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１ 後期基本計画の施策評価にあたって 
 

（１）施策評価の目的 

平成27年度から平成30年度までの4年間を計画期間とする第5次柴田町総合計画後期基本計画は、

残り 1年間という時期を迎えました。 

この間、まちの将来像である「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」の実現のために展開して

きた後期基本計画の各施策にあっては、限られた財源に工夫を凝らしながら、町の特色を生かせるよ

う推進してきました。 

そこで、後期基本計画の結果や成果の状況を明らかにし、当初の目標に対してどの程度の成果が得

られたのか。そして、新たな第 6 次柴田町総合計画で取り組むべき課題は何かを把握し、前期基本計

画期間の 4年間において取り組むべき方向性を検討するために評価を行いました。 

今回の評価で浮き彫りになった課題を整理し、新たなまちづくりの推進に向けて努めていくことを

目指し、本報告書を作成します。 
 
 

（２）施策評価の対象 

本報告書において評価を行う対象は以下のとおりです。 
 

● 後期基本計画に掲げられている各個別施策及び当該施策に関連する事業 

（例） 

  基本目標 「１ 美しい都市空間の整備」 

  施  策 「1-1 快適な生活空間の整備」 

   個別施策 「1-1-1 幹線町道整備の推進」 

（個別施策における79の成果指標） 
 
 

（３）施策評価の方法 

各施策の事業評価シートにより、主な取り組みと成果、課題・今後の方向性を整理するほか、

成果指標については、次の評価基準で評価します。 
 

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 

－ 評価不能 － 
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（４）施策評価の結果 

評価を行った79の成果指標のうち「評価A」が44指標（55.7％）、「評価B」が19指標（24.1％）、

「評価C」が6指標（7.6％）、「評価D」が1指標（1.3％）、「評価E」が3指標（3.8％）、「未評

価・評価不能」は6指標（7.6％）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63指標あり、各基本目標においても概ね8

割を占めていることから、施策分野（基本目標）に偏りなく概ね目標が達成されていることが

わかります。 

なお、「評価D」及び「評価E」となった施策は4指標あり、目標値を達成していない施策は1

割未満となっています。 
 

■ 総括（5つの基本目標）による評価分析 
 

図表 総括（5つの基本目標）による評価 

成果指標数 達成率 評価 指標数 割合（％）

79 

100％以上 A 44 55.7

70％以上100％未満 B 19 24.1

40％以上70％未満 C 6 7.6

10％以上40％未満 D 1 1.3

10％未満 E 3 3.8

未評価・評価不能 － 6 7.6

 
 

■ 基本目標１ 美しい都市空間の整備 
 

図表 基本目標１ 美しい都市空間の整備による評価 

成果指標数 達成率 評価 指標数 割合（％）

20 

100％以上 A 11 55.0

70％以上100％未満 B 5 25.0

40％以上70％未満 C 2 10.0

10％以上40％未満 D 1 5.0

10％未満 E 1 5.0

未評価・評価不能 － 0 0.0

 
 

■ 基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 
 

図表 基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造による評価 

成果指標数 達成率 評価 指標数 割合（％）

10 

100％以上 A 5 50.0

70％以上100％未満 B 3 30.0

40％以上70％未満 C 0 0.0

10％以上40％未満 D 0 0.0

10％未満 E 0 0.0

未評価・評価不能 － 2 20.0
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■ 基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 
 

図表 基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備による評価 

成果指標数 達成率 評価 指標数 割合（％）

28 

100％以上 A 14 50.0

70％以上100％未満 B 8 28.6

40％以上70％未満 C 3 10.7

10％以上40％未満 D 0 0.0

10％未満 E 1 3.6

未評価・評価不能 － 2 7.1

 
 

■ 基本目標４ 地域循環型経済の推進 
 

図表 基本目標４ 地域循環型経済の推進による評価 

成果指標数 達成率 評価 指標数 割合（％）

13 

100％以上 A 9 69.2

70％以上100％未満 B 2 15.4

40％以上70％未満 C 1 7.7

10％以上40％未満 D 0 0.0

10％未満 E 1 7.7

未評価・評価不能 － 9 69.2

 
 

■ 基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 
 

図表 基本目標５ 住民参加と自治活動の実践による評価 

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 0 0.0

未評価・評価不能 － 2 25.0
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２ 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 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

1 町道富沢 16 号線整備事業 ％ 18.2 100.0 60.0 60.0 C 

2 狭あい道路の整備延長 ｍ 0 472 0 0.0 E 

3 生活道路の整備延長 ｍ 0 1,000 7,500 750.0 A 

4 北船岡町営住宅建設戸数 戸 106 217 198 91.2 B 

5 上水道の有収率 ％ 88.3 90 90.1 100.1 A 

6 上水道施設及び配水管の耐震化率 ％ 71.3 77.5 75.2 97.0 B 

7 給水収益に対する企業債残高比率 ％ 253 236 229.6 102.8 A 

8 水洗化の人口普及率 ％ 74.9 76 79.1 104.1 A 

9 下水道整備面積 ha 723.6 741.5 758 102.2 A 

10 西船迫地区下水道長寿命化対策実施率 ％ 0 10 2.3 23.0 D 

11 公開庭園等の数 か所 13 20 13 65.0 C 

12 一人 1日当たりの家庭ごみ排出量 g 612 550 635 86.7 B 

13 リサイクル率 ％ 17.6 20 20 100.0 A 

14 環境指導員数 人 16 18 18 100.0 A 

15 
生涯学習事業との連携による講習会
等の開催回数 

回 1 3 3 100.0 A 

16 未水洗化人口 人 6,558 6,000 5,090 117.9 A 

17 農産物直売所売上 万円 4,897 6,000 5,349 89.2 B 

18 太陽の村施設利用者数（遊具利用者含む） 人 19,950 24,000 31,000 129.2 A 

19 あぶＱウォークの開催 回 1 2 2 100.0 A 

20 
デマンド型乗合タクシーの1日当たりの
利用者数 

人 68.5 80 69.7 87.1 B 

 
 

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 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

21 学校が楽しいと感じる児童 ％ 88.4 89.5 集計中 － －

22 学校が充実していると感じる生徒 ％ 84.4 86.0 集計中 － －

23 里山案内人の人数 人 4 8 14 175.0 A 

24 里山ハイキングの実施回数 回 6 8 10 125.0 A 

25 子ども会育成会加入の割合 ％ 86.3 90 76.2 84.7 B 

26 全スポーツ施設の利用者数 人 178,000 180,000 186,000 103.3 A 

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 

人 25,800 26,000 23,000 88.5 B 

28 資料展示館 思源閣観覧者数 人 3,900 4,000 4,000 100.0 A 
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指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

29 図書貸出冊数 冊 112,000 120,000 123,000 102.5 A 

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 2.1 95.2 B 

 
 

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 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

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） 

人 1,028 1,130
1,471 

（H29 末） 
130.2 A 

32 胃がん検診受診率 ％ 25.7 50.0
13.8 

（H29 末） 
0  

33 大腸がん検診受診率 ％ 35.8 50.0
17.5 

（H29 末） 
0  

34 特定健康診査受診率 ％ 35.5 60
43.7 

（H29 末） 
72.8 B 

35 安心生活見守りに関する協定の締結数 事業所 7 10 11 110.0 A 

36 地域包括支援センター数 施設 2 3 2 66.7 C 

37 高齢者自立支援通所事業利用者数 人 98 200 100 50.0 C 

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） 

施設 6 10 10 100.0 A 

39 障がい者相談支援事業利用者数 人 83 100 97 97.0 B 

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 

人 24 35 46 131.4 A 

41 保育所の定員 人 420 440 420 95.5 B 

42 ゆとり保育の利用者 人/日 17 24 24 100.0 A 

43 小規模保育・家庭的保育の受入れ人員 人/日 0 38 70 184.2 A 

44 児童館の利用者数 人/日 77 85 84 98.8 B 

45 放課後児童クラブ登録者数 人 264 360 293 81.4 B 

46 自主防災組織防災指導員数 人 90 110 172 156.4 A 

47 災害時の協力企業数 事業所 16 22 20 90.9 B 

48 消防団員数 人 311 320 294 91.9 B 

49 消防団協力事業所数 事業所 1 3 2 66.7 C 

50 消火栓設置数 か所 451 455 455 100.0 A 

51 鷺沼排水区公共下水道雨水整備率 ％ 5 30 40 133.3 A 

52 槻木市街地雨水対策工事の整備延長 ｍ 150 550 695.2 126.4 A 

53 
町道海老穴 2 号線雨水対策工事の整
備延長 

ｍ 0 100 0 0.0 E 

54 交通事故発生件数 件 143 130 
140 

(H29 年実績） 
92.9 B 

55 刑法犯罪認知件数 件 328 300
219 

(H29 年暫定） 
137.0 A 

56 防犯灯数 灯 3,096 3,500
3,541 

(H29 年 12 月末） 
101.2 A 

57 既存防犯灯 LED 化数（町・地域） 灯 761 1,500
1,552 

(H29 年 12 月末） 
103.5 A 
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指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

58 広報紙等による消費者意識の啓発 回 0 1 10 1,000 A 

 
 

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 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

59 観光客入込数 人 398,265 438,000 450,000 102.7 A 

60 スロープカーの利用者数 人 26,599 28,000 30,000 107.1 A 

61 特産品開発の支援件数 件 0 4 4 100.0 A 

62 認定農業者数 人 38 50 45 90.0 B 

63 集落営農組織数 組織 1 3 0 0.0 E 

64 新規就農者数 人 0 3 2 66.7 C 

65 農業法人数 法人 0 2 4 200 A 

66 花き・鉢花の出荷額 万円 2 億 2,000 2 億 6,000 2 億 2,500 86.5 B 

67 起業家支援数 件 8 12 31 258.3 A 

68 誘致企業数 企業 51 53 53 100.0 A 

69 製造業に係る従業者数 人 4,339 4,430 4,620 104.3 A 

70 認定職業訓練派遣者数 人 99 110 390 354.5 A 

71 シルバー人材センター会員数 人 275 300 300 100.0 A 

 
 

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 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

72 まちづくり提案制度提案件数 件 4 7
8 

(H29 年度までの実績） 
114.3 A 

73 
まちづくり推進センターが関わる協
働事業実施数 

件 2 3
4 

(H29 年度までの実績） 
133.3 A 

74 町の審議会等委員への女性登用率 ％ 28 30 36.3 121.0 A 

75 父親の育児休暇取得率 ％ 7 8.4 － － －

76 目標職員数 人 296 305 309 98.7 B 

77 実質公債費比率 ％ 9.9 11.4 3.1 367.7 A 

78 将来負担比率 ％ 64.5 76.4 41.2 185.4 A 

79 「広報しばた」の閲読率 ％ 86.7 90 - - - 
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３ 各施策の点検・評価結果 

 

基本目標１ 美しい都市空間の整備 

施策１-１ 快適な生活空間の整備 

1-1-1 幹線町道整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

1 
町道富沢 16 号線整備事業 
(延長 2,600ｍ) 

％ 18.2 100.0 60.0 60.0 C 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・町道富沢 16 号線道路改良事業は、軟弱地盤対
策や槻木五間堀川に架かる橋梁工事が完了し
ている。 

・町道富沢 16 号線道路改良事業については、引
き続き社会資本整備総合交付金を活用し、事業
の早期完成を目指し促進していく。 

・道路改良路線の測量調査については、ほ場整備
事業との関連があることから実施していない。

・道路改良路線の測量調査については、ほ場整備
事業の計画があり、整合性を図り慎重に進めて
行く必要がある。 

 



－ 8 － 

 
1-1-2 都市計画街路整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・取り組みに至らず。 ・財政状況を勘案し実施年度を判断する必要があ
る。 

 



－ 9 － 

 
1-1-3 生活道路整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

2 狭あい道路の整備延長 ｍ 0 472 0 0.0 E 

3 生活道路の整備延長 ｍ 0 1,000 7,500 750 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・狭あい道路の整備に関しては、平成 26 年度に
町道船岡東 36 号線の（延長 130.3ｍ）整備以
降事業が進捗していない。社会資本整備総合交
付金の基幹事業で要望をしていたが、交付金の
配分が不十分で、事業の推進ができなかった。

・狭あい道路の整備に関しては、社会資本整備総
合交付金を活用した事業になるため、同じ基幹
事業として推進している二本杉町営住宅建替
事業完了を待って、事業を再開・推進していく。

・生活道路の整備についての側溝整備は、未整備
箇所など約 1.3ｋｍ、舗装補修は、路面性状調
査を行い傷みのひどいところから約 7.5ｋｍ
の整備を行った。 

・生活道路の整備については、年度目標値を達成
しているが、引き続き優先順位を決め継続的に
整備していく。また、舗装補修事業については、
社会資本整備総合交付金を活用して実施して
きたが、平成 30 年度以降は交付金対象外とな
るため整備延長が大幅に減となることが懸念
される。 

 



－ 10 － 

 
1-1-4 町営住宅の建替え整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

4 北船岡町営住宅建設戸数 戸 106 217 198 91.2 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・二本杉町営住宅の建替え整備に関しては、平成
30 年度に 4 号棟（29 戸）が完成予定で、⑤号
棟（20 戸）に関しても平成 31 年度には完成を
予定している。 

・二本杉町営住宅の建替え整備に関しては、計画
より 1年遅れとなるが、予定の建設戸数を達成
（平成 31 年度）する予定になっている。 

・並松住宅の建替え整備に関しては、計画に基づ
き、平成 30 年度に現況調査に着手する。 

・並松町営住宅の建替え整備に関しては、平成
30 年度に実施する現況調査を基に、今後具体
的な計画の策定を推進する。 

 



－ 11 － 

 
1-1-5 上水道事業の推進 （上下水道課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

5 上水道の有収率 ％ 88.3 90 90.1 100.1 A 

6 上水道施設及び配水管の耐震化率 ％ 71.3 77.5 75.2 97.0 B 

7 給水収益に対する企業債残高比率 ％ 253 236 229.6 102.8 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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ます。ま
た、配水管の耐震化を図り、ライフラインの確保に努めました。 
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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・西船迫地区や新生町地区等、漏水発生の多い箇
所を重点的に老朽管の布設替工事を実施し、有
収率の向上に努めた。また、上下水道窓口収納
業務等を委託することで人件費等の経費や、水
道施設のクラウド管理をすることで水道施設監
視業務委託の経費削減を行った。 

・配水管路や配水場等の水道施設台帳は、図面と
資産台帳をそれぞれ紙ベースで管理している。
今後は、水道施設台帳を電子化し併せて台帳シ
ステム上で管理することで老朽管布設替工事を
計画的に実施する。また、上下水道窓口収納業
務と水道施設監視業務を包括し一括発注するこ
とにより、さらなる経費削減を行う。 

 



－ 12 － 

 
1-1-6 下水道事業の推進 （上下水道課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

8 
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。） 

％ 74.9 76 79.1 104.1 A 

9 下水道整備面積 ha 723.6 741.5 758 102.2 A 

10 西船迫地区下水道長寿命化対策実施率 ％ 0 10 2.3 23.0 D 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 27 年度に策定した、「柴田町公共下水道
事業アクションプラン」に基づき、船岡新栄、
船岡並松地区及び大原地区の計画的な施設整
備に取り組み、水洗化の人口普及率及び整備面
積について目標を達成した。しかし、長寿命化
対策については、例年、国に対する補助事業の
要望額に対し、交付決定額は及ばず、伸び悩ん
でいる状況となっている。 

・「柴田町公共下水道事業アクションプラン」に
基づき、大原地区の面整備の拡充を図り、中名
生佐野地区、剣崎地区、下名生剣水地区及び下
名生剣塚地区の計画的な施設整備に取り組ん
でいく。また、老朽化に伴う下水道施設の不具
合が懸念される地域を中心に、区域別に計画的
に更新工事等を行う。 

 



－ 13 － 

 
施策１-２ 歩きたくなる街並みの形成 

1-2-1 フットパス事業の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・交流人口の拡大及び町内の回遊性を高めるため
に、地域資源を活用したフットパスコースのル
ート整備や美しい景観づくりを推進した。 

・平成 27 年度は、フットパスコース 2コース（船
岡・槻木）を、町民の方を交えたワークショッ
プなどを行いながら設定し、フットパスフォー
ラムやフットパスウォークを開催した。また、
槻木コース 4 か所にコース案内看板を設置し
た。 

・平成 28 年度は、フットパスサポーター会議を
組織し、試し歩きやコースイベント、ワークシ
ョップを開催しながら新たなコース（船岡４コ
ース、船迫１コース）の開発、整備を行い、町
制施行 60 周年記念フットパスウォークやフッ
トパスコース報告会を開催した。また、富沢磨
崖仏群と四日市場山神社に説明看板を、山神社
手前と滝澤不動尊手前に計４枚の案内看板を
設置した。 

・平成29年度は、地域活性化に取り組む「しばた
の未来㈱」にフットパス関連業務を業務委託し、
フットパスによるまち歩きを推進した。 

・フットパスサポーターによるコース歩き、ワー
クショップを開催し、槻木地区9コースを決定。
船岡 4 コース、船迫②コースとあわせ、フット
パスコースは全15コースとなった。また、フッ
トパスイベントを15回開催。11月には全国フッ
トパスの集い2018in柴田「プレイベント」も開
催。入間田「八雲神社」、本船迫「熊野神社」
に説明看板を設置した。 

【課題】 

・フットパスイベントの開催や広報紙による周知、
地域おこし協力隊やしばたの未来㈱による情報
発信を行っているが、フットパスの認知度は低
い状況にある。 

・イベント参加者は高齢者中心で、若い世代の参
加者が少ない。 

・フットパスサポーターの会が組織されているも
のの、歴史観光ガイドの会、里山案内人の会、
ノルディックウォーキングサークルなどとの横
のつながりは始まったばかりであり、フットパ
ス参加者に対する、地域のおもてなしも一部地
域にとどまっている状況。 

 

【今後の方向性】 

・広報紙でのフットパスコースの紹介やフットパ
スイベントを継続して実施することで、フット
パスの認知度を高めていく。 

・地域活性化に取り組むしばたの未来㈱への業務
委託を継続し、地域の魅力発信、産地直売所や
農村レストランなど地域ビジネスの活性化、交
流人口の増加、歩くことによる健康づくりを推
進していく。 

 



－ 14 － 

 
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）

（目指す姿） 

◎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。 

◎「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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・船岡城址公園周辺の魅力と回遊性の向上を図る
ため、桜の小径や白石川千桜公園の整備を行っ
た。また、船岡城址公園においては、スロープ
カー乗降口から山頂へ通じる園路のバリアフ
リー化や園路整備に伴う原田甲斐・柴田外記供
養塔の移設を行ったほか山頂周辺及び樅の木
は残った展望デッキからしばた千桜橋へ通じ
る園路整備を行った。 

・整備後の維持管理や利用者の安全対策について
検討する必要がある。 

 



－ 15 － 

 
1-2-3 一目千本桜の景観の向上 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・水と親しみ白石川堤に新たな彩りを演出するた
め白石川千桜公園を整備したほか、船岡城址公
園や白石川堤など桜木の病害虫や天狗巣病の
駆除や、桜の保護育成を図るため老木となった
桜木の根回りの土の入れ替えや施肥を専門化
の指導を受けながら計画的に実施した。 
また、平成 28 年には全国さくらサミットを開
催し、しばたの桜の魅力を全国に発信した。 

