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■柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略修正箇所一覧 

確定版の
ページ 
（案のペ
ージ） 

案の修正箇所 修正前（案） 修正後（確定版） 
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1.基本的な考え方 
（１）国の創生総合戦略との関係 

（１）国の創生総合戦略との関係 
国においては、本格的な人口減少社会と地域経済

の縮小に対応するための対策として、2060 年に 1
億人程度の人口を確保する中長期展望を提示した
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と今後 5
か年で取り組む施策「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定し、全国の自治体に示しました。 
それを受けて、柴田町（以下「本町」という）に

おいても、国のこうした基本的な考え方や政策の 5
原則を踏まえ、本町における「人口減少の抑制と地
域経済の縮小の克服」、「まち・ひと・しごとの創生
と好循環」を具体的な戦略として整理し、実現を目
指します。 

 

（１）国のまち・ひと・しごと創生総合戦略との関
係 
国においては、本格的な人口減少社会と地域経済

の縮小に対応するための対策として、2060 年に 1
億人程度の人口を確保する中長期展望を提示した
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と今後 5
か年で取り組む施策「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定し、全国の自治体に示しました。 
それを受けて、柴田町（以下「本町」という）に

おいても、国のこうした基本的な考え方や政策の 5
原則を踏まえ、具体的な戦略として、本町における
「人口減少の抑制と地域経済の縮小の克服」、「ま
ち・ひと・しごとの創生と好循環」の実現を目指し
ます。 
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1.基本的な考え方 
（２）５か年戦略の策定 

本町の総合戦略は、柴田町人口ビジョンが示す
将来目標人口を達成するため、国・宮城県の取組
との整合を図り、平成 27 年度（2015 年度）を初
年度とする今後 5 か年の戦略とします。 

本町の「柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（以下「総合戦略」という）は、「柴田町人口
ビジョン」が示す将来目標人口を達成するため、
国・宮城県の取組との整合を図り、平成 27 年度
（2015 年度）を初年度とする今後 5 か年の戦略
とします。 

 
（追加） 

※住民基本台帳によるコーホート変化率推計＋出

生率・生存率上昇＋社会移動が減少した場合による 

人口推計結果を目標値として設定 
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1.基本的な考え方 
（３）政策目標の設定と政策検証の枠
組み 

この総合戦略を推進するに当たり、町長を本部
長とする「柴田町まち・ひと・しごと創生推進本
部」及び産業界・行政機関・教育機関・金融機関・
労働団体・メディア（産官学金労言）などの関係
者で組織した「柴田町総合戦略推進委員会」にお
いて PDCA サイクルにより取組状況の点検・検
証を毎年実施します。そして、随時必要な対策の
追加や見直しを行いながら、総合戦略の改定を行
っていきます。 

この総合戦略を推進するに当たり、町長を本部
長とする「柴田町まち・ひと・しごと創生推進本
部」及び産業界・行政機関・教育機関・金融機関・
労働団体・メディア（産官学金労言）などの関係
者で組織した「柴田町総合戦略推進委員会」にお
いて PDCA サイクルにより取組状況の点検・検
証を毎年実施して進捗を管理していきます。そし
て、随時必要な対策の追加や見直しを行いなが
ら、総合戦略の改定を行っていきます。 
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1.基本的な考え方 
（４）戦略のフォローアップの実現 

（４）計画のフォローアップ 
 本町の総合戦略を早期に実施するに当たって
は、国や宮城県の総合戦略などとの整合を図り、
そしてまた隣接自治体と広域的な連携を進める
とともに、さらに国が提供する「地域経済分析シ
ステム（RESAS）」を活用するなど、随時必要な
見直しを行います。 
 また、施策の推進に当たり、国や宮城県による
支援制度を積極的に活用し、基本目標の達成を目
指します。 

（４）戦略のフォローアップの実現 
本町の総合戦略を実施するに当たっては、国や

宮城県の総合戦略との整合を図るとともに、隣接
自治体と広域的な連携を進めます。また、国が提
供する「地域経済分析システム（RESAS）」の活
用や町の各種個別計画を加味するなど、随時必要
な見直しを行います。 
また、施策の推進に当たっては、国や宮城県に

