
 

 

 

 

 

 

平成３０年度柴田町議会 

３月会議 

 

 

 

施 政 方 針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

柴   田   町 
 



 

 

 

目    次 

 

Ⅰ はじめに ------------------------------------------------------ １  

Ⅱ 平成３１年度予算の概要 ---------------------------------------- ３  

Ⅲ 主な施策の概要 ------------------------------------------------- ５  

１ 「花のまち柴田」のステップアップ ----------------------------- ５  

２ 快適な街並みの整備 ------------------------------------------- ６  

３ 学力の向上と子育て支援 --------------------------------------- ６  

４ 健康タウンしばたプロジェクトの推進 --------------------------- ７  

５ 新たな仕事おこしによる農村や里山の活性化 --------------------- ８  

Ⅳ おわりに ------------------------------------------------------- ８ 



 

- 1 - 
 

本日、ここに平成３０年度柴田町議会３月会議が開会され、平成３１年度

一般会計予算を始めとする関係諸議案をご審議いただくに当たり、私の町政に

対する基本方針と概要を申し述べ、議員各位及び町民の皆様の一層のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

 

Ⅰ はじめに 

今、我が国は歴史的なターニングポイント大変革の時代にあると言われてい

ます。その背景には異なる二つの潮流が絡み合い、渦巻いていることがありま

す。 

一つに、人工知能やＩｏＴ、ロボットの導入等最先端な技術革新の胎動によ

る、いわゆる「第４次産業革命」の流れです。もう一つの流れは、急激な人口

減少と高齢化の進展です。今後、我が国には明るい未来が待っているのか、そ

れとも不安な未来が訪れるのか、予測が難しく混沌としている状況にあります。 

そうした時代の流れの中にあっても確実に言えることは、人口減少の波が、

更に本格化するということです。人口が右肩上がりで増えることを前提とした

考え方や社会の仕組み、経済政策は、人口が右肩下がりで減っていく時代にお

いては通用せず、綻びが目立ってきました。 

それでも国は、今年の１月に景気の好調さが戦後最長を記録したこともあり、

「まだ我が国は、高い経済成長が見込める。」として、米国を除くＴＰＰ（経

済連携協定）の発効による自由貿易の拡大、最先端技術の活用による生産性の

向上やイノベーションの推進、さらに、人手不足に対応した外国人労働者の受

入れといった、新たな経済成長戦略を打ち出しています。 

しかし、冷静に分析してみれば５年８か月にわたり、金融緩和、財政出動、

民間活力の導入の三本の矢で進められてきた我が国の経済成長戦略、いわゆる

「アベノミクス」は、いまだ２パーセントの経済成長を達成できておりません。 

働く人たちの給料が上がっていないため、一生懸命働いても暮らしが良く

なっていないのが実感です。 

それにも増して、これまでの経済の効率化によるリストラや規制緩和による

過当競争、公共サービスの民営化や市場化等によってもたらされた副作用が、

子どもの貧困、所得格差を生み、お金持ちは更にお金持ちになり、貧困世帯は

更に貧困度を高めています。 
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地方においても、いまだ好景気の波が訪れているわけではありませんし、

技術革新の恩恵を受けることもありません。 

それどころか、急激に進行する人口減少や高齢化、若者の流出によって地域

経済は低迷したままであり、ますます縮み志向にならざるを得ない状況となっ

ています。 

確かにアベノミクスによる経済成長戦略は、株価の大幅な上昇や企業の中に

も過去最高の利益をもたらす等、日本経済を回復させる効果があったのは事実

ですが、それが必ずしも生活の向上や地域経済の活性化につながっていないと

ころに跛行性があります。今後さらに、我が国の人口が急激に減るといったパ

ラダイムシフトが起きている中にあっては、これまでの常識や思い込みを改め、

新しい視点や発想で問題解決に取り組むことが不可欠です。経済成長イコール

即生活の豊かさとはなりません。経済成長の果実が公平に再分配され、貧富の

差をなくしてこそ、社会に安定性と活力が生まれるのです。もうそろそろ「経

済成長こそ明るい未来を拓く万能薬」という思い込みは考え直さなければなり

ません。私たちが豊かになるためには、経済政策と社会政策や地域政策との間

でのバランスが必要です。 

既にヨーロッパにおいては、縮小する都市の未来戦略として、シュリンキン

グ政策によるヒューマンスケールのまちづくりが進められています。 

我が国においても、国連が提唱するこれまでの経済至上主義から脱却し、持

続可能な経済成長や社会的包摂、環境保護を目指す「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」を掲げてまちづくりに取り組む自治体が現れています。町としても

