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第１回柴田町総合戦略推進委員会会議録 

 

                      日時：平成 28年 6月 16日（木） 

                         午後 3時 00分～午後 5時 00分 

                      場所：柴田町役場 委員会室（４階） 

― 午後３時 00分  開  会 ― 

 

■委嘱状交付式 

（新委員柴崎裕子氏、菅野恵子氏に滝口町長から委嘱状を交付） 

 

■第１回柴田町総合戦略推進委員会 

１ 開 会 

○里村主任主査  

 これより第１回柴田町総合戦略推進委員会を開催いたします。申し遅れましたが、私、まち

づくり政策課の里村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、名簿４番の加茂委員につきましては、急な用事のため欠席されております。 

【出席委員】（11人） 

遠藤 晴樹、大宮 弘人、加茂 大祐、菅野恵子、柴崎裕子、晋山 孝善、鈴木 卓 

鈴木 利夫、高成田 享、高橋 治、平井 正憲 

【欠席委員】（１人） 

加茂富枝 

【町出席者】 

町長 滝口  茂（途中退席） 

【事務局職員出席者】 

まちづくり政策課：課長 鈴木 仁、企画班長 佐藤 正人、主事 平間 隆志 

         地方創生対策室：室長 平間忠一、主任主査 里村聖一 

【日程】 

○委嘱状交付式 

○第１回柴田町総合戦略推進委員会 

 １ 開会 

 ２ 町長あいさつ 

 ３ 委員の紹介（自己紹介） 

 ４ 議題 

(1) 委員会の進め方について（委員会の公開・会議録の公開） 

(2) 平成２７年度地方創生総合戦略交付金事業報告について 

(3) 地方創生加速化交付金事業の進捗について 

  (4)  地方創生推進交付金事業について 

  (5) 質疑応答 

 ５ その他 

 ６ 閉会 
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 まず始めに資料の確認をしたいと思います。本日お配りした資料は、資料１が柴田町総合戦

略推進委員名簿です。資料２が柴田町総合戦略委員会設置要綱及び傍聴要領です。資料３が平

成２７年度地方創生総合戦略交付金事業報告です。資料４が地方創生加速化交付金事業です。

資料５が地方創生推進交付金申請事業です。その他に事業評価シート記入要領、それにしばた

っていいなＤＶＤなど資料をお配りしていますのであとからご観賞ください。 

 それでは、開会にあたりまして町長から皆さまにご挨拶を申し上げます。 

２ 町長あいさつ 

○滝口町長 

 今日は、平成２８年度第１回柴田町総合戦略推進委員会にご出席をいただきありがとうござ

います。今、地方自治体をとりまく環境でございますが、大きな流れが２つあるのではないか

と思っております。１つは人口減少に対する対応ということです。もう１つの大きな流れが東

京への一極集中ということでございます。一極集中につきましては、若干ですね逆の流れも出

てきております。若者たちが地方に新たな仕事を自らつくるという田園回帰という流れも実は

ございます。しかし、今の若者たちは圧倒的に東京への流れが強いことと、逆の動きもあると

いう動きを捉えて、柴田町の発展ということを考えていかねばならないんだろうと思うのです。

柴田町の概要でございますが、昨年度の国勢調査では、柴田町は人口が１９１人増えまして、

３９，５００人の町になっております。仙南２市７町で白石市は、３５，０００人ということ

ですから４，５００人の差がついているということです。それから角田市は、３０，１００人

で、９，４００人の差がついているということです。人口は大きいのですが、残念ながら財政

的には、白石とは２０億、角田とは１０億の差がついているということです。人口が多くて予

算が少ないものですから、やりくりするのが大変です。今は職員と力を合わせて、とにかく活

用できる政策については、アンテナを高くして活用していこうということでございます。国も

そうした地域の動きを支援するということで、平成２７年に町独自の総合戦略を立ててくださ

いということでした。これからの総合戦略でございますが、単に計画を立てるのではなくて、

実際に実行に移して、チェックをして、評価をして、また次の政策に結びつけるＰＤＣＡとい

う政策でやりなさいということでございます。そうした計画を作成したところには、交付金で

支援するという触れ込みでした。我々も他の自治体に比べて早く、総合戦略を総合戦略推進委

員会の意見をいただきながら策定させて、計画の実現に向け行ってきたところでございます。

最初の地方創生先行型交付金は、各自治体に配られた交付金でございまして、どの自治体も挑

戦ができました。次に先行型の上乗せということでございます。もう少しレベルアップをする

ということで、県内で挑戦した自治体は３５ある自治体のうち、１０自治体もなかったのでは

ないかと思います。これが、ホップステップの２番目です。３番目が平成２７年度の加速化交

付金ということでございます。すべて、先行型、上乗せ型加速化交付金というホップ、ステッ

プ、ジャンプという政策については、柴田町は挑戦してすべて交付金を活用させていただいて

おります。お手元に柴田町単独では多分できないという外国のお客様への写真集と町のＰＲＤ

ＶＤ「しばたっていいな」は町の単独事業では残念ながらできませんでした。でも国の資金を

活用させていただいて、うまく活用したなと思っております。このように、総合戦略いろいろ
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事業計画があるのですが、本来事業戦略を推進すべき優先順位は、市町村にまかせて自分の得

意な分野から切り込んでいくことが、本来の地方創生戦略だと思います。しかし、すべて国の

コントロール下にありまして、平成２８年度は、いろんな事業のあるうち２つだけですよとい

う縛りがかかってきております。それも２分の１補助という半分は自分で出しなさいというこ

とであります。実は、明日２８年度地方創生推進交付金が締切りということになりまして、３

５自治体のうち推進交付金にチャレンジしている団体は、１２団体ということでございます。

自治体合計で１６団体なのですが、そのうちの４団体は、ハード事業がやれる既存の交付金で

ございまして継続事業でございます。本来の推進交付金という事業にチャレンジするのは１２

団体ということでございます。何回も国とヒアリングをしてやっておりますので、私としては、

政策提案、ホップ、ステップ、ジャンプ、プラスアルファと言っておりますが、何とか明日の

申請で９月に採択結果が出るということを楽しみにしていきたいと思っております。おかげさ

までこういう企画ができるのも、企画しただけではだめなのですね。実際それをやってもらえ

る町民がいる団体がある。それが柴田町の強みではないかと。町で企画することでき、それも

執行でき最終的には、お金の使い方が会計検査院にひっかかりますので、それも、しっかりと

やれる体制が柴田町にはできつつあるということでございます。まちづくりの雪だるまの核が

私は、柴田町には生まれているのではないかと思うのです。その核が多くの人を巻き込んで、

雪だるまのように大きくしていくというのが、これからの総合戦略ではないかなと思っており

ます。そういった意味で今までの政策に対し、推進委員会、第３者の目で客観的にチェックを

していただいて、こういう視点からもう少し次の政策に織り込んだらどうですかというご意見

をいただく会議でございます。まさにこの総合戦略に対して実質的にアドバイスをいただく委

員会でございますので、どしどしご意見をいただいて、この推進交付金は３年間、最長で５年

間、いただける交付金でございます。皆さんの意見をまとめて、また来年もチャレンジできる

ように少しでもがんばっていきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い

したいということで、第１回目のあいさつとさせていただきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

３ 委員の紹介 

〇里村主任主査 

 続きまして、次第３に移ります。第１回目ということで、委員の方々から自己紹介形式でお

願いしたいと思います。 

（各委員自己紹介、事務局自己紹介） 

 それでは、町長ですが、公務のためここで退席をさせていただきます。ご了解をいただきた

いと思います。 

 続きまして、次第の議題になります。まずは、進め方なのですが、委員会要綱第６条の規定

によりまして、委員長が委員会の議長となりますので、高成田委員長よろしくお願いいたしま

す。なお、会議において発言する際は、会議の記録上、必ずマイクを使用し、お名前を言って

からお願いいたします。また、マイクは、使用後は必ず切ってください。それでは、高成田委

員長お願いいたします。 



- 4 - 

 