・近年、桜木の幹の空洞化や天狗巣病などの病気
が目立って多くなってきている。今後は老木に
なった桜の保護育成や桜を後世に伝えること
ができるよう努めてまいりたい。 

 



－ 16 － 

 
1-2-4 ゆとりある空間整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・住民自らが街路や公園などに花木の植栽や剪定
などの維持管理に積極的に関わり街中の彩の
創造に尽力している。 

・住民活動の際の事故やケガの対応が難しいこと
から、維持管理団体への移行など進めていきた
い。また、積極的な団体へはポット苗やスコッ
プなどの支援を行ってまいりたい。 

 



－ 17 － 

 
1-2-5 山崎山周辺の環境整備の推進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・未着手 ・年次計画を作成し整備してまいりたい。 

 



－ 18 － 

 
1-2-6 オープンガーデン事業の拡充 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

11 公開庭園等の数 か所 13 20 13 65.0 C 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・花と緑の観賞会「しばたのオープンガーデン」
は、庭主の協力を得ながら平成 22 年度以降、
毎年開催している。 

・一般公開日には、県内外から多くのガーデン愛
好家の訪問がある。 

・現在、協力いただいているガーデンのレベルが
高く、新たに一般公開しようとする方にとって
敷居が高いことや、訪問者の駐車場が無いなど
環境面での課題があり、公開庭園数が増えてい
ない。 

・公開庭園等の数は、計画目標値に達しなかった
が、ガーデンの華やかさが年々増し、”花のま
ち柴田”を印象付けるイベントとなっている。

・公開庭園数を増やし、「しばたのオープンガー
デン」が今後も継続されるように努める。 

 



－ 19 － 

 
1-2-7 花の街並みづくり事業の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・船岡城址公園頂上に設けた「コミュニティガー
デン花の丘・柴田」は、町民による整備により、
通年して様々な草花に溢れ、船岡城址公園を訪
れる方や、ウォーキングを楽しむ方の憩いの場
となっている。 

・町民の活動により、歩きたくなる街並みが形成
されている。今後は、「コミュニティガーデン
花の丘・柴田」の整備に協力していただける町
民を増やし、また、各地域で植栽活動がより盛
んになる取組を進めていく。 

・平成 29 年から、始まった「スプリングフラワ
ーフェスティバル」では、町民が育てた寄せ植
えを船岡城址公園里山ガーデンハウスに飾り、
来場者をもてなしている。 

 

・町内の公園や道路沿いに設けられた花壇には、
行政区（自治会）地域計画により地域づくり補
助金が活用され、花苗などが植えられた美しい
街並みを形成している。 

 

 



－ 20 － 

 
施策１-３ 環境保全の推進 

1-3-1 環境衛生の推進 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

12 一人 1日当たりの家庭ごみ排出量 g 612 550 635 86.7 B 

13 リサイクル率 ％ 17.6 20 20 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・ゴミの分別、資源回収等により、ごみの排出量
は、年々減少傾向にある。出前講座やゴミ処理
施設、リサイクルセンター見学会を開催しごみ
の分別、減量化に努めた。 

・ごみの減量化のためには、住民の協力が欠かせ
ないため、これまでと同様に、資源回収の啓発
活動等を実施し、ごみの減量やリサイクルに取
り組む住民が増加し、定着するようにする必要
がある。 

 



－ 21 － 

 
1-3-2 適正な廃棄物の処理 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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、 終処分場の延命化を図ります。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・ゴミの出し方カレンダーや、ごみの分け方と出
し方の冊子を町内全戸に配布し、また、平成
28 年度には町内 2 箇所にストックヤードを整
備し、リサイクル率の向上を図った。公共下水
道の普及や合併浄化槽の整備に伴い排水路の
水質については向上していると考えられる。
終処分場については、掘り起こし再生による延
命化が実施されている。 

・さらなるごみの分別の徹底による、ごみの減量
化及びリサイクルの向上を図り、各処理施設の
負担軽減をどのようにするか具体的な検討が
必要である。 

 



－ 22 － 

 
1-3-3 環境美化の推進 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

14 環境指導員数 人 16 18 18 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・環境指導員を増員し、現在は、18 名体制で環
境美化の活動を実施しています。不法投棄の情
報や環境美化の活動等を通じて不法投棄の抑
制につながっています。また、監視カメラや、
看板等を設置し不法投棄の未然防止につなが
っている。 

・今後も、不法投棄撲滅のため環境指導員による
監視体制強化を図っていく必要がある。また、
近年は、ペットに関係する苦情も増えているこ
とから、さらなる環境指導員の増員について検
討が必要である。 

 



－ 23 － 

 
1-3-4 温暖化対策の推進 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

15 
生涯学習事業との連携による講習会
等の開催回数 

回 1 3 3 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 26 年度と平成 27 年度に役場庁舎や船岡生
涯学習センター等、7施設について、太陽光を活
用した再生可能エネルギーを導入し、環境負荷
の低減に努め、二酸化炭素排出の抑制が図れた。
環境フェアでは、多くの方々の参加をいただき、
リサイクルや温室効果ガスの周知を図り、学校
に対しては、ゴミ環境に対するポスターや標語
の募集を行い、温暖化対策の啓蒙を図った。 

・再生可能エネルギーの推進等の取り組みを実施
しているが、大きな成果が得られない現状にあ
る。今後も個人できる環境に配慮した対策等を
広報や、環境フェア等を通じて実施し、引き続
き啓蒙を図って生きたい。 

 



－ 24 － 

 
1-3-5 水質汚濁防止対策の推進 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

16 未水洗化人口 人 6,558 6,000 5,090 117.9 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・公共下水道認可区域外の地域における住宅に、
設置する合併処理浄化槽に対し、補助金を交付
し、公共用水域の水質保全に努めた。 

・合併処理浄化槽は、設置管理者が維持管理を適
切に行うこととなっており、水質保全には維持
管理が重要であることから、管理者に対し、指
導の徹底を図る必要がある。 

 



－ 25 － 

 
1-3-6 公害防止の監視体制の強化 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、県と連携しながら
指導を強化します。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・車両事故等による水質汚濁については、仙台河
川国道事務所と、悪臭については、仙南保健福
祉事務所と、その他についても、関係機関と情
報の共有化を図った。また、ごみ減量を図るた
め生ごみ処理機購入に対する助成を行った。 

・公害防止のため、国の機関や県の関係機関と引
き続き連携しながら指導を徹底する必要があ
る。 

 



－ 26 － 

 
1-3-7 斎苑・墓地の整備 （町民環境課）

（目指す姿） 

－ 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・柴田斎苑については、平成 31 年 4 月完成に向
けて、工事が進行している。町営墓地について
は、適正な維持管理を含め苑路の舗装工事を計
画的に進めている。 

・町営墓地については、今後も苑内の設備や樹木
管理について、適正な管理が求められる。 
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施策１-４ 環境保全の推進 

1-4-1 活力ある農村集落づくり （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

17 農産物直売所売上 万円 4,897 6,000 5,349 89.2 B 

18 
太陽の村施設利用者数 
（遊具利用者含む） 

人 19,950 24,000 31,000 129.2 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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） 

都市と農村の交流拠点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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 27 年度から開始された多面的機能支払交
付金事業により、13 地区 70,828ａで資源保全
隊による農道や水路等の維持管理が行われて
いる。 

・農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るために、今後も資源保全隊の共同活動の支
援を継続していく。 

・平成 27 年度の地方創生事業の中で、太陽の村
を冒険遊び場として位置付け、幼児遊具や大型
遊具（ふわふわドーム）、ターザンロープ、ソ
リ滑りエリアの整備等、家族連れが遊びに来や
すい環境整備を行った。また、継続して親子参
加型イベントも開催している。 

・太陽の村の再整備事業を進め、にぎわいのある
交流広場づくりを目指す。 

・集落ぐるみで進める農地の集積については、集
落営農組織化から農業法人化へ移行している。

 

・平成 29 年度からは、地元社会福祉法人が太陽
の村管理等旧館に牛タン料理と石窯によるピ
ザを提供する「らぽるの森」を開設したことも
あり、来場者が増えている。 
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1-4-2 ふれあい農業と食農教育の推進 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、農業体験活動にあたっては、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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・広報で利用者を募集し、町内の貸し農園（ひま
わり市民農園、フレンドリー農園）の利用者数
拡大を推進した。 

・市民農園等については、引き続き広報等で周知
を図り、利用者数拡大を図る。 

・アグリチャレンジ事業として、町内各小学校に
おける学習田、学習畑等での農作業体験を支援
し、食育・食農教育を推進した。 

・アグリチャレンジ事業として、各小学校の活動
を支援するとともに、活動が活発ではない小学
校に対しては食育・食農教育を働きかけること
で、事業のさらなる推進を図る。 
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1-4-3 里山ハイキングコースの整備 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 里山ハイキングコースの整備 

 自然豊かな里山の魅力を活かした里山ハイキングコースを維持・管理し、町民の健康づく
りやグリーンツーリズムに活用します。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・里山ハイキングコースのさらなる周知を図るた
め、平成 28 年度にガイドブックを改訂し、コ
ースの見直し（集約）を行うほか、モデルコー
スの草刈や倒木処理などの維持管理を適切に
行った。また、町民の健康増進のため、しばた
里山案内人の会が生涯学習の一環として、年間
を通して里山ハイキングの会を開催している。

・平成 22 年度の里山ハイキングコース設置当時
のコース案内看板の老朽化が著しく、コース案
内に支障が生じているので、ハイキングコース
の案内表示看板を1年1コースを目途に整備を
行ないたい。また、当該事業が利用者にとって、
健康増進や田園風景を楽しみながら農山村の
大切さを理解し、地域住民との交流を図ること
を目指す。 
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施策１-５ 地域公共交通への支援 

1-5-1 阿武隈急行への支援 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

19 あぶＱウォークの開催 回 1 2 2 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・宮城県、福島県及び沿線5市町が阿武隈急行に対
し、安全運行の確保及び住民の生活交通の維持・
確保を図ることを目的として、保全整備事業に要
する経費に対する補助金を交付している。 

・柴田町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金
 平成 27 年度 1,210,000 円 3,539,000 円
（繰越明許） 
 平成 28 年度 3,771,000 円 1,004,000 円
（繰越明許） 
 平成 29 年度 2,963,000 円 1,443,000 円
（繰越明許） 
 また、阿武隈急行の利用促進を図るため、平
成 25 年から運賃助成や、沿線 5 市町で組織す
る阿武隈急行沿線開発推進協議会においてあ
ぶＱウォークなどのイベントを開催し、助成
額・参加者ともに増加している。 
 

・柴田町阿武隈急行利用促進事業運賃助成 
 平成 27 年度  594 人 193,060 円 
 平成 28 年度  719 人 273,110 円 
 平成 29 年度 1,046 人 393,350 円 
 

・あぶ Qウォーク（春と秋の年２回開催） 
 平成 27 年度   555 人 
 平成 28 年度  446 人 
 平成 29 年度   588 人 

 

・国からの鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係
る補助金が年々縮小傾向にあることから、平成
30 年度中に策定する「地域公共交通網形成計
画」に基づき、増収につながる利活用策等の検
討が必要である。 
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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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

20 
デマンド型乗合タクシーの 1 日当た
りの利用者数 

人 68.5 80 69.7 87.1 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・利用者の希望に合わせて、自宅から目的地まで、
直接、容易に移動できるデマンド型乗合タクシ
ーは、高齢者を中心に日常生活の足として定着
してきている。 

・実施主体である商工会、町内タクシー事業者 3
社と町とで意見交換を行い、運行上の課題や今
後の見通し、利用促進事業について話し合いを
行った。 

・角田市、大河原町、村田町の地域公共交通担当
者との情報交換や、町外タクシー事業者からの
聞き取りを実施するなど、町外運行について検
討し、実施に向けての問題点を整理した。 
 
【登録・利用状況】 
①登録状況 
 ・平成 26 年 3 月 31 日現在 
  2,156 人（うち要支援者数 319 人） 
 ・平成 30 年 3 月 31 日現在  
  2,793 人（うち要支援者数 451 人） 
 
②利用状況 
 ・平成 25 年度  16,705 人（１日平均 68.5
人）  稼働日 244 日 
 ・平成 29 年度  16,949 人（１日平均 69.7
人）  稼働日 243 日 

 

・高齢者を中心に日常生活の足として定着してき
ているものの、高齢者（特に女性）の運転免許
保有率の影響もあり、利用者数は横並びであ
る。利用促進について、キャンペーンや周知を
図るとともに、関係機関と調整しながら、運営
主体である商工会への補助金の交付を継続し
ていく。 

・町外、特にみやぎ県南中核病院への運行拡大に
ついては、通常タクシーの収益減を招くことが
懸念される。タクシー事業者が経営難に陥れ
ば、デマンド型乗合タクシー自体の運行ができ
なくなるという問題も起こりかねない。町単独
での運行区域の拡大は難しい状況にある。 
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基本目標２ 教育・文化・交流都市の創造 

施策２-１ 学び合う教育環境の充実 

2-1-1 幼児教育の充実 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・幼児の発達段階と特性を的確にとらえ、適正な
教育課程を編成し、個性を伸ばす指導に努め
た。 

・町内唯一の公立幼稚園として、保護者の関心と
期待は高い。･幼稚園教育要領が改訂されたた
め、適切な教育課程を編成していく。 

・むつみ学園より入園してくる幼児や、保健師の
指導を受けている幼児、入園してから支援が必
要であると判断を受ける幼児等が多く、臨床心
理士より、支援の手立てや保護者への働きかけ
について指導を受けた。 

・園の教育目標のもとに障害を抱えた子ども、支
援を必要とする子どもと健常児が共に育つ園
づくりを目指していく。 

 

・支援児自ら行動に移せるようになるための環境
構成や、援助の仕方は健常児の成長･発達につ
ながるものであり、臨床心理士からの指導の成
果は大である。 
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2-1-2 私立幼稚園及び就園児への支援 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・私立幼稚園運営費助成 
私立幼稚園設置者への支援として、運営費の一
部を施設の均等割、及び園児均等割により助成
し、幼稚園教育の振興と育成を図った。 

・私立幼稚園運営費助成 
幼稚園設置者への運営費補助として、今後も継
続していく。 

・幼稚園就園奨励費補助金 
私立幼稚園に通園する園児保護者の経済的負
担を軽減するため、国の補助基準に合わせて保
育料の一部を補助した。 

・幼稚園就園奨励費補助金 
子ども・子育て支援制度が施行される中で、私
立幼稚園のあり方により補助制度が変わって
くることから、私立幼稚園の動向に注視する。
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2-1-3 「地域と共に創る学校」づくりの推進 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・学校評価の充実 
学校関係者評価委員会を全小中学校に置き、学
校評価（外部評価）を実施し、学校運営の改善
を図った。また、その結果を公表したり、保護
者・地域住民の意見・要望を学校運営への反映
に努め、「地域と共に創る学校」づくりを推進
した。 

・学校評価の充実 
地域に支えられ、「地域と創る学校づくり」の
推進のため、学校評価は計画的に実施する。 

 

 

・学校運営協議会の推進 
学校運営協議会を置く学校として、東船岡小学
校を指定し、地域住民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会（コ
ミュニティスクール）を推進した。 

・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会（コミュ
ニティスクール）は今後も推進する。 

・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学校
支援ボランティア（学習支援、図書館、学校行
事、託児ボランティア、登下校見守り等）など、
地域住民や保護者を積極的に受け入れた教育
活動を行った。 
また、仙台大学の教員を目指す学生が放課後の
学習指導を行う「未来先生」を実施した。 

 

・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学校
支援ボランティア（学習支援、図書館、学校行
事、託児ボランティア、登下校見守り等）など、
地域住民や保護者を積極的に受け入れた教育
活動を推進する。 
また、仙台大学との連携により、放課後学習指
導（未来先生）を推進する。 
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2-1-4 学校に対する支援体制の充実 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

21 学校が楽しいと感じる児童 ％ 88.4 89.5 集計中  

22 学校が充実していると感じる生徒 ％ 84.4 86.0 集計中  

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・確かな学力の育成 
専門的教育職である指導主事の学校訪問によ
り指導を受け、学習指導を高めた。 

・確かな学力の育成 
定期的な指導主事の学校訪問により、学習指導
の向上を推進する。 

・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
行動等の減少を図った。また、平成30年度から、
いじめや不登校により、学校生活に困難を抱え
る子どもたちの学校復帰や自立支援を行う「子
どもの心のケアハウス」事業をスタートした。
自立支援相談員 4 人で全校を分担し、スーパー
バイザー2人がその指導、監督を行う。 

・問題を抱える子ども等の支援 
学校と保護者、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカーが連携・協力して、いじ
め、不登校、問題行動の減少を進める。また、
「こどもの心のケアハウス」事業は、船岡公民
館を拠点として、児童・生徒が来所できる環境
の整備をする。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・国際理解教育の推進 
小中学校及び幼稚園において、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、ＡＬＴとのふれあいを通して国際理解
を進めた。また、サクラプロジェクト、放課後
英語楽交、ＪＯＶ活動を通して小中学校の英語
学習の推進を図った。 

・国際理解教育の推進 
外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用を継続実施す
る。また、放課後英語楽交も参加者の拡充を目
指す。 

・学校図書館活用の推進 
全小中学校に図書館司書を配置し、学校図書室
の有効活用を図った。 

・学校図書館活用の推進 
学校図書館と町図書館の連携を深め、活用を促
進する。 

・児童生徒の安全確保 
登校時における主要箇所での交通安全指導隊
による安全指導や下校時の見守り隊による見
守り活動により、事故や事件の防止を図った。

・児童生徒の安全確保 
地域と連携しながら、通学路等の安全確保、事
故や事件の被害を防止する。 
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2-1-5 安全で快適な教育環境の整備・促進 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（学校施設の大規模改造工事について) 

・平成26年度に槻木小学校プール改築工事を実施

・平成 27 年度に船迫小学校プール改築工事を実施 

・平成 28 年度～平成 29 年度に船迫小学校耐震補
強・大規模改造（空調及び照明）工事、東船岡
小学校及び船迫中学校大規模改造（トイレ）工
事、槻木小学校耐震補強・大規模改造（空調）
工事を実施 

・平成 29 年度～30 年度に船岡小学校大規模改造
工事を実施、 

・平成 30 年度に船岡中学校大規模改造（空調）
工事を実施 

（小中学校情報学習基盤整備） 

・平成 23 年度～平成 24 年度に槻木中学校建替の
際に校内ＬＡＮ設備を設置し、平成 29 年度～
平成 30 年度に船岡小学校の校内ＬＡＮ設備を
設置 

 

（非構造部材の耐震対策） 

・平成 26 年度に船迫小学校及び西住小学校の体
育館照明改修工事を実施 

・平成 27 年度に船迫小学校及び船岡中学校体育
館の天井改修工事を実施 

・平成 28 年度に防災機能強化工事として、槻木
中学校の屋体外壁改修、槻木小学校の教室照明
改修工事を実施 

・公立学校施設に係る長寿命化計画（個別施設計
画）を策定し、計画的に小中学校の整備を進め
ていく。 

・小中学校の大規模改造工事については、築後
30 年余りが経過する必要校について、計画的
に進めていく。 

・小中学校の情報学習基盤整備ついては、校内Ｌ
ＡＮの設備や周辺機器についても充実した整
備が必要なことから、順次、進めていく。 
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2-1-6 学校給食の充実 （教育総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・学校給食センター新設工事の推進 
学校給食センター新設に向けて、平成 25 年度
に基金を創設し、基金の積立を行ってきた（現
在高 134,980 千円）。また、建設場所について、
庁内関係部署による検討会義を開催し、法的要
件等の条件を考慮し候補地の検討を行った。 

