

◎ 住民自治によるまちづくり基本条例が住民に理解され、“自分たちのまちは自分たち

が担う”という住民自治の意識が根付いてきています。 

◎ 住民一人一人がまちづくりの主役であるという自覚を持ち、主体的にまちづくりへ参

加する人が増えています。 

◎ 住民、自治会や町内会などの地域コミュニティ、各種団体、事業者、町など多様なま

ちづくりの担い手がそれぞれの特徴を生かし、参加と協働によるまちづくりが展開さ

れています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-1-1 住民自治によるまちづくり基本条例の促進 （まちづくり政策課） 

○ 基本条例運用状況の検証 

基本条例審議会を核として、基本条例に基づくまちづくりが適切に行われているか

住民参加のもとに検証し、必要な対策を講じます。 

○ 住民による基本条例の共有 

基本条例に対する住民の認知度、理解度の向上を図ります。次代を担う若年層にも

理解してもらえるよう取り組みます。 
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5-1-2 協働促進のための環境整備 （まちづくり政策課） 

○ まちづくり推進センターの利用促進 

住民や各種団体等まちづくりの担い手が、まちづくりに参加する機会をつくり、情

報受発信や打合せ、相談ができる場として活用できるよう、まちづくり推進センター

の利用を促進します。 

○ まちづくり推進センターによる協働促進（指標 No.72・No.73） 

協働の調整役・促進役として、まちづくり推進センターがまちづくりの担い手同士

をつなぎ、より多くの協働によるまちづくりが実現するよう支援します。 

○ 中間支援機能の充実 

住民や各種団体等によるまちづくり活動を支援するため、まちづくり推進センター

の中間支援機能の強化及び地域活動の拠点となる各生涯学習センターとの連携を促進

します。また、まちづくり推進センターの運営について、住民参加を促進します。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

72 
まちづくり提案制度提案
件数 

4 件 7 件 

まちづくり政策課（平成 25年度

実績） 

現状値より 3件増 

73 
まちづくり推進センターが
かかわる協働事業実施数 

2 件 3 件 

まちづくり政策課（平成 25年度

実績） 

現状値より 1件増 
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５-２ 地域コミュニティ活動の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（地域コミュニティ活動） 

□ 少子高齢化や核家族化の進行、生活様式の変化、連帯意識の希薄化などにより、地域

の相互扶助機能の低下がみられます。その中で自治会や町内会などの各地域コミュニ

ティでは、地域計画に基づいた地域福祉（地域での支え合い）、環境保全、防災・防

犯、児童・青少年の健全育成等の活動について、集会所、生涯学習センター、公民館

などの施設を活動拠点として主体的に進められています。 

□ 地域コミュニティの活性化、機能の強化が大きな課題となっており、今後さらに地域

コミュニティの重要性を認識し、地域住民相互の連帯意識を深め、地域活動に参加す

る住民を増やしていくため、効果的な支援を行う必要があります。 

図表 コミュニティ活動の状況 

 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（地域コミュニティ活動） 

◎ 多くの住民が地域活動に参加し、自分たちの住む地域をより良くしようという意識が

高まっています 

◎ 自らの地域の将来像を実現するため、地域住民が一体となって地域計画に基づいた活

動に取り組み、地域自治の充実が図られています。 

◎ 町行政の円滑な運営と地域活動のけん引、町と地域のパイプ役として、行政区長が配

置されています。 

（満足度）

満足している

4.3％

どちらともいえない 56.6％

不満である

2.3％

どちらかとい

えば不満であ

る 9.1％

どちらかと

いえば満足

している

22.7％

無回答

5.0％

（重要度）

重視する 11.6％

やや

重視する

33.1％
どちらともいえ

ない 42.5％

無回答 6.2％重視しない

1.9％

あまり重視

しない

4.7％

（資料）柴田町まちづくりアンケート調査結果 
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◎ 町と地域の信頼関係が築かれており、地域への効果的な支援が行われています。 

 

 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-2-1 地域コミュニティ活動の推進 （まちづくり政策課） 

○ 地域コミュニティ活動情報の発信 

地域コミュニティ活動の事例を積極的に発信し、多くの住民が地域活動に関心を寄

せることで、まち全体のコミュニティ活動の気運を高めます。 

○ 地域コミュニティ活動支援体制の充実 

継続的な地域コミュニティ活動が実践されるよう支援するため、まちづくり推進セ

ンターなどの支援体制を強化します。 

○ 地域コミュニティ活動基盤の強化 

行政区長と連携して、地域自らが多様な人材を地域活動に巻き込んでいく中で、地

域コミュニティ活動基盤の強化を図ります。 

○ 協働による空き家対策 

空き家問題について、行政と地域で仕組みづくりを検討します。 
 

5-2-2 地域による地域づくりの支援 （まちづくり政策課） 

○ 地域計画に基づく活動への支援 

各地域コミュニティで策定された地域計画に基づく事業に対し、地域の主体性が発

揮できるよう助言や情報提供、地域づくり補助金交付などの支援をします。また、主

体的な地域づくりを後押しできる効果的な助成制度になるよう、さらに見直していき

ます。 
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５-３ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（男女共同参画） 

□ 本町では、平成 23 年度より男女共同参画社会の形成に向けて「第 3 次しばた男女共

同参画プラン」に基づき、ワーク・ライフ・バランスの推進や、女性の政策・方針決

定過程への参画推進など、男女共同参画を阻害する問題の解決を図り、互いの人権を

尊重し、責任を分かち合うよう取り組んでいるほか、広報紙等による啓発や男女共同

参画推進講座を開催し、理解の普及に努めています。 

□ 平成 24年度には「柴田町男女共同参画推進条例」が施行されるとともに、「柴田町男

女共同参画推進審議会」を設立し、諮問機関としての役割を果たしています。 

図表 審議会等委員の女性登用率 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人権啓発） 

□ 人権は、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会において幸

福な生活を営むための基礎的な権利です。そのため、今後も、あらゆる差別解消に向

けた人権感覚を高めるため、引き続き積極的な啓発活動を進めていく必要があります。 

□ 近年は、いじめ、差別、虐待、パワーハラスメント、インターネットにおけるプライ

バシーの侵害など、人権問題も複雑化してきていることから、関係機関と協力しなが

ら、様々な問題に対応できる体制を強化することが求められています。 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（男女共同参画） 

◎ 男女があらゆる分野に参画できる社会づくりが進んでいます。 

◎ 家庭、学校、地域、職場での男女平等意識が醸成され、男女の人権が尊重される社会

が促進されています。 

（資料）宮城県における男女共同参画の状況及び施策に関する年次報告  
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（人権啓発） 

◎ 地域住民が人権問題にに対して正しい認識を持ち、お互いの人権擁護が図られています。 

◎ 人権に関する相談は、関係機関と連携することにより、住民が安心して相談できる体

制となっています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-3-1 男女共同参画施策の推進 （まちづくり政策課） 

○ 男女共同参画プランの推進 

第 3 次及び第 4 次しばた男女共同参画プランに基づき、各種施策・事業を住民、地

域、事業者等と協働により推進し、男女共同参画社会の実現に努めます。 

○ 家庭生活への男性の参画推進 

男女が共に家庭責任を担うことができるよう、家庭における男女平等観の啓発に努

めます。 

○ 女性の社会参画の推進（指標 No.74） 

女性が地域活動、市民活動、政策・方針決定の場など、様々な分野に積極的に参画

できるように、情報や活動の場の提供などに努めます。 

○ 相談体制の充実 

職場や地域でのセクシュアルハラスメント（性的な嫌がらせ）、パワーハラスメント

（職務的立場を利用した嫌がらせ）やドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力）

の防止に向けて、関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。 

○ 推進体制の充実 

男女共同参画社会の推進のため、行政、住民、事業者、学校等が一体となった施策

の展開ができるように男女共同参画推進委員会の充実を図ります。 

○ 男性の育児参画推進（指標 No.75） 

育児休業制度や育児休業を取得した男性の事例について、企業、住民に対し広く周

知し男性の育児参画を推進します。 
 

5-3-2 男女平等意識の高揚 （まちづくり政策課） 

○ 家庭、学校、職場での男女平等意識の啓発 

広報紙やホームページの活用、各種学級・講座などの社会教育事業などにより、男

女平等意識の啓発を図ります。 

○ 教育、学習の推進 

家庭・学校・地域など、それぞれの場で固定的な役割分担意識の解消を目指し、小・

中学校においては副読本の配布を行うなど、男女の人権尊重と男女平等の視点に立っ

た教育・学習を推進します。 
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○ 男女共同参画推進企業の事例紹介 

女性管理職の登用に積極的に取り組んでいる企業について、町の広報紙等を活用し

紹介することで、町内企業の男女共同参画意識の向上と活動促進を図ります。 
 

5-3-3 人権擁護意識の啓発と相談体制の充実 （町民環境課） 

○ 人権擁護意識の教育・啓発の推進 

大河原人権啓発活動地域ネットワーク協議会と連携し、学校教育や生涯学習におけ

る人権尊重の啓発・教育を推進し、人権に対する意識の高揚を図ります。 

○ 人権に関する相談体制の充実 

人権相談員による人権相談を毎週水曜日実施し、その他の日は仙台法務局大河原支

局と連携し相談の充実に努めます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

74 
町の審議会等委員への女
性登用率 

28.0％ 30.0％ 

まちづくり政策課（平成 26 年
4 月 1 日現在） 

第 3次しばた男女共同参画プ
ラン目標値 

75 父親の育児休暇取得率 7.0％ 8.4％ 

子ども家庭課（平成 25年子ど
も・子育て支援事業計画策定
のためのアンケート） 

現状値の 20％増 
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５-４ 行政経営改革の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（行政経営） 

□ 総合計画については、進捗状況を把握しながら進行管理を行うとともに、ＰＤＣＡサ

イクルに基づいた行政評価を確立し、着実に実行していくことが求められています。

また、行財政改革については、平成 19 年 3 月に策定した財政再建対策の指針である

「財政再建プラン」及び平成 22 年度からの「10 か年待機事業」に町を挙げて取り組

み、成果を上げてきました。 

□ 今後、地域主権に向けた改革が実現すれば、自らの権限と責任において、簡素で効率

的・効果的な行政運営を行うことが求められてくることから、これまで以上に経営的

視点を重視し、「行政運営から行政経営への転換」を図っていくことが必要です。 

□ 柴田町第 5 次定員適正化計画では、平成 26 年 4 月 1 日時点で職員数を 286 人として

いましたが、実績は 296人となっています。今後は、職員一人一人の能力向上ととも

に、第 6次定員適正化計画に基づき職員数適正化を図ります。 

□ 人事評価については、年 2回の定期評定を行い、昇級・昇格の基礎資料としても活用

していますが、職員の能力向上や適正な評価を行うためにも、今後は、職員の能力、

業績評価を任用、分限その他の人事管理の基礎として活用できる人事評価制度の確立

が求められます。 

□ 現在、文書を保管いている場所は、各課等の事務室内や地下書庫ですが、限られた保

管スペースであるため、文書管理の面から整理されているとは言えず、検索に時間を

要する場合もあります。また、年々増加し保管スペースにも限界があり、新たな文書

管理システム（電子決裁及び財務会計と連動したシステム）やファイリングシステム

の導入が必要となっています。 

□ 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号

法）」が平成 25年 5月 31日公布され、平成 28年 1月から個人番号の利用が開始され

ることに伴い、特定個人情報ファイルの確認、特定個人情報保護評価の実施、個人情

報保護条例の改正及び独自利用のための条例制定等が必要となります。 

図表 町職員数の推移 

 

296

293 293 292

296

280

285

290

295

300

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

（人） （単位：人） 　　　　　（各年４月１日）

項　　目 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

職　員　数 296 293 293 292 296

第５次定員

適正化計画
296 293 293 290 286

計画との比較 0 0 0 2 10

※教育長を除く。

※H26年計画との比較が大幅増の理由は再任用職員等の期限付職員

　(16人）も職員定数で計上しているため。
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（財政運営） 

□  起債残高について、平成 21年度末 12,691,186千円、平成 26年度末 12,617,517千

円の見込みであり、行政需要の増加により目標としている地方債残高比率の低下には

至っていません。また、財政調整基金及び町債等管理基金の積立額は過去最高となっ

ています。 

□ 引き続き、持続可能な行財政運営を進めていくためにも、起債等の残高と財政調整基金、

町債等管理基金の残高のバランスを図り、健全な財政運営を目指す必要があります。 

図表 健全化判断比率の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（行政経営） 

◎ 総合計画と個別計画が連動して、内容が着実に実現しているとともに、新たな行政課

題に対応できる組織と行政サービスの質の向上が確保されるよう、継続的に行財政改

革の取組が行われています。 

◎ 職員の能力が向上するとともに、意識改革が進み、より良い住民サービスの提供につ

ながっています。 

◎ 公文書等の適正な管理と個人情報保護が充実した中で、情報公開がさらに推進され、

町政の透明性がより高まっています。 

 

（財政運営） 

◎ 不安定な社会情勢にも耐え得る財政基盤を構築するとともに、無駄を省き、効率的財

政計画を推進し、透明度の高い健全財政の確立を目指しています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-4-1 計画行政の推進 （まちづくり政策課） 

○ 総合計画の進行管理 

後期基本計画の指標に基づく進捗状況を毎年度的確に把握し、適切な進行管理を行

います。 
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○ 行財政改革の取組 

行政評価制度の導入に取り組むとともに、財政再建プランの柱「財政構造改革」・「行

政サービスの見直し」の考え方を継続させ、民間委託等の推進、事務事業の再編整理・

廃止統合に取り組みます。 
 

5-4-2 組織の活性化と人材育成 （総務課） 

○ 組織機構の改革 

新たな行政課題や住民ニーズに的確に対応し、事務の効率化が図れる機能的な組織

を構築します。 

○ 第 6次定員適正化計画の策定（指標 No.76） 

人口減少、住民ニーズの多様化・高度化に対応できる適正な職員の配置を行います。 

また、再任用職員、任期付保育士等の多様な期限付職員の計画的な雇用、労務職の

外部委託や保育施設の公設民営化等、組織のスリム化を図ります。 

○ 人材育成 

政策形成能力、業務遂行能力等を高める研修の強化を実施します。また、的確な人

事評価による任用を実践し職員のモチベーションの維持及び能力向上を図ります。 
 

5-4-3 情報公開における公文書管理と個人情報保護 （総務課） 

○ 公文書の適正管理 

公文書の保存管理を適正に行います。 

○ 情報公開制度の推進 

町政の透明性を高め、信頼される行政を実現するため、適切な情報公開制度の運用

に努め、住民が必要とする行政情報を公表・公開します。 

○ 個人情報保護制度の推進 

住民の権利や利益が侵害されないように、個人情報取扱業務データベースを構築し

個人情報の取得や管理を適正に行います。 

○ 例規等整備 

番号制度導入に伴い例規整備等を行います。 
 

5-4-4 効率的な財政運営 （財政課） 

○ 予算の適正な執行（指標 No.77） 

起債等の残高と財政調整基金、町債等管理基金の残高のバランスを図り、今後とも

健全財政を目指していきます。 
 

5-4-5 住民が主役の財政運営 （財政課） 

○ 財政状況の公表 

今後も町広報紙及びホームページ等以外の新しい媒体も利活用し、住民目線での透

明度の高い財政営を図ります。 
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5-4-6 財政基盤の確立 （財政課） 

○ 財源・税源の確保（指標 No.78） 

少子高齢社会において、将来世代への負担転嫁をできるだけ抑え、主要財源である

町税の徴収率確保をこれまで以上に図ります。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

76 目標職員数 296人 305人 
総務課(平成 26年 4月 1日現在) 

第 6次定員適正化計画 

77 実質公債費比率 9.9％ 11.4％ 
財政課（平成 25年度決算） 

地方債償還金増大傾向に伴う新

規地方債発行の抑制 

78 将来負担比率 64.5％ 76.4％ 
財政課（平成 25年度決算） 

将来負担増大傾向の抑制 
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５-５ 情報の共有と情報化の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（情報の共有（広報・広聴）） 

□ 「広報しばた」、「広報しばた・お知らせ版」やホームページにより、町の取組や地域

の活動情報等を提供しています。また、「町長へのメッセージ」や「わたしの提案」

により住民のニーズを把握するとともに、住民懇談会の開催、各種審議会への住民参

加の推進、パブリック・コメントなど、様々な手法で住民の意見・提案を町政に反映

させるよう努めています。  

□ 住民と行政とのコミュニケーションを向上させるためにも、分かりやすい情報提供と

ともに、対話などを通じて、住民のニーズを積極的に把握する必要があります。 

□ 議会の情報に関しては、平成 19 年より、ホームページへ本会議の会議録を掲載し、

透明性を図っているほか、議会だよりについても分かりやすい広報紙づくりを目指し

て取り組んでいます。今後は専門的な用語をできる限り使用しないなど、より分かり

やすい情報提供に向けた工夫が必要です。 

□ 議会懇談会については、議会や町政に対する意見・要望などを直接聞く機会として、

住民や団体を対象に開催していますが、参加者が少ない状況です。 

 

（情報化） 

□ 地域情報通信基盤の整備や情報機器の調達、情報システムの導入など、電子自治体の

基盤づくりを進めるとともに、ホームページによる提供情報の充実に取り組むなど、

行政事務の効率化と住民サービスの向上のための情報化施策を展開しています。 

□ 国の政策として、平成 27年 10月から個人番号の付番が行われ、平成 28年 1月から、

社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号の利用が始まります。行政事務の効率

化と行政サービスの質的な向上を同時に実現する有力な手段として、ＩＣＴ20の便益

を最大限に活用することが求められています。加えて、町の大切な情報を守り、安全

で信頼できる行政サービスを提供するために、より万全なセキュリティ対策を講じて

いく必要があります。 

 

                                                   
20 ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す ITに、コミュニケーショ

ンの概念を加えた言葉。 
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■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（情報の共有（広報・広聴）） 

◎ 広報紙やホームページの充実に加え、ＳＮＳ等による住民との双方向コミュニケーシ

ョンを重視した情報共有環境が整備され、住民の声を町政に反映させる仕組みが確立

されています。 

◎ 議会の広報活動については、議会だよりやホームページの充実により、住民が手軽に

情報を共有できる環境が整備され、タイムリーで有効な情報が提供されています。ま

た、広聴活動については、議会懇談会の充実により、参加と協働のまちづくりが促進

されています。 

 

（情報化） 

◎ 新たなＩＣＴの動きに注目し、国や県と協調し、番号制度への対応を主とした情報化

を推進します。地域及び行政の情報化が進むことにより、住民サービスの向上と行政

事務の効率化が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-5-1 広報・広聴活動の充実 （まちづくり政策課・議会事務局） 

○ 広報活動の充実（指標 No.79） 

「広報しばた」、「広報しばた・お知らせ版」、ホームページの充実を図り、住民との

情報の共有化を進めます。また、新たな情報発信手段を有効に活用し、情報を効果的

に提供します。 

○ 広聴活動の充実 

住民懇談会、はがきやメールによる「町長へのメッセージ」、「わたしの提案」など

での意見・提案を町政に反映します。また、ソーシャルメディアの特徴である双方向

性を「意見の収集」、「情報共有」に活用します。 

○ 議会における情報の提供・収集の充実 

より分かりやすい議会だよりの発行に努めるとともに、会議録検索システムの導入

や議会懇談会の充実等により、議会における情報の提供・収集の推進を図ります。 
 

5-5-2 情報化の推進 （まちづくり政策課） 

○ 情報環境の充実 

地域情報通信基盤の整備や情報機器の調達、情報システムの導入など、電子自治体

の基盤づくりやＳＮＳなどのコミュニケーションサービス環境の整備を進めます。 

○ 情報システムの充実 

行政情報システムネットワーク及び情報システムの効率的で適正な管理運用を図り

ます。 
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また、個人番号の利用開始に向けて、国や県と協調し情報システムの対応を実施し

ます。 

○ 情報セキュリティ対策 

情報セキュリティポリシーに基づき、人的、物理的、技術的セキュリティ対策の強

化とシステムの安全対策を講じます。 
 
 

 
■■ 成果指標 ■■ 

 

  
 

No 成果指標名 
計画策定時の 

現状値 

後期計画の 

目標値 

現状値データ 

目標水準設定理由 

79 「広報しばた」の閲読率 86.7％ 90.0％ 

まちづくり政策課（平成 25 年
度まちづくりアンケート調査
結果) 

多くの町民が閲読することを
目指す 
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５-６ 広域行政の推進 

 

 
■■ 施策を取り巻く環境（現状・課題）■■ 

 

  
 

（広域行政） 

□ 国または宮城県からの事務委譲の進行や人口減少・少子高齢社会にあって、限られた

人員や財源の効率化を図る観点から、消防・救急、ごみ処理、火葬場、介護認定、滞

納整理、し尿処理の事務は、仙南地域広域行政事務組合で共同処理されています。ま

た、みやぎ県南中核病院は、本町及び大河原町、村田町、角田市で組織するみやぎ県

南中核病院企業団で運営されています。そして、平日夜間初期救急外来医療は大河原

町に事務委託するなど、今後とも各分野で広域連携による事務の共同処理の一層の活

用を図り、共通課題の解決、効率的な行政運営を推進していく必要があります。 

図表 仙南地域広域行政事務組合 柴田町負担金明細 
 （千円） 

項   目 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

総務・徴税・民生費 63,819 69,797 70,428 71,273 

衛生費 409,561 312,019 184,511 189,790 

消防費 343,552 426,786 360,292 352,972 

教育・文化振興費 35,358 34,192 33,984 34,903 

計 852,290 842,794 649,215 648,938 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  
 

