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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 27年 6月 19日（金） 

                         午後３時 00分～午後４時 47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 

（名簿順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 

○佐藤班長 それでは、これから第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、私はまちづくり政策課の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ま

【出席委員】（11人） 

遠藤 晴樹、大宮 弘人、加茂 大祐、加茂 富枝、佐々木 榮一、晋山 孝善、鈴木 卓 

鈴木 利夫、高成田 享、西川 里美、平井 正憲 

【欠席委員】（１人） 

高橋 治 

【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 平間 忠一、企画班長 佐藤 正人、主事 平間 隆志 

【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 柴田町総合戦略推進委員会の設置目的と委員の役割 

 ５ 委員長及び副委員長の互選 

  （委員長及び副委員長のあいさつ） 

 ６ 議題 

  ⑴ 委員会の進め方について（委員会の公開・会議録の公開） 

  ⑵ 柴田町地方版総合戦略の策定スケジュール等について 

  ⑶ 柴田町の人口動態について（作業中） 

  ⑷ 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業について 

  ⑸ 質疑応答 

 ７ その他 

 ８ 閉会 
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ず、始めに資料の確認をしたいと思います。本日、お配りした資料はナンバー１から９までと

今回、柴田町で策定いたしました第５次柴田町総合計画後期基本計画書を参考資料として配付

させていただいております。資料不足等ありましたら遠慮なく事務局の方までお願いいたしま

す。それでは、委員会の次第により進めてまいりますけれども、先に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 柴田町総合戦略推進委員会の委員としてご活躍いただくことに感謝申し上げます。

今回の総合戦略推進委員会の全体の流れを私なりにお話したいと思っております。今、地方自

治体を預かる首長の危機感は、足元から崩れかかっているというのが私の考えでございます。

今、国のほうでは対外国のことをやっておりますけれども、それどころではないというのが現

場を預かる首長の考えでございます。尐子高齢化というのがじわりと柴田町にも押し寄せてき

ております。子どもが尐なくなることの問題点、高齢者が多くなることの問題点が本当に深刻

化しているというのが実情でございます。もう一つは人口が減尐するということが今、大きな

問題となっております。全国で８９６の自治体が何も手を打たなければ無くなってしまうとい

うショッキングな記事が昨年度、発表されました。それで慌ててということではないのでしょ

うけれども、国は、まち・ひと・しごと創生法という法律をつくって、地方は自ら将来の中長

期的な展望にたって町を元気にさせなさいということで、その一環として地方版総合戦略の策

定を要請してきました。本来であれば地域づくりは自分たちで考えて、自分たちで計画を立て

るのが普通なのですが、今回は国からの要請ということで、いろいろ参考事例もきているよう

でございます。国としてもお金を 100％、地方自治体に渡すものですから成果をあげなければ

ならないという立場にございます。これまでのように単に計画書を作って、作った後に神棚に

あげて拝んでしまうということではいけませんよと。必ず第三者の目で検証しなさいと。その

検証する数値も掲げてやりなさいと。ＫＰＩという重要業績評価指標というものを立てて、そ

れからＰＤＣＡサイクルのもとに自分たちの政策を評価しなさいという流れで総合戦略をつく

るということでございます。また、必ず盛り込まなければならない事業も書いてございます。

それは大都市から地方に人の流れをつくる政策を書きなさい。それから新たな地域ビジネスを

起こし、雇用を生み出しなさいという大きな流れ。それから、若い世代の子育て支援をやりな

さい。4 つ目は、地域独自で魅力のある地域をつくりなさい。この４本立ては必ず盛り込むよ

うにと指示がきております。そして、こういう指示のもとに、国では先行して平成２６年度の

事業で市町村にお金を配っております。柴田町には二つのタイプのお金がきています。一つは

消費喚起・生活支援型で６１００万円。全て国のお金でございます。それから地方創生先行型

ということで、これからのことを考えなさいということで４０００万円きております。前に述

べた消費喚起型は、プレミアム商品券を発行しなさいということで、全国ほとんどで発行して

おります。柴田町でも発行してちょっと混乱しましたが、このように枞組みが決められている

中での総合戦略となっております。それではつまらないので、柴田町は柴田で独自でやってい

こうと思っているところでございます。その地方創生先行型の事業ですが、その一つの中で地

方版総合戦略を立てていくということで、今日お集まりをいただいたということになります。
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この計画ですが、平成２７年度から５か年計画ということになります。この計画の裏付けとな