４ 議題 

〇高成田委員長 

 それでは、昨年度に引き続きまして委員長をさせていただきますので、皆さんのご協力よろ

しくお願いします。最初の議題ということでございますけれども、委員会の公開と言うことも

ございますので事務局から説明をお願いいたします。 

（１）委員会の進め方について 

〇平間室長 

 それでは、資料２をご覧いただきまして、その内容についてご説明を申し上げます。この委

員会は、昨年発足させていただきました。本日お二人の方が新任ということで、新しいメンバ

ーにあらためてこの推進委員会の役割というものをご説明申し上げたいと思います。資料２を

ご覧いただきたいと思います。これの第２条のところに所掌事項というところがございます。

この委員会の役割でございますが、四つの役割があります。特に（１）（２）については、昨年

４回ですねこの委員会において、議論をしていただきました。それで人口ビジョンと総合戦略

の策定をしていただきました。これは、昨年１０月に完了ということになります。今後は、先

ほど町長のごあいさつのとおり（３）にありますように総合戦略の検証、これが今後のこの委

員会の役割というような位置づけになりますので、ご理解のほどをお願いいたします。第４条

です。任期については２年ということが明記されておりますので、２７年・２８年この２年間

で任期を満了させていただくということになります。それから、２ページをご覧いただきたい

と思います。６条の４には公開を原則とするということで、町民の皆さんにも本日の会議はホ

ームページで公開ということでお知らせをしていきます。それでは、３ページをご覧いただき

たいと思います。それに基づいて公開のやり方についてご説明申し上げます。委員会の委員だ

けではなく町民の皆さんにも聞いていただくということで、傍聴要領を策定させていただいて

おります。３０分前から資料の配布をしながら町民の皆さんにも広く参加をしていただく傍聴

要領も策定されております。本日は一人もお見えになっておりません。お見えになっていない

方のためにも会議録を整備させていただきまして、今後ホームページにアップさせて、いつで

も確認できるような形で公開の原則を通していきたいと思います。この委員会の進め方等につ

きましては、公平に進めますのでよろしくご協力お願いいたします。これが資料２ということ

になります。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございました。この委員会の任務といいますか任期は今年度末ということですが、

この委員会の今後の日程はどのようになっていますか。 

〇平間室長 

 あとでご相談を申し上げようと考えていました。今後の会議日程等につきましては、年１回

の検証委員会というような位置づけでいいのか、それとも総合戦略の７４の事業の検証もしな

ければならないタイミングがありますので、今日の報告を聞きながら最後の方に委員の皆さん

の考え方をお聞きしたいと考えておりました。事務局としては、最低でも３回は開催していき

たいという計画は持っておりますが、本日の会議が第１回目となります。あと残り２回、もし
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くは、足りない場合は追加をしますけれども、会議等で委員の皆さんの発言を聞きながら進め

ていきます。事務局としては、原則年３回の会議を実行していきたいと考えておりました。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございました。会議の目的が総合戦略の検証ということです。実際の総合戦略が

出来て予算化されて、実行されている部分もありその検証ということで、できるだけいろんな

発言をして意見をいただくようにしていきたいと思います。それでは、その具体的な実行計画

について事務局の方からご説明をお願いします。 

（２）平成２７年度地方創生総合戦略交付金事業報告について 

〇平間室長 

（スライドにて説明） 

 それでは、資料３をお開きいただきます。資料３の一覧を見ていただくとわかります。先ほ

ど町長がホップ、ステップ、ジャンプで国にいろんな事業を申請したというこれが一覧表とな

ります。合わせて１３の事業を２７年度、国に申請したというようなところです。当然これら

の事業報告をこの委員会において一つの区切りをつけるということで国にも報告しております。

その進捗状況など本日機会をいただきまして報告させていただきたいと思っております。ただ、

この計画について総合戦略は５年間の事業戦略です。必ずしも１年度で終わるということでは

ありませんので、お含み置きいただいた中で説明をさせていただきます。それでは、資料３の

表紙をご覧下さい。まず地方創生先行型基礎交付ということがありまして、昨年の２月に国か

ら２６年度の繰越事業ということで７事業を受付していただき、実施展開をしたというところ

です。この展開においては２７年度１年間をかけて実施しております。それから２７年度ホッ

プ、ステップの段階で上乗せ交付という三つのタイプがありました。このような形でチャレン

ジをして、合格をいただいて昨年実施しております。合わせて約９，８００万の国費を柴田町

にいただいて事業を実施したところです。それでは、１ページ目からご説明いたします。地方

創生の策定業務というところで総合戦略の策定事業です。この委員会の役割ということで昨年

は４回お集まりいただいて作成を完了させたというようなところです。人口ビジョン、総合戦

略策定、そして住民懇談会による計画の説明を経て国に策定をしたということで、昨年１０月

に報告をさせていただいたところです。これの目標値、真ん中にありますけれど柴田町として

は、１０月に策定したいという目標値に１０月に完了というところでこれについての達成率に

ついては１００％ということです。これの課題は、総合戦略は、全部で７４事業を計画に盛り

込ませていただきました。しかし、国からは次から次へと交付金の制約を受けております。７

４事業の中で他の市町村との連携であれば、３つまで申請でいいですよというように国自体で

事業を圧縮させ市町村がやりたい事業の機会がだんだん少なくなってきているというところで

す。そのような課題もありまして、地方創生の最終的な基本目標である人口３０，０００人維

持のためにはかなり難しい計画になりつつあるなというところです。２ページについては、異

業種ビジネスチャンスです。これについては、柴田町にありますＮＰＯ仙南広域工業会に事務

委託をして、いろんなビジネスチャンス、柴田町は特にものづくりが盛んな地域で仕事おこし

ができないかということです。３年計画で始まった事業です。１年目ということで、マッチン
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グ支援を当初３件程度行いたいと計画は立てたのですが、実際的には、マッチング支援回数は

