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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第３編 地域計画 

１ 地域計画の概要 
 

地域計画は、もっと住みよい地域にするため、地域の皆さんが生活の場である地域

を点検し、知恵を出し合いながら行政区の将来像（目標）と目標実現の方法をまとめ、

みんなで取り組んでいく５か年の計画です。 

 
図表 柴田町の行政区界 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

－ 111 － 

 第３編 地域計画 

第 1区 
 

第 1区 
世帯と人口 面積 

282世帯 635人（男 312人 女 323人） 0.54平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

仲良く・安全・安心に暮らせる地域を目指して 

地域の良いところ 

・船岡城址公園に隣接しているため、公園入口に 1区花壇を作り公園に来る人達をもてなしている。 
・地域の住民は安心して住みよい地域を目指して「みんな仲良く・明るく楽しく助け合いながら生活していこう」と 
 いう思いがうけ継がれている地域です。 
・自治会活動は積極的でリーダーを尊重し、支え合う環境がつくられており地域の行事やいこいの日等懇談会 
 などにおいても参加者が多い。 

地域の課題 

・高齢化が進み、高齢者のみの世帯が多くなってきている。 
・家庭ごみの出し方のマナーが悪い。 
・車の通行が多く、交通安全に不安がある。 

地域づくりの基本方針 

・安全で安心して暮らせる地域。 
・災害時に住民が協力できる地域。 
・住民が安心して住みよく暮らせる高齢者や障害者にやさしい地域。 
・生活マナーが向上し暮らしやすさを感じられる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 
・道路清掃事業 
・集積所管理事業 
・1 区花壇整備 

（健康） 
・スポーツ大会参加促進事業 
・区民スポーツレクリエーション
大会 
・区民グラウンドゴルフ大会 
・区民健康づくり 

（福祉） 
・敬老会事業 
・「いこいの日」参加促進事業 

（安全・安心） 
・防災対策 炊き出し訓練 
・あいさつ声がけ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 2区 
 

第 2区 
世帯と人口 面積 

209世帯 465人（男 233人 女 232人） 0.13平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安全で、誰もが暮らしやすい二区 

地域の良いところ 

・駅、役場、郵便局、銀行などが地区内に揃っていて暮らしやすい。 
・ごみ分別のルールが守られるようになってきた。 
・電線にカラス排除の工事を行ってからは、カラスのフン被害が少なくなった。 
・高齢者や一人暮らしの世帯が多いが、近所同士の挨拶や声掛けなどがある。 
・「いこいの日」「敬老会」「秋祭り」など様々な地域行事が開催され、地域住民の交流、親睦の場となっている。 
・駅前公園、地区集会所が災害時の避難、集合場所として活用できる。 
・人の往来が多い割に、これといった犯罪発生が少ない。 
・毎年、年末に「火の用心」を呼びかけながらの防火パトロールが行われている。 
・新旧住民の交流があり、互いに協力し助け合う雰囲気がある。 

地域の課題 

・高齢世帯の増加が進んでいる。 
・小中学生の減少により、子供会活動に支障が出てきている。 
・現役世代の減少により、町内会活動全般、スポーツ活動への参加者確保が難しくなってきている。行事参加
者の固定化。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・小売店舗が減少し、郊外の大型店へ行くには不便。 
・公園などが不足。 

地域づくりの基本方針 

・住民が互いに助け合い、協力し合って、暮らしやすい地区をつくる。 
・住民、とりわけ子供や高齢者、障害者の事故がない安全な地区をつくる。 
・激化する自然災害に備え、万が一の場合も協力して対応できる地区をつくる。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（福祉） 
・いこいの日 
・敬老会 

（防災） 
・防災事業（防災訓練、備品整備、 
マップ作成、講座の開催） 

（文化） 
・秋祭り 
・子供と大人のクッキング 
・町民玉入れ競技会への参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 5 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 3区 
 

第 3区 
世帯と人口 面積 

393世帯 910人（男 467人 女 443人） 0.58平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・人と自然とがふれあう、安心・安全で住みよい地域づくり 
・笑顔と思いやりの心でお互いに助け合える地域 

地域の良いところ 

・豊かな自然に恵まれている。 
・集会所など地域の人が集まる設備が整っている。 
・雑音や公害がなく静かで生活がしやすい。  
・公園・緑地・広場など整備されている。 
・近くに城址公園・図書館・広場（グラウンドゴルフ場）、白鳥神社 春と秋例大祭・初詣・どんと祭。 

地域の課題 

・樹木伐採によるがけ崩れの心配。 
・一部に集中豪雨による冠水被害が発生する。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・ゴミ出しマナーが悪い。 
・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・災害時、緊急時の対応が難しい。 

地域づくりの基本方針 

（教養福祉部関連） 
・見守り、声掛け、班およびとなり近所のあいさつ、講座、講演会の実施。 
・若者が参加出来るイベイトの開催。 
・子供会と老人会の共同美化(花作り)等。 
（環境・衛生部関連） 
・ゴミのポイ捨て対策。 
・資源回収。 
・危険な場所のパトロール。 
・雑草等の美化。 
（自主防災部関連） 
・防災・防犯・防火対策の充実と災害時等でも安全にかつ安心して生活出来る地域を目指していく。 
・地域内の総点検。(危険個所・街灯・防犯灯・暗がり箇所) 
・あいさつ・声かけ等の励行と掲示板を活用した周知徹底。 
・夜間の防火・防犯パトロール。 
・防災・防火訓練・研修の実施予定。 
（保健体育部関連） 
・スポーツ活動により交流を推進し健康増進を図ります。 
・『歩け歩け運動』等みんなが参加しやすいイベントを開催します。 
・高齢者の健康増進のため各種愛好会活動を活性化します。 
・健康な生活を送るため健康増進セミナー等を開催します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（保健体育） 

・夏祭り大会 

・体育祭 

・いも煮会 

・パークゴルフ大会 

・健康づくりセミナー 

（環境・衛生） 

・一斉清掃 

・道の日クリーンキャンペーン 

・自主清掃 

・花いっぱい運動 

・ごみ出しマナーの向上 

・段ボール回収の実施 

（教養・福祉） 

・高齢者対策 

・敬老会 

・「さくらの日」 

（自主防災） 

・自主防災活動 

・防犯灯の取替・新規設置 

・夜警 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 4区 
 

第 4区 
世帯と人口 面積 

278世帯 622人（男 315人 女 307人） 0.82平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

あいさつかわし支え合う 4区 

地域の良いところ 

（環境） 
・自然環境に恵まれている。 
・駅に近い。 
・静かな住宅地。 
（福祉） 
・病院や役場が近くにある。 
・高齢者の交流の場を設けている。 
・近所づきあいがある。 
（防災・防犯・交通） 
・自主防災や婦人防火クラブの組織がある。 
・学生の通学路になっていて、人の動きがあり活気がある。 
（生活） 
・近所どうしの交流がある。 
・住みやすい。 
・学生のアパート入所者が多く、若々しい雰囲気がある。 

地域の課題 

・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・世代間コミュニケーションを図る必要。 
・学生の生活マナーが悪い。 
・大雨時に冠水の恐れがあるエリアがある。 
・生活道の夜間照明が不十分で、防犯や交通事故への不安がある。 
・自動車の交通量が多く交通安全に不安。 
・地域活動に無関心な住民が多い。 

地域づくりの基本方針 

「元気にいつまでもここに住み続けたい」との気持ちを大切に、人と人の結びつきを大切にしながら、みんなで協
力して実践できるように 3つの基本方針を掲げました。 
 1．元気に安心して暮らせる地域にします。 
 2．お互いにあいさつかわす地域にします。 
 3．あたたかさを感じる地域にします。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・道路一斉清掃活動 

・ごみの分別徹底活動 

・公園清掃と整備活動 

・環境パトロール 

・花の植栽活動 

・資源回収活動 

（防災） 

・地域の総点検事業 

・あいさつ・声がけ運動 

・防災機器、用具整備事業 

・防犯・交通安全教室開催 

（文化） 

・ふれあいの日支援 

・敬老会開催 

・生活お助け隊編成 

・おしゃべりサロン開店 

・教養講座開催 

（体育） 

・区民レク開催 

・玉入れ大会開催 

・区内散歩コース整備 

（総務） 

・第４区かわら版発行 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 5区 
 

第 5区 
世帯と人口 面積 

157世帯 394人（男 205人 女 189人） 0.08平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安全・安心に暮らせる地域を目指して 

地域の良いところ 

地域住民は「みんな仲良く、明るく、楽しく生活していこう」という思いが受け継がれており、高齢者層を中心に寛
大な心を持ち合わせており、相手を受け入れようという素地ができている地域である。そのため若者層も高齢者
や障がい者への思いやりや気遣いがあり、居心地の良いコミュニティを形成している。一例を挙げれば、自治会
活動に積極的で、リーダーを尊重し支え合う環境が醸成されており、地区の行事や懇談会などにおいても参加
者が際立って多い。 

地域の課題 

・一人暮らしの高齢者世帯が増加している。 
・ゴミ出しマナーが悪い人がいる。 
・ペットの飼育、散歩マナーが悪い人がいる。 
・狭隘道路が多く、交通安全に不安がある。 
・防犯灯が不十分で、夜間の防犯、交通安全に不安がある。 

地域づくりの基本方針 

・安全で安心して暮らせる地域。 
・災害時に住民が協力できる地域。 
・住民が安心して住み、高齢者や障がい者にやさしい地域。 
・生活マナーが向上し、暮らしやすさを感じられる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・道路清掃事業 

・集積所管理事業 

・リサイクル促進事業 

（健康） 

・スポーツ大会参加促進事業 

・町民玉入れ大会参加事業 

・みどりの日参加促進事業 

・高齢者健康増進事業 

（コミュニティ） 

・区民レクリエーション大会

事業 

・新年交流事業 

・敬老会事業 

・夏祭り事業 

（安心・安全） 

・防災対策事業 

・防犯対策推進事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 6A 区 
 

第 6A区 
世帯と人口 面積 

672世帯 1,616人（男 817人 女 799人） 1.65平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

スローガン：「マナーが一番 笑顔で挨拶」 

キャッチフレーズ： 
地域の人々との出会いを大切に「挨拶」に心がけよう。 
新栄通りから舘山を見よう、そして、散歩コースに入れよう。 

地域の良いところ 

（環境） 
・公共施設が多い。 
・商業地、住宅地が混在しており活気がある。五間堀には淡水魚、新栄通には二度咲き桜並木があり自然環境
にも恵まれている。また昼間は大学生等で活気がある、夜間は静かで環境が良い。 

（福祉） 
・行政が行っている福祉サービスを周知、徹底を図っている。 
（防災・防犯・交通） 
・防災時の役割、分担を決めて、常日頃の訓練により意識の向上に努めている。 
・地域の防犯は近所付き合い、連携強化に努めている。 
（生活） 
・地域の近くには大型店があり日常生活を営むことが容易。 
・中学校、県立支援学校、仙台大学、自衛隊駐屯地が有り多くの若者世代の交流を図ることが出来る。 
・医院が付近にあり心強い。 

地域の課題 

・ごみのポイ捨てが多い。 
・耕作放棄地が目につく。 
・特にアパート住民の生活マナーが悪い。 
・住民同士のコミュニケーションが希薄。 
・世帯数が多く、情報の周知、徹底が難しい。 
・住宅建設に排水施設が追い付いていない。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・環境保全活動する区民を増やし、ごみのない地域にします。 
（地域活性化） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域を目指します。 
（環境活動） 
・道路一斉清掃活動の実施します。 
（交通安全部会） 
・防災マップの作成をします。 
・高齢者を火災から守る事業をします。 
（美しい環境を守り育むために） 
・地域を花できれいにします。 
・ガーデニング講座を定期的に実施します。 
（助け合い、ふれあいがあふれるまちづくり） 
・あいさつ運動で地域のつながりを深めます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康） 

・地区スポーツ大会 

・スポーツ大会参加 

・小グループ健康推進活動育成 

（安全・安心） 

・あいさつ・声がけ運動 

・地域の総点検事業 

（従来活動） 

・夏祭り 

・敬老昼食会 

・地域の総点検事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 6B 区 
 

第 6B区 
世帯と人口 面積 

317世帯 812人（男 415人 女 397人） 0.38平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「老若男女が集える地域」 
・安全・安心に暮らせる世代交流の有る地域 
・お互いに相手を重んじる地域 
・生きがいを感じる地域 

