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     本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 



６２ 

     午前９時３０分  開 議 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は18名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  なお、議案等の説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員として町長以下、関

係所管課長等及び監査委員の出席を求めております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において２番伊藤潤君、３

番吉田清君を指名いたします。 

  次の日程の前に、昨日の会議において任命に同意されました農業委員会委員から挨拶の申出

がありますので、これを許します。 

  委員９人のうち渡邊政芳さん、関哲也さん、所用のため、７人の委員からとなります。 

  随時登壇席で挨拶をお願いいたします。 

  最初に、青野礼子さん。 

○農業委員会委員（青野礼子君） おはようございます。 

  ご紹介いただきました富沢の青野礼子と申します。 

  このたびは農業委員の選任にご同意いただきましてありがとうございます。女性農業委員と

して１期を務めさせていただきました。その経験を踏まえ柴田の農業、農村社会及び地域農業

の活性化について、女性ならではのアイデアを出し、農業委員として今後とも頑張ってまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日はありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日下好則さん。 

○農業委員会委員（日下好則君） ただいまご紹介ありました富沢地区の日下好則と申します。 

  これからも一応農業委員として１期終わったんですけれども、また来期からより一層頑張り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 次に、根元俊一さん。 

○農業委員会委員（根元俊一君） 皆様おはようございます。 

  ただいまご紹介ありました中名生地区推薦の根元俊一です。 

  私も今回で５期目になりましたので、今後の３年間は新たな気持ちで取り組んでまいりたい

と思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

  今日はありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、岩間良隆さん。 

○農業委員会委員（岩間良隆君） おはようございます。 

  船迫地区の岩間良隆と申します。 

  おかげさんで５期、来年２月末で５期終了するので、６期目ということで挑戦いたしまし

た。それで６期目で70を超えるので、これで一応退きたいなと今現在思っております。それか

ら、私、地元で農業法人ですか、やっていまして、柴田町の農業に貢献できますようスマート

農業を目指してやっております。ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、大沼あけみさん。 

○農業委員会委員（大沼あけみ君） おはようございます。 

  上川名の大沼あけみと申します。 

  このたび農業委員会の委員に選任同意いただきまして、誠にありがとうございます。初めて

なものですから、微力ながら頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、佐藤健さん。 

○農業委員会委員（佐藤 健君） おはようございます。 

  入間田の佐藤健です。 

  私は入間田の圃場整備をただいま進めておりまして、協議会の会長をやらせてもらっており

ます。そのほかに富上地区も圃場整備をやっておりまして、そちらは幹事をやっております。

今度４期目に入ります。私の残りの人生を地元の農業に託したいと思いますので、ご協力のほ

どよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、平間誠さん。 

○農業委員会委員（平間 誠君） おはようございます。 

  成田地区の平間誠です。 
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  このたびは農業委員の選任に同意していただきありがとうございます。初めてですので、微

力ではございますが、精いっぱい務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） ご苦労さまでした。 

  説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

     午前９時３７分  休 憩 

                                            

     午前９時３８分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き一般質問を行います。 

  13番大坂三男君、質問席において質問してください。 

     〔13番 大坂三男君 登壇〕 

○13番（大坂三男君） おはようございます。13番大坂三男です。大綱１問質問いたします。 

  １．第６次柴田町総合計画後期基本計画の策定について問う。 

  町は現在、第６次柴田町総合計画後期基本計画を策定中である。 

  総合計画は柴田町の最上位の計画であり、後期基本計画によって、今後４年間の政策全体が

体系化され、町政運営の方針が明確に示されるものと認識している。 

  地方自治体は、今、人口減少、少子高齢化の進展に伴い、若年生産人口の減少による活力の

低下と、財政の縮小といった構造的な問題に直面している。 

  また、自然災害による防災減災等に対する危機管理体制の整備や強化が必要となる。 

  特に喫緊の課題としては、ウクライナ紛争やコロナ禍によって原油価格や電力料金の値上げ

をはじめ、諸物価の値上がりなどによって多くの町民の生活が脅かされている。 

  これら町民への生活支援は最重要課題である。さらにデジタル社会への対応など、課題は山

積みしていると思う。 

  これらの課題を解決していくための後期計画は、令和５年度から４年間を対象期間とするも

のであり、当然６期目の滝口町長の施政方針を軸に、これから実施すべき政策を計画に反映さ

せ、実行に移していくべきである。 

  まず、計画の策定に当たっては、前期基本計画の検証を踏まえ、柴田町の将来にとって財政
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運営等も含めて、何が問題なのかを明らかにしたうえで、住民との意見交換等も行い、最終的

には町長の政策選択のもとに政策や事業が決定されるべきものと考える。 

  そこで、町長は、現在や将来の地域の課題をどう捉え、計画策定に当たっての基本方針をど

のように示し、策定の指揮をとっていくか考えを伺う。 

  １）前期での積み残した事業の進捗状況は。 

  ①柴田町にとって長年懸案事項となっていた、町道富沢16号線や鷺沼５号調整池については、

間もなく完成すると聞いている。これまでに要した事業費の総額、今後完成までに必要な事業

費と完成時期はいつになるのか。これらの事業は、当初の完成予定からは、大分遅れていると

思うが、遅れた要因と今後、完成までの過程で懸念されることがあるか。 

  ②これまでの柴田町の水害を振り返ると、私の把握している限りでは、1986年の８.５豪雨、

2011年の台風15号、2015年の関東・東北豪雨、そして2019年の台風19号による水害発生などで、

それぞれに大きな被害が発生している。 

  特に、2019年の台風19号で初めて被害を受けた町民の間では、「柴田町では水害対策に力が

入っていない」「水害対策に取り組んでいない」といった批判や、この台風の水害に対しては

「古河水門や三名排水機場、五間堀排水機場の操作ミスによる人災だ」などといった町を非難

する声も聞いた。そして、いまだに、一部ではそのようなことを口にされている方もいるよう

である。 

  柴田町がこれまで行ってきた水害対策や河川施設の整備、これから取り組まなければならな

い冠水エリアについて、後期基本計画にどう反映させるのか。 

  ③町は現在進めている４つの大型プロジェクト事業のうち、１つ目の役場庁舎リニューアル

工事については、本庁舎は終わり、今は車庫の移転建設工事が進められ、本プロジェクトはま

もなく完了すると思われる。 

  そこで、その他のプロジェクトである、総合体育館、図書館、学校給食センターについて、

整備手法と建設着手時期、完成予定時期と概ねの事業費について、それぞれどのように計画し、

実施に取り組んでいるのか、現在の進捗状況を示していただきたい。加えて次々に実施される

大型プロジェクトに係るトータルな財政シミュレーションについても示していただきたい。 

  ２）後期基本計画を策定するにあたり、解決すべき課題や新たな政策について伺う。 

  ①前期基本計画と後期基本計画において、大きく変わった政策課題は。また、後期基本計画

の重点目標は何か。 

  ②近年、県内の自治体政策で目につくのが、各地の「道の駅」や富谷市の「とみやど」、名



６６ 

取市閖上の「川まちテラス」、仙台市藤塚の「アクアイグニス」、そして岩沼市亀塚の複合施

設「ごちゃまぜ（ＪＯＣＡ東北）」といった、人々が世代を超えて集まり、楽しい時間を過ご

せる拠点の整備である。 

  柴田町でも、今回「図書館を核とした交流ゾーン整備による市街地の賑わい創出事業」に取

り組む計画が示されたが、本プロジェクトの特色は何か。そして国の事業採択の見込みはどう

なのか。 

  ③これまで「花のまち柴田のブランド化」を目指し、各種施策等を実施してきたと思うが、

これまでの成果と問題点についてどう考えるか。 

  ④新たな提案として「花のまち柴田」を継続しながらも、今後は総合体育館の建設を機に

「スポーツツーリズム」による集客力の向上にウェートを移すべきではないか。新たな「スポ

ーツツーリズム」を後期基本計画の重点目標に加えてはどうか。 

  ⑤国はデジタル田園都市国家構想基本方針を定め、国のデジタル化を加速させている。柴田

町もデジタル化に乗り遅れないように、早急に取り組む事業を後期基本計画に明記すべきでは

ないか。具体的に取り組もうとしている事業はあるのか。 

  ⑥今年度の仙南地域広域行政事務組合議会11月定例会で、各消防署の建て替え方針が示され

ました。その中に柴田消防署の建て替え計画があり、令和11年、12年となっている。柴田町と

の関わりでは、土地の提供について町が責任を持つことになりますが、土地の選定について目

星はついているのか。柴田町の財政負担はどうなるのか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１点目、２点目の①番から③番まで、⑤番から⑥番

まで町長、２点目の④番は教育長。最初に、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大坂三男議員、第６次総合計画後期基本計画策定、バラエティーに富ん

でおりますので随時お答えをしていきます。 

  まず１点目、富沢16号線、鷺沼５号調整池の事業の進捗状況でございます。 

  町道富沢16号線については、平成22年度から国の交付金事業で実施してきており、全体事業

費は15億4,700万円で計画しております。令和４年度末までの執行額は12億3,700万円となりま

したので、完成までに必要な事業費は約３億1,000万円と見込んでおります。 

  遅れた要因としては、交付金の配分額が年々縮小されてきたことが挙げられますが、おかげ

さまで、昨日、令和４年度の国の補正予算において、約３億1,000万円の事業費が満額内示さ

れましたので、これで令和６年３月までの事業完了が見通せるようになりました。 
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  次に、鷺沼５号調整池については、平成26年度から事業を着手しており、全体事業費は53億

7,500万円で計画しております。令和４年度末までの執行額は49億4,500万円を予定しており、

完成までに必要な事業費は約４億3,000万円と見込んでおります。遅れた要因としては、調整

池本体の基礎工事におけるボーリング調査により、基礎工法の再検討に時間を要したことや、

調整池の施工方法を中央部と外周部の２工程に分割したことから、計画どおりに進捗できなか

ったものでございます。 

  現在発注している調整池関連工事は、計画した工程どおりに進捗しております。令和５年度

末までの工事完了を目指し、今年度の国の補正予算に４億円要求しておりましたところ、これ

も昨日、国から補助対象分満額の４億円の内示がありました。顔が緩んでおります。残り

3,000万円は国庫補助の対象とならない道路の舗装等の周辺工事でございますので、これにつ

きましては大河原町との負担割合のもとで補正予算に組み込みたいと思っております。これで

令和６年３月までの事業完了が見通せるようになりました。本当によろしく思っているところ

でございます。 

  ２点目、これまでやってきた水害対策、河川設備ですね。水害対策、昨日も議論しましたけ

れども、正しく議員さんにはご理解いただきたいと思っております。 

  これまで行ってきた水害、河川施設のハード対策ですが、１つに、柴田町・大河原町公共下

水道事業鷺沼排水区雨水整備事業における鷺沼５号調整池の整備をしてきました。 

  ２つに、道路冠水地区に、大雨時に発生する道路冠水被害の軽減を図るため、町内22か所の

低地部などに44基の常設ポンプを設置してきました。 

  ３つに、排水ポンプ車を購入、配備し、機動力を生かした排水作業の整備をしてきました。 

  ４つに、排水ポンプ車が排水作業に当たる際、迅速な対応ができるよう古河水門付近白石川

堤防の上を横断する排水管を設置しました。 

  ５つに、下名生地区の三名堀や、海老穴、成田地区の五間堀川の堤防かさ上げ工事を実施し

てきました。 

  一方、ソフト面ですが、１つに、自然災害の被害軽減を図るために、防災ハザードマップの

全戸配布。 

  ２つに、マイ・タイムラインや防災意識を向上促進する出前講座。 

  ３つに、自主防災組織の防災力強化のための防災士・防災指導員の育成。 

  ４つに、防災行政無線のデジタル化による役場から屋外拡声機や防災ラジオを通じた一斉放

送。 
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  ５つに、町内25か所に土のうステーションを設置しました。 

  今後のハード対策ですが、鷺沼１号雨水幹線の延伸や町道松ケ越４号線サニータウンの入り

口付近の道路改良工事、排水不良となっている道路側溝の改修を計画的に進めてまいります。 

  また、公共下水道事業として、雨水管理総合計画の早期策定に取り組みます。全６排水区あ

るうちの船迫排水区は今年度に実施し、残りの５排水区については令和５年度作成を目指しま

す。ソフト面の対策としては、内水ハザードマップ（内水浸水想定区域図）を作成し、円滑に

避難・誘導ができるようにしてまいります。 

  さらに、今まで災害現場と災害対策本部との間においては、電話やＬＩＮＥでコミュニケー

ションを取っていたものを、自治体専用ビジネスツールである「ＬｏＧｏチャット」を使用し、

音声通話、ビデオ通話、画面共有などでリアルタイムに災害現場の情報共有を行い、迅速かつ

的確な避難に係る意思決定につなげてまいります。すみませんでした。 

  ３点目は大型プロジェクトでございます。 

  （仮称）柴田町総合体育館については、民間事業者が建設する建物を町が借りる「建物賃貸

借方式」により、令和５年度着工、令和６年度に完成できるように設計等を進めております。

事業費は約40億7,000万円になります。 

  次に、図書館については、国土交通省所管の都市構造再編集中支援事業の採択を目指し、都

市再生整備計画書を令和４年10月に国へ提出し、計画内容の確認をしていただいているところ

でございます。採択されれば、事業費の２分の１について国の支援を受けることが可能となり、

令和６年度より設計に着手し、令和７年度から令和９年度にかけて工事を行い、令和10年４月

の開館を目標としております。図書館整備に係る事業費は約13億5,000万円と見込んでおりま

す。国との事前協議の中で、新図書館建設としばたの郷土館の改築についてはおおむね了承さ

れ、現在、船岡城址公園の整備について最終調整をしていると国から通知がありました。これ

も年末のうれしい通知でございます。 

  新学校給食センターの建設については、第６次柴田町総合計画の施設の目標の中で、令和６

年度以降の新築を予定しており、現在、（仮称）柴田町総合体育館整備用地の隣接地を建設候

補地として土地所有者と用地取得の交渉を行っているところでございます。２回目、12月にま

た担当者を東京に派遣する予定に今のところしております。 

  事業費については、今後は、国の補助金を活用した町独自で建設する従来方式と民間事業者

のノウハウを活用するＤＢＯ方式等の整備手法を検討した上で、新学校給食センター整備基本

計画を作成してまいります。概算事業費及び全体スケジュールについては、その計画の中で示
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せるよう努めてまいります。 

  なお、大型プロジェクトに係る財政シミュレーションについては、総合体育館分は策定して

おります。しかし、新図書館及び新学校給食センターは、建設の内容が固まっておらず、事業

の開始時期も確定しておりませんので、詳細が決まり次第、策定し、お示ししたいと思ってお

ります。 

  ２点目、前期計画と後期計画の違いでございます。 

  近年、ＩＴ技術や先端技術の進展によって、ビジネスや働き方、生活が大きく変わろうとし

ております。こうした変化に、誰一人取り残さないようにするためには、町独自のデジタル化

社会への取組が必要となってきます。デジタル社会への対応は大変重要な政策となることから、

デジタル化に合わせて、制度や組織の在り方等を変革していく、言わば社会全体のデジタルト

ランスフォーメーション、通称ＤＸを新たな重点目標としたところです。 

  後期基本計画における新たな基本目標についてですが、基本目標１、「歩いて楽しい緑豊か

らクリエイティブタウンの創造」、目標２、「安全で安心な居ごこちの良いまちづくり」、目

標３、「まちづくりを担う人材の育成と子どもたちの成長支援」、目標４、「花のまち柴田の

ブランド化による稼ぐ力の醸成」、目標５、「デジタル化による自治体イノベーションの推

進」としております。 

  ２点目、図書館を核とした交流ゾーン整備による賑わい創出事業」の特色でございます。 

  １つに、図書館における情報を活用し、まちづくりのためのアイデアを生み出し、活発な文

化・創作活動が展開できる新たなパブリックゾーンを形成すること。 

  ２つに、桜の名所船岡城址公園が隣接することを活かして、桜に関する情報を集め、「しば

たの桜」の情報発信拠点とすること。 

  ３つに、子どもたちから高齢者まで幅広い世代が集まり、また、イベント活動を通じて、住

民と観光客やインバウンド客とが交流できるといった多様なニーズに対応できるオープンスペ

ースの整備を図ること。 

  この３つが大きな特色であると考えております。 

  さらにこうしたブラッシュアップをするため、10月から宮城大学との協創事業として、賑わ

い交流拠点のデザイン・ワークショップを実施しております。19人の町民の方々に参加をいた

だき、拠点整備に係るコミュニケーションデザインについて話合いを行っておるところでござ

います。 

  また、これとは別に、秋田県秋田県立図書館副館長や紫波町図書館基本構想委員長などを務
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められたＮＰＯ法人知的資源イニシアティブ理事の山崎博樹氏を講師に迎え、新図書館整備に