１件でした。みやぎ県南中核病院１件のみということで目標達成はできなかったという評価が、

ＮＰＯからされてきております。それから開発商品取り扱い件数１件ということで目標を掲げ

ておりましたが、実績では４件みやぎ県南中核病院に提案をし、取り組みの成果のところに書

いてあります。４点を病院の方に提案を申し上げたということで、酸素ボンベ整理グッズから

４番目のレントゲン検査マットまで、特にレントゲン検査マットについては、病院でも関心を

示してくれたということです。２年目以降事業の取り組みの中で具体的に改良されていくこと

になっています。異業種というところで、物づくりから展開するには時間がかかるという反省

を聞いておりました。３ページです。柴田町の６次化支援です。柴田町の地場特産ということ

で味噌と柚子がありまして、味噌組合、柴田特産品加工組合に味噌の６次化を支援しました。

それから雨乞の柚子組合にも柚子を使った６次化商品というところで事業支援を行いました。

味噌組合で作ったものはふりかけを試供品として作ったということ。また、くるみ味噌、ばっ

け味噌は試作品という形で味噌組合が製作をしたということです。まだ、販売までは至ってお

りません。次は、柚子組合です。柚子の七味とアイスキャンディです。これも一つの目玉とい

うことで作ったという事業報告を受けております。ただし、市場にでるにはコストがかなり高

いということです。実は宮城大学と一緒に作りまして、アイスキャンディが４００円だそうで

す。これでは、市場にはでないのではないかということです。これをいかに下げるかというこ

とで組合では頭を悩ませているというところです。製品は作るが、販売はコストがかかるとい

う反省を聞いております。それから味噌組合はいろんな製品を作るにしても、味噌の貯蔵庫が

古くなっているために多くの製品を作り置きできない状態です。そのために加工場の施設整備

が必要で、今後の課題も今回の取り組みの中で指摘されているところです。それから４ページ

です。若者等職場定着支援ということでこれには二つの事業を行いました。管理者研修とメン

タルヘルス研修の二種類を職場定着のために実施をしました。実績等については、研修受講企

業者数は当初３０社を予定してましたが、倍の６１社から申し込みがありました。受講者につ

いても当初６０人が１１７人ということで若者の職場支援という位置づけでは評価が高かった

ということです。平成２８年度も実施をするという流れになっております。それでは５ページ

の地域資源を活用した観光振興です。柴田町として、観光施設としてはまだ魅力が足りないと

いうようなところで目標については、２７年度の目標を観光人口の入込数で一つの目標を定め

ています。それからプロモーション実施件数ということで、柴田町だけのエリアで情報を出し

てもしょうがないだろうと広くプロモーションする必要はあるだろうと成果指標に掲げて２７

年度は実施させていただきました。観光入込数については、当初１０％増を目標に取り組みま

したが、１０％までにはいかなかったという数値が出ております。１０％アップするにはいろ

んな課題がありますが、人を呼び込む魅力がもう一押し足りないのかなと思います。プロモー

ション活動についても当初２件だったのですが４件で、仙台空港で外国人観光客対象にプロモ

ーションをしたり、首都圏キャンペーンを行いました。それから、観光客からワイファイの設

置を聞かれるということで、２７年は船岡城址公園と太陽の村に観光ワイファイを設置させて

いただきました。それからイベントも町内外から呼び込もうということで行いました。今月は、
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ホタルツアーが実施されます。上川名にあります「縄文の幸」で食事をしながら町外から参加

していただきました。期間的なイベントという形で曼珠沙華まつりを開催しながら入込数を多

くしたいというようなところです。課題ですが町内で販売されている物産等の消費拡大につな

がっていない。人は来るけど消費拡大につながっていないということです。観光収入、お金を

落としていただく仕組みがまだ足りないというようなところです。観光客の誘致も大事ですが

食事、お土産、物販が足りないという課題が、２７年度取り組んだ中にあったということです。

６ページをご覧ください。柴田町の地域特性を生かした中で歩いて楽しい町づくり、景観づく

りを町民皆さんで楽しもうという仕組みづくりを作ろうということで地方創生の交付を受けた

事業です。柴田町は船岡と槻木の２つの町が合併しておりますので、船岡駅と槻木駅を起点に

町外から人が来るという歩くコースの整備を２か所考えて準備をしたところです。それだけで

はなく、歩くためには、食べる楽しみ、買う楽しみが必要だろうと槻木の里山に向かうところ

にある富上学習館という施設があります。そこはプチとみかみという地産地消の拠点がありま

すので、その施設とうまく周遊できるコースも併せた中で、拠点整備が１か所、ルート整備が

２か所。そして、新たな仕事おこしが１件という成果指標を定めながら実施をさせていただき

ました。実績として、画像にもありますが富沢、上川名地区にあります富上、昔の分校跡です。

そこにあります生涯学習館を改修して、多くの方に地場産販売とか休憩所の役割を持っていた

だこうと一部改修をさせていただきました。もう１か所は槻木駅コースの中の体験会を３月に

実施させていただきました。当日は２グループ約２０人の参加の中で実施し、蔵王連峰を四日

市場の田園風景から眺めるという体験会を実施させていただきました。それから７ページです。

柴田町の槻木駅近くに大きな空き店舗がありました。その空き店舗を活用した福祉拠点整備が

できないかということでお声をかけさせていただき本日委員でもあります大宮委員さんが関係

する会社が空き店舗を活用した事業展開をしていただきました。これについても当初８人の雇

用者を目標にしましたが、１０人の雇用創出の結果に結びつきました。それから８ページです。

上川名の行政区の中にあります上川名活性化推進組合というところがあります。荒れた竹林を

復元したいというような取り組みをさせていただきました。約１ヘクタールの荒れた竹林があ

りました。それを整備して地元で採れた竹の子の販売と加工品を販売して、地域の中で仕事お

こしに繋がるという支援をさせていただきました。特に今回の成果指標の中で竹の子を１つの

ブランドとして何ができるかということで、食べる竹の子、そして竹チップということでこれ

は土壌改良材を生産しようと切った竹をチップ材にして売ろうというような計画を作りました。

チップについては、売るまでにはいかなくて、竹林にまきました。このような形で土壌改良を

しながら、来年の竹の子を取るための地盤改良のためにまいたために販売まではいかなかった

という取り組みで、２件の内１件ということで竹チップは自分たちで使ったということです。

プチとみかみの売り上げ増加に繋がる展開をしました。しかし、竹の子の取れる時期は３月の

下旬から４月です。この事業は、３月３１日で終わりますので、竹の子の売った売り上げは４

月の販売金額となり今回の実績の中には含まれません。売り上げも目標値には若干届かないと

ころです。４月は、約６０万円以上の売り上げがあったという報告は受けております。地域の

中の資源を活用して自分たちの持っている資源で仕事をおこそうと上乗せ交付という事業を展
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開させていただきました。９ページです。花のまちしばたインバウンド推進事業です。訪日外

国人、つまり外国人を対象に柴田町をアピールしようという事業です。柴田町においては、ま

だまだ国際化は進んでおりません。そのための基盤づくり、インバウンド推進協議会を設置し

て、その母体を中心に外国人の観光客誘致に乗り出していこうという事業です。今回の成果指

標の目標は、観光マネジャーの育成ということで、観光は幅が広いのでその幅をマネージメン

トしてくれる方一人を委託という形で雇い、アドバイスを受けました。それから外国人を案内

するにしても言葉ができないと困るので、町内在住の方に英語ボランティアとして入っていた

だきました。当初は、５人程度見込んだのですが、結果的には２３人の町民の方がボランティ

アとして事業に参加していただきました。外国人のお土産と食事のメニュー、これについては、

思いのほか開発が遅れたという反省がありました。外国人もアジア系、ヨーロッパ系、インド

系があり、食事のバランスをどのようなところに視点を置くかというところから難しいために、

開発も当初の目標を下回ってしまいましたということを聞いております。それから１１ページ

です。これは柴田町単独の事業ではなく阿武隈急行沿線の市町５つです。福島市、伊達市、丸

森町、角田市、柴田町が連携して阿武隈急行線を使ったイベントとして観光客を誘致しようと

いう事業です。これについては、１年、２年で目標達成は困難ということで、５年間の中での

成果指標ですが、定期外利用者を５％アップさせようというところです。阿武隈急行の２６年

度の定期外利用者は１０４万７千人です。これを少しでも多くしたいと、定期券購入者は固定

客なので収益的には安定するのですが、それ以外で稼がないとだめだろうということで定期外

利用者のアップを目標に行ったということです。主な事業としては、阿武隈急行で持っている

車両、二両編成の車両にフルラッピング外装をかけました。本日阿武隈急行のパンフレットあ

るかと思いますが、阿武隈急行トレージャーガイドを準備させていただきました。キャラクタ

ーとして漫画で伊達政宗から始め、いろいろな武将を描いて車両をラッピングさせていただい

た。それを今使っているところです。それ以外にも声優さんを招いて阿武隈急行ツアーを実施

しました。これからもこの車両を使っていろいろなイベントをやっていこうという事業です。

これの課題についてですが、２７年度から５年間広域事業として行うということで、２８年度

の事業申請をさせていただきました。国から、２８年度は国のお金ではなく、自分たちの自主

財源でやりなさいという結果を受けました。当初の目標を縮小しながら自分たちの持ち出しの

中でできるものを、車両を使って実施していくという流れになっております。１２ページです。

太陽の村、冒険遊び場整備事業です。太陽の村は農村環境改善、農村の方たちの保養所という

位置づけで整備をしておりました。今回は、子どもたちの遊び場に切り替えていこう。子ども

たちがのびのびと遊べる施設に整備しようということで、国に申請して認めていただいたとこ

ろです。この事業の中に親子参加型イベントとか世代間のスタッフ養成とかの成果指標は掲げ

ておりますが、原則的には、子どもたちを遊ばせたいという仕組みづくりを作るということで

す。今回多くお金を使わせていただいたのは、太陽の村再整備化計画、つまり太陽の村を今後

どのような形で子どもたちの遊び場にリニアールさせるかという計画作りに、半分のお金を投

入させていただいたところです。それを踏まえて、２８年度以降の事業の仕組みづくりをして

きたところです。それが、親子参加型イベントの開催であり、多世代交流イベントのスタッフ
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養成という仕組みづくりを２７年に行ってきたということです。１３ページです。トップアス