地域の良いところ 

（環境） 
・一般家庭ではごみの収集、ペットの飼育などのルールやマナーを守っていて生活環境が良い。 
・自然環境に恵まれている。 
（福祉） 
・民生委員を先頭に独居の高齢者の見守りをしている。 
（防災・防犯・交通） 
・災害対策資材倉庫を設け、毎年資材の拡充をしている。 
（生活） 
・近所どうしの交流がある。 
・自然環境に恵まれている。 
・買い物はスーパーが近くにあり便利。 

地域の課題 

・町営住宅のゴミ出しのマナーが悪い。 
・高齢者の通院に不便な地域。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・環境保全活動をする区民を増やし、ごみのない地域にします。 
・誰もが安心して暮らせる犯罪の無い地域づくり。 
（地域活性化） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域を目指します。 
・区民の誰もが参加できる行事の開催。 
・助け合い、ふれあいがあふれる地域づくり。 
（環境部会） 
・道路一斉清掃活動の実施。 
・下水道未整備の為、消毒薬剤の配布。 
（防災安全部会） 
・防災マップの作成。 
・高齢者を火災から守る事業。 
（美しい環境を守り育むために） 
・花の植栽活動の促進。 
・環境美化活動の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康） 

・区民運動会 

 

（安全・安心） 

・あいさつ・声がけ運動 

・地域の総点検事業 

（衛生） 

・消毒薬剤配布 

（環境） 

・花いっぱい運動 

（福祉） 

・敬老昼食会 

・いこいの日 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 7A 区 
 

第 7A区 
世帯と人口 面積 

165世帯 402人（男 197人 女 205人） 0.08平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

『住んで楽しい おらが街』を目指して 

地域の良いところ 

・区民の多くは、長期にわたり居住しており、近所の助け合いやお互いの立場をよく理解し、自由に意見を出し
合える良い雰囲気がある。 
・日常生活における利便性が良い。 

地域の課題 

・少子高齢化が顕著。高齢者が安心して住める地域づくりを進める必要。 
・区活動への若い世代の参加。 

地域づくりの基本方針 

（安全で安心して暮らせる地域） 
・太子堂地区では活発に地域活動やイベントを開催していますが、より多くの区民が参加するよう体制づくりに
努めます。 
・緊急時には共助の精神が重要な鍵となりますので、近隣の若年世代が区の運営に参画しやすい組織づくりに
努めます。 

（災害時に区民が協力できる地域） 
・災害時において、区民が冷静に避難や救護活動などができるよう、自主防災組織の能力を高めていきます。 
・災害時にも共助の精神が必要です。自宅や家族の安全が確認された場合には、地域の防災活動や復旧活動
に参加する精神を醸成していきます。 

（美しい生活環境を保全できる地域） 
・公園、道路、側溝など、地区内の公共スペースを美しく保つため、ゴミの出し方を守り清掃活動をとおして、環
境衛生に対する区民の意識を高めます。 
・船岡中央公園が、子どもから高齢者までが楽しく集えるよう環境整備を進めていきます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境業務） 

・公園及び側溝清掃 

・樹木の剪定及び遊具の点検 

（福利厚生） 

・押し花教室 

・いこいの日 

・夏祭り行事 

・敬老会行事 

（総務） 

・元旦祭（太子神社） 

（体育） 

・各種スポーツ大会参加 

（防災） 

・婦人防火クラブ 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 7B 区 
 

第 7B区 
世帯と人口 面積 

427世帯 1,102人（男 522人 女 580人） 0.20平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

“思いやり”あふれる地域 ７Ｂ区 

地域の良いところ 

・小・中学校に近接し、通学条件に恵まれ教育環境に優れている。 
・ＪＲ船岡駅まで徒歩約 15分程度と通勤面でも恵まれている。 
・周辺には病院、買い物施設等も多数存在し、日常生活の利便性が非常に高い地域。 
・地域全体が平坦地で比較的自然災害が発生しにくい地域。 
・お互いに支え合う風潮が醸成され、各行事が地域住民の協力のもと盛大に行われている。 
・防災資材倉庫を設置し、防災資材の拡充を図るとともに、毎年防災訓練を実施し、住民の防災意識の高揚に
努めている。 
・スポーツ愛好会を中心に積極的にスポーツに取り組んでいる。 
・ダンベル体操や社交ダンス等健康維持に努めながらコミュニケーションの醸成を図っている。 

地域の課題 

・アパート住民のゴミ出しマナーが悪い。 
・少子高齢化が進んでいる。 
・大雨時に冠水の恐れがあるエリアがある。 

地域づくりの基本方針 

・思いやりにあふれた笑顔の絶えない地域。 
・安全に安心して暮らしていける地域。 
・お年寄りを尊敬し、子どもの健やかな成長を見守れる地域。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・挨拶、声掛け運動 

・町内会お知らせ版発行 

・ごみ出し対策 

・道路一斉清掃 

・子ども会資源回収 

・夏祭り 

（福祉） 

・高齢者、障害者見守り、 

声掛け運動 

・敬老会事業 

（防災・防犯・交通安全） 

・災害時要支援者マップ 

作成事業 

・防災資器材整備、災害時

食料備蓄 

・防災訓練 

・通学路歩道除雪、融雪事業 

・防犯灯、交通安全設備の

整備検討 

（健康） 

・スポーツ愛好会活性化事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 3 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 8区 
 

第 8区 
世帯と人口 面積 

307世帯 776人（男 384人 女 392人） 0.26平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「安全・安心：思いやり：支えあい：助け合い」 

地域の良いところ 

地域内の中心部に船岡小学校、船岡公民館、近隣に柴田消防署、柴田交番があり住みやすい居住環境。 

地域の課題 

・世代を超えた交流がない。 
・船小東側地域の道路が県道 50号とＪＲ東北本線間だけで避難経路が不安である。 
・台風等で冠水する道路がある。 
・災害時に備え避難経路の周知。 
・高齢化が進んでいる。 
・ごみ集積所へのごみの出し方。 

地域づくりの基本方針 

第 8区に安心して居住・生活ができる地域にするために、お互いが同じ立場で協力し合い地域づくりに取り組
み、キャッチフレーズ「安全・安心：思いやり：支え合い：助け合い」を合言葉に魅力ある地域づくりを目指す。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・防災部） 

・交通事故・犯罪のない地域 

・火災や災害（台風・地震）に強い地域 

・自主防災訓練 

・災害用品等の備蓄 

・危険箇所の調査 

・防犯灯の新設 

（衛生・環境部） 

・環境美化活動（毎月第 2日曜・地域の

清掃日）の実践 

・ごみ集積所へごみの出し方（マナー） 

・犬の散歩中（糞処理） 

・小・中学校の資源回収への協力 

（体育・福祉部） 

・スポーツ（区民レク大会）を通じて親睦

と交流を図る 

・年長者に感謝（敬老会・きてけさい等） 

・町開催事業（球技大会等）参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 

 



 

－ 121 － 

 第３編 地域計画 

第 9A 区 
 

第 9A区 
世帯と人口 面積 

427世帯 1,030人（男 525人 女 505人） 0.36平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

諸先輩の方々が地域発展に努力されてきた古き歴史と白石川の土手に咲き誇るさくらの景観・蔵王連峰を仰ぐ
自然環境に恵まれた地域で住民みんなが快適に元気で明るく暮らせる土手内を目指します。 
・白石川とさくらを活かしふれあう土手内 
・安心・安全に暮らせる土手内 

地域の良いところ 

・白石川が流れ、千本桜並木があり豊かな自然がある。 
・騒音や公害がなく、静かで住みやすい。 
・地域の人が集まり、活動できる集会所がある。 
・夏祭りやミニ体育祭などの行事があり、人々と交流が出来る。 
・公園がある。 
・安心して子育てが出来るところである。 
・下水道が整備されている。 
・土手内に住み続けたい人が多い。 

地域の課題 

・道路が狭い、5号線の改良（車道・歩道）、41号線の改良。 
・街灯の新設、設置高さの統一、LED化の整備。 
・側溝の全面改修（2丁目）。 
・白石川旧牛放牧地のスポーツ施設への改修。 
・公園、広場の整備および 3 丁目への公園の増設。 
・土手内 3丁目の災害用広報スピーカーの設置。 
・白石川増水時の危険水位点滅装置の設置。 
・公園内にふれあいサロン施設の設置。 
・雨の日も気軽に遊べる公園。 
・子どもたちのためのまちづくり。 
・9A、9B両行政区による新しい土手内づくり。 
・誰もが集える事業の創造。 
・土手内公園既存施設の新しい活用法。 
・公園、河川敷の美化活動のあり方。 
・防災避難訓練のあり方。 
・福祉防災マップの作成。 
・火災や地震などの災害が心配。 
・交通ルール。 
・犬、猫の飼育マナー。 
・子ども、高齢者、身障者等の見守り、声掛け運動。 
・日常生活に必要な買い物が不便。 
・若者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

人口減少や少子高齢化が進む中、住みよいまちづくりのための町内会運営を皆で協力して取り組むよう努めて
いきます。 
・元気に楽しく助け合う土手内・・・共助の精神。 
・明るく気軽に声をかけあう土手内・・・協働の精神。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（住民活動） 

・9A・9B合同ふれあい in 夏まつり 

・老若男女集う体育祭 

・住民との交流観桜会 

・季節の花で美化植栽活動 

（防火防災活動） 

・年度防災訓練計画 

・一人暮らし要援護者用支援体制地図

作成 

（福祉活動） 

・町内地域づくりのプロジェクトチーム

育成 

・集会所無料によるお茶のみ交流開放 

・敬老会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 9B 区 
 

第 9B区 
世帯と人口 面積 

137世帯 293人（男 146人 女 147人） 0.09平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

お互いに助け合い、安全・安心・明るく 

地域の良いところ 

（環境） 
・白石川堤一目千本桜に隣接しているなど豊かな自然に恵まれている。 
（福祉） 
・地区敬老文化祭や憩いの日などの催しがある。 
（防災・防犯・交通） 
・通勤、通学に不便を感じない。 
（生活） 
・騒音や公害がなく、静かで生活がしやすい。 

地域の課題 

・花づくり、緑化、清掃などの地区の環境整備活動が必要。 
・子ども、高齢者、障がい者などを支援する活動が必要。 
・火災や地震などの災害時に不安を感じる、 
・交通ルール（自転車等）を守らない人がいる。 
・日常生活に必要な買い物が困難。 
・生活マナー（ペットの飼育、ゴミ出し等）を守らない人がいる。 

地域づくりの基本方針 

・お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域。 
・高齢者などが安心して安全に暮らせる地域。 
・防災、防犯、防火の対策が充実し災害時などでも安全に安心して暮らせる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・環境美化活動 

・道路愛護活動 

（福祉） 

・憩いの日 

・地区敬老文化祭 

（防災・防犯・交通） 
・自主防災訓練 

（生活） 

・ウォーキング大会 

・新春交歓会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 10 区 
 

第 10区 
世帯と人口 面積 

585世帯 1,377人（男 691人 女 686人） 0.55平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

強い絆で結ばれ明るく元気な 10区～みんなでつくる住み良い地域～ 

地域の特徴 

・国道 4号線を挟むように地区が南北に分断している。 
・豊かな自然に恵まれ静かで住みやすい地域である。 
・近くに駅やスーパー、病院など日常生活に便利な地域である。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・ゴミのポイ捨てや動物のフン害などの対策が必要である。 
・場所によっては街灯がなく、夜間の通行に支障をきたしている。 
・大雨による道路冠水の対策が必要となっている。 
・路上駐車や交通マナーが守られていないため、歩行者が危険にさらされている。 
・隣近所の繋がりが希薄となっている。 
・災害時の対応について不安を感じている。 
・行事やイベントへの参加者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

（厚生） 
・子どもから高齢者まで絆を深め、10区で生活して良かったと思える地域を目指します。 
（保健衛生） 
・地域の保健、衛生に目配りをし、良好な居住環境を目指します。 
（体育文化） 
・健康増進および区民の交流促進を通して、区民が生き生きと生活し、区民同士が協力し合う地域を目指します。 
（防火防犯） 
・「自らの安全は自ら守る」を基本に、区民が安心して生活できる地域を目指します。 
（コミュニティ） 
・区民が協力して清掃活動や集会所の維持管理活動を行い、地区民の繋がりがある魅力ある地域を目指します。
また、隣接地区との連携を深め魅力ある地域を目指します。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（厚生） 

・敬老会 

・新入学児童祝い金 

（保健衛生） 

・ごみ集積所管理 

（体育文化） 

・各種スポーツ大会への参加促進 

・夏まつり 

・10 区フェスティバル 

（防火防犯） 

・防犯灯の管理 

・防犯パトロール 

（コミュニティ） 

・区内側溝等清掃整備 

・集会所備品整備 

・船迫小地区ふるさと運動推進協議会

への参加 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 7 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 11A区 
 