るお金につきましても、先行型でお金をいただきましたが２８年度からの４年間については、

全く今のところ情報がございません。必ず裏付けとなる資金は用意すると国は言っていますが、

まだ見えていません。柴田町は平成２７年度、総合計画をたてています。国の政策と柴田町の

総合計画は合っているということです。ただ違うのは柴田町は４年間の計画となっています。

国は５年間ですので終わる時期が一年早いというのが柴田町の総合計画でございます。その総

合計画ですが、４年後には３８，５００人を維持したいという計画をたてさせていただいてお

ります。現に今柴田町の住民登録者数ですが、３８，４１４人ということで、計画より８６人

減になっています。これを維持していく、できれば伸ばしていきたいのですが、現状をみれば

維持していく政策を考えていくということになると思います。その維持していく政策として書

かれているのが、柴田町の魅力をもっともっと発信していき、磨いていって、全国そして世界

に訴えていこう。多くの人が柴田町に来て、最終的には住んでいただけるようにしていきたい

と思っております。柴田町の魅力でお花見があるのですが、一昨年から外国人がぞくぞくこの

柴田町にやってきております。柴田町としては大きな柱として観光まちづくり事業とローカル

インバウンド。初めて聞く人もいると思いますが、ようするに外国からお客様を呼んできて、

地域でお金を落としてもらう政策を一つの方向性としてやっていこうということになっていま

す。そして大きな流れの元で、この５年間の計画で人の流れをどうやって仕掛けをして作って

いくか、皆さんからご意見をいただきたい。できれば実現できる政策を提案していただけると

ありがたい。新たなビジネスをつくる、雇用をつくる、これは絵に書いた餅にならないように、

この５年間でやれるということですね。若者の子育て支援、これは行政側である程度できる政

策でございます。それから魅力あるまちづくりというのも、行政が音頭をとってやれることで

はないかと思います。問題は人の流れをつくる、新たな仕事をつくる、これはなかなかできな

いですね。ですから多くの皆さんのアイデアや現実的な対応で意見をいただいて、総合戦略を

１０月末までにまとめていきますので、是非とも、いろんな角度からご意見をいただいて、柴

田町らしいものをつくって、最終的には計画に基づいて、尐しでも人口が減らないように、そ

して多くの交流人口が増えて欲しい。柴田町はいい町ですね、一度は行ってみたいという町を、

町全体でつくっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。雑駁ではございます

が、推進委員会での町長のあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 

３ 委員の紹介 

○佐藤班長 それでは続きまして、次第３に入ります。委員の方々の紹介ということで、自己

紹介形式でお願いしたいと思います。資料１の名簿順に従って、遠藤委員の方からよろしくお

願いいたします。 

（各委員自己紹介、事務局自己紹介） 

４ 柴田町総合戦略推進委員会の設置目的と委員の役割 

○佐藤班長 次に次第４になります。柴田町総合戦略推進委員会の設置目的と委員の役割につ

いて、課長の方から説明させていただきます。 

〇平間課長 概要を説明したいと思います。資料２と３をご覧いただきたいと思います。まず
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始めに、資料３の一番後ろに組織図があります。これを使って委員の皆さんの役割を簡単にご

説明したいと思います。国の地方創生を受けて柴田町においては、今年の１月１６日に役場全

課を挙げて推進本部を立ち上げました。これは課長職等の管理職で構成しています。その下に

専門部会を班長までいれた中で４つの構成としています。そして、まちづくり政策課が事務局

を担うということです。総合戦略の計画づくり、案的なものを町の執行部側がある程度つくり

ます。それを左側にあります策定・検証ということが推進委員の皆さんの役割の位置づけとな

ります。行政側がつくった計画書を元に策定に対しての提言、検証という作業を担っていただ

きたいと思います。このような流れになるということをイメージ図的にご説明いたしました。

当然、この計画については行政だけではできません。そして実行も伴います。そこには宮城大

学と仙台大学も大きく関わりを持っていただいた中で、この５年間で事業を進めていきたいと

考えております。ただ、これはここだけで決めるわけではなく、当然、住民参加という位置づ

けの中で、住民懇談会で説明を申し上げたり、パブリックコメント、ワークショップというよ

うなものも踏まえながら、行政の一つの軸である議会とも連携をとっていきます。こういう流

れの中で、今回の推進委員会の仕事がでてきてるということです。資料２をご覧ください。具

体的な作業についてお話したいと思います。まず設置目的です。第１条にありますけれども、

各分野における専門的な意見を総合戦略に入れたいという町の思いがありまして、各分野にお

ける専門的な意見ということでみなさんに就任していただいたところです。あと第２条にある

仕事です。人口ビジョンの策定、総合戦略の策定ということですが、これは行政側がつくりま

すので、これに対する提言をいただきたい、そして１年後に検証します。検証結果についての

公表もこの委員会で担っていただきたいと考えております。国の計画では毎年、1 年に 1 回フ

ィードバックという形で検証して、それを改善して次の年に続けなさいと。このような重要な

検証項目が位置づけられていますので、その辺についても力をいただきたいと考えております。

柴田町においては今回１２名の委員組織で行うということと、任期は２年です。この委員会に

ついては一つの組織ということで委員長、副委員長をあとで説明申し上げますが、互選で推薦

をお願いしたいと考えております。このような流れの中で、推進委員会を設置させていただい

たということと、皆様の役割をご理解いただけたかと思います。簡単ではございますが、資料

２と３で説明させていただきました。 

５ 委員長・副委員長の互選 

〇佐藤班長 続きまして次第５になります。委員長及び副委員長の互選を行います。お手元の

資料２をご覧いただきたいと思います。委員会の設置要綱がございます。そこの第５条により

まして、委員長及び副委員長を置くということで、その選考方法は委員の皆様の互選というこ

とになっております。ここで皆さんに委員長、副委員長を互選で選んでいただくということに

なりますけれども、いかがいたしましょうか。 

○加茂大祐委員 事務局案を示してください。 

○佐藤班長 只今、加茂大祐委員さんから事務局案とありましたが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○佐藤班長 事務局からということですので、課長の方からお願いします。 
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○平間課長 それでは事務局案ということで、副委員長には１２番の平井正憲さん、委員長に

は９番の高成田享先生を事務局で提案を申し上げたいと思います。 

〇佐藤班長 ただいま課長の方から、委員長に高成田委員、副委員長に平井委員という提案が

ございました。お諮りいたします。今の提案でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○佐藤班長 ご異議がないようです。大変ありがとうございます。 

それでは選出されました高成田委員長さんと平井副委員長さん、どうぞ前の方にお席があり

ますので、ご移動お願いいたします。 

（高成田委員長が委員長席、平井副委員長が副委員長席に着席） 

○佐藤班長 それでは、ここで高成田委員長さんから一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

○高成田委員長 ご指名を受けた高成田です。不慣れですが、先ほど町長からもありましたよ

うに、実行力のある、実現性の強い案をつくるべく、みなさんのご協力のもとでつくることを

やっていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

〇平井副委員長 私の場合はサポート役ということで、委員長が仕事をできやすいように助け

ていきたいと思いますので、みなさんのご意見をどしどしいただいて、それをまとめていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