（広域事務・広域行政） 

◎ 広域的課題に対応するため、仙南 2市 7町との連携を強化し、効率的に事務の共同処

理が行われ、経費削減が図られています。 

◎ 交通、産業、観光、防災などの面で更なる広域連携が図られています。 

 
 

 
■■ 個別施策（目指す姿の実現手段）■■ 

 

  
 

5-6-1 広域行政の推進 （総務課・まちづくり政策課） 

○ 仙南広域行政事務組合との連携 

広域的課題について、仙南地域広域行政事務組合と構成市町の連携により、さらに

効率的な行政運営を進めます。 

○ 広域連携の促進 

広域的な交通基盤の整備や観光・産業での交流・連携を促進します。また、災害発

生時に備え相互援助体制の整備に努めます。 
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○ 定住自立圏構想の研究 

仙南地域広域行政事務組合を構成する市町域内で、共同事務で対応できないが、生

活圏が同じで、既存の都市機能を近隣の市町で活用する新たな枠組みの定住自立圏構

想について研究を進めます。 
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第３編 地域計画 

１ 地域計画の概要 
 

地域計画は、もっと住みよい地域にするため、地域の皆さんが生活の場である地域

を点検し、知恵を出し合いながら行政区の将来像（目標）と目標実現の方法をまとめ、

みんなで取り組んでいく５か年の計画です。 

 
図表 柴田町の行政区界 
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第 1区 
 

第 1区 
世帯と人口 面積 

282世帯 635人（男 312人 女 323人） 0.54平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

仲良く・安全・安心に暮らせる地域を目指して 

地域の良いところ 

・船岡城址公園に隣接しているため、公園入口に 1区花壇を作り公園に来る人達をもてなしている。 
・地域の住民は安心して住みよい地域を目指して「みんな仲良く・明るく楽しく助け合いながら生活していこう」と 
 いう思いがうけ継がれている地域です。 
・自治会活動は積極的でリーダーを尊重し、支え合う環境がつくられており地域の行事やいこいの日等懇談会 
 などにおいても参加者が多い。 

地域の課題 

・高齢化が進み、高齢者のみの世帯が多くなってきている。 
・家庭ごみの出し方のマナーが悪い。 
・車の通行が多く、交通安全に不安がある。 

地域づくりの基本方針 

・安全で安心して暮らせる地域。 
・災害時に住民が協力できる地域。 
・住民が安心して住みよく暮らせる高齢者や障害者にやさしい地域。 
・生活マナーが向上し暮らしやすさを感じられる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 
・道路清掃事業 
・集積所管理事業 
・1 区花壇整備 

（健康） 
・スポーツ大会参加促進事業 
・区民スポーツレクリエーション
大会 
・区民グラウンドゴルフ大会 
・区民健康づくり 

（福祉） 
・敬老会事業 
・「いこいの日」参加促進事業 

（安全・安心） 
・防災対策 炊き出し訓練 
・あいさつ声がけ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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第 2区 
 

第 2区 
世帯と人口 面積 

209世帯 465人（男 233人 女 232人） 0.13平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安全で、誰もが暮らしやすい二区 

地域の良いところ 

・駅、役場、郵便局、銀行などが地区内に揃っていて暮らしやすい。 
・ごみ分別のルールが守られるようになってきた。 
・電線にカラス排除の工事を行ってからは、カラスのフン被害が少なくなった。 
・高齢者や一人暮らしの世帯が多いが、近所同士の挨拶や声掛けなどがある。 
・「いこいの日」「敬老会」「秋祭り」など様々な地域行事が開催され、地域住民の交流、親睦の場となっている。 
・駅前公園、地区集会所が災害時の避難、集合場所として活用できる。 
・人の往来が多い割に、これといった犯罪発生が少ない。 
・毎年、年末に「火の用心」を呼びかけながらの防火パトロールが行われている。 
・新旧住民の交流があり、互いに協力し助け合う雰囲気がある。 

地域の課題 

・高齢世帯の増加が進んでいる。 
・小中学生の減少により、子供会活動に支障が出てきている。 
・現役世代の減少により、町内会活動全般、スポーツ活動への参加者確保が難しくなってきている。行事参加
者の固定化。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・小売店舗が減少し、郊外の大型店へ行くには不便。 
・公園などが不足。 

地域づくりの基本方針 

・住民が互いに助け合い、協力し合って、暮らしやすい地区をつくる。 
・住民、とりわけ子供や高齢者、障害者の事故がない安全な地区をつくる。 
・激化する自然災害に備え、万が一の場合も協力して対応できる地区をつくる。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（福祉） 
・いこいの日 
・敬老会 

（防災） 
・防災事業（防災訓練、備品整備、 
マップ作成、講座の開催） 

（文化） 
・秋祭り 
・子供と大人のクッキング 
・町民玉入れ競技会への参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 5 月末日現在 
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第 3区 
 

第 3区 
世帯と人口 面積 

393世帯 910人（男 467人 女 443人） 0.58平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・人と自然とがふれあう、安心・安全で住みよい地域づくり 
・笑顔と思いやりの心でお互いに助け合える地域 

地域の良いところ 

・豊かな自然に恵まれている。 
・集会所など地域の人が集まる設備が整っている。 
・雑音や公害がなく静かで生活がしやすい。  
・公園・緑地・広場など整備されている。 
・近くに城址公園・図書館・広場（グラウンドゴルフ場）、白鳥神社 春と秋例大祭・初詣・どんと祭。 

地域の課題 

・樹木伐採によるがけ崩れの心配。 
・一部に集中豪雨による冠水被害が発生する。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・ゴミ出しマナーが悪い。 
・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・災害時、緊急時の対応が難しい。 

地域づくりの基本方針 

（教養福祉部関連） 
・見守り、声掛け、班およびとなり近所のあいさつ、講座、講演会の実施。 
・若者が参加出来るイベイトの開催。 
・子供会と老人会の共同美化(花作り)等。 
（環境・衛生部関連） 
・ゴミのポイ捨て対策。 
・資源回収。 
・危険な場所のパトロール。 
・雑草等の美化。 
（自主防災部関連） 
・防災・防犯・防火対策の充実と災害時等でも安全にかつ安心して生活出来る地域を目指していく。 
・地域内の総点検。(危険個所・街灯・防犯灯・暗がり箇所) 
・あいさつ・声かけ等の励行と掲示板を活用した周知徹底。 
・夜間の防火・防犯パトロール。 
・防災・防火訓練・研修の実施予定。 
（保健体育部関連） 
・スポーツ活動により交流を推進し健康増進を図ります。 
・『歩け歩け運動』等みんなが参加しやすいイベントを開催します。 
・高齢者の健康増進のため各種愛好会活動を活性化します。 
・健康な生活を送るため健康増進セミナー等を開催します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（保健体育） 

・夏祭り大会 

・体育祭 

・いも煮会 

・パークゴルフ大会 

・健康づくりセミナー 

（環境・衛生） 

・一斉清掃 

・道の日クリーンキャンペーン 

・自主清掃 

・花いっぱい運動 

・ごみ出しマナーの向上 

・段ボール回収の実施 

（教養・福祉） 

・高齢者対策 

・敬老会 

・「さくらの日」 

（自主防災） 

・自主防災活動 

・防犯灯の取替・新規設置 

・夜警 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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第 4区 
 

第 4区 
世帯と人口 面積 

278世帯 622人（男 315人 女 307人） 0.82平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

あいさつかわし支え合う 4区 

地域の良いところ 

（環境） 
・自然環境に恵まれている。 
・駅に近い。 
・静かな住宅地。 
（福祉） 
・病院や役場が近くにある。 
・高齢者の交流の場を設けている。 
・近所づきあいがある。 
（防災・防犯・交通） 
・自主防災や婦人防火クラブの組織がある。 
・学生の通学路になっていて、人の動きがあり活気がある。 
（生活） 
・近所どうしの交流がある。 
・住みやすい。 
・学生のアパート入所者が多く、若々しい雰囲気がある。 

地域の課題 

・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・世代間コミュニケーションを図る必要。 
・学生の生活マナーが悪い。 
・大雨時に冠水の恐れがあるエリアがある。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・自動車の交通量が多く交通安全に不安。 
・地域活動に無関心な住民が多い。 

地域づくりの基本方針 

「元気にいつまでもここに住み続けたい」との気持ちを大切に、人と人の結びつきを大切にしながら、みんなで協
力して実践できるように 3つの基本方針を掲げました。 
 1．元気に安心して暮らせる地域にします。 
 2．お互いにあいさつかわす地域にします。 
 3．あたたかさを感じる地域にします。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・道路一斉清掃活動 

・ごみの分別徹底活動 

・公園清掃と整備活動 

・環境パトロール 

・花の植栽活動 

・資源回収活動 

（防災） 

・地域の総点検事業 

・あいさつ・声がけ運動 

・防災機器、用具整備事業 

・防犯・交通安全教室開催 

（文化） 

・ふれあいの日支援 

・敬老会開催 

・生活お助け隊編成 

・おしゃべりサロン開店 

・教養講座開催 

（体育） 

・区民レク開催 

・玉入れ大会開催 

・区内散歩コース整備 

（総務） 

・第４区かわら版発行 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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第 5区 
 

第 5区 
世帯と人口 面積 

157世帯 394人（男 205人 女 189人） 0.08平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安全・安心に暮らせる地域を目指して 

地域の良いところ 

地域住民は「みんな仲良く、明るく、楽しく生活していこう」という思いが受け継がれており、高齢者層を中心に寛
大な心を持ち合わせており、相手を受け入れようという素地ができている地域である。そのため若者層も高齢者
や障がい者への思いやりや気遣いがあり、居心地の良いコミュニティを形成している。一例を挙げれば、自治会
活動に積極的で、リーダーを尊重し支え合う環境が醸成されており、地区の行事や懇談会などにおいても参加
者が際立って多い。 

地域の課題 

・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・ゴミ出しマナーが悪い人がいる。 
・ペットの飼育、散歩マナーが悪い人がいる。 
・狭隘道路が多く、交通安全に不安がある。 
・防犯灯が不十分で、夜間の防犯、交通安全に不安がある。 

地域づくりの基本方針 

・安全で安心して暮らせる地域。 
・災害時に住民が協力できる地域。 
・住民が安心して住み、高齢者や障がい者にやさしい地域。 
・生活マナーが向上し、暮らしやすさを感じられる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・道路清掃事業 

・集積所管理事業 

・リサイクル促進事業 

（健康） 

・スポーツ大会参加促進事業 

・町民玉入れ大会参加事業 

・みどりの日参加促進事業 

・高齢者健康増進事業 

（コミュニティ） 

・区民レクリエーション大会

事業 

・新年交流事業 

・敬老会事業 

・夏祭り事業 

（安心・安全） 

・防災対策事業 

・防犯対策推進事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 

 



 

－ 116 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 6A 区 
 

第 6A区 
世帯と人口 面積 

672世帯 1,616人（男 817人 女 799人） 1.65平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

スローガン：「マナーが一番 笑顔で挨拶」 

キャッチフレーズ： 
地域の人々との出会いを大切に「挨拶」に心がけよう。 
新栄通りから舘山を見よう、そして、散歩コースに入れよう。 

地域の良いところ 

（環境） 
・公共施設が多い。 
・商業地、住宅地が混在しており活気がある。五間堀には淡水魚、新栄通には二度咲き桜並木があり自然環境
にも恵まれている。また昼間は大学生等で活気がある、夜間は静かで環境が良い。 

（福祉） 
・行政が行っている福祉サービスを周知、徹底を図っている。 
（防災・防犯・交通） 
・防災時の役割、分担を決めて、常日頃の訓練により意識の向上に努めている。 
・地域の防犯は近所付き合い、連携強化に努めている。 
（生活） 
・地域の近くには大型店があり日常生活を営むことが容易。 
・中学校、県立支援学校、仙台大学、自衛隊駐屯地が有り多くの若者世代の交流を図ることが出来る。 
・医院が付近にあり心強い。 

地域の課題 

・ごみのポイ捨てが多い。 
・耕作放棄地が目につく。 
・特にアパート住民の生活マナーが悪い。 
・住民同士のコミュニケーションが希薄。 
・世帯数が多く、情報の周知、徹底が難しい。 
・住宅建設に排水施設が追い付いていない。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・環境保全活動する区民を増やし、ごみのない地域にします。 
（地域活性化） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域を目指します。 
（環境活動） 
・道路一斉清掃活動の実施します。 
（交通安全部会） 
・防災マップの作成をします。 
・高齢者を火災から守る事業をします。 
（美しい環境を守り育むために） 
・地域を花できれいにします。 
・ガーデニング講座を定期的に実施します。 
（助け合い、ふれあいがあふれるまちづくり） 
・あいさつ運動で地域のつながりを深めます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康） 

・地区スポーツ大会 

・スポーツ大会参加 

・小グループ健康推進活動育成 

（安全・安心） 

・あいさつ・声がけ運動 

・地域の総点検事業 

（従来活動） 

・夏祭り 

・敬老昼食会 

・地域の総点検事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
 
 



 

－ 117 － 

 第３編 地域計画 

第 6B 区 
 

第 6B区 
世帯と人口 面積 

317世帯 812人（男 415人 女 397人） 0.38平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「老若男女が集える地域」 
・安全・安心に暮らせる世代交流の有る地域 
・お互いに相手を重んじる地域 
・生きがいを感じる地域 

地域の良いところ 

（環境） 
・一般家庭ではごみの収集、ペットの飼育などのルールやマナーを守っていて生活環境が良い。 
・自然環境に恵まれている。 
（福祉） 
・民生委員を先頭に独居の高齢者の見守りをしている。 
（防災・防犯・交通） 
・災害対策資材倉庫を設け、毎年資材の拡充をしている。 
（生活） 
・近所どうしの交流がある。 
・自然環境に恵まれている。 
・買い物はスーパーが近くにあり便利。 

地域の課題 

・町営住宅のゴミ出しのマナーが悪い。 
・高齢者の通院に不便な地域。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・環境保全活動をする区民を増やし、ごみのない地域にします。 
・誰もが安心して暮らせる犯罪の無い地域づくり。 
（地域活性化） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域を目指します。 
・区民の誰もが参加できる行事の開催。 
・助け合い、ふれあいがあふれる地域づくり。 
（環境部会） 
・道路一斉清掃活動の実施。 
・下水道未整備の為、消毒薬剤の配布。 
（防災安全部会） 
・防災マップの作成。 
・高齢者を火災から守る事業。 
（美しい環境を守り育むために） 
・花の植栽活動の促進。 
・環境美化活動の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康） 

・区民運動会 

 

（安全・安心） 

・あいさつ・声がけ運動 

・地域の総点検事業 

（衛生） 

・消毒薬剤配布 

（環境） 

・花いっぱい運動 

（福祉） 

・敬老昼食会 

・いこいの日 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 7A 区 
 

第 7A区 
世帯と人口 面積 

165世帯 402人（男 197人 女 205人） 0.08平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

『住んで楽しい おらが街』を目指して 

地域の良いところ 

・区民の多くは、長期にわたり居住しており、近所の助け合いやお互いの立場をよく理解し、自由に意見を出し
合える良い雰囲気がある。 
・日常生活における利便性が良い。 

地域の課題 

・少子高齢化が顕著。高齢者が安心して住める地域づくりを進める必要。 
・区活動への若い世代の参加。 

地域づくりの基本方針 

（安全で安心して暮らせる地域） 
・太子堂地区では活発に地域活動やイベントを開催していますが、より多くの区民が参加するよう体制づくりに
努めます。 
・緊急時には共助の精神が重要な鍵となりますので、近隣の若年世代が区の運営に参画しやすい組織づくりに
努めます。 

（災害時に区民が協力できる地域） 
・災害時において、区民が冷静に避難や救護活動などができるよう、自主防災組織の能力を高めていきます。 
・災害時にも共助の精神が必要です。自宅や家族の安全が確認された場合には、地域の防災活動や復旧活動
に参加する精神を醸成していきます。 

（美しい生活環境を保全できる地域） 
・公園、道路、側溝など、地区内の公共スペースを美しく保つため、ゴミの出し方を守り清掃活動をとおして、環
境衛生に対する区民の意識を高めます。 
・船岡中央公園が、子どもから高齢者までが楽しく集えるよう環境整備を進めていきます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境業務） 

・公園及び側溝清掃 

・樹木の剪定及び遊具の点検 

（福利厚生） 

・押し花教室 

・いこいの日 

・夏祭り行事 

・敬老会行事 

（総務） 

・元旦祭（太子神社） 

（体育） 

・各種スポーツ大会参加 

（防災） 

・婦人防火クラブ 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 7B 区 
 

第 7B区 
世帯と人口 面積 

427世帯 1,102人（男 522人 女 580人） 0.20平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

“思いやり”あふれる地域 ７Ｂ区 

地域の良いところ 

・小・中学校に近接し、通学条件に恵まれ教育環境に優れている。 
・ＪＲ船岡駅まで徒歩約 15分程度と通勤面でも恵まれている。 
・周辺には病院、買い物施設等も多数存在し、日常生活の利便性が非常に高い地域。 
・地域全体が平坦地で比較的自然災害が発生しにくい地域。 
・お互いに支え合う風潮が醸成され、各行事が地域住民の協力のもと盛大に行われている。 
・防災資材倉庫を設置し、防災資材の拡充を図るとともに、毎年防災訓練を実施し、住民の防災意識の高揚に
努めている。 
・スポーツ愛好会を中心に積極的にスポーツに取り組んでいる。 
・ダンベル体操や社交ダンス等健康維持に努めながらコミュニケーションの醸成を図っている。 

地域の課題 

・アパート住民のゴミ出しマナーが悪い。 
・少子高齢化が進んでいる。 
・大雨時に冠水の恐れがあるエリアがある。 

地域づくりの基本方針 

・思いやりにあふれた笑顔の絶えない地域。 
・安全に安心して暮らしていける地域。 
・お年寄りを尊敬し、子どもの健やかな成長を見守れる地域。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・挨拶、声掛け運動 

・町内会お知らせ版発行 

・ごみ出し対策 

・道路一斉清掃 

・子ども会資源回収 

・夏祭り 

（福祉） 

・高齢者、障害者見守り、 

声掛け運動 

・敬老会事業 

（防災・防犯・交通安全） 

・災害時要支援者マップ 

作成事業 

・防災資器材整備、災害時

食料備蓄 

・防災訓練 

・通学路歩道除雪、融雪事業 

・防犯灯、交通安全設備の

整備検討 

（健康） 

・スポーツ愛好会活性化事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 3 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 8区 
 

第 8区 
世帯と人口 面積 

307世帯 776人（男 384人 女 392人） 0.26平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「安全・安心：思いやり：支えあい：助け合い」 

地域の良いところ 

地域内の中心部に船岡小学校、船岡公民館、近隣に柴田消防署、柴田交番があり住みやすい居住環境。 

地域の課題 

・世代を超えた交流がない。 
・船小東側地域の道路が県道 50号とＪＲ東北本線間だけで避難経路が不安である。 
・台風等で冠水する道路がある。 
・災害時に備え避難経路の周知。 
・高齢化が進んでいる。 
・ごみ集積所へのごみの出し方。 

地域づくりの基本方針 

第 8区に安心して居住・生活ができる地域にするために、お互いが同じ立場で協力し合い地域づくりに取り組
み、キャッチフレーズ「安全・安心：思いやり：支え合い：助け合い」を合言葉に魅力ある地域づくりを目指す。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・防災部） 

・交通事故・犯罪のない地域 

・火災や災害（台風・地震）に強い地域 

・自主防災訓練 

・災害用品等の備蓄 

・危険箇所の調査 

・防犯灯の新設 

（衛生・環境部） 

・環境美化活動（毎月第 2日曜・地域の

清掃日）の実践 

・ごみ集積所へごみの出し方（マナー） 

・犬の散歩中（糞処理） 

・小・中学校の資源回収への協力 

（体育・福祉部） 

・スポーツ（区民レク大会）を通じて親睦

と交流を図る 

・年長者に感謝（敬老会・きてけさい等） 

・町開催事業（球技大会等）参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 9A 区 
 

第 9A区 
世帯と人口 面積 

427世帯 1,030人（男 525人 女 505人） 0.36平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

諸先輩の方々が地域発展に努力されてきた古き歴史と白石川の土手に咲き誇るさくらの景観・蔵王連峰を仰ぐ
自然環境に恵まれた地域で住民みんなが快適に元気で明るく暮らせる土手内を目指します。 
・白石川とさくらを活かしふれあう土手内 
・安心・安全に暮らせる土手内 

地域の良いところ 

・白石川が流れ、千本桜並木があり豊かな自然がある。 
・騒音や公害がなく、静かで住みやすい。 
・地域の人が集まり、活動できる集会所がある。 
・夏祭りやミニ体育祭などの行事があり、人々と交流が出来る。 
・公園がある。 
・安心して子育てが出来るところである。 
・下水道が整備されている。 
・土手内に住み続けたい人が多い。 