・調理機器は年次計画により、 新の機器に更新
してきたが、建物の老朽化が著しいため、新給
食センターの建設が必要である。今後は、建設
場所、建設方式、建設時期、規模、予算の調整
など他市町の状況も参考としながら、新設に向
けて具体的な検討を進める。 

・学校給食センター調理機器の長寿命化対策 
調理機器は平成26年度から平成29年度までの
4 ヵ年で更新事業を行い、7 年間のリースで調
理工程のすべての調理機器更新が完了してい
る。 
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施策２-２ 自然体験学習の推進 

2-2-1 自然体験の推進と人材育成 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

23 里山案内人の人数 人 4 8 14 175.0 A 

24 里山ハイキングの実施回数 回 6 8 10 125.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・養成講座受講生を中心として、平成 28 年 4 月
に「しばた里山案内人の会」が設立、組織化さ
れた。会では、毎年、里山ハイキングを企画・
開催しているほか、各コースの点検やコースガ
イドブック改訂の際の見直し作業への協力等、
随時町の事業にも協力しながら活動しており、
槻木生涯学習センターが事務局となって活動
を支援している。 

・しばた里山案内人の会会員のレベルに差がある
現状から、今後スキルアップのために、会で定
期に実施する研修会の支援を継続して行って
いく。 

・槻木生涯学習センターの成人教育の主催事業と
して「四季の里山ハイキング」を実施するとき
は、案内人の会員を講師として協力をいただい
ており、毎年多くの方々が参加して郷土の里山
の自然に親しみ楽しんでいる。また、平成30年
度は、しばた里山案内人の会が主催する里山ハ
イキングが 4 回、主催事業で開催する里山ハイ
キングが6回の計10回の開催を予定している。

・予算等の関係で主催事業としての実施回数の増
は難しいが、しばた里山案内人の会主催の開催
回数を増加できるよう支援強化するとともに、
町民が里山ハイキングに参加できる機会を多
く提供できるように努める。 
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2-2-2 自然体験学習の充実 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（自然体験） 

・子どもたちが作物を自分で植え、収穫するまで
を実施することにより、自然の実りを実感し、
食への感謝の気持ちを育む農業体験を行った。
また、収穫祭や自然の生き物とふれあう機会も
設けるなど、農業体験等を通して地元の自然や
農業に関心を持ち、地域の方たちとの交流によ
り地元愛を育むきっかけを作ることができた。

（自然体験） 

・自然体験は五感を働かせ、感性を 大限に伸ば
す可能性があり、地域の方たちとの交流を経験
することで人との関わりを学んでいく貴重な
体験となってる。しかし、都市化が進んでいる
現在においては、こうした体験をする機会が減
少していることから、学習機会として求められ
ているところである。子どもたちにとっては生
涯学習に触れるきっかけにもなることから、他
の効果的な自然体験なども考慮しながら、さら
に充実した自然体験事業を目指す。 

・親子での参加者がほとんどであったことから、
家族や地域等の行事で参加ができない参加者
もあった。今後は参加者が利用しやすい日程を
調整し、広く参加を呼びかけていく。 

（暮らしを楽しむ野菜づくり講座） 

・季節野菜の植え方、管理の仕方を学習し、生育
や収穫の楽しさ・喜びを実感し、食の安全や地
産地消の必要性を学習した。 
・講座の一部を小中学生の親子を対象とした野
菜づくり講座と合同で行ったことにより、これ
までの野菜づくりで学習した野菜の生育管理
の仕方を子どもたちに指導する等、学習成果が
発揮できる機会ができ、学習意欲の向上につな
がった。 

（暮らしを楽しむ野菜づくり講座） 

・天候不順や生育不良などにより実習が困難な場
合に備え、今後は座学も取り入れながらの開催
を検討する。柴田町に適した野菜や、野菜に適
した土作りなどが学習できる場の提供が求め
られていることから、今後も継続して開催して
いく。 
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2-2-3 青少年の自然体験機会の確保 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（自然体験キャンプ） 

・従来から教育の分野では重点項目として取り扱
われていた”体験学習”。その中でも人間本来
が持つ様々な要素を含み、生活環境のすべてと
密接に関係する自然体験での学習は、欠かすこ
とのできない学習要素となっている。共同生活
を通して仲間たちと協力し合い、普段体験でき
ないことにチャレンジすることを目的に「自然
体験キャンプ」を開催し、参加した児童生徒が
学校や地域などに戻った際には、リーダー的役
目を担い活躍していましたが、熊の出没情報と
受け入れ施設の運用変更により、平成 28年度を
もって事業を中止した。 

・各単位子ども会で行われていた自然体験型の行
事も現在はほとんどなくなったが、町が推進し
てきた里山ハイキング、学校現場での協働教育
活動、農業体験学習など、行政主導ばかりでは
なく、多方面からのアプローチにより、児童生
徒が自然に触れる機会は増えてきている。 

（自然体験キャンプ） 

・少子高齢化は、生涯学習の企画立案にも大きな
影響を与えており、従来の規模や期間での学習
プログラムは難しくなっている。また、家庭や
保護者の協力を考慮した学習プログラムを計画
することも必要となってきた。 

・今後は、これらの事柄を十分に思慮しながら、
加えて自然の脅威も含めた危険から守る力、生
きる力を持てる児童生徒を育成する事業を展
開しなければならない。そのためには、教育委
員会のみならず、地域活動者や生産団体、行政
機関などの関係団体が連携して、これからの社
会情勢にあった自然体験型の事業を生み出し
ていく必要があると思われる。 
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施策２-３ 青少年の健全育成 

2-3-1 青少年活動への支援 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

25 子ども会育成会加入の割合 ％ 86.3 90 76.2 84.7 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（子ども会育成会及び子ども会活動への支援） 

・子どもたちの健全育成のため、地区子ども会育
成会相互の連絡調整を図り、地域の意見情報を
交換したほか、育成者、リーダーの資質向上を
図るため、子ども会の育成指導者養成のための
研修会を行い、また、育成会への理解を深めて
もらうために「しばた育成会だより」を町内全
戸に配布し、子ども会への加入を促した。しか
し、保護者の考え方などが多様化し、子ども会
育成会に加入しない世帯が増えている状況。 

（子ども会育成会及び子ども会活動への支援） 

・少子化による児童数の減少や、習い事や学習塾
に通う割合の増加など、現代の子どもを取り巻
く環境の変化や働き家庭の増加で、休日に地域
活動に参加することが難しくなっている。単位
子ども会への加入率の減少に歯止めがきかず、
年々減少傾向にあるが、ジュニア・リーダーの
活用による活動活性化や、育成会組織による単
位子ども会への研修を通して魅力ある子ども
会事業につなげ、子ども会への加入を促進して
いく。 

（ジュニア・リーダーの育成） 

・ジュニア・リーダーは自らがサークルを運営し、
毎月の定例会活動で実施するレクリエーショ
ンプログラムの打合せや練習を行い、地区育成
会や単位子ども会における事業や社会福祉事
業に参画し、地域貢献を果たしている。また、
町教育委員会や町子ども会育成会が行う少年
教育事業においてサポートを行い、子どもたち
と大人の橋渡しの役割を担う貴重な存在とな
っている。さらに、スキルアップにつなげる自
主研修会や、事業の企画・運営・広報などをジ
ュニア・リーダーが主体となって行う企画事業
の実施など、主体・自主的な活動が増え、活動
意識に変化が見られるようになった。 

（ジュニア・リーダーの育成） 

・ジュニア・リーダーの技術向上に努めるととも
に、町内全域でのＰＲ活動を積極的に行い、ジ
ュニア・リーダーの認知度と活動の有益性を広
め、入会者の増員を推進する。 

・ジュニア・リーダー活動を通して得た経験や人
脈を活用し、将来的には地域のリーダー的役割
を果たせる人材に育つよう期待しており、その
力を地域で十分に活かせる仕組みづくりが重
要となっている。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（協働教育の推進） 

・家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環
境づくりを推進して、地域の教育力の向上や活
性化を図り、地域全体で子どもを育てる体制の
整備を行った。 

・学校支援活動事業では、各学校において「しば
たっ子応援団（学校支援ボランティア）」を積
極的に活用し、様々な充実した教育活動を行う
とともに、町内外の事業所による中学校職場体
験学習の受入れや、町内外の職業人によるキャ
リアセミナー「職業人の話を聞く会」の開催等、
地域住民との協働による「子どもたちの学び」
支援の充実を図った。 

・家庭教育力の向上では、家庭教育支援活動事業
として、小学校入学前の保護者向け「子育て・
親育ち講座」や中学校入学前の保護者向け「子
育て・親育ち思春期講座」、就学前の保護者等
への「親のみちしるべ出前講座」、父子のため
の「ピカイチ・イクメン講座」を開催する等、
子どもの発達段階に応じた包括的な親の学び
の機会を提供することができた。 

・地域活動では、町子ども会育成会との協働事業
として、町婦人会、ジュニア･リーダーの協力
のもと「子どもフェスティバル」を実施し、町
全体として子どもや大人同士のコミュニティ
の活性化を図ることができた。 

（協働教育の推進） 

・各生涯学習センター、各小中学校、関係各課と
の一層の連携・情報交換による事業展開を図
る。 

・学校教育の充実においては、「しばたっ子応援
団」の活用をさらに促すとともに、派遣依頼の
ないボランティア登録者の聞き取りや周知を
行い、さらに幅広い支援体制づくりに努める。

・家庭教育力の向上については、引き続き、子ど
もの発達段階に応じた切れ目ない家庭教育支
援の実現を目指す。 
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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）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○青少年育成の環境整備 

・協働教育推進事業 
幼稚園・保育所並びに子育て支援センター・小
中学校・行政機関等の連携、情報交換を密にす
るため、協働教育推進会議を立ち上げ、家庭教
育支援体制を構築した。また「子育て・親育ち
思春期講座」の実施校の拡大や、参加型講座「親
のみちしるべ」の対象を妊婦にまで拡大するな
ど、切れ目のない家庭教育支援に向け、学習の
幅を広げることができた。 

○青少年育成の環境整備 

・協働教育推進会議において一層の連携・情報交
換を図り、子育て支援を推進していく。 

○青少年のための柴田町民会議(あいさつ運動・
違法ビラ撤去・落書き調査消去活動・食育事
業・非行防止活動) 

・あいさつ運動 
小中高校、駅などの公共施設で平成 22 年度よ
り実施。中学生が小学生に対して朝のあいさつ
運動を行うなど、活動の成果が出始めている。
・違法ビラ撤去、落書き調査、消去活動 
大河原土木事務所より「みやぎ違法広告物除去
サポーター」として委託され活動を実施。 

○青少年のための柴田町民会議(あいさつ運動・
違法ビラ撤去・落書き調査消去活動・食育事
業・非行防止活動) 

・厚生団体や協力団体と連携し、各種事業を推進
し、青少年の健全育成活動に努める。 

（課題） 
会員の高齢化や団体の活動休止に伴う会員の
減少。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・食育事業 
町内児童館、放課後児童クラブ、育児サークル
を対象に料理教室をはじめとした食育事業を
実施している。 

・保護、非行防止活動 
しばた桜まつり、フェスティバル in しばた会
場内の巡回パトロールを実施 
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2-3-3 青少年体験学習の充実 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、他校生との関わりや昔遊
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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（子どもフェスティバルの充実） 

・柴田町の子どもが一堂に会し、いろいろな遊び
の体験を通して人と関わることを学び、地域の
垣根を越えた子ども同士の交流を推進すると
ともに、子どもと一緒に参加する保護者を始
め、様々な町民の交流を図るため子どもフェス
ティバルを開催している。 

・柴田町子ども会育成会が中心となり、地区子ど
も会が設けた遊びの出店で様々な遊びを体験
しました。各地区の子ども会育成会や婦人会、
ジュニア・リーダーなどの協力をいただいたこ
とによりスムーズな事業運営が図れただけで
なく、異年齢集団や異世代間の交流の場を提供
することができた。 

（子どもフェスティバルの充実） 

・柴田町の子どもが一堂に会し、地域を越えた子
ども同士の交流ができる機会が少ないことと
から、貴重な場として継続しているが、回数を
重ねていることによる事業のマンネリ化が見
られることから、子どもたちの反省、意見等を
取り入れながら、参加者全員が楽しめるような
魅力あるイベントとし、より多くの地域からの
参加、交流を目指す。 

（チャレンジ合宿） 

・町内の小学 5・6 年生の児童が一定期間、家庭
を離れ、異年齢集団との共同生活を営むこと
で、基本的な生活習慣や家庭の大切さを学ぶと
ともに、自主性や協調性、社会性、リーダーシ
ップ等、豊かな人間性を育成した。 

・柴田町食生活改善推進員やジュニア・リーダー
の協力を得ながら共同生活を送り、食事の買出
しから料理、片付けまでを自分たちで行い、レ
クリエーションなどを通して自己の確立と協調
性が育った。また、親の存在感や家庭の大切さ
を認識させる機会ともなった。 

・ジュニア・リーダーの活動を間近かで見ること
により、憧れて入会につながる機会ともなった。

（チャレンジ合宿） 

・以前は通学しながら共同生活を送る「わくわく
チャレンジ合宿通学」を実施していたが、児童
や保護者の意識の変化や少子化などによる参加
者の減少があり、現在のニーズにあった事業を
検討し、形を変えて合宿形式で実施している。
子どもが成長するための体験の一つとして、今
後もニーズに応えながら、子どもの安全を第一
に考え事業に取り組んでいく。 
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施策２-４ 生涯学習・スポーツ・文化活動の推進 

2-4-1 生涯学習の充実 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎「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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（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青
少年教育、家庭教育、成人教育、高齢者教育等
の学習機会を提供するとともに、地域で活動し
ている各種団体の育成と生涯学習活動の支援を
行った。また、生涯学習センター事業や地域活
動の情報発信の手段として、各生涯学習センタ
ーにおいて「生涯学習センターだより」を発行
し、事業に対しての理解を得るよう努めた。 

（生涯学習の推進） 

・町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、そこから新たな団体への移行を推
進し、学び、楽しむ生涯学習を見つけて活動で
きるよう支援しているが、内容により独自サー
クルへの移行ができない事業もあることから、
継続か廃止かの検討と、ニーズに対応した新規
事業の計画が必要となっている。 

（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） 

・地域の各種団体等が一堂に会し、日頃の練習成
果を発表し、地域の活性化と交流促進を図る「ふ
るさとまつり」などの事業を、地域団体と協働
で開催し、地域づくりを推進しました。各種団
体・個人の発表の場としてだけでなく、体験の
場・ふれあいの場として地域の活性化と文化の
向上が図られた。 

（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） 

・地域づくり推進協議会等と協働でイベント等を
開催していますが、回数を重ねることで事業が
マンネリ化してしまうこともあるため、地域住
民主導で地域を盛り上げるための様々な発想を
取り入れた事業への転換を検討していく。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（学校支援ボランティア、人材バンクの養成と活用）

・地域から「しばたっ子応援団（学校支援ボラン
ティア）」を募り、町内小中学校が求める多様
な支援を行った。 

・しばたっ子応援団や学校関係者等が一堂に会す
る研修会では、学校支援活動に対する理解を深
めるとともに、ボランティア同士のネットワー
クを構築し、より深まりのある事業を推進した。

・人材バンクには、生涯学習についての理解と熱
意を持ち、知識・技能及び経験を積極的に役立
てようとする団体又は個人が登録しており、町
民の多様な学習活動や社会参加活動を支援・奨
励するため、その情報を提供し、生涯学習の振
興を図っている。 

（学校支援ボランティア、人材バンクの養成と活用）

・協働教育推進事業の学校支援活動においては、
「しばたっ子応援団（学校支援ボランティア）」
の活動を積極的に周知し、地域人材と学校教育
の連携を推進していく。 

・協働教育を推進していることから、概ね、しば
たっ子応援団からボランティア活用となって
おり、人材バンクの活用が少ない状況になって
いるが、周知等を含め、活用しやすいシステム
づくりについて検討するとともに、生涯学習活
動を支援するための講師・指導者の発掘、活用、
育成を図っていく。 
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2-4-2 生涯スポーツの振興 （スポーツ振興課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

26 全スポーツ施設の利用者数 人 178,000 180,000 186,000 103.3 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・施設の修繕については、利用者の安全性及び利
便性の向上を図るため、柴田球場グラウンドの
芝張り工事や本部席に冷暖房設備を設置した。
また、体育館については、緊急的な修繕に対応
した。 

・築 30 年以上経過している施設が多いので、引
続き安全対策を優先に修繕を行う必要がある。

・町の事業と総合型地域スポーツクラブの事業を連
動させて行い、町民がスポーツに親しむ機会を増
やした。また、行政区対抗玉入れ大会は、地域コ
ミュニティ再構築の一助となってきている。さら
に、総合型地域スポーツクラブでは、設立以来目
標としてきた会員100人を達成できた。 
 平成 27 年度  38 人 
 平成 28 年度  56 人 
 平成 29 年度  100 人 
 平成 30 年度  127 人（6月 12 日現在） 

・子どもや高齢者のスポーツ教室の申込みは多
い。今後は、町及び総合型地域スポーツクラブ
とも30歳代から50歳代の中年層への働きかけ
が重要となる。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・（仮）柴田町総合体育館の建設については、基
本構想、基本計画を策定し、基本設計に着手で
きた。 

・体育館建設を推進するためには、それを専門職
務として行う部署の設置が必要となる。また、
施設運営を受託できる組織として、柴田町体育
協会の法人化を進めなくてはならない。 
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2-4-3 文化の振興と文化財の保存 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

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 

人 25,800 26,000 23,000 88.5 B 

28 資料展示館 思源閣観覧者数 人 3,900 4,000 4,000 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（文化振興と郷土学習活動の推進） 

・体験学習事業や郷土学習事業については、「古
文書解読ボランティア養成講座」、「古文書に
親しむ講座」、「しめ縄づくり体験学習講座」、
「お茶の体験講座」などを実施して好評を得て
います。「しばた茶会」も春・秋の年 2回実施
しており、町内外から多くのお茶の愛好家が集
まり賑わいをみせている。 

（文化振興と郷土学習活動の推進） 

・ふるさと文化伝承館の利用は、教室から発展し
た「拓本の会」や「トンボ玉愛好会」、「菊づ
くりの会」、自主的に活動している絵画や詩吟、
ステンドグラスなどの愛好会を中心に定着し
発展している。如心庵を使用しての「しばた茶
会」なども実行委員会を組織して自らの手で活
動しています。今後とも、より一層、新規利用
者の拡大について推進する。 