よる各種支援制度を積極的に活用し、基本目標の
達成を目指します。 
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1.基本的な考え方 
（５）第５次柴田町総合計画との関係 

平成 27 年度を始期とする第 5 次柴田町総合
計画後期基本計画の基本的な考え方は、①人口
減少・少子高齢化に伴い、核家族や高齢者のみ
の世帯、ひとり暮らし世帯が増加するなど、世
帯構成が変化してきている、②地域経済規模の
縮小、労働人口の減少、担い手不足による地域
機能の低下が懸念されるなどの問題を克服し、
③人の流れをつくり交流人口を増やし、地域経
済の活性化を目指す目的で策定していること
から、国の総合戦略の基本的な考え方などと軌
を一にしたものとなっています。よって、本町
の総合戦略は、後期基本計画に包含されている
ものととらえ、「まち・ひと・しごと創生と好
循環」を目指す具体的戦略として位置づけられ
ます。 

平成 27 年度を始期とする第 5 次柴田町総合
計画後期基本計画は、①人口減少・少子高齢化
に伴い、核家族や高齢者のみの世帯、ひとり暮
らし世帯が増加するなど、世帯構成が変化して
きており、②地域経済規模の縮小、労働人口の
減少、担い手不足による地域機能の低下が懸念
されるなどの問題を克服し、③新たな人の流れ
をつくり交流人口を増やし、地域経済の活性化
を目指すことを目的として策定していること
から、国の総合戦略の基本的な考え方などと軌
を一にしたものとなっています。よって、本町
の総合戦略は、後期基本計画に包含されており
「まち・ひと・しごと創生と好循環」を目指す
具体的戦略として位置づけられることになり
ます。 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 

●フットパスによるまち歩きの推進 
●移住・定住活動の推進 
●魅力ある観光地づくりへの取組 
●広報及びプロモーション活動の推進 
 
位置 真中 

●魅力ある観光地づくりへの取組 
●移住・定住活動の推進 
●広報及びプロモーション活動の推進 
 
 
位置 左下 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
戦略３ 子育て世代応援プロジェクト 

位置 左下 位置 右下 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 

●多様な地域間連携の推進 
●高齢者の活躍の場づくり 
●活動人口の増加 
●安全で安心な暮らしの確保 
 
 
 
位置 右下 

●フットパスによるまち歩きの推進 
●仙台大学との連携強化 
●多様な地域間連携の推進 
●高齢者の活躍の場づくり 
●活動人口の増加 
●安全で安心な暮らしの確保 
 
位置 真中 

資料 ３ 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
 

 一次産業を中心とする地場産業の活性化により
雇用を創出し、若者にとってやりがいのある仕事を
確保する。 
 

 一次産業を中心とする地場産業の活性化により
雇用を創出し、若者や女性にとってやりがいのある
仕事を確保する。 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
 

誰もが安心して暮らすことができるよう介護福
祉施設の整備や企業を巻き込んだ企業消防団の結
成などにより、安全で安心な暮らしの確保を目指
す。 

多様な産業の雇用創出と誰もが安心して暮らす
ことができる保健・医療・福祉環境の整備を進め、
安全で安心な暮らしの確保を目指す。 
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1.まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（１）戦略マップ 
 

子育て世代が安心して暮らせる環境を整え、魅力
的な生活空間を創出する。 
 

子育て世代が安心して暮らせる職住環境を整え、
魅力的な生活空間を創出する。 

 

4 
（4） 

戦略１ 雇用創造プロジェクト 
①基本目標 小さな仕事おこしを通し
て働く場を創出する。 

農商工連携による新たな特産品づくりやグルメ
の掘りおこしを目指す 6次産業を推進する中で、新
規事業を創造し、雇用の創出や地域経済の活性化を
目指します。 

農商工連携による新たな特産品づくりや地域資
源を活用した 6次産業化を推進する中で、新規事業
の創造と地場産業における雇用や若者及び女性の
就労創出を目指します。 
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戦略１ 雇用創造プロジェクト 
①基本目標 小さな仕事おこしを通し
て働く場を創出する。 
■数値目標 