地域の課題 

・道路が狭い、5号線の改良（車道・歩道）、41号線の改良。 
・街灯の新設、設置高さの統一、LED化の整備。 
・側溝の全面改修（2丁目）。 
・白石川旧牛放牧地のスポーツ施設への改修。 
・公園、広場の整備および 3 丁目への公園の増設。 
・土手内 3丁目の災害用広報スピーカーの設置。 
・白石川増水時の危険水位点滅装置の設置。 
・公園内にふれあいサロン施設の設置。 
・雨の日も気軽に遊べる公園。 
・子どもたちのためのまちづくり。 
・9A、9B両行政区による新しい土手内づくり。 
・誰もが集える事業の創造。 
・土手内公園既存施設の新しい活用法。 
・公園、河川敷の美化活動のあり方。 
・防災避難訓練のあり方。 
・福祉防災マップの作成。 
・火災や地震などの災害が心配。 
・交通ルール。 
・犬、猫の飼育マナー。 
・子ども、高齢者、身障者等の見守り、声掛け運動。 
・日常生活に必要な買い物が不便。 
・若者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

人口減少や少子高齢化が進む中、住みよいまちづくりのための町内会運営を皆で協力して取り組むよう努めて
いきます。 
・元気に楽しく助け合う土手内・・・共助の精神。 
・明るく気軽に声をかけあう土手内・・・協働の精神。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（住民活動） 

・9A・9B合同ふれあい in 夏まつり 

・老若男女集う体育祭 

・住民との交流観桜会 

・季節の花で美化植栽活動 

（防火防災活動） 

・年度防災訓練計画 

・一人暮らし要援護者用支援体制地図

作成 

（福祉活動） 

・町内地域づくりのプロジェクトチーム

育成 

・集会所無料によるお茶のみ交流開放 

・敬老会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 9B 区 
 

第 9B区 
世帯と人口 面積 

137世帯 293人（男 146人 女 147人） 0.09平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

お互いに助け合い、安全・安心・明るく 

地域の良いところ 

（環境） 
・白石川堤一目千本桜に隣接しているなど豊かな自然に恵まれている。 
（福祉） 
・地区敬老文化祭や憩いの日などの催しがある。 
（防災・防犯・交通） 
・通勤、通学に不便を感じない。 
（生活） 
・騒音や公害がなく、静かで生活がしやすい。 

地域の課題 

・花づくり、緑化、清掃などの地区の環境整備活動が必要。 
・子ども、高齢者、障がい者などを支援する活動が必要。 
・火災や地震などの災害時に不安を感じる、 
・交通ルール（自転車等）を守らない人がいる。 
・日常生活に必要な買い物が困難。 
・生活マナー（ペットの飼育、ゴミ出し等）を守らない人がいる。 

地域づくりの基本方針 

・お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域。 
・高齢者などが安心して安全に暮らせる地域。 
・防災、防犯、防火の対策が充実し災害時などでも安全に安心して暮らせる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・環境美化活動 

・道路愛護活動 

（福祉） 

・憩いの日 

・地区敬老文化祭 

（防災・防犯・交通） 
・自主防災訓練 

（生活） 

・ウォーキング大会 

・新春交歓会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 10 区 
 

第 10区 
世帯と人口 面積 

585世帯 1,377人（男 691人 女 686人） 0.55平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

強い絆で結ばれ明るく元気な 10区～みんなでつくる住み良い地域～ 

地域の特徴 

・国道 4号線を挟むように地区が南北に分断している。 
・豊かな自然に恵まれ静かで住みやすい地域である。 
・近くに駅やスーパー、病院など日常生活に便利な地域である。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・ゴミのポイ捨てや動物のフン害などの対策が必要である。 
・場所によっては街灯がなく、夜間の通行に支障をきたしている。 
・大雨による道路冠水の対策が必要となっている。 
・路上駐車や交通マナーが守られていないため、歩行者が危険にさらされている。 
・隣近所の繋がりが希薄となっている。 
・災害時の対応について不安を感じている。 
・行事やイベントへの参加者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

（厚生） 
・子どもから高齢者まで絆を深め、10区で生活して良かったと思える地域を目指します。 
（保健衛生） 
・地域の保健、衛生に目配りをし、良好な居住環境を目指します。 
（体育文化） 
・健康増進および区民の交流促進を通して、区民が生き生きと生活し、区民同士が協力し合う地域を目指します。 
（防火防犯） 
・「自らの安全は自ら守る」を基本に、区民が安心して生活できる地域を目指します。 
（コミュニティ） 
・区民が協力して清掃活動や集会所の維持管理活動を行い、地区民の繋がりがある魅力ある地域を目指します。
また、隣接地区との連携を深め魅力ある地域を目指します。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（厚生） 

・敬老会 

・新入学児童祝い金 

（保健衛生） 

・ごみ集積所管理 

（体育文化） 

・各種スポーツ大会への参加促進 

・夏まつり 

・10 区フェスティバル 

（防火防犯） 

・防犯灯の管理 

・防犯パトロール 

（コミュニティ） 

・区内側溝等清掃整備 

・集会所備品整備 

・船迫小地区ふるさと運動推進協議会

への参加 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 7 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 11A区 
 

第 11A区 
世帯と人口 面積 

463世帯 1,141人（男 533人 女 608人） 0.49平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

思いやりと笑顔にあふれ のびのびと明るい 11A区を築こう 
・子どもから年寄りが集まれる「ふれあいの場」づくりを目ざし、この地域の活性化につながってほしい。 

地域の良いところ 

・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。（住宅事情が良い） 
・盆踊り、祭りなどの地域行事がある。 
・人とのつながりが深い。（近所づきあいがしやすい。地域の連帯感を感じる。） 
・通院などに不便を感じない。 

地域の課題 

・下水道が整備されていない。 
・道路が狭いなど道路事情が悪い。 
・交通ルールを守らない人が多い。 
・生活マナーを守らない人が多い。 
・災害時に不安を感じる。 
・公園、緑地、広場などが少ない。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 

地域づくりの基本方針 

（健康・福祉グループ） 
・ウォーキングによる仲間づくりと健康増進。 
・「まざらいん会」の継続。 
・レクリエーション大会の継続。 
（生活環境グループ） 
・町内一斉掃除活動の継続。 
・子ども会廃品回収活動の継続。 
（防災・防犯・交通グループ） 
・地域防災マップ最新版の作成計画。 
・見守りタイ活動の継続とあいさつ運動への展開。 
・あいさつ運動の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康・福祉） 

・レクリエーション大会 

・春と秋のウォーキング大会 

・ウォーキングラリー 

・まざらいん会 

（生活・環境） 

・町内一斉掃除活動 

・子ども会廃品回収活動 

（防災・防犯・交通） 

・地域防災マップ最新版の

作成 

・自主防災備品の整備 

・防災訓練の実施 

・見守りタイ活動の継続 

（教育・文化） 

・あいさつ運動の推進 

・地域文化活動の継承及び

文化財の保護 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 11B区 
 

第 11B区 
世帯と人口 面積 

303世帯 913人（男 452人 女 461人） 0.69平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

お互いに助け合い、楽しく暮らせる第 11B区地域 
・高齢者などが安心して安全に暮らせる第 11B区地域 
・防災・防犯・防火の対策が充実し、災害時などでも安全に安心して生活できる地域 
・元気・活発で伸び伸び暮らせる地域（活気あふれる地域） 

地域の良いところ 

（環境） 
・豊かな自然に恵まれている。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい（住宅事情が良い）。 
（福祉） 
・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
（防災・防犯・交通） 
・火災や地震に対する防災体制や設備が整っている。 
（生活） 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・ゴミ出しルールを守らない人がいる。 
・確実に高齢化し、1～2人暮らしになった時の隣人との結びつきが不安。 
・アスファルトが穴だらけ。 
・農道を小中学生が通学路として利用しているが、道路が狭く柵がない。 
・注意喚起の看板があるにも関わらず、路上駐停車がある。 
・下水道が整備されていない。 
・交通量が増え、騒音がひどくなった。 
・休日早朝の草刈。 
・郵便局や役場が遠い。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・花づくり、緑化、清掃など地域の環境整備活動。 
・ゴミの減量やリサイクル活動。 
・公園・緑地や空き地・空き家の整備。 
（福祉） 
・子ども・高齢者・障がい者などを支援する活動。（見守り、声がけ運動など） 
・既存の団体（老人クラブ・子ども会など）への支援や活動を強化。 
（防災・防犯・交通） 
・防災資材の整備・要援護者の支援体制の確保。 
（生活） 
・地域の人同士が気楽に交流できる場の設置。 
・町づくりを担う人材の確保と育成。 
・働いている人や学生、高齢者がイベントに参加しやすくなる環境整備。 
・地域の歴史、文化、伝統行事などを守り伝える活動。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 

・あいさつ声がけ運動（区会） 

・防災資材整備 

（福祉） 

・敬老会 

（文化） 

・東船岡ふるさとづくり推進協議会事業

への参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 11C区 
 

第 11C区 
世帯と人口 面積 

498世帯 1,421人（男 692人 女 729人） 0.39平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

○安全で安心した生活がおくれる第 11C区 
 地区に生活する人々の横のつながりのあるコミュニ
ティを目指したい。 
・地域で子供たちの安全を守る 
 通学時・公園等においても地域で子供たちを見守る
体制づくりを目指す。 

・高齢者も地域の中で活動できる 
 地区で行う行事を周知するとともに、行事への参加
できる体制を整える。 
・地区住民の考えが反映できる、情報活動を行う。 

地域の良いところ 

（環境） 
・地域全体が平坦地で、自然災害が起こりにくい。 
（洪水・土砂崩れ等） 
・道路がよく整備されている。 
・モール的店舗が近くにあり、生活に便利である。 
・近くに保育所・小学校・中学校があり通学に便利である。 
・住民の多くが勤め人であり、共通した面が多い。 
（福祉） 
・援助を求める家庭が極めて少ない。 
・新栄ふれあいサロンのような高齢者のための催しに
参加する人、援助してくれるボランティアが多くいる。 
・民生児童委員の努力で、地域福祉の情報が確実に
入手でき、対応しやすい。 
・東日本大震災時には、近所の困った方々へ手を差し伸
べてくれた班が多く見られた。 

（防災・防犯・交通） 
・町内会に防災部を設け、防災についての調査・研究
を行っている。毎年防災訓練を実施している。 
・防災倉庫を設け、防災用品を確保している。（発電機・
担架・簡易トイレ・水タンク・ヘルメット・コンロ等多数） 
・町内会の予算で防災予算が確保されている。 
・地震が起きた際、直ちに班長は防災本部長へ報告
する用紙を準備しており、報告する体制が整った。 
・東日本大震災時には、臨時に集会所を避難場所に
し、活動したが多くの方々（特に集会所近隣の方）か
ら自主的に協力をもらった。 
・地域防犯連絡員は、問題が起きたとき対応できるよう
になっている。 
・県道角田柴田線に交通信号がついた。 

地域の課題 

・変質者の出没がある。 
・自動車、自転車の交通マナーが悪い。 

・道路が整備されたことによる交通量の増加で交通事
故が心配。 
・電車での通勤通学には、船岡駅が若干遠い。 

地域づくりの基本方針 

（全体として） 
1．生活環境の整備に努める。 
2．地区民の交流の場を広げる。 
3．広報活動を通じ、地区民との情報の共有に努める。 
（環境） 
1．公園清掃・一斉道路清掃・ゴミ集積場清掃をおこな
い、きれいな地区を目指す。 

2．公園の維持は地区の方々の協力により、さらにきれ
いな公園を目指す。 

3．資源ごみの回収により、ゴミ集積場の整備に取り組む。 
（生活） 
1．地域の情報を共有し、それを生かせる工夫をする。 

2．地域のために活動するボランティアを増やし、活動
しやすいよう努める。 

3．班ごとに集まる機会を持ち、班員の交流を深める。 
4．地域の各年代が一緒になって活動できる行事を行
うとともに、参加者の拡大を目指す。 

5．いろんな場面で、お年寄りへの見守り活動を行う。 
（防災・防犯・交通） 
1．防災計画に基づき、防災訓練を行う。 
2．子供たちが安全な通学ができるよう努める。 
3．交通量の増加で、事故が増えることへの対策（子ど
も・高齢者を中心とした）に取り組む。 

4．防災計画はできているので、普段の対策に取り組む。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・公園清掃 

・ゴミ集積場の整備 

・一斉清掃 

（福祉） 

・敬老会 

・新栄ふれあいサロン 

（体育・防災） 

・町内会レクリエーション大会 

（文化） 

・史跡めぐり 

（生活福祉） 

・町内会新聞の発行 

（総務） 

・声がけ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
 



 

－ 127 － 

 第３編 地域計画 

第 11D区 
 

第 11D区 
世帯と人口 面積 

298世帯 749人（男 382人 女 367人） 0.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・安心、安全に暮らせる豊かな地域 
・お互いに助け合いがある地域 
・親しみと信頼関係がある地域 

地域の良いところ 

・騒音や公害がなく静かで住みやすい。 
・大型ショッピングセンターがあり買い物に便利。 
・定期的な「いこいの日」の開催で、高齢者の交流を深めている。 
・子どもの登下校時の見守り活動に力を入れている。 
・町指定避難所の船岡生涯学習センターに近接している。 
・区誕生前からの町内会組織があり、盆踊りなど旧来からの行事がある。 
・集会所など地域の人々が集まれる施設がある。 

地域の課題 

・自然環境が少ない。緑地や公園が少なく子どもの遊び場が無い。 
・ゴミの分別が徹底されていない。 
・下水道が整備されていない。 
・通院、通勤、通学に不便。 
・高齢者世帯が増加傾向で、引きこもりの心配。 
・狭い道路が多く、道路事情が悪い。 
・交通安全向上のマナーアップの必要性。 
・災害への備えに不安がある。 
・人とのつながりが少ない。近所と付き合いにくい。 
・若者の行事への参加促進。 
・区内の情報が入りにくい。情報発信の充実。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
環境美化、衛生向上を図り、住んでいて気持ちが良い地域をつくっていきます。 
（福祉） 
高齢化が今後も進むことを念頭に、高齢者が楽しく暮らせる地域をつくっていきます。 
（防災・防犯・交通安全） 
日頃から災害に備え、防犯活動や交通安全活動に取り組み、区民が安心して安全に暮らせる地域をつくって
いきます。 
（コミュニティ） 
区民相互および近隣地区との交流を深め、人と人がつながる温かみのある地域をつくっていきます。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・ごみ分別徹底啓発活動 

・ごみ集積所の管理、美化

活動 

（福祉） 

・敬老会 

・いこいの日 

（防災・防犯・交通安全） 

・防災講習、防災訓練 

・防災備品整備 

・見守りタイ活動 

・区内安全施設点検 

（コミュニティ） 

・盆踊り 

・区内団体支援 

・東船岡小地区ふるさと推進

協議会参加 

・集会所備品整備 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 5 月末日現在 

 



 

－ 128 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 12A区 
 

第 12A区 
世帯と人口 面積 

312世帯 1,014人（男 504人 女 510人） 2.43平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

健康で、和やかに暮らせ、家族や地域の支え愛（合い）を大事にする 12A区 
（中名生&下名生地区） 

地域の良いところ 

（環境） 
・豊かな自然に恵まれている。 
・人とのつながりが深い。 
・騒音や公害がなく静かで生活しやすい。 
（福祉） 
・福祉サービスや介護サービスを受けやすい環境。 

（防災・防犯・交通） 
・火災や地震などに対する防災体制や整備が整って
いる。 

・交通安全のための体制や整備が整っている。 
・防犯のための整備や体制が整っている。 
（生活） 
・日常生活に必要な買物がしやすい。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 
・公民館や集会所などの人が集まる施設がある。 
・通勤・通学に不便を感じない。 

 

地域の課題 

・若者が少ない。 
・公園、緑地、広場などが少ない。整備されていない。 
・福祉サービスや介護サービスが受けにくい環境。 
・保育や子育てに不安がある。環境が整っていない。 
・火災や地震などの災害時に不安を感じる。 

・交通事故が起こりやすいと感じる。 
・下水道が整備されていない。 
・道路事情が悪い。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・生活マナーを守らない人がいる。 

地域づくりの基本方針 

（環境の保全・美化） 
・道路、公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・遊休地を活用したコミュニケーション活動。 
・家族団らんの日設定。 
・お年寄りが休める場（集える。休息できる。）作り。 
（福祉の増進） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者の生きがい増進を図る事業。 
・区民の健康を守る事業。 
・食生活改善に関すること。 

（防災等（防災・防犯・交通安全）） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や自然災害等の災害対策に関する事業。 
・児童の安全を守る事業。 
（健康等（文化・スポーツの交流）） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承による地域づくりの実践。 
・地域活動周知のための情報発信。 
・あいさつ運動に関すること。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・児童公園の管理 
・用水路の清掃 
・農地・農道の管理 
・クリーン大作戦 
・廃品回収・資源回収 
・マナー向上作戦 
・ふれあい感謝祭 
・家族団らんの日 

（福祉の増進） 
・いこいの日 
・ダンベル体操 
・敬老会 
・あいさつ運動 
・介護サービス 
・食生活改善事業 

 

（防災・防犯・交通） 
・地域防災対策 
・自主防災訓練 
・地域防犯活動 
・子ども見守り隊 

（生活） 
・区民運動会 
・宮城ヘルシー大会柴田地区予選会
への参加 
・柴田町ソフトボール協会大会への参加 
・柴田町玉入れ大会への参加 

 
・船岡地区子ども会育成会競技大会へ
の参加 
・熊野神社祭典、子ども神輿参加 
・八剣神社祭典、子ども神輿参加 
・盆踊り・夏祭り 

 
・広報紙の発行 
・健康教室（食生活） 
・歩け歩け運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 12B区 
 

第 12B区 
世帯と人口 面積 

581世帯 1,702人（男 854人 女 848人） 1.15平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

いきいきとした地域活動に努め、住民のつながりを強く、互いに支えあう地域 

地域の良いところ 

（環境） 
・騒音や公害がなく、静かで生活しやすい。 
・豊かな自然に恵まれている。 
（福祉） 
・高齢者への生きがい対策。 
（防災・防犯・交通） 
・見守り隊など交通安全・防犯対策。 
・震災で助け合いが出来た。 
（生活） 
・日常生活に必要なものが買いやすい。 
・夏まつりなどの地域独自の行事がある。 

地域の課題 

・雑草対策。 
・ゴミ集積所の管理とマナーアップ。 
・ペットのフン対策、マナーアップ。 
・子どもが自然に触れながら土の上で遊ぶ場所が無い。 
・高齢化が進んでいるので「いざ」という時の対策が必要。 
・防犯灯が少ない。 
・町道の段差等の解消。 
・見通しの悪い交差点の解消。 
・道路の幅員を広げる必要がある場所がある。 
・貯水槽が足りない。 
・集会所と広場が狭い。 

地域づくりの基本方針 

・防災・防犯・防火の対策の充実、安全・安心な地域づくりに取り組みます。 
・高齢者が安心して安全に暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・元気・活発で伸び伸び暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・買い物に便利な地域づくりに取り組みます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・花いっぱい運動 

・ガーデニング講座 

・剣崎公園の除草・整備 

・家庭雑排水路の清掃・除草 

・区内道路一斉清掃 

（福祉の増進） 

・敬老・福寿の会 

（生活） 

・あいさつ声かけ運動 

・お茶飲み会 

・区民レクリエーション大会 

・東船岡ふるさとづくり推進協議会 

・夏まつり 

・ダンベルサークル 

・卓球愛好会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 13 区 
 

第 13区 
世帯と人口 面積 

635世帯 1,414人（男 710人 女 704人） 1.30平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

コミュニティを育みながら協働で進める安全・安心のまちづくり 

 白幡地域は八幡神社という歴史的な遺産があり、周囲には自然の恵みをもたらす森と田畑が健全としている。こ
れらのものを地域が主体となって活用しながら守っていくと共に、地域住民はもとより訪れる人に感動を与える美
しい郷づくりを目指します。 
 また、地域のつながりを大切にしながら、安心・安全で住みよい白幡 13区を目指します。 

地域の良いところ 

（環境） 
・阿武隈川河川敷公園が隣接しており、スポーツや散
歩コースとして、区民の健康増進に活かされている。 
・国道が横断しているものの、騒音はあまり気にならな
い程であり、公害もなく生活しやすい環境である。 
・最寄りの JR槻木駅には徒歩 15分、小学校まで徒歩
20 分、中学校までは徒歩 20 分など住環境に優れて
いる。 

（福祉） 
・人と人とのつながりが深く、高齢者のサークルもある。 
・地域の人が集まれる集会所がある。 

（防災・防犯・交通） 

・通勤・通学に不便を感じない。 

・子ども見守り隊がある。区の防災グループが活動し
ている。 

（文化・スポーツ） 

・区民がみんなで参加するレクリエーション大会があ
る。 

・柴田町以外の文化にふれることができる文化事業が
ある。 

地域の課題 

・公園の遊具が不十分。 
・ペットのフン始末、ごみの分別等生活マナーの向
上。 
・白幡橋付近の渋滞。 
・高齢者の増加。 
・高齢者の地区行事への参加者数の減少。 

・保育や子育てに不安を感じる。 
・通学路に防犯灯が無い場所があり、防犯上問題。 
・幅員の狭い道路の通行に不安。 
・大雨時の道路冠水や阿武隈川の増水に不安。 
・行事参加者の固定化。 
・若い世代の地域への参加促進。 