地方に漂う停滞感や閉塞感を打開するために、経済と自然の恵みが調和した

地域循環型経済にウエイトを移しながら、貧困や格差の広がりからくる痛みや

一方で経済的な豊かさを社会全体で分かち合い、そして、人と人とがつながり

支え合う地域共生社会の実現を目指してまいります。 

柴田町に明るい未来を引き寄せられるかどうかは、今、私たちが何をするか

にかかっています。そこで今回、８年後のグランドデザインやその実現への

道筋を明らかにした、第６次柴田町総合計画を策定しました。 

まずは、現状の課題をしっかりと分析し、来るべき未来社会の姿を想定した

上で、将来人口を３６，８００人と定めました。柴田町の将来像のイメージを

「笑顔があふれ 誇りと愛着を育む 花のまち」とし、みんなの力を結集して、
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まちを育てていくことにしています。 

具体的な政策として、まず、都市の将来像については議会からの提案もあり

ましたので、第６次柴田町総合計画においては、未来の都市像をコンパクト

プラスネットワーク型とし、集約型の都市づくりを目指すことにしました。

槻木駅周辺、船岡駅周辺、東船岡駅周辺、船迫エリアの４極と農村部とを

ネットワークで結び、自然環境と共生した災害にも強いにぎわいあふれた

楽しく、暮らしやすいまちを創ってまいります。 

特に平成３１年度は、新たに柴田町の都市計画マスタープランと立地適正化

計画の策定に着手します。立地適正化計画においては、都市計画区域内を対象

に、医療、福祉、商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し

集約することで、各種サービスを効率的に提供する都市機能誘導区域と、

一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニ

ティが持続的に維持される居住誘導地区を設定することにしています。 

私としては、東船岡駅を起点に、大沼通線東エリアに都市計画道路新栄通線

を延長し、都市機能や居住機能を集積する計画を基本にし、具体案として都市

機能の増進に著しく寄与する総合体育館や公営住宅の整備を盛り込みたいと

考えています。 

策定に当たっては、都市建設部門だけではなく、医療、保健、福祉、産業、

公共交通、農業、観光、防災部門など、各課と連携して取り組むとともに、

住民の意見や都市計画審議会などの意見を十分に反映させたいと考えていま

す。 

こうしたコンパクトプラスネットワーク型の都市構造の実現に向け、新たな

チャレンジを始める一方で、「花のまち柴田」をテーマとしたプロモーション

活動をこれまで以上に展開し、柴田町のまちづくりに共感を覚える人を増やし

ながら、新たな人の流れをつくり、笑顔があふれ、誇りと愛着を育むまちづく

りを進めてまいります。 

 

Ⅱ 平成３１年度予算の概要  

平成３１年度の国の一般会計予算は１０１兆４，５７１億円で、過去最大を

更新しました。１０月１日からの消費税率の引上げに伴い、幼児教育・保育の

無償化など社会保障の充実が予定されており、地方自治体が自由に使える
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一般財源総額は、平成３１年度地方財政対策において６２兆７，０７２億円と