インターンシップ体験者数 10人 
起業支援数 8件（Ｈ25）12件 

誘致企業数 51企業（Ｈ25） 53企業 
起業支援数（1年間）8件（Ｈ25）12件 
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戦略１ 雇用創造プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策１＞ 花のまち柴田のブランド
化と特産品づくり（6次化の取組） 
■内容 

●地域資源を有効活用し生産加工から流通までを
一体化した 6 次産業の推進と花き類販売の促進を
図るとともに、ICT を利活用して花きや農産加工品
の販路拡大を進め、農業経営の収益と効率の改善を
目指します。 
 

●地域資源を有効活用して生産加工から流通まで
を一体化した 6 次産業化の推進と花き類販売の促
進を図るとともに、ICTを利活用した花きや農産加
工品の販路拡大を進め、農業経営の収益と経営の改
善を目指します。 
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戦略１ 雇用創造プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策３＞ 若者及び女性の雇用機会
の拡大 
■内容 

●若者や女性をはじめとした幅広い人たちが、新た
なビジネスにチャレンジできるよう関係機関と連
携し、起業の創出のための環境整備を目指します。 

●若者や女性をはじめとした幅広い人たちが、新た
なビジネスにチャレンジできるよう関係機関と連
携し、起業の創出・成長のための環境整備を目指し
ます。 

6 
（6） 

戦略１ 雇用創造プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策４＞ 地場産業の育成 
■内容 

●企業誘致や地域に根差した小規模事業者の経営
改善、異業種交流に積極的に取り組むことで、多様
な雇用機会を創出するとともに、商工観光業が連動
したまちとしての発展を目指します。 
●町の基幹産業である農業の経営安定化と持続的
な発展を図るため、生産基盤の強化を目指します。 

●企業誘致や地域に根差した小規模事業者の経営
改善、異業種交流に積極的に取り組むことで、多様
な雇用機会を創出するとともに、商工観光業が連動
した産業の発展を目指します。 
●町の基幹産業である農業の経営安定化と持続的
な発展を図るため、生産基盤の強化と担い手の育成
を目指します。 
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戦略１ 雇用創造プロジェクト 
④重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
 

誘致企業数 51企業（H25）  53企業 インターンシップ体験者（1年間）0人（H26） 
 10人 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
①基本目標 花のまち柴田への新たな
交流・移住の流れをつくる。 

先人たちが残した歴史、文化資源や自然景観を有
効に活用し、歩いて楽しいフットパスコースの整備
を進め街中での回遊性を高めるとともに、多彩な観
光イベントを通じて新しい人の流れをつくり、交流
人口、対流人口の拡大を目指します。 

先人たちが残した歴史、文化資源や自然景観を有
効に活用し、歩いて楽しいフットパスによるまち歩
きにより回遊性を高めるとともに、多彩な観光イベ
ントを通じて新しい人の流れをつくり、交流人口、
対流人口の拡大を目指します。 
※フットパスの注釈追加 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
①基本目標 花のまち柴田への新たな
交流・移住の流れをつくる。 
■施策の基本方向 

1）フットパスによるまち歩きの推進 
2）移住・定住活動の推進 
3）魅力ある観光地づくりへの取組 
4）広報及びプロモーション活動の推進 

1）魅力ある観光地づくりへの取組 
2）移住・定住活動の推進 
3）広報及びプロモーション活動の推進 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策１＞ 移住・定住活動の推進 
■事業メニュー 

＜施策２＞ 移住・定住活動の推進 ＜施策１＞ 移住・定住活動の推進 
 
（追加） 
●移住者セミナー事業 まちづくり政策課 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策２＞ 魅力ある観光地づくりへ
の取組 
■内容 

＜施策３＞ 魅力ある観光地づくりへの取組 
 

ローカルインバウンドを推進するための WiFi環
境の整備拡充と、外国人旅行者の不便を解消する
ため、案内情報の提供に努めます。 

＜施策２＞ 魅力ある観光地づくりへの取組 
 
ローカルインバウンドを推進するための WiFi 環

境の整備拡充と、外国人観光客のニーズに応えた観
光サービスの提供を目指します。 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策３＞ 広報及びプロモーション
活動の推進 
■内容 