向けた職員研修会を実施しております。 

  なお、事業実施に必要となる都市再生整備計画は、10月末に宮城県を通じて国土交通省に計

画を提出しております。先ほどこれ回答しましたね。12月に、先ほどの講演が、意見がなしと

いうことであれば、12月に正式受理ということになる方向でございます。 

  ２点目、③花のまち柴田のブランド化の問題点です。 

  これまで「花のまち柴田」をテーマに観光戦略やプロモーション活動を展開してきた結果、

国内外において知名度が高まり、特にインバウンド客が訪れる町になったこと、また、コロナ

禍においても、マイクロツーリズムの流れを受け、日帰り客をターゲットに据えることができ

るなど、四季折々に観光客が訪れる通年観光地としての魅力を高めることができたことです。 

  その結果、ふるさと納税の寄附金の確保にもつながりました。 

  課題としては、１つに、観光客が集中する船岡城址公園や白石川堤一目千本桜から、周辺の

町なかまでに人の流れが広がらないこと。 

  ２つに、年間を通して花を楽しめる「花のまち柴田」ブランドの磨き上げの効果について一

部の町民にご理解されないことがございます。 

  これからのまちづくりは、パンフレットやプロモーション動画など、従来の行政によるシテ

ィプロモーションに加え、町民によるＳＮＳなどウェブ媒体を活用し、町の魅力を国内外へ情

報発信することができるクリエーティブなまちづくりによって、新たな人の流れをつくり、交

流を活発にすることで地域経済の活性化を図ることが重要になってくると考えております。 

  ２点目は教育長でございますので、それを飛ばしますね。 

  デジタル化の推進でございます。 

  デジタル化による自治体ＤＸの推進は、後期基本計画の大きな柱と位置づけ、基本的な方向

性を後期基本計画で示し、具体的な事業については、現在策定中の（仮称）柴田町ＤＸ推進計

画に盛り込む予定でございます。 

  現在、ＤＸ推進計画に盛り込む具体的な取組としては、住民の利便性向上につながる取組や

行政事務の効率化、災害への迅速な対応につながる取組、地域や企業を巻き込み観光産業を活

性化する地域活性化を図る取組、生徒及び教師のデジタルスキルの向上など、ＧＩＧＡスクー

ル構想をさらに推進する取組などを検討しております。これらの取組を通じて、誰もがデジタ

ル社会の恩恵が受けられるようにしてまいります。 

  最後に、柴田消防署の建て替えでございます。 
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  新しい柴田消防署の建設用地は、柴田町の責任と負担において選定することになります。柴

田消防署の土地の選定については、今後、除却が予定されている船岡公民館の用地が、現在の

柴田消防署に近く、また新たに土地を取得する必要がないことから適切ではないかと考えてお

ります。 

  また、柴田消防署の建て替えに係る財政負担としては、概算ではありますが約12億円となっ

ております。この整備費は組合の構成市町で負担することになりますが、その負担割合はまだ

決まっておりません。改めて申します。土地は柴田町の負担、建物は２市７町でそれぞれの割

合によって負担するということでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２点目の４番、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） スポーツツーリズムを後期基本計画に加えることについてお答えしま

す。 

  スポーツツーリズムは、スポーツ観戦や応援、さらにスポーツを支える人との交流を目的に

した新しい旅行スタイルで、スポーツツーリズムの推進を通じて町なかや農村地域への集客力

を高め、にぎわいづくりに役立てようとするものです。 

  柴田町はこれまで、スポーツ少年団や仙台大学における各種スポーツ競技大会、自然や田園

風景を満喫できる里山ハイキングやフットパス、さらにはさくらマラソン大会などのスポーツ

イベントも活発に行われてきました。また、太陽の村ではキッズバイクパークなどのアクティ

ビティな体験ができる施設の整備や、スポーツ合宿も行われています。 

  今回、新たに（仮称）柴田町総合体育館が完成しますので、仙台大学などの関係機関と連携

しながら、新たなスポーツツーリズムという切り口からスポーツの振興を重点目標の１つにし

ていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 大坂三男君、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） まずこの後期基本計画そのものの進捗状況をお伺いしたいんですが、前

回の全協でも大分完成形に近い形の素案といいますか、お示しいただきましたし、また、今月

も再び全協での説明があるというふうに聞いておりますが、今いろいろご説明いただいた中で、

これから決定していくようなものもあるようですし、私がいろいろご提案した件もありますん

で、今までの素案といいますか、さらにこう変更したり追加したりする余地は十分にあるのか

どうか伺います。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今現在の後期基本計画のほうの策定を進めているところ

でございまして、今、素案の案ということで今出てきてございます。この中で前回29日に行わ

れました全員協議会のほうでは、ちょっと策定の施策の体系についてもお示ししたとおりで、

基本目標、町長答弁でもございました。あと施策の大綱についても、前期と場所は変わったり

なんかはしているんですけれども、今そちらのほうの整備のほうをしているところでございま

す。その中で基本目標、数値目標、前期では85項目ございました。後期に向けてその基本目標

の見直しを今進めているところでございます。若干増えるのかなというふうに見込んでござい

ます。 

  また、今後４年間で重点的に取り組んでまいります重点プロジェクト、今、５点ほど上がっ

てきているかと思います。そちらの中身の精査を今行っているところでございます。 

  今後、策定委員会、もしくは庁舎の中で審議会……、大変失礼ました町民の方の審議会等で

すね、策定本部のほうの会議の中で承認いただきましたら、議員の皆様のほうにもこちらの素

案のほうをお示しできるかというふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そういうことであれば、これからも多少の手直しっていいますかね、追

加等もあるというふうに理解して、前期の積み残しといいますかね、そういうことも当然、後

期の計画に反映させていくと思います。 

  それで、ちょっと何点か気になることで質問の中で申し上げましたけれども、まず１つは、

富沢16号線とか、調整池、鷺沼調整池ですね、これがいよいよ完成に向けて最終段階に来て、

うれしいことに何か補正予算、国の補正予算で満額に近い形で決定したということなんで、間

違いなく完成に向かうんだろうなというふうに思います。富沢16号線については、私、前にも

質問したことがあったと思うんですが、いろいろ取付け道路とか、あと周辺の開発なんかにつ

いて、地域の周辺の住民の方々から、地域から何らかの要望があったやにちょっと記憶してお

るんですが、その辺は、次期計画の中に組み込む考えがあるのかどうかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 富沢16号線の地域のご要望ということなんですけれども、こち

ら様々な排水の関係とか、用水の関係で示されたものがあったんですけれども、これまで既に

対応してまいりましたので、これからは工事の完成に向けて進めるばかりということで考えて

いるところでございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そうしますともう地域の方はこれ以上の要望等は出ないというふうな理

解でよろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 工事を進めるに当たりまして、現在、砂利道の部分ということ

もございますので、そちらの通行等に関しましては問題があるかということも考えられるんで

すけれども、工事を進める上では、地域住民の方との合意を全ていただいておりますので、特

に問題なく進めて、完成に向けた事業ができるものと考えているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問をどうぞ。 

○13番（大坂三男君） これは特に後期基本計画のほうには影響ないというふうに考えてよろし

いかと思いますね。 

  それから鷺沼５号調整池の件なんですが、これたしかスタートするときに、その何か５か所

ぐらいの調整池っていうか、そういうのが最終計画として提示されて、それでまず１番目の今

の工事が始まったということなんですが、次の段階は、これは柴田と大河原の共同事業という

ことで、柴田が確か２か所と予定されていると思うんですが、この２か所目というのが当然基

本計画の中にきちっと明示されると思うんですが、具体的にどこにどういう形でいつごろから

始まるのかなということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） ５か所の調整池計画でありますが、大河原町に３か所、柴田に

は２か所ということで現在進めています５号調整池ともう一つが４号調整池ということで、西

住小学校の北側、大住公園のところに計画をしております。ただし、現時点におきましては、

その５号調整池の完成を見て、精査を行いまして、また、大河原町におきましても稗田地区と

いうところの３号調整池、そちらでの工事予定を現在進めております。それらの経過を見まし

て、現時点で総合計画のほうへの４号調整池の建設については、まだ見通しは立っておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 続きまして防災、減災、特に大雨対策ですね。これは非常に大きな課題

でずっと永遠に続くことだと思うんですが、今度の後期計画の中ではどういうふうな、どうい

うふうにっていいますか、ある程度具体的な計画が明示されるのかどうか、全協の時の説明で
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はちょっとよく記憶しておりませんが、改めてちょっとお伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まちづくりのほうからご答弁させていただきたいと思い

ます。 

  今回、防災・減災につきましては、基本目標の２の中でですかね、今回取り扱っていくとい

うふうに考えてございます。地域防災・減災力の向上といたしまして、防災・減災対策の推進、

防災意識の高揚とか、あと防災組織の育成強化、それから災害時の応援協定等、そういったあ

とボランティアの関係とか、あと消防団、消防活動、あと治水に関する推進というようなこと

で記載のほうはされております。具体的な中身に関しては今精査しているというような状況で

ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 具体的なことについては精査中ということなんでしょうが、最近ですね、

19号のときに、東船迫地区、結構冠水があって問題になったんですが、そこの中であの地域で

最近私、伺ったのが署名活動をして、あの辺、関地区っていうんですかね、大字、何ですか字

関何だかが、あの旧河川、白石川が迂回して流れていた場所の辺りの雨水対策を何とかとにか

くしてほしいということを町に陳情したいということで、署名を求められたという知人がおり

ました。あとそれと並行して代表人といいますか、発起人といいますかそういう方から、同僚

議員なんかにもそういうことをやりたいんで協力をお願いしたいというようなお声がかりが、

私にはどういうわけかないんですが、随分あったようでございます。その辺、実際その聞いた

ところでは、行政区っていいますか、自治会というか、地域としてそういう活動を運動するん

だと、町に、町長に陳情するというような12月初めにはするということだったんですが、その

辺どのように町に働きかけがあったのか、それに対してどのように町は対応するのかというこ

とについて説明をお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 実はですね、私の行事予定表に10区からの陳情というふうになっていた

もんですから、10区の皆さんがいらっしゃるんだろうというふうに思っておりました。その日

程も、ちょっと30分ほど間違えまして、陳情に来られた方に謝ったんですけれども、実際に来

たのは１人だけでございました。それでいろいろご意見を伺ったんですが「じゃあ町に対して

どういう陳情をしたいんですか」ということで書類を受け取ろうとしたらですね、遊水池に戻

してもらいたいっていう内容だったんですね。それで「あれ、遊水池に戻してもらうってこと
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はどういうことなんですか」と聞いたんですが「あそこは昔から変わっていませんよと、それ

から遊水地として柴田町は指定を解除した」と「そういうこともありません」とお答えをさせ

ていただきました。ですからこの内容では、もともと昔から変わってないので、元に戻すとい

うことはどういうことなのか分からないので、実際は受け取りませんでした。 

  そうしたら、今度は「あそこを鷺沼と同じように２メートル、３メートル掘ったらいいんで

はないですか」という申出がありましたので「鷺沼なんですけれども、10年、大河原と柴田で

約50億円を超えるお金でやっているんですよ」と「鷺沼の何倍ありますかね、20倍あると

1,000億円かかるんですよ」というふうに言ったんですね。そうしたら「コンクリートでなく

てもいいから、２、３メーター掘ってくれ」と、こういう話をされたもんですからね。「昔あ

そこ川になっているので、下は水が流れているんですと、掘ったら水があふれてくるんです」

というようなちょっと論点が合わないような話になってしまいましたので、元に戻って「区長

さんはどうなんですか」と聞いたら「区長は判こを押さなかった」と「それでは個人的な要望

ですよね」と「それから内容的にも調整池に戻してほしいという内容では受け取れません」と

いうふうにして、実は持って帰っていただいたというのが実情でございました。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 今回はその個人的な動きの度合いが、ちょっとニュアンスが大きいと思

うんで。ただし、やはり19号のときのあの周辺の冠水が、住宅街の冠水が結構あったんで、問

題の地域ではあるわけです。ですから、個人と言わず、やっぱり周辺の地域の方々は心配して

おられると思います。今回特にこの地域のことだけではなくて、その冠水地域っていうのは町

内にもいろいろありますんで、ここだけに限らず、特に、今日私が話題にしたここについては、

住民の意見をよく聞いて後期基本計画の中に反映させていくべきではないかなというふうに思

いますが、この辺いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 住民のご意見をということでございます。昨年度の末の

ほうには住民アンケートのほうもさせていただいてございます。また、住民懇談会のほうも３

日間、４会場で開催させていただいたというような経緯もございます。そちらのほうでも治水

に絡むご質問、多々いただいたかというふうに思います。また、各団体の代表の方お集まりい

ただきました団体からのヒアリングということも開催させていただきまして、また、さらに素

案のほう固まりましたらば最終的なパブリックコメントのほうも行ってまいりまして、住民の
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皆様からのご意見をできるだけ計画のほうに反映させてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） これ前に頂いていた柴田町の防災・水防災マップを見ますと、例の古河

水門に流れ込む排水路、地区外排水路っていうんだというふうに、この間聞いたら分かりまし

たんですけれども、西船迫団地あたりの標高の高い部分から、あの古河水門周辺にかなりな面

積の範囲の排水が流れ込んでくるというふうな地形にっていうか、排水路になっておりますが、

これはもうどうしようもないんでしょうかね、どっかに途中で分岐して、別の方向に流れてい

くような仕組みというか、排水路を新たに建設するというようなことはできないんでしょうか、

お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 現在、上下水道課におきましては、古河水門に集まってきます

雨水対策としまして、船迫地区につきましては、船迫排水区と呼んでおります。また、その水

門のところには、東船迫地区からも水が集まってきます。岩の入排水区と呼んでおりますが、

現在、雨水管理総合計画を策定中でございまして、その中で岩の入排水区につきましては、今

集中する水を分水できないものか、新たな幹線排水路の計画を今後進めてまいる計画でおりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） その計画は完成し次第といいますか、後期計画の中にきちんと盛り込ん

でいただきたいと私の要望でございますが、よろしいでしょうかそれで。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） この計画の策定自体につきましては、後期計画のほうに上げさ

せていただきたいと考えておりますが、ただしその実現に向けてのハード面での整備というの

は今後の課題になってまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） それから大型プロジェクト続々と続いておりますが、総合体育館の件で

ちょっと気になるんですが、リース料ですね、これは何年あたりから発生するのか、財政シミ

ュレーションにも関わることですので、そこをお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） （仮称）柴田町総合体育館のリース料なんですけれども、
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令和６年度から支払う予定になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 一般的にそれ、後期基本計画というか、総合計画も含めて、財政シミュ

レーション、財政的な観点からの計画というのは盛り込まれるんでしたでしょうか、いかがで

しょう。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 財政シミュレーションについては、この大型プロジェクトの場合、

図書館や学校給食センターの建物の規模とか、あと事業方式等がまだ決まっておりませんので、

ある程度何パターンか絞り込まれた段階で財政課のほうでシミュレーションを策定したいと考

えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） それから、公共交通といいますか、住民の足といいますかね、話題にな

っている中核病院への公共交通の確保ということがこれからの重要課題でも、今現在もそうな

んですが、そういう公共交通の確保について計画の中ではどのように取り扱われているのか、

取り扱っていくとかということについてお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 公共交通の件につきましては、やはり計画の中の基本目

標２の中、こちらの中で地域公共交通の確保という項目を立ててございます。その中では現在

運行しておりますはなみちゃんもデマンド型の乗合タクシーになりますけれども、こちらのほ

うの継続ということをまず主に置きまして、今回一般質問、別な議員さんのほうからも出てい

らっしゃるかと思うんですけれども、そちらもデマンドタクシーと併せて、別な交通弱者への

支援というものも後期の中では進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて13番大坂三男君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時40分再開といたします。 

     午前１０時２９分  休 憩 

                                            

     午前１０時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  次の質問者吉田和夫君から資料の提出がありましたので、お手元に配付しております。ご確