リート育成事業ということで、地元仙台大学の知的資源を活用させていただいて、小中学生の

体力アップを図ろうという事業です。それには、基礎体力もきちんと計り、今後５年間の中で

体力、運動能力をテストしながらその結果を反映させていくという事業です。仙台大学の学生

の中で教員志望の方がかなり多くいるというようなことがありますので、放課後先生になって

もらって、子どもたちの学校が終わったあとに、先生希望の人たちを学校に派遣して、運動を

やったり勉強の補修をやったりとする事業をやらせていただきました。当初は、放課後先生５

人程度でスタートしたのですが、小中学校の需要が多かったものですから４１名もの仙台大学

の学生さんに行っていただき、子どもたちに指導していただいたところです。それからトップ

アスリートということで、何らかの分野で１番を目指してほしいという願いを込めて、子ども

たちに柴田町で１番というものを体験していただくということで、今回は、新体操の先生を呼

んで実施をしました。秋山エリカ先生、日本体育大学の先生です。来ていただいて子どもたち

に直接アドバイスをいただきました。子どもたちには、いろいろな夢を与えるのも必要として

トップアスリートの事業で実施させていただきました。今年もすでに事業戦略の中で動きが出

ているということです。総合戦略については、７４の総合戦略があり、昨年１０月に策定をさ

せていただきました。その中においてすでに実施している事業とこれから実施するというとこ

ろで、評価がでないタイミングの事業がありまして、本日は、国の緊急支援をいただいた交付

金事業を中心に、２７年度の報告をさせていただきました。以上です。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございました。我々は、総合戦略そのものの検証ということなので、今お話いた

だいた１３事業については、町として私たちに意見を求めていますか。 

〇平間室長 

 行政として、出させていただいたのですけれども、委員の皆さんたちにおいてもこの点はど

うだったのかとか、もっとここに重点をおいたらどうかとか、そういうアドバイスもいただけ

たらよりいい形で２８年度も実施できるのかなと思っております。この辺について結果オーラ

イだけでなくアドバイスをいただければいいなと思っておりました。 

〇高成田委員長 

 わかりました。それでは個別にお話をしたいんですが、その前に総合戦略では７４の事業が

あるということで、さきほどのお話のなかでは、国からお金が下りるのは２事業ぐらいか、あ

るいは広域であればもうちょっとという話が出ているということで、ここにある事業は総合戦

略にその一部は盛り込まれていると思うんですが、１３の事業というものは総合戦略の７４の

事業とどういうかかわりをしているのか教えてください。 

〇平間室長 

 実は７４の戦略と国の今回の地方創生の計画については、あくまで総合戦略に載った事業の

中で柴田町の仕事おこしとかに関連するもので、緊急を要するものは手を挙げなさいというと

こんな形であります。７４事業すべてが実施しなければならない項目なのですけれども、とり

あえず仕事おこしという視点の中で優先順位の高いものからやらせていただいたというところ
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です。特に国から言われているのは、単独の事業７４ありますが、そういうことではなく、そ

れを横串、たとえば、仕事おこしと子育てというような位置づけの中で何らかの仕事おこしが

出来ないでしょうか。人の交流ができないでしょうか。そんな連携の視点で国は、総合戦略の

交付金を配るということで手続きをさせているところです。たしかに７４の事業の中には、今

報告しました１３の事業は入っています。 

〇高成田委員長 

 基本的には、総合戦略の大きな枠組みの中のいわば先行であったりするという意味合いです

ね。それでは、７４と言っているのは総合戦略の中に事業メニューと書いてありますけれども、

これを見ていけば７４となるということですか。それでは、具体的な事業について総合戦略に

基づいた新たな事業というのはどこから提案されてくるのですか。あるいは、２８年度の事業

の中でこういう事業は、総合戦略のこの事業ですというのはどこに出てくるのですか。 

〇平間室長 

 今のところは、あくまで総合戦略の中に７４の項目がありますので、この中からのピックア

プというところです。 

〇高成田委員長 

 ピックアップがこの１３事業だということですね。 

〇平間室長 

 ２７年度はそうさせていただきました。それで２８年度今後そういうところで、継続する事

業と新たな事業が出てくると。 

〇高成田委員長 

 総合戦略がきちんと出来ているか検証するという役割ですから１３の事業についてこれから

議論したいと思います。総合戦略の７４のメニューについても２８年度の新規事業の中で作ら

れているということですね。それについては、今日は検証の対象にしないということですね。

それはいつか出てくるということですね。 

〇平間室長 

 実は、資料５の中にそれが入っているということで後ご説明をしたいと思ってました。 

〇高成田委員長 

 それでは、１３の事業について意見を聞きたいと思います。 

〇晋山委員 

 実施されている事業の中でフットパス事業と花のまちしばたインバウンドについて、来た方

にもっとアピールをしてもらう。宣伝をしてもらうような仕組みを組み込むことで、達成率を

上げられのではないかと思います。スマホとかで写真を撮ってもらってアップロードをするよ

うなことを推奨するというか、撮ってもらってビューポイントというか、ここはきれいですよ

とかここにこのような花が咲きますよとか情報を出すことによって広報していく。こちらがや

るのではなくてお客さん自体が、アピールをする仕組みを取り組むことでお金をかけずにより

この事業が活性化されるのではないかと思う。あちらこちらにどんどん写真を撮ってください

ということを出した方がいいかなと思います。 
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〇菅野委員 

 晋山さんの意見に似ているかもしれませんが、先週私この会議の委員に選出されてあわてて

ホームページを拝見したのですけれど、行政の方ががんばって作っているのですが、もう少し

若者向けというか、くだけたホームページでもいいのかなと思います。そこにどんどん写真を

アップさせるとか、もう少し見やすいというか誰でも見れる。パット見てああ行きたいなとい

うホームページがあればいいかなという意見が一つと、観光情報の一つ５ページにありますお

金を落とす仕組みというところでこれは確認ですが、温泉などはないのですか。４月に桜が咲

いて、どこか立ち寄るところが、何か所かあればいいかなと思ったものですから質問させてい

ただきました。全体的にホームページが気になったものですから意見を言わせていただきまし

た。 

〇平間室長 

 温泉は、ありません。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございました。ほかの方いかがでしょう。 

〇高橋委員 

 工場等連絡協議会の中で活動してますけれど、商工会の大槻会長、観光物産協会並びに柴田

町役場、町長も出席しながら年に１回ないし、２回のですね４団体の懇談会ということでやっ

ております。その中で花のまちしばたということのメインのテーマがございますけれど、町長

が言われているフットパスがかなり力を入れているということです。どうやってお客さんを呼

び込むかということで、せっかく千桜橋も出来上がって船岡駅から歩きながら公園を回って見

学をして、街を通るルートとしてあると思います。そして、船岡駅に戻ると船岡コースとか体

験するフットパスコースが出来上がってきたと思うのですが、そういう観点で工場等連絡協議

会も、どうやってお客さんを呼ぶかという論議をしております。そういった中で単なるフット

パスの観光スポットのポイントだけをお客さんに示してこういうルートがあります。それだけ

ではお客さんは、ああそうかで終わってしまいます。あまりおもしろくないな、お金も落とし

ていかないなあと私は感じを受けています。例えばマップを作ったならば、そこのスポットに

はスタンプをよく道の駅にありますね。スタンプをいただいて、それを全部クリアすると何か

商工会か役場からお土産みたいな景品をゲットできるとか、そうすると子どもも喜ぶのではな

いかと２００円、３００円の品物でも喜ぶのではないかというふうに思います。そういうフッ

トパスで街並みを歩きながらどこかで買い物をすると１，０００円のレシート、または３，０

００円のレシート、５，０００円のレシート、１０，０００円のレシートそれを集めてまた提

示すれば割引クーポンがいただける。それを町で使えばまた来ようかなとそういった仕組みづ

くりを考えていかないとだめじゃないかなと思います。そんなこともこれから論議されると思

うので、考慮した方がいいのではないかと思います。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。ほかの方いかがですか。 