＜施策４＞ 広報及びプロモーション活動の推進 
 
●柴田町のホームページの充実を図るとともに、地
方創生関連の各情報に特化した専用ページを開設
します。また、PR ビデオを制作し、インターネッ
トで配信するなど町の魅力を町内外へ伝え、交
流・移住につながるひとの流れの増加を目指しま
す。 
●観光関連業者とのネットワークを強化するため、
プロモーション活動を積極的に行います。 

＜施策３＞ 広報及びプロモーション活動の推進 
 
●柴田町のホームページの充実を図るとともに、地
方創生関連の専用ページを開設します。また、PR
ビデオを制作し、インターネットで配信するなど町
の魅力を町内外へ伝え、交流・移住につながるひと
の流れの増加を目指します。 
 
●観光関連業者とのネットワークを強化するため、
ＤＭＯを組織化しプロモーション活動を積極的に
行います。 
 
（追加） 
●生活情報・行政情報・災害情報など、地域に密着
した情報を提供するコミュニティ FM 放送局の開設
を目指します。 
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戦略２ 交流・移住推進プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策３＞ 広報及びプロモーション
活動の推進 
■事業メニュー 

 （追加） 
コミュニティ FM局の開設 まちづくり政策課 
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戦略３ 子育て世代応援プロジェクト 
①基本目標 若い世代が希望をもって
働き、子育てができる社会をつくる。 
 

児童数の減少や保育ニーズなどの多様化に対応
した子育て環境の整備に努めるとともに、若い世代
に魅力ある住環境や健康とスポーツのまちづくり
を進めることによって、子育てがしやすく、ゆとり
ある生活空間の整備を目指します。 

児童数の減少や保育ニーズなどの多様化に対応
した子育て環境の整備に努めるとともに、若い世代
に魅力ある住環境の整備や健康とスポーツのまち
づくりを進めることによって、子育てがしやすく、
ゆとりある生活空間の整備を目指します。 
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戦略３ 子育て世代応援プロジェクト 
①基本目標 若い世代が希望をもって
働き、子育てができる社会をつくる。 
■事業メニュー 

婚活事業の検討 婚活支援事業 
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戦略３ 子育て世代応援プロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策２＞ 健康づくりとスポーツの
振興 
■内容 

●柴田町スポーツ宣言都市の趣旨を踏まえ、総合型
地域スポーツクラブやスポーツ関係団体、仙台大学
と連携を図り、幼児から高齢者までを対象としたス
ポーツ教室、各種スポーツイベントなどの実施を目
指します。 

●柴田町スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、総合型
地域スポーツクラブやスポーツ関係団体、仙台大学
と連携を図り、幼児から高齢者までを対象としたス
ポーツ教室、各種スポーツイベントなどの実施を目
指します。 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
①基本目標 住民活動や地域間連携で
安心して暮らせる地域をつくる 

自主的な活動による地域コミュニティの再構築
や地域と地域の連携により、暮らしを支える生活基
盤を整備し、住み慣れた地域で、多世代との交流が
できる、時代に合った地域づくりを目指します。 

自主的な住民活動による地域コミュニティの再
構築や地域と地域の連携により、暮らしを支える生
活基盤を整備し、住み慣れた地域で、多世代との交
流ができる、時代に合った地域づくりを目指しま
す。 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
①基本目標 住民活動や地域間連携で
安心して暮らせる地域をつくる 
■施策の基本方向 

1）多様な地域間連携の推進 
2）高齢者の活躍の場づくり 
3）活動人口の増加 
4）安全で安心な暮らしの確保 

1）フットパスによるまち歩きの推進 
2）仙台大学との連携強化 
3）多様な地域間連携の推進 
4）高齢者の活躍の場づくり 
5）活動人口の増加 
6）安全で安心な暮らしの確保 

13 
（13） 

戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
①基本目標 住民活動や地域間連携で
安心して暮らせる地域をつくる 
■数値目標 