７８ 

認ください。 

  それでは、11番吉田和夫君、質問席において質問してください。 

     〔11番 吉田和夫君 登壇〕 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫でございます。 

  大綱１問質問いたします。 

  １．想定浸水表示板の設置で早めの避難を。 

  地球温暖化の影響なのか百年に一度、千年に一度の地震や豪雨などの災害が頻繁に発生する

ようになった。本町には一級河川の阿武隈川と白石川の合流地点でもあり、内水による被害が

多く発生している。 

  洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するには、ハザードマップに示されているように、自分

の居場所がどれくらいの浸水域になるのか念頭に入れていたほうが早めの避難につながり、命

を救うことにもなる。また浸水表示板には避難場所が明記され、どこに避難すればよいか日頃

から目に入る。 

  海に接する地域では、東日本大震災においてはここまで津波が来たことを示す表示板が設置

されている。仙台市では過去に浸水被害が発生した地区を地図上で公開し、日頃からの浸水に

対し危険性を認識させ、宅地造成や新築の場合のかさ上げに寄与している。町民の早めの避難

と水害から命を守るために本町の主な場所に浸水表示板の設置を提案する。 

  １）今年度９月会議で町長答弁があったが、浸水表示板を設置すると人が来なくなるのか。 

  ２）浸水想定区域を基にマイタイムラインの研修をすべきでは。 

  ３）国土交通省のまるごとまちごとハザードマップのモデル地区はできないか。 

  ４）既存の避難所・避難場所にある看板を一新できないか。例えば補助資料にあるように、

指定緊急避難所・避難場所のみの表示ではなく「洪水○ 土石流× 地すべり○ 大規模火災

○」や「洪水時は２階以上を指定緊急避難場所とします」などの表示にできないか。 

  ５）命を守るには自分の想定浸水深度を周知徹底すべきでは。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田和夫議員、想定浸水表示板の設置で５点ございました。随時お答え

をいたします。 

  １点目、浸水表示板を設置すると人が来なくなるのではという私の発言でございます。 

  令和４年９月会議での加藤滋議員への答弁の中で「1000年に一度の最大規模の降雨を想定し
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た洪水浸水深の表示板を電柱に設置しようとすると、浸水深0.5メートルから５メートル未満

の浸水深の表示看板を町全体に設置しなければならなくなり、それでは、柴田町に住んでいた

だけなくなるのではないかという懸念を表明したものです。 

  また、「1000年に一度」の想定水位が、果たしてその地域ごとに本当に正しいものなのか判

断、断定できないことがございます。例えば、国や県が想定した浸水深が３メートルとしてい

ても、想定した以上の降雨量となり、実際５メートル浸水した場合、浸水深を３メートル分と

表記していた柴田町に対して、責任を問われ被害額を補償してほしいということになるのでは

ないかという懸念があったからでございます。 

  そもそも、浸水表示看板は、洪水ハザードマップのさらなる普及や、住民等の水害に対する

危機意識の醸成、避難所等の認知の向上を図るために設置するものでありますので、令和元年

台風19号の被害実績に基づく水位を看板に表示したほうが、より理解が深まるものと考えてい

るところでございます。 

  マイ・タイムラインの研修でございます。 

  マイ・タイムライン研修会は令和４年１月、仙台河川国道事務所、気象予報士及び河川情報

センターの講師を迎え、各行政区２名の参加をいただき、浸水想定区域を確認しながら「柴田

町令和３年度マイ・タイムライン講習会」を開催しました。 

  また、船岡小学校においては、全校生徒を対象に、各家庭での役割や避難場所などを確認し

てもらう「わが家のマイ・タイムライン」を作成していただきました。さらに、槻木小学校の

５年生80人にも、マイ・タイムライン講習会を実施し、マイ・タイムラインを作成していただ

きました。 

  なお、町ホームページに掲載のマイ・タイムライン検討ツールである「逃げキッド」を用い

て、「マイ・タイムライン」を実際に作成してみることも可能となっています。加えて、国土

交通省のホームページとリンクを貼り、マイ・タイムラインの理解向上にも努めております。 

  今後も、洪水時、早めの避難や自分の取るべき行動を整理するため、マイ・タイムライン講

習会や、マイ・タイムライン検討ツールを使用した講習会や出前講座を実施してまいります。 

  ３点目、「まるまちハザードマップのモデル地区はできないかということです。 

  ご質問の「まるごとまちどごハザードマップ」は、その地域の洪水による浸水のリスクや避

難に関する情報を生活空間である町なかに表示して、自然に目に入るようにすることで、日頃

から防災への意識を高めていく取組です。その具体策として、電柱等に想定浸水深、または実

績浸水深を看板表示しているものです。 
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  令和５年度において、令和元年台風19号の被害実績に基づく、町全体の内水浸水想定区域図

を完成させた後に、令和６年度において台風19号の被害実績に基づき、町全体に計画的に浸水

表示板を設置してまいりますので、特にモデル地区の設定は考慮しておりません。 

  ４点目、避難所・避難場所にある看板を一新できないかということです。 

  現在、町内に９か所の優先避難場を含む22か所の避難所と10か所の広域避難場所があります。

その避難所・広域避難場所にある既存の看板は、避難場所または広域避難場所、名称及び柴田

町の表示しかなく、洪水・土砂災害・地震の災害種別の図記号は併記しておりません。 

  今回、吉田議員の提案を受けまして、今後、町民の方々がスムーズに避難所や広域避難場所

に避難できるよう、順次、被害種別を分かりやすく併記してまいります。 

  ５点目、命を守るには自分の想定浸水深度を周知徹底すべきではと。 

  吉田議員おっしゃるとおり、水害から命を守るためには、防災ハザードマップや令和６年度

設置予定の防災啓発看板等により、自分が住んでいる地域の想定浸水深度を把握することが必

要と考えます。 

  したがって、いざというときには、自分の命は自分で守る主体的な避難行動を促し、被害を

最小限にとどめられるよう、出前講座、自主防災連絡会及び各地区の防災訓練など、様々な機

会を通じて、浸水深や避難場所等の知識の普及啓発に努め、日頃から防災意識の向上を図って

まいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田和夫君、再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 前向きな答弁いただきました。本当にありがとうございます。 

  私のほうから、一番最初の前回、加藤議員がおっしゃった、町長の答弁もいただきましたけ

れども、町長の答弁を聞いて、我が地域の人たちは、「新しい人じゃなくて、災害が起こった

としても厳然としてここで頑張っているっていう人たちを忘れては駄目だよ」そんなことを、

私も加藤議員も直接大勢の人から言われておりました。その人たちはやはり加藤議員が言った

とおり、３メートルから５メートルという表示板を見たときに、これだったら早めに逃げたほ

うがいいなというのが、早めに命を守るツールかなというふうに私も思いましたので、引き続

きこの提案をさせていただいたものでございます。 

  そしてまた、９月会議でも、昨日の白内議員への答弁でも、また町長の今回の答弁でも、実

際に台風19号がここまで来た、ここまで水位が上がったという、これが一番なのではないかと

いうことでした。実際に、この水位対策の難しさというのはそこにあると思うんですけれども、



８１ 

例えば、ハザードマップで50センチ以下、あるいは50センチから３メートル、３メートルから

５メートル、これは誰が決めるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 白石川であれば、管理者の宮城県、阿武隈川であれば、管理者の

国土交通省がシミュレーションをして決めてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） だから、町では、逃げ口上にはなると思うんですね、町で決めているわ

けじゃないですから、国土交通省、あるいは宮城県として、ここ堤防決壊した場合は５メート

ルになりますよと、３メートルから５メートルになりますよという、こういう想定なので、決

してびくびくすることはなしに、きちんと表示板をして、早めの避難につなげればなというふ

うに思いますけれども、危機管理監どう思いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） びくびくするということなんですけども、そもそも国管理の阿武

隈川、県管理の白石川、こちらのハード整備、こちらがしっかりしていれば、国土強靱化計画、

国が旗振りをしていますが、それに基づいてしっかり予算を使って、堤防のスーパー堤防化と

か、あとは河床のしゅんせつ、様々なハード整備があると思うんですけれども、それがなかな

か追っつかないということで、国と県は堤防が決壊した場合にシミュレーションをして、これ

ぐらいの水位、地域、エリアに水が来ますよというのをお示しをいただいています。それに基

づきまして町としては、命を守るために早めの避難をということで様々なソフト対策をしなが

らやっているところでございます。したがいまして、国、県が示すその浸水深、こちらを表示

するしないということをびくびくっていうことではなくて、いざ災害が起きた場合に、国や県

が示したその浸水深、これを表示していて、それ以上の国や県が想定した雨量以上の雨が降っ

た場合に、その浸水深が超えた場合、当然、住民の方々は、町がこういう表示をしたので安心

だったと、大丈夫だと思っていたんだけれども、２メートル以上も実は浸水深あったんじゃな

いかというときに、これまでのいろいろな経験からして、補償問題やら、苦情やら、それがや

っぱり当然、町のほうに来るんだろうというふうに思っています。 

  したがいまして、そういう観点からすると、もうまさに令和元年に起きた台風19号の実績と

いうものを持っていますので、それを表示をして、そもそもの目的であります、まるごとまち

ごとハザードマップ、これの防災意識の向上や、避難場所の明示等によって日頃から意識を高

めていただくとともに、吉田議員、ご指摘のご指導のとおりの想定浸水深、こちらの普及とい
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うのはまた別なところで図っていきたいと、いうふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 私はびくびくするって言ったのは、そういう補償問題とか、国、県で決

めた浸水深を例えば想定した場合補償問題とかっていうふうなものじゃなくて、これは町で決

めたわけでないので、県でってこう逃げる、逃げ口上っていうんですかね、そういうのにもな

るのかなというふうに思いました。 

  先ほどの町長答弁では、実際の浸水深ですね、台風19号ではここまで来たというようなもの

にするということでしたので、例えばそうなった場合、更新、例えば更新っていう更新されて

はほしくないんですけれども、更新とあった場合は、これは書き換えるんでしょうか。例えば、

更新というか、ここまで水位来ましたよって言って、今年大雨が降って、それより上になった

場合、今度はここですよっていう、そういう更新はあるのかどうか、これだけお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） もちろん防災意識の向上という観点でつけているものでございま

すので、その更新につきましては検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 丸森から福島県に抜ける川沿いの道路には、崖っ縁に、何年何月ここま

で来ましたっていう表示がなされてますし、何年にはここまで来ましたっていう表示もなされ

ております。我々もここを通るたんびに、ええ、こんなところまで来たのかのっていうもう驚

くばかりの水位になっておりますので、先ほど、実際の水位を令和６年度にやるということで

したので、皆さんに注意喚起をしながらきちんと対応していただきたいと思います。 

  そして丸森町のホームページに舘矢間地区が紹介されています。これは浸水深の看板、小学

校、集会場、15か所、１つの地区でですよ。電柱には34か所の浸水深、合計49か所が１地区に

表示板、それから避難場所どこですっていうのを書いてあるんですけれども、私も町のほうに

確認しました。そしたら町でやっているのは、電柱だけの表示は町でやりました。あとは地域

の防災、自主防災組織のほうでつけましたというお話でした。非常に活発にやっている地域だ

そうですけれども、例えば、どっかの区で実際のハザードマップに基づいて、例えば槻木地区、

国土交通省のホームページからずっとこうぼっていくと、ここで決壊した場合、ここってピン

ポイントで押すと、2.8メートルとかってこう出てくるんですね。そういうよう例えば表示し

た場合、町として補助、あるいはアドバイスっていうのはしてくれるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 
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○危機管理監（平間信弘君） 令和３年３月に、国土交通省のほうでまるごとまちごとハザード

マップの取組事例集というのが出されています。こちらの中には吉田議員がおっしゃったよう

に、自主防災で自主的にやっているとかそういった例とかも載っていますので、その辺につき

ましてはちょっと国に聞きながら、そういった補助とかそういったものがあるのかどうか、今

後検討してまいりたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） いいですか。 

○議長（髙橋たい子君） 大丈夫ですか。 

○11番（吉田和夫君） ぜひ国でもいいし、あるいは町としても、そういう自主防災組織のとこ

ろにアドバイスなり、あるいは金額面的な補助であったり、応援していただければと、そうい

う思いですけども、どうなんでしょうか。そういうのがあった場合。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 町としても自主防災が国交省のハザードマップとか、そういった

浸水ナビを使ってやるという場合においても、ある程度自主的に自主防のほうでやっていただ

くと、混乱が生じる場合もありますので、しっかり町としてもアドバイスをしながらやってい

きたいというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 町長。 

○町長（滝口 茂君） 自主防災組織で意識の高い人たちは、国で柴田町の浸水深がここだって

いうのは分かるんですけれども、一般の人は、やっぱり最後は町で、町で看板をつくったとし

か思わないんですね。ですから自主防災組織がつくったこの自主防災組織と書いてもね、やっ

ぱり最後は町なんですね、住民は。そうしたときにある地区は国、県の浸水深の高さを使う、

柴田町は令和６年度から台風19号、そして被害があれば、随時更新する。町の中に混乱するデ

ータを表示するのはいかがなものかと、今新たな提案だったもんですからね、吉田議員からね。

その辺ちょっと調整しないといけないなというふうに思っております。 

  ですから、これは最終的には町が同じ方針の下に、計画的にその浸水を受けた地区から表示

していく、そちらのほうが我々は責任を負えますし、町民の方、この自主防災組織では、意識

の高い、普通の方もね、町のほうに信頼してくれるんではないかなというふうに思いますので、

やっぱりこの浸水深については台風19号並びに今後起こったときの実際の数値をしたほうが私

はいいのではないかなというふうに思っております。これについては、今質問されて今回答し

ておりますので、改めて内部で検討させていただきたいと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ぜひ検討していただきたいと思いますし、私が見つけたのは舘矢間地区

のことでいろいろ町の担当者のほうにお伺いいたしました。町では電信柱だけですよというお

話でしたので、あとは集会所の天井のところまで、ここまで浸水来ますよって、集会場を使っ

ている人たちは、もうここまで来るんだったら早めに山のほうに逃げたほうがいいですねって

いうのが、意識が高いそうですので、ぜひ検討してみていただきたいと思います。 

  補助資料を見てください。Ａ面の左上に、電柱に想定浸水2.2メートル、こう表示あります。

そして指定避難場所は角田中学校のという表示板になっています。角田市では185か所に２年

間かけて設置したようでございます。実際にどういう予算で、どんな事業で設置したか、検討

してみたでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 実際に角田市さん、丸森町さんに確認をして、どのような予算で

やったのかというのもお聞きしたところでございます。それで調べたところ、国交省の防災安

全交付金の中の都市防災総合推進事業というのを利用してしているようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） それは丸森町さんのほうですよね。角田市さんでは、社会資本整備事業

を利用して２分の１の国の補助で600万円でやっています。丸森町さんのほうでは、先ほど言

った都市防災総合推進事業で、これもこれ総務省だと思いますけれども、２分の１の国の補助

で、300万円でやっています。いわゆる角田市では、角田市も丸森も２分の１の負担でやって

いますので、角田市さんの場合だと300万円でやったということですね。丸森町さんのほうで

は150万円でやったと、そして角田市さんの場合は東北電力さんの東北送配電サービスさんと

契約して185か所、地域では、やはり町長お話ししたとおり、どんなお話がなされましたかと

いうものについては、実際に台風19号で上がった水位を表示してはどうかという意見は随分あ

りましたと、でも、早めの避難の立場からこのハザードマップの浸水深を利用しましたと、そ

して、阿武隈川の堤防が切れた場合の最大深度を示すことによって、避難を早めにしたいとい

うのが角田市さんのようでございます。 

  また丸森さんの場合ですと、先ほど言った都市防災総合推進事業、総務省って言ってました。

２分の１、300万円、だから150万円で実施していただきました。これは町全体で95か所、そし

て、住民の反応は、特に集会所、公民館には実際の高さまで表現したと、これは自主防災のほ

うでやったらしいんですけれども、早めの避難を呼びかけている。私も全然気づきませんでし
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たけれども、角田に行く用が頻繁にあって、角田の報知機のところの信号あるんですけれども、

そこで待ってたら、電信柱のほうに設置されておりました。そして、ここだったらここに避難

という避難場所まで書いてあったので、こんな表現があるんだと意識したら、町なかに大変あ

ちこちありましたので、これは早めの避難、早めの浸水深でここまでだったら早めに逃げたほ

うがいいな、これはいいなということで、頭に入れておきました。こういう予算もあるという

ことでしたけれども、ぜひ検討してみてはどうなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 来年、内水ハザードマップができますので、来年度、県のほうを

通じて国交省の都市防災総合推進事業というのにエントリーをして、挑戦をしていきたいとい

うふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ぜひお願いしたいと思います。 

  それとハザードマップについては、各地域でできております。ハザードマップについては

1,000年に一度の想定で行っているんですけれども、あちこちで水害が最近発生していて、テ

レビ報道なんかでは70年生きていて初めての経験だとか、80年生きて初めてですとかっていう

のが頻繁に起こっておりますけれども、ハザードマップによるこの浸水深については、そのと

おりということがなっているんですね、今のところ。私も2018年の９月会議、2019年度９月会

議で、私もハザードマップについて一般質問しております。いつできるんですか、早くつくら

なきゃいけないんじゃないですか。最終的には、マイ・タイムラインを設置して、導入したら

どうなんだということで、それまで全部含めた形で、宮城県内では画期的だと思うんですけれ

ども、柴田町のハザードマップが完成して、今、配られております。この唯一のハザードマッ

プですけれども、この最後のページのマイ・タイムラインを利用しての勉強会、先ほど町長答

弁もありました。あちこちで工夫されているようですけれども、宮城県の防災指導員の講習会

があったときに、東船岡小学校の先生と一緒になりました。東船岡小学校では活発にマイ・タ

イムラインを利用してやっているというようなことを聞いたので、これはぜひとも進めていた

だきたいなというふうにして思うんですけれども、各学校、先ほど、槻木小学校、中学校あり

ましたけれども、各学校でのマイ・タイムラインを利用しての水害対策、水防対策、こういう

のの計画っていうのはこれ今後の計画というのはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 各小学校、各中学校のマイ・タイムラインを作成すると、学習
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の時間ですが、小学校においては主に５学年の総合的な学習の時間でマイ・タイムラインを作