〇鈴木（利）委員 
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 関連することがありますが、私の仕事柄、今資料の中でお話を聞かさせていただきましたが、

昨年よりも今年の春の桜まつりですが、大型バスは台数が少なかったのではないかと思います。

大型バスでお出でいただく方々は何か月も前に計画を進めて、それに合わせてお出でいただく

という状況なのですね。その中で毎年桜でなくとも紅葉でもそうなのですが、その季節によっ

て若干の時期が過ぎてしまうという経緯がございます。それから、一度今年来たら来年も来る

団体さんは比較的少ないですね。ですから、それを数多く広げていくということが、一番の大

事なとろでございます。一回今年来てすごくよかったというお話をいただくと、また次の年も

エージェントさんであれば計画を進めるというか、自信を持って進めていくという状況になり

ます。ですから、千桜橋などができまして、舞台は揃いつつあるのですが、もう一つ欠けてる

ものがあるのです。町の中に来て、お金を落とすところがないということが一番欠けている。

従って、国内の方、それから外国の方、その方々でお金を使っていただける商品開発、例えば、

ちょっと食べるスイーツとかそういうものを、大きく発展させていただくともっとお客さんが

入ってくる可能性は高いのではないかというふうに私ども感じております。そういうところも

踏まえてご検討いただければよろしいかと思います。 

〇鈴木（卓）委員 

 ５ページになるのかなと思います。昨日、大河原地方振興事務所様のご協力を賜りまして、

仙南２市７町に岩沼市、名取市、亘理町、山元町を加えた４市９町の自治体様、あとは商工会、

観光関連の方々を集めまして、地域連携による観光客誘致に関する勉強会というものを開催さ

せていただきました。やはりその中でもお話がでたのですけれども、柴田町単独で観光客を呼

び込むということにはやはり限界があるのではないかと感じておりまして、他市町村との連携

で観光振興を取り組んでいかないと、なかなか難しいと感じております。ぜひその辺も踏まえ

て今後事業を進めていったらよろしいじゃないかと感じました。以上でございます。 

〇高成田委員長 

 加茂さんいかがですか。農産物もいくつか出てるのですけれど 

〇加茂委員 

 農産物ということもありましたし、もともと去年からスタートしたのは、柴田町の人口が減

るので雇用とかで話がスタートしました。今回、政策と現状と達成率を見させていただいたの

ですけれども、それぞれの事業に対しての実績、達成率で評価するのはいいんですけれど、そ

れが、もともとの目標に合っているのかなと思います。金額からいうと８番の２千百万円です

ね。上川名組合、ここは、竹の子とか整備して、若者の就労というものも目標にしてたのです

けれども、まだ１年なのでこれから入ってくるとは思えるのですが、金額も大きいですので、

結果がなかなか出てこないと、実績評価も載せてもらっているのですが、それぞれの事業の実

績はいいのですけれども、結局それが人口につながるような評価にしていかないと一番目指す

目標に近づくような評価にしていった方がわかりやすいのかと思いました。そして、農産物で

すね先ほど柚子製品がでれば買ってみたいなと思うんですけれども、なかなか４００円だと買

えないですよね。作ってみて高くて売れない。しょうがないではなくて、ある程度そこに予算

をつけてもらって、ある程度の見通しをつけてもらうのが今年なのか、来年も同じ金額をもら
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えるのかわからないですけれども、やって開発したけれども売れないでは、もらっている方も、

実績を出さないといけないのかなと感じました。 

〇高成田委員長 

 そのほかいかがでしょうか。スイーツの話がでましたが平井さん。 

〇平井委員 

 スイーツを作っている者にとって耳のいたい話がありました。商売やってますと４月の花見

の時期と言いますと、ほかのことができない。私のところは団子作っているのですけれど、あ

まりにもその時期に注文がき過ぎて、それに対応しないとだめだ。他のものを開発するだけの

能力というよりも、製造能力がないというのが現状です。私ばかりではなくて、他のお菓子や

さんもそうなんですが、一瞬のうちにお客さんが伸びるものですからそれに対応せざるを得な

い状況です。他のものを出して町の中にお金を落とす仕組みを作らなくてはいけないというの

はわかるのですけれども、私自身も商工会の方の商業部会で駅の方で臨時売店を出しているの

ですけれども、満開の日の土曜と日曜日なのですけれども、やはり皆さんお弁当がほしいとい

うことでお弁当を出しています。けれども天気のこととかいろいろなことがあって商売の難し

さを感じます。本来ならばそれらのことを乗り越えて、お客さんにもっと還元できるようなこ

とをしなくてはならないですが、正直まだ出来ていないというのが現状です。他のことで気に

なったところがあったのですが、先ほど加茂さんの方から言われたように道の駅の取り組みで

すが、富上に行ってきたことがあるんですが、投資効果というか投資をしたのならば、まだ、

そこまで行ってないのかと現状的には、お客さんを呼び込むだけの魅力ある入れ物にはなって

いないなあと思って２回ほど行ってきました。ほとんどお客さんがいないのが現状でやはり発

信力というますか、情報発信のやり方が全体的に弱いのかなというのは感じますね。さくらま

つりのときもそう思います。道の駅のことについてもそうなんですけれども、情報発信力があ

ればもっとお客さんに来ていただけるのではないかと思うんですね。商工会としても悩んでい

るところですけれども、城址公園の方も去年よりはかなり減ったとは思うのです。入り込み数

がね。さくらまつりで去年は橋があったのでその影響で前年対比でいえば２０％伸びたと思う

のです。今年の場合は、５～６％ぐらい減ったのではないかなと思います。２年続けて延ばす

という状態にしていかないと、皆さんの期待に答えられないと思います。私たち自身ががんば

ってもっとお客さんを呼ぶような工夫をしないとまずいのかなと思います。 

〇高成田委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇大宮委員 

 この１３事業の中に実は我社が中に入ってまして、当事者としての話もいいかなと思いまし

て挙手させていただきました。７ページの部分が私たち自閉症療育の施設ということで応援を

いただきました。障害というところでは、むつみ学園は、かなり優秀な施設でありまして、実

際私たちも柴田町を中心に活動してきたわけです。柴田町のみならず仙南のところですごく発

達している柴田町で是非やりたいということで、このような形で開所させていただいたところ

です。ふたを開けてみたらどうかというと実際我々の方に利用に来ている人は、石巻だったり、
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大崎だったり、県外から来られている子もいます。さらにこの療育というのは一生ものですか

ら転居をして、柴田町に腰を据えてやっていこうとかというようなご家族まで今出てきており

ます。ここに書いてある分では、うちの職員の数が増えたということで達成率がでましたよと

実績が出ていますが、障害をもった子どもを持つ親たちが、どうにかしてやりたいとかで場所

を選ばずに来る訳ですね。そういったところでも大変ありがたかった。さらにこれを有効に無

駄にしないようにしていかなければならないという気持ちでいます。あと、個人的に思いまし

たのが太陽の村なのです。太陽の村というのも私が小さい頃はよく父に連れてきてもらったと

ころです。遊ぶところというかアスレチックというかたくさんあったんですね。たしか木製の

ものだったと思うんですが、悪くなって撤去したと思います。今だとダンボールを持って子ど

もたちがちょこちょこそりすべりを見させていただいております。我々の施設の中にきたご家

族の中にも、どこか遊ぶところありませんかというとお勧めしたりするのですが、ラーメンと

かですね有名だったりしますので、もっと遊び場を強化していたらもっと土日も来客が上がり、

さらにそこにお金を落としていくことに繋がるのではないかと思っております。以上です。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。個人としての高成田ですが、私が気になったのは、観光というのが