（郷土資料の調査保護と活用） 

・資料展示館思源閣では、年間を通じて企画展を
開催し、常設展と合わせて、郷土資料の調査保
護と活用に努めた。 

・郷土の伝統芸能保存の一助となるよう「神楽保
存会」及び「きやり保存会」に保存謝礼を支払
い、活動の継続を促している。また、以前に収
録した神楽奉納の記録をＤＶＤ化して各保存
会に配布し、伝統文化の継承と後継者育成の手
助けとなるよう支援した。 

（郷土資料の調査保護と活用） 

・伝統芸能の保存については、後継者不足や高齢
化、資金不足といった課題があるので、助成金
情報の周知のほか、財政支援や神楽上演の場の
提供などについて、保存会の意向を踏まえて、
意見交換会の実施を検討する。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（文化財調査と活用） 

・文化財パトロールについては、年間 5か所の史
跡と国指定天然記念物「雨乞のイチョウ」の状
況を確認し、現状把握を行っている。 

・町制施行 60 周年記念事業として、平成 28 年に
「柴田町の文化財第 11 集」を改訂した「しば
たの歴史ガイド」を、柴田町文化財保護委員会
の協力のもとに発刊した。平成 29 年には発刊
記念として解説会を 7回実施し、文化財への関
心と保護意識の啓発に努めた。 

 

（文化財調査と活用） 

・「しばたの歴史ガイド」解説会などを通して、
町内の歴史に対する町民の高い関心があるや、
文化財パトロール、埋蔵文化財の確認調査には
専門的な知識を必要とすることから、歴史や文
化財の調査研究員として専門学芸員の継続的な
配置を検討し、さらなる文化財の活用に努める。

 



－ 53 － 

 
2-4-4 図書館の充実 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

29 図書貸出冊数 冊 112,000 120,000 123,000 102.5 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（図書館の機能強化） 

・インターネットでの予約が可能となり、利用登
録者も増えている。 

・利用登録の地域格差解消のため、槻木生涯学習
センター図書室を活用して「槻木分室」を開設
した。常時職員を 1名配置することにより、図
書館と同等のサービスを実現し、利便性を重視
した。 
また、学校支援では、小学校においてブックト
ークを開催し、読書への興味・関心を持つ機会
を増やしている。 

（図書館の機能強化） 

・スペース確保と利用しやすさを考え、閉架書庫
の増設、ＩＣタグ導入、児童コーナーの分離化、
生涯学習施設との連携を促進していく。 

・貸出冊数の伸びが鈍化してきており、郵送サー
ビスなど、利用弱者への支援の強化、新規利用
者を増やすための事業を推進する。 

（新図書館の建設） 

・新図書館建設基本方針（試案）を議会に説明し、
文化ゾーンとしての活用が期待できる現図書館
北側用地を、新図書館建設用地として取得手続
きを進めている。 

（新図書館の建設） 

・平成 38 年度開館を目指し、本町の図書館像を
探るため専門家等が参画した検討委員会を設
置し、先進事例や成功事例を多く見聞きできる
体制づくりを検討していく。 

（学校図書館の充実） 

・学校図書館派遣司書については順次拡充し、全
小学校への配置が完了した。 

 

（学校図書館の充実） 

・より学校図書館を充実させるため、開館時間の
延長や調べ学習などの学校図書館利用の授業形
態を増やすなど、学校全体の協力体制を確立し、
児童生徒の学校図書館の活用を推進していく。
また、今後は全中学校への配置に向け、計画的
進める。 

 



－ 54 － 

 
2-4-5 読書活動の充実 （生涯学習課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

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 2.1 95.2 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（子ども読書活動） 

・本町における子ども読書活動の推進に関する施
策の方向性や取り組みを明らかにした「第３次
柴田町子ども読書活動推進計画」を策定し、事
業を進めている。 

・毎月 23 日を「ノーテレビ・ノーゲームデー」
と定め、各子ども読書活動推進実施機関と連携
して家庭内読書の推進を図っている。 

・図書館では、毎週土曜日及び第２日曜日や、放
課後児童クラブへ出向いての絵本読み聞かせ
などを実施している。また、各小学校へも出向
き、ブックトークを実施し、読書機会の提供に
努めた。 
また、保育所・幼稚園等の就学前の子どもたち
には、図書館見学を推進しており、自分の読み
たい本を選び、お友達と楽しく本を読むこと
や、司書による読み聞かせを行なうなど、本に
親しむ活動を行っている。 

（子ども読書活動） 

・子どもの読書習慣がさらに根付くように、就学
前の子どもたちへの家庭内読書の手助けとし
て、幼児施設に出向いての読み聞かせや、おす
すめ本のブックリストの提供を検討する。 

（絵本プレゼント） 

・ブックスタートとして 4 か月児健康診査で 2
冊の絵本をプレゼントする際に、親子に絵本の
読み聞かせを行い、コミュニケーションの大切
さを感じてもらう取り組みを行っている。 
また、子どもに読書習慣を身に付けさせ、豊か
な心を育むための事業として、新 1年生に絵本
のプレゼントをしている。 

（絵本プレゼント） 

・これまで実施してきたことに加え、中学生へも
読書機会の提供として、文庫本プレゼントやブ
ックトークの開催を検討する。 
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施策２-５ 地域間交流・国際交流の推進 

2-5-1 地域間交流の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

■岩手県北上市との交流 

・少年野球チーム同士の交流が行われ、北上市と
柴田町で開催される大会にそれぞれのチーム
が参加しているほか、ゴルフ大会やマラソン大
会による交流も行われ、相互交流と親睦が深め
られた。 

■岩手県北上市との交流 

・平成 32 年 1 月に北上市との姉妹都市締結 40
周年を迎える。交流は基本的に現状維持で民間
レベルでの交流を行っていく。 

■ふるさと姉妹都市との交流 

平成 27 年度 

・山元町で「ふるさと従兄弟（い～とこ）スポー
ツ祭」を開催。野球、バスケットボール、剣道
を行い交流を深めた。 

平成 28 年度 

・柴田町で第 18 回伊達開拓「ふるさと従兄弟（い
～とこ）まちづくりサミット」を開催。開会セ
レモニーでは、アンサンブルやパネルトークな
どを行い交流を深めた。 

平成 29 年度 

・亘理町で「ふるさと従兄弟（い～とこ）スポー
ツ祭」を開催。柔道とバレーボールを行い交流
を深めた。 

■ふるさと姉妹都市との交流 

・今後の交流も現状維持が妥当。 
平成 30 年は伊達市で第 19 回伊達開拓「ふるさ
と従兄弟（い～とこ）まちづくりサミット」が
開催される。 
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2-5-2 国際交流の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・中国丹陽市との国際姉妹都市交流は、平成 24
年に尖閣諸島問題がクローズアップされてか
ら休止しており、日中友好協会が行う交流事業
への支援のみ行っている。 
 
姉妹都市締結 1994 年（平成 6年）2月 23 日

 

・中国丹陽市との交流は、日中友好協会が行う「文
化交流書画作品展」や仙台大学に在学している
留学生との交流事業への支援を継続する。 

・財政状況が厳しい中、町執行部の訪中は難しい
状況であり、大々的な記念行事の実施も困難で
ある。 

・2019 年（平成 31 年）2月 23 日に姉妹都市締結
25 周年を迎えるが、日中友好協会の友好訪問
団が訪中する際には、町長のメッセージを託し
丹陽市とのメッセージ交換を依頼する。 

・外国からの訪問者が多くみられることから（特
に桜まつり期間中）、来訪する外国人に対して
のＰＲと交流プランを検討する必要がある。 
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2-5-3 国際化への対応 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・外国語指導助手などの人材を活用し、町内の小
学校 5年生から中学校 3年生までの児童・生徒
が、英語学習を通じて「花のまち柴田」の誇り
である「桜」について英語で説明できることを
目指す取り組みとして「サクラプロジェクト」
を実施している。 

・平成 29 年度からは、プロジェクトの一環であ
る「放課後英語楽交（がっこう）」（ジュニア
通訳ボランティア育成事業）で学んだことを実
践するため、桜まつりにおいて外国人観光客に
対して英語での「おもてなし」を行ったことに
より、国際化に対応できる人材育成の一歩とな
った。 

・国際化への対応として、外国人観光客に対応す
るため、ガイドブックや駅や船岡城址公園内看
板を多言語表記とし、桜まつりにおいては町内
在住外国人を含む約 10 人のボランティアによ
る英語通訳を行った。また、町ホームページに
おいては、平成 27 年 9 月から言語選択ができ
るように改良し、外国人にも閲覧できる環境を
整備した。 

・グローバル化に対応した人材育成を図るため、
町内在住の外国人と町民が交流できる場を設
定し、相互に理解を深めることができる環境整
備が必要になってくると思われる。 

・主だった場所の案内看板への外国語併記は行っ
ているが、他の案内看板等への外国語表記する
など、外国人への案内の充実を進めていく。 
また、緊急時や災害時の避難方法等の国際化へ
対応する仕組みづくりも今後の課題となってい
る。 
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施策２-６ タウンセールスの推進 

2-6-1 タウンセールスへの取組 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・広報アドバイザーを招き、「広報マインド研修
一人ひとりが広報パーソン」と題した講演会を
開催した。講演会には、町職員 35 名、観光物
産協会から 1名参加。 

・町の観光や文化などに関心を持ち、町の魅力を
発信する士気が高まった。 

 

・今後は、基本目標を達成するための具体的な個
別施策を計画する。 
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基本目標３ 安心ネット・地域防災の整備 

施策３-１ 健康づくりの推進 

3-1-1 健康づくり活動の推進 （健康推進課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

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） 

人 1,028 1,130
1,471 

（Ｈ29 末） 
130.2 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 「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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成29年度に第 2期健康しばた21中間評価を
実施し、今後の取組内容について検討した。 

・平成 28 年度に第 3 期柴田町食育推進計画を策
定し、平成 29 年度は小学校において食育体験
事業を行うなど、関係機関と連携して食育推進
事業を実施した。 

・第 2期健康しばた21中間評価の結果を踏まえ、
健康寿命の延伸に向けて、運動習慣がある人を
増やすための取組や、体重・血圧など自分の健
康状態を把握し、健康情報を得る場など、町民
が主体的に健康づくりに取り組める環境の整備
を行う。 

・「健康づくりポイント事業」を継続実施し、健
康づくり事業への参加を促進した。さらに、平
成 29 年度は、努力型ポイント事業「健康 100
日チャレンジ」を実施し、運動の習慣化に向け
て取り組みを行った。 

・「健康 100 日チャレンジ」を拡充し、健康づく
りポイント事業の充実を図る。 

・健康推進員や食生活改善推進員に対し研修を実
施するとともに、健康情報の提供や保健事業へ
の協力要請を行った。健康づくり事業へ参加す
る推進員が増え、町民への事業周知も図られた。

・健康推進員や食生活改善推進員などを健康づく
りに関わるリーダーとして人材育成を行い、健
康づくりの普及啓発をともに進める。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 29 年度から公共施設を敷地内禁煙にする
など受動喫煙防止対策を実施した。また、ウォ
ーキングサークルの発足など健康づくりの環
境整備に取り組んだ。 

・受動喫煙防止対策をさらに推進するとともに、
禁煙支援に取り組む。 

・運動や肥満などに関する各種健康教室を開催す
るとともに、要請に応えて地区へ出向き、健康
教室を実施した。 

・広報紙に健康情報を毎月掲載するとともに、定
期的なメール配信など健康情報の発信に努め
た。 

 

・心の健康の保持増進のため、毎月相談事業を実
施するとともに、講演会や心の健康自己チェッ
ク票の全戸配布などを実施した。 

・自殺対策計画を策定し、各関係課と連携しなが
ら心の健康づくりを推進する。 
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3-1-2 保健事業の充実 （健康推進課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

32 胃がん検診受診率 ％ 25.7 50.0
13.8 

（Ｈ29 末） 
0  

33 大腸がん検診受診率 ％ 35.8 50.0
17.5 

（Ｈ29 末） 
0  

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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 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 を行います。 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・安心して子どもを産み育てることができるよ
う、各種健診・相談を実施した。平成 29 年度
から新たに特定不妊治療費助成事業を実施し、
不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図った。
また、平成 29 年度から子育て世代包括支援セ
ンター事業を子ども家庭課とともに開始し、妊
娠期から子育て期まで切れ目のない支援に向
けて体制を整備した。 

・安心して子どもを産み育てることができるよ
う、各種健診・相談などの母子保健事業を充実
させる。妊娠期から子育て期まで切れ目のない
支援を行うため、子ども家庭課と連携し子育て
世代包括支援センター事業の充実を図る。 
・次代を担う思春期世代の母性や父性の育成を
図るため、学校と連携して思春期保健事業を継
続する。 

・中学校と連携して、思春期保健事業（保育体験、
妊婦体験）を実施し、いのちの大切さについて
学ぶ機会を提供した。 

 

・感染症予防のため、各種定期予防接種事業を実
施するとともに、任意接種として受験期の中学
3 年生に対しインフルエンザ予防接種費用の
全額助成を実施した。 

・感染症予防のための情報提供を行うとともに、
予防接種の接種率向上に向けた取組を行う。 

・柴田町新型インフルエンザ等対策行動計画に基
づき、特定接種・住民接種の体制整備を行う。
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・健康管理システムを活用し、住民の健診台帳を
整備し、各種がん検診等保健事業を推進した。
がん検診の受診率向上を図るため、休日の未検
者検診や節目年齢の無料検診などを実施した。

・各種健康診査・がん検診の受診率向上のための
普及啓発や受診勧奨、受けやすい検診体制の整
備に取り組む。 

・歯科保健に関する知識の普及啓発や歯科健診を
ライフステージごとに実施し、3歳児のむし歯の
本数が減少した。 

 

・歯や口腔の健康保持増進のため、ライフステー
ジにあわせた普及啓発や健診事業などを実施
する。 

・住民への保健サービスの推進のために、保健師、
栄養士等の人材確保と人材育成を行う。 

 【成果指標について】 
○策定時現状値 
 対象者は、推計対象者数を使用。 
 推計対象者数（11,927 人）は、人口（40 歳
以上）-就業者数+農林水産業者数より算出。 
○実績（見込） 
  対象者は、全人口（23,366 人）を使用。
＊地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省へ
報告）によるものだが、使用する対象者の改正
に伴い、現状値、実績の受診率の母数が異なる。
そのため、成果指標の評価は困難と思われる。
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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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

34 特定健康診査受診率 ％ 35.5 60
43.7 

Ｈ29 末 
72.8 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 28 年度より、国保被保険者の健康診査の
自己負担を「無料」とし、受診方法も集団健診・
個別健診を対象年齢で分けていたものを、変更
可として実施するとともに、40 歳～50 歳代の
個別健診未受診者を対象に受診勧奨を行い、
「未受診者集団健診」を追加実施した。 
また、平成 29 年度から、会社を退職後も継続
して受診できるように、一部自己負担を設定し
た上で、希望者に対し人間ドックを実施し、受
診率の向上を図った。その結果、目標値には届
かなかったが、平成 26 年度と比較して受診率
が約 23％上昇した。 

 

・第１期データヘルス計画を策定し、生活習慣病
の重症化を予防する、保健事業を実施した。ま
た、重複・頻回受診のデメリットについて、パ
ンフレット等を作成し周知に努めるとともに、
対象者にジェネリック医薬品の差額通知を郵
送し、普及啓発を行うことで医療費の適正化に
努めた。 

 

・平成 30年度から 35年度までを計画期間とする
「第 2期データヘルス計画・第 3期柴田町特定
健康診査等実施計画」に基づき実施する。健診
等の周知方法を工夫し、国保被保険者がさらに
受診しやすい環境を整えることにより、特定健
診受診率及び保健指導実施率の上昇を図ってい
く。 

・糖尿病や高血圧など生活習慣病の有病者及び予
備軍を減少させることを目的とし、被保険者の
医療費分析を行い、効果的かつ効率的な保健事
業を継続して実施する。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・国民健康保険制度の安定化に向けて、県と市町
村が共同で運営するために、国保税の算定方式
の見直しや、医療費の動向、被保険者の推移な
どを考慮し新しい制度に対応するための予算
編成を行った。 

 

・国保の新しい制度について、被保険者に周知を
行うとともに、共同運営の 終目標となる県の
保険料統一に向けて、負担の公平性の観点に基
づき準備を進めていく。 
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施策３-２ 地域医療・救急体制の整備 

3-2-1 地域医療機関との連携の推進 （健康推進課）

（目指す姿） 

◎「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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・町内医師・歯科医師と打合せ会を実施し、連携
して保健事業を実施した。 

・かかりつけ医の普及に努める。 

・町内医師・歯科医師・薬剤師等と連携して、高
齢者の健康づくりや肥満対策事業に取り組ん
だ。 

・町内医療機関と連携を図りながら、疾病の予防
や健康づくり事業の推進を図る。 

・広報紙に、みやぎ県南中核病院の情報や健康情
報を毎月掲載するとともに、定期的なメール配
信など健康情報の発信に努めた。 

 

・広報紙、ホームページ、メール配信等を活用し
て健康情報の発信に努める。 
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3-2-2 救急医療体制の充実 （健康推進課）

（目指す姿） 

◎初期 ・二次 ・三次 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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・仙南夜間初期急患センターの利用について、定
期的に広報紙で周知した。また、平成 29 年 9
月から対象が拡大され、中学生以上の診療が可
能になり利便性が高まった。 

・救急医療の機能分担を促進するため、広報紙や
ホームページなどを活用し、仙南夜間初期急患
センターについて周知を行うとともに、救急医
療に関する情報提供に努める。 

・救急外来や救急車の適切な利用について、広報
紙を活用して周知を図った。 

・町内医療機関や郡医師会等の協力を得て、災害
時の医療救護活動体制を整備する。 
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施策３-３ 誰もが安心して暮らせる福祉の推進 

3-3-1 地域福祉の推進 （福祉課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

35 安心生活見守りに関する協定の締結数 事業所 7 10 11 110.0 A 
 

（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 安心生活見守りの推進（指標 No.35） 
㈱ジェイエイ仙南サービス、㈱七十七銀行船岡
支店・槻木支店、㈱仙台銀行船岡支店、仙南信
用金庫船岡支店・船迫支店の 4事業所と「高齢
者地域見守りに関する協定」を締結し、地域の
見守り活動をを通じて地域福祉の向上を図り
ました。 

○ 安心生活見守りの推進（指標 No.35） 
高齢者のみならず障がい者のいる世帯等、見守
りが必要な住民の生活の見守り協力体制のさ
らなる推進。 

○ 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
祉避難所の増設はなく、現在は６団体９施設と
締結しています。 

○ 福祉避難所の増設 
在宅酸素利用者の避難所と精神疾患患者の避
難所の確保。 

○ 災害時避難行動要支援者名簿の活用 
年 1回名簿登録者の内容を確認するとともに、
避難行動要支援者を把握し、地域の自主防災組
織等と連携して災害時に対応しました。 

○ 災害時避難行動要支援者名簿の活用 
具体的な避難方法等についての個別計画の策
定。 

○ 地域生活支援の充実 
地域福祉の中核的役割を担う柴田町社会福祉
協議会とは、低所得等の生活困窮者からの生活
相談があったときは、社会福祉協議会で実施し
ているフードバンクや生活安定資金貸付等を
紹介するなど、連携を図りました。 