地域づくりの基本方針 

（環境部門） 
・公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・ペット飼育マナー向上。 
（福祉部門） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者の参加促進（引篭り防止）を図る事業。 
・区民の健康増進のための事業。 

（防災・防犯・交通安全部門） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や地震などの火災対策に関する事業。 
・交通弱者（児童、高齢者）の安全を促進する事業。 
（文化・スポーツ部門） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承。 
・地域活動周知のための情報発信。（区内報の充実） 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 

・区民レクリエーション大会 

・文化活動 

・子ども会育成会活動支援 

・広報紙（区会報）の発行 

（環境の保全・美化） 

・花いっぱい運動 

・白幡児童公園維持管理 

・道路側溝の清掃 

・資源廃品回収 

・マナーアップ作戦 

（防災・防犯・交通安全） 

・地域防災対策 

・自主防災訓練 

・白幡子ども見守り隊 

（福祉の増進） 

・新春交歓会の開催 

・敬老会 

・あいさつ運動 

・しあわせの日 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 14 区 
 

第 14区 
世帯と人口 面積 

274世帯 718人（男 350人 女 368人） 0.21平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

みんなが安心・安全で明るく暮らせる上町地区に 

地域の良いところ 

・普段のあいさつが良い。 
・人との交流が良い。 
・近所の連帯感が良い。 
・騒音・公害が無く静かだ。（住みやすい） 
・近くに、駅・病院・郵便局・銀行・役場がある。 
・通勤・通学が便利。 
・公園・集会所があり使いやすい。 
・買い物がしやすい。 

地域の課題 

・道路が狭く不便。 
・交通事故の発生が心配。 
・街灯が少なく暗い。 
・ゴミの分別が徹底されていない。 
・野良猫が多い。 

地域づくりの基本方針 

（環境目標） 
・環境保全活動する区民を増やし、ごみの無い地域にします。 
・道路の草刈りなど定期的に取り組みます。 
・ごみの分別化を徹底して綺麗な集積所を維持します。 
・みんなで、花を愛する地域にします。 
・公園を利用しやすく管理します。 
（地域生活目標） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域をめざします。 
・健康第一・身体管理に充分留意し健康診査受診促進します。 
・交通マナーの向上で交通事故の防止につとめます。 
・区の催しに多数参加するよう促進します。 
・集会所を利用して、コミュニティ活動を促進します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・ごみ集積所管理 

・花いっぱい運動 

・区内道路一斉清掃 

・南浦公園管理 

（福祉） 

・敬老会 

・ほほえみの会 

・歳末助け合い活動支援 

・区民レクリエーション 

（防災） 

・自主防災訓練 

・雨水洪水援護活動 

・婦人防火クラブ 

（交通安全） 

・交通安全講習会 

・交通危険箇所の総点検 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 15 区 
 

第 15区 
世帯と人口 面積 

624世帯 1,751人（男 862人 女 889人） 0.38平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく、楽しく、ふれあう地域 

地域の良いところ 

・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。（住宅事情が良い） 
・通勤通学に不便を感じない。 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・公園などが整備されている。 
・集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 

地域の課題 

・火災や地震などの災害時に不安を感じる。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・ペットの飼育、ゴミ出しなどのルールを守らない人がいる。 
・人とのつながりが無い、近所と付き合いにくい。 
・道路が狭い、道路事情が悪い。 
・通院などが不便と感じる。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 
・遺跡や伝統行事など特徴的な物が無い。 
・娯楽やスポーツ、生涯学習の機会が少ない。 
・防犯体制が整っていない。防犯設備が整っていない。 

地域づくりの基本方針 

（生活環境） 
・住みよい生活環境づくりを推進します。 
（防災・防犯・交通安全） 
・防災・防犯・交通安全により安全・安心な地域づくりを推進します。 
（健康・福祉） 
・健康・福祉の地域づくりを推進します。 
（文化・スポーツ） 
・文化・スポーツ活動により住民交流を推進します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・ごみ集積所管理 

・道路一斉清掃 

・ペット飼育マナー啓発 

・環境緑化活動 

・公園維持管理 

・集会所清掃 

・資源回収 

（防災・防火・交通安全） 

・防災用品整備 

・防災訓練・防災研修 

・防災マップ作成 

・消火器購入の斡旋 

・交通安全施設の点検・整備 

（健康・福祉） 

・健康料理教室 

・敬老会 

・やすらぎの日 

・高齢者世帯への声がけ活動 

（文化・スポーツ） 

・区民レクリエーション大会 

・区民グランドゴルフ大会 

・区民新春交歓会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 16 区 
 

第 16区 
世帯と人口 面積 

439世帯 1,273人（男 641人 女 632人） 0.69平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつと笑顔あふれる 16区 
将来目標：将来にわたり、地域住民が明るく元気で安全・安心に暮らせる生活環境づくりを目指します。 

地域の良いところ 

・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・ゴミ出しのマナーが悪い。 
・公園、緑地、広場などが少ない。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・若者が少ない。 
・幅員が狭い、修繕が必要な道路がある。 
・大雨時に冠水する場所がある。 
・交通量が多い、見通しが悪い、歩道が整備されていないなど、交通安全に不安を感じる場所がある。 

地域づくりの基本方針 

1．生活環境の保全活動強化の推進。 
2．防災・防犯・防火に対する意識付け強化の推進。 
3．お互い助け合い、楽しく暮らせるまちづくりの推進。 
4．道路・排水等の生活基盤整備の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・道路側溝一斉清掃 

・道路の一斉清掃 

・家庭消毒用薬剤散布 

・ごみ集積所管理 

・ペット飼育マナーの強化 

・公園清掃および花いっぱい運動 

（安全・安心） 

・高齢者（一人暮らし）等への 

声がけ運動 

・緊急災害対策研修会 

・消火器購入斡旋 

・防災機器・用品整備 

・防災マップ作成 

（助け合い・楽しく暮らせるまちづくり） 

・敬老会 

・区民交流会（秋の健康収穫祭） 

・新春交歓会 

・あいさつ・声かけ運動 

・久須志神社協力会 

・区内各種団体連絡協議会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 17A区 
 

第 17A区 
世帯と人口 面積 

573世帯 1,479人（男 727人 女 752人） 0.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

地域住民が絆を大切に安全、安心に明るく、楽しく暮らせる地域づくり 

地域の良いところ 

（生活環境） 
・大きな公園が 2箇所もあり自然環境に恵まれている。 
・隣近所の付き合いが良く楽しく暮らせている。 
・地域全体が声掛け、面倒見が良い。 
・高齢者に対して定期的に訪問し声掛けしてくれる。 
（防災・防犯・交通） 
・防災専用倉庫ができ、防災備品も少しずつ揃った。 
・子供見守り隊が組織され防犯、交通安全に寄与して
いる。 
・年1回、学校や地区PTA役員、民生委員と情報交換
をしている。 
・防犯灯の修理は即実行している。 

（福祉） 
・敬老会、文化芸能祭の実施。 
・ふれあいの会「いこいの日」を年 9回実施している。 
・児童民生委員と密に連絡を取り情報交換をしてい
る。 
・社協の協力を得て、健康講座を実施している。 

地域の課題 

・空き家、空き地が多く雑草や植木が近所迷惑になっ
ている場所がある。 
・高齢者単独世帯が多くなり、定期的な清掃も困難に
なってきている。 
・ゴミ出しのルールを分かっていない家庭がある。 
・公園の植木、樹木の手入れが遅く、荒れている。 
・広報掲示板を追加する必要がある場所がある。 
・公園の周りの側溝、落ち葉清掃。 

・ゲリラ豪雨時に冠水箇所がある。 
・カーブミラーを追加してほしい場所がある。 
・見通しが悪い交差点が多く、交通安全に不安があ
る。 
・防犯灯を追加整備する必要がある。 
・公園で深夜まで遊んでいる子どもたちがいる。 
・集会所が丘の上で、行くのが大変。座布団式なの
で、高齢者には大変。 
・詐欺まがいの不審な電話が多くなってきている。 

地域づくりの基本方針 

（地域内環境美化活動） 
・家庭のゴミ出しマナーの向上。 
・地域内、公園まわり、道路、側溝等の定期清掃。 
・排水の悪い所の消毒。 
・ゴミ集積所の環境整備。 
（防災・防犯・交通） 
・自主防災組織の充実。 
・地域住民に対する自主防災の啓発。 
・詐欺被害に対する知識の向上。 

（福祉、助け合いの促進） 
・敬老会、文化芸能祭を充実させる。 
・ふれあいの会「いこいの日」の参加者を増やす。 
・定期的な出前講座を開く。 
・住民間のあいさつ運動の促進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（福祉） 

・敬老会 

・第 17A 区ふれあいの会 

（娯楽・文化） 

・区民レクリエーション 

・地区文化芸能祭 

・新年会 

（防災） 

・自主防災備品整備 

（環境） 

・葛岡山公園の清掃 

・葛岡山周辺の側溝清掃 

・葛岡山公園植栽の手入れ 

・地域内一斉清掃 

・幹線道路の除草、清掃 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 17B区 
 

第 17B区 
世帯と人口 面積 

594世帯 1,618人（男 789人 女 829人） 1.72平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

楽しく・仲良く・明るい・ふるさとづくり －みんなで 集える 笑顔の地域－ 

地域の良いところ 

・行政区域の大きさがある。 
・緑、田園など自然環境に恵まれている。 
・集会所と舘前生活共同利用センターの活用が図ら
れている。 

・自主活動団体活動で人とひとの関わりが多くなって
きている。 

・知識や経験を発揮できる人材が豊富である。 

・地域づくり活動をしようとする気運が高まっている。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・エリアによっては隣近所の繋がりが希薄になってい
る。 
・ゴミのポイ捨てや犬のフン害などマナーアップが課
題。 
・大雨による冠水道路対策と低地排水路の改修対策
が必要。 
・暗く夜間の通行に支障がある場所がある。 

・植栽の維持管理の徹底が必要となってきている。 
・防災マップ作成時に危険箇所や要援護者等を含め
たものを作成する必要がある。 
・地域内道路において安全対策が必要になっている。 
・事業お知らせ等を通しながら区内企業との交流促進
を図る必要がある。 
・あいさつ、声掛け運動を進める必要がある。 

地域づくりの基本方針 

1．安全安心な地域づくり 
・「自らの安全は自ら守る」を基本にみんなで協力し合い、災害、交通、防犯に対応できる地域を目指します。 
2．生き生きとした元気で魅力のある地域づくり 
・地域のみんなが集い、支えあい、魅力のある地域を目指します。 
3．自然・歴史・文化を活用した地域づくり 
・地域にある自然・歴史・文化を発掘保存し、地域資源を活かした地域を目指します。 
4．子どもたちへの習慣等の継承、交流促進が図れる地域づくり 
・子どもたちへ地域の良さを継承させながら、外の地区との交流を図る地域を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．安全安心な地域づくり 
・自主防災訓練実施事業 
・消防団協力隊の構築事業 
・地域交通、防犯活動事業 
・区内企業交流促進事業 
・地域お助け隊構築・活動事業 
・子ども見守り隊活動事業 
・ゴミの有料化に伴う減量化
実践事業 
・町営墓地清掃活動事業 
・デマンドタクシー利用促進
事業 

2．生き生きとした元気で
魅力のある地域づくり 

・こころ豊かな人づくり事業 
・ふれあい活動拠点事業 
・あいさつ・声がけ運動の実践 
・マナー向上アップ作戦事業 
・柴田ヘルシー大会参加事業 
・地域スポーツレクリエーション
事業 
・敬老会事業 
・宝寿会活動事業 
・夏祭り事業 
・第 17B 区ホームページ開
設・運営事業 

3．自然・歴史・文化を 
活用した地域づくり 

・常設清掃隊活動事業 
・自然環境保全事業 
・い～とこめぐり・散歩コース
事業 

４．子どもたちへの習慣等
の継承、交流促進が図
れる地域づくり 

・凧つくり・凧揚げ大会事業 
・夏祭り行事参加事業 
・球技大会参加事業 
・花いっぱい活動事業 
・神社祭礼参加事業 
・資源回収事業 
・敬老会参加事業 
・育成会だより発行事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 18A区 
 

第 18A区 
世帯と人口 面積 

290世帯 822人（男 399人 女 423人） 1.14平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安心・安全 住みよい 四日市場沖 

地域の良いところ 

（環境） 
・阿武隈川や深山など豊かな自然に囲まれており、地
区面積の 70%を農地が占めるなど、自然環境に恵ま
れている。 
・国道が横断しているものの、騒音はあまり気にならな
い程であり、公害もなく生活しやすい環境である。 
・最寄りの JR槻木駅には徒歩15分、小学校まで 10分、
中学校までは徒歩 5分など住環境に優れている。 

（福祉） 
・人と人とのつながりが深い。 
・地域の人が集まれる集会所がある。 

（防災・防犯・交通） 
・通勤・通学に不便を感じない。 
（文化・スポーツ） 
・区民がみんなで参加するレクリエーション大会がある。 
・集会所広場を利用しての盆踊りが 8 月 13 日に開か
れている。 
・春の山神社祭りは、子供みこしも参加して盛大に行
われている。 

地域の課題 

・公園はあるが、児童公園としては手狭で、遊具も不
十分である。 
・犬のフンの後始末が悪く、ごみ分別も徹底されてい
ない。 
・通院などに不便を感じる。 
・福祉サービスや介護サービスを受けにくい。 
・保育や子育てに不安を感じる。 

・通学路に街灯が少なく、防犯上問題。 
・一部道路で幅員が狭く通行に支障がある。 
・火事や地震などの災害時に不安を感じる。 
・地区行事に参加しにくい。 
・名所などを示す案内板がない。 

地域づくりの基本方針 

（環境の保全・美化） 
・道路、公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・遊休地を活用したコミュニケーション活動。 
（福祉の増進） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者のいきがい推進を図る事業。 
・区民の健康を守る事業。 

（防災・防犯・交通安全） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や地震に関する事業。 
・児童の安全を守る事業。 
（文化・スポーツの交流） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承による地域づくりの実践。 
・地域活動周知のための情報発信。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 
・区民レクリエーション大会 
・宮城ヘルシー柴田地区予
選会への参加 
・柴田町ゲートボール協会主
催大会への参加 
・柴田町玉入れ大会への参加 
・槻木地区子ども会育成会
競技大会への参加 
・山神社神輿渡御参加 
・盆踊り 
・生け花教室 
・広報紙の発行 

（環境の保全・美化） 

・花いっぱい運動 
・児童公園維持管理 
・稲荷用水沿道の清掃 
・農地・農道等の適正管理 
・クリーン大作戦 
・資源廃品回収 
・マナー向上作戦 
・ふれあい感謝祭 

（防災・防犯・交通安全） 
・地域防災対策 
・自主防災訓練 
・地域防犯活動 
・防犯お知らせ活動 
・子ども見守り隊事業 

（福祉の増進） 
・ふれあいデーの開催 
・ダンベル体操 
・福祉に関する研修会 
・いこいの日事業 
・敬老会 
・あいさつ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 18B区 
 

第 18B区 
世帯と人口 面積 

137世帯 445人（男 213人 女 232人） 2.17平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然と伝統を守り 楽しく暮らせる地域づくり 

地域の良いところ 

・数多くの歴史的な遺跡、名所がある。 
・古くから人が住んでいた住みよい所である。 
・四季折々の山菜が採れる自然豊かな所である。 
・伝統芸能の活動が活発である。 

・行政区の活動が活発である。 
・催事が多く地域住民の繋がりが密接に出来る。 
・里山には野草や山桜があり緑豊かな所である。 
・日当たりが良く、霧も発生し体に潤いをもたらす所で
ある。 

地域の課題 

・子どもが遊べる公園や利用できる施設がない。 
・遺跡保存設備が貧弱である。 
・河川敷など公的施設が利用されていない。 
・道路が狭く、カーブが多いし歩道もなく危険。 
・土砂崩れ、鉄砲水など大災害の発生する危険箇所
が多い。 
・災害発生を区民に報知する警報装置がない。 
・区民の世代間交流が少ない。 
・区民の意見を取り上げる体制が整備されていない。 

・農家の後継者不足。 
・高齢者世帯が増えてきている。 
・通行者によるゴミの不法投棄、ポイ捨てが多い。 
・多くの遊休地が活用されていない。 
・農作物を販売できる場所が無い。 
・数多くの歴史的な遺跡、名所等が地域住民に伝承さ
れていない。 
・伝統芸能の後継者不足。 
・地区役員の成り手不足。 

地域づくりの基本方針 

1．伝統行事や伝統文化、歴史を次の世代へ大切に
伝え続ける地域。 

2．お互いに気遣い、助け合い、子どもも高齢者も安心
して生活出来る地域。 

3．緑豊かな自然を守り、地域の資源を活用し魅力あ
ふれる地域。 

4．区民が健康で楽しく暮らせる地域。 
5．災害に強く災害時に即応できる。 
6．連携と創造性あふれた活力ある地域。 
7．区民全員が地域づくりに能力を発揮できる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（史跡等の把握と PR） 
・歴史・文化・伝承・史跡等
の把握と PR 

（子ども対策） 
・子どもクリスマス会 
・子ども盆踊り大会 
・育成会活動 

（健康管理） 
・健康づくりセミナー等 
・高齢者体力増進教室の開催 
・歩け歩け運動 
・ラジオ体操 
・ソフトボール参加 
・区レク大会 

（相互扶助） 
・近隣の見守り・声かけ活動 

（大規模災害時の水確保対策） 
・災害時の水確保対策の 
見直し 

（集会所管理） 
・集会所の維持管理 

（防犯） 
・子ども高齢者安全見守り隊 

（環境保全） 
・道路清掃事業 
・水生動物調査 
・家庭消毒実施 
・緑化運動 

（生活環境） 
・敬老会 
・非常時対策避難所避難経路 

（防災対策） 
・危険箇所点検事業 
・消化栓等設置箇所の点検
事業 
・自主防災訓練の実施 

（地産地消） 
・農産物の地産地消 

（自治活動） 
・自治組織の活性化事業 
・区会報紙発行 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 19 区 
 

第 19区 
世帯と人口 面積 

51世帯 168人（男 87人 女 81人） 1.46平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

仲良く、楽しく、安全・安心に生活できる地区 
・地区外の人達が訪れてみたいと思う地区 ・地区民が訪れる（自慢できる）地区 

地域の良いところ 

・水田、里山など自然環境に恵まれている。 
・歴史、風習、習慣など暮らしの文化が色濃く残って
いる。 
・昔よりは希薄になってきたが、助け合って分かち合
う、思いやりがある。 

・少ない戸数でお寺、神社を維持している。 
･班毎の結びつきが強く相互扶助が行われている。 
・地域を活性化しようとする気運が高まっている。 
・自給自足が可能で、新鮮な野菜・山菜が食べられる。 

地域の課題 

・少子高齢化が進み、住民が年々減っている。 
・高齢者世帯が増えている。 
・空き家が増え、今後も増えるのは確実。 
・荒れた農地や山林が多くなった。 
・一人で役員をいくつも引き受け、負担が大きくなっている。 
・買い物、通学、通院に不便。 
・高齢化で江払いなど共同作業が大変。 

・結いの希薄化、祭事の減少、寄り合いの減少、負担
の増加。 
・道路が狭く、車での通行が大変。 
・未婚者が多い。 
・人口減少が進むと、寺社の維持も大変になる。 
・水田農業の担い手がいなくなる。 
・大雨が降ると沢や河川の氾濫が心配。 

地域づくりの基本方針 

「地域のことは、地域で行う」「地域でできないことは、
行政等と協働で行う」ことを理念に、集う・楽しむ・憩う・
学ぶ・・・地域づくりを進めます。 
1．安心・安全な地域づくり 
 地震・風水害等による被害を最小限にするために「自ら
の身の安全を自ら守る」ことを基本としつつ、地域みんな
で支えあう災害に強い地区を目指します。 
2．自然・歴史・文化の保全と活用 
 自然・歴史・文化を保全し子孫に継承するとともに、地
域資源を活用して「交流」ある地域づくりを進めます。 

3．農村景観の保全と持続できる地域農業づくり 
 平成 19年度から農地・水・環境保全向上事業に取り
組んできましたが、継続して 24 年度から新たに進めら
れる農地・水保全管理支払交付金事業に取り組み、
農村景観の保全を図り美しいムラづくりを進めます。水
田や畑を有効活用し持続して農業ができるように、集
落営農組織の立ち上げを目指します。 
4．子どもからお年寄りまで生きがいのある地域づくり 
 子どもからお年寄りまで健康で生きがいをもち、郷土
への誇りと愛着を育む地域づくりを進めます。 

平成 24 年度から平成 28 年度までの主な取り組み 

1．安心・安全な地域づくり 
・防災訓練の実施 
・防災マップの作成 
・災害時の要援護者の支援
体制の構築 
・火災予防（冬期間の消防ポ
ンプ車の巡回、啓蒙等） 
・地域安全活動（交通事故・
犯罪等）の推進 
・あいさつ・声がけの実践 
・ゴミ有料化に伴うゴミの減
量化 
・消防団協力隊の設置 