先ほどありましたけれど、広域的なものだろうという気がします。例えば阿武隈急行沿線でと

いうところがまさに広域的な観光事業であって、このあたりは核の一つであろうという気がす

るのですが、この事業だけがＥで評価が低すぎるんではないかということがあります。広域で

あるということから評価がきつくなるのではないかなと思うんですけれど、こういう自治体と

協力するとトータルとして増えていく。そしてやっぱり阿武隈川というのは、一つの川全体で

大きな物語を持っているので、阿武隈川物語という感じで、沿線の中にある物語があってこれ

を順番にたどっていこうと。例えばユーチーブで出すとかそれで、阿武隈川に行ってみようと

か順番に阿武隈急行鉄道に乗ってみようとかそういうところになるので、厳しい評価で終わっ

てますけれども、むしろこのあたりの事業を、もっとこれから伸ばすということもあってもい

いのではないかなという気がします。もう一点目はお金を落とすところがない。そして何か買

うものがない。というのは、やっぱりまだまだ地元で努力しなければいけないということがあ

るのですけれども、私はたまたまふるさと納税をしたものですから、柴田町のふるさと納税は、

正直申し上げてあまりする気になれませんでした。いただいたものがやっぱり魅力がないです

ね。魅力のある産品がないとだめということです。この町として売り出したいというものがあ

るのであれば、例えば、柚子にしても味噌にしても、味噌は売り切れていますけれど、やっぱ

りもうちょっと前面に出したらいいんじゃないかという気がします。コーヒーカップは出てく

るので、いったいこれはなんだろうと思って、こちらの資料を調べたらイギリス人の方の雷窯

ということはわかりました。なんで私が一生懸命調べてそんなことわからなくていけないのと、

それは、もう瞬間にわかるように町で、お土産として出すのであれば、どのような人か知りま

せんけれども、その人をもっと前面に出すとかというようにやらないと、やはりこの人を売り

出していこうというのなら、顔写真もあってこんなにすばらしい人ですよというところからこ

のコーヒーカップを売るという、何かそういうコミットメントというか意欲というかリスクを
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背負うということがあってもいいのではないか。柚子についても柚子農家が何軒かありますが、

私もお話をお聞きしましたけれども、いろんな可能性を持っているなと。もう少し、表面的に

お付き合いするのではなくて、深く入り込んでいったらどうなのかなと、はたから見るとそん

なことを思います。ふるさと納税なんかは売り物なので、もう少し充実されたらいかがかと、

例えば柴田町のホームページはふるさと納税のリンクがない。他の市町村は、半分ぐらいは、

ふるさと納税があって、そこを押すと町の宣伝に繋がるようになっている。柴田町は私が見た

限りは見つかりませんでした。やっぱり本気になって売る気はないなということを感じたとい

うことです。 

 そういうことで、意見が出たところで、事務方の方から平間さんの方から何か全体について、

お話をいただければと思います。 

〇平間室長 

 実はですね。最後の資料を話した方が今までの回答になるのかなと思いました。資料を飛ば

させていただいて、５番をご覧いただきたいと思います。平成２８年度柴田町がこれから新た

に取り組もうというものは、２７年度の反省を踏まえた中で事業を政策連携ということでいろ

んな事業を束ねてそれを二つの事業として展開していこうというようなところです。実は明日

県を通じて、国に提出される申請内容が２点あります。一つは、観光分野です。柴田町は物を

売るものも買うものもない。桜だけで観光客というか入込が図れない。柴田町オフタイム、オ

フシーズンにこれを何らかの地域資源として活用できないかというようなところで、去年作り

ましたインバウンド推進協議会は全部で４０近くの団体があります。この方たちと一緒になっ

て今回は、ステップアップ事業に取り組もうというようなところです。当然資源的にもまだ劣

っているところの名所づくりもやりますけれど、町の中に賑わいを持たせるというようなとこ

ろの商店街元気アップ事業、これは商工会と連携した中で、食べ物のホームページの製作なん

かも実施していこうとするものです。それから情報発信やまちおこし等について、先ほど各委

員の皆さんからご指摘ありました。それらを３年間の事業計画の中で力を入れて進めていこう

というようなところで、今回国に提出をする事業が一つです。将来は、やはり観光物産協会、

商工観光課ここが観光を担うのではないだろうというようなところで、新たな観光専門の「ま

ちづくり公社」という公益法人化を目指した中で進めていこうするものです。観光に特化して

柴田町まちづくり公社を中心に進めていこうというようなところで考えているものが一つあり

ます。次に資料５の２ページです。これはフットパスと農産物、柴田町にある資源の農産物の

生産加工物を売り出していこうという仕組みづくりを作っていこうというようなところです。

先ほど平井委員も言われているように生産能力、製造能力がないというような現状を踏まえて、

新たな組織を立ち上げて、新たな人に呼び込みをして町内で確保できないものを、ここの部門

の中で補って展開をしていこうというような事業を「まちづくり会社」という民間の会社を基

点にした中で展開をさせていきたいなと考えています。各集落の道の駅もさることながら、や

はり情報の発信の仕方もわからない、イベントの仕方もわからない、自分たちの持っている成

果物の売り方もわからない。こういうようなものをやはり稼げるという専門的なアドバイスや

情報も発信しながら集落間で就業や就農、仕事に繋がる。そのようなアドバイスができる組織
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化を今回３年間で作り上げていきたい。２７年度の反省を踏まえた中で、外からの力を借りて

やっていこうという新たな地方創生の戦略として今回柴田町として提案をしていきたいと思っ

ております。先ほどからのお話の中で柴田町７４の政策を上げたというようなところです。そ

の中で当然人口の維持と就業、つまり稼げる仕組み、そこで生活できる仕組みというようなも

のを入れる必要があるだろうというようなところです。仙台大学の学生が柴田町に就職してい

ただきたいというそういう仕組みもこの二つの政策の中で展開できればいいというところで、

今計画をまとめさせていただいているというところです。仙台大学については、フットパスを

今年から３年間の中で活用を図ります。フットパスのコースを作りました。しかし、活用の仕

方がやはり専門的な知識がないものですから、町民の方はわからないだろうと、そこで仙台大

学の学生と先生と一緒になってフットパスを活かしたイベント作りをしていこうという仕組み

も、これから別な事業の中で起こしていきたいなと思います。それから、先ほど鈴木さんから

も言われましたが、広域連携のことですが、大河原と一目千本桜、大河原町と柴田町合わせて

８キロの桜があるものですから、それも広域観光の中の位置づけとして、実は昨年大河原町に

持ちかけしました。ものの見事に断られました。こういうような形で観光をやりたいと思って

も、市町村によっては温度差があってどうしても一体的になれない。こういう課題も昨年あり

ました。一緒にやれるのは、蔵王、白石、村田いうようなところです。どうしても核になるよ

うなところが協力できないところで、広域観光は難しい。反省として当然観光は、広域を目指

すべきだろうというふうには思います。今のところはなかなか足並みがそろわないというとこ

ろです。広域観光を目指しつつ、柴田町の基盤整備を町中と施設を充実させて広域観光に備え

ていく。展開できるような基盤づくりをしていこうと今考えているところです。それから情報

の発信、スマホのようなものについても我々の技術も少なくなっています。そこで仙台大学の

情報メディアとか学校の学生さんたちを、フットパスに入れながら活用できないかとか大学と

事業の精査をさせていただいております。もう少し、ホームページとかデザインとかについて

は、改良されてくるのではないかと思っています。それから、太陽の村についても実は、資料

４の説明の中であとご説明申し上げますが、今の仕組みだけではだめだろうということで、第

２第３の矢を柴田町としてこれから打っていきたいという考え方を持っております。少子化、

子どもが少なくなることで、親と子どもがセットで来てくれる施設造りを目指していこうとい

う流れも、柴田町の戦略の結果を求めるために計画を立案させていただいているというような

ところです。答えになりませんが、皆さんの疑問となるようなところを、かいつまんだ中で報

告させていただきました。資料５の説明でした。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。今、資料４とおっしゃった。今からですか。それでは、先に資料４