○ 地域生活支援の充実 
柴田町社会福祉協議会は地域福祉を推進する
中核的な組織だが、自己財源が乏しいため、新
たな独自の支援事業に取り組むのが難しい。 
 

○ 地域福祉計画の策定 
地域住民や福祉団体等の関係者と町が協働し
て地域の課題解決に取り組み、住民の誰もが住
み慣れた地域の中で安心して暮らせるために
助け合い、お互い支え合う町を目指ざした地域
福祉計画を平成 30 年度に策定します。 

○ 地域福祉計画の策定 
今後の社会情勢の変化や各種制度の動向等を
注視することと、地域ニーズに合っている計画
となっているか。 
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3-3-2 高齢者福祉の充実 （福祉課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

36 地域包括支援センター数 施設 2 3 2 66.7 C 

37 高齢者自立支援通所事業利用者数 人 98 200 100 50.0 C 

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） 

施設 6 10 10 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○安心できる介護保険相談の充実 
平成 27 年度に船岡駅前に柴田町包括支援セン
ターを移転し、船岡地区と船迫地区と分け対応
したが、人員を分散したために、基幹型の地域
包括支援センターの機能が低下したことから、
平成 28 年度からは人員を船岡駅前事業所に一
本化した配置を行い、運営とすることとした。

○高齢者自立支援通所事業の充実 
平成 29 年度実績（登録者数 97 名、利用延べ人
数 2,281 名） 
新たに槻木地区で開設を計画したが、開設場所
の確保と運営団体の問題から開所には至って
いない。 

○多様な介護保険サービスの充実 
施設整備数（地域密着型老人福祉施設） 
認知症対応型共同生活介護施設を 6施設、小規
模多機能型居宅介護施設 2施設。 
第 6期介護保険事業計画内において、地域密着
型介護老人福祉施設の開設を計画し、公募した
が応募がなく開設に至らなかった。 

  
介護予防普及においては、今後も「ダンベル体
操サークル」等の活動を中心に普及に努めてい
くが、クラブ数、会員数共に減少に転じている
ことから、今後はサークルの周知方法を検討
し、会員増員に努める必要がある。 
また、認知症高齢者やその家族の権利擁護のた
めに、関係機関との連携及び制度周知に努めて
いく必要がある。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○認知症の理解と啓発の促進 
平成 29 年度に認知症の人や家族が地域の人な
どと理解し合う場所の整備として、「オレンジ
カフェ」を 9回開催した。 

○虐待防止と権利擁護の推進 
平成 29 年度相談対応実績件数 179 件。 
今後も両地域包括支援センターが相談窓口と
なり、迅速な対応にあたれるように体制を整備
していく。 
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3-3-3 障がい者福祉の充実 （福祉課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

39 障がい者相談支援事業利用者数 人 83 100 97 97.0 B 

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 

人 24 35 46 131.4 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 障がい者福祉サービスの充実（指標 No.39）
相談支援事業所及び平成 25 年度から開設した
基幹相談支援センターにより、障がい者及びそ
の家族からの様々な相談に対応し、地域に定着
している。また、相談支援事業所のほか、町内
に新たに開所した計画相談支援事業所とも連
携し、自立支援サービス等の情報提供を行い、
サービスの充実に努めた。 

○ 障がい児サービスの充実 
障がい児の地域における中核的な支援施設と
しての児童発達支援センター設置。また、重症
心身障がい児を支援する児童発達支援事業所
の確保及び今後増えて行くと予想される医療
的ケア児について、必要な支援を円滑に受ける
事ができるよう、関連分野の支援を調整するコ
ーディネーターの配置。 

○ 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（しらさぎ・もみのき）
については、利用登録者は定員を大幅に上回っ
たが、利用者はその日の体調や精神状態により
通所しているので、現状で対応できている。 

 

○ 雇用、就業の確保 
町内に就労継続支援事業所が開設されたこと
により、障がい者の就労の場所が増えたが、さ
らなる拡充が必要。また、管内のハローワーク
や、県南障害者就業生活支援センター、県の障
害者雇用事業受託事業所、支援学校などと連携
し、情報共有に努めた。 

○ 雇用・就業の確保 
  障がい者の一般就労を支援する就労移行
支援事業所、就労定着支援事業所の確保及び一
般就労が難しい障がい者のための就労継続支
援事業所の拡充。 

 ○ 自立生活援助 
障がい者が住み慣れた地域で安心して生活で
きるよう、グループホームの拡充や一人暮らし
を希望する場合に巡回や随時対応による支援
を行う。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 虐待防止と権利擁護の推進 
虐待防止センターを兼ねる基幹相談支援セン
ターと連携し、虐待事例や成年後見制度利用者
の把握に努めたほか、お知らせ版や町ホームペ
ージ、ちらし等で普及啓発を行った。 

○ 権利擁護の推進 
「障害者差別解消法」に基づき、一般企業や住
民への障がい者に対する差別の禁止と合理的
配慮の提供について普及啓発の促進。 
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施策３-４ 子育て・子育ち支援の充実 

3-4-1 子育てサービスの充実 （子ども家庭課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

41 保育所の定員 人 420 440 420 95.5 B 

42 ゆとり保育の利用者 人/日 17 24 24 100.0 A 

43 小規模保育・家庭的保育の受入れ人員 人/日 0 38 70 184.2 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○保育体制の充実（指標 No.41・42・43） 
待機児童の大半を占める 0歳児から 2歳児の受
け皿を確保するのため、国の補助制度を活用し、
民間の地域型保育施設(小規模保育施設等)を誘
致し定員増(5施設 70名)を図った。また、町立
保育所においては、積極的に任期付職員の採用
を図り、人材の確保とともに保育の質の向上に
努めている。 

○保育体制の充実（指標 No.41・42・43） 

（課題） 

・保育料無償化(3歳児以降)に伴う申込み増を懸念

・障害児やグレーゾーン児の保育に伴う基準以上
の保育士の確保 

・小規模保育施設の増加に伴う3歳児の受け皿確保

（方向性） 
民間保育施設の新たな参入を促すとともに、私
立幼稚園の「預かり保育」サービスの拡充が図
られるような事業補助等を設けルナ年、保育の
受け皿を確保するとともに、今後仙台大学等と
の連携を強化し、保育士の確保にも努め、保育
体制の充実を図る。また、児童数の変化を踏ま
えながら、公立保育所の年齢別定員を柔軟に設
定し、民間事業所との共存を図る。 

○ 多様な保育サービスの充実（指標 No.43） 
子育て支援センターを主体として、ファミリ
ー・サポート・センター事業、子育てサークル
の支援、子育て講座や講演会を実施し、地域の
子育て家庭に対する支援を行い、子育て力の向
上を図りました。成果として、各種支援活動を
通して、地域における子育てを互いに支えあえ
る環境づくりと安心して子育てができる体制
が図られました。 

○多様な保育サービスの充実（指標 No.43） 

（課題） 

①人材の確保・育成 
年々増加するファミリーサポートセンター事
業の利用件数に対応できる協力会員の確保。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 相談体制、情報提供の充実 
子育てサポーターなどの育成・研修を行い、関
係機関ネットワーク間の情報交流・連携を図
り、育児サークル、家庭教育支援活動等の子育
て活動を支援した。また、身近な地域における
親子の交流の場となる子育て支援センター、及
び児童館の充実を図るともに、地域の子育て力
を向上させる取り組みを実施する民間団体へ
助成を行った。（子ども食堂、地域子育て支援
拠点事業として、ゆるりん）。 
また、多様な相談ニーズへ対応するため子育て
支援ガイドブックの発行や町のホームページ
などを活用し、情報発信を積極的に行った。 
新たな取り組みとして、平成 29 年 7 月から、
子育て世代包括支援センター事業を開始、子育
て支援センター内に利用者支援専門員を配置
し、育児の悩み・質問などに応じる体制づくり
を図った。 

○相談体制、情報提供の充実 

（課題） 

①人材の確保・育成 
多分野にわたる子育て支援事業に対応する子
育てサポーターの人材確保。 

②各種支援事業の周知 
子育て支援センター、児童館等の子育て交流の
場、相談窓口として活用できる施設を、支援を必
要としている子育て世帯へ広く周知していく。 

（今後の方向性） 
核家族化、地域のつながりの希薄化により、子
育てに対して不安や負担感を抱える子育て世
帯が多くなっている。子育て支援センター等で
行っている各種支援事業、相談できる窓口の周
知徹底を図り、孤立しない子育てができる環境
づくりに努めていく。 
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3-4-2 親と子どもの学び環境の充実 （子ども家庭課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

44 児童館の利用者数 人/日 77 85 84 98.8 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 親が参加しやすい学習環境の充実 
船迫こどもセンター(子育て支援センター)を中
心に、各児童館において育児相談や助言、子育
てサークル等への支援、情報提供を行っている。

 

○ 子どもの活動の場の充実（指標 No.44） 
親子参加行事の開催や子育て中の親子が自由に
遊び、親同士の交流の場として利用されている。

 

○ 地域児童館の整備 

・船迫こどもセンターを整備し、地域の児童館と
しての機能のほか、子育て支援センターとし
て、町内の子育て中の保護者に対する支援を強
化した。 

・三名生児童館を整備し、地域の子どもたちに対
する適切な遊びの提供と生活の場を提供して
いる。 

○地域児童館の整備 

・船岡地区への児童館開設 

・槻木児童館の整備(小学校内であり、ハード面
において「放課後児童クラブ」の運営スペース
のみ。「児童館」機能の充実を図るためには現
状では不十分である)。 
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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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

45 放課後児童クラブ登録者数 人 264 360 293 81.4 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 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
業を継続して行った。 

子ども医療費助成 

・平成 25年 10 月～ 通院に係る助成対象者を、
就学前児童から中学 3年生までに拡大 

・平成 29年 4 月～ 保護者の所得制限を撤廃 

○ 子育て家庭への経済的支援 
国・県に補助制度の拡充を要請していく。 

○ 子育て支援サービスの充実（指標 No.45） 

・保育サービス 
保育所において「ゆとりの育児支援事業」や「延
長保育事業」を実施し、保護者の多様な働き方
に対応した保育サービスを実施。 

・放課後児童クラブ事業 
全小学校区に放課後児童クラブを設置すると
ともに、対象児童の拡大に向けた改修工事も実
施し、保護者が就労等で昼間家庭にいない児童
の健全育成に努めた。 

・ファミリー・サポート・センター事業 
子育ての援助を受けたい方(利用会員)と、援助
しようとする方(協力会員)同士による育児の
援助活動を実施。 

○ 子育て支援サービスの充実（指標 No.45） 

・保育サービス「ゆとりの育児支援事業」 
預かり保育時間の延長と定員の増を図る必要
があるが、保育士の確保が必要。 

・放課後児童クラブ事業 
対象児童を 6年生までに拡大。それに伴う放課
後児童支援員の確保。業務委託も視野。 

○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った。 

○ひとり親家庭への自立支援 
（今後の方向性） 
ひとり親家庭への自立支援は就業支援を基本
としつつ、子育て、生活支援、学習支援など多
岐にわたるため、関係機関との連携をさらに図
り、各種支援制度の周知に努め、ひとり親家庭
が抱える様々な課題に対応できる体制づくり
を行う。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・児童扶養手当の法定受託業務 
申請受理・審査・現況届・各種変更等の手続き
を、支給決定機関である宮城県へ進達。 

・母子父子家庭医療費助成 
母子・父子家庭の児童が18歳の年度末までの間
通院 1,000 円以上、入院 2,000 円以上を超える
額を助成（月額） 

・ひとり親家庭等日常生活支援事業 
一時的に生活援助が必要な場合等日常生活を
営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支
援員を派遣して、家事等の支援を行うことによ
り、その家庭の生活の安定を図った。 
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3-4-4 要保護児童等への取組 （子ども家庭課）

（目指す姿） 

－ 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 障がい児の支援体制の充実 

・むつみ学園 
母子通園型の児童発達支援事業所として、日常
生活における基本的な動作の指導や集団生活
への適応訓練等を実施。 

・臨床心理士による療育支援指導 
むつみ学園、保育所、放課後児童クラブの職員
が臨床心理士からの療育支援指導を受けなが
ら障がい児や気になる子の保育に努めている。

○ 障がい児の支援体制の充実 

・むつみ学園 
仙南 2市 7町自立支援協議会との協議を進め、
H32 年度、むつみ学園を圏域の児童発達支援セ
ンター化。 

○ 児童虐待防止の推進 
児童福祉法及び児童虐待防止法により設置さ
れた「柴田町要保護児童対策地域協議会」にお
いて、要保護児童等の適切な保護を図るため、
情報交換や支援内容の協議を行った。児童相談
所等の関係機関と連携し、「個別ケース検討会
議」、「実務者・支援担当者合同会議」「代表
者会議」を開催し、情報の共有を図り、要保護
児童の支援に対応した。 
また、平成 24 年度から「児童家庭相談員」を
配置し、週 3日、支援を必要とする児童とその
家庭の悩みごと相談に対応した。相談状況に応
じて、保健師や学校と連携して虐待ケースの未
然防止に努めるとともに要保護児童家庭への
支援を行った。 

○児童虐待防止の推進 

（課題） 
児度福祉法が改正され、Ｈ29 年度からは、柴
田町要保護児童対策地域協議会においても調
整担当者として専門職（児童福祉司又は準ずる
もの）を配置することとされている。現在は、
当面の経過措置として、児童福祉任用前研修を
うけた職員が対応している。） 

（今後の方向性） 
児童虐待、ＤＶなどの相談、子どもの貧困問題
等は、緊急を要するもの、複合的に多くの問題
を抱えているケースも多く、関連機関と連携し
た情報共有や課題解決の調整力を有する専門
職（保健師等）の配置することを検討し、児童
が健全に育成される体制づくりに努めていく。

 



－ 78 － 

 
3-4-5 子ども・子育て支援新制度への取組 （子ども家庭課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 子ども・子育て会議の開催 
子ども・子育て会議において、柴田町子ども・
子育て支援事業計画（H27～Ｈ31）を審議した。
また、その計画の評価、見直し、毎年度の進捗
状況について協議を行った。平成 28 年度から
は、子どもの貧困対策整備計画策定委員会とし
て位置づけし、子どもの貧困対策整備計画の策
定にあたり、審議を行った。 

○子ども・子育て会議の開催 
柴田町子ども・子育て支援事業計画が平成31年
度で 終年度となることから、国の指針に基づ
き、次期 5 年間の第 2 期「子ども・子育て支援
事業計画」を策定することになるため、継続的
に子ども・子育て会議の開催し、審議していく。

○ 施設型給付・地域型保育給付 
国が定めた公定価格から利用者負担額(保育
料)を除いた公的負担分を施設給付費として認
可施設に給付。(H30 年度：5施設) 

○施設型給付費・地域型給付費 
利用者の保育料無償化に伴い、保育給付費の歳
出予算計上額の増が見込まれる。ただし、歳入
(交付金)として、:国 1/2、県 1/4 あり。 

○ 地域子ども・子育て事業の実施 
利用者支援事業（子育て世代包括支援センター
事業）、地域子育て支援拠点事業（2か所）、
ファミリー･サポート･センター事業、一時預か
り事業（ゆとりの育児支援事業）、延長保育事
業、放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事
業）等への対応など、子ども・子育て支援事業
計画に基づく需要量の見込みに対応した子育
て環境の整備を図った。 

○地域子ども・子育て事業の実施 

（課題） 

①人材の確保・育成 
年々利用者が増加しているファミリーサポー
トセンター事業の協力会員、人材確保。 

②専門職員の配置 
「利用者支援事業」の 1 つで、平成 29 年 7 月
から開始した事業「子育て世代包括支援センタ
ー事業」を行うにあたり、カウンセリングの知
識を持った専門職員の配置が必要。 

（今後の方向性） 
引き続き子ども・子育て支援事業計画に基づき
需要量の見込みに対応した子育て環境の整備
を図る。 
また、第 2期「子ども・子育て支援事業計画」
では、国の指針と、今までの町の取り組み（次
世代育成計画、貧困対策整備計画等）を踏まえ
た地域特性に対応した計画の策定を行う。 

 



－ 79 － 

 
施策３-５ 地域防災力の向上 

3-5-1 防災対策の推進 （総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

46 自主防災組織防災指導員数 人 90 110 172 156.4 A 

47 災害時の協力企業数 事業所 16 22 20 90.9 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・防災意識の高揚については、平成 28 年 3 月に
柴田町地域防災計画の改訂を行い、計画に基づ
き防災訓練などを通じて住民の意識高揚を図
ってきた。 

・地区防災訓練の支援や防災出前講座などにより
自主防災組織の育成強化を行うとともに、毎年、
防災指導員養成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た。 

・災害時における企業との協力体制拡充のため、
町内工場等連絡協議会と連携し、物資提供・重
機やトラックの提供を頂けるよう体制の充実
を図ってきた。 

・さらなる防災意識の高揚を図るため、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ていく。

・災害発生時や災害が発生する恐れがある場合、
地域住民等へ迅速な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
画的な整備を引き続き行っていく。この際、防
災携帯電話の導入についても検討していく。 

・被災者支援システムの整備及び防災公園の整備
については、引き続き、システム整備の調査・
検討を行うとともに防災公園の整備を計画的に
進めていく。 
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3-5-2 消防体制の充実 （総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

48 消防団員数 人 311 320 294 91.9 B 

49 消防団協力事業所数 事業所 1 3 2 66.7 C 

50 消火栓設置数 か所 451 455 455 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・消防団活動の充実については、消防団員の確保
のため、再任用制度を創設し、４名の再任用団
員に新たに入団していただくとともに、消防団
の魅力化を図るため活動服の導入や消防力強
化のために小型消防ポンプの更新等を行った。

・火災の未然防止については、消防署による予防
指導及び消防団、婦人防火クラブ、幼年消防ク
ラブ等の積極的な活動により、一般家庭に対す
る火災発生予防の徹底などから、仙南２市７町
において、人口に対する火災発生率が一番低く
なっている。 

・消防水利の整備については、計画的に消火栓の
整備を行い、消防水利の不足している地区を重
点に整備を図った。 

・毎年、減少傾向にある消防団員数を確保するた
め、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、消防団活動の充実を図っていき
ます。 

・消防団協力事業所の拡充については、引き続き
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
ていきます。 
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3-5-3 雨水対策の推進 （上下水道課）

（目指す姿） 

◎既設函渠 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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

51 鷺沼排水区公共下水道雨水整備率 ％ 5 30 40 133.3 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 25年度から大河原町との共同施工により、
既設函渠の改修及びバイパス函渠の設置を実施
し、平成 30年度末で、全体延長1,982ｍに対し
776ｍの整備実施の予定。この実施により幹線函
渠周辺の浸水被害の軽減が図られた。また、さ
らなる浸水被害軽減のため鷺沼 5号調整池の整
備に着手した。 

・既設函渠の改修及びバイパス函渠の設置の延伸
を図り、鷺沼 5号調整池の早期完成に向けて取
り組み、繰り返し被害が発生している地域の浸
水被害の軽減を図る。 
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3-5-4 冠水対策の促進 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

52 槻木市街地雨水対策工事の整備延長 ｍ 150 550 695.2 126.4 A 

53 
町道海老穴 2 号線雨水対策工事の整
備延長 

ｍ 0 100 0 0.0 E 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・槻木市街地雨水対策については、平成 27 年度
～平成 29 年度の 3 か年に槻木下町二丁目・三
丁目、槻木西三丁目、槻木上町三丁目において、
排水ポンプ設置、側溝布設など（延長：610ｍ）
を整備しました。 