（滝口町長退席） 

○佐藤班長 続きまして次第６の議題に入ります。まずは進め方ですけれども、委員会要綱の

規定によりまして委員長が委員会の議長になるというふうになりますので、高成田委員長の方

からお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

６ 議 題 

（1）委員会の進め方について 

○高成田委員長 それでは議題に入りたいと思います。まず、委員会の進め方について、公開

となっておりますので、この公開の仕方について事務局の方からご説明お願いいたします。 

○平間課長 それでは資料４でご説明します。柴田町においては、審議会は全て公開という条

例が整備されておりません。そこで審議会ごとに第１回目の会議の時に内容を確認してそれを

実行に移していくということになります。そこで今回、あらためて皆さんにご説明しながら第

１回目の確認をしていきたいというところです。今回の傍聴要領ということで、原則的に誰も

が参加できるということです。このような内容で今回要領案をつくらせていただきました。２

条にあるように原則公開ということです。ただし、個人名とか所得とか個人情報が議題的に該

当するときは非公開にするということです。原則は公開だけれども、内容によっては非公開も

あり得るということをご理解いただきたいと思います。それから傍聴人の定員ですが、会議室

の領域が決まっておりますのでそれほど多くは入れないということです。それから第５条には

傍聴することができないことの規定になっておりますが、これは慣例に従って、議会の傍聴と

同じような内容で網羅させていただいているということです。このような一つ一つの決まりの

中で、今回の委員会を進行させていただきたいというところです。それから当然、会議録等に

ついても公開をホームページでさせていただくということで、名前、どのような発言をしたか
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という簡略的な要件をまとめた会議録を公開するということ。また今回傍聴に来れなかった方

も見られるように、公開の手法としてつくらせていただくということです。今後、委員会をこ

のような形で進めさせていただきたいということで、説明申し上げました。 

○高成田委員長 ありがとうございます。今、事務局の方から説明がありましたけれども原則

公開ということで、そして公開する場合には各個人のお名前をだして要約するということで、

ご意見を伺いたいと思います。何かご意見ありますでしょうか。一つ質問ですけれども、公開

の前に各委員の方に事前にこういうふうに要約したという説明はあるのでしょうか。 

○平間課長 ホームページにあげる前に、事前に委員皆さんに原稿をみていただきたいと思い

ます。 

○高成田委員長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（2）柴田町地方版総合戦略策定スケジュール等について 

（3）柴田町の人口動態について 

○高成田委員長 それではこの件については、これで進めていきたいと思います。それでは委

員会のこの後のスケジュール、日程について事務局より説明いただきたいと思います。 

○平間課長 スケジュール等については資料７をご覧ください。大まかなスケジュールをこち

らに載せました。柴田町においては推進本部は１月に立ち上げたということで、現在柴田町の

人口ビジョン、人口分析の作業を今やっているというところです。仙台大学生６００人、柴田

高校生３００人を対象にアンケート調査を実施させていただいて、次回の会議７月までには分

析結果も報告できるように進めております。本日、３行目にあります第１回目の推進委員会を

開催させていただいているというところです。これから具体的には、４つの柱が町長のあいさ

つでありました。そこで専門部会で今月末から来月にかけて策定方針の確認をして、素案づく

りに着手していきたいと考えております。これらを元に第２回目として、戦略会議を７月後半

に準備したいと考えております。これは柴田町の人口分析がどういうふうになるかという結果

がでてきます。それを元に町の考え方を整理したものをみなさんにお示しします。そこで人口

の考え方を提言いただきたいと考えております。それらを元にまとまっている戦略の内容、ま

とまった部分だけでも第２回目の７月の後半にはだしていきたいと考えております。第３回目、

８月にはひと通り、町の考え方をまとめたもの、素案的なものを８月末までにはまとめていき

たいと考えております。そこから具体的な作業に入ると。委員のみなさんの意見を、今後素案

にどのように網羅するかというところがでてくると思います。それが９月、１０月の作業の中

でお願いしたいと考えております。９月、１０月というのは５年に一度の国勢調査という大規

模な調査があります。その期間は職員がなかなか動けないので、委員会のみなさんを中心に策

定作業を進めていければと考えておりました。町としては大体１０月下旪を目途に総合戦略の

計画の策定を終えたいと思います。そして、今後策定に基づく政策を実行する、そして今後４

年間の個別取組を具体的に詰めていきたいと考えております。実際的には来年３月以降に策定

後の検証を考えておりまして、まず忙しい中ですが６月、７月、８月、９月、１０月ここの期

間において、お出ましをいただいて、いろいろ提言をいただきたい。そして年が明けて３月以
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降に検証ということで、検証項目を提示しながらアドバイスをいただきたい、こういうような