第 11A区 
世帯と人口 面積 

463世帯 1,141人（男 533人 女 608人） 0.49平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

思いやりと笑顔にあふれ のびのびと明るい 11A区を築こう 
・子どもから年寄りが集まれる「ふれあいの場」づくりを目ざし、この地域の活性化につながってほしい。 

地域の良いところ 

・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。（住宅事情が良い） 
・盆踊り、祭りなどの地域行事がある。 
・人とのつながりが深い。（近所づきあいがしやすい。地域の連帯感を感じる。） 
・通院などに不便を感じない。 

地域の課題 

・下水道が整備されていない。 
・道路が狭いなど道路事情が悪い。 
・交通ルールを守らない人が多い。 
・生活マナーを守らない人が多い。 
・災害時に不安を感じる。 
・公園、緑地、広場などが少ない。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 

地域づくりの基本方針 

（健康・福祉グループ） 
・ウォーキングによる仲間づくりと健康増進。 
・「まざらいん会」の継続。 
・レクリエーション大会の継続。 
（生活環境グループ） 
・町内一斉掃除活動の継続。 
・子ども会廃品回収活動の継続。 
（防災・防犯・交通グループ） 
・地域防災マップ最新版の作成計画。 
・見守りタイ活動の継続とあいさつ運動への展開。 
・あいさつ運動の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（健康・福祉） 

・レクリエーション大会 

・春と秋のウォーキング大会 

・ウォーキングラリー 

・まざらいん会 

（生活・環境） 

・町内一斉掃除活動 

・子ども会廃品回収活動 

（防災・防犯・交通） 

・地域防災マップ最新版の

作成 

・自主防災備品の整備 

・防災訓練の実施 

・見守りタイ活動の継続 

（教育・文化） 

・あいさつ運動の推進 

・地域文化活動の継承及び

文化財の保護 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 11B区 
 

第 11B区 
世帯と人口 面積 

303世帯 913人（男 452人 女 461人） 0.69平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

お互いに助け合い、楽しく暮らせる第 11B区地域 
・高齢者などが安心して安全に暮らせる第 11B区地域 
・防災・防犯・防火の対策が充実し、災害時などでも安全に安心して生活できる地域 
・元気・活発で伸び伸び暮らせる地域（活気あふれる地域） 

地域の良いところ 

（環境） 
・豊かな自然に恵まれている。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい（住宅事情が良い）。 
（福祉） 
・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
（防災・防犯・交通） 
・火災や地震に対する防災体制や設備が整っている。 
（生活） 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・ゴミ出しルールを守らない人がいる。 
・確実に高齢化し、1～2人暮らしになった時の隣人との結びつきが不安。 
・アスファルトが穴だらけ。 
・農道を小中学生が通学路として利用しているが、道路が狭く柵がない。 
・注意喚起の看板があるにも関わらず、路上駐停車がある。 
・下水道が整備されていない。 
・交通量が増え、騒音がひどくなった。 
・休日早朝の草刈。 
・郵便局や役場が遠い。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
・花づくり、緑化、清掃など地域の環境整備活動。 
・ゴミの減量やリサイクル活動。 
・公園・緑地や空き地・空き家の整備。 
（福祉） 
・子ども・高齢者・障がい者などを支援する活動。（見守り、声がけ運動など） 
・既存の団体（老人クラブ・子ども会など）への支援や活動を強化。 
（防災・防犯・交通） 
・防災資材の整備・要援護者の支援体制の確保。 
（生活） 
・地域の人同士が気楽に交流できる場の設置。 
・町づくりを担う人材の確保と育成。 
・働いている人や学生、高齢者がイベントに参加しやすくなる環境整備。 
・地域の歴史、文化、伝統行事などを守り伝える活動。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 

・あいさつ声がけ運動（区会） 

・防災資材整備 

（福祉） 

・敬老会 

（文化） 

・東船岡ふるさとづくり推進協議会事業

への参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 11C区 
 

第 11C区 
世帯と人口 面積 

498世帯 1,421人（男 692人 女 729人） 0.39平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

○安全で安心した生活がおくれる第 11C区 
 地区に生活する人々の横のつながりのあるコミュニ
ティを目指したい。 
・地域で子供たちの安全を守る 
 通学時・公園等においても地域で子供たちを見守る
体制づくりを目指す。 

・高齢者も地域の中で活動できる 
 地区で行う行事を周知するとともに、行事への参加
できる体制を整える。 
・地区住民の考えが反映できる、情報活動を行う。 

地域の良いところ 

（環境） 
・地域全体が平坦地で、自然災害が起こりにくい。 
（洪水・土砂崩れ等） 
・道路がよく整備されている。 
・モール的店舗が近くにあり、生活に便利である。 
・近くに保育所・小学校・中学校があり通学に便利である。 
・住民の多くが勤め人であり、共通した面が多い。 
（福祉） 
・援助を求める家庭が極めて少ない。 
・新栄ふれあいサロンのような高齢者のための催しに
参加する人、援助してくれるボランティアが多くいる。 
・民生児童委員の努力で、地域福祉の情報が確実に
入手でき、対応しやすい。 
・東日本大震災時には、近所の困った方々へ手を差し伸
べてくれた班が多く見られた。 

（防災・防犯・交通） 
・町内会に防災部を設け、防災についての調査・研究
を行っている。毎年防災訓練を実施している。 
・防災倉庫を設け、防災用品を確保している。（発電機・
担架・簡易トイレ・水タンク・ヘルメット・コンロ等多数） 
・町内会の予算で防災予算が確保されている。 
・地震が起きた際、直ちに班長は防災本部長へ報告
する用紙を準備しており、報告する体制が整った。 
・東日本大震災時には、臨時に集会所を避難場所に
し、活動したが多くの方々（特に集会所近隣の方）か
ら自主的に協力をもらった。 
・地域防犯連絡員は、問題が起きたとき対応できるよう
になっている。 
・県道角田柴田線に交通信号がついた。 

地域の課題 

・変質者の出没がある。 
・自動車、自転車の交通マナーが悪い。 

・道路が整備されたことによる交通量の増加で交通事
故が心配。 
・電車での通勤通学には、船岡駅が若干遠い。 

地域づくりの基本方針 

（全体として） 
1．生活環境の整備に努める。 
2．地区民の交流の場を広げる。 
3．広報活動を通じ、地区民との情報の共有に努める。 
（環境） 
1．公園清掃・一斉道路清掃・ゴミ集積場清掃をおこな
い、きれいな地区を目指す。 

2．公園の維持は地区の方々の協力により、さらにきれ
いな公園を目指す。 

3．資源ごみの回収により、ゴミ集積場の整備に取り組む。 
（生活） 
1．地域の情報を共有し、それを生かせる工夫をする。 

2．地域のために活動するボランティアを増やし、活動
しやすいよう努める。 

3．班ごとに集まる機会を持ち、班員の交流を深める。 
4．地域の各年代が一緒になって活動できる行事を行
うとともに、参加者の拡大を目指す。 

5．いろんな場面で、お年寄りへの見守り活動を行う。 
（防災・防犯・交通） 
1．防災計画に基づき、防災訓練を行う。 
2．子供たちが安全な通学ができるよう努める。 
3．交通量の増加で、事故が増えることへの対策（子ど
も・高齢者を中心とした）に取り組む。 

4．防災計画はできているので、普段の対策に取り組む。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・公園清掃 

・ゴミ集積場の整備 

・一斉清掃 

（福祉） 

・敬老会 

・新栄ふれあいサロン 

（体育・防災） 

・町内会レクリエーション大会 

（文化） 

・史跡めぐり 

（生活福祉） 

・町内会新聞の発行 

（総務） 

・声がけ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
 



 

－ 127 － 

 第３編 地域計画 

第 11D区 
 

第 11D区 
世帯と人口 面積 

298世帯 749人（男 382人 女 367人） 0.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・安心、安全に暮らせる豊かな地域 
・お互いに助け合いがある地域 
・親しみと信頼関係がある地域 

地域の良いところ 

・騒音や公害がなく静かで住みやすい。 
・大型ショッピングセンターがあり買い物に便利。 
・定期的な「いこいの日」の開催で、高齢者の交流を深めている。 
・子どもの登下校時の見守り活動に力を入れている。 
・町指定避難所の船岡生涯学習センターに近接している。 
・区誕生前からの町内会組織があり、盆踊りなど旧来からの行事がある。 
・集会所など地域の人々が集まれる施設がある。 

地域の課題 

・自然環境が少ない。緑地や公園が少なく子どもの遊び場が無い。 
・ゴミの分別が徹底されていない。 
・下水道が整備されていない。 
・通院、通勤、通学に不便。 
・高齢者世帯が増加傾向で、引きこもりの心配。 
・狭い道路が多く、道路事情が悪い。 
・交通安全向上のマナーアップの必要性。 
・災害への備えに不安がある。 
・人とのつながりが少ない。近所と付き合いにくい。 
・若者の行事への参加促進。 
・区内の情報が入りにくい。情報発信の充実。 

地域づくりの基本方針 

（環境） 
環境美化、衛生向上を図り、住んでいて気持ちが良い地域をつくっていきます。 
（福祉） 
高齢化が今後も進むことを念頭に、高齢者が楽しく暮らせる地域をつくっていきます。 
（防災・防犯・交通安全） 
日頃から災害に備え、防犯活動や交通安全活動に取り組み、区民が安心して安全に暮らせる地域をつくって
いきます。 
（コミュニティ） 
区民相互および近隣地区との交流を深め、人と人がつながる温かみのある地域をつくっていきます。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・ごみ分別徹底啓発活動 

・ごみ集積所の管理、美化

活動 

（福祉） 

・敬老会 

・いこいの日 

（防災・防犯・交通安全） 

・防災講習、防災訓練 

・防災備品整備 

・見守りタイ活動 

・区内安全施設点検 

（コミュニティ） 

・盆踊り 

・区内団体支援 

・東船岡小地区ふるさと推進

協議会参加 

・集会所備品整備 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 5 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 12A区 
 

第 12A区 
世帯と人口 面積 

312世帯 1,014人（男 504人 女 510人） 2.43平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

健康で、和やかに暮らせ、家族や地域の支え愛（合い）を大事にする 12A区 
（中名生&下名生地区） 

地域の良いところ 

（環境） 
・豊かな自然に恵まれている。 
・人とのつながりが深い。 
・騒音や公害がなく静かで生活しやすい。 
（福祉） 
・福祉サービスや介護サービスを受けやすい環境。 

（防災・防犯・交通） 
・火災や地震などに対する防災体制や整備が整って
いる。 

・交通安全のための体制や整備が整っている。 
・防犯のための整備や体制が整っている。 
（生活） 
・日常生活に必要な買物がしやすい。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 
・公民館や集会所などの人が集まる施設がある。 
・通勤・通学に不便を感じない。 

 

地域の課題 

・若者が少ない。 
・公園、緑地、広場などが少ない。整備されていない。 
・福祉サービスや介護サービスが受けにくい環境。 
・保育や子育てに不安がある。環境が整っていない。 
・火災や地震などの災害時に不安を感じる。 

・交通事故が起こりやすいと感じる。 
・下水道が整備されていない。 
・道路事情が悪い。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・生活マナーを守らない人がいる。 

地域づくりの基本方針 

（環境の保全・美化） 
・道路、公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・遊休地を活用したコミュニケーション活動。 
・家族団らんの日設定。 
・お年寄りが休める場（集える。休息できる。）作り。 
（福祉の増進） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者の生きがい増進を図る事業。 
・区民の健康を守る事業。 
・食生活改善に関すること。 

（防災等（防災・防犯・交通安全）） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や自然災害等の災害対策に関する事業。 
・児童の安全を守る事業。 
（健康等（文化・スポーツの交流）） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承による地域づくりの実践。 
・地域活動周知のための情報発信。 
・あいさつ運動に関すること。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・児童公園の管理 
・用水路の清掃 
・農地・農道の管理 
・クリーン大作戦 
・廃品回収・資源回収 
・マナー向上作戦 
・ふれあい感謝祭 
・家族団らんの日 

（福祉の増進） 
・いこいの日 
・ダンベル体操 
・敬老会 
・あいさつ運動 
・介護サービス 
・食生活改善事業 

 

（防災・防犯・交通） 
・地域防災対策 
・自主防災訓練 
・地域防犯活動 
・子ども見守り隊 

（生活） 
・区民運動会 
・宮城ヘルシー大会柴田地区予選会
への参加 
・柴田町ソフトボール協会大会への参加 
・柴田町玉入れ大会への参加 

 
・船岡地区子ども会育成会競技大会へ
の参加 
・熊野神社祭典、子ども神輿参加 
・八剣神社祭典、子ども神輿参加 
・盆踊り・夏祭り 

 
・広報紙の発行 
・健康教室（食生活） 
・歩け歩け運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 12B区 
 