成して勉強しているというような学校が多くございます。西住小学校はこれから今年度、これ

から５年生の総合的な学習で取り組む予定だというところで、柴田町のホームページに載って

いる逃げキットを使って、みんなでつくろうマイ・タイムラインヒント集を活用して、冠水を

想定したものを作成して、今後はほかの学年でも取り組み、各家庭で情報共有できるようにし

たいというようなお話もいただいております。 

  そして中学校においても、先ほど町長答弁で船岡中学校のお話もございましたけれども、槻

木中学校においては、10月に全学年で防災マップとマイ・タイムラインをつくろうということ

で勉強をしたというようなことでございます。 

  船迫中学校におきましても、１年生が防災マップを活用して、マイ・タイムラインの勉強を

したというところでございます。船迫中学校では防災だよりというのも出しておりまして、そ

の中で、９月29日に、１年生を対象にしたマイ・タイムラインの作成の勉強をしたと、そして、

柴田町のハザードマップ等も確認して、活用して台風に備えたマイ・タイムラインをご家庭で

もどうですかというようなご案内をしたいようなことを聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 船迫中学校での防災だよりなんかもつくっているということでしたので、

どんどん進めていただきたいと思いますし、柴田町では誇れる土のうステーションもそうです

し、このマイ・タイムラインもハザードマップにとじ込められているっていうのも、非常に画

期的なことですので、マイ・タイムラインを利用しながらどんどん進めていきたいと思う。こ

の婦人防火クラブもちらちらっと聞くんですけれども、婦人防火クラブでのマイ・タイムライ

ンを利用した防災活動とかっていうのは、推進しているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 婦人防火クラブにおけるマイ・タイムラインの推進でございます

が、現在のところ、婦人防火クラブでの活動についてはちょっと聞こえてこないという状況で

ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 学校といい、地域といい、あるいは小さな自主防災組織からでもいいで

すので、町長が言う、あるいは危機管理監が言う命を守るための早めの避難というのは、この

柴田町には本当にこの阿武隈川と白石川の合流地点であるだからこそ、早めの避難がいいのか
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なというふうには思います。 

  茨城県取手市ってあるんですけれども、柴田町議会としても手本としているところでありま

す。ここでは市内25か所、これを13班、15班に分けて、コミュニティ・タイムライン、これを

ワールドカフェ方式で議論しながら、時系列で、いつ、誰が何をするかというこういうのをや

っているというのを新聞記事で見つけました。避難のタイミング、要支援者を守る、改めて決

めておく必要がある。こういうことを事前に話し合って、時系列で決めていく。講師を務めた

のは東京大学の大学院の松尾一郎客員協教授、この方言ってんのは、マイ・タイムラインはつ

くって終わりでなく、使い続けることが大切であると指導されております。配って終わりでな

く、町民に対して、タイムラインの研修等をどんどん進めてほしいと思うんですけれども、そ

ういう計画というようなものはあるんでしょうか。学校でも、地域でも、あるいは自主防災組

織でも計画は組んでいますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 今、マイ・タイムラインの作成講習の計画はあるのかということ

のご質問でございました。特段その中期・長期計画で、そういった計画は立ててございません

が、各自主防災組織、また小学校、中学校からの出前講座、こういったものに対応して、その

都度出前講座でマイ・タイムラインの講習をやっています。なお、その際にはつくって終わり

ではなく、今後つくったことで実際にご家庭で、ご家族で、そのタイムラインで動いてみて、

随時、それを更新していくものがマイ・タイムラインだというお話はさせていただいておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） それと補助資料にちょっと戻っていただいて、補助資料のＡ面右上、先

ほど町長答弁においては、令和６年度において台風……、町民の方がスムーズに避難所や広域

避難場所に避難できるよう順次、災害、職種に分かりやすく併記してまいりますという答弁も

いただきました。この資料となったのがこの補助資料、Ａ面の右上、これ角田高校の入り口に

ある看板、避難場所、避難所に角田高校になっていますよと、右側に洪水マル、土石流マル、

崖崩れはバツ、避難場所ではありませんよということですね、大規模火災はマルと、右下には、

角田小学校、ここは避難場所と避難所になっています。ここは想定浸水深2.5メートル、全て

マルになっていますけれども、写真は小さいので黄色く黄色で大きくしました。洪水時は２階

以上を指定緊急避難場所としますと親切に書かれています。 

  Ｂ面の下をご覧ください。本町の指定避難所の看板です。槻木、船岡の生涯学習センターと
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農村環境センターの看板ですけれども、本町のハザードマップでは、槻木、船岡の生涯学習セ

ンターの水害時は使用できません。これはもうマル印は使ってませんね。ハザードマップでは、

でしたけれども、更新して２階以上は避難場所となっているのが正解でございます。角田、丸

森のように具体的ではないですね。例えば槻木生涯学習センターの旧国道４号線沿いには、そ

の看板が設置されております。常日頃我々は目にしているものは、この看板で、何があっても、

槻木生涯学習センターが避難場所、避難所ですっていうふうに認識しています。最近になって

２階以上は避難場所、避難所というふうにはなっているんですけれども、槻木小学校も同じで

す。槻木中学校も同じですね。こういうような看板にするということなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 吉田議員ご指摘のとおり、角田市における避難所のそれぞれ視覚、

直観的に訴えるこういったマークというのを今後６年度以降、順次、柴田町の避難所、避難場

所についても、つけていくというところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） これは避難場所、避難所、広域も全てなんでしょうか、それとも生涯学

習センターとか、各学校のみになるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 今検討してますのは、まずは優先避難所をやりまして、その後順

次、その以外の避難所、避難場所につけていきたいというふうに考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 我々もいろいろ想定していて、特に我々槻木の場合だと、浸水、堤防決

壊した場合の浸水深というのは３メートルから５メートルってなっているんですけれども、槻

木地区で３階建ての建物というのは、生涯学習センターとか学校、県営住宅とか、町営住宅は

別にしてそれぐらいしかありませんし、５メートルというと、あのハザードマップではどこま

で指しますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） ハザードマップですと槻木の下町三丁目の土手寄りですかね。東

三丁目辺りが５メートル以上というところになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） いわゆるどこまでかというと、ハザードマップに書いてあるんですね。

５メートルというと２階の屋根まで来ます。高さです。昨日の議論からすれば、道路ではかる
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わけにもいかないっていう。加藤議員も言ったのも、実際に歩いてみて、５メートルっていっ

たらどこまで来るんだろう。土盛りして建てているところもあるんですけれども、玄関先では

かるのと、道路ではかるのとってあるんですけれども、そういう例えば目ぼしいところという

ようなところには、まちごとまるごとハザードマップではないですけれども、例えば区に１か

所、ここにつけるとかっていうようなものは、もしあったらつけて構わないんでしょうか。希

望すれば。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 先ほどもお答えしましたが、つけて構わないのかという話になり

ますと、町全体として、そのまちごとまるごとハザードマップの考え方、これは実績値でやっ

ていきますよという前提でやっていますので、個々に何メートルっていうのをつける、つけな

いというのはですね、ちょっと町としての考え方が、実績値でいきますということになるんで、

そことはちょっとなかなか相入れないものがあるのかなというふうには思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そうすると、ハザードマップでそういう浸水深を設けてうたっておりま

すけれども、つけてはならない、つけられないとなると、やはり分からないですよね。そうい

うことがあれば、早めの避難というのは出てくると思うんですけれども、実際のものだったら、

堤防決壊した場合の浸水域には多分ずっと下回ると思うんですけれども、最大値を示すことっ

ていうのは、これは難しいんでしょうかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 町では早めの避難というところに関しましては、情報伝達、こち

らにどちらかといいますと軸足を置いていまして、やっぱりその日頃、そういうその町なかに

最大浸水想定深の看板があっても、本当にその危険が来ているのかどうかというのは、情報伝

達の方法によって、その方に伝わるかっていうのが一番のみそだと思っています。したがいま

してこれまでも野外拡声機の同報とか、吉田議員が推薦、ご指導いただきました防災ラジオの

普及とか、こういったものをやってまいりました。加えまして声がけネットワーク等によるあ

らゆる多角的な情報伝達により、一人の逃げ遅れも出さない、早めの避難っていうその情報伝

達のほうでカバーしていきたいというふうに考えているとこでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） いい答弁はいただいておりますので、令和６年度においては、きちんと

看板等についても設置できるし、我々とすれば、早めの避難で命を守る、これが一番だと思う
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んですね。そのためには、やはり、ハザードマップに示されている、あちこちに設置できない

もんですから、ハザードマップでもって自分のいる場所がこのぐらいになるんだよっていうの

を認識させるには、やはり、マイ・タイムラインを利用しながら、子どもたちを利用して、学

校でこう習ってきましたよ、台風ここまで来ました、相当雨が降るようだから、こうなったら

槻木中学校に、小学校に一緒に逃げようねとかと、隣のおばちゃんに声かけていきましょうね

とかって、そういう想定をしながら、地域で、そしてまた本町の防災意識を高めて、命を長ら

えていきたいと、私もそう思っておりますので、いろいろと検討していただいて、防災教育に

尽力をしていただければと思います。 

  私はこれで、以上、終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて11番吉田和夫君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまより休憩いたします。 

  11時40分再開といたします。 

     午前１１時２６分  休 憩 

                                            

     午前１１時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  17番平間奈緒美さん、質問席において質問してください。 

     〔17番 平間奈緒美君 登壇〕 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美、大綱２問質問いたします。 

  １．学校図書館を活かす。 

  学校図書館は、ただ本を貸し出すだけの場所ではなく、子どもの学びをサポートするための

大切な役割を担っています。３つの機能として「読書センター」「学習・情報センター」「教

員をサポート」があります。子どもたちが「主体的・対話的な学び」を実践するためには、こ

の学校図書館の機能が必要です。これまでも計画的に学校図書館の充実を進められていますが、

さらに司書教諭や学校司書など現場の方と課題を共有して、子どもたちが学べる環境を整えて

いくことが必要です。 

  １）図書館要覧では重点目標に「学校図書館の活用及び運営の支援を行うため、学校図書館

司書を小中学校全校に配置し、図書館と学校図書館の連携強化に努めます」とあります。図書

館と学校は、どのような連携を行っていますか。 
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  ２）学校図書館司書の役割は。 

  ３）平成26年から図書館所属の司書を図書館から小中学校図書館に職員を派遣しています。

現在では各小中学校にそれぞれ配置されていますが、司書の持つ専門性などがより発揮できる

体制になっていますか。また、学校司書の積極的な活用をどのようにしていますか。 

  ２．誰一人取り残さない少子化対策を。 

  年々、全国的に婚姻数、妊娠届出数、出産数が顕著に減少しています。令和２年度の調査で

は、婚姻件数52万5,507組で、前年の59万9,007組より７万3,500組減少し、出生数では84万835

人で、前年の86万5,239人より２万4,404人減少しています。合計特殊出生率も令和２年は1.33

人と年々減少しています。特にここ数年のコロナ禍による影響が多いものと考えられますが、

婚姻数減少の背景には、若い世代の結婚・出産・育児に対する考え方の変化や経済的に苦しい

状況にあることが考えられます。 

  こうした不安を解消し、結婚、妊娠、出産、子育てに希望を見いだせるような社会をつくる

ことが必要であり、安心して子どもを産み育てていく環境を整えていかなければなりません。

喫緊の課題は「人口減少と少子化」であり、少子化を解決する婚活や子育て支援を中心とした

総合的戦略が重要となってきます。未来を担う若者や子どもたちを誰一人取り残さないそして

社会全体で育てていく必要があります。 

  そこで質問いたします。 

  １）少子化に対しての町の見解は。 

  ２）少子化対策は喫緊の課題です。人口減少対策を重要課題として町としての方針を掲げて、

経済的に安心できる政策を打つ必要があるのではないでしょうか。町の考えを伺います。 

  ３）婚活事業についてです。県では、2021年９月にみやぎ結婚支援センター「みやマリ！」

の事業展開を行っています。「みやマリ！」は、ＡＩを利用したマッチングシステムを導入し、

結婚を希望する独身男女を応援し、様々な出会いの場を支援しています。県内自治体でも独自

のイベントや事業展開をしています。本町の婚活に対する考え方について伺います。 

  ４）多胎児は妊娠届出時から把握でき、出産や育児に伴う困難を予想した支援を行うことが

可能です。多胎児を持つ保護者に対しての支援はありますか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目教育長、２問目町長、最初に教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 平間奈緒美議員の大綱１問目、学校図書館を活かすについてお答えし

ます。 
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  ３点ございました。 

  １点目、図書館と学校の連携についてです。 

  町図書館では、平成26年度から学校図書館に司書を派遣し、令和３年度には、町内小中学校

全校に有資格者の司書を配置して、学校図書館の充実と活性化を図っています。図書館司書が

常駐し、いつでも本の貸出しや返却ができる状態になったことで、利用率が上がり、令和３年

度は学校図書館の貸出総数は約８万2,000冊となり、１人当たりの貸出冊数は、小学校で平均

41冊、中学校10冊で、平成26年度と比較しますと小学校で平均10冊、中学校で７冊増加してい

ます。 

  また、町が行った４月の学力調査において、書くことの分野で８つの学年のうち、半数の学

年が全国平均を上回ったことや、今年度の大河原地区青少年読書感想文コンクールでは、仙南

２市７町から1,882点の応募があったうち、宮城県に提出となる５点の作品の中に、柴田町の

学校から２点が選ばれるなど、学校図書館の充実は、児童生徒の読む力、書く力の向上につな

がっていると考えております。 

  図書館と学校の連携については、児童生徒の読書活動推進を目的に、学期ごとに町図書館か

ら学校図書館へ本の貸出しを行うとともに、町図書館と学校図書館で、テーマを決めて特集を

合同で展示するなど、児童生徒に双方の図書館に関心を持ってもらう企画を行っています。ま

た、司書教諭、町図書館司書、学校図書館司書が出席して「学校図書館との協力連携会議」を

継続的に開催し、学校での課題などについて共通認識を持ち、意見交換する機会を設けて子ど

もたちの読書活動を支援しています。 

  ２点目、学校図書館司書の役割についてです。 

  児童生徒の学校図書館の利活用や、図書の貸出し、購入図書の選定、書棚の整理、図書の保

存・廃棄などの読書環境整備を行っています。また、授業の内容に関連する図書を集め、児童

生徒の自発的な学習活動や調べ学習を支援するなど、学校図書館の課題についても、町図書館

司書が情報を共有し、課題の解決に取り組んでいます。 

  ３点目、司書の専門性が発揮できる体制及び学校司書の積極的な活用についてです。 

  学校長や司書教諭などと連携、協力しながら、学校図書館の運営を行っています。学校図書

館司書の活用については、テーマに則したものや季節の行事に関する図書コーナーの設置、図

書だよりの発行など、学校の要望を取り入れながら図書間の充実図っていますが、特に、図書

の展示について、季節ごとにアイデアあふれるテーマに沿って種別にとらわれず幅広く図書を

選定し、児童生徒の読書への関心が高まるように工夫して展示を行っています。 
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  また、学校からは、司書の専門的な知識を基にしたアドバイスにより、教職員が授業で図書

館を利用する機会が増加し、それに伴い教職員の利用も増加するなど、相乗効果が見られたと

いう報告もいただいております。 

  今後も司書の専門性を生かして、学校図書館の読書環境を整備し、児童生徒の読書意欲を高

めるために学校司書の活用に努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大綱２問目、誰一人取り残さない少子化対策ということで、４点ござい