流れの中で、委員会のスケジュールを考えておりました。資料５をご覧ください。町がつくろ

うとしている総合戦略の大体のデザインです。今回５年の総合戦略ですが、長期ビジョンとい

うことで２０６０年までの人口分析をした中で、町としての計画づくりをするという視点があ

ります。１ページをご覧ください。国は２０６０年には１億人の人口を確保することを大義名

分とした目標です。そこで柴田町としてはどれだけの人口を維持するのか、これを長期展望の

目標値にして各個別政策を具体的に動かしていきたいという流れの中で、戦略を作らせていた

だくということです。４ページをご覧ください。そのためには必ず人口分析をしなさいという

ところがあります。単なる人口分析だけではなく、自然増減、そしてどれだけ出生率を高めれ

ば将来人口がこれくらい増えるなどのシュミレーションした中で、分析をするという形になり

ます。これを今進めており、来月には皆さんのお手元に、その分析の中間的なものをお示しで

きるかなと思います。７ページ以降です。これが具体的に柴田町としてこういう政策をとりた

いというデザインをまとめさせていただくスタイルです。例えば基本目標です。地方における

安定した雇用を創出していくということで、５年間で柴田町は何人雇用を創出するのかという

ような、それにともなう個別政策ということで具体的なものを表で網羅するということです。

９ページです。人の流れをつくるとなると、５年間でどれだけの人を増加させる、減尐させる。

こういうようなものに対して、どういういう政策が必要か、こういうようなものを７月・８月

かけて、中間素案的に行政側がつくります。この資料を基に委員皆さんの見地の中で、ひとつ

ひとつ議論をしていただき、提言をいただきたいと考えております。資料６をご覧ください。

柴田町においては先ほど町長がご挨拶でも申し上げました、今後４年間進むべき方向性の計画

書を今年３月に作りました。それをベースに地方版総合戦略に載せていきたいと考えておりま

す。その中でも今回のこの地方版総合戦略に必ず盛り込まなければならないのが、重点プロジ

ェクトです。フットパスによる元気なまちづくりの推進です。これの目指すところは何かとい

うことです。農業・商業・工業・観光振興もさることながら、やはり健康寿命の延伸です。柴

田町特に心と体の健康づくり、これを仙台大学の資源を活用して一緒に今後、４年間の中でや

ろうという計画が動いております。これをすべて網羅することはできませんけれども、今回の

総合戦略には必ず入れる事項というようなところで今、行政の方では検討を進めている状況で

す。資料８をご覧ください。何の修正も無い作業途中の資料です。人口の見通しです。柴田町

においては国勢調査の数値ではなく、住民基本台帳の人口を基に推計させていただいています。

何もしない今のデータでそのまま動かしたのがパターン３です。一番上が国立人口、創生、パ

ターン３、市町村独自というようなところです。現在の人口が３８，６３６人とすれば、２０

６０年には２４，９４３人ということで、間違いなく１万人以上の人口が何もしなければ柴田

町も減っていくというような資料を基に今、分析をかけております。２ページをご覧ください。

具体的にそのためにはどういう政策が必要かということでこれから議論をしようというところ

です。この表のパターン３の一番下にある総人口２０１０年を１とした指数というようなとこ

ろがありますが、まず我々の方で考えるものは、黙っていても人口が減るというような環境の

中においての尐子化対策です。どういうような政策をすれば人口が増えるだろう。あと定住促
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進です。こういうような政策をすれば人が増えるだろう。尐子化と定住促進を入れた中で、柴

田町の人口をどれくらいに設定していいかというようなものを来月お示しできればと考えてお

ります。こういう流れの中で、今後この委員会で審議・議論をしていただきたいというところ

で、かいつまんでご説明を申し上げました。 

○高成田委員長 ありがとうございました。今策定に向けてのスケジュールと内容ということ

で、事務局の方から説明がありました。質問あるいはご意見ありますでしょうか？ 

ひとつ確認したいのですが、総合計画は、この委員会が出すという形にするのか。それとも、

この委員会は意見を申し上げればよいのか、その策定に向けてのこの委員会の位置づけをもう

一度説明していただければと思います。 

○平間課長 今回委員会で出た意見については、すべて推進本部の方にあげます。その中にお

いて、その意見を基にもう一度担当課の方で、その政策についてどうなんだというところを議

論していただきます。委員会と行政がキャッチボールをしながら、できるかできないか、そし

て実施可能なのであれば、何年にこういう目標でできるとか、こういうようなところまで突き

詰めた計画にしていきたいという風に考えております。 

○高成田委員長 ありがとうございます。どうでしょうか？ぜひ委員の方、質問というか意見

というか、あるいはこの辺がわからないというところがあったら、一番初めですからそれぞれ

自分の立ち位置というか、出発点を確認するという意味でも、ぜひご意見を出していただきた

いと思います。 

○加茂大祐委員 ２ページの２０１０年～２０１５年にかけて、だいたい３００人近く減って

いるという統計から、２０１０年を１としてどんどん減っていくという分析になっているので

すが、その５年間を基にしただけでいいのか、２００５年から２０１０年までどう変化したか、

２０００年から２００５年までどう変化したか、というのはわかっていらっしゃるのでしょう

か？もしもその前に増えていたり、より減っていたりすればその５年間だけの２０１０年を１

として計算して出してしまうのはどうなのかな、と分析を見て思いました。 

○平間課長 柴田町においては毎年の住民登録者を使ってその自然減、社会増減、これらのデ

ータ分析をしようということで思っております。これはあくまでも国が指定しているひとつの

試算パターンというようなところで、我々も国の試算パターン、あと町独自の試算パターン、

これを今平行して作業をしてどちらをとるか。柴田町においては毎年の経年移動を生かした住

民基本台帳の実数を用いてやろうと思っていました。国は２０１０年がスタートなのですが、

我々は２０１５年をスタートにして人口をやろうかというようなところも考えており、現実に

近い数値の中で毎年の積み上げをしていこうと。そういうような考え方で、今作業を進めさせ

ていただいているというところです。これはあくまでもこういうような形の資料が次回出てく

るというイメージでお話をさせていただくための資料として、まだ具体的に作業途上なので、

とりあえずはこのような形でというようなことでお出ししました。５年ごとの計数でやっても、

間違いなく柴田町は２４，０００の人口にしかならないということで、これをみて衝撃だった

のですが。 

○加茂大祐委員 ありがとうございました。槻木の支所に行くと現在の柴田町の人口というの
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が数字で出されていると思うのですが、そんなに減っているという印象がなかったのです。で