●健康寿命  延伸 ●フットパスイベント参加者数  500人 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策１＞ フットパスによるまち歩
きの推進 
■内容 

７ページ＜施策１＞ フットパスによるまち歩き
の推進を 
戦略２ 交流・移住推進プロジェクトから 
        ↓ 
戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプロジェクト
へ変更 
 
●歩いて楽しいフットパスコースを町全域に整備
することにより、地域資源の掘りおこしと地域の人
たちとの交流の場を提供し、新たな地域の活性化を
目指します。また、この活動を通して、案内ガイド
への取組や植栽、環境保全活動、美しく魅力あふれ
る景観の創出に地域住民自らが携わることで、より
元気で活発な地域を構築します。 

＜施策１＞ フットパスによるまち歩きの推進 
 
※戦略２ 交流・移住推進プロジェクトから 
        ↓ 
戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプロジェク

トへ変更 
 
●歩いて楽しいフットパスコースを町全域に整備
することで、地域資源の掘りおこしと地域の人たち
との交流の場を提供し、新たな地域の活性化を目指
します。また、この活動を通して、案内ガイドへの
取組や植栽、環境保全活動、美しく魅力あふれる景
観の創出に地域住民自らが携わることで、人と人と
が助け合いながら、地域づくりやまちづくりに関わ
り、育み、より元気で活発な地域を構築します。 
●フットパスの企画・維持・管理を行う団体を組織
し、全国に柴田町のフットパスコースの魅力を発信
します。 

14 

戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策２＞ 仙台大学との連携強化 
■内容 
■事業メニュー 

新規に追加 ＜施策２＞ 仙台大学との連携強化 
■内容 
●地元の地（知）の拠点としての仙台大学と連携し、
地域課題の解決や地域の活性化への取組みを強化
します。 
■事業メニュー 
●各種連携事業の推進 
●インターンシップ活動支援 

14 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策３＞ 多様な地域間連携の推進 
■内容 

＜施策１＞ 多様な地域間連携の推進 
 
●人口減少や高齢化の進行により、住民の生活に必
要な生活サービスの提供や自治機能が維持できな
い地域の出現に対応するため、隣接する行政区や
NPO などとの連携、さらに外部人材を活用して、
高齢者などが安心して暮らし続けられる集落生活
圏の形成を目指します。 

＜施策３＞ 多様な地域間連携の推進 
 
●人口減少や高齢化の進行により、住民の生活に必
要な生活サービスの提供や自治機能が維持できな
い地域の出現に対応するため、隣接する行政区や
NPO などとの連携、さらに外部の人材を活用して、
高齢者などが安心して暮らし続けられる集落生活
圏の形成を目指します。 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策４＞ 高齢者の活躍の場づくり 
 

＜施策２＞ 高齢者の活躍の場づくり ＜施策４＞ 高齢者の活躍の場づくり 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策５＞ 活動人口の増加 
 

＜施策３＞ 活動人口の増加 ＜施策５＞ 活動人口の増加 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
②具体的な施策と事業メニュー 
＜施策６＞ 安全で安心な暮らしの確
保 
■内容 

＜施策４＞ 安全で安心な暮らしの確保 
 
●地域の防災活動に重要な役割を担う消防団活動
への理解度の向上や消防団員の確保、さらに災害発
生後に住民と行政が一体となって対応するための
自主防災組織の育成強化を目指します。 
●高齢者が住み慣れた地域で暮らしが継続でき
るよう施設整備を図ります。 

＜施策６＞ 安全で安心な暮らしの確保 
 
●地域の防災活動に重要な役割を担う消防団活動
への理解度の向上や消防団員の確保、さらに災害発
生時に住民と行政が一体となって対応するための
自主防災組織の育成強化を目指します。 
●高齢者が住み慣れた地域で暮らしが継続でき
るよう介護福祉施設等の整備を図ります。 
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戦略４ 暮らしを支える基盤づくりプ
ロジェクト 
④重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
 

新規に追加  
●フットパスイベント開催数（1年間） 10回 

 