2．自然・歴史・文化の 
保全と活用 

・能化寺、鹿島・水分神社の
行事開催と維持管理 
・郷土史の研究 
・契約講、念仏講、観音講 
・鹿島神社へのしめ縄の奉納 
・ホタル鑑賞会 
・農村レストラン”縄文の幸”
運営 
・貝塚周辺の公園化 
・里山ハイキングコースの整
備 
・淡水魚調査と賞味会 
・上川名地区ホームページ
開設と運営 
・北上市黒岩地区・山元町
磯地区との交流 

3．農村景観の保全と 
持続できる地域農業
づくり 

・用排水路の江払い・江刈り 
・ため池・地区内道路の草刈り 
・小用排水路の浚渫 
・休耕田への景観作物作付 
・花いっぱい運動 
・地区内のクリーン活動（空
き缶やゴミ拾い） 
・集落営農組織の立ち上げ
の調査研究 
・産地直売所の立ち上げと
運営 
・もち加工品、漬物等の販売 
・保全隊だよりの発行 
・富上農村公園の維持管理 

4．子どもからお年寄りま
で生きがいのある地域
づくり 

・富上生涯館事業への積極
的な参画 
・地区内の生物調査 
・お年寄りの”憩いの日”の開
設 
・子どもたち・若者とお年寄り
の交流の日開設 
・里山ハイキングの開催 
・デマンドタクシーの活用促進 
・概ね 70 歳以上のサークル
（仮称）「現希クラブ」の立ち
上げ 
・天神祭 
・かわら版”上川名だより”の
発行 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 20 区 
 

第 20区 
世帯と人口 面積 

92世帯 267人（男 143人 女 124人） 5.05平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつと笑顔あふれる富沢区 
富沢区住民が明るく元気で安全・安心に暮らせる生活環境をつくります。 

地域の良いところ 

（環境） 
・みどりが綺麗で空気がおいしい。自然環境に恵まれている。 
・磨崖仏群をはじめ、たくさんの碑が遺されている。 
・旧槻木小学校富上分校（富上生涯館活動）が大切に管理され、その施設が今もなお活かされている。 
（生活） 
・近所同士、隅々まで分かり合っている。 
・山林・田畑が多く、自然に恵まれている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・荒れた遊休地が見受けられる。 
・少子高齢化が進み、若者が少なくなってきている。 
・街灯が少ない。 
・小規模農家が多くなってきている。 
・他人頼みになっている。 
・道幅が狭いなど道路事情がわるい。 
・通院などが不便。 
・下水道が整備されていない。 

地域づくりの基本方針 

（1） 生活環境保全に区民全員で取り組む。 
（2） 防犯・防災。 
（3） 助け合い。 
（4） 生活基盤を整備する。 
（5） 伝統文化・遺跡。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1 生活環境保全に区民全員で取り
組む 

・江払い 
・家庭消毒 
・道路の清掃活動 
・荒地整理事業 
・一斉ため池林道刈り 

2 防犯・防災 
・防災訓練 
・救護訓練 
・救命訓練 

3 助け合い 
・年次総会･･･富沢区の総会 
・新旧役員交流会 
・区民体育祭 

4 生活基盤を整備する 
・元旦祭 

5 伝統文化・遺跡 
・春・秋まつり 
・神輿渡御 
・神楽 
・敬老会 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 21 区 
 

第 21区 
世帯と人口 面積 

77世帯 251人（男 123人 女 128人） 1.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安心・安全に暮らせる向上地区 
全地区民が地域づくりに参加することによって”結”の精神が息づき、互いに声を掛け、支え合い地区民が安
心・安全に暮らせるような地域づくりをめざす。 

地域の良いところ 

・育成会の事業として「花植え」「さつまいも栽培と収穫祭」「世代間交流（軽スポーツレクリェーション）」を実施し
ている。 
・資源回収は、各家庭に呼びかけ協力をもらって毎年 9月に実施している。 
・毎年 2回クリーン作戦として、地区民に呼びかけて実施している。 
・交流事業として、「球技大会」（生産年齢中心）・ニューサークル（NC）スポーツ大会（世代間交流）・ふれあい交
流会・敬老会等を実施している。 

地域の課題 

・防災に対する意識が低い。 
・自然に恵まれているが通学路が物寂しい。景観向上。 
・一日中引きこもっている高齢者がいる。 
・災害時に危険な場所がある。 
・家族・後継者がいなくなる。 

地域づくりの基本方針 

1．防犯防災 
・地域の総点検を行い「防災マップ」を作成するとともに、防災訓練、救命訓練を行い安心安全な生活のできる
地域を目指します。 

2．環境美化 
・通学路及び生活道路の清掃活動を行うと共に、花のある地域づくりを行うことによってふるさとに愛着を寄せる
人づくりを目指します。 

3．健康福祉 
・乳幼児から高齢者まで、明るく元気に生活をしてもらうために、世代間交流のできる「居場所づくり」を行い、人
と人との交流を図り温かい地域づくりを目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 
・防災訓練 
・救命訓練 
・地域総点検事業 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・資源回収 
・ゴミ捨てゼロ運動 

（福祉） 
・ふれあいサロン 
・推進協議会ふるさと交流会 
・推進協議会敬老会 

（健康） 
・推進協議会「球技大会」 
・推進協議会地域運動会 
・NC スポーツ大会 
・NC 夏まつり 
・NC 文化交流事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 22 区 
 

第 22区 
世帯と人口 面積 

66世帯 220人（男 106人 女 114人） 3.06平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然豊かな地域で 助け合い 支え合う ふるさとづくり 

地域の良いところ 

・自然豊かで静かな住みよい地域。 
・人と人とのつながりが強く近所づきあいがしやすい地域。 
・騒音や公害が少ない地域。 
・集会所など整備されている地域。 
・イベントに参加する意欲が強い地域。 

地域の課題 

・道幅が狭く道路事情が悪い。 
・通院、通学、買い物などが不便。 
・若者が少ない。 
・働く場所が少ない。 
・情報が少ない、得にくい。 

地域づくりの基本方針 

1．豊かな自然に恵まれ静かな環境で暮らしやすい地域を目指します。 
2．お年寄りが安全に安心して暮らせる地域を目指します。 
3．お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境安全） 
・資源保全隊クリーン作戦 
・区民全員参加による江刈り 
・環境保全整備 
・花いっぱい運動 
・農村公園環境整備 
・冬道の安全対策への協力 

（民生文化） 
・柴小地区敬老会への参加 
・入間田地区夏祭り参加 
・柴小地区ふるさと交流のつどいへの
参加 
・あいさつ運動の実践 
・ひとり暮らし見守りの実践 

（体育） 
・柴小地区運動会への参加 
・柴小地区球技大会への参加 
・NC 入間田グランドゴルフ大会への 
参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 23 区 
 

第 23区 
世帯と人口 面積 

51世帯 142人（男 71人 女 71人） 1.87平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

思いやり ささえあい たすけあう ちいきづくり 

地域の良いところ 

・ため池が、各々の集落にあり釣り人で春は賑わう。 
・自然環境にめぐまれ、北限のゆずの生育地である。 
・雨乞イチョウなど古木や竹林が多い。 

地域の課題 

・少子高齢化が急速に進んでいる。 
・農村地域でも隣近所との繋がりが薄れてきている。 
・ペット飼育者のマナーが悪い。 
・年数回、大雨で冠水する道路がある。 
・路面が凍結する道路がある。 
・災害に備え、危険箇所や避難経路の周知が必要。 

地域づくりの基本方針 

1．安全安心な地域づくり 
 自分の安心は自分で守ることを基本としながら、地域全体で災害や犯罪、交通事故等に備えた体制を整え、
いざというときには、ささえあい、たすけあう地域を目指します。 
2．活力ある地域づくり 
 第 23区が直面している人口減少、少子高齢化などの課題を克服し、子ども達や孫達の世代にすばらしい第
23区を残すため、地域全員でささえあい「持続可能で活力ある地域づくり」を目指します。 
3．資源（自然・文化・歴史）を活かした地域づくり 
 地域とその周辺に残る自然環境、歴史・文化資源をみんなの財産として捉え、守り、活かしながら、多くの人が憩
い、楽しみ、学ぶことができる地域づくりを目指します。 
4．世代間交流が促進される地域づくり 
 思いやりや連帯に満ちた魅力ある地域づくりを図り、地域住民が気軽に参加でき、世代間交流や親同士の交
流、子ども同士の交流ができるイベントを開催します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．安全安心な地域づくり 
・地域消防団との連携強化
（消防訓練の実施） 
・自主防災訓練 
・デマンドタクシー利用促進 
・危険箇所調査事業 
・防犯灯新設改良事業 

2．活力ある地域づくり 
・入間田地区（4 行政区） 
交流スポーツ事業開催 
・柴田小学校区（7 行政区）
連携交流事業の開催 
・ゴミ減量化促進事業 
・伝統、文化の継承 
（八雲神社の歴史等） 

3．資源（自然・文化・歴史）
を活かした地域づくり 

・愛宕山頂と周辺資源の活用 
・八雲神社清掃活動事業 
・蛍の里周辺環境保全事業 

4．世代間交流が促進 
される地域づくり 

・八雲神社例祭への参加促進 
・柴小地区夏祭りへの参加 
・資源回収事業の促進 
・町開催事業（球技大会）へ
の参加促進 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 24 区 
 

第 24区 
世帯と人口 面積 

74世帯 261人（男 135人 女 126人） 2.00平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

（キャッチフレーズ） 
安全・安心に暮らせる才安寺 
（スローガン） 
・災害に強い、交通事故の無い安全・安心にすめる地域にしよう。 
・地域の豊かな自然を愛し、元気な地域にしよう。 
・豊かな自然ときれいな緑あふれる地域を守ろう。 

地域の良いところ 

・四季折々の山菜が採れ自然豊かな地区。 
・柴小学区や入間田地区など他の地域との交流があり、親睦と融和ができている地区。 
・夏にはホタルが舞い飛ぶ、里山が四季をつげる自然豊かな地区。 

地域の課題 

・若者の流出や少子化が進んでいる。 
・世代を超えた交流が少ない。 
・道幅が狭い箇所が多い。 
・後継者が少なくなっている。 
・嫁不足。 
・防犯灯が少なく危険な箇所がある。 
・耕作放棄地や休耕田が増えている。 
・不法投棄が多い場所がある。 

地域づくりの基本方針 

（文化・スポーツ） 
・みんなが参加できる健康づくりの推進。 
・豊かな自然と地域の文化活動の推進。 
・スポーツによる親睦と交流の推進。 
（環境） 
・道路の環境美化活動の推進。 
・環境保全活動の参加とゴミの無い地域づくりの推進。 
・地域の美化活動の推進。 
（防災・安全） 
・火災や災害に強い安全な地域づくりの推進。 
・交通事故の無い安全な地域づくりの推進。 
・犯罪の無い住みよい地域づくりの推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 
・柴田小学校区内春季大運動会 
・敬老会 
・球技大会 
・ふるさと交流のつどい 
・入間田夏まつり 
・グランドゴルフ・芋煮会 
・新春のつどい 
・みんなで歩こう「さいあんじ」 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・除草清掃活動 
・リサイクル活動（資源回収） 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 25 区 
 

第 25区 
世帯と人口 面積 

83世帯 273人（男 142人 女 131人） 4.81平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然を守り思いやりのある葉坂地区 
～豊かな自然、豊かな住環境、広がるみどりの田園、そしてみんなが思いやりを持っていきたいと暮らせる地域
づくり～ 

地域の良いところ 

・田園、里山など自然環境に恵まれている。 
・“自分たちのことは、自分たちで”という、自己解決の意識が高い。 
・お互いに助け合う、お互いを思いやる気持ちが強い。 
・神事、仏事を重んじ古来より継承されている。 

地域の課題 

・大雨、台風による水害対策。 
・防火対策として消化貯水槽、消火栓の整備。 
・特に高齢者の避難誘導の方法。 
・子ども達の通学時の安全確保。 
・夜道の防犯対策、不審者対策。 
・高齢者世帯の健康や生活への不安。 
・地域を挙げての子育て支援。 
・山林や農地の荒廃が進んでいる。 
・自然風土を地域活性化に生かす。 
・地域住民の結びつきが薄れてきている。 
・行事へ参加しない人が増えてきている。 

地域づくりの基本方針 

1．安全で安心な環境づくりを推進していきます。 

防災減災対策として危険箇所を点検し、「地域の防災減災は地域で」を合言葉に推進していきます。また、地
域だけでは解決できない問題に対しては町、近隣地域とも連携して災害のない地域づくりを推進していきま
す。 

2．高齢者が元気でいきいきと暮らせる地域づくりを進めます。 
 当地域でも少子高齢化が進み健康や老後の生活に不安を持つ人が多く高齢者対策が求められています。
葉坂地区は人情味豊かな地区です。このコミュニティを生かし近所同士で支えあい安心して暮らせる地域づく
りを進めていきます。また、健康は高齢者のみならず、みんなの願いであり住民が元気で暮らすことのできる活
動を推進していきます。 

3．豊かな自然と歴史ある地域の資源を生かした地域づくりに努めます。 
 先人たちによって受け継がれてきた豊かな自然環境は区民の誇りであり後世まで受け継いでいかなければ
なりません。また、自然の風土が造り出した蟇石（ひきいし）、御馬石（おうまいし）、鞍石（くらいし）等は人々の
心を癒してくれます。この景観を生かした地域づくりを進めます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 
・自主防災訓練 
・高齢者を災害から守る事業 
・防災マップの作成 

（健康・福祉） 
・柴小地区合同敬老会 
・柴小地区球技大会 
・葉坂地区レクリエーション大会 
・生花講習会 
・ふるさと交流のつどい 

（環境美化） 
・春季、秋季江払い活動 
・家庭消毒 
・花いっぱい運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 26 区 
 

第 26区 
世帯と人口 面積 

97世帯 321人（男 163人 女 158人） 3.88平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく 元気で 仲良く 笑顔かがやく地域づくり －ふれあい 支え合って 安心安全－ 

地域の良いところ 

・秋には地蔵尊まつりが行われ、近郷近在から多くの
参拝客が訪れています。 

・宮城県内有数の菊生産地となり、「柴田の菊」という
銘柄も定着しています。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・人口減少が進んでいる。 
・出会いの機会が少なく、結婚できない後継者がいる。 
・防犯灯が少ない。 
・五間堀や低地排水の河床の泥が堆積している。 
・排水路法面の崩落箇所がある。 
・ごみ集積所が少ない、ごみ出しのマナーが悪い。 
・道路沿いの草刈がされていない。 

・県道の歩道に水たまりがある。 
・農地の基盤整備が遅れている。 
・集会所のトイレが水洗、洋式化、男女別になっていな
い。集会所の建て付けが悪い。屋根の塗装が必要。 
・農村公園の遊具がさびて塗装が必要。遊具の数が
少ない。 

地域づくりの基本方針 

1．明るく健康で元気ある地域にしましょう 
 地域づくりの根源は、私たち区民が健康で元気に
生活できることであり、健康増進と介護予防の正しい
知識と実践により、明るく健康で元気ある地域づくりを
目指します。 

2．防災・防犯・防火に努め、安心安全な地域にしましょう 
 区民一人ひとりの心がけと環境づくりに努め、災害
や犯罪のない安心安全な地域づくりを目指します。 

3．河川・道路など生活基盤が整備された快適な地域
にしましょう 
 河川、道路、公共施設の機能が十分保たれ、快
適な地域づくりを目指します。 

4．子どもや高齢者にやさしく支え合う地域にしましょう 
 子どもが健全に育つ環境や高齢者が安心して生
活できるやさしく支え合う地域づくりを目指します。 

5．産業基盤の整った活力ある地域にしましょう 
 主たる産業である農業への関心と保全により産業
基盤の充実を図ることによって、活力ある地域づくり
を目指します。 

6．散乱ゴミのないきれいな地域にしましょう 
 環境美化活動により地域内に散乱ゴミのないきれ
いな環境を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（いきいき元気） 
・柴小学区運動会への参加 
・柴小学区球技大会への参加 
・健康教室の開催 
・介護予防教室の開催 

（防災・防犯・防火） 
・緊急災害対策研修会 
・消火器等の設置促進 
・防災用品等の補充・整備 
・防犯灯の保守点検 
・カーブミラー等交通安全施
設の保守点検 
・防災マップの作成 

（生活環境） 

・道路の清掃活動 
・ゴミ出しのマナーの徹底及
びゴミ集積所の衛生管理 
・家庭消毒用薬剤散布 
・公園・空き地等の清掃活動 
・花いっぱい運動の推進 

（農業基盤） 
・耕作放棄地の草刈り 
・農道の保全活動 
・農業用ため池の保全活動 
・農業施設の巡視 

（生活基盤） 
・江払い・江刈りの実施 

（ふれあい、支え合い） 
・子ども会活動 
・子ども会育成会活動 
・伝統文化の伝承 
・声がけ見守り活動 
・敬老会 
・元旦祭（新春交歓会） 

 
・区民交流会（全区民対象に
親睦交流の推進） 
・高齢者（１人暮らし）などへ
の声がけ運動 
・あいさつ・声がけ運動の推進 

 
・柴小学区ふるさと交流の 
つどいへの参加 
・寺・神社行事への協力 
（寺地蔵尊まつり神社祭典） 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 27 区 
 

第 27区 
世帯と人口 面積 

125世帯 215人（男 85人 女 130人） 1.30平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつ・自然豊かな 27区 
将来像：地域住民が安心・安全に、かつ助け合い楽しく暮らせる 27区 
第 27行政区は、美しい自然と文化に恵まれた豊かな地域です。 
この恵まれた自然環境を活かし、地域住民が安心して生活できるよう生活環境の整備を進めるとともに、あいさ
つや地域活動を通じての地域のつながりを深め、支え合い・助け合いながらまちづくりを進めていきます。 

地域の良いところ 

・豊かな自然に恵まれている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。 
（住宅事情が良い） 

・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っ
ている。 
・人とのつながりが深い。（近所づきあいがしやすい、 
地域の連帯感を感じる） 

地域の課題 

・道幅が狭い。 
・通勤、通学、通院、買い物に不便。 
・若者が少ない。 
・働く場所が無い。 
・公園、緑地、広場などが整備されていない。 
・下水道が整備されていない。 
・火災や地震などの災害に不安がある。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 

・インターネットや携帯電話など情報通信環境が不備
と感じる。 
・娯楽や生涯学習の機会が少ない。 
・ペット飼育、ゴミ出しマナーが悪い人がいる。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・人とのつながりがない、近所と付き合いにくい。 
・地域の情報が伝わってこない。 

地域づくりの基本方針 

「地域住民が安全・安心に、かつ助け合い楽しく暮らせる 27区」を実現するため、次の 4つの基本目標を定め、
施策を推進していきます。 
1．生活環境 
2．安全・安心 
3．助け合い・親睦 
4．基盤整備 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 
・ごみ集積所の管理 
・ペット飼育マナーの強化 
・農業施設の維持管理 
・道路側溝の一斉清掃 
・低地排水路の一斉清掃 
・地区内雑草等の除去活動 
・花いっぱい運動の推進 
・白山神社の桜植樹・清掃
活動 
・海老神様祠周辺の清掃 

（安全・安心） 
・災害時緊急体制の周知 
・防災マップの作成・周知 
・防災訓練 
・柴田消防団海老穴班との
連携強化 
・海老穴婦人防火クラブとの
連携強化 
・防犯灯の適正配置および
保守点検 

（助け合い・親睦） 
・あいさつ・声かけ運動 
・柴小学区行事への積極的
参加 
・盆踊りの開催 
・「いこいの日」活動への参加 
・各種団体との連携強化 
・白山神社の例大祭への支援 
・羽山神社御祭典への支援 

（基盤整備） 
・五間堀川・低地排水路の冠
水対策 
・県道亘理村田線での高齢
者及び児童の安全対策 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 28 区 
 

第 28区 
世帯と人口 面積 

399世帯 1,092人（男 539人 女 553人） 3.79平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく 楽しい 船迫地域 

地域の良いところ 

（福祉・衛生・環境） 
・白石川・ゴルフ場・里山・田園の自然環境がすばらしい。 
・世帯数が増加し、活気にあふれた地域である。 
・公民館・集会所などの活動の拠点がある。 
・ゴミ清掃など環境意識が高い。 
（文化・体育） 
・全区民による体育祭・夏まつりが長年継続されている。 
・敬老会では多くの区民による、お祝い会と交流会が
開催されている。 
・各種大会等の交流の場が多い。 
・船迫 28 区民ゴルフ大会等を通じて企業とのつながり
が深い。 

（防災・防犯・交通） 
・災害時に地域の団結力が強い。 
・防犯意識が高い。 
・子ども会育成会と見守り隊により、通学路の安全が確
保されている。 

地域の課題 

・保育、介護、一人暮らしを不安に感じる世帯の増加。 
・東船迫地域と農村地域との生活環境に違いがある。 
・地域外からのゴミの不法投棄が多い。 
・地域の情報が伝わりにくい。 
・行事への参加世帯数が減少している。 

・地区行事の見直しが必要。 
・近年、自然災害が多発してきている。 
・道路が狭く、防犯灯が少ない地域がある。 
・降雨による生活道路の冠水地域がある。 
・車がないと通勤、通学、通院、買い物に不便。 