ました。随時お答えいたします。 

  まず、町の見解でございます。 

  議員ご質問のとおり、令和２年の合計特殊出生率は、全国1.33で、宮城県は1.20と、全国で

ワースト２位となっています。本町でも年間出生者数は、平成４年から同27年頃までは年間

300前後でしたが、令和に入り、200人台前半となっています。 

  少子化の原因とその背景にあるものは、国民の高学歴化や、未婚化や晩婚化の進展、仕事と

子育てを両立できる環境整備の遅れ、結婚・出産に対する価値観の変化、子育てに対する負担

感の増大、経済的な不安感の拡大、老後の子どもへの依存の低下等が挙げられ、様々な要因が

絡み合ったもので、当面は、我が国の少子化は避けられないものと推察しております。 

  抜本的な誰一人取り残さない少子化対策は、若者が安定した職場に就き、安定した収入を得

て、家計を維持できるように、国や企業が、若者が正社員として働ける就職機会の確保や所得

格差の解消に向けて真剣に取り組むことではないかと思っております。 

  ２点目、人口減少対策を重要課題として町としての方針でございます。経済的な安心できる

政策ということです。 

  柴田町では、少子化対策として経済的な支援策に取り組んでおり、治療費１回当たり上限10

万円の特定不妊治療費助成、妊産婦等の健診費用を助成する妊産婦健康診査助成、妊婦の歯科

検診費用を助成する妊婦歯科健康診査助成、新生児聴覚検査費助成、産後ケア事業、小学校等

入学祝金として第３子以降に３万円、子ども医療助成として18歳まで無料化やコロナ禍におい

ては地方創生臨時交付金を活用して、子育て世帯への給付金事業、学校給食費負担軽減事業な

ど実施しております。 

  近隣市町における経済的な少子化対策としては、出生時にお祝金を支給する事業をはじめ、

商品券の配付や、満１歳時におけるお祝金の支給、児童養育世帯への支援金支給等の事例があ
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ります。しかし、こうした子育て等に関わる経済的な支援によって一時的に子育てに関する不

安を払拭する効果はあるかとは思いますが、現状を見ると、いずれの自治体も人口減少に歯止

めをかけるまでには至っていないのではないかと考えております。 

  これからの少子化対策は、もちろん経済的な支援対策も重要ですが、それ以上に若者の雇用

問題を解消した上で、結婚・子育て世代が子育てしながら働きやすい「まち」、利便性が高く

安心して遊べる公園がある「まち」、医療・教育・子育て施設が充実した「まち」とった若い

世代に受け入れられる「まち」をつくっていくことが重要ではないかと考えております。 

  ３点目、本町の婚活に対する考えです。 

  結婚に対する捉え方の変化や、将来の経済的な不安等により、婚姻数が減少しているのが現

状です。一方で、結婚したいのに相手が見つからないといった場合もあることから、民間業者

による「結婚相談所」や「婚活パーティー」、マッチングアプリを使用した「ネット系婚活サ

ービス」など、いわゆる婚活ビジネスが活況を呈しているようでございます。 

  人口減少を抑制するには、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりはもちろん

ですが、婚活への支援も重要であると考えております。 

  近隣自治体では、行政主体による年２回ほどの婚活イベントをコロナ禍前には実施していた

ようです。しかし、問題点としては、毎回、同じ顔ぶれになること、また、カップルが誕生し

たとしても、町内には住まず、町外に居住する事例が少なくないということでございました。 

  柴田町では、今年度から「みやぎ青年婚活サポートセンター」に加入いたしました。今後、

町内でも移動結婚相談会や各種イベントでの連携が想定されることから、その際には、町でも

広報や会場の手配などで協力するほか、婚活希望者へは、ＡＩマッチングシステムを利用した

「みやぎ結婚支援センターみやマリ！」を紹介してまいります。 

  ４点目、多胎児を持つ保護者への支援です。 

  柴田町の多胎児の分娩件数は、令和２年は３件、令和３年は３件という状況となっています。 

  母子健康手帳を交付の際には、妊婦と保健師等が必ず面談等を行い、妊娠・出産や子育てに

関する悩み等を伺い、不安や支援ニーズに応じた助言を行っております。 

  多胎児を妊娠した妊婦は、通常14回分の妊婦健康診査助成券を交付していますが、多胎児妊

婦へは、13回分を追加し、単胎児の場合より多く妊婦健康診査を受診する際の経済的負担の軽

減を図っております。 

  出産後は保健師・助産師が乳幼児家庭全戸訪問し、産婦の不安や悩みを聞くだけではなく、

母子の心身の状況や養育環境等を把握し、必要なサービスの支援を行っております。 
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  主な支援策として、令和３年７月より産後１年未満のお子さんがいる産婦を対象にリフレッ

シュを目的とした「産後ケア事業」や産前４週間前から産後８週間以内の妊産婦のいる家庭で、

ヘルパーが家事や育児の支援を行う「育児ヘルプサービス支援事業」を行っています。それぞ

れ一部自己負担がありますが、多胎児の場合も同じ負担料で利用することができます。 

  さらに、育児に関する情報を取得しやすくため、スマートフォンで気軽に子育て応援アプリ

を利用していただく母子手帳アプリ「母子モ」を導入しています。町からのお知らせやイベン

ト情報を取得でき、また、妊娠中の健康記録やお子さんの成長記録の管理、予防接種日をプッ

シュ通知でお知らせするなど、660人の方が登録し、多岐にわたって活用いただいております。 

  今後も多胎児を持つ保護者に対し、他自治体の動向や国の施策などを注視しながら、必要な

支援や情報提供を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間奈緒美さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それでは、まず、学校図書館についてということで再質問させていた

だきます。 

  先ほど同僚議員の質問の中で、今後、新図書館建設に向けて動くということでありますけれ

ども、ハード面では大分こう整備されてきているようですけれども、私は今回ソフト面という

ことで、新図書館ができる前、やはりソフト面を充実していくことが、やはり必要なのかなと

いうことで、今回質問させていただいております。 

  柴田町では、先ほど教育長の答弁でもございましたとおり、小中学校９校全てで学校図書館

内に司書、図書館職員を配置することができております。ここ数年でやはり子どもたちの読書

に関する環境が本当に劇的に変化しております。久しぶりにコロナ禍ということもあって、な

かなか学校には行けなかったんですけれども、今回、生涯学習課の課長にもご協力いただきま

して、小中学校全てではないんですけれども、学校の図書館を見させていただきました。私の

感想は、本当に行きたい図書館になっている、明るくなったというのが正直な感想です。特に

一番驚いたのは中学校でした。中学校の学校図書館は本当に変わっていた、その教室に入ると

ころも入りやすい、そして、本も手に取りやすい、司書の方がいろんな本をお勧め本というこ

とでされている環境というのが、やはり人を配置したことでできる。今までは特に中学校は３

校で１人を回していたということもあって、なかなかできなかった部分もあったんでしょうけ

れども、１校につきお一人の方が月曜日から金曜日まで入っていただくことによって、ここま

で変わるんだなっていうのを改めて感じました。思い切った政策がやはり功を奏したのかなと
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いうことで、先ほど教育長答弁もありましたとおり、子供たちの書く力の向上なんかにもつな

がっているのかなというのが、もう目に、手に取るように分かったということでございました。 

  それでは、その件に関してなんですけれども、令和２年度、学校図書館の現状に関する調査、

これ公表されているんですけれども、2021年７月29日、文部科学省は、学校図書館の現状に関

する調査を公表しております。何項目かあって、学校司書に関してはまだまだ全国的には低い

というところではあるんですけれども、本町ではね、小中学校いずれも100％というのは確認

をできておりますので。それで、司書がいることによって本の選定だったり、いろいろなとこ

ろができるようになったと思うんですけれども、実際、学校図書館に整備すべき蔵書冊数、標

準冊数というんですか、というのをこの調査の中では、小中学校では増加傾向ではあるんです

けれども、小学校で66.4％から71.2％に上がっていますと、中学校では55.3％から61.1％に上

がっているということなんですけれども、では、本町の小中学校の図書基準っていうのは達成

されているのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 学校図書館の図書基準、標準図書基準なんですが、小学校、

中学校それぞれにその学級数で図書蔵書数の基準が決まっておりまして、ちょっと私も計算し

てみたんですが、本町であれば船岡小学校は蔵書が令和３年度で１万2,800冊ということで、

ある程度クリアはしているんですが、その他の学校については、おおむねクリアはしているん

ですが、それを超えるっていうところまではちょっと至ってはいないというところでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 実際にはね、その学級数で冊数というのは決まっている。計算すれば

出てくることなんですけども、これが達成されなくてもいいか悪いかって言ったらあれなんで

すけれども、やはり達成できれば一番いいと思うんですけれども、達成しなくてはいけないも

のなのでしょうか、伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 基準ということなので、必ずしもそれを超えなければならな

いということはないということなんですが、その対策ではないんですが、柴田町、先ほど教育

長が答弁で申し上げましたとおり柴田町図書館のほうから学校図書館のほうに、学期ごとに貸

出しを行っておりまして、蔵書という面ではちょっとクリアしていない、学校図書館の標準数

としては、クリアはちょっとできていないかもしれないんですが、学期ごとに小学校で１回当

たり120冊、中学校で50冊を学期ごとですから３学期ございましたので、そのたびに貸出しを
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行っておりまして、朝読書の時間ですとか、そちらを活用していただいたということもござい

ますので、それで全部クリアできたかといいますと、足りない部分もございますが、その面で

貸出しを行っているということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） まず、学校図書館と、町の柴田町図書館との連携ができているという

ことでは、すごくいい取組だと思うんですけれども、それでは、この各学校ごと、学校ごとに

は書いてないんですけれども、達成状況ということで柴田町の中で50から75％未満というのが

１、75から100％未満というのが２、到達してるよっていうのが小学校で３校、中学校はおお

むね75から100％を達成しているという結果も出ております。この、できればね、冊数が図書

館内、学校図書館内にあれば、子どもたちの読む環境というのは、やはり整えられてくるのか

なと思うんですけれども、各学校で予算を毎年つけていただいてると思うんですけれども、そ

の予算を立てるときの基準っていうのはどういう感じなのか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 図書の購入費の予算についてですが、各学校ごとに予算をつけ

ておりまして、各学校、小規模校から中学校、大規模校まで含めると25万円から55万円くらい

の予算措置をさせていただいておるところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 私の調べた中で、第６次学校図書館整備等５か年計画というのがあり

まして、その中で学校図書館の予算関係というのは、交付税で、地方交付税で算定されるとい

うことで、その中で交付税の試算方法というのがありまして、ちょっと計算してみたんですけ

れども、いずれも金額には達してないのかなっていうところがあったんですけれども、そんな

ところでよろしかったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 議員のおっしゃるとおり、交付税を試算しますと、交付税のほう

がやっぱり実際に購入額よりは多くはなっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） あくまでも目安ということもあるので、実際にちょっと計算して、実

際にはもっと金額、学校図書館では取れるんだなっていうのがちょっと分かったところなんで

すけれども、何というんでしょう。やっぱり予算立てする以上からには、ある程度こう何てい

うの基準になるものがあって、大体この学校にはこのぐらいの金額、例えば中学校ですと150
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万円予算を立てているので、単純に50万円という予算でいいのかなって勝手にしているんです

けれども、ちょっと各中学校、小学校、中学校で構いませんので中学校の年間の図書の予算っ

ていうのをちょっと伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 平間議員おっしゃるとおり中学校の各学校の予算は３中学校50

万円ずつとなっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） では、中学校で大体50万円ということなんですけれども、年間大体ど

のぐらいの冊数を購入できるのか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 令和４年度で11月末現在の数字になりますが、中学校ですと、

大体平均で384冊、約380冊程度購入しているということになります。実績になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 分かりました。 

  それでは、年間380冊、予算の中でいろいろな本を学校司書、そして司書教諭の方と連携を

しながらその学校ごとにいろいろな本を購入されてると思うんですけれども、実際、私が見に

行ったところでは、ところでっていうか感じたところは、やはり資料本なんていうのもいっぱ

いありまして、たまたま手に取った本を見て、私、いつも発行年月日を見るんですけれども、

それがたまたま何冊か手に取ったところが2000年代のものが結構多くて、何かそういう印象が

あったんです。大体、私は買うときには、できるだけ新しいもの、新しいものっていう感じで

購入するんですけれども、この基準っていうの、司書が入っていることで、司書の方はもうも

ちろんご存じだと思いますけれども、その図書館に置いてある本の何ていうんでしょう、発行

年月日というか、新しいものというか、資料として使う分にはやっぱり新しいものがもちろん

いいですので、そういったところでの本の年数の基準なんていうのはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 実は私も学校図書館にちょっと行ってみたいなと思っており

まして、先日、東船岡小学校に伺ってきたんですが、今8,000冊蔵書があるんですけれども、

先ほど中学校で約380冊という話だったんですが、司書さんが、年間400冊購入だとすると、

8,000冊の全部こう入れ替えていくためには20年かかるんですよねって話をされていて、なる

ほどなと思ったんですが、やはり司書さんも資料の新しいものというのふうにはもちろん考え
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ていらっしゃるんですが、その辺、先ほど議員がおっしゃったように、標準基準冊数というの

もある程度司書の方も考えていらっしゃって、それを確保しながら入れ替えをしながら、予算

の範囲内でということはやはり司書さんも考えてくださっているので、ですから、古くなった

からといって全部捨ててしまうと、今度標準冊数をクリアできなくなるというジレンマもある

ようなんですが、やはり予算の範囲内で、あとはその町図書館のほうと連携をしながら、でき

るだけこう、うまくこう巡回させる、うまくこう活用しながら、それこそ連携会議の中でもそ

ういうお話が出ているようなので、できるだけそのレベルを保ちながら新しい本も入れながら、

そのレベルを保ちながら学校図書館を運営していければいいのかなというふうにはお話をされ

ていたところでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 私もそのお話は聞いてきましたし、20年以上かかるよっていうことで、

ちょうど一巡した頃にはまた20年前の本になっているよっていう感じでは聞いてきたんですけ

れども、やはりその基準、廃棄、除籍処分する本っていうのも、なかなか処分できずにいる図

書その基準ですね、基準を保つためにはなかなかその除籍することができない、処分すること

ができないということも伺っておりますが、それを計画的に廃棄、基準に合った廃棄だったり

更新を組織的や計画的に努めることが望ましいと学校図書館ガイドラインですか、そちらでも

こう明記されていたんですけれども、そういった廃棄、更新等を計画的に行うようにするとい

うことは考えないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 今回、学校図書館について一般質問いただきましたので、な

かなか今までその人数、各学校に１人ずつというそちらの話は出るんですが、学校司書さんの

図書館の運営の仕方とかというのは今まであまりお話がなかったところだったので、今回質問

いただいた機に、その新しい図書館の標準冊数ですとか、それから新しいものをどうやって計

画的に蔵書していくかということも、今後、話をしていければいいかなというふうには考えて

いるところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ぜひ連携を取っていただいて、していただきたいと思います。 

  ただ、今なかなかこう除籍できなかったり、除籍はしたんだけれども処分ができないという

ことも伺っておりますので、そういったところも各学校と連携を取りながら、その本がやっぱ

り例えば冊数があって、その冊数を思い切り処分というかね、除籍とかしてしまうと、基準に
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満たなくなるからなかなかできないんですということもありますので、そういったときには思

い切ってすることも私は必要なのかな、そのためにはしっかりと予算をつけるというのも大事

だと思うんですけれども、そのあたりのお考えを伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務務課長（佐藤正人君） 平間議員がおっしゃるとおりだと思いますけれども、各学校

の図書購入費にかかるだけの予算だけではなく、近年デジタル、ＧＩＧＡスクールの関係の予

算とか、学校予算が結構膨らんでおります。そういうのも勘案しながら、考えていきたいと思

っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今、ＧＩＧＡスクール関係もあって、電子図書というのもある意味視

野に入ってきているのかなと思います。やはり子どものうちはね、紙で本を読むっていうのは

大事だと思いますし、ただ、私もそうなんですけれども時間ないときは電子書籍を購入したほ

うが早かったりという場合もあるし、そういったものもこれから時代の流れっていうのもあり

ますので、そういったところの予算もつけていただきたいなと思いますし、ただ、背景に関し

てはしっかりと予算を取っていただくというのも必要だと思いますので、そこの辺りをお願い

いたします。 

  あと、学校の学校間での総合貸借っていうのも、ある意味視野に入れていったほうがいいの

かなと思うんです。学校、柴田町図書館から各学校に学期ごとに本は行くということは先ほど

ご答弁もいただきましたけれども、今度は学校間での情報共有をして、この学校にはこういう

本があるよ、要するに同じ本を買うことがないんじゃないかっていうのもあるんです。それに

はいろいろ課題もありまして、貸出ししている期間、持っている学校にいる子どもさんはその

本が読めないっていう不便な点もあるんですけれども、同じ本を持つことではなくて、学校間

でいろいろな本を持つことで、その学校で情報共有することによって貸出しをできるっていう

のも一つの考え方だと思うんですけども、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 学校間の図書貸し借りですかね、そちらはやはりおっしゃっ

たようにちょっと難しい面がすぐにということは難しいと思います。あとは図書館管理システ

ムが今、図書館とそれから、それから公民館もそうなんですけれども、あと学校図書館とそれ

ぞれ別、公民館はそもそもシステムはないんですが、学校図書館と町図書館とか、データそれ

ぞれの図書館の管理することはできるんですけれども、そこが同じものを見ることが今できな
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い状況ではあるので、今後新図書館建設に向けて、図書館の本を学校からでも見られるような