の説明をお聞きします。資料はそれだけですね。 

〇平間室長 

 ふるさと納税ですが、実は、地方創生対策室で担当してまして、まもなく新たな商品開発と

いうことでいろんなものが出てきます。それには当然写真も踏まえて準備をさせていただきた

いと思っておりました。柴田町の最高金額１００万を寄付していただいたらいくらの記念品を
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というものも、地元のもので商品開発をさせていただきました。このような形で柴田町として

もどしどし物も売っていきたいし、ＰＲもしていきたいなと思っております。７月から新たに

画像をアップさせるというような作業も今進めています。米だけではなく農産物もセットで年

間準備していく、一年間を通して花を送るとかそういう仕組みづくりも今回作らせていただき

ました。 

 それでは、資料４をご説明申し上げます。国の２７年度の補正予算ということで３月に国か

ら認めていただいた事業です。３月に国から認めていただいても１か月２か月の単位の中では

事業ができません。２８年度の１年間に実施する事業ということで、今町がスケジュール管理

をしている事業の資料を出させていただきました。 

 一つには、白石川一目千本桜花回廊による商店街のにぎわい事業です。まず、商店街に人を

呼び込むために商店街の空き店舗、リノベーションをしようという動きを今回させております。

それからうまいものマルシェとかふるさと納税のものを開発していく。こんな形で、商店街の

賑わいを前提にした取り組みと、外国人専用の免税店の表示でサービスが受けられる。それら

の仕組みづくりを商工会と一緒に行うという形です。それから花回廊というようなところで、

ホタルツアーや夜の飲食店ナイトツアーを実施し、外から人を呼び込んでいきたいと思います。

それからイルミネーションです。これもある程度、春だけではなく冬、そして、桜の季節にお

いても本数を増やしてイルミネーションを実施させていただき、今年桜の時は、桜の木５本に

させていただきました。２ページです。賑わい創出のためには、専門的な外部人材も必要だろ

うとそういうことでタウンマネジャーを委託して、タウンマネジャーの設計のもとで賑わいを

創出してイベントをつくっていこうというようなものをやっております。それから、ライトア

ップと光の道を作りながら花回廊による賑わいを町の中に持っていこうするものです。これか

らは商店街への賑わい事業がメインに動いてくるということで、リノベーションチャレンジシ

ョップつまり空き店舗に店を出した場合に家賃を半年、もしくは何か月か免除するという事業

も商工会連携の中でやります。新たに仕事をおこしたい方のきっかけづくりを、賑わいの中で

創出をするという事業があります。３ページです。２つ目の事業です。太陽の村リノベーショ

ンで、先ほど太陽の村味噌ラーメンの話がありました。実は、太陽の村が建設され老朽化が進

み、使っていない施設があります。昔のレストランです。そこを、石釜ピザと牛タン等の定食

が食べられる施設に直して、子どもたちの遊び場の軽食として提供できないかということで、

柴田町にあります「はらから福祉会」にその空きスペースを貸し出して、石釜ピザとか軽食、

ソフトクリームとか飲食類を出せる施設に改修して、新しい飲食のメニューを増やそうという

事業を、太陽の村リノベーションというような形で活かさせていただきたいというところで事

業を組んでおります。改修費に約４，０００万円かけます。外壁も直します。内部も直します。

そして、軽食も出るような施設に改修して、障害を持ったお子さんのための就労の場も提供で

きる場所に太陽の村の一区画を変更していきたいということです。町単独として、太陽の村に

子どもたちの遊ぶ施設ということで遊具をこれから順次作っていきます。まず一つには、トラ

ンポリンです。これが今年のうちに設置されます。あとは遊具ということでいろいろ自然景観

に合うような遊具を、仙台大学の支援をいただきながら設置していきたいというような事業が
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関連事業としてあるというようなところです。最後に４ページです。これまた地元にある仙台

大学と連携した中で、大学の学生が地元に残っていただき就職そしてインターンの体験をさせ

るために、白石市と柴田町と仙台大学３つの団体と連携して２０２０東京オリパラ応援サポー

ト人材育成事業を東京オリンピックまでの期間４年間の活動を連携して行っていくという事業

です。昨年２７年度事業の中、トップアスリートということで、地域の中で特に体力・知力優

秀な子どもたちというかトップアスリートを目指すというものですが、これ以外にも外国から

お客さんがくるということで、国際化に対応した子どもづくり、人材育成という観点も入れた

中で、今年は仙台大学と一緒にトップアスリート育成事業が加えられるということです。今ま

では、体力運動とかはあったのですが今回は国際化を目指した中で子どもたちの支援もしてい

きたいというようなことが含まれています。それからオリパラ応援サポート人材育成事業とい

うことで、白石市にはホワイトキューブがありますが、そこは新体操の施設しか適用にならな

いということです。オリンピックの種目は多種多様です。仙台大学の施設を利用した中で何ら

かの招致活動運動支援ができればいいというようなところで、外から人を呼び込むということ

を目標に、これから招致活動をやっていくということです。９００万円はすべて仙台大学に招

致活動のための旅費、施設整備改修費です。これを町から仙台大学に事業補助という形で行う

ということです。種目的には、陸上、新体操、柔道、これを中心に仙台大学では、招致活動に

入っております。これを受けまして、ホームタウンという文部科学省の事業の方に引き継がせ

ていただくという流れを持った事業です。広域連携の事業ということで、白石と柴田と仙台大

学この三者で行っている事業となります。今後は、招致活動のためのいろんな事業展開がされ

てきます。各団体活動を通じて町の皆さんにもＰＲされてくるのだろうと思っています。今年

のうちにできるだけ誘致国を決めたいと考えております。２８年度は、町が地方創生の加速化

ということで、戦略の中に入れた事業に加味しながら事業を展開するということで今動いてい

る事業として、報告をさせていただきました。今日は、４月の段階においての事業計画のスケ

ジュール管理をお示しさせていただいたという内容です。以上です。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。初めの方の１３事業について、皆さんからご意見をいただきまして、

それに答えるような形で新規事業そして昨年度の助成事業というようなことで今ご説明があり

ました。全体について、質問なり、ご意見あれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。質

問ですが、このオリパラの事業というこれは、全部事前合宿に来るオリンピック、パラリンピ

ックの外国のチームキャンプを誘致するということが主ということですね。柴田町は仙台大学

という場所があるのでけれども、柴田町独自のスペースというか道具は何かあるんでしょうか。 

〇平間室長 

 柴田町には一切ありませんので、大学の施設をそのまま活用させていただきたい。 

〇高成田委員長 

 総合体育館の計画があるということでそれは考えてはいないのですか。 

〇平間室長 

 実はですね４年間の中で総合体育館が建設される見込みが今のところたたない。そこで施設
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的には、駐車場としては可能なのですが、４年後稼動できる状況には今のところは確約できる