地域づくりの基本方針 

1．いきいきと明るい地域づくりを目指します 
（福祉・衛生・環境） 

・支援の充実と健康の促進。 
・集会所・公民館を活用した世代間交流。 
・住みよい環境づくりと資源ゴミ回収によるゴミの減量化。 
2．交流により楽しい地域づくりを目指します（文化・体育） 
・伝統行事の開催等による地域交流の推進。 
・スポーツ活動。 
・地域情報誌による情報共有化と地域のアピール。 

3．安全・安心な船迫地域を目指します 
（防災・防犯・交通） 

・減災・防災対策と意識の向上。 
・防犯・交通の意識向上。 
・安全・安心な通学路・生活道路の整備。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（福祉環境） 
・福祉支援事業 
・敬老会 
・ふれあい交流会 
・資源ゴミ回収 
・不法投棄ゼロ運動 
・施設清掃 
・ダンベル体操 

（文化） 
・夏まつり 
・花いっぱい運動 
・広報誌発行 
・地区交流マップ作成 
・料理教室 

（体育） 
・体育祭 
・区民ゴルフ大会 
・各種大会への参加 
・健康促進交流会 

（防災・防犯） 
・防災訓練 
・春秋防火運動 
・防火・防犯・施設パトロール 
・防災マニュアル作成 
・通学路の管理 

（総務） 
・歩け歩け運動 
・ふるさと文化祭 
・阿武隈川河川敷の大清掃 
・集会所整備 
・道路の保守点検 

（資源保全） 
・樹木の伐採作業 
・道路法面の管理作業 
・遊休農地の保全活動 
・環境美化活動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 29A区 
 

第 29A区 
世帯と人口 面積 

635世帯 1,630人（男 801人 女 829人） 1.39平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

（スローガン）よい環境、続けよう一人ひとりの心がけ 
（サブスローガン）住民が、助け合いのできる 29A区に 

地域の現状 

（総務・福祉） 
・敬老会を毎年開催し、不参加者にも参加者と同様に
取り扱っている。 
・集会所は各種団体中心に積極的に活用している。 
・行事への参加募集や周知を回覧等で行っている。 
（環境・衛生） 
・作業実施日時を回覧等により周知している。 
・作業は定期的に実施している。 
・6号公園の維持管理は多くの住民が参加している。 
・道ばたの清掃は定期的に区民の自主活動として実
施されている。 
・ゴミ・空き缶などが捨てられている道路や河川が少ない。 
・騒音や公害がなく、静かで暮らしやすい。 
・日常生活に必要な買い物が地区内でできる。 
・通勤や通学に便利である。 

（健康・生活） 
・ふれあい運動会を毎年開催している。 
・健康増進の重要性が理解されている。 
・サークル・愛好会が中心で実施している事業がある。 
（娯楽・文化） 
・夏祭り実行委員会が中心となり、各種団体の協力を
得て実施している。 
・夏祭りのポスターは子ども会に依頼し、手づくり感が
ある。 

（防災・防犯） 
・全戸に災害時のマニュアルを配布している。 
・防災訓練の日時等は、区会報で周知している。 
・集合場所責任者・安否確認担当者を選任している。 
・毎月 1回、無線通信訓練を行っている。 

地域の課題 

・敬老会への参加者が減少、固定化している。 
・集会所利用率の向上と運営方法の改善。 
・地区役員の担い手不足。 
・特に若者の地区行事への関心が低い。参加者募集
の方法改善。 
・防災訓練への参加者が少ない。 
・サイレンの聞こえない区域の特定、非常時の周知手
段の検討。 
・高齢者世帯、要援護者への対応の検討。 
・防犯灯の増設、設置場所、設置順の検討。 

・清掃、健康増進、祭りなど地域活動に参加する世帯
の固定化。地域へ対する意識の低下。 
・高齢者など交通弱者への対応。 
・ペット飼い主のマナーアップ。 
・サークル、愛好会等主催事業の区民への周知。 
・地域の文化や伝統をどう保存するか。担い手の育
成。 
・危険箇所の把握、検証、改善策の検討、周知。 
・壊れている安全柵や告知看板等の所有者等との調
整、改善の検討。 

地域づくりの基本方針 

1．総務・福祉 
【区民相互の交流を図り、住みやすい地域にします。】 
2．防災・防犯 
【防災・防犯に協力、参加する区民を増やし、安心安
全を感じる地域にします。】 

3．環境・衛生 
【生活環境の整備を推進し、住みやすい地域にします。】 

4．健康・生活 
【区民が健康で楽しく生活できる地域にします。】 
5．娯楽・文化 
【歴史・伝統が引き継がれ区民の交流が盛んな地域に
します。】 

6．交通・安全 
【区民が安全に安心して暮らせる地域にします。】 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（総務・福祉） 
・敬老会の開催 
・新年祝賀会の開催 
・29A 行政区たより発行 

（防災・防犯） 
・避難訓練・防火訓練の実施 
・声掛隊の編成検討 
・危険箇所（ため池・用水路）の点検、改修 
・防犯灯点検・整備 
・サイレン難聴地域解消 

（環境・衛生） 
・6 号・森合里山公園の維持管理 
・ゴミ収集所改善 

（健康・生活） 
・ふれあい運動会の実施 
・健康増進 
・各種事業の見直し 

（娯楽・文化） 
・夏まつりの開催 
・地区内の歴史・文化の伝承 
・文化伝承のためのイベント（ふる里餅つき隊） 
・船迫太鼓奏者の育成 

（交通・安全） 
・狭あい道路の点検 
・危険箇所の点検 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 29B区 
 

第 29B区 
世帯と人口 面積 

516世帯 1,173人（男 559人 女 614人） 0.26平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・安心・安全で住みよいまちづくり 
・笑顔と思いやりの心でお互いに助け合えるまち 
・明るく健康で生きがいを感じるまち 

地域の良いところ 

・暮らしやすい。 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
・盆踊り等の地域行事がある。 
・豊かな自然に恵まれている。 
・狭い地域ゆえにまとまりがある。 
・河川敷がありウォーキング、軽運動ができる。 

地域の課題 

・交通、防犯対策が弱い。 
・道路が暗い。 
・ゴミ出しマナーが悪い。 
・道路側溝の老朽化、不良箇所が多い。 
・一人暮らしの高齢者世帯が増えている。 
・高齢化社会対策。 
・災害発生時の対応が難しい。 
・若者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

1．文化・スポーツ部関連。 
2．環境部関連。 
3．福祉部関連。 
4．防災安全部関連。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．文化・スポーツ部関連 
・地域活性化につながる住
民参加型イベントの検討と
実施 
・白石川河川敷グランドを利
用しての軽運動の実施 
・集会所前広場を使っての
軽運動の実施 
・サークル団体の発表会、活
動の推進 
・リーダー育成と地域活動参
加の体制づくり 

2．環境部関連 
・道路、側溝、公園、集会施
設、花壇の清掃や不法投
棄防止などの環境保全活
動の実施 
・家庭ごみの減量化と分別
の徹底 
・花を活用した景観整備（集会
所周り・ケアホーム前花壇） 

3．福祉部関連 
・高齢者への声掛け運動の
継続実施 
・健康を守るための講習会の
開催 

4．防災安全部関連 
・自主防災活動の充実、訓練
の継続実施 
・安全対策の活動継続実施 
・防犯灯の取替及び新規設置 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 29C区 
 

第 29C区 
世帯と人口 面積 

779世帯 2,125人（男 1,005人 女 1,120人） 1.24平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく安心して暮らせる街 

地域の良いところ 

 29C地区は船迫団地内の 1行政区であり、団地は町勢発展基本構想に基づく、勤労者住宅難解消のため
に、昭和 49年 4月に着工され、54年 3月に造成工事が完成した。 
 船迫団地は 1600戸（約 6千人）の宅地に上・下水道はもちろん、小・中学校、生涯学習センター、保育所、公
園等が整備され医療機関も整い、街並みは区画された宅地に整然とモダンな家が立ちならび、また町内初の
大型小売店も誕生して日常の生活には困らない大変便利な住宅地域となっている。 

地域の課題 

・路上駐車が多く、見通しが悪い。また緊急車両の通
行にも支障がある。 
・土石流災害想定地域には危険箇所表示看板が必
要。 
・大規模災害に対する地域住民の防災・減災意識の
向上が必要。 
・大規模災害に備え、非常時の情報収集及び連絡手
段の確保。 
・登下校時の子どもや高齢者に対する犯罪の発生を
未然に防ぐ必要。 
・運動会への参加者が伸びない。 
・道端、山林、空き地などにゴミ、空き缶等の投棄があ
る。 
・ペットのフンが道端、公園、空き地に放置されている 
・公園の除草活動への参加者が少ない。 
・高齢化が進み、敬老会へも出席できない高齢者が出
てきた。別の交流方法の検討。 
・地区として交流を深められる講座開催等の検討。 

・住民参加型の景観向上活動の必要性。 
・船迫 1号地下道のフェンスに腐蝕箇所がある。 
・船迫 2 号地下道は、豪雨の際に通行止めとなるが、
周囲にバイパスを渡る横断歩道がなく、大きく迂回す
る必要がある。 
・町道西船迫 1号線は勾配が大きく、高齢者や障がい
者には危険。 
・町道西船迫 56号線で段差がある部分がある。 
・町道西船迫 1号線と西船迫 59号線の交差点は見通
しが悪く、カーブミラーが必要。 
・防犯灯を追加設置しなければならない場所がある。 
・災害発生時に、地区住民に一斉に情報伝達の手段
がなく、避難時に混乱の恐れがある。 
・西船迫 1・2 号公園の樹木の整理伐採、剪定の必要
性。 
・西船迫 2号公園のフェンスの修繕の必要性。 
・破損がひどいゴミ集積所の補修の必要性。 
・船迫１号公園にグランドゴルフ場造成の検討。 
・散歩コースへのベンチ設置の検討。 

地域づくりの基本方針 

 私達の住む閑静な西船迫住宅団地は新興住宅の特徴でもある住民の年齢層に隔たりがあり、近い将来本格的な
高齢化を迎えることは避けられないということがあります。 
 そのような中で、第二次ベビーブーム世代として生まれた子ども世代は物心ついた時から生まれ育ったこの地
域で、学校や子供会等の諸行事を通して地域への愛着心を抱いています。 
 これからも老若男女が垣根なく地域で支え合う絆の輪を広げて、誰もが明るく快適に暮らし、犯罪や災害に強
い、安心して暮らせる地域づくりを目指していきます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（交通安全） 
・地区内の路上駐車の一掃事業 

（防災・防犯） 
・西船迫北西側山裾危険箇所確認事業 
・災害時の各家庭における食糧等備蓄事業 
・大規模災害発生時の情報収集連絡円滑化
事業 
・安心・安全の地域推進事業 

（健康） 
・29C 区ふれあい運動会 

（住民活動・自治活動） 
・29C 区敬老会事業 
・花の植栽事業 
・趣味の会・同好会等支援活動事業 

（環境・衛生） 
・ゴミゼロ運動事業 
・ペットの糞一掃事業 
・公園愛護事業 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 29D区 
 

第 29D区 
世帯と人口 面積 

522世帯 1,503人（男 736人 女 767人） 0.88平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「明るく」「仲良く」「心豊かで」住みよい 4丁目 

地域の良いところ 

・豊かな自然に囲まれ、地域内には公園が 3か所、近くには太陽の村があり、ウォーキング等で多くの住民が利
用している。 
・運動会、夏祭りなどの多くの行事が催され多数の住民が参加している。 
・公園・集会所等地域の人が利用できる施設が整っている。 
・地域の方が、鉄塔の下を耕して四季折々の花を咲かせている。 

地域の課題 

・ゴミ出しマナーの悪い人がいる。 
・ペットのフン害への苦情がある。 
・地区一斉清掃日の参加者が少ない。参加者の固定化。 
・引きこもりがちな高齢者が増えてきている。 
・地震などの災害発生時の対応に不安。 
・道路が全般的に暗い。 
・道路工事後の段差が多い。 

地域づくりの基本方針 

・笑顔で挨拶。 
・連帯感の涵養。 
・郷土（里）づくり。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（防災・防犯） 
・朝の挨拶事業 
・自主防災活動 
・防犯灯点検 
・食料備蓄事業 

（環境・衛生） 
・一斉清掃事業 
・集会所大掃除 
・ふれあいラジオ体操 
・花の植栽事業 
・マナーの向上（ごみ出し） 
・マナーの向上（ペット等） 

（福祉） 
・高齢化対策 
・敬老会 
・にこにこ活動 

（文化・スポーツ） 
・近隣文化史跡研修 
・ふれあい夏祭り 
・ふれあい運動会 
・ふれあい冬祭り 
・広報活動 
・町民レク参加支援 
・歩け歩け大会 
・グランドゴルフ大会 
・レクレーション大会 
・文化祭 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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第 30 区 
 

第 30区 
世帯と人口 面積 

755世帯 1,900人（男 932人 女 968人） 1.47平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

“これからも住み続けたい第 30区” 

地域の良いところ 

・運動を実施し健康維持に努めている方々が多く、朝夕散歩をする方々や犬の散歩をされる方々が多くみられる。 
・防犯灯、街路灯の設置はある程度実施されている。 
・ゴミの出し方は概ねルールに従って分別されている。 

地域の課題 

・公民館が地区のはずれで、利用規定が厳しく利便性が悪い。 
・集会所のトイレが旧和式で利便性が悪い。老若男女が気軽に集える施設が必要。 
・学校以外での学習の機会の必要性。 
・通学路に歩道が無い場所があり、危険。 
・集会所の建て替えの見通しがない。 
・デマンドタクシーの利便性向上の声が多い。 
・防犯灯の更なる充実。 
・空き家、空き地の管理が悪い。 
・高齢者世帯の増加で、健康状態確認、防犯面から巡回の必要性。 
・防犯灯、街路灯、公園施設、道路、排水路など公共施設の健全性確認が必要。 
・防犯対策の自主組織が地域にない。 
・防災対策の自主組織が地域にない。 
・資源ゴミ改修を行っているが、回収回数が少なく、保管庫が必要。 
・公園や公共施設の花壇の整理、管理が不十分。 
・地区外住民によるゴミの不法投棄がある。 
・ペット飼育者のマナー、モラルの向上。 

地域づくりの基本方針 

・地域で実施されている行事の更なる内容向上。 
・地域住民が集える施設の機能向上。 
・環境問題の改善。 
・防犯、防災面の環境改善。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（福祉） 
・敬老会 

（環境） 
・ゴミ収集啓発活動 
・ペット飼育モラル向上運動 

（防災・防犯） 
・公共施設の健全性確認 

（全体） 
・地域交流センター計画検討 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 3 月末日現在 
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資料１ 総合計画策定に係る基本方針 
 
 
 

第５次柴田町総合計画後期基本計画（平成27年度から30年度）策定方針 
 
 

１ 計画策定の趣旨 

本町は、平成 23年度（2011年度）から平成 30年度（2018年度）までを計画期間と

する「第 5次柴田町総合計画」を策定し、「基本構想」では「住民が安全に、安心して

暮らせるまちづくり」「住民の一人一人が個人として尊重され、住民の思い及び活動が

生かされるまちづくり」「先人が築いてきた文化、伝統等を大切にし、地球の個性を生

かしたまちづくり」「多様な団体及び個人が交流し、又は連携し、住民がお互いに助け

合う思いやりのあるまちづくり」「住民であることの誇り及びまちの良さを子どもたち

に引き継ぐまちづくり」を基本理念として掲げ、「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なま

ち」をまちの将来像としてまちづくりを進めています。 

まちの将来像の実現に向けた「前期基本計画」は、平成 23 年度（2011 年度）から

26年度（2014年度）までの 4年間と定め、まちの将来像の実現に向けた諸施策を展開

してきたところです。平成 26年度（2014年度）に計画期間の終了を迎えることから、

引き続きまちの将来像の実現を図るために、前期基本計画の進捗状況及び成果等を踏

まえ、平成 27年度（2015年度）から 30年度（2018年度）までの後期基本計画を策定

するものです。 
 

２ 計画の名称 

「柴田町総合計画 後期基本計画」とします。 
 

３ 計画期間 

平成 27年度から平成 30年度までの 4カ年計画とします。 
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４ 策定にあたっての基本的な考え方 

（１）参加・協働・情報の共有の推進 

少子高齢化や社会情勢の変化に伴い、住民ニーズや価値観が多様化している。そこ

で、地域の視点と住民の意見が反映された計画とするために、策定段階から情報提供

を行うとともに、住民参加の機会を設け計画に適切に反映させるものとする。 
 

（２）財政状況を考慮した施策の優先 

消費税等の引き上げを受けて、財政状況は不確実な要素がある中で、確実に社会保

障関係の扶助費の増加が見込まれる。このことから、依然厳しい財政状況と認識して、

重点課題や施策に優先順位を見定めた計画とする。 
 

（３）成果指標の確認と見直し 

前期基本計画の施策の達成度を測る目安として、目標指数を設定した。前期基本計

画の目標指数の達成状況の確認と見直しを行い、住民に対しわかりやすい表現や説明、

そして、評価できる計画とする。 
 

（４）東日本大震災を教訓とした災害対策 

大きな被害をもたらした東日本大震災の教訓を生かした防災・減災対策を講じる計

画とする。 
 

（５）地域計画との調和 

本町を構成する地域コミュニティを運営する組織が、それぞれの地域の課題を資源

や人材を生かしながら、自らの判断で解決し、地域の望ましい将来像の実現に向けて

取り組むとして策定された「地域計画」との調和・整合性を図り策定する。（柴田町

住民自治によるまちづくり基本条例第 19条第 2項規定による） 
 

（６）個別計画との関係 

第 5次柴田町総合計画を最上位計画と位置づけ、その理念・目標を受け個別計画が

策定されている。そこで、後期基本計画は、個別計画との整合を図り策定する。 
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５ 計画の構造 

柴田町総合計画後期基本計画は、前期基本計画を検証し、課題を明らかにした上で、

基本構想の実現に必要な体系と内容で策定することとします。 
 

区分・年度 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

基本構想 

 

基本計画 

        

 

６ 策定体制 

柴田町総合計画後期基本計画を策定するための体制は、次のとおりとします。 
 

（１）柴田町総合計画審議会 

柴田町総合計画審議会条例により設置する審議会で、町長の諮問に応じ、本町

の総合計画について必要な事項の調査及び審議を行い答申します。 

委員は行政委員会（農業委員会・教育委員会）の委員、学識経験者、公共的団

体等の代表者及び公募住民等の 20人以内で構成します。 
 

（２）住民参加 

後期基本計画の策定において、住民との協働によるまちづくりをより実効ある

ものにしていくとともに、広く住民の意見や提案を反映させるため、様々な手法

により意見聴取を行い、計画への住民参加に努めます。 

① まちづくりアンケート調査 

新たなまちづくりの指針となる「第 5 次柴田町総合計画後期基本計画（平成

27年度～30 年度）」の策定にあたって、住民の定住意向や様々な施策の満足度・

重要度、課題などを調査し、後期基本計画に住民の意向を反映させるために実

施します。 

（調査対象） 

町内に住所を有する満 18歳以上の男女、2,000人を無作為抽出 

② まちづくり住民懇談会 

地区住民から将来のまちづくりについての意見や提案をいただくため、小学

校区単位に開催するまちづくり住民懇談会に併せて、地区説明を開催します。 

12カ所程度。 

              基本構想 

    前期基本計画     後期基本計画     
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③ 議会との意見交換 

策定の段階から情報提供を行うとともに、議員全員協議会において議会の意

見を後期基本計画（案）に反映させる。 

④ 情報公開・提供 

後期基本計画策定にあたり、その策定経過をホームページにおいて、情報公

開・提供に努める。 

⑤ パブリック・コメント 

後期基本計画（案）をホームページ等に掲載し、町民からの意見を求めます。 
 

（３）庁内体制 

総合計画は町の最上位の計画であり、計画行政の根幹となることから、全庁的

な策定体制を構築し、職員の創意を結集します。 

① 後期基本計画策定委員会 

町長、副町長及び教育長並びに課長相当職及び専門監等（庁議メンバー）で

組織し、総合計画に基づいた後期基本計画（案）について庁内における意思決

定機関として最終的な合意形成を図ります。 

② 後期基本計画策定専門部会 

課長相当職及び専門監等並びに班長職等で組織する部会で、町民生活部会、

産業振興部会、都市建設部会、教育文化部会及び行財政部会の 5 つの部会を置

きます。総合計画の各分野ごとに後期基本計画（案）を策定します。 

③ 後期基本計画策定職員ワーキンググループ 

町職員で構成する計画策定のワーキンググループで、後期基本計画（案）に

関する調査、研究及び提案等を行います。 
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図表 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画策定体制 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田町総合計画 

審議会 

（諮問・答申） 

 

まちづくり 

アンケート 

調査 

 

後期基本計画策定委員会 

（庁議） 

 

後期基本計画策定 

専門部会 

 

町民生活部会 

産業振興部会 

都市建設部会 

教育文化部会 

行財政部会 

 

 事務局 

（まちづくり政策課） 

 

 

 

柴田町議会 

(意見交換・情報提供) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり 

住民懇談会 

後期基本計

画策定職員

ワーキング 

グループ 

 

各 課 

職 員 

 

パブリック 

コメント 

 

情報公開・提供 



 

－ 158 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

７ 策定委員会設置要綱 
 
 

第 5 次柴田町総合計画後期基本計画策定委員会設置要綱 
 
 