第 12B区 
世帯と人口 面積 

581世帯 1,702人（男 854人 女 848人） 1.15平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

いきいきとした地域活動に努め、住民のつながりを強く、互いに支えあう地域 

地域の良いところ 

（環境） 
・騒音や公害がなく、静かで生活しやすい。 
・豊かな自然に恵まれている。 
（福祉） 
・高齢者への生きがい対策。 
（防災・防犯・交通） 
・見守り隊など交通安全・防犯対策。 
・震災で助け合いが出来た。 
（生活） 
・日常生活に必要なものが買いやすい。 
・夏まつりなどの地域独自の行事がある。 

地域の課題 

・雑草対策。 
・ゴミ集積所の管理とマナーアップ。 
・ペットのフン対策、マナーアップ。 
・子どもが自然に触れながら土の上で遊ぶ場所が無い。 
・高齢化が進んでいるので「いざ」という時の対策が必要。 
・防犯灯が少ない。 
・町道の段差等の解消。 
・見通しの悪い交差点の解消。 
・道路の幅員を広げる必要がある場所がある。 
・貯水槽が足りない。 
・集会所と広場が狭い。 

地域づくりの基本方針 

・防災・防犯・防火の対策の充実、安全・安心な地域づくりに取り組みます。 
・高齢者が安心して安全に暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・元気・活発で伸び伸び暮らせる地域づくりに取り組みます。 
・買い物に便利な地域づくりに取り組みます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・花いっぱい運動 

・ガーデニング講座 

・剣崎公園の除草・整備 

・家庭雑排水路の清掃・除草 

・区内道路一斉清掃 

（福祉の増進） 

・敬老・福寿の会 

（生活） 

・あいさつ声かけ運動 

・お茶飲み会 

・区民レクリエーション大会 

・東船岡ふるさとづくり推進協議会 

・夏まつり 

・ダンベルサークル 

・卓球愛好会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 13 区 
 

第 13区 
世帯と人口 面積 

635世帯 1,414人（男 710人 女 704人） 1.30平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

コミュニティを育みながら協働で進める安全・安心のまちづくり 

 白幡地域は八幡神社という歴史的な遺産があり、周囲には自然の恵みをもたらす森と田畑が健全としている。こ
れらのものを地域が主体となって活用しながら守っていくと共に、地域住民はもとより訪れる人に感動を与える美
しい郷づくりを目指します。 
 また、地域のつながりを大切にしながら、安心・安全で住みよい白幡 13区を目指します。 

地域の良いところ 

（環境） 
・阿武隈川河川敷公園が隣接しており、スポーツや散
歩コースとして、区民の健康増進に活かされている。 
・国道が横断しているものの、騒音はあまり気にならな
い程であり、公害もなく生活しやすい環境である。 
・最寄りの JR槻木駅には徒歩 15分、小学校まで徒歩
20 分、中学校までは徒歩 20 分など住環境に優れて
いる。 

（福祉） 
・人と人とのつながりが深く、高齢者のサークルもある。 
・地域の人が集まれる集会所がある。 

（防災・防犯・交通） 

・通勤・通学に不便を感じない。 

・子ども見守り隊がある。区の防災グループが活動し
ている。 

（文化・スポーツ） 

・区民がみんなで参加するレクリエーション大会があ
る。 

・柴田町以外の文化にふれることができる文化事業が
ある。 

地域の課題 

・公園の遊具が不十分。 
・ペットのフン始末、ごみの分別等生活マナーの向
上。 
・白幡橋付近の渋滞。 
・高齢者の増加。 
・高齢者の地区行事への参加者数の減少。 

・保育や子育てに不安を感じる。 
・通学路に防犯灯が無い場所があり、防犯上問題。 
・幅員の狭い道路の通行に不安。 
・大雨時の道路冠水や阿武隈川の増水に不安。 
・行事参加者の固定化。 
・若い世代の地域への参加促進。 

地域づくりの基本方針 

（環境部門） 
・公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・ペット飼育マナー向上。 
（福祉部門） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者の参加促進（引篭り防止）を図る事業。 
・区民の健康増進のための事業。 

（防災・防犯・交通安全部門） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や地震などの火災対策に関する事業。 
・交通弱者（児童、高齢者）の安全を促進する事業。 
（文化・スポーツ部門） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承。 
・地域活動周知のための情報発信。（区内報の充実） 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 

・区民レクリエーション大会 

・文化活動 

・子ども会育成会活動支援 

・広報紙（区会報）の発行 

（環境の保全・美化） 

・花いっぱい運動 

・白幡児童公園維持管理 

・道路側溝の清掃 

・資源廃品回収 

・マナーアップ作戦 

（防災・防犯・交通安全） 

・地域防災対策 

・自主防災訓練 

・白幡子ども見守り隊 

（福祉の増進） 

・新春交歓会の開催 

・敬老会 

・あいさつ運動 

・しあわせの日 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 14 区 
 

第 14区 
世帯と人口 面積 

274世帯 718人（男 350人 女 368人） 0.21平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

みんなが安心・安全で明るく暮らせる上町地区に 

地域の良いところ 

・普段のあいさつが良い。 
・人との交流が良い。 
・近所の連帯感が良い。 
・騒音・公害が無く静かだ。（住みやすい） 
・近くに、駅・病院・郵便局・銀行・役場がある。 
・通勤・通学が便利。 
・公園・集会所があり使いやすい。 
・買い物がしやすい。 

地域の課題 

・道路が狭く不便。 
・交通事故の発生が心配。 
・街灯が少なく暗い。 
・ゴミの分別が徹底されていない。 
・野良猫が多い。 

地域づくりの基本方針 

（環境目標） 
・環境保全活動する区民を増やし、ごみの無い地域にします。 
・道路の草刈りなど定期的に取り組みます。 
・ごみの分別化を徹底して綺麗な集積所を維持します。 
・みんなで、花を愛する地域にします。 
・公園を利用しやすく管理します。 
（地域生活目標） 
・あいさつ・声かけ運動を継続し、元気で明るい地域をめざします。 
・健康第一・身体管理に充分留意し健康診査受診促進します。 
・交通マナーの向上で交通事故の防止につとめます。 
・区の催しに多数参加するよう促進します。 
・集会所を利用して、コミュニティ活動を促進します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境） 

・ごみ集積所管理 

・花いっぱい運動 

・区内道路一斉清掃 

・南浦公園管理 

（福祉） 

・敬老会 

・ほほえみの会 

・歳末助け合い活動支援 

・区民レクリエーション 

（防災） 

・自主防災訓練 

・雨水洪水援護活動 

・婦人防火クラブ 

（交通安全） 

・交通安全講習会 

・交通危険箇所の総点検 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 15 区 
 

第 15区 
世帯と人口 面積 

624世帯 1,751人（男 862人 女 889人） 0.38平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく、楽しく、ふれあう地域 

地域の良いところ 

・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。（住宅事情が良い） 
・通勤通学に不便を感じない。 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・公園などが整備されている。 
・集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 

地域の課題 

・火災や地震などの災害時に不安を感じる。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・ペットの飼育、ゴミ出しなどのルールを守らない人がいる。 
・人とのつながりが無い、近所と付き合いにくい。 
・道路が狭い、道路事情が悪い。 
・通院などが不便と感じる。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 
・遺跡や伝統行事など特徴的な物が無い。 
・娯楽やスポーツ、生涯学習の機会が少ない。 
・防犯体制が整っていない。防犯設備が整っていない。 

地域づくりの基本方針 

（生活環境） 
・住みよい生活環境づくりを推進します。 
（防災・防犯・交通安全） 
・防災・防犯・交通安全により安全・安心な地域づくりを推進します。 
（健康・福祉） 
・健康・福祉の地域づくりを推進します。 
（文化・スポーツ） 
・文化・スポーツ活動により住民交流を推進します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・ごみ集積所管理 

・道路一斉清掃 

・ペット飼育マナー啓発 

・環境緑化活動 

・公園維持管理 

・集会所清掃 

・資源回収 

（防災・防火・交通安全） 

・防災用品整備 

・防災訓練・防災研修 

・防災マップ作成 

・消火器購入の斡旋 

・交通安全施設の点検・整備 

（健康・福祉） 

・健康料理教室 

・敬老会 

・やすらぎの日 

・高齢者世帯への声がけ活動 

（文化・スポーツ） 

・区民レクリエーション大会 

・区民グランドゴルフ大会 

・区民新春交歓会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 16 区 
 

第 16区 
世帯と人口 面積 

439世帯 1,273人（男 641人 女 632人） 0.69平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつと笑顔あふれる 16区 
将来目標：将来にわたり、地域住民が明るく元気で安全・安心に暮らせる生活環境づくりを目指します。 

地域の良いところ 

・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・ゴミ出しのマナーが悪い。 
・公園、緑地、広場などが少ない。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・若者が少ない。 
・幅員が狭い、修繕が必要な道路がある。 
・大雨時に冠水する場所がある。 
・交通量が多い、見通しが悪い、歩道が整備されていないなど、交通安全に不安を感じる場所がある。 

地域づくりの基本方針 

1．生活環境の保全活動強化の推進。 
2．防災・防犯・防火に対する意識付け強化の推進。 
3．お互い助け合い、楽しく暮らせるまちづくりの推進。 
4．道路・排水等の生活基盤整備の推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 

・道路側溝一斉清掃 

・道路の一斉清掃 

・家庭消毒用薬剤散布 

・ごみ集積所管理 

・ペット飼育マナーの強化 

・公園清掃および花いっぱい運動 

（安全・安心） 

・高齢者（一人暮らし）等への 

声がけ運動 

・緊急災害対策研修会 

・消火器購入斡旋 

・防災機器・用品整備 

・防災マップ作成 

（助け合い・楽しく暮らせるまちづくり） 

・敬老会 

・区民交流会（秋の健康収穫祭） 

・新春交歓会 

・あいさつ・声かけ運動 

・久須志神社協力会 

・区内各種団体連絡協議会 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 17A区 
 

第 17A区 
世帯と人口 面積 

573世帯 1,479人（男 727人 女 752人） 0.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

地域住民が絆を大切に安全、安心に明るく、楽しく暮らせる地域づくり 

地域の良いところ 

（生活環境） 
・大きな公園が 2箇所もあり自然環境に恵まれている。 
・隣近所の付き合いが良く楽しく暮らせている。 
・地域全体が声掛け、面倒見が良い。 
・高齢者に対して定期的に訪問し声掛けしてくれる。 
（防災・防犯・交通） 
・防災専用倉庫ができ、防災備品も少しずつ揃った。 
・子供見守り隊が組織され防犯、交通安全に寄与して
いる。 
・年1回、学校や地区PTA役員、民生委員と情報交換
をしている。 
・防犯灯の修理は即実行している。 

（福祉） 
・敬老会、文化芸能祭の実施。 
・ふれあいの会「いこいの日」を年 9回実施している。 
・児童民生委員と密に連絡を取り情報交換をしてい
る。 
・社協の協力を得て、健康講座を実施している。 

地域の課題 

・空き家、空き地が多く雑草や植木が近所迷惑になっ
ている場所がある。 
・高齢者単独世帯が多くなり、定期的な清掃も困難に
なってきている。 
・ゴミ出しのルールを分かっていない家庭がある。 
・公園の植木、樹木の手入れが遅く、荒れている。 
・広報掲示板を追加する必要がある場所がある。 
・公園の周りの側溝、落ち葉清掃。 

・ゲリラ豪雨時に冠水箇所がある。 
・カーブミラーを追加してほしい場所がある。 
・見通しが悪い交差点が多く、交通安全に不安があ
る。 
・防犯灯を追加整備する必要がある。 
・公園で深夜まで遊んでいる子どもたちがいる。 
・集会所が丘の上で、行くのが大変。座布団式なの
で、高齢者には大変。 
・詐欺まがいの不審な電話が多くなってきている。 

地域づくりの基本方針 

（地域内環境美化活動） 
・家庭のゴミ出しマナーの向上。 
・地域内、公園まわり、道路、側溝等の定期清掃。 
・排水の悪い所の消毒。 
・ゴミ集積所の環境整備。 
（防災・防犯・交通） 
・自主防災組織の充実。 
・地域住民に対する自主防災の啓発。 
・詐欺被害に対する知識の向上。 