前年度比５，９１３億円の増となっています。また、国税の増収が見込まれる

ことなどから、国から自治体に交付される地方交付税が、出口ベースで前年度を

１,７２４億円上回る１６兆１，８０９億円となる一方で、赤字地方債である

臨時財政対策債が前年度比で１８．３％と大幅に削減されていることから、

今後、配分額を注視していく必要があります。 

柴田町の平成３１年度一般会計当初予算は、１０月に予定される消費税率の

引上げによる影響を加味しながらの編成となりました。北船岡町営住宅５号棟

新築工事、庁舎耐震化事業及び雨水対策を含めた町道整備事業などを盛り込み、

一般会計の総額は、対前年度比０．８％減の１１７億２，９８９万円となりま

した。なお、国の補助金を活用した東北観光復興対策事業につきましても、

前年度に引き続き予算を計上しています。 

歳入では、町税について、前年度比で６３７万円増の４２億３，３７６万

５千円を見込んでいます。地方消費税交付金は、税率の引上げに伴い、今後

の税収増が見込まれるものの、交付金として払い込まれるまでに一定期間を

要することから、前年度と同額の７億２，０００万円を計上しました。地方

交付税は、国の地方財政計画等を踏まえ、前年度比で５，２９０万円増の

２４億６，２５０万円を見込んでいます。町債は前年度に引き続き、指定避

難所である船岡体育館、東船岡小学校体育館ほか３か所のトイレ改修工事の

財源となる緊急防災・減災事業債や、平成３１年度完成予定の北船岡町営住宅

５号棟新築工事、町道整備事業などの公共事業等債、さらに、普通交付税の

振替分として発行する臨時財政対策債４億４，１９０万円を合わせると

８億８,３３０万円となりますが、前年度比では、１億６，０７０万円の減となり

ます。これにより、平成３１年度末における町債残高は、１４５億２,３３５万

９千円となる見込みです。 

歳出については、消費税率の引上げに伴い、委託料を含む物件費の増加率が

特に高くなっています。費目別にみると、予算全体に占める割合が最も大きい

のは、社会保障施策経費である民生費で３１．６％を占めています。次いで

総務費が１３．７％となりました。これは、庁舎の耐震補強等設計に取り組む

ことによるものです。このほか、土木費が１２．６％、教育費が１０．７％、

衛生費が１０．５％を占めています。 
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一般会計と５つの特別会計、水道事業会計を合わせた予算総額は、前年度比

１．５％増の、２２１億７，８２７万７千円となりました。 

予算編成に当たっては、増え続ける行政需要に対し、財源の確保が難しい状

況となっていることから、財政調整基金から３億６,４７７万５千円もの繰入

れを余儀なくされましたが、国や県の補助制度などを積極的に活用することで、

幅広い事業が展開できる予算を編成しました。今後、事業の効果を最大限引き

出せるよう効率的で適正な予算の執行に努めてまいります。 

 

Ⅲ 主な施策の概要 

平成３１年度の主な施策としては、老老介護や健康問題、子どもの学力向上や

貧困問題等、足元で起きている社会的なリスク要因の解決に取り組むとともに、

未来への飛躍のために、外国人の里山文化への関心や若者の田園回帰の流れを

受け止め、サイクルツーリズムやガーデンツーリズムといった、新たな切り口

からの人や投資を呼び込む政策を基軸に、５つの重点項目を掲げ、町政を運営

してまいります。 

 

１ 「花のまち柴田」のステップアップ 

一つ目は、「花のまち柴田」のステップアップです。 

これまで船岡城址公園では、３月のスプリング・フラワー・フェスティバルに

始まり、４月の桜まつり、６月の紫陽花まつり、９月の曼珠沙華まつり、そして

１０月には大菊花展と四季折々の花が楽しめるイベントを展開してきた結果、

柴田町の知名度もだいぶ高まってきました。 

また、昨年は、船岡城址公園山頂の船岡平和観音の足元に、宮城県造園

建設業協会青年部の皆様の手作りで見事な日本庭園を作庭いただきましたし、

絹引きの井戸がある二ノ丸を憩いの広場として整備することで、新たに歴史

文化的な見どころが加わるなど、今年はさらに集客力が高まることを期待し

ているところです。 

これまで以上に、観光客の絶対数を増やしていくためには、歴史的な面か

らの船岡城址公園の整備や白石川千桜公園でのガーデンツーリズムの推進

を図るとともに、さらに、オフタイム、オフシーズン対策にも力を入れてい

くことが必要です。今後、１２月開催のファンタジーイルミネーションを
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拡充するとともに、商店街でのイルミネーションや光り輝けメタセコイアの

奇跡との連携を強化し、冬の夜長に幻想的な光の世界を演出するナイトツー

リズム（夜景観光）といった新たな切り口から、「花のまち柴田」のステップ

アップを図り、商店街や地域の活性化につなげてまいります。 

さらに、東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会におけるベラルーシ

共和国のホストタウンとして、新体操ナショナルチームの事前合宿を受け入れ、

選手たちとの国際交流を進めます。 

 

２ 快適な街並みの整備 

二つ目は、快適な街並みの整備です。 

人口減少時代を迎え、まち中においては、空き店舗、空き家、駐車場が増

え、市街地の空洞化が目立ってきました。まち中を活性化させるためには、

まず、道路、公園、住宅、下水道といった社会インフラを計画的に整備する

とともに、水害対策などの防災、減災、さらに、防犯や交通安全への対応と

いった、安全で快適なまちをつくる必要があります。 

こうした社会基盤を整備した上で、美しい自然環境の中で人と人とがつな

がり、文化や芸術を感じながら、またスポーツに感動しながら、豊かな暮らしを

営むことができる、質の高い魅力的な街並みの形成を目指してまいります。 

特に、若い人たちに「住みたいまち」として選んでいただくためにも、

総合体育館や図書館といったスポーツ、教育・文化環境を整えていくことは

大変重要ですので、今年は、２０２０年度に、総合体育館の建設地である

旧不二トッコン跡地の造成工事に着手できるよう、各関係機関との調整を

図るとともに、新図書館としばたの郷土館を核とする文化エリアの利活用に

ついても検討してまいります。 

 