すからこのデータを見てびっくりしたのです。確かに自分が小学生のころは、各学年５クラス

くらいあって、自分の子どもたちは３クラスで、子どもの数が減っているなという印象は持つ

のですが、仕事の中で角田や白石、村田の方と話しをすると、柴田よりもより減っているのか

なと。逆に柴田の減尐率は２市７町の中では多い方ではないのかな、という柴田町の印象は持

っていました。だから今までのそれに対する町の対策であるのか、あるいは住む条件ですね。

東北本線が通っているとか道路の環境によっても人口というのは変わってくるとは思うのです

けれども、次回まで正確な数字は出てくると思うのですが、自分としては柴田町に関しては減

尐という印象はそれほど持っていなかったので、質問させていただきました。ありがとうござ

いました。 

○平間課長 マクロ的に見ると本当に大変な状況です。実際に毎月の町の広報誌にも人口を出

しているのですが、１００人単位で減る月もあるし、二桁台で減ることもあり、増員になる月

というのはありません。それくらい何もしなければというか、現状では減り続けているという

ことです。 

○鈴木卓委員 先ほどの説明の中では、国は２０６０年に１億人を維持するという目標を掲げ

ているということでしたが、これは各市町村が独自に目標となる人口を決めるのか、あるいは

宮城県ではこれくらいだとか、そういったベンチマークみたいな目標値みたいなものは示され

てはいるのでしょうか。 

○平間課長 昨日宮城県の方から資料をいただきました。宮城県については２０６０年には１

８５万人を目標値としました。どういうような計算指数かといいますと、国の基準と同じで合

計出生率を平成３２年まで１．６、平成４２年には１．８など、合計出生率を２．０７まで上

げて１８５万人に持っていきたいとのことです。合計出生率となると、柴田町は近隣の中でも

低いです。１．３いくらです。そこで２．０７までには到底いかないと考えています。指数に

ついて、県は国の指標でやりましたが、柴田町においてもまずひとつの分析としては、国の掲

げるシュミュレーションも出し、町としてここまでが上限だろうと、そういうような指数も今

回作らせていただきたいと考えております。間違いなく柴田町は２０６０年までには、３万は

切るだろうと。そういうようなところで今事務局は推計をしています。ただ出来るだけ３万人

は切らないような町にしたいなというのがまず一つの考え方です。そのためにいろんな定住策

もさることながら、尐子高齢化策をうっていかなければならないだろうなと思っております。

指標的には、各市町村独自のデータ分析・人口分析でやりなさいと。国としては方針は示すけ

れどそれは参考として、あくまでも各自治体独自の分析結果の中で、自治体が判断しなさいと

いう説明を受けております。まず国は国勢調査の数値で出してきていますが、柴田町はより具

体的な住民基本台帳の登録をベースに、なおかつ現実的な出生率をベースに推計をしていきた

いと考えておりました。 

○晋山委員 これは国の目標ということで１億ということですが、以前６千万、１億をはるか

に下回るだろうという予測があったと思うんですね。そこで出生率を２に上げるなんて基本的

に不可能に近い数字だとは思うんです。柴田町であげるとすると、ほかの町でもみんなそうだ
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と思うのですが、もともと出生率が低いので若い人が減ってるわけで、若い人が町に来るよう

にして町の出生率をあげるというのは可能だとは思うのですが、ただ自然増を使ってただあげ

ていくというのは、基本的に難しいだろうなと思うので、その辺をどうするのかと思うのです。

今日初めて見た資料がたくさんで見きれていないのでなんとも言えないのですが、先ほど委員

長もおっしゃったように、これに肉付けする形なのか、それこそ委員の意見で全く関係ないこ

とでも、いいとなるとそれを取り込めるのか、資料３の一番後ろにあるこの町の図の中央のと

ころですが、策定検証提言とありますが、新たな仕組みであったり、そういうものも提言とし

て取り込める余地があるのかどうか、その辺どうなのでしょうか。 

○平間課長 まず人口的なところなのですが、こういう政策をうてばどれくらい増えるだろう

という、そういう付加的な数値も入れた中で、今回は計算・分析をして人口３万を切らないよ

うな形にしていきたいなと考えておりました。ですからそのためにはどういうような政策がま

ず必要なのかということを、行政だけで考えさせていただいて、その中でも不足している部分

については各委員の皆様から提言をいただいて、これは実施が出来る・出来ない、そういうよ

うなところで、やはり計画の中に盛り込めるもの、盛り込められないものを、議会も入れた中

でフィードバックしながら、政策として入れるものは入れる、入れられないものは入れない。

そういうような形の議論をオープンにしていきたいと考えています。ですから、あくまでも聞

くだけではなく、必ずそれらを行政の方にも出しますし、議会の方にも報告をさせていただい

て意見をいただくというような形で考えておりました。 

○佐々木委員 １点だけ確認させてください。スケジュールの方に、人口ビジョン策定資料ア

ンケート実施と書いてありますが、先ほど聞いたところによれば、仙台大学の学生さんと柴田

高校の生徒さん、６００人・３００人に実施するということでお話ありましたけれど、このよ

うにアンケートをなされたという趣旨を教えていただきたいと思います。そのアンケートの内

容も簡単で結構ですので、教えていただきたいと思いました。 

○平間課長 まず仙台大学にアンケートをしたというのは、ご存知のように柴田町に若い方た

ちがいっぱいいるわけです。しかし仙台大学の学生さん達は４年間の学業が終わると、仕事の

ために町内から９割以上の方が。本来であればその方たちが地元に１０人単位で残れば、それ

だけ人口減尐もしないのですが、とにかくまず柴田町に若い方が残らない。なぜ残らないのか

というようなところの視点と就職観です。どのような考え方で、地元に残らないのかというよ

うなところをアンケートでお願いしました。どのような条件であれば柴田町に住み続けていた

だけるのか、そういうようなところで学生の皆さんに柴田町のよさを知っていただきながら、

なぜ柴田町に残らないのかなどの視点をアンケートの中でいれさせていただいたということで

す。あと柴田高校です。高校生がなかなか地元に残らないということがあります。なぜ地元に

残らないのかというと進学です。ですから進学の考え方、そしていずれ戻ってくるのか、仕事

論・仕事に対しての考え方、地元に対しての考え方、こういうようなものを大学生と高校生、

別の視点の中で、アンケート調査をさせていただいたというところです。出来るだけ地元に若

い人を残すために、行政として何をすべきなのかという分析のための、資料としたく実施した

ところです。柴田高校については今週のはじめに、大学については来週早々には提出というよ
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うなところで、来月にはその結果もお示しできるかと思っておりました。 

○高成田委員長 今必要ですか？あるいは結果の時でいいですか？質問文というかアンケート

調査の中身は。 

(「今でなくていい」の声あり) 