（福祉、助け合いの促進） 
・敬老会、文化芸能祭を充実させる。 
・ふれあいの会「いこいの日」の参加者を増やす。 
・定期的な出前講座を開く。 
・住民間のあいさつ運動の促進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（福祉） 

・敬老会 

・第 17A 区ふれあいの会 

（娯楽・文化） 

・区民レクリエーション 

・地区文化芸能祭 

・新年会 

（防災） 

・自主防災備品整備 

（環境） 

・葛岡山公園の清掃 

・葛岡山周辺の側溝清掃 

・葛岡山公園植栽の手入れ 

・地域内一斉清掃 

・幹線道路の除草、清掃 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 17B区 
 

第 17B区 
世帯と人口 面積 

594世帯 1,618人（男 789人 女 829人） 1.72平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

楽しく・仲良く・明るい・ふるさとづくり －みんなで 集える 笑顔の地域－ 

地域の良いところ 

・行政区域の大きさがある。 
・緑、田園など自然環境に恵まれている。 
・集会所と舘前生活共同利用センターの活用が図ら
れている。 

・自主活動団体活動で人とひとの関わりが多くなって
きている。 

・知識や経験を発揮できる人材が豊富である。 

・地域づくり活動をしようとする気運が高まっている。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・エリアによっては隣近所の繋がりが希薄になってい
る。 
・ゴミのポイ捨てや犬のフン害などマナーアップが課
題。 
・大雨による冠水道路対策と低地排水路の改修対策
が必要。 
・暗く夜間の通行に支障がある場所がある。 

・植栽の維持管理の徹底が必要となってきている。 
・防災マップ作成時に危険箇所や要援護者等を含め
たものを作成する必要がある。 
・地域内道路において安全対策が必要になっている。 
・事業お知らせ等を通しながら区内企業との交流促進
を図る必要がある。 
・あいさつ、声掛け運動を進める必要がある。 

地域づくりの基本方針 

1．安全安心な地域づくり 
・「自らの安全は自ら守る」を基本にみんなで協力し合い、災害、交通、防犯に対応できる地域を目指します。 
2．生き生きとした元気で魅力のある地域づくり 
・地域のみんなが集い、支えあい、魅力のある地域を目指します。 
3．自然・歴史・文化を活用した地域づくり 
・地域にある自然・歴史・文化を発掘保存し、地域資源を活かした地域を目指します。 
4．子どもたちへの習慣等の継承、交流促進が図れる地域づくり 
・子どもたちへ地域の良さを継承させながら、外の地区との交流を図る地域を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．安全安心な地域づくり 
・自主防災訓練実施事業 
・消防団協力隊の構築事業 
・地域交通、防犯活動事業 
・区内企業交流促進事業 
・地域お助け隊構築・活動事業 
・子ども見守り隊活動事業 
・ゴミの有料化に伴う減量化
実践事業 
・町営墓地清掃活動事業 
・デマンドタクシー利用促進
事業 

2．生き生きとした元気で
魅力のある地域づくり 

・こころ豊かな人づくり事業 
・ふれあい活動拠点事業 
・あいさつ・声がけ運動の実践 
・マナー向上アップ作戦事業 
・柴田ヘルシー大会参加事業 
・地域スポーツレクリエーション
事業 
・敬老会事業 
・宝寿会活動事業 
・夏祭り事業 
・第 17B 区ホームページ開
設・運営事業 

3．自然・歴史・文化を 
活用した地域づくり 

・常設清掃隊活動事業 
・自然環境保全事業 
・い～とこめぐり・散歩コース
事業 

４．子どもたちへの習慣等
の継承、交流促進が図
れる地域づくり 

・凧つくり・凧揚げ大会事業 
・夏祭り行事参加事業 
・球技大会参加事業 
・花いっぱい活動事業 
・神社祭礼参加事業 
・資源回収事業 
・敬老会参加事業 
・育成会だより発行事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 18A区 
 

第 18A区 
世帯と人口 面積 

290世帯 822人（男 399人 女 423人） 1.14平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安心・安全 住みよい 四日市場沖 

地域の良いところ 

（環境） 
・阿武隈川や深山など豊かな自然に囲まれており、地
区面積の 70%を農地が占めるなど、自然環境に恵ま
れている。 
・国道が横断しているものの、騒音はあまり気にならな
い程であり、公害もなく生活しやすい環境である。 
・最寄りの JR槻木駅には徒歩15分、小学校まで 10分、
中学校までは徒歩 5分など住環境に優れている。 

（福祉） 
・人と人とのつながりが深い。 
・地域の人が集まれる集会所がある。 

（防災・防犯・交通） 
・通勤・通学に不便を感じない。 
（文化・スポーツ） 
・区民がみんなで参加するレクリエーション大会がある。 
・集会所広場を利用しての盆踊りが 8 月 13 日に開か
れている。 
・春の山神社祭りは、子供みこしも参加して盛大に行
われている。 

地域の課題 

・公園はあるが、児童公園としては手狭で、遊具も不
十分である。 
・犬のフンの後始末が悪く、ごみ分別も徹底されてい
ない。 
・通院などに不便を感じる。 
・福祉サービスや介護サービスを受けにくい。 
・保育や子育てに不安を感じる。 

・通学路に街灯が少なく、防犯上問題。 
・一部道路で幅員が狭く通行に支障がある。 
・火事や地震などの災害時に不安を感じる。 
・地区行事に参加しにくい。 
・名所などを示す案内板がない。 

地域づくりの基本方針 

（環境の保全・美化） 
・道路、公園などの清掃活動や美化活動の実施。 
・ゴミ分別の徹底、資源利活用の啓蒙。 
・遊休地を活用したコミュニケーション活動。 
（福祉の増進） 
・世代間交流の推進。 
・高齢者のいきがい推進を図る事業。 
・区民の健康を守る事業。 

（防災・防犯・交通安全） 
・区民の生活圏にかかる交通路の整備。 
・火災や地震に関する事業。 
・児童の安全を守る事業。 
（文化・スポーツの交流） 
・スポーツを通じてのコミュニティづくり。 
・伝統行事の継承による地域づくりの実践。 
・地域活動周知のための情報発信。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 
・区民レクリエーション大会 
・宮城ヘルシー柴田地区予
選会への参加 
・柴田町ゲートボール協会主
催大会への参加 
・柴田町玉入れ大会への参加 
・槻木地区子ども会育成会
競技大会への参加 
・山神社神輿渡御参加 
・盆踊り 
・生け花教室 
・広報紙の発行 

（環境の保全・美化） 

・花いっぱい運動 
・児童公園維持管理 
・稲荷用水沿道の清掃 
・農地・農道等の適正管理 
・クリーン大作戦 
・資源廃品回収 
・マナー向上作戦 
・ふれあい感謝祭 

（防災・防犯・交通安全） 
・地域防災対策 
・自主防災訓練 
・地域防犯活動 
・防犯お知らせ活動 
・子ども見守り隊事業 

（福祉の増進） 
・ふれあいデーの開催 
・ダンベル体操 
・福祉に関する研修会 
・いこいの日事業 
・敬老会 
・あいさつ運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 18B区 
 

第 18B区 
世帯と人口 面積 

137世帯 445人（男 213人 女 232人） 2.17平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然と伝統を守り 楽しく暮らせる地域づくり 

地域の良いところ 

・数多くの歴史的な遺跡、名所がある。 
・古くから人が住んでいた住みよい所である。 
・四季折々の山菜が採れる自然豊かな所である。 
・伝統芸能の活動が活発である。 

・行政区の活動が活発である。 
・催事が多く地域住民の繋がりが密接に出来る。 
・里山には野草や山桜があり緑豊かな所である。 
・日当たりが良く、霧も発生し体に潤いをもたらす所で
ある。 

地域の課題 

・子どもが遊べる公園や利用できる施設がない。 
・遺跡保存設備が貧弱である。 
・河川敷など公的施設が利用されていない。 
・道路が狭く、カーブが多いし歩道もなく危険。 
・土砂崩れ、鉄砲水など大災害の発生する危険箇所
が多い。 
・災害発生を区民に報知する警報装置がない。 
・区民の世代間交流が少ない。 
・区民の意見を取り上げる体制が整備されていない。 

・農家の後継者不足。 
・高齢者世帯が増えてきている。 
・通行者によるゴミの不法投棄、ポイ捨てが多い。 
・多くの遊休地が活用されていない。 
・農作物を販売できる場所が無い。 
・数多くの歴史的な遺跡、名所等が地域住民に伝承さ
れていない。 
・伝統芸能の後継者不足。 
・地区役員の成り手不足。 

地域づくりの基本方針 

1．伝統行事や伝統文化、歴史を次の世代へ大切に
伝え続ける地域。 

2．お互いに気遣い、助け合い、子どもも高齢者も安心
して生活出来る地域。 

3．緑豊かな自然を守り、地域の資源を活用し魅力あ
ふれる地域。 

4．区民が健康で楽しく暮らせる地域。 
5．災害に強く災害時に即応できる。 
6．連携と創造性あふれた活力ある地域。 
7．区民全員が地域づくりに能力を発揮できる地域。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（史跡等の把握と PR） 
・歴史・文化・伝承・史跡等
の把握と PR 

（子ども対策） 
・子どもクリスマス会 
・子ども盆踊り大会 
・育成会活動 

（健康管理） 
・健康づくりセミナー等 
・高齢者体力増進教室の開催 
・歩け歩け運動 
・ラジオ体操 
・ソフトボール参加 
・区レク大会 

（相互扶助） 
・近隣の見守り・声かけ活動 

（大規模災害時の水確保対策） 
・災害時の水確保対策の 
見直し 

（集会所管理） 
・集会所の維持管理 

（防犯） 
・子ども高齢者安全見守り隊 

（環境保全） 
・道路清掃事業 
・水生動物調査 
・家庭消毒実施 
・緑化運動 

（生活環境） 
・敬老会 
・非常時対策避難所避難経路 

（防災対策） 
・危険箇所点検事業 
・消化栓等設置箇所の点検
事業 
・自主防災訓練の実施 

（地産地消） 
・農産物の地産地消 

（自治活動） 
・自治組織の活性化事業 
・区会報紙発行 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 19 区 
 

第 19区 
世帯と人口 面積 

51世帯 168人（男 87人 女 81人） 1.46平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

仲良く、楽しく、安全・安心に生活できる地区 
・地区外の人達が訪れてみたいと思う地区 ・地区民が訪れる（自慢できる）地区 

地域の良いところ 

・水田、里山など自然環境に恵まれている。 
・歴史、風習、習慣など暮らしの文化が色濃く残って
いる。 
・昔よりは希薄になってきたが、助け合って分かち合
う、思いやりがある。 

・少ない戸数でお寺、神社を維持している。 
･班毎の結びつきが強く相互扶助が行われている。 
・地域を活性化しようとする気運が高まっている。 
・自給自足が可能で、新鮮な野菜・山菜が食べられる。 

地域の課題 

・少子高齢化が進み、住民が年々減っている。 
・高齢者世帯が増えている。 
・空き家が増え、今後も増えるのは確実。 
・荒れた農地や山林が多くなった。 
・一人で役員をいくつも引き受け、負担が大きくなっている。 
・買い物、通学、通院に不便。 
・高齢化で江払いなど共同作業が大変。 

・結いの希薄化、祭事の減少、寄り合いの減少、負担
の増加。 
・道路が狭く、車での通行が大変。 
・未婚者が多い。 
・人口減少が進むと、寺社の維持も大変になる。 
・水田農業の担い手がいなくなる。 
・大雨が降ると沢や河川の氾濫が心配。 

地域づくりの基本方針 

「地域のことは、地域で行う」「地域でできないことは、
行政等と協働で行う」ことを理念に、集う・楽しむ・憩う・
学ぶ・・・地域づくりを進めます。 
1．安心・安全な地域づくり 
 地震・風水害等による被害を最小限にするために「自ら
の身の安全を自ら守る」ことを基本としつつ、地域みんな
で支えあう災害に強い地区を目指します。 
2．自然・歴史・文化の保全と活用 
 自然・歴史・文化を保全し子孫に継承するとともに、地
域資源を活用して「交流」ある地域づくりを進めます。 

3．農村景観の保全と持続できる地域農業づくり 
 平成 19年度から農地・水・環境保全向上事業に取り
組んできましたが、継続して 24 年度から新たに進めら
れる農地・水保全管理支払交付金事業に取り組み、
農村景観の保全を図り美しいムラづくりを進めます。水
田や畑を有効活用し持続して農業ができるように、集
落営農組織の立ち上げを目指します。 
4．子どもからお年寄りまで生きがいのある地域づくり 
 子どもからお年寄りまで健康で生きがいをもち、郷土
への誇りと愛着を育む地域づくりを進めます。 