・平成 30 年度は、槻木下町二丁目地内に排水ポ
ンプ（8 ｲﾝﾁ）2 基の設置と槻木下町三丁目地内
に側溝布設（延長：82ｍ）の整備を行い冠水被
害の軽減を図る。 

・常設ポンプの設置に伴いポンプピットの流入口
に異物（ペットボトル等）が流れ込み雨水排水
の障害になるなど、整備済みの箇所を検証し、
今後の必要になる対策について、検討・整備を
行って行く。 

・海老穴 2号雨水対策事業については、隣接地権
者との協議が難航していること、整備に多額の
事業費が必要とすることから、進んでいない状
況である。 

・隣接地権者との協議の継続、事業費の財源確保
に向けて、視野を広げ整備の促進を図っていく。
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施策３-６ 交通安全・防犯対策の推進 

3-6-1 交通安全運動の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

54 交通事故発生件数 件 143 130 
140 

(H29 年実績） 
92.9 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
啓発活動実施にあたっては、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 

地域交通安全に関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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 広報啓発活動 

・交通安全県民総ぐるみ運動期間中には、街頭キ
ャンペーンや広報紙、メール配信等による広報
啓発活動を実施。また、飲酒運転根絶啓発活動
として店舗訪問による啓発活動を実施した。 

・チャイルドシート・シートベルト着用、前照灯
早め点灯運動の推進…出前講座や広報紙によ
る周知を行った。 

・自転車の安全利用の推進…出前講座、小学校で
の交通安全教室時における周知 

・反射材の普及促進…出前講座での周知、高齢者
ふれあい世帯訪問事業や各種キャンペーンに
て反射材を配布。 

【課題】 

・交通事故の発生原因の多くは、運転者のわき見
運転、安全不確認、動静不注視によるものの他、
自転車や歩行者の不注意や交通ルールの無視に
よるものなど、様々な原因により発生している。

・事故の分類としては、追突が も多く 66 件
（50％）、次いで出会頭 30 件（23％）、右・
左折時 12 件（9％）と続き、全体の事故原因の
8割を超えている。 

・世代別では、30代が 多で次いで 20代が多い。
また、高齢者が関係する事故割合は県平均を上
回っており、今後さらに進む高齢化社会に向け
て高齢者が関係する事故の割合が増えることが
心配される。 

・交通指導隊員の高齢化、定年や体調不良による
隊員の減少が危惧される。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 各種行事等における交通整理・指導 

・交通指導隊による児童登校時の安全指導（8か
所）や交通安全教室、子供神輿、出初式など各
種催事の交通整理や指導を実施。 

○ 交通安全教育の推進 

・幼児向け…保護者参加型の交通安全指導や駐在
所員、企業等の協力による交通安全教室の実施、
保育士による交通安全紙芝居や交通ルールビデ
オ上映を実施。 

・小学生向け…春の交通安全運動時の街頭指導、
各校の授業や放課後児童クラブにて交通安全
教室を実施。 

・中学生向け…春の交通安全運動時の街頭指導、
4 月に 1 年生を対象とした交通安全教室を実
施、学校毎では、警察官の講話や自転車通学者
対象の講習会、自転車の乗り方に関するＤＶＤ
鑑賞や日常の集会等で自転車ルールを周知。 

・高校生向け…春と秋の交通安全運動期間中に柴
田高校で自転車安全利用推進活動を実施。高校
の取組としては、自転車中心の交通安全講話（年
1回）や大河原警察署員による講習会を開催。

・成人向け…広報紙等による自転車安全利用五則
等を周知。 

・高齢者向け…高齢運転者交通安全講習会を実施。

【今後の方向性】 

・交通事故を防止するためには、町や警察、関係
機関、団体等が緊密な連携・協力の下に施策を
展開していくことに加え、町民の主体的な交通
安全活動を積極的に促進することが重要とな
る。このことから、引き続き「高齢運転者の交
通事故防止」及び「歩行者・自転車の交通事故
防止」に重点を置き、高齢者及び幼児、小中学
生、高校生など年代に応じた講習会を開催する
などの交通安全教育の推進、自転車の安全利用
を促進するための広報啓発を行う。 

・交通指導隊員の定年後の再任用制度の検討と新
規隊員の勧誘に取り組む。 

○ 地域交通安全活動の促進 
・各地域において交通危険箇所の点検の実施や
注意喚起用看板等を設置 

 

【成果】 
・町内では平成 28 年 2月 19 日以降、交通死亡
事故ゼロを継続している。 
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3-6-2 道路交通環境の整備 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 道路交通環境の整備 

・交通安全に配慮した道路整備の推進…横断防止
柵など交通安全施設新設改良工事を実施した。

・交通事故多発地点等の効果的な交通安全施設整
備…地域住民や道路利用者の意見を取り入れな
がら、交通安全施設（カーブミラー、区画線等）
を整備した。 

・歩行空間等の整備…児童、生徒の通学時における
交通事故を防止するため、地域住民や関係機関、
団体等の声を取り入れながら、横断防止柵の設置
など通学路の交通安全施設整備を図った。 

・効果的な交通規制の推進…交通事故の防止と円
滑な交通を確保するため、警察署、道路管理者
と連携して、既存の交通規制の見直し要望を実
施した。 

・交通事故の調査研究の推進…重大事故（重傷事
故、死亡事故）発生時において、地域住民、関
係機関・団体等と連携し、現地調査や交通事故
分析を行い、事故防止対策を検討した。 

 

【成果】 

・町内では平成 28 年 2月 19 日以降、交通死亡事
故ゼロを継続している。 

【課題】 

・交通事故の道路別の発生状況では国道及び県道
といった交通安全施設の比較的整備されている
箇所での発生が多いことから、町道等と国道、
県道との交差点などの交通危険箇所の交通環境
改善と、交通安全教育等による交通安全意識の
向上が図れるよう交通安全施策を策定する必要
がある。 

 

【今後の方向性】 

・引き続き「高齢運転者の交通事故防止」及び「歩
行者・自転車の交通事故防止」に重点を置き、地
域住民や道路利用者からの意見を取り入れた安
全な道路交通環境の整備を行う。 
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3-6-3 地域防犯対策の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

55 刑法犯罪認知件数 件 328 300
219 

(H29 年暫定） 
137.0 A 

56 防犯灯数 灯 3,096 3,500
3,541 

(H29 年 12 月末） 
101.2 A 

57 既存防犯灯 LED 化数（町・地域） 灯 761 1,500
1,552 

(H29 年 12 月末） 
103.5 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 地域安全活動の促進 

地域安全に関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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 広報啓発活動 

・警察等からの依頼により、各種情報発信（ＨＰ、
お知らせ版、メール配信等）を行った。 

○ 防犯パトロール 

・薄暮帯や夜間帯のパトロール実施のほか、主要
行事におけるパトロール、住宅訪問型防犯診
断、幼児を対象とした防犯教室を行うととも
に、地域安全運動期間等にあわせた啓発活動な
どを行い、犯罪防止に努めた。 

【課題】 

・住民が安心して暮らせるまちづくりの実現のた
め、行政施策や警察活動のみならず、住民一人
ひとりが「自らの安全は自らが守る」、「地域
の安全は地域が守る」という自主防犯意識の高
揚を図る。このためには、地域社会が連帯して
支え合いながら、犯罪被害に遭わないまちづく
りを推進する必要がある。 

・防犯実動隊員の高齢化、定年や体調不良による
隊員の減少が心配される。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ 子どもの安全教育の推進 

・幼稚園や保育所等での防犯教室、見守り隊と連
携した巡回パトロールを実施し、犯罪防止に努
めた。 

○ 住宅訪問型防犯診断の促進 

・防犯実動隊や警察による訪問型防犯診断を行
い、犯罪防止への意識向上を図った。 

○ 防犯施設の整備（指標 No.56・57） 

・歩行者等の安全確保のため、防犯灯の新設及び
灯具交換（ＬＥＤ化）、維持管理を行った。 

○ 地域安全活動の促進 

・町と地域が役割を分担し、地域計画に基づく防
犯灯の整備を推進し、地域づくり補助金等の交
付や助言、情報提供等を行った。また、小学校
区内における「地域安全マップ」の作成を行っ
た。 

 

【成果】 

・町内における刑法犯罪認知件数が減少した。 

・防犯灯のＬＥＤ化により、電気料金やメンテナ
ンス費用の削減が図られた。 

【今後の方向性】 

・不審者や犯罪の発生状況を踏まえ、防犯実動隊
による薄暮パトロールや夜間パトロール、広報
紙掲載やチラシ配布などの啓発活動、防犯教室
を開催することにより防犯意識を高め、さらな
る犯罪件数の減少を目指す。 

・二酸化炭素排出量の削減、契約容量の変更によ
る電気料金の低減、光源寿命の長寿化による維
持費の削減のため、地域の意向を確認しなが
ら、継続してＬＥＤ化に取り組む。 

・防犯実動隊員の定年後の再任用制度の導入や新
規隊員の勧誘に取り組む。 
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3-6-4 消費者意識の啓発と相談体制の充実 （町民環境課）

（目指す姿） 

◎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、巻き込まれたとき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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

58 広報紙等による消費者意識の啓発 回 0 1 10 1,000 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

(消費者に関する情報提供の推進について) 

・広報誌に 新情報を提供したことにより消費者
被害の未然防止につながりました。 

・電子マネーカードを支払い手段とする架空請求
詐欺の注意喚起として町内 14 か所のコンビニ
エンスストアを訪問し、チラシを配布すると共
に電子マネーカード購入の方に声掛けをお願い
したことで特殊詐欺被害の未然防止につながり
ました。 

・「はいはい商法」の事業者訪問を実施し、適切
な事業内容かどうか確認をしたことにより事
業者の意識向上につながり高齢者の消費者被
害の未然防止につながりました。 

・「訪問販売お断りシール」を全戸配布し玄関や
電話の近くに貼って頂くことで悪質商法によ
る訪問販売の未然防止につながりました。 

 

(教育・啓発の推進に関して) 

・高齢者、障害者の方を対象とした出前講座を実
施しました。また、一人暮らしの高齢者にも情
報が行き届くように民生委員・児童委員の方を
対象とした出前講座を実施したことで地域住
民の見守り体制強化につながりました。 

・小学生向けパンフレットを活用し、お金の使い
方、地球環境など一人ひとりが消費者の自覚を
持って生活することの大切さを考える機会に
なりました。 

（高齢化社会の加速に伴う消費者被害の潜在化
を防止する） 

・困ったときにすぐに相談できる窓口として「消
費者ホットライン 188」の周知をします。 

 

（インターネット関連の消費者被害を減少させる）

・相談員のスキルアップを図り、適切、迅速な助
言、斡旋ができるようにします。 

 

（悪質業者が社会から淘汰され消費者被害が減
少する） 

・消費者は出前講座などを通して消費者教育を受
ける機会が与えられ、自立した消費者として安
心、安全な地域になるように努めます。 

 

（関係機関との連携の強化） 

・架空請求や還付金詐欺など、地域で発生した特
殊詐欺を警察、金融機関等と連携して迅速な被
害回復につなげます。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

（相談体制の向上について） 

・週 3日の相談日の他に、人権週間、行政週間の
総合相談に参加することで相談体制の連携を
図ることができました。 

・消費生活相談員のスキルアップのための研修を
受講することで適切、迅速な相談解決を図るこ
とにつながりました。 
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施策３-７ 公共施設の整備 

3-7-1 公共施設の現状把握と将来のあり方 （都市建設課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

 ・財政課所管になっています。 
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基本目標４ 地域循環型経済の推進 

施策４-１ 観光まちづくりの推進 

4-1-1 魅力ある観光地づくりへの取組 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

59 観光客入込数 人 398,265 438,000 450,000 102.7 A 

60 スロープカーの利用者数 人 26,599 28,000 30,000 107.1 A 

61 特産品開発の支援件数 件 0 4 4 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・初春のスプリングフラワーフェスティバル、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、冬のファンタジーイルミネー
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充実させた。 

・「柚子フェア」や「シクラメン展示即売会」な
ど「特産品」をテーマにしたイベント、「里山
ハイキング」や「フットパス」など、町の地形
を活用した里山観光を、1年を通して町内全域
で資源を生かしながら事業を展開し、集客力の
強化を図った。 

・年間を通した各種イベント開催については、継
続しながら常にバージョンアップをすること
により、魅力アップを図る必要がある。 

・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等、受入態勢の整備を図
る必要がある。 

・特産品開発については、引き続き、地域の特色
ある観光資源を発掘し、食べ物や土産品の開発
支援を行う。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・併せて、しばた千桜橋の開通や白石川千桜公園
の完成に伴い、スタンプラリーを活用した周遊
コースや回遊ルートを推進する観光事業を展開
した。 

・特産品の開発支援では、洋菓子の「北の柚子姫」
や旨味調味料の「雨乞の極」が既に販売されて
おり、船岡地区以外でも入間田雨乞地区では、
「柚子コショウ」や「柚子七味」等、柚子を加
工した製品も販売されるようになった。さらに、
下名生地区では、くるみ味噌や柚子味噌、上川
名地区では「どぶろく」の販売が始まっている。
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4-1-2 広域観光の推進 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 28 年度から、大河原町と連携し「白石川
堤一目千本桜」のブランド化を目指し、2町連
携で受入れ態勢の整備から各種プロモーショ
ン活動などを展開した。 

・平成 29 年 3 月に設立した「みやぎインバウン
ドＤＭＯ」を核とした宮城県南 4市 9町との連
携により、近隣自治体との観光周遊ルートを造
成した。その結果、平成 30 年 4 月の「しばた
桜まつり」の観光客数は、昨年を 7,000 人上回
る 253,000 人となり、内、外国人観光客数は
5,020 人を記録した。 

 

・引き続き、自治体間や関係機関との連携を維持、
強化しながら、各種プロモーションを展開し、
受入れ態勢の更なる整備や、新たなコンテンツ
等の造成を図る。 

 



－ 94 － 

 
4-1-3 観光宣伝と推進体制の整備 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・観光拠点である柴田町観光物産交流館では、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
を増やした。 

・観光物産協会、商工会、町が情報を共有し、ホ
ームページやＳＮＳ等で、 新の情報を提供し
た。 

・インバウンド誘客を目指し、台湾やタイでプロ
モーション活動を展開した。 

・新聞、テレビ、情報誌などの媒体を活用し積極
的なプロモーション活動を行った。 

・プロモーションについては、継続して様々な媒
体を活用し、積極的に活動を展開する必要があ
る。 
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施策４-２ 農商工連携によるものづくり 

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）

（目指す姿） 

◎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 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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・柴田の 6次化支援強化事業により、雨乞の柚子
ふぶき、くるみ味噌、ばっけ味噌等の商品化に
至った。 

・新米まつりや柚子フェアへの直売所の出店が行
われている。 

 

・先進地視察研修等により、生産量の安定化や新
たな加工品の開発支援に努める。 

・農産物の販売強化としてイベント出店を今後も
支援していく。 
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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）

（目指す姿） 

◎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 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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 29 年 11 月 15 日から 7 日間、東京池袋に
ある宮城ふるさとプラザに地場産商品として、
雨乞の柚子生産組合関係者が設立した「食の銀
杏館」製の柚子加工品セットを販売。 

・生産状況を考慮しながら、一定期間の販売機会
があるイベント等の紹介、出展支援に努める。
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4-2-3 農商工連携の普及啓発 （農政課・商工観光課）

（目指す姿） 

◎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 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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・毎年 10 月に開催される「しばた産業フェステ
ィバル」において、商工会や町内工場等連絡協
議会などと連携し、農業者と商工事業者とのマ
ッチングの機会として、「農商工ふれあい市」
を開催し、新たな商品やサービスの開発、マー
ケティングなど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んだ。 

・「しばた産業フェスティバル」において「農商
工ふれあい市」の開催と拡充を図る。 

・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
を図る。 
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施策４-３ 地域産業の活性化 

4-3-1 安全・安心な農畜産物の生産 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・農畜産物の生産における衛生管理については、
時季に合わせた各種啓蒙・広報を行っている。
また、衛生管理に必要な事業に補助を行うこと
により、安全安心な生産に繋がっている。 

・原発事故に係る農畜産物の放射性物質について、
主要農産物については、一旦、自粛要請を行い
検査で安全が確認された後に解除している。 
また、その他の農産物に関しても定期的に検査
を行うことにより、安全・安心の確保に繋がっ
ている。 

・農薬の安全使用については、時季にあわせ各種
啓蒙・広報を行い、水田農業推進協議会の重点
推進事項としてみやぎ仙南農業協同組合の特別
栽培米「こだわり米」を推奨することにより推
進を行った。 

・しばた食と農のまちづくり条例に基づいた基本
計画により、地域の特性を活かした農業振興を
推進した。また、しばた食と農のまちづくり条
例及び基本計画の内容周知を目的として、平成
27 年 3 月 23 日に講演会を実施した。 

・農畜産物の生産における衛生管理については、
必要な事業に補助を行い、安全安心な生産を継
続する。 

・農畜産物に係る放射性物質の定期検査は当面継
続する。 

・環境に配慮した特別栽培米の生産と農薬の使用
を出来る限り抑えた栽培方法を推奨していき、
消費者に安全・安心な農産物を提供する。 

・今後も、しばた食と農のまちづくり条例及び基
本計画に基本として、国・県の農業・農村振興
施策と連携・推進していく。 
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4-3-2 水田フル活用の推進 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・各地域でほ場整備の協議会設立や計画が進められ
ており、それに伴って担い手農家への計画的な集
積・集約による経営規模拡大が予定されている。
整備後には大型機械化や直播及び密苗栽培によ
る省力化及び低コスト化が予定されている。 

・国の米政策の制度改正により水稲作付に回帰す
る傾向があるものの、ほ場整備による大区画化
への対応として、国・県の園芸振興方針の下、
各機関の連携による栽培技術の確立や振興策に
より転作作物の生産は拡大しており、水田のフ
ル活用が進んでいる。 

・人・農地プランの取り組みについては、毎年 12
集落ごとに座談会を設け地域農業について話し
合いを行い、地域の担い手の現状や農地中間管
理機構を活用した農地集積などを検討した。 

・ほ場整備の推進により、担い手農家への農地の
集積・集約化を進め、直播導入等の省力化・低
コスト化を推奨する。 

・ほ場整備の進捗に合わせ、計画的な担い手農家
への集積・集約と園芸作物等の導入、機械一貫
栽培方式の拡大が必要になる。 

・今後、人・農地プランの取り組みの中で、集落
の中心となる経営体への農地集積に向け、担い
手の耕作状況がわかる図面を活用しながら具
体的な話し合いを進めていく。 
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4-3-3 担い手の育成と確保 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

62 認定農業者数 人 38 50 45 90.0 B 

63 集落営農組織数 組織 1 3 0 0.0 E 

64 新規就農者数 人 0 3 2 66.7 C 

65 農業法人数 法人 0 2 4 200 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 26 年度からスタートした農地中間管理事
業を活用し、これまでに 66.3ｈａ（平成 30 年
3 月末現在）の農地が農地中間管理機構を介し
て担い手に集積された。 