○平間課長 去年いろんな各種アンケートをしました。１０代・２０代の方たちのアンケート

の回収率がすこぶる悪く１桁以下です。ですからやはり町の方向性を決めるのにも若い人たち

の意見も必要だろうと。あらためて今までの各種アンケートの中で、まちづくりに生かせるも

のをいただきながら、網羅して今回１０代と２０代前半の若い人たちの考え方を聞かせていた

だくということで、集中的にそこに絞ったところを実施させていただいたというようなところ

でした。 

○高成田委員長 西川委員は町民と書いてありますけれど、もともと町民ですか？それとも仙

台大学での雇用の機会があったので町民になっておられるのですか？ 

○西川委員 私はもともと仙台市民でしたので、仙台大学への進学と就職を機にこちらに引っ

越してきた形になります。 

（4）地域生活住民等緊急支援のための交付金事業について 

○高成田委員長 あとでもう一度全体についてご意見・質問について伺いたいと思いますけれ

ども、資料９が残っていますので、事務局のほうから資料９について先に説明をいただきたい

と思います。 

○平間課長 先ほど町長の挨拶の中にもありました、必ず地方版総合計画の中に政策として町

として必ずしなければならない事前の政策を、今年の３月に国は補正予算という形で各自治体

にばら撒きました。柴田町においては４１００万程度の金額をいただいた項目です。まず総合

戦略策定のための費用。それから新しいビジネスを活かすための芽出しのための異業種ビジネ

スなど、来年以降の仕事作りに結びつける。そして４つの柱であります子育て、雇用、人の流

れをつくる、時代に合った地域をつくる、こういうようなものを先行事業として入れさせてい

ただいたところです。この事業はすべて今回の先行型のプログラムの中に網羅されていて、必

ず柴田町の２７年度の事業として取り組むという位置づけであるということをお知らせしたい

ということで、今日お渡しさせていただきました。もうすでに実施をさせていただいていると

ころです。 

○高成田委員長 資料９を含めてもう一度ご意見なり質問をいただければと思います。さらに

今後の進め方についても、事務局から案は出されておりますが、皆様の中でご意見があればぜ

ひ伺いたいと思います。 

○晋山委員 進め方についてですが、今日は資料を見てですが、次回からは各委員の思いを話

して進めていくのか、それとも１つテーマを出して、それに対して皆さんの意見を聞いていく

のか、どのような形で進めていくのでしょうか？ 

○高成田委員長 文字通り進め方ですからこれは委員の中で決めることになると思いますけれ

ど、事務局の方で素案というか、例えば第２回というようなものを７月半ば以降のところで想

定をされているようですけれども、どのようなイメージを持っておられるのでしょうか？ 



- 12 - 

 

○平間課長 とりあえず町としては素案を提案したいと思っていました。それにともなう各意

見を自由に議論していたければと考えておりました。進行についてはこの委員会の中で決めた

独自の中で、事務局がオブザーバー的にまとめていき、なおかつ推進本部のほうに吸い上げと

いうか、連携をとるというような流れで持っていきたいと考えております。第２回については

先ほどもお話しましたように、人口ビジョンのアンケートの分析が終わりますので、そちらを

出して柴田町の人口についてどういうような形で推移した資料を見ながら、こうしたほうがい

い、ああしたほうがいい、実際ここの人口にもっていったほうがいいなど、そういうような議

論が必要なのかなと思っておりました。ただあくまでも我々行政だけの考えだけではなくて、

皆さんの意見も必要になるものですから、そこは委員会の進め方の中で各委員思い思いに発言

をしていただきながら、それを集約するような形でまとめさせていただければいいのかなと思

います。３回目以降はある程度素案的に一つ一つの取り組み事例も整理されてくると思います

ので、その政策に対しての質問も受けますが新たな政策、こういうようなものもあるのではな

いか、こういうようなものも逆に提案をしていただくなど、そういうようなところでまずキャ

ッチボールしながら、この委員会としての提言をまとめさせていただければと思っております。

ですから必ずしも町主導でというようなことではなく、こういう資料が足りないと言われれば、

準備させていただいてその議論に沿うような形で進めていければと考えております。 

○晋山委員 時間書いてなかったのですが、おおむね何時間とかあるのですか？ 

○平間課長 できれば事前に資料などを配布しますので、おおむね２時間以内でやりたいと考

えておりました。 

○加茂大祐委員 今の付け足しになるかもしれないのですが、人口ビジョン、これから若者を

定住させるのか、それとも出生率をどう上げるのか、もしも人口を増やすだけであれば今の平

均寿命をどんどん延ばしていけばもしかしたら人口が増えるかもしれない。そのときによって

ある程度道筋を出していただけたほうが、この人口をどうやって増やそうかという中で、いろ

んな考え方があると思いますので、そこを出していただけるとそのものに対する自分の考えと

いうのは言いやすいのかなと。でもその前に資料をいただけるので、その辺りは示していただ

けるのかなと思うのですけれど、今日の流れだと最初なので、こういうことを何回かでしたい

ですよという表しだと思うのですけれど、あまりにもいろんな話がずれてしまうと思いますの

で、今回は若者のアンケートを基にして、どうやったら若者が定住するようになるのか話をし

たり、次回はどうやって出生率をあげるには子どもたちの保育所を児童館２つ今回なくなって、

子どもたちが行くところがなくなりかなり困りましたけれど、保育所を２つ３つ増やして子ど

もたちを預かってくれるところをもっと増やした方がいいのではないかということなど、わけ

ていったほうが議事のほうも進んでいくのではないかと思いました。 

○高成田委員長 私も委員としてどんなものかと思っているのですが、今までのお話伺ってく

るとかなりこの委員会がアイデアを出しっぱなしではなくて、策定にかかわっていくというこ

とであるならば、その委員の共通理解を高めるという意味でも資料をある程度そろえていただ

きたいと思います。例えば地元の中の潜在的な資源というのはいったい何があるのですか？桜

はわかるのですが、それ以外わからないというところがあるので、何か例えばこういうところ
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には廃校でこんなところがあるんですとか、観光地で観音様以外でこんなところがあるんです