平成 24 年度から平成 28 年度までの主な取り組み 

1．安心・安全な地域づくり 
・防災訓練の実施 
・防災マップの作成 
・災害時の要援護者の支援
体制の構築 
・火災予防（冬期間の消防ポ
ンプ車の巡回、啓蒙等） 
・地域安全活動（交通事故・
犯罪等）の推進 
・あいさつ・声がけの実践 
・ゴミ有料化に伴うゴミの減
量化 
・消防団協力隊の設置 

2．自然・歴史・文化の 
保全と活用 

・能化寺、鹿島・水分神社の
行事開催と維持管理 
・郷土史の研究 
・契約講、念仏講、観音講 
・鹿島神社へのしめ縄の奉納 
・ホタル鑑賞会 
・農村レストラン”縄文の幸”
運営 
・貝塚周辺の公園化 
・里山ハイキングコースの整
備 
・淡水魚調査と賞味会 
・上川名地区ホームページ
開設と運営 
・北上市黒岩地区・山元町
磯地区との交流 

3．農村景観の保全と 
持続できる地域農業
づくり 

・用排水路の江払い・江刈り 
・ため池・地区内道路の草刈り 
・小用排水路の浚渫 
・休耕田への景観作物作付 
・花いっぱい運動 
・地区内のクリーン活動（空
き缶やゴミ拾い） 
・集落営農組織の立ち上げ
の調査研究 
・産地直売所の立ち上げと
運営 
・もち加工品、漬物等の販売 
・保全隊だよりの発行 
・富上農村公園の維持管理 

4．子どもからお年寄りま
で生きがいのある地域
づくり 

・富上生涯館事業への積極
的な参画 
・地区内の生物調査 
・お年寄りの”憩いの日”の開
設 
・子どもたち・若者とお年寄り
の交流の日開設 
・里山ハイキングの開催 
・デマンドタクシーの活用促進 
・概ね 70 歳以上のサークル
（仮称）「現希クラブ」の立ち
上げ 
・天神祭 
・かわら版”上川名だより”の
発行 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 

 



 

－ 139 － 

 第３編 地域計画 

第 20 区 
 

第 20区 
世帯と人口 面積 

92世帯 267人（男 143人 女 124人） 5.05平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつと笑顔あふれる富沢区 
富沢区住民が明るく元気で安全・安心に暮らせる生活環境をつくります。 

地域の良いところ 

（環境） 
・みどりが綺麗で空気がおいしい。自然環境に恵まれている。 
・磨崖仏群をはじめ、たくさんの碑が遺されている。 
・旧槻木小学校富上分校（富上生涯館活動）が大切に管理され、その施設が今もなお活かされている。 
（生活） 
・近所同士、隅々まで分かり合っている。 
・山林・田畑が多く、自然に恵まれている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 

地域の課題 

・荒れた遊休地が見受けられる。 
・少子高齢化が進み、若者が少なくなってきている。 
・街灯が少ない。 
・小規模農家が多くなってきている。 
・他人頼みになっている。 
・道幅が狭いなど道路事情がわるい。 
・通院などが不便。 
・下水道が整備されていない。 

地域づくりの基本方針 

（1） 生活環境保全に区民全員で取り組む。 
（2） 防犯・防災。 
（3） 助け合い。 
（4） 生活基盤を整備する。 
（5） 伝統文化・遺跡。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1 生活環境保全に区民全員で取り
組む 

・江払い 
・家庭消毒 
・道路の清掃活動 
・荒地整理事業 
・一斉ため池林道刈り 

2 防犯・防災 
・防災訓練 
・救護訓練 
・救命訓練 

3 助け合い 
・年次総会･･･富沢区の総会 
・新旧役員交流会 
・区民体育祭 

4 生活基盤を整備する 
・元旦祭 

5 伝統文化・遺跡 
・春・秋まつり 
・神輿渡御 
・神楽 
・敬老会 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 21 区 
 

第 21区 
世帯と人口 面積 

77世帯 251人（男 123人 女 128人） 1.68平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

安心・安全に暮らせる向上地区 
全地区民が地域づくりに参加することによって”結”の精神が息づき、互いに声を掛け、支え合い地区民が安
心・安全に暮らせるような地域づくりをめざす。 

地域の良いところ 

・育成会の事業として「花植え」「さつまいも栽培と収穫祭」「世代間交流（軽スポーツレクリェーション）」を実施し
ている。 
・資源回収は、各家庭に呼びかけ協力をもらって毎年 9月に実施している。 
・毎年 2回クリーン作戦として、地区民に呼びかけて実施している。 
・交流事業として、「球技大会」（生産年齢中心）・ニューサークル（NC）スポーツ大会（世代間交流）・ふれあい交
流会・敬老会等を実施している。 

地域の課題 

・防災に対する意識が低い。 
・自然に恵まれているが通学路が物寂しい。景観向上。 
・一日中引きこもっている高齢者がいる。 
・災害時に危険な場所がある。 
・家族・後継者がいなくなる。 

地域づくりの基本方針 

1．防犯防災 
・地域の総点検を行い「防災マップ」を作成するとともに、防災訓練、救命訓練を行い安心安全な生活のできる
地域を目指します。 

2．環境美化 
・通学路及び生活道路の清掃活動を行うと共に、花のある地域づくりを行うことによってふるさとに愛着を寄せる
人づくりを目指します。 

3．健康福祉 
・乳幼児から高齢者まで、明るく元気に生活をしてもらうために、世代間交流のできる「居場所づくり」を行い、人
と人との交流を図り温かい地域づくりを目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 
・防災訓練 
・救命訓練 
・地域総点検事業 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・資源回収 
・ゴミ捨てゼロ運動 

（福祉） 
・ふれあいサロン 
・推進協議会ふるさと交流会 
・推進協議会敬老会 

（健康） 
・推進協議会「球技大会」 
・推進協議会地域運動会 
・NC スポーツ大会 
・NC 夏まつり 
・NC 文化交流事業 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 22 区 
 

第 22区 
世帯と人口 面積 

66世帯 220人（男 106人 女 114人） 3.06平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然豊かな地域で 助け合い 支え合う ふるさとづくり 

地域の良いところ 

・自然豊かで静かな住みよい地域。 
・人と人とのつながりが強く近所づきあいがしやすい地域。 
・騒音や公害が少ない地域。 
・集会所など整備されている地域。 
・イベントに参加する意欲が強い地域。 

地域の課題 

・道幅が狭く道路事情が悪い。 
・通院、通学、買い物などが不便。 
・若者が少ない。 
・働く場所が少ない。 
・情報が少ない、得にくい。 

地域づくりの基本方針 

1．豊かな自然に恵まれ静かな環境で暮らしやすい地域を目指します。 
2．お年寄りが安全に安心して暮らせる地域を目指します。 
3．お互いに助け合い、楽しく暮らせる地域を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（環境安全） 
・資源保全隊クリーン作戦 
・区民全員参加による江刈り 
・環境保全整備 
・花いっぱい運動 
・農村公園環境整備 
・冬道の安全対策への協力 

（民生文化） 
・柴小地区敬老会への参加 
・入間田地区夏祭り参加 
・柴小地区ふるさと交流のつどいへの
参加 
・あいさつ運動の実践 
・ひとり暮らし見守りの実践 

（体育） 
・柴小地区運動会への参加 
・柴小地区球技大会への参加 
・NC 入間田グランドゴルフ大会への 
参加 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 23 区 
 

第 23区 
世帯と人口 面積 

51世帯 142人（男 71人 女 71人） 1.87平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

思いやり ささえあい たすけあう ちいきづくり 

地域の良いところ 

・ため池が、各々の集落にあり釣り人で春は賑わう。 
・自然環境にめぐまれ、北限のゆずの生育地である。 
・雨乞イチョウなど古木や竹林が多い。 

地域の課題 

・少子高齢化が急速に進んでいる。 
・農村地域でも隣近所との繋がりが薄れてきている。 
・ペット飼育者のマナーが悪い。 
・年数回、大雨で冠水する道路がある。 
・路面が凍結する道路がある。 
・災害に備え、危険箇所や避難経路の周知が必要。 

地域づくりの基本方針 

1．安全安心な地域づくり 
 自分の安心は自分で守ることを基本としながら、地域全体で災害や犯罪、交通事故等に備えた体制を整え、
いざというときには、ささえあい、たすけあう地域を目指します。 
2．活力ある地域づくり 
 第 23区が直面している人口減少、少子高齢化などの課題を克服し、子ども達や孫達の世代にすばらしい第
23区を残すため、地域全員でささえあい「持続可能で活力ある地域づくり」を目指します。 
3．資源（自然・文化・歴史）を活かした地域づくり 
 地域とその周辺に残る自然環境、歴史・文化資源をみんなの財産として捉え、守り、活かしながら、多くの人が憩
い、楽しみ、学ぶことができる地域づくりを目指します。 
4．世代間交流が促進される地域づくり 
 思いやりや連帯に満ちた魅力ある地域づくりを図り、地域住民が気軽に参加でき、世代間交流や親同士の交
流、子ども同士の交流ができるイベントを開催します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．安全安心な地域づくり 
・地域消防団との連携強化
（消防訓練の実施） 
・自主防災訓練 
・デマンドタクシー利用促進 
・危険箇所調査事業 
・防犯灯新設改良事業 

2．活力ある地域づくり 
・入間田地区（4 行政区） 
交流スポーツ事業開催 
・柴田小学校区（7 行政区）
連携交流事業の開催 
・ゴミ減量化促進事業 
・伝統、文化の継承 
（八雲神社の歴史等） 

3．資源（自然・文化・歴史）
を活かした地域づくり 

・愛宕山頂と周辺資源の活用 
・八雲神社清掃活動事業 
・蛍の里周辺環境保全事業 

4．世代間交流が促進 
される地域づくり 

・八雲神社例祭への参加促進 
・柴小地区夏祭りへの参加 
・資源回収事業の促進 
・町開催事業（球技大会）へ
の参加促進 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 24 区 
 

第 24区 
世帯と人口 面積 

74世帯 261人（男 135人 女 126人） 2.00平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

（キャッチフレーズ） 
安全・安心に暮らせる才安寺 
（スローガン） 
・災害に強い、交通事故の無い安全・安心にすめる地域にしよう。 
・地域の豊かな自然を愛し、元気な地域にしよう。 
・豊かな自然ときれいな緑あふれる地域を守ろう。 

地域の良いところ 

・四季折々の山菜が採れ自然豊かな地区。 
・柴小学区や入間田地区など他の地域との交流があり、親睦と融和ができている地区。 
・夏にはホタルが舞い飛ぶ、里山が四季をつげる自然豊かな地区。 

地域の課題 

・若者の流出や少子化が進んでいる。 
・世代を超えた交流が少ない。 
・道幅が狭い箇所が多い。 
・後継者が少なくなっている。 
・嫁不足。 
・防犯灯が少なく危険な箇所がある。 
・耕作放棄地や休耕田が増えている。 
・不法投棄が多い場所がある。 

地域づくりの基本方針 

（文化・スポーツ） 
・みんなが参加できる健康づくりの推進。 
・豊かな自然と地域の文化活動の推進。 
・スポーツによる親睦と交流の推進。 
（環境） 
・道路の環境美化活動の推進。 
・環境保全活動の参加とゴミの無い地域づくりの推進。 
・地域の美化活動の推進。 
（防災・安全） 
・火災や災害に強い安全な地域づくりの推進。 
・交通事故の無い安全な地域づくりの推進。 
・犯罪の無い住みよい地域づくりの推進。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（文化・スポーツ） 
・柴田小学校区内春季大運動会 
・敬老会 
・球技大会 
・ふるさと交流のつどい 
・入間田夏まつり 
・グランドゴルフ・芋煮会 
・新春のつどい 
・みんなで歩こう「さいあんじ」 

（環境） 
・花いっぱい運動 
・除草清掃活動 
・リサイクル活動（資源回収） 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 25 区 
 

第 25区 
世帯と人口 面積 

83世帯 273人（男 142人 女 131人） 4.81平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

自然を守り思いやりのある葉坂地区 
～豊かな自然、豊かな住環境、広がるみどりの田園、そしてみんなが思いやりを持っていきたいと暮らせる地域
づくり～ 

地域の良いところ 

・田園、里山など自然環境に恵まれている。 
・“自分たちのことは、自分たちで”という、自己解決の意識が高い。 
・お互いに助け合う、お互いを思いやる気持ちが強い。 
・神事、仏事を重んじ古来より継承されている。 

