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は じ め に 

第 5次柴田町総合計画 後期基本計画策定に当たって 
 

本町は、平成 23年 3 月に平成 30年度を目標年次とする第 5

次柴田町総合計画を策定し、町の将来像「みんなで育てる 笑

顔輝く 元気なまち」の実現に向けて前期基本計画（平成 23

年度～26 年度）に基づき各種施策を展開してきました。この

前期基本計画の期間では、甚大な被害をもたらした東日本大震

災からの復旧・復興や、アベノミクスと呼ばれる国の経済財政

対策による地方へのテコ入れ、消費税増税など想定外の大きな

変動の中にあって、計画的なまちづくりを推進してきましたが、

平成 27年 3月に前期基本計画期間の終期を迎えました。 

この度、8年間の基本構想の折り返しに当たり、町のさらな

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

年度）」を新たに策定いたしました。 

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

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

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

目指し、平成 30年度までの施策の方向性を明らかにいたしました。 

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

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

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

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

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

りは本物にはならないと考えています。 

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

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

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

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

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

ご協力に対して、心から感謝を申し上げ、あいさつといたします。 

 

平成 27年 4月 

 

柴田町長 滝 口  茂 
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