・新規就農者として 2名が農業を始めた。また、
新規就農者に対し農業次世代人材投資事業（経
営開始型）として、就農直後の経営確立のため
の支援を行なっている。その他にも将来に専業
農家を目指したいという相談もある。 

 

・今後も各地区のほ場整備に向けて担い手への農
地集積を推進していく。 
また、農地中間管理機構を中心に利用している
担い手や各地区の農業委員、農地利用 適化推
進委員の協力により農地の出し手の掘り起こ
しを行い農地中間管理事業の利用者のさらな
る拡大に努める。 

・新規就農者へ対する継続的な支援を行なうと共
に、新規就農希望者との定期的に、今後の就農
に向けた話し合いを進めて行く。 

・町内の就農希望者の状況を把握しきれていない
ので、農業者へ対するアンケート調査等で就農
希望者の掘り出しを行う。 
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4-3-4 特色ある農業振興 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

66 花き・鉢花の出荷額 万円 2 億 2,000 2 億 6,000 2 億 2,500 86.5 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・花卉や鉢花については、各種事業により品質の
向上と出荷数量の安定化が図られたことで、生
産基盤の固定化と販路が拡大し、産地として確
立されてきた。また、各種即売会の開催と、そ
れに伴うメディアを通じた紹介等の宣伝効果
により、ブランドとして町内外における一定の
知名度は定着しつつある。 

・一方、ここ 2～3 年は天候不順や生産農家の減
少、単価の変動等の影響により生産量・販売額
とも減少傾向にあるほか、燃料・運搬・資材費
等の高騰の影響により生産環境は厳しい状況。

・学校給食に野菜生産農家等の協力により地元野
菜を使用、地元食材供給の拡大に繋がった。 

・農業の 6次産業化を支援した地域より、加工さ
れた商品（弁当、菓子、どぶろく、味噌、タケ
ノコ、柚子加工品）が観光物産交流館、農産物
直売所、農村レストラン、インショップで販売
された。 

・平成 29 年度に地方創生事業により、入間田地
区の加工施設を建設し、平成 30 年度から弁当
やお菓子を観光物産交流館やインショップを
使って販売している。 

・上川名地区では、平成 27・28 年度に地方創生
事業により、竹林の整備（タケノコ）やどぶろ
く醸造施設の建設を行い、タケノコは平成 29
年度から出荷、どぶろくは酒税法の手続きを終
え今年４月に発売がスタートした。 

・天候不順等による出荷数量の増減と単価の変
動、また燃料費･運搬費・資材等の高騰などの
要因により、経営の安定性についてはまだ不十
分であり低コスト化や生産基盤の再構築を進
めて行きたい。 

・新品種導入や新たな栽培品目の試験栽培を導入
することにより、今後の産地とブランドの維持
に繋げて行きます。 

・地域で採れた農産物は、観光物産交流館や各直
売所、インショップで販売し、町民へ安価で安
全・新鮮な農産物のを供給を図ります。 

・平成 30 年度に新たな施設の運営が開始した加
工施設をはじめ、農業者による新たな加工品づ
くりに対しては、関係機関（県農業改良普及セ
ンター、ＪＡ等）と協力し、引き続き支援を継
続して行きます。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・雨乞地区（柚子）と下名生（味噌）の特産品を
使った新たな商品開発と商品研究を宮城大に
委託し、開発された試作品の一部は新商品（ゆ
ずふぶき、ゆず味噌、ばっけ味噌）として発売
に至った。 

・下名生地区の味噌加工については、任意組合か
ら法人に事業を引き継ぎ、併せて、、地方創生
事業及び宮城県と町の補助金により、老朽化し
た施設の整備（改築）を行った。 
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4-3-5 森林の保全と有効活用 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・柴田町森林整備計画に基づき適正な間伐を行
い、町有林の松くい虫やナラ枯れ対策を重点的
に実施し、適切な森林管理を行った。 

・柴田町森林整備計画、森林所有者の森林経営計
画に基づき、計画的な造林保育を行った。 
また、森林整備に欠かすことの出来ない林道保
全事業等を行なうことで、木材搬出に大きく寄
与した。 

・木造公共施設の整備では、森林整備加速化林業
再生事業を活用して、平成２６年度には船迫こ
どもセンター、三名生児童館、里山ガーデンハ
ウス、槻木保育所（ゆとり保育室）を建築した。

・森林レクレーションとして活用されているいこ
いの森は遊歩行者の安全性と環境教育のため、
適切な維持管理を行ない、町民や来訪者に対し
森林の多面的な価値についてアピールすること
ができた。 
また、町有林の造林保育管理については、森林
経営計画に基づき適切に行った。 

・各種計画に基づき森林育成を目的に適切な管理
をしているものの、森林病害虫被害木が民有林
にも拡大し、松とナラの保全が行き届かない状
態が課題である。更なる森林病害虫の駆除を目
的に、町有林のみならず個人所有の民有林につ
いても、ナラ枯れ等の対策を強化する。 

・森林の育成について、県や林業関係団体の技術
力の継承がなされていないため、民有林全体状
況の熟知度が至らない状態が課題となってい
る。今後は、森林譲与税や環境税等を活用し、
森林台帳システムを活用し、町全体の森林保育
を目指す。 

・主要な林道は舗装道路として整備されたが、新
設後 15年以上経過しており、老朽化が著しく、
車両往来の支障が出始めている。今後は、計画
的に舗装等の補修を行ない、木材搬出に活用す
ること目指す。 

・森林情報を充実させ、公共建築物への木材利用
拡大等に向けた取り組みに努める。 

・森林レクリエーションや森林浴のための利用者
が多いいこいの森では、病害虫被害木が集積放
置されており、景観的にも支障をきたしている。
森林の大切さや身近さをアピールするために
も、不良木や支障木の場外搬出処理を実施し、
森林モデル地区として整備する。 

 



－ 104 － 

 
4-3-6 生産基盤整備と環境整備 （農政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・農業用水利施設の管理者(町、土地改良区）が
主体となって、維持管理を適切に行なうととも
に、施設管理人や地区住民と一体となって農業
水利施設の整備した。 

・町内13地区の資源保全隊による地域全体の取り
組みとして、用排水路の江刈江払、ため池の草
刈などを行ない、農業用水利施設の必要性を再
認識しながら、適切な維持管理の支援を行った。

・農業用水利施設の老朽化がより一層進んでおり、
計画的且つ抜本的な整備が必要な状況で、併せ
て、施設管理人が高齢化しており、施設管理の
技術の継承が問題となっている。また、農業水
利施設の更なる資質向上を目指す上でも、地区
資源保全隊の負担軽減と地域愛精神の維持が今
後とも必要になる。以上のことを踏まえ、施設
の長寿命化や改修の年次計画的に取り組む。 

・ほ場整備は、町、土地改良区、農協が一体とな
り、各地区ごとに説明会を実施した上で、アン
ケートによる意向調査を行いました。それらを
もとに、地区のほ場整備事業に関する熟度やま
とまりの状況、さらに地区との話し合いを重ね
た結果、モデル地区として中名生・下名生地区、
さらに推進地区として富上地区、葉坂地区が取
り組むことに決まり、現在、中名生・下名生地
区と葉坂地区が事業採択を受け、県事業として
スタートしています。ほか５地区については、
県の調査業務を含め事業採択に向けて準備を
進めている。 

・現在におけるほ場整備事業の課題としては、①
担い手の問題、②未相続の問題、③埋蔵文化財
の問題が挙げられる。農家の高齢化・後継者不
在により担い手は減少し、大区画化した農地を
引き受ける農家もいない状況。また、未相続農
地も多く、事業への同意徴集の際には法定相続
人の全てから同意が必要となることから、事務
量が膨大となることが想定される。さらに、埋
蔵文化財がほ場整備事業予定地に数多く係わ
っていることから、文化財調査が必要となり、
それにかなりの期間を要することになること
から、今後は事業完了を見据えながら、これら
の課題へ取り組む。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・農作物被害を抑制するために、一年を通して有
害獣（イノシシ）の駆除を行ない、個体数の増
加を抑制した。平成25年度から電気柵等の資材
補助、箱わな補助、狩猟捕獲の奨励金等を予算
化し、有害獣の捕獲・侵入防止対策を図った。

・上記に加え、平成 28 年度からは地域ぐるみの
電気柵を国補助にて実施し、町内北部の田園地
域のほとんどにイノシシ侵入防止の電気柵が
設置され、有害鳥獣の対策が強化された。 

 

・有害鳥獣の個体数の抑制ならび行動範囲の制限
について、効果的な対策を実施したが、大きく
減少していない状況。また、捕獲にあたる柴田
町鳥獣被害対策実施隊の高齢化も問題となって
おり、若年層の入隊や狩猟免許の取得、加えて、
地域ぐるみの電気柵では、適切な管理(終日通
電、草刈等）が行き届かない等様々な課題が山
積している。今後は、実施隊入隊への支援によ
る隊員増加の取り組みを強化するとともに、地
域全体が一体となった電気柵の適切な管理や有
害鳥獣の山への追い払いについて地域と話し合
いながら周知等に取り組む。 
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4-3-7 商業活動の活性化 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 28 年 8 月に国から創業支援事業計画の認
定を受け、創業希望者や創業間もない創業者を
対象に、創業に関わるさまざまな課題に対応す
るための相談窓口を創業支援事業者である商
工会と連携して設置したことで、より身近に相
談できる体制を整えた。 

・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
により、魅力ある店づくりに向け独自に取り組
む動きが出できた。 

・商工会と連携し平成29年度から「まちゼミ」を
開催、コミュニティビジネスの事業化を図った。

・魅力ある店づくりや商店街の活性化に向け、商
工会や関係機関と連携しながら支援を継続して
いく。 

・創業支援窓口を充実させ、新たな創業者の開拓
に向けて関係機関と連携していく。 

・継続して、商工会との連携により「まちゼミ」
を開催し、メニューを増やしながらコミュニテ
ィビジネスの事業化を図る。 
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4-3-8 地元中小企業への支援 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・中小企業者の健全なる育成を図るため、商工会
及び県信用保証協会並びに町内金融機関等の
協力を得て、柴田町内に原則として同一事業を
1年以上営んでいる中小企業者に対して、融資
の斡旋を行い金融の円滑化と経営の合理化を
図った。 

・平成 28年度から利率を 2.2％から 1.9％に引き
下げ、平成 29年度からは運転資金及び設備資金
の融資限度額をそれぞれ 700 万円以内から
1,000 万円以内に引き上げることで中小企業者
への支援強化を図っている。 

・引き続き、中小企業の動向に注視しながら関係
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
下げを検討する。 

・中小企業振興条例は整備できなかった。引き続
き、県内自治体の動向を注視しながら、中小企
業振興策も含めて検討していく。 
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4-3-9 起業家への支援 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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の事業
化が図られています。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

67 起業家支援数 件 8 12 31 258.3 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 28 年 8 月に国から創業支援事業計画の認
定を受け、創業希望者や創業間もない創業者を
対象に、創業に関わるさまざまな課題に対応す
るための相談窓口を創業支援事業者である商
工会と連携して設置したことで、より身近に相
談できる体制を整えた。 

・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
により、魅力ある店づくりに向け独自に取り組
む動きが出できた。 

 

・魅力ある店づくりや商店街の活性化に向け、商
工会や関係機関と連携しながら支援を継続して
いく。 

・創業支援窓口を充実させ、新たな創業者の開拓
に向けて関係機関と連携していく。 
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4-3-10 誘致企業の受入体制の整備 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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 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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

68 誘致企業数 企業 51 53 53 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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、オーダーメードによる供給を行います。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・町の交通・地理・気候条件や人材確保面と企業
立地優遇条例の優位性をＰＲするため、宮城県
が東京都と名古屋市で開催する企業立地セミ
ナーに参加し、宮城県と連携した企業誘致活動
を推進した。 
・東日本大震災に係る復興特区法に基づく民間
投資促進特区制度を活用した企業誘致活動を
展開してきた。国内需要は緩やかに持ち直して
いることから雇用環境に改善傾向がみられる。
・仙南職業訓練センターを通じた人材の育成や
再就職支援、地域企業で働く若年者層の早期離
職を防ぐための研修会や、柴田町企業立地優遇
制度を活用した企業誘致による雇用の創出に
取り組んだ。 
・企業立地の促進と地域経済の発展や雇用の促
進を図るため、町内において工場・倉庫・事務
所などに使用する土地や建物で利用されてい
ない物件の情報を登録し、町に立地を希望する
企業へ情報を提供するため、平成２６年度から
開始した「柴田町空き工場用地等情報提供事
業」を引き続き実施した。 

 

・引き続き、町内工場等連絡協議会と連携を図り、
企業の動向などの 新情報の収集を図る。 
・引き続き、空き工場用地物件の情報提供制度
の利用拡大に努める。 
・引き続き、企業立地セミナーに参加し、宮城
県と連携した企業誘致活動を推進する。 

 

 



－ 110 － 

 
4-3-11 既存産業の近代化の促進 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・当町に新たに企業進出を考えている町外の企業
や規模拡大を考えている町内既存企業へのサポ
ートを行うため、平成 19年 10月に制定した「柴
田町企業立地促進条例」を活用し、奨励金、助
成金等の各種優遇措置、情報の提供、事業用地
のあっせん等を行うことにより、企業の立地を
促進し、産業振興と雇用の拡大を図った。 

・東日本大震災に係る復興特区法に基づく民間投
資促進特区制度を活用した企業誘致活動を展開
してきた。 

・町内工場等連絡協議会や関係機関と連携を図り、
企業の動向などの把握と、情報交換を行った。 

・引き続き、町内工場等連絡協議会と連携を図り、
企業の動向などの 新情報の収集を図る。 

・引き続き、空き工場用地物件の情報提供制度の
利用拡大に努める。 

・引き続き、企業立地セミナーに参加し、宮城県
と連携した企業誘致活動を推進する。 
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施策４-４ 労働・雇用対策の充実 

4-4-1 雇用対策の充実 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

69 製造業に係る従業者数 人 4,339 4,430 4,620 104.3 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・健康で働く意欲のある高齢者の就業機会の確保
に努め、長年培ってきた知識や経験と能力を活
かし、活力ある地域づくりに寄与している（公
社）柴田町シルバー人材センターに対し支援を
図った。 

・仙南 3市 9町の企業等で働く人たちを対象に、
知識及び技能の習得と向上を図るための職業
訓練、求職者の方々への再就職促進訓練、地域
の方々のニーズに即応した各種市民講座を実
施し、人材育成の面から地域経済の発展に貢献
している職業訓練法人仙南地域職業訓練協会
に対して支援を図った。 

・ハローワーク、商工会、町内工場等連絡協議会
など関係機関と連携を図り、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
供や、雇用拡大のための働く場の確保や働きや
すい職場環境の周知を図った。 

・柴田町企業立地優遇制度を活用した企業誘致に
よる雇用の創出に取り組んだ。 

・引き続き、ハローワーク、商工会、町内工場等
連絡協議会など関係機関と連携を図り、地元に
おける雇用状況を把握し、就職希望者に雇用の
場の情報提供や、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周知を図る。 

・引き続き、柴田町企業立地優遇制度や東日本大
震災に係る復興特区法に基づく民間投資促進特
区制度を活用し、雇用の創出に取り組む。 
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4-4-2 産業人材の育成 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

70 認定職業訓練派遣者数 人 99 110 390 354.5 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・仙南地域職業訓練センターにおいて、仙南 3市
9 町の事業所で働いている方々を対象とした、
知識と技能の習得や向上を図るための職業訓練
と、一般の方々の各種講座、講習、訓練等を実
施した。 

・企業の多種多様な交流や連携を支援し、経営基
盤の弱い企業と地場産業の育成を行う「異業種
ビジネスチャンス支援事業」に取り組む仙南広
域工業会に対し支援を図った。 

 

・引き続き、仙南地域職業訓練センターを活用し、
仙南 3 市 9 町の事業所で働いている方々を対象
とした、知識と技能の習得や向上を図るための
職業訓練と、一般の方々の各種講座、講習、訓
練等を実施していく。 

・引き続き、仙南地域職業訓練センターと連携し、
若者の就業対策と、能力開発の支援に努める。 
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4-4-3 就業環境の整備促進 （商工観光課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

71 シルバー人材センター会員数 人 275 300 300 100.0 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・ハローワーク、商工会、町内工場等連絡協議会
との連携を図り、雇用拡大のための働く場の確
保や働きやすい職場環境整備の啓発と情報提供
に努めた。 

・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た。 

 

・引き続き、ハローワーク、商工会、町内工場等
連絡協議会との連携を図り、雇用拡大のための
働く場の確保や働きやすい職場環境整備の啓
発と情報提供に努める。 

・シルバー人材センターや関係機関との情報の共
有を行い、高齢者や福祉対象者の就労を支援し
ていく。 
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施策４-５ 社会事業のビジネス化 

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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスに
絞った研修会の実施はなかったが、まちづくり
推進センターにおける相談体制の充実や、商工
観光課内に創業相談窓口を設置した。 
また、町商工会との連携により、新規創業を対
象とした特定創業支援セミナーを開催した。 

・上川名地区において、持続可能な地域を目指し、
上川名地区活性化推進組合を設立し、交流イベ
ントの開催や地域資源を活かした農村レストラ
ン、廃校校舎を活用した産地直売所の開設、竹
林整備、どぶろくの製造販売などのコミュニテ
ィビジネスを展開している。町は、国の交付金
を活用し、事業費を補助した。 

・障がい者の就労機会の創出や所得の向上をめざ
す社会福祉法人のソーシャルビジネスを支援し
た。（らぽるの森、キッチンカー） 

【課題】 

・人口減少社会を迎えた今、地域における生活サ
ービスの維持確保が課題となっている。 

・町内会役員のなり手がいない、空き家が増えて
いる、町内の行事を継続することがままならな
いなど、地域のコミュニティ力が低下している。

 

【今後の方向性】 

・地域課題・社会的課題に自主的に取り組んでい
る団体がある一方、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
況にある。自治会等や主体的に課題解決に取り
組もうとしている団体に対し、研修会の開催や、
ＮＰＯによる相談・支援体制を構築していく必
要がある。 
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基本目標５ 住民参加と自治活動の実践 

施策５-１ 参加と協働の推進 

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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 基本条例運用状況の検証 

・基本条例審議会第2期（平成 26年度～29年度）
では、行政運営への住民参加（審議会等への参
加）として「公募委員候補者登録制度」につい
ての検討と、地域コミュニティの現状と行政支
援のあり方について検討し、提言書にまとめ、
町長に提出した。 

○ 住民による基本条例の共有 

・まちづくり出前講座のメニューに「広げよう！
参加と協働のまちづくり」を設定して開催した。

・成人式にてガイド版を配布した。 

 

【成果】 

・「地域づくり補助金」を申請手続きの簡素化や
対象経費の範囲内で地域が裁量を持つことが
できる「地域づくり交付金」に制度に改め、地
域コミュニティへの支援の見直しが図られた。

【課題】 

・専門性が求められるなどの理由により、公募委
員枠を設ける審議会等が少ない。 

 

【今後の方向性】 

・第 3期審議会（平成 30年度～34 年度）を設置
し、継続して基本条例の運用状況の検証を継続
する。 
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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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

72 まちづくり提案制度提案件数 件 4 7
8 

(H29 年度までの実績） 
114.3 A 

73 
まちづくり推進センターがかかわる
協働事業実施数 

件 2 3
4 

(H29 年度までの実績） 
133.3 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ まちづくり推進センターの利用促進 