というようなところを含めての理解はしておきたいなと思います。 

○平間課長 各委員、同じ土俵ではないものですからその辺は個別的な対応で、各委員の皆さ

んとご相談を申し上げたいと思いました。とにかくまず１つこういう議事・議論をするにあた

って、いろんな意見を生かさせていただきたいということがありますので、何でも事務局のほ

うに相談していただければ、それに沿うような形で準備を十分にさせていただきたいと思いま

す。遠慮なく電話連絡でも結構ですし、こういう資料をくれと言われれば当然、我々の持って

いる範囲の中、情報の中で手配をさせていただきたいと思います。 

○高成田委員長 次回まであと１ヶ月くらいあるようですので、例えばこういう資料がほしい、

あるいはこういう文献がほしいなどご要望があれば今の段階で言っていただければ、事務局の

方で用意していただけるのではと思うのですが、いかがでしょうか？ 

○晋山委員 進め方についてなのですが、今、課長さんがおっしゃったように、会議というの

は１ヶ月に１回ずつしかないので、それだと都合で出られない方もいらっしゃると思うんです

ね。その間を事務局と平時にいろんな連絡をとりながら、意見を言っていくということはいい

ということでよろしいんですよね？それを今回欠席ですけれど、この委員はこういうことをお

っしゃってましたということをどんどん出していただくことで、なかなか皆さん仕事やってる

中で毎回出れるかというと厳しいと思うので、その辺を密に取るための方法であったり、また

委員同士の連絡がとれるような形も短い時間なので、そういうのがあってもいいかなと個人的

に思いました。 

○高成田委員長 どうなんでしょうか？今メールというのが現実的な手段であるので、この委

員全員と事務局の皆さんのメールを使って、全員に返答とか返信とかすればみんなに伝わると

いうようなことで、メーリングリストを作っていただければと思います。 

○平間課長 事務局の方で早速。ただ実際的にメールされていない方もいらっしゃると思いま

すので、その辺は紙ベースや電話でというような形で、なんとか皆さん共通の情報だけは得ら

れるような形にしていきます。 

○高成田委員長 委員として先ほど地域資源の活用というところで、私はよくわからないとい

うようなことを申し上げましたが、柴田町の潜在的なものも含めてこういうものがあるという

ような簡単なリストを作って、流していただければありがたいなと。個別にここなら知ってい

る、ここなら行ってみようとなることもありますので、そういうことをやっていただければと。

これは委員としての要望です。 

○平間課長 １つ確認なんですけれど、地域資源というものはどのレベルのものをいうのでし

ょう？例えば自然景観なのか、それとも食なのか。いろんな資源となると地域にいろいろある

ものですから。どこまでのもので準備させていただければ。 

○高成田委員長 生産に結びつくようなものは私自身興味をもっているんですね。例えばもの

づくり的なものとか、食材的なものとか、遊休施設というようなもの。それから今現に行われ

ているような、例えば地域のクラブなども、役所の中で手にある情報があれば。例えばこうい

うＮＰＯは、こういうふうに動いていますとなれば、ここをこういうふうに膨らませたらいい
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ねとか、イメージわいてくるんですけど。お忙しい中で、過大な要求をするわけにはいかない

ので、要望としてはそういうものがあると便利かなという気がします。 

○平間課長 とりあえず探してみたいと思います。他の委員の皆様にも送ったほうがよろしい

でしょうね？まずどうなるかわかりませんが、今言われたようなものを新ためてつくるという

ことではなく、既存に整理されているものがあればというようなところで。 

○高成田委員長 ぜひ皆さんもこういうことがほしいというものがあれば、今言っていただき

たいと思います。そういう今のことも含めて、メーリングリストあるいは、事務局のほうに個

別に言っていただくというようなところで、もう一度フィードバックというような形で、全員

に流していただければ、こういう要望があってこういう資料がでてきたんだなということがわ

かります。可能な限りお願いしたいと思います。それでよろしいですか？次回の開催日につい

て、事務局案ということでしょうか？ 

○佐藤班長 次第７に書かさせていただきましたが、こちらで予定しているのが７月２７・２

８・３０日のいずれかにお願いをしたいと思ったのですが、時間は事務局の方では３時という

のを基本にしようかと考えております。すでに２７・２８・３０日この日は難しいという方が

大勢いらっしゃれば、その日は外したいと思っておりましたが、どうでしょうか？ 

○高成田委員長 これは今日いまの段階で決めるということですね？ 

○佐藤班長 もし今この場で開催日を決めていただけるのであれば、会議室の手配とか出来ま

すので助かります。 

○高成田委員長 個別にこの日はダメだという日を事務局に言っていただいて、それをまとめ

ていただきましょう。 

○平間課長 それでは２７日でよろしいでしょうか？ 

○高成田委員長 ２７日ご都合悪い方には申し訳ありませんが、２７日３時でしたいと思いま

す。 

○平間課長 先ほどの地域資源というようなところで今回、先週まで使ったパンフレットの中

で、柴田町の桜をドローンで空撮したものがあります。それを皆さんにお見せします。これは

来年の観光ビデオのために作っているもので、それを印刷したものです。まずこういうような

ところで地域資源を生かして、人を多く呼びこもうという観光政策を今とっていますので、そ

の資料をあと見ていただければと思います。 

○高成田委員長 平間課長に伺いたいのですが、こういう策定のときに国からの１つのプラン

を作れというようなことがきているという意味で伺うのですが、ある種のノルマみたいなもの

があるのですか？つまり柴田町だったら例えばこのまま黙っていたら人口が１０００人減って

しまう、それを７００人までで止めればよくやったといって褒めてもらって助成金もくれると

か。あるいは逆に減っちゃだめだ、増やさなきゃいけないんだとかそういうイメージ的なもの

はあるのですか？ 

○平間課長 実際的には全国の自治体で人口が増えることはないというようなところです。先

ほど委員さんもおっしゃったような形で、地方隣同士のパイの奪い合いになるだろうというと

ころです。しかし、その中において町が維持できるかというようなところで、まず町の中に人
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を呼び込む、そのためには仕事をつくる。こういうような流れを、国として今進めているので、