地域の課題 

・大雨、台風による水害対策。 
・防火対策として消化貯水槽、消火栓の整備。 
・特に高齢者の避難誘導の方法。 
・子ども達の通学時の安全確保。 
・夜道の防犯対策、不審者対策。 
・高齢者世帯の健康や生活への不安。 
・地域を挙げての子育て支援。 
・山林や農地の荒廃が進んでいる。 
・自然風土を地域活性化に生かす。 
・地域住民の結びつきが薄れてきている。 
・行事へ参加しない人が増えてきている。 

地域づくりの基本方針 

1．安全で安心な環境づくりを推進していきます。 

防災減災対策として危険箇所を点検し、「地域の防災減災は地域で」を合言葉に推進していきます。また、地
域だけでは解決できない問題に対しては町、近隣地域とも連携して災害のない地域づくりを推進していきま
す。 

2．高齢者が元気でいきいきと暮らせる地域づくりを進めます。 
 当地域でも少子高齢化が進み健康や老後の生活に不安を持つ人が多く高齢者対策が求められています。
葉坂地区は人情味豊かな地区です。このコミュニティを生かし近所同士で支えあい安心して暮らせる地域づく
りを進めていきます。また、健康は高齢者のみならず、みんなの願いであり住民が元気で暮らすことのできる活
動を推進していきます。 

3．豊かな自然と歴史ある地域の資源を生かした地域づくりに努めます。 
 先人たちによって受け継がれてきた豊かな自然環境は区民の誇りであり後世まで受け継いでいかなければ
なりません。また、自然の風土が造り出した蟇石（ひきいし）、御馬石（おうまいし）、鞍石（くらいし）等は人々の
心を癒してくれます。この景観を生かした地域づくりを進めます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（安全・安心） 
・自主防災訓練 
・高齢者を災害から守る事業 
・防災マップの作成 

（健康・福祉） 
・柴小地区合同敬老会 
・柴小地区球技大会 
・葉坂地区レクリエーション大会 
・生花講習会 
・ふるさと交流のつどい 

（環境美化） 
・春季、秋季江払い活動 
・家庭消毒 
・花いっぱい運動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 26 区 
 

第 26区 
世帯と人口 面積 

97世帯 321人（男 163人 女 158人） 3.88平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく 元気で 仲良く 笑顔かがやく地域づくり －ふれあい 支え合って 安心安全－ 

地域の良いところ 

・秋には地蔵尊まつりが行われ、近郷近在から多くの
参拝客が訪れています。 

・宮城県内有数の菊生産地となり、「柴田の菊」という
銘柄も定着しています。 

地域の課題 

・少子高齢化が進んでいる。 
・人口減少が進んでいる。 
・出会いの機会が少なく、結婚できない後継者がいる。 
・防犯灯が少ない。 
・五間堀や低地排水の河床の泥が堆積している。 
・排水路法面の崩落箇所がある。 
・ごみ集積所が少ない、ごみ出しのマナーが悪い。 
・道路沿いの草刈がされていない。 

・県道の歩道に水たまりがある。 
・農地の基盤整備が遅れている。 
・集会所のトイレが水洗、洋式化、男女別になっていな
い。集会所の建て付けが悪い。屋根の塗装が必要。 
・農村公園の遊具がさびて塗装が必要。遊具の数が
少ない。 

地域づくりの基本方針 

1．明るく健康で元気ある地域にしましょう 
 地域づくりの根源は、私たち区民が健康で元気に
生活できることであり、健康増進と介護予防の正しい
知識と実践により、明るく健康で元気ある地域づくりを
目指します。 

2．防災・防犯・防火に努め、安心安全な地域にしましょう 
 区民一人ひとりの心がけと環境づくりに努め、災害
や犯罪のない安心安全な地域づくりを目指します。 

3．河川・道路など生活基盤が整備された快適な地域
にしましょう 
 河川、道路、公共施設の機能が十分保たれ、快
適な地域づくりを目指します。 

4．子どもや高齢者にやさしく支え合う地域にしましょう 
 子どもが健全に育つ環境や高齢者が安心して生
活できるやさしく支え合う地域づくりを目指します。 

5．産業基盤の整った活力ある地域にしましょう 
 主たる産業である農業への関心と保全により産業
基盤の充実を図ることによって、活力ある地域づくり
を目指します。 

6．散乱ゴミのないきれいな地域にしましょう 
 環境美化活動により地域内に散乱ゴミのないきれ
いな環境を目指します。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（いきいき元気） 
・柴小学区運動会への参加 
・柴小学区球技大会への参加 
・健康教室の開催 
・介護予防教室の開催 

（防災・防犯・防火） 
・緊急災害対策研修会 
・消火器等の設置促進 
・防災用品等の補充・整備 
・防犯灯の保守点検 
・カーブミラー等交通安全施
設の保守点検 
・防災マップの作成 

（生活環境） 

・道路の清掃活動 
・ゴミ出しのマナーの徹底及
びゴミ集積所の衛生管理 
・家庭消毒用薬剤散布 
・公園・空き地等の清掃活動 
・花いっぱい運動の推進 

（農業基盤） 
・耕作放棄地の草刈り 
・農道の保全活動 
・農業用ため池の保全活動 
・農業施設の巡視 

（生活基盤） 
・江払い・江刈りの実施 

（ふれあい、支え合い） 
・子ども会活動 
・子ども会育成会活動 
・伝統文化の伝承 
・声がけ見守り活動 
・敬老会 
・元旦祭（新春交歓会） 

 
・区民交流会（全区民対象に
親睦交流の推進） 
・高齢者（１人暮らし）などへ
の声がけ運動 
・あいさつ・声がけ運動の推進 

 
・柴小学区ふるさと交流の 
つどいへの参加 
・寺・神社行事への協力 
（寺地蔵尊まつり神社祭典） 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 27 区 
 

第 27区 
世帯と人口 面積 

125世帯 215人（男 85人 女 130人） 1.30平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

キャッチフレーズ：元気なあいさつ・自然豊かな 27区 
将来像：地域住民が安心・安全に、かつ助け合い楽しく暮らせる 27区 
第 27行政区は、美しい自然と文化に恵まれた豊かな地域です。 
この恵まれた自然環境を活かし、地域住民が安心して生活できるよう生活環境の整備を進めるとともに、あいさ
つや地域活動を通じての地域のつながりを深め、支え合い・助け合いながらまちづくりを進めていきます。 

地域の良いところ 

・豊かな自然に恵まれている。 
・盆踊り・祭りなどの地域行事がある。 
・騒音や公害がなく静かで生活がしやすい。 
（住宅事情が良い） 

・公民館や集会所など地域の人が集まる施設が整っ
ている。 
・人とのつながりが深い。（近所づきあいがしやすい、 
地域の連帯感を感じる） 

地域の課題 

・道幅が狭い。 
・通勤、通学、通院、買い物に不便。 
・若者が少ない。 
・働く場所が無い。 
・公園、緑地、広場などが整備されていない。 
・下水道が整備されていない。 
・火災や地震などの災害に不安がある。 
・交通事故が起こりやすいと感じる。 

・インターネットや携帯電話など情報通信環境が不備
と感じる。 
・娯楽や生涯学習の機会が少ない。 
・ペット飼育、ゴミ出しマナーが悪い人がいる。 
・交通ルールを守らない人がいる。 
・人とのつながりがない、近所と付き合いにくい。 
・地域の情報が伝わってこない。 

地域づくりの基本方針 

「地域住民が安全・安心に、かつ助け合い楽しく暮らせる 27区」を実現するため、次の 4つの基本目標を定め、
施策を推進していきます。 
1．生活環境 
2．安全・安心 
3．助け合い・親睦 
4．基盤整備 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（生活環境） 
・ごみ集積所の管理 
・ペット飼育マナーの強化 
・農業施設の維持管理 
・道路側溝の一斉清掃 
・低地排水路の一斉清掃 
・地区内雑草等の除去活動 
・花いっぱい運動の推進 
・白山神社の桜植樹・清掃
活動 
・海老神様祠周辺の清掃 

（安全・安心） 
・災害時緊急体制の周知 
・防災マップの作成・周知 
・防災訓練 
・柴田消防団海老穴班との
連携強化 
・海老穴婦人防火クラブとの
連携強化 
・防犯灯の適正配置および
保守点検 

（助け合い・親睦） 
・あいさつ・声かけ運動 
・柴小学区行事への積極的
参加 
・盆踊りの開催 
・「いこいの日」活動への参加 
・各種団体との連携強化 
・白山神社の例大祭への支援 
・羽山神社御祭典への支援 

（基盤整備） 
・五間堀川・低地排水路の冠
水対策 
・県道亘理村田線での高齢
者及び児童の安全対策 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 28 区 
 

第 28区 
世帯と人口 面積 

399世帯 1,092人（男 539人 女 553人） 3.79平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく 楽しい 船迫地域 

地域の良いところ 

（福祉・衛生・環境） 
・白石川・ゴルフ場・里山・田園の自然環境がすばらしい。 
・世帯数が増加し、活気にあふれた地域である。 
・公民館・集会所などの活動の拠点がある。 
・ゴミ清掃など環境意識が高い。 
（文化・体育） 
・全区民による体育祭・夏まつりが長年継続されている。 
・敬老会では多くの区民による、お祝い会と交流会が
開催されている。 
・各種大会等の交流の場が多い。 
・船迫 28 区民ゴルフ大会等を通じて企業とのつながり
が深い。 

（防災・防犯・交通） 
・災害時に地域の団結力が強い。 
・防犯意識が高い。 
・子ども会育成会と見守り隊により、通学路の安全が確
保されている。 

地域の課題 

・保育、介護、一人暮らしを不安に感じる世帯の増加。 
・東船迫地域と農村地域との生活環境に違いがある。 
・地域外からのゴミの不法投棄が多い。 
・地域の情報が伝わりにくい。 
・行事への参加世帯数が減少している。 

・地区行事の見直しが必要。 
・近年、自然災害が多発してきている。 
・道路が狭く、防犯灯が少ない地域がある。 
・降雨による生活道路の冠水地域がある。 
・車がないと通勤、通学、通院、買い物に不便。 

地域づくりの基本方針 

1．いきいきと明るい地域づくりを目指します 
（福祉・衛生・環境） 

・支援の充実と健康の促進。 
・集会所・公民館を活用した世代間交流。 
・住みよい環境づくりと資源ゴミ回収によるゴミの減量化。 
2．交流により楽しい地域づくりを目指します（文化・体育） 
・伝統行事の開催等による地域交流の推進。 
・スポーツ活動。 
・地域情報誌による情報共有化と地域のアピール。 

3．安全・安心な船迫地域を目指します 
（防災・防犯・交通） 

・減災・防災対策と意識の向上。 
・防犯・交通の意識向上。 
・安全・安心な通学路・生活道路の整備。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（福祉環境） 
・福祉支援事業 
・敬老会 
・ふれあい交流会 
・資源ゴミ回収 
・不法投棄ゼロ運動 
・施設清掃 
・ダンベル体操 

（文化） 
・夏まつり 
・花いっぱい運動 
・広報誌発行 
・地区交流マップ作成 
・料理教室 

（体育） 
・体育祭 
・区民ゴルフ大会 
・各種大会への参加 
・健康促進交流会 

（防災・防犯） 
・防災訓練 
・春秋防火運動 
・防火・防犯・施設パトロール 
・防災マニュアル作成 
・通学路の管理 

（総務） 
・歩け歩け運動 
・ふるさと文化祭 
・阿武隈川河川敷の大清掃 
・集会所整備 
・道路の保守点検 

（資源保全） 
・樹木の伐採作業 
・道路法面の管理作業 
・遊休農地の保全活動 
・環境美化活動 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 29A区 
 

第 29A区 
世帯と人口 面積 

635世帯 1,630人（男 801人 女 829人） 1.39平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

（スローガン）よい環境、続けよう一人ひとりの心がけ 
（サブスローガン）住民が、助け合いのできる 29A区に 

地域の現状 

（総務・福祉） 
・敬老会を毎年開催し、不参加者にも参加者と同様に
取り扱っている。 
・集会所は各種団体中心に積極的に活用している。 
・行事への参加募集や周知を回覧等で行っている。 
（環境・衛生） 
・作業実施日時を回覧等により周知している。 
・作業は定期的に実施している。 
・6号公園の維持管理は多くの住民が参加している。 
・道ばたの清掃は定期的に区民の自主活動として実
施されている。 
・ゴミ・空き缶などが捨てられている道路や河川が少ない。 
・騒音や公害がなく、静かで暮らしやすい。 
・日常生活に必要な買い物が地区内でできる。 
・通勤や通学に便利である。 