ものはありません。当面は仙台大学の施設、そして町の中はホテルとか飲食店、銀行とかそれ

らの連携を取りたいということです。実は支払いの為には当然換金とかいろんなものが出てき

ますので、金融機関との連携も必要になってきますし、今後いろいろと決めた中において出て

くるのかなと考えております。 

〇高成田委員長 

 ベラルーシの新体操の誘致の話を聞いたことがありますが。 

〇平間室長 

 柴田町、白石市共通認識ですが、アメリカとかロシアとか中国とか大きな国を相手には出来

ないだろうと。できるだけ少数の形の種目しか受け入れることはできないのではないかという

ようなこと。大きな国、種目の多くあるところは首都圏とかいろいろ繋がりがあるところでし

か誘致が成功しないのだろうということです。ローカル的なところやアジア系を中心そしてベ

ラルーシ、そういうところなのかなというところです。実は、ホテルのベット一つにしても、

アメリカの場合だとベットの長さが２メートルないとだめだとか、背丈に応じて宿泊の規模も

変わってくる。施設も変わってくるものですからできるだけそのような施設投資もできない状

況もあります。アジア系の体型しか人は呼べないのではないかということです。実は新体操６

月２日に白石市長が、日本体育協会に誘致に行ってきました。そういうような中においてまず

１０月に最終的には決定させられるような形で、日本体育協会には話をしてるそうです。仙台

大学のベラルーシの連携もお話しをしたら、秋山エリカさんも仙台大学若しくは白石市はベラ

ルーシがいいのではないかと体育協会に情報は伝えてあるようなことは白石市の方から聞いて

おりました。白石の方からはまずベラルーシに仙台大学でアプローチをしていただきたいとい

う話はしておりました。そのような形でできるだけ仙台大学が持っている連携している国を中

心に招致活動をしていきたいと考えております。ベラルーシも一つの選択肢としては強力な国

だということです。協議会の中では認識はしておりました。 

〇高成田委員長 

 全般的にいかがでしょうか。時間もないので何か発言をしたいという方がいればと思います。

それでは、事務局の方から次回はどの日程に設定されているか説明お願いします。 

〇平間室長 

 今後２回残っていますが、どのような形でやるのかということです。実は先ほど加茂委員か

らも指摘されているように、目標に近づけるための検証をどうするべきなのかというようなも

のが、今日の会議の中には含まれておりません。個別の検証だけのものですから、人口をどう

する、就労をどうする。そのような検証をいかに今後残された２回の中でやっていくべきなん

だろうなというふうには思います。しかし、そのやり方については、我々の方も考えつかない

ものですから各委員の皆さんの話を聞かせていただいて、整理をさせていただければなと思っ

ておりました。 

〇高成田委員長 

 ご意見と言っても我々としては、データがなければ議論にならないのでやっぱり役場の方で
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ある程度、人口だとか就労だとかということのデータを、こちらに出せるのかということと時

期はいつ頃になりますか。 

〇平間室長 

 その辺が我々としてもまずどんなものが必要なのか。ただ単に人口とか就労の人数だけ全課

から集めていいのか、それとも他の政策の中で、その辺のデータの集積もさることながらどう

いう項目でやったらいいのかなと考え中です。 

〇高成田委員長 

 わかりました。それでは皆さんに、こういうデータがあったらいいんじゃないのという意見

を言ってもらいます。今日の段階で何月にやるということは決めないで、役場の方で我々の意

見を聞いていただいて、それだったら８月にしましょうとか、それだったら１０月にしましょ

うとか、そういう案を出していただいていかがでしょうか。 

〇鈴木（卓）委員 

 総合戦略の中には、それぞれＫＰＩといいますか数値目標を出してあると思います。とりあ

えずはその進捗状況といいますか、それがどうなっているか、例えば足元ではこうなっていま

すとか、数字はＫＰＩに基づくチェックができるのかなと思いました。 

〇高成田委員長 

 イメージ的に役場の方で把握される四半期でいうと半期になれば４月，９月ですから９月に

なるのですけれど、もう少し早いほうがいいですか、つまり半期ぐらいのデータを集めていた

だいてというのは一つのやり方だと思います。 

〇晋山委員 

 総合戦略を見ますと平成３１年なのですね。目標が２８年度でこれは終わるわけですね。そ

ういう意味では進捗状況というのは非常に難しいと思うのですね。５年間のやつですからすぐ

に成果がでるのもあれば、ある程度進まないと成果がでないものは当然あるはずです。やると

したらまず取り組み状況を聞くしかないのではないかと思います。数字を出してもらっても結

局３１年度にまた集まって、評価しましょうというのであればまた別です。中間ですから数字

を出していただいてもたぶん評価のしようがないので、まずは、取り組み状況を一つ一つきち

んと取り組んでいるかどうかを評価することしかないのではないかと、個人的には思うのです

がいかがでしょうか。 

〇高成田委員長 

 いかがでしょう。今６月ですのでどうでしょうか９月に入ってからとか８月中とか７月中に

というご意見の方いるでしょうか。何となく夏休み過ぎてからなのだろうなという印象もあり

ますけれども。 

〇晋山委員 

 取り組み状況であれば、別にその何月ということもなくいいと思うのですね。別に数字を見

る必要もないので、皆さんのご都合や事務局側の進捗状況を出せる時期でよろしいのではない

かと思います。 

〇高成田委員長 
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 今平間さんの方で答えを出せますか。 

〇平間室長 

 町として、２７年度の最終的な事業の成果が今各課でまとめているのがあります。それが９

月にまとまりますのでそのタイミングの中で説明ができるのかというふうには思います。でき

れば９月以降に実績を踏まえた中で２７年度実績と２８年度の取り組みを合わせて説明できる

事業も出てくるのではないかと思っております。 

〇高成田委員長 

 わかりました。それ以前にと強い要望があれば、今どなたかが言っていただければと思いま

す。それでは、またあらためて連絡をいただきたいと思います。最後に高成田として意見を言

いますが、いろんなイベントがこの中に出ていて、お祭りだとかできればわれわれに紹介いた

だければという気がします。別に全部行こうと思っているわけではないのですが、たとえばこ

の日は空いているから、なんとかお祭りがあるのであればちょいとのぞいてみようと。せっか

く町の中で事業をやるのであれば、委員として、そういうことがあれば見てみたい。町民でな

いものですから情報はないので、広報をいただければと思います。何か言い残したことがあれ

ば皆さんご意見いただければと思います。 

〇平井委員 

 わかっている範囲内で、イベントとしてＢＱグルメというのが館山の城址公園の三の丸で１

０月の第１週の日曜日の予定です。確定ではないですが１０月の第１週であろうと言われてい

ます。７月中に匠まつりが三の丸の公園でこれも７月の第１週の予定です。館山の城址公園の

中で約６０店舗ぐらい出てくるのではないかという予想で今進んでいます。後は、１０月第２

週、産業フェステバルが１０月の第２週か３週目だったような気がします。その辺もあとで皆

さんにご報告できればなと思っています。知る限りではそのような行事があります。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。 

〇平間室長 

 イベントですね。全課整理をしながら早めに情報を出したいと思います。実は今回フットパ

スも２回ほどイベントを打ちたいと思っています。そのようなものも事前に皆さんにお知らせ

できて、食べて歩いていただければということも考えております。先日札幌の団体の方が槻木

のフットパスコースを３時間かけて歩いていただきました。ほんとに何もないところを歩いた

のですけれど、札幌市内の人達が歩くと静かで、風があっていい、これだけでも来たかいがあ

ると。資源がいっぱいある町のイベントをこれから紹介していきたいと思います。ぜひ参加を

していただければと思います。このような形でいろんなアドバイスをしていただければ、町と

しても不足している部分を出していただき整理をしていきたいと思います。今後とも忌憚のな

い意見をいただければと思っております。 

〇高成田委員長 

 ありがとうございます。それでは閉会の時を申し上げたいと思いますが、事務方の方で何か

ありますか。 



- 22 - 

 

〇里村主任主査 

 今回の委員の報償なのですが、口座振込みとなりますのでご了解いただきたいと思います。

口座振込みにあたってマイナンバー登録が必要なので、もしお忘れの方はまちづくり政策課ま

でお持ちいただけるようにお願いしたいと思います。以上です。 

〇高成田委員長 

それでは、平井副委員長の方から最後の言葉をお願いします。 

〇平井副委員長 

 今日は皆さんお忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。地方創生の加速化と

いうことで私たちがどのようにやっているのか検証作業をするのが私たち委員の仕事ですから

町の中でどういう風な動きをやっているのかということを皆さんで覗いていただきたいなと思

います。私自身も館山にしょっちゅう行くので、館山の方は検証できるのですけれども、その

ほかのところが検証できていないということでもっと関心をもっていただいて、町を歩いてい

ただければなというふうに思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

〇高成田委員 

 それではこれで終わります。ありがとうございました。 