（設置） 

第１条 第 5 次柴田町総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）を策定するため、

第 5次柴田町総合計画後期基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行うものとする。 

（１） 後期基本計画の策定に関すること。 

（２） その他後期基本計画の策定のため必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、柴田町庁議規程（昭和４６年柴田町規程第９号）第２条第１項に規定する者

をもって組織する。 

２ 委員長は、町長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。 

（専門部会） 

第６条 委員会の所掌事務を補助するため、次により構成する専門部会を置く。 

（１） 町民生活部会 町民環境課、健康推進課、福祉課、子ども家庭課、槻木事務所、教育総務課

（第一幼稚園） 

（２） 産業振興部会 農政課、商工観光課、農業委員会 

（３） 都市建設部会 都市建設課、上下水道課 

（４） 教育文化部会 教育総務課、生涯学習課 

（５） 行財政部会 総務課、まちづくり政策課、財政課、税務課、会計課、議会事務局 

２ 専門部会は、担当部門における資料収集、現状調査及び分析並びに計画素案の作成を行う。 

３ 専門部会は、別に定める職にある職員（以下「部会委員」という。）をもって組織する。 

４ 専門部会には、部会ごとに部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。 

５ 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

６ 専門部会は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に関係者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 委員会の所掌事務を補助するため、後期基本計画策定職員ワーキンググループ（以下「ワ

ーキンググループ」という。）を置く。 

２ ワーキンググループは、後期基本計画に関する調査、研究及び提案等を行う。 
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３ ワーキンググループは、各課長、局長及び槻木事務所長の推薦を受けた当該課等の職員をも

って組織する。 

４ ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。 

５ ワーキンググループの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、その議長となる。 

（庶務） 

第８条 委員会に関する庶務は、まちづくり政策課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 26年 1月 6日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、後期基本計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。 
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資料２ 策定経過 
 
 

第５次柴田町総合計画後期基本計画策定経過 
 

期 日 内 容 

平成 25年 12月 2日 後期基本計画策定方針について庁議に付議、決定 

平成 26年 1 月 30日 
議会総務常任委員会 

・後期基本計画についての事務調査 

平成 26年 2 月 10日 
～3月 7日 

総合計画策定に係るアンケート（まちづくりアンケート）調査の実施 

・町内在住の 18歳以上 2,000 人を対象にまちづくりの方向性、町の施策につ
いての満足度などを調査 

平成 26年 3 月 3日 
～3月 28 日 

総合計画審議会委員の公募 

平成 26年 6 月 26日 
総合計画策定に係るアンケート（まちづくりアンケート）調査結果を町ホーム
ページに掲載 

平成 26年 6 月 27日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 1回） 

・まちづくりアンケート調査結果 

・前期基本計画の施策評価結果 

・後期基本計画の施策と重点プロジェクトの検討依頼 

・専門部会、職員ワーキンググループの設置 

平成 26年 7 月 1日 
総合計画策定に係るアンケート（まちづくりアンケート）調査結果の概要を 
広報しばたに掲載 

平成 26年 7 月 9日 

総合計画審議会（第 1 回） 

・辞令交付式 

・審議会の進め方  ・後期基本計画策定方針、策定スケジュール 

・総合計画に係る基礎資料 

平成 26年 7 月 31日 
議員全員協議会 

・後期基本計画策定の進捗状況 

平成 26年 8 月 1日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 2回） 

・人口推計結果報告 

・後期基本計画ヒアリングの実施 

平成 26年 8 月 6日 

総合計画後期基本計画策定職員ワーキンググループ（第 1回） 

・町長講話  ・ワーキンググループの進め方 

・総合計画の概要 

平成 26年 8 月 11日 
～8月 13 日 

後期基本計画に係る各課ヒアリング 

平成 26年 8 月 20日 
総合計画後期基本計画策定職員ワーキンググループ（第 2回） 

・後期基本計画の重点プロジェクト名 

平成 26年 9 月 1日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 3回） 

・後期基本計画（原案）について 

・専門部会の開催について 

平成 26年 9 月 2日 

総合計画後期基本計画策定委員会 都市建設部会（第 1 回） 

・専門部会の活動内容及び今後の進め方 

・団体ヒアリングの実施 
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期 日 内 容 

平成 26年 9 月 3日 
総合計画後期基本計画策定職員ワーキンググループ（第 3回） 

・後期基本計画の重点プロジェクトに対する施策の決定 

平成 26年 9 月 4日 

総合計画後期基本計画策定委員会 産業振興部会（第 1 回） 

・専門部会の活動内容及び今後の進め方 

・団体ヒアリングの実施 

平成 26年 9 月 5日 

総合計画後期基本計画策定委員会 町民生活部会（第 1 回） 

・専門部会の活動内容及び今後の進め方 

・団体ヒアリングの実施 

〃 

総合計画後期基本計画策定委員会 教育文化部会（第 1 回） 

・専門部会の活動内容及び今後の進め方 

・団体ヒアリングの実施 

〃 

総合計画後期基本計画策定委員会 行財政部会（第 1回） 

・専門部会の活動内容及び今後の進め方 

・団体ヒアリングの実施 

平成 26年 9 月 25日 
総合計画後期基本計画策定委員会 町民生活部会（第 2 回） 

・後期基本計画ヒアリング 

平成 26年 9 月 26日 
総合計画後期基本計画策定委員会 行財政部会（第 2回） 

・後期基本計画（1 次修正版）の検討 

〃 
総合計画後期基本計画策定委員会 産業振興部会（第 2 回） 

・後期基本計画（1 次修正版）の検討 

平成 26年 9 月 28日 まちづくり住民懇談会（農村環境改善センター） 

平成 26年 9 月 29日 
総合計画後期基本計画策定委員会 都市建設部会（第 2 回） 

・後期基本計画（1 次修正版）の検討 

平成 26年 9 月 30日 
総合計画後期基本計画策定委員会 教育文化部会（第 2 回） 

・後期基本計画（1 次修正版）の検討 

平成 26年 10月 1日 
総合計画後期基本計画策定委員会（第 4回） 

・後期基本計画（原案）の確認 

平成 26年 10月 10日 まちづくり住民懇談会（槻木生涯学習センター） 

平成 26年 10月 11日 まちづくり住民懇談会（船岡生涯学習センター） 

平成 26年 10月 16日 
総合計画後期基本計画策定職員ワーキンググループ（第 4回） 

・後期基本計画の重点プロジェクト 

平成 26年 10月 18日 まちづくり住民懇談会（保健センター） 

平成 26年 10月 25日 まちづくり住民懇談会（船迫生涯学習センター） 

平成 26年 10月 26日 まちづくり住民懇談会（西住公民館） 

平成 26年 10月 31日 
議会総務常任委員会 

・後期基本計画策定の進捗状況についての事務調査 

平成 26年 11月 4日 
総合計画後期基本計画策定委員会（第 5回） 

・後期基本計画（中間素案） 

平成 26年 11月 17日 
議員全員協議会 

・後期基本計画（中間素案）の説明 

平成 26年 11月 19日 
総合計画審議会（第 2 回） 

・後期基本計画（中間素案）の概要 
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期 日 内 容 

平成 26年 12月 1日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 6回） 

・総合計画審議会の意見等 

・後期基本計画（素案）の確定 

平成 26年 12月 17日 
議員全員協議会 

・後期基本計画（素案）の説明 

平成 26年 12月 24日 

総合計画審議会（第 3 回） 

・諮問 

・後期基本計画（素案） 

平成 27年 1 月 5日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 7回） 

・後期基本計画策定の進捗状況 

・パブリック・コメントの実施 

平成 27年 1 月 15日 
～2月 13 日 

パブリック・コメント実施 

平成 27年 1 月 21日 

総合計画審議会（第 4 回） 

・後期基本計画（素案） 

・答申のまとめ方 

平成 27年 2 月 2日 
総合計画後期基本計画策定委員会（第 8回） 

・後期基本計画（素案）の調整 

平成 27年 2 月 18日 
総合計画審議会（第 5 回） 

・答申（案） 

平成 27年 2 月 19日 
～2月 20 日 

総合計画後期基本計画に係る各課調整ヒアリング 

平成 27年 2 月 25日 
総合計画審議会（正副会長） 

・答申 

平成 27年 3 月 2日 

総合計画後期基本計画策定委員会（第 9回） 

・パブリック・コメントの結果と町の対応 

・後期基本計画（素案）の修正 

平成 27年 3 月 13日 
議員全員協議会 

・後期基本計画の説明 

平成 27年 3 月 13日 後期基本計画確定 
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資料３ 柴田町総合計画審議会条例 
 
 

昭和 54年 3月 20 日条例第 1号 

改正 平成 16年 3月 18日条例第 15号 

平成 17年 6月 23 日条例第 8号 

平成 21年 12月 22日条例第 33号 

平成 21年 12月 22日条例第 35号 
 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、柴田町総合

計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、柴田町総合計画及び柴田町土地利用基本計画の策定に関

する必要な事項を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

（１） 農業委員会の委員 

（２） 教育委員会の委員 

（３） 町内の公共的団体等の役員及び職員 

（４） 学識経験のある者 

（５） 公募による者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了した日までとする。 

２ 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。 

３ 町長は、委員に欠員が生じたときは補欠の委員を任命することができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16 年条例第 15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議

会については、なお従前の例による。 

附 則（平成 17 年条例第 8号） 

この条例は、平成 17 年 10月 1日から施行する。 

附 則（平成 21 年条例第 33号） 

この条例は、平成 22 年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 21 年条例第 35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料４ 柴田町総合計画審議会委員 
 
 

（敬称略、各号区分 50音順）◎会長、○副会長 

 条例上の区分 氏名 役職名等 

１ 農業委員会の委員  岩 間
い わ ま

 良 隆
よ し た か

 柴田町農業委員会会長 

２ 教育委員会の委員  我 妻
あ が つ ま

 一 雄
か ず お

 柴田町教育委員会委員長 

３ 

町内の公共的団体等

の役員及び職員 

 青 木
あ お き

 孝 子
た か こ

 柴田町婦人防火クラブ連合会会長 

４  安 藤
あ ん ど う

 智江子
ち え こ

 元柴田町次世代育成支援対策地域協議会委員 

５  伊 藤
い と う

 哲 夫
て つ お

 柴田町内工場等連絡協議会事務局長 

６  太 田
お お た

 研 光
け ん こ う

 柴田町老人クラブ連合会会長 

７  大 沼
お お ぬ ま

 邦 彦
く に ひ こ

 柴田町商工会副会長 

８  岡 田
お か だ

 孝 司
た か し

 柴田町民生委員協議会副会長 

９  加 藤
か と う

 正 光
ま さ み つ

 柴田町社会福祉協議会会長 

10 ◎ 小 泉
こ い ず み

 清 一
せ い い ち

 柴田町観光物産協会会長 

11 ○ 櫻 井
さ く ら い

  博
ひろし

  第 18B行政区長 

12  髙
た か

橋
はし

 利 男
と し お

 柴田町体育協会会長 

13  平 間
ひ ら ま

 く み 柴田町小中学校父母教師会連絡協議会副会長 

14  舟 山
ふ な や ま

 幸 子
さ ち こ

 柴田町健康推進員 

15  村 上
む ら か み

 昭 一
しょういち

 みやぎ仙南農業協同組合丸森地区事業本部長 

16  村 川
む ら か わ

 淳 一
じゅんいち

 柴田町医師団団長 

17   森
もり

  英
え い

吾
ご

 柴田町文化協会会長 

18 学識経験のある者  田 中
た な か

 智
と も

仁
ひと

 仙台大学講師 

19 

公募による者 

  関
せき

  六 郎
ろ く ろ う

 公募委員 

20  田 澤
た ざ わ

 ひろ美
み

 公募委員 
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資料５ 諮問・答申 
 
 

１ 諮問 
 
 

柴 ま 政 第 4 2 2 号 

平成 26 年 12 月 24 日 
 
 

柴田町総合計画審議会 

会長 小 泉 清 一  様 

 

 

柴田町長 滝 口   茂 

 
 
 

第５次柴田町総合計画後期基本計画（素案）について（諮問） 
 
 
 

柴田町総合計画審議会条例（昭和 54年柴田町条例第 1号）第 2条の規定に基づき、 

第 5次柴田町総合計画後期基本計画（素案）について、貴審議会の意見を求めます。 
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２ 答申 
 
 

 

平成 27 年 2 月 25 日 
 
 

 

柴田町長 滝 口  茂 様 
 

柴田町総合計画審議会 

会 長 小 泉 清 一 

 
 
 

第５次柴田町総合計画後期基本計画（素案）について（答申） 
 
 
 

平成 26 年 12 月 24 日付け柴ま政第 422 号で諮問された第 5 次柴田町総合計画後期基本

計画（素案）について、当審議会では前期基本計画の施策評価結果や時代の潮流に取り組

む視点を中心に慎重に審議した結果、その内容はおおむね妥当なものであると認めます。 

本計画の実現には、人口減少・少子高齢化への対応をすべての施策の共通課題と認識し、

将来を見据えた財政との整合性の確保と地域の総合力を結集することが不可欠であるこ

とから、本計画の趣旨を広く住民に周知するとともに、住民との協働や連携による施策の

展開が行われるよう期待します。 

なお、本計画の推進に当たっては、別紙の当審議会からの意見・要望等を尊重していた

だき、成果指標の目標値の達成や重点プロジェクトである「フットパスによる元気なまち

づくりの推進」を目指し、基本構想に掲げた町の将来像「みんなで育てる 笑顔輝く 元

気なまち」の実現に向け邁進されるよう要望します。 
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（別紙） 

柴田町総合計画審議会からの意見・要望等 
 
 

１ 美しい都市空間の整備 

① 生活道路の整備計画を定め、地域の要望を踏まえながら、利便性が高く、かつ安全・安心

して利用できる道路網の形成を要望します。 

② 「元気なまち創造プロジェクト」は後期基本計画の戦略的な取組であり、住民の知恵と力

をまとめながら、協働と連携により施策を進めるよう要望します。 

③ 都市と農村の交流拠点である「太陽の村」の再整備は、施設がもたらす効果を十分検討し、

適切に進めるよう要望します。 
 

２ 教育・文化・交流都市の創造 

① 小中学校の大規模改修は、財政的な裏付けのもと具体的な実施計画に基づき、着実に取り

組むよう要望します。 

② 「子ども会が地域社会をつくる」という子ども会の目的達成のために、さらに積極的な活

動支援と加入促進の展開を要望します。 

③ 誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツ社会実現のため、拠点の整備と地域に根差した総

合型地域スポーツクラブの育成に取り組むよう要望します。 

④ 文化行政のビジョンを策定するとともに、図書館機能の検討と学芸員や司書などの専門職

員の配置による体制強化を要望します。 
 

３ 安心ネット・地域防災の整備 

① 認知症の早期発見は、地域で認知症の人とその家族を支えるために非常に有効とされてい

ることから、高齢者だけでなく働き盛りの世代にも認知症検診を導入するよう要望します。 

② 事業推進課だけの問題ではなく、各課連携して各種検診受診率の向上に取り組むよう要望

します。 

③ ジェネリック医薬品の普及のため、より一層の周知を図るとともに、住民や医療関係者の

信頼と積極的な使用の環境整備を要望します。 

④ 地域のつながりが薄れている中で、地域ぐるみで支え合う体制の充実を図るため、社会福

祉協議会等の福祉団体との連携強化に努めるよう要望します。 

⑤ 子育て環境の充実のため、待機児童解消への取り組みと病後児保育の導入を要望します。 

⑥ 人口減少や高齢化世帯の増加などの社会環境の変化に伴い、安全・安心なまちづくりにつ

いての住民意識は大きく高まっています。「地域の安全を守る」ため、地域とともに十分に議

論しながら、自主防災組織への支援の充実と適正な消防団員の確保により地域防災力の向上

を図るよう要望します。 
 

４ 地域循環型経済の推進 

① 町の持続的な活性化を図り、人口減少を少しでも抑制するため、トップセールスによる企

業誘致と産業振興による雇用創出に取り組むことを要望します。 

② 大区画ほ場整備事業を進める場合は、農家以外も含めた集落の意向を取り入れながら、持

続可能な農村社会のコミュニティ維持と環境保全に配慮するよう要望します。 
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５ 住民参加と自治活動の実践 

① 人口減少・高齢化の進展により、管理されていない空き家が増加しているため、早急に各

課横断的かつ総合的な体制を構築し、住民の意見を取り入れながら、対策を講じるよう要望

します。 

② 地域社会における連帯意識や地域への愛着心が希薄化しつつある中で、行政区による地域

計画の実践により、地域内の多様な力が生かされつつありますが、地域計画を強力に推進す

るため、さらなる連携と協力を要望します。 
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資料６ 柴田町まちづくりアンケート調査概要 
 

本町では、平成 23 年 4月に「第 5次柴田町総合計画」を策定し、“みんなで育てる 笑

顔輝く 元気なまち”を将来像に掲げ、その実現に向けて、町民の皆さんとともに計画

的なまちづくりに取り組んでいます。 

今回は、前期基本計画（平成 23 年度～26 年度）の 4 年間を検証し、本町のさらな

る発展を見据えた後期基本計画（平成 27 年度～平成 30 年度）を策定するに当たり、

各分野で取り組むべき施策について、町民の皆さんがどのように考え、どのようなこ

とを期待しているのかを把握するため、柴田町まちづくりアンケート調査を実施しま

した。 
 

１ 調査及び回答者の概要 
 

◎ 調査概要 

調査対象：18歳以上の町民 2,000名（無作為抽出）  調査方法：郵送配付・回収 

調査期間：平成 26年 2月～3月    回収結果：682人（34.1％） 
 
 

◎ 回答者の概要 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性 別 年 齢 居 住 地 区 
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２ 柴田町の魅力や住みやすさ、定住意向について 
 

◎ まちの魅力について（上位 5項目を抜粋） 

本町の魅力については、「自然環境が豊かである」が 48.8％と最も多く、次いで「買物の

便がよい」（45.3％）、「道路や鉄道等交通の利便が高い」（31.4％）を上位に挙げています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ まちの不十分なところについて（上位 5項目を抜粋） 

本町の不十分なところについては、「働く場が不足している」が 25.4％と最も多く、次い

で「魅力ある観光地がない」（19.9％）、「企業や産業の活力が不十分」（19.6％）を上位に挙

げています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ まちの住みやすさについて 

本町の住みやすさについては、「住みやすい」

（32.1％）、「どちらかといえば住みやすい」

（41.4％）を合わせた 7割（73.5％）の町民は“住

みやすい”と感じている一方で、「どちらかといえ

ば住みにくい」（7.3％）、「住みにくい」（2.8％）を

合わせた 1 割（10.1％）の町民は、“住みにくい”

と感じています。 
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◎ まちへの定住意向について 

本町にこれからも住んでいたいと思うかについ

ては、「住みたい」（37.4％）、「どちらかといえば住

みたい」（31.5％）を合わせた 7 割（68.9％）の町

民は“住み続けたい”と感じている一方で、「どち

らかといえば住みたくない」（5.0％）、「住みたくな

い」（2.9％）を合わせた 1 割（7.9％）の町民は、

“住みたくない”と感じています。 
 
 
 
 

３ 柴田町での暮らしについて 
 

◎ 普段の暮らしで感じていることや取り組んでいること 

（１）健康づくりに関する取り組み 

健康づくりに関する取り組みについては、「日頃、健康づくりのために取り組み

をしている」（61.8％）、「週 1 回以上、スポーツ活動をしている」（26.0％）、「最

近 1年間、※定期的に運動をしている」（41.2％）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 定期的に運動をしている：週 2回以上の頻度、1回 30 分の運動をしている 
 

（２）地域での支え合い意識 

身近な地域での見守り、支え合いなど、地域福祉活動への参加については、「し

ている」（17.3％）、「していない」（82.0％）となっています。 
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（３）環境に配慮した生活意識 

町民の皆さんの環境に配慮した生活意識については、環境に配慮した生活を「し

ている」（72.7％）、「していない」（25.5％）となっています。 

また、ごみの減量化のため、3R 活動をしているかについては、「している」

（80.8％）、「していない」（17.7％）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 環境に配慮した生活：環境美化やエコ商品の購入、省資源・省エネルギー、アイドリング
ストップなど 

※ 3R 活動：リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生使用） 
 
 

◎ 災害への備えについて（上位 5項目を抜粋） 

各家庭での災害の備えとして、東日本大震災以前から行っていた対策、東日本大震災を経

験して必要性を感じた対策については、上位に挙がった取組は、それぞれ次のとおりとなり

ました。 

なお、東日本大震災を経験して必要性を感じた対策のうち、実際に取り組んだことでは、

「携帯ラジオや懐中電灯などの準備」、「食糧や飲料水などの備蓄」、「卓上コンロや発電機な

どの確保」などを上位に挙げています。 
 

東日本大震災以前から行っていた対策  東日本大震災を経験して必要性を感じた対策 

第 1位 携帯ラジオや懐中電灯などの準備  第 1位 食糧や飲料水などの備蓄 

第 2位 卓上コンロや発電機などの確保  第 2位 携帯ラジオや懐中電灯などの準備 

第 3位 食糧や飲料水などの備蓄  第 3位 卓上コンロや発電機などの確保 

第 4位 避難路・避難場所を知っている  第 4位 
家族との連絡方法や集合場所を決めて
いる 

第 5位 
非常持ち出し品の準備や場所を決めて
いる 

 第 5位 
非常持ち出し品の準備や場所を決めて
いる 
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４ まちづくりへの取り組み状況、将来のまちについて 
 