３ 学力の向上と子育て支援 

三つ目は、学力の向上と子育て支援です。 

子どもたちが安全で快適な学校環境で学べるよう、これまで学校の耐震化や

トイレの洋式化、ＦＦ式暖房機の設置など学習環境の改善に努めてきました。 

また、柴田町への愛着や誇りを持ってもらい、英語で柴田町の美しい桜並

木を紹介できるよう「ＳＡＫＵＲＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」を推進してきました。 
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さらに、今年は、昨年の酷暑を踏まえた対策として、全小中学校の普通

教室や特別教室にエアコンの設置を進めていくとともに、東船岡小学校の

大規模改造工事の補助申請が認められるよう国に対する要望活動を強化し

てまいります。 

次に、昨年の全国学力テストでは、仙台市を除く宮城県の平均正答率が

小学校で全国最下位、中学校で下位となったことから、町においても教育

委員会や学校、そして保護者の皆様と一体となって、学力の向上を図って

まいります。具体的には、県に対し授業改善を行うための指導主事の派遣を

要請し、また、英語教育の強化のためにＡＬＴを増員し、４人体制にするこ

とや、町独自の学力テストを小中学校全ての学年で実施してまいります。 

また、０歳から２歳までに多い保育所等利用待機児童の解消に向けて、

昨年、船岡新田地区に開園した民間の小規模保育施設に加えて、今年４月には、

槻木地区に新たに２か所の小規模保育施設が開所する運びとなっています。 

平成３１年１０月から予定されている「幼児教育の無償化」を見据えて、

今後さらに、子育て支援サービスの需要が増えることが予想されますので、

民間による児童福祉施設の誘致に努めてまいります。 

 

４ 健康タウンしばたプロジェクトの推進 

四つ目は、健康タウンしばたプロジェクトの推進です。 

２０２５年までに７５歳以上の後期高齢者の数が急速に増えることが想定

されています。介護施設や在宅サービスを更に増やさざるを得ない状況となる

ため、医療費や介護費用の増大が危惧されるとともに、医療・介護の担い手

不足や老老介護の問題、一人暮らし世帯の孤立や買い物難民の発生など、

超高齢社会の進展に伴う様々な問題が噴出しております。 

今後、高齢者の皆様が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、

医療、介護、住まい、生活支援、介護予防を一体的に提供するための地域包括

ケアシステムの構築に努めてまいります。 

また、昨年から仙台大学に委託してスタートした、スポーツを始めるきっ

かけづくりやスポーツの習慣化を目指す「健康タウンしばたプロジェクト」

を、各行政区や企業などにおいて展開し、スポーツ実施率を５０パーセント

に引き上げることで、健康づくりや介護予防に努めてまいります。 



 

- 8 - 
 

５ 新たな仕事おこしによる農村や里山の活性化 

五つ目は、新たな仕事おこしによる農村地域や里山の活性化です。 

農村地域や里山においては、自然や景観、歴史や伝統文化などの豊かな資

源を活用し、農産加工、産地直売所、農村レストランなどの取組が行われて

います。最近では、どぶろくや醸造酢の製造販売、新たなアウトドアとして

のグランピングの開設など、仕事おこしの動きが活発化すると同時に、都会

の若者に広がる田園回帰の流れや、農村地域や里山の魅力を訪ね歩く、フッ

トパスやサイクルツーリズムによって、新たな切り口からの人の流れが見ら

れるようになっています。 

こうした人の流れを仕事おこしに結びつけるために、地方で新規ビジネス

に挑む起業家や地域住民とのつながりを強化する中で、観光イベントや農業

体験などのグリーンツーリズムを推進し、里山ビジネスや集落ビジネスの

振興を図ってまいります。農村地域や里山に様々なビジネスを起こすことで

働く場を確保し、移住定住者を増やしてまいります。 

 

Ⅳ おわりに 

団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年問題に対し、ある程度の目途が立っ

たと思っていた矢先に、今度は、１．５人の現役世代で１人の高齢世代を支え

なければならなくなる２０４０年問題がクローズアップされています。 

確実にやって来る超高齢社会の中で、これからの地域社会や自治体がどのよ

うになるのか、自治体の未来に対しどのように向き合えば良いのか、まずは、

その課題をしっかりと分析した上で、課題に対する効果的な処方箋を示してい

きたいと思っています。 

しかし、その役割を担う我々自治体の前には、乗り越えなければならない三

つの壁が立ちはだかっています。 

一つ目は、グローバル化や行政の広域化への対応です。 

みやぎ県南中核病院を核とする仙南医療圏における救急医療体制の在り方、

交通弱者に対する公共交通による移動手段の確保問題、災害発生時における

相互援助体制の確立等、柴田町だけでは対応できない、広域的な課題が山積み

となっています。 

さらに、インバウンドやサイクルツーリズム、ガーデンツーリズムの盛り上
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がりの中で、今後は、広域的な観光周遊ルートの整備にも取り組んでいかなけ