その政策に合うような形で市町村が動かなければならないのだろうというようなところで、今

回の地方創生が動き出しています。実際的にはノルマはありません。しかし国は、この計画を

つくって実際的にやる事業に対しては、来年から新型交付金で事業費の支援をしますというこ

とです。あくまでもこの計画に基づいた事業として取り組めばという、その前提が国から指示

がきている。いらないのであればつくることもないし、なんら問題なくただ単純に町の総合計

画の中でやりなさいというようなところです。強制はしませんと国は言いますけれど全国一律

に、例えば先ほどの資料９のように統合戦略の策定のための事業費ということで、全市町に策

定費をばら撒いています。ですから市町村はいらないと言っても国が交付したよということで

すから、責任は町としてはただ返すだけではもったいないものですから、その辺はうまく活用

した方がいいのだろうというようなところです。 

○高成田委員長 数値目標を盛り込むということですか？ 

○平間課長 そうです。ですから数値目標は我々事務局の方で考えているのは、２０６０年に

柴田町の人口を３万人までに維持できるような形で、もっていきたいというような数値目標は

もちたいと思っておりました。 

○高成田委員長 今の話で変だなと思うのは、そういう目標を立てるとそれに対して交付金が

出るということですよね？そうすると１０００人人口を増やすというと例えば１０００万円く

れると、１００人増やすといったら１００万円ということになりませんか？ 

○平間課長 そういうことではなくて、実際的にいろんなプランニングが出てくると思います。

一つ一つの政策の中で、今日参考資料でお渡しいたしましたが、４年間の中で町が取り組む総

合計画というのをつくらせていただきました。１００何事業が網羅されています。それを４年

間で町はやろうと思っています。今回の総合戦略については４つの柱、人の流れと雇用と子育

てと地域づくり、この集約された事業の中で計画を立てるのにだいたい３０くらいの事業しか

申請できないのだろうなと思います。ただこれにすべてが優先的に取り組めるかと言ったら、

財源がありません。すべて４年間にある総合計画の事業もやらなくてはならない。まして、今

回の地方創生の事業もやらなくてはならない。そうなると到底いくらお金があっても難しいだ

ろうと。ですからあくまでも優先的な範囲の中で、そして、計画は立てますが、とにかくこれ

とこれを優先して人口の維持になる政策を優先的に打とういうようなことになるのかなと思っ

ています。すべてやればベストなのですが、そこまでやるだけの財源的な裏づけが今のところ

国からは示されていないというところです。 

○高成田委員長 資金は出るわけですね？ 

○平間課長 出ます。 

○高成田委員長 それはそのプランがいいプランだと、あるいは実効性はこのくらいだと。例

えば８０だな、この実効性はと国が判断すれば、１０００万円だったら８００万円よこすとそ

ういうことですね？ 

○平間課長 そうではなく町がひとつの総合戦略をつくったというようなところで、市町村の

人口規模・財政規模などで一律にいくらと。ですから先ほど資料９でお渡ししましたように、
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先行型ということで４１００万円いただきました。これは人口規模と町の財政規模、これを財

務省が算定して一律に配っています。来年以降の新型交付金も人口規模、計画の良し悪しでは

なくて、もう一律にこの金額で何が出来るか、それは市町村長が判断してやりなさいというよ

うなところでくるのだろうということです。ですからこの事業に対してＯＫというような趣旨

でやるのではないというようなところです。町としてはまず国からいただくお金以外に、国が

提案する事業があります。そういうようなものも併用しながら、やはり実現というか人口減の

維持の政策をうたなければならないのかなと思います。ですから町の財源も出しつつ、そして

新型の国のお金もいただきながら、そしてなおかつ国が今制度として事業計画しているものも

いただきながら、自己負担二分の一とか三分の一というのがありますので、そういうようなも

のも活用しながら、すべてを実施することは困難ですけれども、まず約３万人の人口維持の政

策を打っていかなければならないのだろうなと思っていました。ですから必ず総合戦略をつく

って、その事業がいいか悪いかの評価を国はしません。あくまでも評価していただくのはこの

推進委員会の中での検証だけとなります。 

○高成田委員長 最終的に実績の評価でお前よくやったからもう余計に１００万円あげるとい

うそういう仕組みはないのですか？実績という意味は人口増ですけど。 

○平間課長 ありません。今のところ国はそういうようなところで、まずよくやったねという

ようなあめはありません。あくまでも一律にばら撒きと同じでやりなさい、とそういう政策で

す。 

○平井委員 総合計画の中に入っている案件がだいぶあるんですが、これをもう一度議論のう

えに出すような形になるのではないか、ダブってしまうのではないかというような感じがする

のですが、その辺りはどうなんでしょうか？ 

○平間課長 今作業をやろうとしているのは、今回国の掲げた４つの柱があります。すでに町

がつくった総合計画があります。その事業をまず４つに該当するものを吸い上げて整理をした

いと思っていました。町が必ず４年間にやらなければならない事業が優先的に決まっているも

のですから、それをまず今回の創生の計画の中に入れて、何が足りない、優先度を４年後にや

らなければならないものをもう１年後に前倒しをするとか、そういうようなところの議論を数

多く提言をしていただければいいのかなと。新たな事業もやはり我々だけでは抜けている部分

があると思いますので、その辺も加えていただきたい。国からくる新しい交付金を、有効にそ

こに優先的に入れて使うとか、そういうようなところで実施していけばいいのかなという風に

思っていました。 

○高成田委員長 いかがですか？それでは今日は１回目ということで、とりあえずここで議論

を終わらせたいと思います。それではいいでしょうか？事務局の方からも大丈夫ですか？ 

７ その他 

（事務局より口座振替依頼書の提出依頼について説明） 

 

○高成田委員長 ありがとうございました。それでは閉会といたしたいので、閉会の挨拶のほ

うを副委員長のほうからお願いいたしたいと思います。 
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８ 閉 会 

○平井副委員長 だいぶ難しい話になりそうな感じなのですけれど、ぜひ皆さんいろいろなご

意見を持ち寄って、いいものをつくっていきたいと思いますので、ぜひ次回も出てきていただ

いてご意見をいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ご苦労様でご

ざいました。 

 

― 午後４時 47分  閉  会 ― 

 

 

 