形、それから、各学校の蔵書も見られるような形になっていくと、連携がスムーズになってく

るのかなとは思うんですが、ただ、そちらについてもやはりすぐにというのは難しいんですが、

将来新図書館建設と同じ流れでちょっと考えていかなきゃいけないかなと予算も絡みますので、

考えていかなければならないかなと思うところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） だんだん時代も変わってきて子ども１人に１台のタブレットがついて

おります。そういったところでの学校で、じゃあ自分たちの学校にこんな図書あるよとかって

いうのもその子どもたちのタブレットを通じて調べることもできるだろうし、各学校での相互

貸借というのもやはり視野の一つに入れていっていただくというのも一つかなと思っておりま

す。予算もかかることですので、すぐにと私も言いませんが、せっかく各学校司書さん、司書

さん同士の連携もすばらしく取れているということも聞いておりますので、同じ本を、例えば

６小学校６校同じ本を買うことではなく、そういった相互貸借なんていうのを、やはり一つの

柱にあると、さらに学校図書館が、町の予算で本も買えますので、同じ本を何10冊も買うこと

はないっていう部分もありますのでそういったのもご検討いただければなと思います。 

  学校図書館、やはり司書が入ったことで、私も今回３校ほどだったんですけれども、司書の

方も本当に意欲的で、たまたま私が行ったときに、休み時間だったのかな、司書の方に、２年

生か３年生の女の子かな、今日これ作ったのって言って紙飛行機を司書の方に渡していたんで

すね。ということはもう司書の方とその子どもさん、児童生徒さんが連携がもう取れている、

ここに行けば、この司書さんがいる、いろんなお話がしてもらえる。いろいろな遊びを教えて

もらえる、いろんな本を勧めてもらえるといったところで、子どもたちの安心な場所にもつな

がっていくと思います。これからも学校図書館、私も今回見られなかったところ、まだまだあ

りますので、見ていきながら新たな提案できればいいなと思っておりますが、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

  それでは、２問目に移ります。 

  人口減少対策についてです。 

  なかなかこれは大きな課題で、はい、できますということではないんですけれども、特に宮

城県1.20と聞いて、ワースト２番目、それこそ、低いということなんですけれども、では、本

町は何％になるのか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 
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○健康推進課長（水戸浩幸君） 町の合計特殊出生率、こちらのほうは把握できておりません。

算出できません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） なかなか難しいということで聞いておりますが、宮城県が1.20という

ことですので、それに近い数字、もしくは、そのぐらいなのかなあということで、とめておき

ます。 

  いろいろ町長答弁でもございましたとおり、町ではいろいろな策をやっております。少子化

対策やっております。いろいろなところを見てというか調べました。本当に同じようなこと、

あとさらに１つ、２つ追加してやっているところというのが人口増につながっているとまでは

いかないんですけれども、維持をしているだったり、これは移住・定住になってしまうのであ

れですけれども、よそから引っ越してこられるという方も増えてきているのかなと思います。

私が今回望んでいるのは、今いる方たちが安心して、今お子さん１人いる方、２人いる方が、

２人目、３人目、４人目なんていうところを増えていけば、町としてね、多分柴田町持ち家率

も高いと思うので、そういったところでの町の政策がもっともっとこう表に出てくれば、安心

して子どもも産めるのかな、やっぱり子どもを産む産まないというのは、自分の生活もありま

すし、子どもの教育費もかかる、いろいろな面で心配なところがあって、なかなか次に行けな

いっていうところもあるんですけども、そういったところを町として、安心して産めますよと

いうような環境というのをつくっていくことが必要だと思うんですけれども、そのあたりいか

がでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 妊娠から出産、その後、子育てまで切れ目なくできるようにっ

ていうようなことで、健康推進課のほうとしてはその健康診断から含めて、あと検診等も含め

て、そういった情報をまずは妊娠届が出たときから、そういった親身に相談できるような体制

を、個別に取れるように取ってきておりますし、あと生まれれば生まれた乳児全戸訪問という

ようなことで、また伺わせていただいて、そういったサービスも含めて提供できるような体制

を取らせていただいているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 町ではね、手厚い支援を行っているということはもちろん存じており

ますがさらに、一歩も二歩も進めてやっていただけたらなと思っております。 

  それでは、みやマリ！の件についてです。 
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  町長答弁でも今年度からみやぎ青年婚活サポートセンターに加入しましたということで、今、

県でもみやマリ！についていろいろやっておりますが、このホームページを見ると、いろいろ

な自治体でいろいろな取組をされているということはあるんですけれども、柴田町はまだ婚活

に関しては何もやっていないということなんですけれども、そのあたり今後どうしていくか伺

いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町長答弁のほうでもございましたけれども、今年度から、

柴田町のほうでは県の青少年会館のほうで行っている事業になるかとは思いますけれども、青

年婚活サポートセンターのほうに会員登録というかしておりまして、そちらのほうとの事業で

すねこれから、いろいろな婚活イベントの場所の提供だったりとか、情報提供なんかもしてい

きたいと思いますし、またみやマリ！、今議員ご質問の宮城結婚支援センターのほうで行って

おりますＡＩアプリを使ったマッチング、そういったものも取上げまして広報に努めていきた

いなというふうには考えてございます。ただ、町で実際にこれをなかなか町独自でやるとなる

といろいろな障害というか、いろいろなことをちょっと考えられる町長のほうの答弁でもござ

いましたとおりありますので、県の事業と一緒にやっていきたいというふうに考えてございま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） もちろんこのＡＩを柴田町独自にやれということではなくて、やって

いることをもっともっと町民の方々に、特に今いろいろな考え方の方がいらっしゃるので、一

概に結婚を自治体で勧めるというのはまた難しいとは思うんですけれども、それでも望んでい

る方もいることは確かです。情報をどんどん出してあげることによって、こういうことを県で

やっているんだ、そして自治体でやっていることで参加される方というのは、ある意味、安心

だっていうのも聞いております。よく民間でもマッチングアプリあります、うちの子たちも登

録したりして、そこでいい出会いがあって、やっぱりＡＩですので最適な方をご紹介いただけ

るというものもあります。それですてきな伴侶を得たっていうのも実例でありますが、これを

やっぱり自治体でやることで、自治体としてのお金を払ってでも安心して参加できるというん

ですか、そういうのもありますので、私の周りでもなかなかそういうのってないのって聞かれ

るので、これはもう紹介させていただいているんですけれども、さらに一歩進んでこういった

ものがありますよとか、町としても婚活事業にね、一歩二歩進んでもいいのではないのかなと

思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 一歩、二歩前に進んではというようなご意見もいただい

てございます。いろいろ婚活する際には、行う際には対象者の方はいろいろなその課題を解決

するための婚活というような考え方も、例えば農家の担い手さんの嫁さん探しだったりとかと

いうようなそういう部分もあったりとかしますし、町全体のそういう結婚、婚姻数を増やすと

いうような取組を町で行っていくというのはなかなか難しいものですから、やはりそういう絞

った形で婚活のほうはこれから進めていくというふうに考えてるのかなというふうにも思いま

す。今、議員ご紹介していただきましたＡＩを使いましたみやマリ！のほうなんですけれども、

昨年の９月からですかね、ありまして１年たったというような新聞報道ありまして、婚姻数の

ほうも去年とちょっと比較ができないというようなこともありますけれども、11月末時点で46

組結婚されているということなんで、かなりそういうＡＩを使ったマッチングというのが有効

なんだなっていうふうな認識は持ってございます。そういったものを広く町民の若い方々に１

月には成人の、二十歳の集いですか、そういったものもございますので、そういったところで

紹介しながら、紹介をできればなというふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） やっぱりね、若い人達情報取りに行くということにはとてもたけてい

ると思うので、そういったものを情報発信していただくってことが大事だと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

  最後に町長に伺います。 

  こういった若者に対する婚活支援、子育てしている保護者の方々、そういった意味での人口

減少対策について、私は一丁目一番地でやるべきだと思いますが町長の考えいかがでしょうか

最後に伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 今回の提案で経済支援ということなんですが、先ほど回答でしましたけ

れども、結婚とか子育てについては大分価値観が違っておりまして、若い人たちがもう自分一

人で生活できる世の中になってしまったという、これいい面、悪い面があります。それとやっ

ぱり一番は経済活動の中で、若者の間に格差が広がっているということでございます。ですか

らお金のある方々は未来を明るく開けるんですけれども、そうでない若者のほうが多いもんで

すからね、そういうところにメスを入れない限り柴田町独自で経済対策、もちろん限りはあり

ます。何でもただにすれば、じゃあ柴田町に来るかというと、そうでもないんですね。やっぱ
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り私としては最低限その若者たちの経済格差、所得格差、それから正式雇用、これは国のほう

でしっかりやった上で、柴田町を選んでもらえるような魅力づくりそれには経済対策もあるし、

子どもたちを育てる快適な子どもたちの環境、公園を造ったりね、それからいろいろなイベン

ト、楽しい町、そういうことがトータルでないと、私は解決できないんではないかなというふ

うに思っております。今人口が増えているのは、完全に仙台都市圏ですね、それから中枢都市、

なぜそこに人が、若い人が行くかっていうと、やっぱり仕事、それから遊び、自分の生きがい

を何ていうんですか、実現できる、そして子育て支援、いろいろな要素が絡んでおりますので、

柴田町はまちづくり全体の中でもちろん経済支援もやっていきますけれども、子どもさんたち

の要望を聞きながら、予算の範囲内で少しずつ前に進めるようにしていきたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて17番平間奈緒美さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  13時35分再開といたします。 

     午後０時３２分  休 憩 

                                            

     午後１時３５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ６番加藤滋君、質問席において質問してください。 

     〔６番 加藤 滋君 登壇〕 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。 

  大綱１問、質問させていただきます。 

  １．特色のある教育活動支援事業の効果は。 

  文部科学省の学習指導要領「生きる力」の総則に、教育課程編成の一般方針について、学校

の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童に生きる力を育むことを目指し、創

意工夫を活かした特色ある教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に

習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能

力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努めなけ

ればならないとあります。 
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  本町では、特色ある教育活動費の一部を助成することで、小中学校教育の充実・発展を図る

ために、特色のある教育活動支援事業に取り組んでいます。各小中学校から提出された特色あ

る教育活動事業計画案を教育委員会にて審議し、支援校を決定しているものです。 

  そこで、この支援決定までの経緯及び特色ある教育活動支援の状況について伺います。 

  １）教育委員会での審議状況及び支援校決定のための判断基準はどのようになっていますか。 

  ２）各小中学校から特色ある教育活動事業計画が提出されていると思いますが、支援校に外

れた小中学校でも、その計画に基づいた活動は実行しているのでしょうか。 

  ３）この支援事業により、学校教育の充実・発展及び児童生徒に対する効果は、どのように

捉えていますか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 加藤茂議員の大綱１問、特色のある教育活動支援事業の効果について

お答えします。 

  ３点ございました。 

  １点目、審議状況及び決定の判断基準についてです。 

  特色のある教育活動支援事業の支援校は、各学校から事業計画が教育委員会に提出され、２

月の定例教育委員会に諮り、決定されます。 

  審議状況及び支援校決定のための判断基準についてです。判断基準につきましては、おおむ

ね以下の３点を視点としております。 

  １点目は「単年度だけでなく持続性のあるものとなっているか」、２点目は「学校の環境づ

くりや機運の醸成につながるものとなっているか」、３点目は「児童生徒が主体となったもの

になっているか」、教育委員の皆様にはこれらの３点を踏まえてご意見をいただいております。 

  また、過去の実績も加味していただきながら、公平性を保ち、総合的に判断し、支援校を決

定していただいております。 

  ２点目、支援校に外れた小中学校の計画の実行についてです。 

  過去３か年で最も多く出された計画は、小学校では、運動会や音楽発表会、児童会行事など、

中学校では、文化祭や吹奏楽コンクールなどで使用する古くなった楽器の更新や新たな楽器の

購入の計画です。これらはいずれも、「単年度だけではなく持続性があること」「学校の環境

づくりや機運の醸成につながるものとなっていること」「児童生徒が主体となっていること」

とする支援校決定のための判断の際の３つの視点に合致するものです。たとえ支援校に外れ、
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より一層充実させたいという願いはかなわなくても、学校の特色として脈々と活動を続けてい

ただく内容となっております。 

  これからも特色のある教育支援事業を継続していただきたく思っております。 

  ３点目、本事業による学校教育の充実・発展及び児童生徒に対する効果についてです。 

  各学校から提出された計画書は、事業の目的及び必要性、事業の効果など、各学校が検討を

重ねた内容となっております。 

  例えば、平成30年度に支援を受けた槻木中学校の花いっぱい運動では、生徒自らが植物を植

え、育てることを通して、植物の成長の喜びを感じ、「花のまち柴田」のまちづくりへの意識

の高まりが感じられるようになりました。また、校地内の学校美化に携わることで愛校心への

気持ちが一層高まり、現在も花壇整備などに取り組んでおります。 

  また、令和元年度西住小学校では、学校の立地条件を生かした校庭東側斜面のチャレンジパ

ークの劣化が進み、修繕及びリニューアルが必要だったことから、遊歩道や木製の階段、ロー

プを新たに設置いたしました。西住小学校の特色である自然環境をさらに魅力ある環境に整備

し、自然体験活動から地域学習、体力づくりの一助をはじめ、児童の学習や体力づくりに現在

も利用されております。 

  令和４年度は、支援が決定された柴田小学校では、児童への継承の歴史が３世代に及ぶ学校

の伝統として引き継がれてきた大黒舞の衣装や小道具の購入となりました。大黒舞は地域の

方々からご指導いただき、運動会やさくらマラソンの応援、その他、祝いの席で披露されるな

ど、地域の方との交流や児童の表現の場となっており、児童の表現力の向上や地域の方との交

流を深める一助となっております。また、要望があれば、柴田町全域の施設などに出向き、慰

問をしたり、イベントを盛り上げたりできればとの学校の意見もあることから、今後、さらな

る期待が持たれます。 

  特色のある教育活動支援事業につきましては、学校の環境づくりや児童生徒が主体となった

体験活動から得られる達成感や喜びを味わえること、また、表現力の向上など、一人一人の個

性が生かされる事業でもあり、学校教育の充実や発展に効果が期待されることから、今後も引

き続き、学校と連携し、取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 加藤滋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ご答弁いただきました。 

  この特色ある教育活動支援なんですが、いつから始まったのでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） こちらは平成の22年度に基金条例が制定されまして、実際に予

算が執行され、予算がついて事業のほう始めておるのが、平成23年度からでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） この事業計画の判断基準といいますか、定例の教育委員会で審議してい

ただいてるということなんですが、その場合というか、事業計画案の書類だけでの審査なんで

しょうか、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 例年２月の定例教育委員会の席で、各学校のほうから、特別、

特色のある教育活動支援事業ということで申請者のほうを紙ベースで提出していただきまして、

それを各委員さんのほうに資料として配りまして、それを基に審議をさせていただいておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） こういう事業計画ですので、本来であれば、提出された各学校のほうで

事業計画の説明とか、文章には表現できないような部分もあるんじゃないかと思いますけれど

も、そういうことで学校からの説明会、説明をする機会というのはなかったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 学校から出される支援申請書計画書なんですけれども、事業計

画の目的からいろいろ学校のほうでこういう特別、特色のある教育活動に使いたいというよう

な添付書類等も、結構添付されております。今現在のところは口頭での各学校からの説明とか、

そういうことは今のところ考えておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） その書類の審査で、いわゆる事業計画の目的ですとか、どういった内容

だとか、費用がどのくらいかかるとか、そういう判断は教育委員会の中で判断されると思って

よろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 加藤議員おっしゃるとおり、計画書の中にはその学校の特色あ

る教育活動の今までの活動実績等も踏まえたものもいろいろ入っておりますので、そちらのほ

うの書類のほうで判断するようになると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） 教育委員の方々で審議していただいて、支援校を決定するということで、

例えば教育総務課が関与しているということはないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 定例教育委員会の中の議題として上げておりますので、あくま

で教育総務課の立場から、各学校の事業計画書に載ったことについて、質問あった場合は、お

答えするというような内容ですので、委員さん方はあくまで計画書を見ての判断ということで

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 先ほどご答弁いただいて、この事業については平成23年度からやられて

るということで、ちょっと私の資料的には平成29年度からしかないんで、それ以前ちょっと分

からなかったんですが、平成29年度はいろいろな計画は出されたと思うんですが、その中でも

３件だったですかね、特別支援教育物品購入、それから吹奏楽用楽器修理、それと柴田小学校

ですか、わくわくの森学習の池整備、それから平成30年度は外国語活動用教材、学校緑化整備、

夢と志を育む公園植栽用品購入、それから令和元年度になりまして、西住小学校のチャレンジ

パーク修繕改修、それと音楽活動楽器購入、令和元年度から、この楽器購入が続いていまして、

令和２年度は船岡小学校、船迫小学校、楽器購入、令和３年度は船岡中学校、楽器購入という

ふうに続いていたんですが、今年、令和４年度ですか、柴田小の大黒舞というお話を伺ったん

ですが、この３年間ですか、楽器購入が続いたというのは、教育委員さんたちの中でのご判断

なんでしょうけれども、何か以前とその判断基準が変わったのかなというふうに思ったんです

が、いかがだったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 以前と判断基準が変わったというわけではございません。ただ