◎ まちづくりへの取り組み状況（満足度・重要度：上位 10 項目を抜粋） 

下の表は、町民の皆さんが町で取り組んでいる※ 5つの分野 46の施策について評価してい

ただいた結果を※ 優先度順にあらわしたものです。 

優先度の高い施策では、「生活環境・都市基盤」、「産業振興」、「保健・医療・福祉」分野

の施策が上位に挙げられています。 
  

優先度の高い施策 

第 1位 
地震等防災体制 

（生活環境・都市基盤） 
 第 6位 

道路の整備 
（生活環境・都市基盤） 

第 2位 
雇用対策の状況 

（産業振興） 
 第 7位 

バリアフリー化 
（保健・医療・福祉） 

第 3位 
医療体制 

（保健・医療・福祉） 
 第 8位 

商業振興の状況 
（産業振興） 

第 4位 
子育て支援体制 

（保健・医療・福祉） 
 第 9位 

防犯体制 
（生活環境・都市基盤） 

第 5位 
高齢者支援体制 

（保健・医療・福祉） 
 第10位 

工業振興の状況 
（産業振興） 

※ 5 つの分野：「保健・医療・福祉」（7施策）、「生活環境・都市基盤」（18施策）、「産業振興」（7
施策）、「教育・文化・スポーツ」（7 施策）、「町民参加・行財政改革」（7施策） 

※ 優先度順：全 46施策に対し、それぞれ満足度と重要度を回答いただいた結果をもとに、重要度
指数から満足度指数を差し引いた数値が大きいものを「優先度が高い施策」として
いる。 
なお、重要度指数から満足度指数を差し引いた数値が同じときは、重要度指数の高
い施策の優先度を高くし、重要度指数も同じときは満足度指数の低い施策の優先度
を高くしている。 
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◎ これからの行財政改革について（上位 5項目を抜粋） 

町が、これからも効率的・効果的な行政サービスを提供するための行財政改革については、

「公共工事の見直しや経費の削減」（26.0％）を望む意向が最も多く、次いで「役場組織の

簡素・合理化」（20.5％）、「NPOやボランティアの活用など、町民の力を生かした町政運営の

推進」（17.2％）を上位に挙げています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 町民参加・協働について 

町として「町民参加・協働のまちづくり」を進めるために、今後の町民参加・協働の取組

については、「ある程度進めるべき」（41.1％）が最も多く、「積極的に進めるべき」（36.1％）

を合わせた推進の意向は、8割（77.2％）を占めています。 
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◎ 将来（5年後）のまちについて 

将来（5年後）のまちについては、「風水害や地震などの災害に強く、犯罪のない住環境が

整備された安全・安心なまち」（27.7％）を望む意向が最も多く、次いで「人にやさしい保

健・医療・福祉が充実した健康・福祉のまち」（21.6％）、「子育て支援や子どもの保育・教

育環境が充実した子育て・教育のまち」（9.7％）が上位に挙げられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 自由意見 
 

◎ まちづくりへの取り組み状況（満足度・重要度：上位 10 項目を抜粋） 

自由意見欄に意見・提案等を記入した人は、281人で、回答者(682人)に対する記入率は

41.2％でした。また、これらの自由記述された意見・提案等の総数は 519件となっています。 

集約した意見を、「保健・医療・福祉」、「生活環境・都市基盤」、「産業振興」、「教育・文

化・スポーツ」、「町民参加・行財政改革」、「その他」という 6 分野で区別してまとめると、

次のとおりです。 
 

 総 数 

分 野 別 

保健・医療・ 
福祉 

生活環境・ 
都市基盤 

産業振興 
教育・文化・ 
スポーツ 

町民参加・ 
行財政改革 

その他 

意見・提案等の 
件数 

519 82 187 49 59 72 70 

 



 

－ 177 － 

 資 料 編 

  
 

資料７ 前期基本計画指標の達成状況の概要 
 
 

１ 評価基準 

評価は、達成率の値により、次の 5段階で判断しています。 
 

図表 成果指標の評価基準 

達成率 達成状況 評価 

100％以上 目標値に達成した A 

70％以上 100％未満 目標値に概ね達成した B 

40％以上 70％未満 半分程度の達成状況である C 

10％以上 40％未満 あまり達成されていない D 

10％未満 ほとんど取り組めていない E 

 

２ 施策評価の結果 

（１）個別施策 

評価を行った個別施策の 72成果指標のうち「評価 A」が 33指標（45.8％）、「評

価 B」が 10指標（13.9％）、「評価 C」が 4指標（5.6％）、「評価 D」が 5指標（6.9％）、

「評価Ｅ」が 20指標（27.8％）となっています。 

そのうち「評価 A」及び「評価 B」となった施策は 43 指標あり、概ね 6 割の施

策が目標値を達成しています。特に「基本目標 2 教育・文化・交流都市の創造」

と「基本目標 5 住民参加と自治活動の実践」の 19指標の中で、「評価 A」及び「評

価 B」は 14指標あり 70％を超える達成率となっています。 

また、「評価 D」及び「評価 E」となった施策は 24指標あり、全体の個別施策の

3割が目標値を達成していないことになります。 

特に「基本目標 3 安心ネット・地域防災の整備」と「基本目標 4 地域循環型経

済の推進」の 42 指標の中で、「評価 D」及び「評価 E」は 18 指標が目標値未達成

となっており、全体指標の達成率を引き下げていることになります。 
 

■ 総括（5 つの基本目標） 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

72 

100％以上 A 33 45.8 

70％以上100％未満 B 10 13.9 

40％以上70％未満 C 4 5.6 

10％以上40％未満 D 5 6.9 

10％未満 E 20 27.8 
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■ 基本目標１ 美しい都市空間の整備 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

11 

100％以上 A 4 36.4 

70％以上100％未満 B 4 36.4 

40％以上70％未満 C 0 0.0 

10％以上40％未満 D 2 18.1 

10％未満 E 1 9.1 

■ 基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

11 

100％以上 A 7 63.7 

70％以上100％未満 B 1 9.1 

40％以上70％未満 C 1 9.1 

10％以上40％未満 D 0 0.0 

10％未満 E 2 18.1 

 
 

■ 基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

30 

100％以上 A 12 40.0 

70％以上100％未満 B 3 10.0 

40％以上70％未満 C 4 13.3 

10％以上40％未満 D 2 6.7 

10％未満 E 9 30.0 

■ 基本目標４ 地域循環型経済の推進 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

12 

100％以上 A 5 41.7 

70％以上100％未満 B 1 8.3 

40％以上70％未満 C 0 0.0 

10％以上40％未満 D 0 0.0 

10％未満 E 6 50.0 

■ 基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 

成果指標数 達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

8 

100％以上 A 5 62.5 

70％以上100％未満 B 1 12.5 

40％以上70％未満 C 0 0.0 

10％以上40％未満 D 0 0.0 

10％未満 E 2 25.0 
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（２）重点プロジェクト 

評価を行った重点プロジェクト施策の 21指標のうち「評価 A」が 5指標（23.8％）、

「評価 B」が 11 指標（52.4％）、「評価 C」が 3指標（14.3％）、「評価 D」が 2指標

（9.5％）となっています。 
 

■ 総括（3 つの重点プロジェクト） 

成果 
指標数 

達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

21 

十分な取組を実施し、プランの実現に寄与した A 5 23.8 

ある程度の取組を実施したが、プランの実現に寄与したとはいえない B 11 52.4 

あまり取り組むことができなかった C 3 14.3 

まったく取り組むことができなかった D 2 9.5 

■ 重点プロジェクト１ 美しいまち創造プロジェクト 

成果 
指標数 

達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

7 

十分な取組を実施し、プランの実現に寄与した A 2 28.6 

ある程度の取組を実施したが、プランの実現に寄与したとはいえない B 3 42.8 

あまり取り組むことができなかった C 2 28.6 

まったく取り組むことができなかった D 0 0.0 

■ 重点プロジェクト２ 食と農による地域づくりプロジェクト 

成果 
指標数 

達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

7 

十分な取組を実施し、プランの実現に寄与した A 1 14.3 

ある程度の取組を実施したが、プランの実現に寄与したとはいえない B 4 57.1 

あまり取り組むことができなかった C 1 14.3 

まったく取り組むことができなかった D 1 14.3 

■ 重点プロジェクト 3 タウンセールス推進プロジェクト 

成果 
指標数 

達成率 評価 指標数 
割合
（％） 

7 

十分な取組を実施し、プランの実現に寄与した A 2 28.6 

ある程度の取組を実施したが、プランの実現に寄与したとはいえない B 4 57.1 

あまり取り組むことができなかった C 0 0.0 

まったく取り組むことができなかった D 1 14.3 

 



 

－ 180 － 

 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

 

３ 前期基本計画の成果指標一覧 

基本目標１ 美しい都市空間の整備 

指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

1 
町道富沢 16号線道路改良事業
の整備延長（総延長 2,600ｍ） 

ｍ 0 1,300 910 70.0% 70.0% B 

2 生活道路の整備延長 ｍ 0 400 328 82.0% 82.0% B 

3 上水道の有収率 ％ 83 86 88 166.7% 102.3% A 

4 水洗化率 ％ 88.00 90.00 89.95 97.5% 99.9% B 

5 船岡新栄地区の街区公園数 箇所 3 6 6 100.0% 100.0% A 

6 オープンガーデン数 箇所 
(H22 年度) 

5 
10 13 160.0% 130.0% A 

7 1人 1日当たりの家庭ごみ排出量 ｇ 659 600 617 71.2% 97.2% B 

8 リサイクル率 ％ 16.7  20.0  17.6  27.3% 88.0% D 

9 環境指導員数 人 15 18 16 33.3% 88.9% D 

10 未水洗化人口 人 9,764 8,600 6,558 275.4% 131.1% A 

11 太陽の村施設利用者数 人 40,236 45,000 36,507 -78.3% 81.1% E 

 

基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 

指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

12 臨床心理士の配置数 人 0 1 1 100.0% 100.0% A 

13 特別支援教育支援員の派遣数 人 7 9 10 150.0% 111.1% A 

14 フラワーアドバイザーの委嘱数 人 0 9 事業廃止 － － － 

15 小中学校の大規模改修工事実施数 校 0 3 2 66.7% 66.7% C 

16 
生涯学習センターにおける自然
体験学習事業の実施数 

講座 2 6 6 100.0% 100.0% A 

17 自然体験キャンプの実施回数 回 1 2 1 0.0% 50.0% E 

18 子ども会育成会加入の割合 ％ 90.2  92.0  
(H25 年度) 

91.6  
77.8% 99.6% B 

19 人材バンクの利用件数 件 0 192 
(H25 年度) 

217 
113.0% 113.0% A 

20 全スポーツ施設の利用者数 人 178,000 200,000 178,000 0.0% 89.0% E 

21 
ふるさと文化伝承館・産業展示館 
研修室・如心庵利用者数 

人 21,668 22,100 25,000 771.3% 113.1% A 

22 資料展示館 思源閣観覧者数 人 2,559 2,700 2,900 241.8% 107.4% A 

23 図書貸出冊数 冊 
(H22年度見込) 

65,000 
68,300 110,000 1,363.6% 161.1% A 
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基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 

指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

24 

健康づくり教室等への参加者数 
まちづくり出前講座、健康相談 
（健診事後相談を除く）、仙台大
学との連携による健康教室、食事
相談、糖尿病予防教室の参加者数 

人 920 1,020 
(H25 年度) 

1,028 
108.0% 100.8% A 

25 

各種がん検診受診率 

％ 

  (H25 年度)    

 胃がん 29.3  50.0 28.4 -4.4% 56.8% E 

 大腸がん 37.0  50.0 39.5 19.2% 79.0% D 

 子宮がん 38.2 50.0 38.7 4.2% 77.4% E 

26 特定健康診査受診率 ％ 
(H20 年度) 

46.3 
65.0  

(H24 年度) 
33.3 

-69.5% 51.2% E 

27 
災害時要援護者支援に係る福祉
避難所の協定締結数 

施設 0 10 8 80.0% 80.0% B 

28 
ふれあいネットワーク互助事業
の協力会員登録者数 

人 40 80 35 -12.5% 43.8% E 

29 介護ボランティア登録者数 人 0 190 0 0.0% 0.0% E 

30 地域包括支援センター数 箇所 1 2 2 100.0% 100.0% A 

31 
身近な集会所等での介護予防事
業の推進開催数（元気はつらつ
お達者 day事業） 

回 196 320 266 56.5% 83.1% C 

32 
（仮称）第2柴田町自立支援通所
「春風」整備 

箇所 1 2 1 0.0% 50.0% E 

33 小規模多機能型居宅介護施設数 箇所 0 1 1 100.0% 100.0% A 

34 障害者相談支援体制数 箇所 
(H21.3 現在) 

1 
2 2 100.0% 100.0% Ａ 

35 
福祉施設から地域へ移行した 
障害者数 

人 
(H21.3 現在) 

4 
5 2 -200.0% 40.0% E 

36 
地域活動支援センター「しらさぎ」
及び「もみのき」での1日当たりの
平均活動者数 

人 20 35 30 66.7% 85.7% C 

37 
福祉的就労から一般就労への 
移行者数 

人 1 5 2 25.0% 40.0% D 

38 保育所の定員 人 
(H22.4.1現在) 

420 
440 437 85.0% 99.3% B 

39 学童型児童館の利用者数 人 4,223 4,650 4,556 78.0% 98.0% B 

40 放課後児童クラブ登録者数 人 
(H22.4.1現在) 

199 
220 264 309.5% 120.0% A 

41 自主防災組織防災指導員数 人 40 84 90 113.6% 107.1% A 

42 消防団員数 人 
(H22.4.1現在) 

316 
330 311 -35.7% 94.2% E 

43 火災警報器の普及率 ％ 76 100 26 -208.3% 26.0% E 

44 消火栓設置数 基 
(H22.4.1現在) 

446 
458 449 25.0% 98.0% D 

45 鷺沼排水区公共下水道雨水整備率 ％ 0 10 10 100.0% 100.0% A 

46 
町道松ケ越 4号線道路改良工事
の整備延長（総延長 250ｍ） 

ｍ 0 250 250 100.0% 100.0% A 

47 側溝改修工事の整備延長 ｍ 0 1,000 1,690 169.0% 169.0% A 

48 交通事故発生件数 件 
(H21 年) 

176 
(H26 年) 

150 
(H25 年) 

143 
126.9% 104.9% A 
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指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

49 刑法犯罪認知件数 件 
(H21 年) 

462 
(H26 年) 

410 
(H25 年) 

328 
257.7% 125.0% A 

50 小中学校の耐震化率 ％ 
(H22.4.1現在) 

81.8  
100.0  100.0  100.0% 100.0% A 

51 北船岡町営住宅建設戸数 戸 
(H22.4.1現在) 

59 
168 106 43.1% 63.1% C 

 

基本目標４ 地域循環型経済の推進 

指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

52 スロープカーの利用者数 人 
(H20 年度) 
20,221 

22,300 
(H25 年度) 
26,599 

306.8% 119.3% A 

53 エコファーマー取組農家数 人 44 44 6 -86.4% 13.6% E 

54 直播栽培の面積 a 540 1,080 1,600 196.3% 148.1% A 

55 認定農業者の人数 人 41 41 41 100.0% 100.0% A 

56 花き・鉢花の出荷額 千円 240,000 260,000 291,000 255.0% 111.9% A 

57 遊休農地（水田）の面積 ha 170 130 142 70.0% 91.5% B 

58 起業家支援数 件 1 2 
(H25 年度) 

8 
700.0% 400.0% A 

59 誘致企業数 企業 51 52 48 -300.0% 92.3% E 

60 製造業に係る従業者数 人 
(H20 年度) 

5,262 
5,370 

(H24 年度) 
4,339 

-854.6% 80.8% E 

61 認定職業訓練派遣者数 人 115 130 
(H25 年度) 

99 
-106.7% 76.2% E 

62 シルバー人材センター会員数 人 315 350 
(H25 年度) 

275 
-114.3% 78.6% E 

63 
コミュニティビジネス研修会の 
開催数 

回 0 2 
(H25 年度) 

0 
0.0% 0.0% E 

 

基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 

指標 
番号 

指    標 単位 
現状 

(H21年度) 
目標値 

(H26年度) 
実績(見込) 
(H26年度) 

達成率 進捗率 評価 

64 
まちづくり推進センターでの支援
団体数 

団体 0 20 32 160.0% 160.0% A 

65 地域計画策定団体数 団体 
(H22 年度) 

0 
42 42 100.0% 100.0% A 

66 審議会等委員への女性登用率 ％ 
(H22.4.1現在) 

21.4 
30.0 55.6 397.7% 185.3% A 

67 
紙芝居などの人権教室を開催し
た町内の学校数 

校 1 4 4 100.0% 100.0% A 

68 
町職員数（第5次定員適正化計画） 
（教育長を除く） 

人 
(H22.4.1現在) 

296 
286 296 0.0% 96.6% E 

69 地方債残高比率 ％ 158.1 140.0 160.0 -10.5% 87.5% E 

70 将来負担比率 ％ 83.4 75.0 75.0 100.0% 100.0% A 

71 
町のホームページアクセス件数

（1か月） 
件 12,783 16,700 16,500 94.9% 98.8% B 
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資料８ まちづくり住民懇談会の概要 
 
 

１．目 的 

第 5 次柴田町総合計画後期基本計画策定に当たって、前期基本計画に掲げた施

策の進捗状況など町政運営の報告をするとともに、将来のまちづくりに関して広

く町民の意見を聴取する機会とする。 
 

２．次 第 

項 目 内 容 担 当 

あいさつ  町長 

町政状況報告 ・今年度の主な事業と予算・財政概要 町長 

後期基本計画について 

・前期基本計画の指標の達成状況 

・重点プロジェクトの実施結果 

・後期計画の策定方針説明 

まちづくり政策課長 

意見交換 ・参加者との意見交換、質疑応答  

 

３．開催結果 

日 時 場 所 対 象 行 政 区 参加者数 

9 月 28日（日） 
13：30～15：45 

農村環境改善センター 21、22、23、24、25、26、27 26 人 

10月 18日（土） 
18：00～20：10 

役場保健センター 
1、2、3、4、5、6A、6B、7A、 
7B、8、9A、9B、11C 

35 人 

10月 11日（土） 
18：00～20：10 

船岡生涯学習センター 11A、11B、11D、12A、12B 13 人 

10月 26日（日） 
13：30～15：35 

西住公民館 30 9 人 

10月 10日（金） 
18：00～20：10 

槻木生涯学習センター 
13、14、15、16、17A、17B、 
18A、18B、19、20 

42 人 

10月 25日（土） 
18：00～20：10 

船迫生涯学習センター 10、28、29A、29B、29C、29D 36 人 
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資料９ パブリック・コメントの概要 
 
 

第５次柴田町総合計画後期基本計画（素案）に対する意見について 
 
 

○ 意見募集期間：平成 27年 1月 15日（木）～2月 13 日（金） 

○ 意見提出者数：52名 

○ 意 見 等 の 数：147 項目（157件） 
 
 
〔 施 策 別 内 訳 〕       （単位：件） 

区 分 施 策 件数 

総 論 

後期基本計画の策定に
当たって 

1 計画策定の目的 0 

2 総合計画の体系 1 

3 総合計画策定の基本姿勢 5 

4 基本構想の概要 9 

柴田町の現況と求めら
れる取組 

1 地勢・歴史 1 

2 人口・就業者数 1 

3 時代の潮流と求められる取組 5 

後期基本計画 

序章 
後期基本計画について 

1 基本計画の目的と計画期間 0 

2 重点プロジェクトによる取組 4 

基本目標 1 

1 快適な生活空間の整備 8 

2 歩きたくなる街並みの形成 6 

3 環境保全の推進 2 

4 農村空間の保全と里山景観の再生 4 

5 地域公共交通への支援 3 

基本目標 2 

1 学び合う教育環境の充実 6 

2 自然体験学習の推進 0 

3 青少年の健全育成 2 

4 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 57 

 内 図書館に関するもの 51 

 内 新図書館建設に関するもの 42 

5 地域間交流・国際交流の推進 0 

6 タウンセールスの推進 0 

基本目標 3 

1 健康づくりの推進 1 

2 地域医療・救急体制の充実 0 

3 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 1 

4 子育て・子育ち支援の充実 8 

5 地域防災力の向上 1 

6 交通安全・防犯対策の推進 1 

7 公共施設の整備 1 
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〔 施 策 別 内 訳 〕       （単位：件） 

区 分 施 策 件数 

後期基本計画 

基本目標 4 

1 観光まちづくりの推進 3 

2 農商工連携によるものづくり 0 

3 地域産業の活性化 3 

4 労働・雇用対策の充実 0 

5 社会事業のビジネス化 0 

基本目標 5 

1 参加と協働の推進 3 

2 地域コミュニティ活動の推進 3 

3 男女共同参画社会と人権啓発の推進 1 

4 行政経営改革の推進 9 

5 情報の共有と情報化の推進 2 

6 広域行政の推進 0 

そ の 他 その他 
1 成果指標の表記 1 

2 計画書全般 5 

合 計 157 
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