（健康・生活） 
・ふれあい運動会を毎年開催している。 
・健康増進の重要性が理解されている。 
・サークル・愛好会が中心で実施している事業がある。 
（娯楽・文化） 
・夏祭り実行委員会が中心となり、各種団体の協力を
得て実施している。 
・夏祭りのポスターは子ども会に依頼し、手づくり感が
ある。 

（防災・防犯） 
・全戸に災害時のマニュアルを配布している。 
・防災訓練の日時等は、区会報で周知している。 
・集合場所責任者・安否確認担当者を選任している。 
・毎月 1回、無線通信訓練を行っている。 

地域の課題 

・敬老会への参加者が減少、固定化している。 
・集会所利用率の向上と運営方法の改善。 
・地区役員の担い手不足。 
・特に若者の地区行事への関心が低い。参加者募集
の方法改善。 
・防災訓練への参加者が少ない。 
・サイレンの聞こえない区域の特定、非常時の周知手
段の検討。 
・高齢者世帯、要援護者への対応の検討。 
・防犯灯の増設、設置場所、設置順の検討。 

・清掃、健康増進、祭りなど地域活動に参加する世帯
の固定化。地域へ対する意識の低下。 
・高齢者など交通弱者への対応。 
・ペット飼い主のマナーアップ。 
・サークル、愛好会等主催事業の区民への周知。 
・地域の文化や伝統をどう保存するか。担い手の育
成。 
・危険箇所の把握、検証、改善策の検討、周知。 
・壊れている安全柵や告知看板等の所有者等との調
整、改善の検討。 

地域づくりの基本方針 

1．総務・福祉 
【区民相互の交流を図り、住みやすい地域にします。】 
2．防災・防犯 
【防災・防犯に協力、参加する区民を増やし、安心安
全を感じる地域にします。】 

3．環境・衛生 
【生活環境の整備を推進し、住みやすい地域にします。】 

4．健康・生活 
【区民が健康で楽しく生活できる地域にします。】 
5．娯楽・文化 
【歴史・伝統が引き継がれ区民の交流が盛んな地域に
します。】 

6．交通・安全 
【区民が安全に安心して暮らせる地域にします。】 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（総務・福祉） 
・敬老会の開催 
・新年祝賀会の開催 
・29A 行政区たより発行 

（防災・防犯） 
・避難訓練・防火訓練の実施 
・声掛隊の編成検討 
・危険箇所（ため池・用水路）の点検、改修 
・防犯灯点検・整備 
・サイレン難聴地域解消 

（環境・衛生） 
・6 号・森合里山公園の維持管理 
・ゴミ収集所改善 

（健康・生活） 
・ふれあい運動会の実施 
・健康増進 
・各種事業の見直し 

（娯楽・文化） 
・夏まつりの開催 
・地区内の歴史・文化の伝承 
・文化伝承のためのイベント（ふる里餅つき隊） 
・船迫太鼓奏者の育成 

（交通・安全） 
・狭あい道路の点検 
・危険箇所の点検 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 29B区 
 

第 29B区 
世帯と人口 面積 

516世帯 1,173人（男 559人 女 614人） 0.26平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

・安心・安全で住みよいまちづくり 
・笑顔と思いやりの心でお互いに助け合えるまち 
・明るく健康で生きがいを感じるまち 

地域の良いところ 

・暮らしやすい。 
・日常生活に必要な買い物がしやすい。 
・集会所など地域の人が集まる施設が整っている。 
・盆踊り等の地域行事がある。 
・豊かな自然に恵まれている。 
・狭い地域ゆえにまとまりがある。 
・河川敷がありウォーキング、軽運動ができる。 

地域の課題 

・交通、防犯対策が弱い。 
・道路が暗い。 
・ゴミ出しマナーが悪い。 
・道路側溝の老朽化、不良箇所が多い。 
・一人暮らしの高齢者世帯が増えている。 
・高齢化社会対策。 
・災害発生時の対応が難しい。 
・若者が少ない。 

地域づくりの基本方針 

1．文化・スポーツ部関連。 
2．環境部関連。 
3．福祉部関連。 
4．防災安全部関連。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

1．文化・スポーツ部関連 
・地域活性化につながる住
民参加型イベントの検討と
実施 
・白石川河川敷グランドを利
用しての軽運動の実施 
・集会所前広場を使っての
軽運動の実施 
・サークル団体の発表会、活
動の推進 
・リーダー育成と地域活動参
加の体制づくり 

2．環境部関連 
・道路、側溝、公園、集会施
設、花壇の清掃や不法投
棄防止などの環境保全活
動の実施 
・家庭ごみの減量化と分別
の徹底 
・花を活用した景観整備（集会
所周り・ケアホーム前花壇） 

3．福祉部関連 
・高齢者への声掛け運動の
継続実施 
・健康を守るための講習会の
開催 

4．防災安全部関連 
・自主防災活動の充実、訓練
の継続実施 
・安全対策の活動継続実施 
・防犯灯の取替及び新規設置 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 29C区 
 

第 29C区 
世帯と人口 面積 

779世帯 2,125人（男 1,005人 女 1,120人） 1.24平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

明るく安心して暮らせる街 

地域の良いところ 

 29C地区は船迫団地内の 1行政区であり、団地は町勢発展基本構想に基づく、勤労者住宅難解消のため
に、昭和 49年 4月に着工され、54年 3月に造成工事が完成した。 
 船迫団地は 1600戸（約 6千人）の宅地に上・下水道はもちろん、小・中学校、生涯学習センター、保育所、公
園等が整備され医療機関も整い、街並みは区画された宅地に整然とモダンな家が立ちならび、また町内初の
大型小売店も誕生して日常の生活には困らない大変便利な住宅地域となっている。 

地域の課題 

・路上駐車が多く、見通しが悪い。また緊急車両の通
行にも支障がある。 
・土石流災害想定地域には危険箇所表示看板が必
要。 
・大規模災害に対する地域住民の防災・減災意識の
向上が必要。 
・大規模災害に備え、非常時の情報収集及び連絡手
段の確保。 
・登下校時の子どもや高齢者に対する犯罪の発生を
未然に防ぐ必要。 
・運動会への参加者が伸びない。 
・道端、山林、空き地などにゴミ、空き缶等の投棄があ
る。 
・ペットのフンが道端、公園、空き地に放置されている 
・公園の除草活動への参加者が少ない。 
・高齢化が進み、敬老会へも出席できない高齢者が出
てきた。別の交流方法の検討。 
・地区として交流を深められる講座開催等の検討。 

・住民参加型の景観向上活動の必要性。 
・船迫 1号地下道のフェンスに腐蝕箇所がある。 
・船迫 2 号地下道は、豪雨の際に通行止めとなるが、
周囲にバイパスを渡る横断歩道がなく、大きく迂回す
る必要がある。 
・町道西船迫 1号線は勾配が大きく、高齢者や障がい
者には危険。 
・町道西船迫 56号線で段差がある部分がある。 
・町道西船迫 1号線と西船迫 59号線の交差点は見通
しが悪く、カーブミラーが必要。 
・防犯灯を追加設置しなければならない場所がある。 
・災害発生時に、地区住民に一斉に情報伝達の手段
がなく、避難時に混乱の恐れがある。 
・西船迫 1・2 号公園の樹木の整理伐採、剪定の必要
性。 
・西船迫 2号公園のフェンスの修繕の必要性。 
・破損がひどいゴミ集積所の補修の必要性。 
・船迫１号公園にグランドゴルフ場造成の検討。 
・散歩コースへのベンチ設置の検討。 

地域づくりの基本方針 

 私達の住む閑静な西船迫住宅団地は新興住宅の特徴でもある住民の年齢層に隔たりがあり、近い将来本格的な
高齢化を迎えることは避けられないということがあります。 
 そのような中で、第二次ベビーブーム世代として生まれた子ども世代は物心ついた時から生まれ育ったこの地
域で、学校や子供会等の諸行事を通して地域への愛着心を抱いています。 
 これからも老若男女が垣根なく地域で支え合う絆の輪を広げて、誰もが明るく快適に暮らし、犯罪や災害に強
い、安心して暮らせる地域づくりを目指していきます。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（交通安全） 
・地区内の路上駐車の一掃事業 

（防災・防犯） 
・西船迫北西側山裾危険箇所確認事業 
・災害時の各家庭における食糧等備蓄事業 
・大規模災害発生時の情報収集連絡円滑化
事業 
・安心・安全の地域推進事業 

（健康） 
・29C 区ふれあい運動会 

（住民活動・自治活動） 
・29C 区敬老会事業 
・花の植栽事業 
・趣味の会・同好会等支援活動事業 

（環境・衛生） 
・ゴミゼロ運動事業 
・ペットの糞一掃事業 
・公園愛護事業 

 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第３編 地域計画 

第 29D区 
 

第 29D区 
世帯と人口 面積 

522世帯 1,503人（男 736人 女 767人） 0.88平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

「明るく」「仲良く」「心豊かで」住みよい 4丁目 

地域の良いところ 

・豊かな自然に囲まれ、地域内には公園が 3か所、近くには太陽の村があり、ウォーキング等で多くの住民が利
用している。 
・運動会、夏祭りなどの多くの行事が催され多数の住民が参加している。 
・公園・集会所等地域の人が利用できる施設が整っている。 
・地域の方が、鉄塔の下を耕して四季折々の花を咲かせている。 

地域の課題 

・ゴミ出しマナーの悪い人がいる。 
・ペットのフン害への苦情がある。 
・地区一斉清掃日の参加者が少ない。参加者の固定化。 
・引きこもりがちな高齢者が増えてきている。 
・地震などの災害発生時の対応に不安。 
・道路が全般的に暗い。 
・道路工事後の段差が多い。 

地域づくりの基本方針 

・笑顔で挨拶。 
・連帯感の涵養。 
・郷土（里）づくり。 

平成 25 年度から平成 29 年度までの主な取り組み 

（防災・防犯） 
・朝の挨拶事業 
・自主防災活動 
・防犯灯点検 
・食料備蓄事業 

（環境・衛生） 
・一斉清掃事業 
・集会所大掃除 
・ふれあいラジオ体操 
・花の植栽事業 
・マナーの向上（ごみ出し） 
・マナーの向上（ペット等） 

（福祉） 
・高齢化対策 
・敬老会 
・にこにこ活動 

（文化・スポーツ） 
・近隣文化史跡研修 
・ふれあい夏祭り 
・ふれあい運動会 
・ふれあい冬祭り 
・広報活動 
・町民レク参加支援 
・歩け歩け大会 
・グランドゴルフ大会 
・レクレーション大会 
・文化祭 

  ※世帯と人口、面積は平成 24 年 12 月末日現在 
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 第 5次柴田町総合計画 後期基本計画 

第 30 区 
 

第 30区 
世帯と人口 面積 

755世帯 1,900人（男 932人 女 968人） 1.47平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

地域の将来像 

“これからも住み続けたい第 30区” 

地域の良いところ 

・運動を実施し健康維持に努めている方々が多く、朝夕散歩をする方々や犬の散歩をされる方々が多くみられる。 
・防犯灯、街路灯の設置はある程度実施されている。 
・ゴミの出し方は概ねルールに従って分別されている。 

地域の課題 

・公民館が地区のはずれで、利用規定が厳しく利便性が悪い。 
・集会所のトイレが旧和式で利便性が悪い。老若男女が気軽に集える施設が必要。 
・学校以外での学習の機会の必要性。 
・通学路に歩道が無い場所があり、危険。 
・集会所の建て替えの見通しがない。 
・デマンドタクシーの利便性向上の声が多い。 
・防犯灯の更なる充実。 
・空き家、空き地の管理が悪い。 
・高齢者世帯の増加で、健康状態確認、防犯面から巡回の必要性。 
・防犯灯、街路灯、公園施設、道路、排水路など公共施設の健全性確認が必要。 
・防犯対策の自主組織が地域にない。 
・防災対策の自主組織が地域にない。 
・資源ゴミ改修を行っているが、回収回数が少なく、保管庫が必要。 
・公園や公共施設の花壇の整理、管理が不十分。 
・地区外住民によるゴミの不法投棄がある。 
・ペット飼育者のマナー、モラルの向上。 

地域づくりの基本方針 

・地域で実施されている行事の更なる内容向上。 
・地域住民が集える施設の機能向上。 
・環境問題の改善。 
・防犯、防災面の環境改善。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの主な取り組み 

（福祉） 
・敬老会 

（環境） 
・ゴミ収集啓発活動 
・ペット飼育モラル向上運動 

（防災・防犯） 
・公共施設の健全性確認 

（全体） 
・地域交流センター計画検討 

  ※世帯と人口、面積は平成 26 年 3 月末日現在 

 
 
 
 