やはり学校のほうでは、楽器を使った活動、それを例えば、鼓笛活動なんかは運動会のオープ

ニングとか、児童会行事、音楽発表会、最高学年としての誇りを持って演奏することを代々引

き継ぐというようなこと、あるいはある学校では特色のある教育活動の一部として吹奏楽部の

活動と位置づける、昭和60年ころからやっているんだよというようなこともありまして、そう

いった目的ですかね、そちらのほうを楽器購入とか、そういうほうに今回、今まで申請してく

る学校が多かったことは事実でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今年はそれで柴田小学校の大黒舞の支援ということで聞いたんですが、
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そのほかにはどんな事業計画案が出てきたんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） そのほかには先ほどお話ししました吹奏楽部の活動もそうです

けれども、あとは児童を花のある生活環境の中で学校生活を終わらせたいということで、花壇

を造成したいというところ、あとは子どものお囃子に和太鼓を配備して活動をしていきたいと

いうようなこともありました。それからあと中学校では、生徒が主体となって準備を進める何

でしょう、船迫中学校なんですが、迫中祭というんでしょうか、そちらのほうについて生徒が

主体となってやっているので、そちらの体育祭用の用具を欲しいというような内容も上がって

きております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それで、支援校から外れた学校の事業計画案が出されて、財源の問題も

あるんでしょうけれども、その事業計画案に基づいて各学校は活動してるというようなお話だ

ったんですが、その場合の財源とかはどんなような考えなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 今回、こちらの支援校のほうに選ばれなかった学校等の活動に

ついては、当初の計画をちょっと縮小して、町費で賄ったという学校もありますし、また今回

楽器購入が漏れていたとしても、今ある既存の活動を続けるというような学校がございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） その支援校に外れた学校なんですけれども、規模を縮小しながらとか、

継続してやるというような方向もあるんでしょうけれども、支援校に外れた理由というんです

かね、何かその計画の中身をこのようにすればいいんだとか、今後に向けてとかですね、そう

いうようなアドバイスというのは教育総務課のほうでやっているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 調査、このいわゆる決定については、結果を校長会でお知らせして、

教育委員さんからいろいろな声が出されていますので、例えば船中さんではこういうところが

あるといいですねというような声ありましたよというような形で伝えております。どの学校も

やっぱり教育計画の中にこれまでも位置づけられて、継続してやってきているというそういう

ことがベースになっておりますので、いわゆるこの年だけ一発打ち上げ花火みたいにというの

ではなかなか選んでいただけないということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） この支援事業につきましては教育長からも非常に効果があるということ

でご答弁をいただきました。ちょっとネットで調べたんですが、いろいろな全国の各教育委員

会で、特色ある活動ということをやっておりまして、一覧表もあるんですが、中身もちょっと

細かにあるんですけれども、令和３年度の項目だけちょっとお話をさせていただきますと、茨

城県の龍ケ崎市の教育委員会「夢を持ち自ら生きる力を育む龍の子人づくりへの挑戦」、それ

から、和歌山県の有田市の教育委員会では「人が輝き町が色づく魅了都市有田、みんなが躍動

するアクティブ有田」、それから福井県の小浜市の教育委員会では「食育文化都市にふさわし

い郷土を愛する心を培い新しい時代を生き抜く志高き人材を育成する」と、もう一つちょっと

香川県の東かがわ市教育委員会「わくわくするまち東かがわ市で育ち、東かがわ市を育てる子

供の育成」こういうテーマで取り組んでいるということがございます。私どもの町で進めてい

る支援活動とはちょっと色合いが違うのかも分かりませんけれども、こういうことを企画しな

がらやっているんだなということでご理解をいただきたいなということでございます。 

  特色ある支援事業につきまして、先ほど申し上げたんですが、楽器購入の要望が多いという

こともございます。ご承知のとおり楽器、音楽用楽器は高価なものですし、児童生徒がいろい

ろ演奏したりなんかする場合、間違えて壊れたりとかね、傷んだりしているというようなこと

もあるんだろうというふうに思います。やはりそれだけ要望が多くて、必要性も高いというこ

とであれば、私とすれば、その修理ですとか、新しく購入するのは、この支援事業じゃなくて、

別予算を立てられたほうがいいんじゃないかなと、財源的な問題もありますけれども、そのほ

うが何ていうんですかね、継続的に定期的にやっていけるんじゃないかなというふうに感じま

すがいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） まず他県の事例、ありがとうございました。柴田町も４月の校長会議

で、いわゆるテーマというのを確認しております。テーマは、町のある意味でキャッチフレー

ズ、これを校長先生方にお伝えして、今年度であれば「笑顔があふれ、誇りと愛着を育む学校

づくり」というようなことで特色を出してくださいねということでスタートをしております。 

  今の楽器の購入についてですけれども、中学校の場合ですと吹奏楽部というのがございます

ので、そういった部がある意味で十分活動できるほどの予算がなかなか難しいんでございます

けれども、ある程度こうついて、修繕なりということを小まめにやって、何とか今、つないで

いる状態でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） 今のお話で年度ごとに、学校とのテーマを設けながら取り組んでいると

いうことで、非常によろしいと思いますんで、今後も続けていただきたいなというふうに思う

ところです。 

  楽器購入の予算といえば財源確保はちょっと難しいかも分かりませんけれども、必要性はか

なりあるんだということで、楽器というと私も経験とかやったことないんですが、学校の備品

として備えてあるものとか、場合によっちゃあ個人の所有なんかもあるのかな、個人の持ち物

も当然ありますよね、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 吹奏楽の楽器については高価なので、高価なものについては学

校のものを使っておるんですが、やはり個人的に何でしょう中学校だけで終わらず上を目指す

というか、そちらの吹奏楽のほうの道をもっと進めていきたいというようなご家庭については

個人で買っているご家庭もあるようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 特色ある事業支援の財源ですけれども、年度年度で50万円ずつで伺って

いるんですが、基金がありましたですね、約100万円ぐらい。100万円ぐらいの基金がある中で、

毎年50万円を基金に積立てて、その50万円を使っていくっていうやり方なんでしょうか。その

基金のもともとある100万円はそのまま置いておくという考えなんでしょうか、どうなんでし

ょう。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 議員おっしゃったように、毎年予算で基金に積立てて基金を取

崩してというような予算の使い方をしておりますけれども、基金の設立の設置するときに、こ

の各小中学校が積極的に特色ある教育活動に取り組むそういう環境づくりと機運の醸成を図り

たいといったところが基金の目的ということになっておりますので、今年度もですが、基金に

積立てをして、また基金あるものを取崩してというようなやり方になっていくかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 基金はもともとあったのが100万円くらいなんでね、100万円といいなが

ら、100万円大きな金額だと思うんですけれども、それを例えば音楽楽器購入の資金に充てる

とか、そういうことは考えたことはなかったんでしょうか、どうなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） あくまでこちらの特色ある教育活動支援金の目的からというこ
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とで考えれば、吹奏楽の楽器ということではなくて、特色ある教育活動ということに使ってい

くというようなことになると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そうであれば、やっぱり楽器の部分については、非常に各学校ともニー

ズが高いというふうに判断していますんで、今後、何か別予算でっていう考え方は取れないも

のでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 各学校に毎年度、予算請求していただいて、こちらのほうでい

ろいろ調整しながら、学校と調整しながら予算をつけさせていただいているところですけれど

も、なかなか楽器のほうだけで予算を膨らませるというのはちょっと難しいかなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 吹奏楽部だけの問題でもないでしょうし、いろいろなところで当然費用

がかかるもんですし、そういう中でもね、やっぱり楽器のニーズが高いということであれば、

ぜひご検討いただいて、今後とも児童生徒のそういった取組に少しでも支援できるような体制

を取っていただければというふうに思います。それをちょっとお願いいたしまして、私の質問

を終わります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて６番加藤滋君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  14時15分再開といたします。 

     午後２時０６分  休 憩 

                                            

     午後２時１５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  12番秋本好則君、質問席において質問してください。 

     〔12番 秋本好則君 登壇〕 

○12番（秋本好則君） 秋本です。３問質問させていただきます。 

  １．運転免許返納者への支援は。 

  高齢者が関わる事故が報道されるにつれ、免許返納者が増加しています。令和３年中の宮城



１１４ 

県での返納者は7,687人に上っています。高齢者は運転免許返納をすると同時に交通弱者にな

ってしまいます。各自治体や企業は免許返納者に様々なメニューを提供しています。 

  例を挙げると、角田市は１万5,000円分のタクシー利用券にデマンドタクシー利用券及び阿

武隈急行の乗車券、岩沼市は市民バスとデマンドタクシーのチケット、蔵王町はタクシー乗車

券、大河原町は１万5,000円分のタクシー乗車券にデマンドタクシー乗車券、村田町はデマン

ドタクシー乗車券など川崎町や丸森町、亘理町、山元町、七ヶ宿町でも各種の支援策を実施し

ていますが、柴田町はどうでしょうか。県が公表している支援施策の実施状況表には柴田町は

出ていません。 

  そこで、改めて伺います。柴田町の運転免許返納者への支援や援助策を考えていますか。 

  ２．道路に自転車走行のピクトグラム設置を。 

  最近は健康維持のため、ひいては温暖化対策の一つとして自転車の利用が盛んになってきて

います。しかし、宮城県警察発表の令和元年度中の自転車関連交通事故発生状況を見ると、高

校生と高齢者が多数を占めており、死傷者は高齢者のみとなっています。 

  そこで、柴田町の自転車交通についてお聞きします。 

  １）宮城県では、宮城県自転車活用推進計画で対策の一つとして、自転車の通行位置を明示

する矢羽根やピクトグラム設置を推奨しています。しかし、柴田町ではこれらの設置が見られ

ません。中学校や高校、図書館や公共施設周辺には設置すべきと考えます。設置しない理由を

伺います。 

  ２）県の推進計画を見ると、公共施設にサイクルラックや駐輪場、貸出工具の設置を推奨し

ています。柴田町の対応は。 

  ３）災害時の避難を考えた場合、自転車利用者の避難では48％の方が自転車を使って避難す

るというアンケート調査があります。これまでの避難計画は自転車への対応が抜けていたよう

に思われますが、柴田町の対応を伺います。 

  ３．循環バスに既存の送迎バス運行の連携はできないか。 

  私は平成28年度６月会議、平成29年度12月・３月会議、令和３年度３月会議で地域公共交通

を取り上げ、定時運行の循環バスとその各支点を出発か到着地とするタクシー利用を組み合わ

せるシステムを提案してきました。平成29年度３月会議ではタクシー補助券の新設を求めまし

た。この部分は、令和３年度３月会議でのタクシー補助の導入をするとの回答があり、実現し

そうです。 

  しかし、先進地域では循環バスに商業サービスのバス等の利用も始まっています。千葉県船
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橋市では市内の自動車学校の送迎バスや老人福祉センターの送迎バスを各施設の協力のもとに

「高齢者支援協力バス」として運行しているものです。柴田町にも自動車学校はあり、送迎バ

スも午前11時を除き、営業時間内は毎時走行しているようです。このような連携は考えられま

せんか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 秋本好則議員、３点ございました。 

  まず、１点目、運転免許証返納者への支援です。 

  初めに、令和３年度中に柴田町で発生した人身事故件数は76件、そのうち、高齢運転者が起

こした事故件数は17件で全体の22.4％を占めています。 

  また、令和３年12月末現在、65歳以上の高齢者免許保有者は6,896人ですので、そのうち、

高齢運転者が起こした事故件数は17件で、その割合は0.2％となっています。 

  免許証の返納についてですが、令和３度中の高齢運転者の免許返納は126人となっておりま

す。町としては、運転免許は個人の意思で資格を取得したものであり、やはり個人の責任にお

いて免許証の返納について判断すべきものと考えております。町としては、高齢者の事故に関

する情報の提供や、高齢者交通安全講習会等での運転技術向上トレーニングアプリを活用する

など、高齢運転者本人や家族をはじめとする身近な方々に対し、加齢による心身の衰えが運転

に及ぼす危険性について周知をしているとこでございます。 

  なお、免許証を自主返納した高齢者への支援につきましては、運転経歴証明書を提示するこ

とで一般社団法人宮城県タクシー協会に加盟している各社のタクシーを利用する場合に、１割

の利用割引を受けることができます。また、対象店舗での割引サービスなども受けることがで

きます。 

  ２点目、自転車走行のピクトグラムでございます。 

  １点目、自転車のピクトグラムの設置は、歩行者、自転車、自動車の異なる交通を適切に分

離することで、共に安全に通行でき、自転車関連の交通事故件数の減少や道路利用者の不安感

の低減等の効果が期待できます。 

  しかしながら、既存の町道は道路幅員が狭く、道路脇に自転車専用通行帯を設置するための

最低限必要な幅員1.0メーターを確保することが難しく、自転車と車両との接触の危険性が心

配されるのが実情です。 

  現在、町では、まちづくり政策課、教育総務課、都市建設課、大河原警察署、スクールガー
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ドリーダーで行っている通学路合同点検や、行政区及び議会からの要望等を基に、学校周辺に

おける危険箇所については、計画的に路側帯等の交通安全施設の新設改良工事を行い、安全対

策を実施しています。 

  なお、宮城県自転車活用推進計画では、自転車通行区分の整備を行う対象路線や区間につい

ては、「宮城県の自転車ネットワークの考え方」に基づき選定するとされており、整備対象は、

沿岸部を巡る基幹ルートや内陸部の地域ルートなどの県道となっております。町道は整備すべ

き対象にはなっていないため、中学校や高校、図書館や公共施設周辺への自転車走行のピクト

グラムの設置は行っておりません。 

  ２点目、公共施設でサイクルラック等の整備でございます。 

  町では、大河原町との２町連携事業で、「令和２年度に東北観光復興対策交付金を活用して、

「令和２年度白石川堤「一目千本桜」ブランド化事業委託」により船岡城址公園と太陽の村に、

それぞれサイクルラックと自転車の空気入れを設置しております。 

  公共施設については、全ての生涯学習施設、体育館に駐輪場を設置しています。サイクルラ

ックや自転車専用の貸出工具は設置していませんが、施設管理用で所有している工具であれば、

貸出しを行っております。 

  なお、特に自転車の利用者からサイクルラックの設置や貸出工具に対する要望はございませ

ん。 

  ３点目、避難計画の中の自転車の活用です。 

  内閣府が定めた「避難情報に関するガイドライン」において、「住民が持つべき避難に対す

る基本姿勢として、自らの命は自らが守るという意識を持ち、自らの判断で主体的な避難行動

をとることが必要である」として、「避難行動の基本は、災害から安全な場所に移動する」こ

ととしております。ガイドラインの中の記述を確認しましたが、自転車、自動車、バイク、徒

歩など具体的な避難交通手段を推奨する記述はございません。 

  町はこのガイドラインや地域防災計画に従い、避難計画として避難交通手段を具体的に提示

することはしておらず、住民自らが自らの命を守るため、時と場合により、より安全な交通手

段を自ら選択するものと考えております。 

  町民の命を守るため、平時から出前講座やマイ・タイムライン講習会、防災士や防災指導員

の養成等を通じ、早めの避難行動や自らの命を守る行動ができるように、防災意識の向上を図

ってまいります。 

  ３点目、循環バスと送迎バスの連携でございます。 
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  議員からご紹介をいただきました人口64万人の千葉県船橋市の高齢者支援協力バス事業の対

象者は、65歳以上の方で、送迎バスに１人で乗降できる方が無料で利用しているようです。バ

スが見えたら手を挙げてバスを止めて乗車するもので、買物や通院での利用者が多いとのこと

でした。 

  さて、本町の自動車学校の送迎バスについてですが、前日の午後７時までに自動車学校の教

習生からの予約があれば運行するものでございます。町内だけでなく、町外へも送迎に出向く

ことから、予約状況によって経路は日々変更され、必ず決まった時間や路線で運行しているも

のではないとのことでございました。 

  また、「ドアｔｏドア型」で、利用者から大変好評を得ている柴田町デマンド型乗り合いタ

クシー「はなみちゃんＧＯ」は、町内のタクシー事業者の協力があって成り立っております。

一般タクシー利用者が減少するような新たな交通システムの導入は、町内のタクシー事業者の

経営を圧迫し、「はなみちゃんＧＯ」そのものの運行に支障を来すおそれがありますことから、

導入は困難です。 

  なお、令和４年３月会議で回答したタクシー補助の導入は、予算を勘案しながら、病院に定

期的に通院しなければならない方々を選定しての補助であり、全住民へのタクシー券の補助を

行うものでないことを改めて申し上げておきます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本好則君、再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） まず、第１問目なんですが、私、お聞きしていたのは、ここに書いてあ