①活動支援 
・展示場所や会議室の無償提供 
・体験会などによる団体加入の促進支援 
・助成金情報の提供や相談 
・登録団体の活動内容の紹介 
 （現在登録数 32 団体） 

②交流の促進 
・ギャラリー展示、体験会、交流イベント等の実施
（非常勤職員による企画、調整） 

③住民向け講座 
・住民活動団体向け講座の開催 
（団体運営に関する講座など） 

④広報、情報発信 
・ゆる.ぷら倶楽部（ニュースレター）の発行
 （毎月 行政区回覧） 
・「お知らせ版」への掲載 
 （ゆる.ぷらインフォメーション） 
・ゆる.ぷら Facebook の運営（週２回更新） 
・町ホームページの更新 

 

【課題】 

・まちづくり推進センターの機能充実のため、新
たな管理運営方法の検討 

 

【今後の方向性】 

・登録団体数を増やし、提案事業を企画、実施で
きる団体の育成と団体同士の交流を図り、つな
がることでまちづくり活動を促進する。 

・平成 27 年度に完成した「しばた 100 選」をま
ちづくり生かすため、平成 28 年度に立ち上げ
た住民主体の活用チームを主体に「活用事業」
を行うため、町は広報やバスの提供といった側
面からの支援を継続する。 
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

○ まちづくり推進センターによる協働促進 
（指標 No.72・No.73） 

・提案制度をはじめとした各種まちづくりに関す
る制度や研修会などの周知、各種相談や支援業
務、体験会・展示会・交流イベント等を行った。

○ 中間支援機能の充実 

・活動している各種団体の紹介や団体同士の結び
つきを深めるため、マルシェや団体交流会を実
施しました。 

・各生涯学習センターにて「しばた 100 選」活用
した事業を主催し、住民主体の活用チームの活
動を支援した。 

 

【成果】 

・利用者総数が 11,017 人（H29 年度）となり、
住民の約 3割が利用している。 

・平成 29 年度で提案件数は 29 件、採択件数は
11 件（38％）となり、そのうち事業継続中の
ものは 9件（82％）となっている。 
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施策５-２ 地域コミュニティ活動の推進 

5-2-1 地域コミュニティ活動の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

◎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。 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 地域コミュニティ活動情報の発信 

・住みよいまち（地域）にするため、地域住民が
話し合い、アイディアを出し合い、地域の将来
像や課題解決方法、活動内容などをまとめた地
域計画を町のHPに掲載した。 

○ 地域コミュニティ活動支援体制の充実 

・人材育成（非常勤職員のスキル向上のための講
座開設、まちづくり支援人材の発掘）や各種支
援業務（センターの運営、住民の相談や地域活
動への支援、ゆるぷらレターの発行）を行った。

○ 地域コミュニティ活動基盤の強化 

・地域計画策定への支援や地域計画に基づく地域
づくり補助金等による財政的支援等を行い、地
域の体制基盤強化を図った。 

○ 協働による空き家対策 

・行政区と町による空き家調査を実施し、空き家
対策を検討する基礎資料の収集を行った。 

 

【成果】 

・町内全行政区で策定された地域計画と町からの
財政支援（地域づくり補助金等）が結びつき、
地域活動の効果的な事業展開が図られている。

【課題】 

・それぞれの地域が抱える課題には、防災、道路、
河川等に関する活動や対策など、一つの地域だ
けで取り組むことが困難なものもある。 

 

【今後の方向性】 

・隣同士、小学校区エリアなど広域コミュニティ
の役割が必要になることから、まちづくり推進
センターと生涯学習センターが連携した支援体
制の構築に取り組む。 
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5-2-2 地域による地域づくりの支援 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

【主な取り組み】 

○ 地域計画に基づく活動への支援 

・住みよい地域づくりを推進するため、住民が主
体となり町内全行政区で地域計画が策定され、
地域計画に基づく事業を実施するために地域づ
くり補助金等の交付などの支援を行っている。

・地域づくり補助金を申請手続きの簡素化や対象
経費の範囲内で地域が裁量を持つことができる
地域づくり交付金に制度改正を行った。 

 

【成果】 

・地域住民が協力し合い実施すべきこと、町（行
政）が実施すべきこと、地域住民と町（行政）
が協働して実施すべきことの明確化が図られ、
それぞれの役割を分担しながら地域計画事業
が実施されている。 

【課題】 

・地域住民が一体となって地域計画に基づいた活
動に取り組むため、地域活動の意義や必要性に
ついての理解を深め、活動への多様な人材の参
加を促進する必要がある。 

 

【今後の方向性】 

・各行政区でつくられた地域計画は、行政区間の
均衡やその事業効果、他の事業との関係などを
総合的に勘案して町が策定する実施計画等に
反映させる。 
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施策５-３ 男女共同参画社会と人権啓発の推進 

5-3-1 男女共同参画施策の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

74 町の審議会等委員への女性登用率 ％ 28 30 36.3 121.0 A 

75 父親の育児休暇取得率 ％ 7 8.4 － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・平成 24 年度からは、柴田町男女共同参画推進
審議会にて、しばた男女共同参画プランに対し
提言をしている。 

・平成28年度からは第4次しばた男女共同参画の
進行管理等について、審議、提言等をしている。
また、県のパートナーシップ事業を活用し、男
女共同参画推進のための様々な講座を実施しま
した。この講座では、子育て中の女性も参加し
やすいよう配慮し、社会福祉協議会や柴田町子
育てサポーターの協力を得て託児を行い、参加
しやすい環境を整えた。少人数ながら積極的な
参加がみられた。 

・現行の第 4次しばた男女共同参画プランの計画
期間が平成 33年 3月までのため、新たな計画の
策定に取り組む必要がある。 
男女共同参画については、認知度は上がってき
ているものの、まだ十分とはいえない状況にあ
る。特に女性リーダーについては、地域や職場
においてもまだ少ない状況にあるため、育成を
図り、女性の活躍の場を広げる必要がある。 
また、育児・介護のダブルケアなど生活が多様
化する中、いきいきと働くことができる職場環
境の実現のため、「イクボス」の必要性など、
男女が共に活躍できる社会についての理解を深
めることや意識の醸成する必要がある。 

・「父親の育児休暇取得率」については、データ
収集ができていない。今後男性の育児参画を推
進していく必要がある。 
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5-3-2 男女平等意識の高揚 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・町広報紙や町ホームページを活用し男女共同参
画の啓発に取り組んだ。特に男女共同参画週間
（6/23～6/29）においては、お知らせ版や町ホ
ームページへの掲載、施設へのポスター掲示で
男女平等意識の醸成のため実施した。 
また、平成 28年度からは「しばたの男女共同参
画通信」を発行し、男女共同参画の意義や推進
事業などの報告、ドメスティックバイオレンス
に関する情報や相談先など周知を行った。 

・これまで実施してきた啓発事業は引き続き実施
しながら、今後は街頭活動を行うなど周知の拡
大に努め、小中学生から男女平等に対する理解
や意識の醸成のため、関係機関と連携し取り組
んでいく。 

・これまで実施できていなかった男女共同参画の
推進を積極的に実施している企業の掘り起こし
と事例について紹介し、町内企業の男女共同参
画の意識の向上と活動促進を図っていく。 
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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）

（目指す姿） 

◎地域住民が人権問題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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・仙台法務局大河原支局と連携し、人権擁護委員
が町内の小・中学校に出向き｢人権教室｣を開催
し、人権を尊重する意識の啓発教育の充実を図
りました。平成 29 年度は、船岡小学校、槻木
小学校、柴田小学校、船迫小学校、西住小学校、
東船岡小学校、槻木中学校の 7校で人権教室を
開催し、581 人の児童・生徒が人権について学
びました。今後も教室を開催し、人権尊重の意
識高揚を図ります。 

・毎週水曜日に開設した定例相談には、平成 26
年度から平成 29 年度まで 372 件の相談があり
ました。 

 

・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侵
害など人権問題も複雑化し、手段もエスカレー
トしていく傾向にあります。その根底には，他
人に対する思いやりや，いたわりといった人権
尊重意識の希薄さがあると思われます。そのた
めにも、人権尊重の社会づくりを行うための啓
発・教育についても拡充していかなければなり
ません。また、関係機関と連携を密にし、適切
な機関への紹介や取次ぎが行えるよう、様々な
問題に対応できる相談体制の充実を図ること
が必要です。 

 



－ 123 － 

 
施策５-４ 行政経営改革の推進 

5-4-1 計画行政の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・後期基本計画の指標に基づく進捗状況について、
第 5 次後期基本計画成果指標進行管理シートに
より、計画策定時の現状値、前年度実績、今年
度の実績見込、目標、進捗率、目標達成割合、
現状と課題、今後の方向性について、各課で確
認し、進行管理を行っている。 
 後期基本計画における成果指標数 79 

・後期基本計画に示された、それぞれの「個別施
策」をどのように実施していくかを示した計画
期間 4か年の実施計画について毎年度見直しを
行い、毎年度の予算編成の指針としている。 

・成果指標について、アンケートを実施しないと
把握できない目標値が設定されていたり、毎年
度の実績を容易に把握することができない成果
指標が存在する。 

・成果指標については、担当課において容易に把
握できるもので、評価しやすく、町民にもわか
りやすいものとする必要がある。また、これま
での右肩上がりの目標値設定から、現状値維持
や現状値からのマイナスであっても、減少幅を
抑制するような指標の設定も必要である。 

・全ての事務事業においてＰＤＣＡサイクルに基
づいた行政評価制度が確立されておらず、継続
的な行財政改革には取り組めていない状況であ
る。 

・ＰＤＣＡサイクルによる評価制度を確立しなが
ら、民間委託等の推進、事務事業の再編整理に
取り組んで行く必要がある。 
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5-4-2 組織の活性化と人材育成 （総務課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

76 目標職員数 人 296 305 309 98.7 B 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・職員の定員管理は、財政の歳出において大きな
割合を占める人件費に影響するとともに、行政
サービスの量、質にも影響するため、第６次定
員適正化計画に基づき職員数の抑制と行政サー
ビス向上に努めてきた。 

・雇用と年金の接続を図るため再任用制度の本格
的な運用、特区制度の廃止、任期付職員の採用
など計画策定時とは取り巻く状況が大きく変化
してきているが、退職者等の活用により職員数
の抑制を図ってきた。 

・人材育成については、平成28年度より新たな人
事評価制度を導入し、人事管理を行うとともに、
職場内研修、外部研修（研修所）を活用して、
高い能力を持った職員の育成を行ってきた。 

・新たな行政需要や多様化する町民ニーズに応え、
総合計画に定める方向性や将来的な行財政の動
きを反映させた定員管理を行うため、新たな定
員適正化計画を策定し、任用及び配置を行って
いく。 

・研修等を通じて、限られた職員数による効率的
な行政運営と質の高いサービスを行うことがで
きる人材育成を行っていく。 
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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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
 

主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・文書管理においては、「文書主義の原則」に基
づき、文書管理システムを活用し、文書の収受、
決裁、保存等を行うことにより、町民や国、県
などへの文書発送・収受について迅速かつ効率
的に取り扱うことができ、文書一元管理の効率
化を図ることができた。 
また、地下書庫の文書等を全課で整理したこと
により、行政資料等の適正な保管につなげるこ
とができた。 

・情報公開については、住民が必要な情報を各課
において、広報紙等を活用し積極的に住民への
情報提供に努め、町政の透明性を高めることが
できた。 
また、個人情報関連においては、各課における
個人情報取扱業務について、毎年度、見直しを
行い個人情報関連業務の適正な執行を図ること
ができた。 

・例規等整備については、法令に従い、条例、規
則等について、新規制定、一部改正等の条文を
精査し、改正や制定改廃を行うとともに、議決、
決裁後の公布手続並びに町例規集の整備を行
い、適正な事務事業の執行につなげることがで
きた。 
また、番号制度導入に伴う例規整備等について
は、「柴田町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条例」及
び「柴田町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条例施行規
則」を制定し、制度導入に対応した。 

・文書管理においては、今後も適正かつ効率的に
事務を遂行できるように文書一元管理を進める
とともに、保存に関しても全課に文書整理・管
理を促し、適正な文書管理を図っていく。 

・情報公開、個人情報、例規整備等については、
国の動向を見据えて対応し、制度の運用や住民
への情報提供を行っていく。 
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5-4-4 効率的な財政運営 （財政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

77 実質公債費比率 ％ 9.9 11.4 3.1 367.7 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・予算編成において、地方債残高及び債務負担行
為等といった債務の上昇を抑えるべく、事務・
事業の選択を行った。この結果、平成 29 年度
決算における実質公債費比率は、3.1％となり、
健全な財政運営が図られた。 

・国による社会保障制度の行方や町の建築物・イ
ンフラ資産の老朽化に伴い、一般財源の使途が
限定的なものとなることで、財政の硬直化が進
むと推測される。 
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5-4-5 住民が主役の財政運営 （財政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・町ホームページや広報しばたにおいて、各年度
の決算状況や財務諸表を掲載する際に、用語の
説明や一人当たりの経費などを用いてわかりや
すく表現した。 

・全国的に地方公会計制度による財務諸表の統一
化が進められており、今後ますます財政状況の
透明化が図られていくと推測される。しかしな
がら、同制度による財務諸表の作成は専門的知
識が必要となる。 
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5-4-6 財政基盤の確立 （財政課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

78 将来負担比率 ％ 64.5 76.4 41.2 185.4 A 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・将来世代への負担を抑えるべく、財政調整基金
及び特定目的基金に積み増しを図ってきた。平
成 29 年度の決算における財政調整基金残高は
過去 高となる約 14 億 8,600 万円となる見込
である。 

・学校給食センター、図書館、総合体育館といっ
た大型プロジェクトが控えており、町債残高の
増加は避けられない状況である。 
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施策５-５ 情報の共有と情報化の推進 

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）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

79 「広報しばた」の閲読率 ％ 86.7 90 - - - 

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・毎月発行している「広報しばた」、月 2回発行
している「広報しばた・お知らせ版」に加え、
ホームページやメール配信、ＳＮＳにより情報
発信している。ホームページは平成 27 年度に
スマートフォン対応、平成 30 年度にアクセシ
ビリティ対応を行い、利便性向上を図った。町
公式フェイスブックの他、図書館専用、まちづ
くり推進センター専用のフェイスブックを開
設している。 

・平成 27 年度に、「総合体育館」・「柴田町版
地方創生総合戦略」について、平成 28年度に、
「公共施設等総合管理計画」・「地方創生」に
ついて、平成 29 年度は、「総合体育館建設基
本計画」についてまちづくり住民懇談会を開催
した。 

・懇談会や町長へのメッセージでの意見を町政に
反映している。 

・議会では町民に開かれた議会を目指し、積極的
な情報公開を進めるため、柴田町議会平成 29
年度 6 月会議より、YouTube を活用して本会議
の様子をインターネット上で配信することを実
施した。 

・広報紙「議会だより」やホームページでは議会
活動について、分りやすく、タイムリーな情報
を提供できるように努めた。 

・情報紙の発行に加え、ホームページやＳＮＳ等
新たな情報発信手段を有効に活用し、また、懇
談会開催等住民との対話による情報提供・共有
の充実を図る。 

・議会の透明性、信頼性を確保するため、情報の
提供・収集の推進の取り組みについては、継
続・拡充をしていかなければならない。 

・今後もＳＮＳの活用や会議録検索システムを導
入するなど、より効果的に情報を提供していく。
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主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・議会懇談会においては、一般懇談会のほか、柴
田高校生とワールドカフェスタイルの懇談会
を実施するなど、議会における情報の提供・収
集の拡充を図った。 

 

【成果指標】 

・策定時現状値は、後期基本計画策定時のアンケ
ート結果による。実績値については、アンケー
ト未実施のため把握していない。 
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5-5-2 情報化の推進 （まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 

 
（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 
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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・業務システムの安定稼動を図るため、本庁と出
先機関を結ぶ情報ネットワークや全国の地方
自治体を結ぶ行政機関専用のネットワークを
整備している。 

・情報の共有化を目的として、グループウェア（電
子掲示板、メール、スケジュール管理等）やフ
ァイル共有システムを導入し、また、文書管
理・財務会計等のシステム化により事務の効率
化を進めている。住民サービスとして、住民情
報、税情報、福祉に関する情報等をシステム化
している。 

・町公式フェイスブックの開設、メール配信サー
ビス等により、様々な情報発信を行っている。

・平成 25 年 5 月 31 日に番号法が公布され、地方
公共団体等が保有する個人情報の連携により、
行政事務手続きの簡素化（所得証明書等の添付
省略）を図っている。 

・平成 28 年度にはインターネットのリスクに対
応するため、情報ネットワークとインターネッ
トの分離、住民情報等を扱う事務での二要素認
証の導入等を実施し、また、毎年実施している
情報セキュリティに関する研修により、個人情
報等を適正に取り扱うスキルの向上を図って
いる。 

・携帯情報端末やＩｏＴ（モノのインターネット）
の普及、ＡＩ（人工知能）の活用等、ＩＣＴに
関する環境が大きく変化し、また、国では、行
政手続のオンライン化やオープンデータの推
進、マイナンバーカードの普及・活用等を推進
している。 

・町民の暮らしを便利にすることを目標として、
情報化の推進を図る。 

 

 



－ 132 － 

 
施策５-６ 広域行政の推進 

5-6-1 広域行政の推進 （総務課・まちづくり政策課）

（目指す姿） 

◎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。 
 

（個別施策の成果指標） 

指標 
番号 

指    標 単位 現状 目標値 
実績 
(見込) 

達成率 評価

－ － － － － － － －

 
（主な推進事業・取り組みの概要） 

○ 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。 

○ 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。 

 
主な取り組みと成果（概要） 課題・今後の方向性（概要） 

・仙南広域行政事務組合との連携については、税
負担の公平性を確保し、税徴収率の向上のため
滞納徴収事務の共同事務や介護保険制度におい
て、介護給付など個々にもっともふさわしいサ
ービス等が提供できるよう公平で公正な審査事
務、ごみ処理・し尿処理などの共同事務を実施
した。 

・広域的な課題について、今後も仙南地域広域行
政事務組合と構成市町と連携し効率的な行政
運営を実施していく。 

・観光面での広域連携では、訪日観光客の受け入
れや誘客推進を目的として県南 4市 9町で「宮
城インバウンドＤＭＯ推進協議会」を平成 29
年 2月に設立し、連携した各事業に取り組んで
いる。 
また、平成 28年 5月から名取川・阿武隈川下流
大規模氾濫時の減災対策協議会の構成員とし
て、情報提供、意見交換等を行い、災害発生時
の相互援助体制整備の一助とした。 

・広域的な連携については、訪日観光客に対応す
るため、宮城インバウンドＤＭＯ推進協議会な
ど、関係市町と更なる連携を進めていく。 
また、災害発生時に備え、引き続き、広域的な
相互援助体制の整備に努めていく。 

・平成 30 年度からは、宮城県と仙南圏域の市町
村で連携し、移住定住に係る施策について検討
し、仙南圏域一体となり事業を実施する予定と
なっている。 

・仙南圏域での市町村連携の移住定住対策につい
ては、始まっているが、定住自立圏構想の研究
が今後の課題となる。 

 