ればなりません。 

町としては、これまでの行政分野にとどまらずその守備範囲を広げ、グロー

バル化への対応や広域連携において中心的役割を担い、率先してリーダーシッ

プを発揮してまいります。 

二つ目は、業務量の増加に対するマンパワー不足の問題です。 

自治体においては、少子高齢化社会を迎え次々に起きる行政課題の解決に

向けた新規事業や各種計画づくり等によって、業務量が一段と増える一方と

なっていますが、反面、なかなか一気に職員を増やせない財政状況にあります。 

さらに、土木技術者や保健師、保育士等、専門職の人材確保が難しくなっ

ています。 

今後、業務の効率化や外部化を進め、業務量の削減を図ると同時に、職員の

意欲や能力を十分に引き出しながら、情熱をもって現場に飛び込み、地域住民や

外部人材の方々と一緒に汗をかきまちづくりに関わる、これまでとは一味違う

「公務員らしからぬ公務員」を育て、マンパワーの不足に対応していきたいと

考えています。 

三つ目は、脆弱化する財政基盤の問題です。 

地方では、いまだ経済の豊かさを実感できていないことを裏付けるかのよう

に、住民税においてはほとんど伸びがありません。一方で、２０年来、民生費

は増えるばかりとなっています。 

今後、ますます増える財政負担に対し、１０月１日から消費税率が８パー

セントから１０パーセントに引き上げられますが、地方自治体への配分割合

である０．５パーセントの地方消費税額分については、いまだその額がどの

くらい配分されるのか不透明のままで予測ができません。 

自治体の財政は国の財政政策と密接に関わりますので、町独自で取り組める

財政健全化に向けた手段は限られますが、できるところから業務を見直し財政

改革に取り組んでまいります。 

まず、歳入の確保については、政策力や構想力を磨き、国の地方創生交付金

や東北観光復興対策交付金、県の市町村振興総合補助金の活用やふるさと納税

での寄附金の確保、さらに、ＰＦＩ等による民間資金の調達等、いわゆる行政

の稼ぐ力を強化し、財源の確保に努めてまいります。 
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歳出の見直しについては、行政コストの効率化や財政の平準化に資する公共

施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、公共施設を総合的かつ

効率的に管理運営する公共施設マネジメント等を推進し、財政基盤の強化に

つなげてまいります。 

お陰様で、これまで「花のまち柴田」をテーマに進めてきた地方創生事業が

功を奏し、柴田町の知名度は着実に高まってきました。住民や観光客からは、

「福島県の花見山をしのぐ、花のまちになるのではないか。」との評価や期待

の声が寄せられるまでになっています。 

しかし、まだまだ観光客の絶対数が足りません。これまで以上に知名度の

向上や集客力のアップを図るため、花をテーマに地域をデザインし、まずは

Ｂ級観光地としての地位を確保できるよう観光戦略を強化し、人や投資を呼び

込み、柴田町を盛り上げてまいります。その目標として、桜まつりの観光客

２５万人から５０万人へ、うち外国人観光客５千人から１万人へと倍増させる

気概を持って、今後、観光戦略を展開してまいります。 

年々財源が細る中、今後も綱渡りの行財政運営を強いられる厳しい局面が

続きますが、経済環境と生活環境の両面から魅力のあるまちづくりを進め、

働きやすく、みんなが幸せに暮らせるまちづくり、地域づくりを目指してま

いります。 

マザーテレサの言葉ですが、「暗いと不平を言うよりも、あなたが進んで

明かりをつけなさい。」との言葉を教訓として、平成３１年度の町政運営に

おいては、常に未来を見据え、時代の変化を先取りした政策力と地域経営力

を育みながら、率先して行動してまいります。今後とも住民の皆様の多種

多様な行政ニーズに誠実に対応していくことで、役所への信頼感を高め、

「頼りにされる町政運営」を心掛けながら明るい未来を切り拓いてまいります。 

「明るい未来は拓けると思えば拓けますし、最初から拓けないとあきらめては

拓けません。」 

町民の皆様と一丸となって「花のまち柴田」をテーマに、コンパクトプラス

ネットワーク型のまちづくりの実現に向けて果敢に挑戦することで、柴田町の

明るい未来を引き寄せてまいります。 

議員各位のご理解、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 