るとおり、柴田町の運転免許返納者への支援や援助額を考えていますかという問いかけなんで

すが、それに対して答えはなかったように思うんですが、もう一度お聞きしたいと思います。

支援や援助策を考えていらっしゃいますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづ栗政策課長（沖館淳一君） 町独自の支援策というものに関しては、今のところ何度か

検討はしたことはあるんですけれども、町としての支援策というものは今のところは考えはご

ざいません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） その理由をお聞きします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） いろいろな町で秋本議員さんがご紹介いただいたところ
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をはじめ県内各所でやっているというのは承知してございます。いろいろこう調べてみたんで

すけれども、免許返納したその年だけに限った支援というのが近隣では多いように見えます。

その先の支援というものは今のところ取られていないっていうような状況がございまして、免

許をまず、そういう１年こっきりの支援策というようなのが多くなっているというような状況

でございます。さらに、まず免許証を持っていらっしゃらない方と持っていらっしゃる方で、

そこでいろいろ差をつけるというのもまずどうなのかなというような議論もございました。 

  また、実際にその支援策を行っている自治体と、柴田町行っておりませんけれども、そこで

免許の返納率なんかもちょっといろいろ調べてみたんですけれども、さほど逆に柴田町のほう

が免許の返納率が高いというような状況もございます。これはいろいろな地理的な状況があっ

たりとか、健康面の問題とか、健康的な高齢者の方が多いとかっていうようなこともいろいろ

な要因があるのかなというふうには思いますけれども、そういった状況がございまして、支援

制度を始めると、それが免許返納につながるかっていうのがその辺が結びつかなかったという

ような結論でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） じゃあ改めてお聞きしたいんですが、免許返納者の方々に対しては、柴

田町としてのお声がけ、こういうことがありますよとか、そういう案内というものはされてい

ないのかということが１つ、それと柴田町とすれば、支援、あるいは援助策をしていないとい

う回答だったんで、それはなぜしないのかっていうことの返答がなかったと思うんですが、こ

の２つお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） １つずつ聞いてください。（「はい」の声あり） 

  答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 案内の声がけということになるんですけれども、町のほ

うでは高齢者を対象にしました安全講習会なんかも開いてございます。そういったところで免

許返納の制度がありますので、ご自分でご判断いただきまして、自主的に返納いただけるとい

う方に関しては、こういう制度がございますということはご案内のほうは申し上げている次第

でございます。 

  それから、いいですか。もう一つ町のほうでの何ていうんですかね、免許返納についての考

え方というか、何でないかというようなご質問があったんですけれども、それは先ほど申し上

げましたとおり、持っていらっしゃる方と持っていらっしゃらない方で、そこで差をつけてし

まうということ、まず不公平感というか、そういったものもあるんではないかというような議
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論があったということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 私は実際に返納した方にお聞きしたんですよ。そうすると、返納しに行

くと「あなたはどこから来たの」「どこの町です」と言うと、「じゃあこの町はこういう支援

がありますよ」と警察が言ってくれるんだそうですね。ずっと言ってきて「私、柴田町です」

って言うと「柴田町は何もないんです」と言われて「物すごく情けない思いをした」と言うん

ですね。なぜ一緒に同じようにやっていて柴田町だけないのかという、なぜが私も答えられな

かったもんですから、お聞きしました。 

  例えば、先ほど答弁の中で、１回こっきりの１回だけの支援ということを言われたんですが、

例えば、柴田町にある、あるスーパーなんかですと、買物を無料で届けてくれる、買ったもの

をですね、そういった支援をしているところもちゃんとありますし、それも免許を返納した方

であって、経歴証明書を提示した方、これ柴田町入っているんですけれども、そういった方そ

ういったサービスもあるんですね、そういったことを案内されたらどうかなと思うんですがど

うでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今秋本議員さんおっしゃっていたのがスーパーというこ

とで民間がやっていらっしゃるものかと思います。私、先ほど申し上げた１回だけのというの

は、各自治体のほうで行っているものということになりますので、そこはちょっとこう分けて

考えなければならないのかなというふうにも思います。あと、民間でそういうスーパーの宅配

だったりとか、いろいろなサービス、送迎なんかもやっていらっしゃるというのも聞こえてい

ます。実際、今ですと槻木のほうのスーパーさんで、前は西船迫方面でもやっていたようなん

ですけども、今そういったことで、これは免許返納にかかわらずということになるかと思いま

すけどもそういったこともやっていらっしゃるというようなお話も聞いておりますので、機会

があればそういったものはＰＲしてまいりたいなというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） やっても意味がないって言われるとどうしようもないんですけども、ほ

かの町でやって、何かその人たちが、その人が「柴田町出身残念でしたね」って言われるのが

非常に悔しいということもありますんで、その辺も少し加味していただければありがたいなと

思います。 

  それともう一つ、１回だけの支援ということを言われたんですけども、例えば蔵王町なんか
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見ると、１月に２枚までの交付で毎年度、最大24枚までできるという交付をやっていて、１回

だけじゃないという支援もあるようですので、そういったこともお考えいただければと思いま

す。 

  それじゃあ２問目にちょっと移りたいんですが、自転車の事故、柴田町でも多分あったと思

うんですけれども、自転車の事故、この１問の質問の中でも答えているんですが、お答え、問

の中に入れているんですが、自転車なんかの関係する事故とすると、若年層、それと高齢者、

そのほうの２つが結構多くて、この２つのゾーンだけで過半数を超えるという、これ宮城県の

警察のほうの総計が出ているんですけれども、柴田町での自転車の事故というのはあったでし

ょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 自転車が関係する事故ということで、先ほど町長答弁の

中では令和３年度76件が全体の事故の件数をお話ししさせていただいていました。そのうちの

自転車が関係する事故といたしましては、令和３年度は10件ございます。推移を見ますと、令

和元年度、令和２年度、令和３年度ということで減少傾向で今推移しているようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 私も自転車、結構なるべく乗るようにしておりまして、自分の車にも自

転車をいつも後ろにつけているんですけれどもね、そういったことを考えて槻木の町なかを歩

くようにすると、何かちょっと歩けないんですよね。例えば自転車を歩くためとして路側帯と

いうところを、どの本を見ても歩きなさい、走りなさいと書いてあるんですが、槻木の路側帯、

例えば白幡地区、よく私のところなんですけども、路側帯幅何センチぐらいあるかご存じです

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 実際に槻木の路側帯の幅ということになればちょっと不明では

あるんですけれども、実際的には50センチから75センチということで設定をして区間を設けて

いるものと認識をしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そこでいう路側帯というのは、歩道等と車道の間の縁石のブロック、そ

れと、車線のセンターラインの間に引いている白線と縁石の間のブロック、その間ということ

ですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 
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○都市建設課長（池田清勝君） 白く側帯を引いてあると思うんですけれども、車道の左側に、

それと境界ブロックとの間の幅ということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 75センチというのはどこのことを言っているんでしょうか。私の白幡の

ところを見ると30センチあるかないかぐらいなんですが、どこが75センチなのか、もし分かり

ましたら教えていただきたいんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 一般的に道路構造令で示されている数値ということでお答えを

申し上げましたけれども、実際に幅が取れないところ、議員おっしゃるとおりそういった30セ

ンチとかそういった部分で引いている箇所ももちろんございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 私、言っているのはうんと狭いところのことなんですけれども、その場

合は自転車はどこを走ればいいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 基本的には自転車は車道を走るというのが決まっている

かというふうに思います。路側帯というか車道が狭い場合に関しては、歩道を走ってもいいと

いうようなことになっているというふうに認識しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 私もいろいろ、これ質問するんで、調べてみると、大概路側帯を走れと

いうことになっているんですよ。それピクトグラムなんかも路側帯に貼るような形になってる

んですけども、それが、最低75センチのというのは、今、課長言われたとおりなんですけれど

も、ちょっと厳しい、例えば槻木の話でいくと、そういった施行令というか、基準を取ること

はちょっと難しいんじゃないかと思うんですけれども、例えば一つの考え方としてね、縁石ブ

ロックのところと、今、歩道にＵ字溝があるんですけれども、そういうのが一体となってしま

う製品も最近出ておりまして、そういったものを使うと例えば歩道のほうを広げることができ

る。そうするとそれが例えば90センチ以上あれば、結構いい歩道にもなるんですけども、その

縁石とＵ字溝、それを一体となったもので整備し直すっていう考えもできると思うんですが、

そういうことは考えられないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） そういったことで広げられるいう手法はもちろんあろうかと思
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うんですけれども、ただ現道を改修しようとなると、かなりの費用というものが発生してくる

ということにはなろうかと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ただでできると誰も言っておりません。ただ、そういったことをどうも

しない限り、その基準に合わないところを拡幅していって、今の基準に合わせようとするとそ

のくらいの整備が必要なんじゃないですかっていうの提案の一つなんですけれども、そういっ

たことのやり方として広げるということは考えられないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） これから道路の新設改良とか、新設する道路ということであれ

ば、考えるすべがあるんだろうとは思うんですけれども、現道を改修してとなりますと、先ほ

ど申しましたとおりなかなか難しいのではないかということで考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。それと柴田町に第11次の柴田町交通安全計画というのが

出ていて、令和３年度から７年度までの計画としてあるんですが、この中に道路交通環境の整

備として、幹線道路や生活道路において自動車、自転車、歩行者の異種交通が分離された安全

な交通環境の整備を推進するとあるんですがこれはどういうことを言っているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） こちらの今の町の交通安全計画、まちづくり政策課のほ

うで作成したものでございます。作成する際には、県のほうでもやはり同じような計画を持っ

ておりまして、県の計画に沿った形で町のほうの計画をつくるというようなことでございます。

今、秋本議員さんおっしゃったように異種交通が分離されたような形で安全な施設整備を推進

するというようなことが書いてございます。ただ、実際に道路の新設とかということであれば

この文は適用されていくのかなというふうにも思います。結局、その部分を取ることによって

車道が狭くなったり、歩道が狭くなったりというようなその構造上の問題とかも、ちょっと私

直接その技師でないものですから、お答えしづらい部分あるんですけれども、そういうどっか

を広げるとどこかが狭くなるというようなことが出てまいりますので、そこはやはりその町町

の柴田町であれば県のつくった計画ではあるんですけれども、町で考える際には、その辺の事

情も考慮しながら進めていかなければならないのかなというふうには考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 県のほうの計画というのは多分こういう計画だと思うんですが、違いま
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すか、県でいけばこういう計画ですね、これで例えば柴田町の11次交通安全計画、これを見ま

すと、柴田町での交通の特徴として、10代、20代の若年層が県平均の事故数を上回るというふ

うに書いてあるんですね。それで国道と町道での事故が６割を超えて、しかもその事故は直線

道路で多いと、県平均を超えるぐらい多いというふうに書いてありまして、それで自動車、歩

行者の異種交通が分離されたという事項につながってくるんですけれども、この計画というの

は、これから造る道路のことを言っているんですか、今までの、今の道路、今のある生活道路、

そういったものもこういう計画に基づいて改善していきますっていう計画と私は読んでいたん

ですけれども、そうじゃなくて、新設する道路についてしか適用されないんでしょうか、これ

は。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） すみません。今お示しいただいた町のものですね、県の

ものというのは、すみませんちょっと。（「令和３年度の３月の何ていう、今は違いますか」

の声あり）今秋本議員さんがお持ちになっていらっしゃるのは、県の自転車活用推進計画とい

うやつですね。それとはまた別に県のほうでは交通安全計画というのがございます。それに沿

って町のほうでも計画書のほうを策定したということでございます。この県の自転車活用推進

計画につきましては、特に震災後の道路整備について、中身見ていただくと分かると思うんで

すが、沿岸部中心に新しく道路を造る際の基準を示してございます。町のほうの交通安全計画

につきましては、新たな道路の整備というようなことのちょっと書き方はなかなか町道を増や

していくっていうのはなかなか難しい部分がございますので、今の既存の形をベースにした形

で整備していく、できるだけ今後その整備する際にはそういう方針を持って行っていくという

ような、その方向性を示したものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） この中に、交通安全に配慮した道路整備の推進、この中の（イ）のとこ

ろに、改装による道路公共安全の整備というのも、項目として挙がってるんですが、この改装

というのは新築とは違うように私には受け取れるんですが、新築にしか適用しないんであれば、

こういう項目も要らなかったんじゃないかと思うんですが違いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本議員、今のお持ちになっている資料は、いつのどの資料ですか、

これの中にあるの違うんじゃないの。 

○12番（秋本好則君） すみません、私、見たのは、第11次柴田町交通安全計画、令和３年度か

ら令和７年度って書いてあるもので、柴田町のホームページから取ったんですけれども……。 
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○議長（髙橋たい子君） いいですか。どうぞ。答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今、秋本議員さんのほうからいただきましたご意見のほ

うなんですけれども、町の町道の幅というんですかね、もう、今、いろいろ生活道路から幹線

道路もあるかというふうに思います。改修する際、町のまちづくり政策課のほうで道路施設の

ほうの改修ということでセンターライン引いたりとか、路側帯、外側線を引いたりとかってい

うようなことも行っているんですけども、そういった際に、自転車用のスペースが取れるよう

な場所のそれだけの幅員のある広い道路であれば、今、その計画に載っているような考え方も

できるかというふうに思います。ただ、私どものほうで一生懸命こう進めているところの部分

というのが、通学路を中心に今やっております。通学路ですとなかなか幅員が取れなかったり

とか、歩道がそもそもあるところはいいんですけれども、ないところはある程度子どもさんの

ためのスペースを確保しなければならないというような考え方がございますので、必ずしもこ

の計画に載っているように改修を進めていくっていうようなちょっと考え方が今できてないと

いうか、まずは子どもさんを優先に、安全を優先にっていうような考え方で進めているという

ような状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） それは分かるんです。ただ、難しいからやらないって話じゃなくて、ど

うしたらできるんだっていうことも考えていくことも必要じゃないかと思うんですよ。 

  例えば新潟市で自転車走行空間マニュアルというのをつくっておりまして、自動車の交通量

の速いところ、あるいは遅いところ、その中間のところというふうに３つのゾーンに分けて、

整備の方法を考えているんですね。速度が速いところはもう構造的に分離しましょうと、それ

で一番遅いところ、もう分離できないというようなところだと、ナビラインなり、自動車の矢

羽根印とか、そういったものをつくって、道路の縁石じゃなくて、そういうことで広げるよう

な形でやっていきましょうと、中間については、それは混在するような形でやっていきましょ

うというような、この３つに分けて、全てができませんって言ってんじゃなくて、やれるとこ

ろはこういう形でやっていこうと話している、マニュアルをつくってるんですけれども、その

ような考え方っていうのを柴田町は取れないのかなと思うんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 自転車の安全を考えれば、自転車専用の青いラインの通

行帯を造るっていうよりは、議員さんおっしゃるような、矢羽根、ピクトグラムっていうよう

なやり方、そこで、歩行者と自転車を分けるっていう考え方ができるかというふうに思います。
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ある程度歩行者と自転車を分けなければならない理由っていうのがあるんだと思います。逆に

歩行者の方を守るために自転車は道路を走ってほしいっていう多分思惑があって、そういうピ

クトグラムの整備なんかが進んでるんではないかなというふうにも思います。 

  あと新潟っていうお話を今いただきましたけれども、新潟っていうことであればある程度雪

が降りますので、路側帯を大きく広く取っている道路が多いんではないかなっていうような推

測ちょっとできるのかなと思います。そういう整備ができる条件があって、なおかつ歩行者と

自転車を分離しなければならないっていう理由がまず大きいので、まずそういうのが進んでる

んではないか。ただ、柴田に関しては今のところそれほど歩行者と自転車が混在して、大きな

事故が発生したりとかっていうことも、今のところございませんので、その辺はできれば、自

転車は車道を走るっていうのが原則になりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、道路

が狭い部分が結構多くございますので、そういった場合には歩道の走行をできるだけ勧めてま

いりたいなというふうには考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 何か今課長言われた話を揚げ足を取るわけじゃないですけれども、柴田

町の交通安全計画、この中で、柴田町は高齢者と若年層の交通事故の県平均を上回ると書いて

あるんですよね。ですから、決して少ないわけじゃないと思うんですよ。ゼロと言っているわ

けじゃないですけれどもね。だから、直さなくちゃいけないんじゃないかということで私こう

質問してるんです。 

  例えば槻木を取ってみると、もうご存じだと思うんですけれども、槻木のＵ字溝の蓋をがた

がたって歩けない状況ですよね。それでＵ字溝と車道との間の高さ20センチぐらい車道が高い

んですよ。それでアスファルトが縁石の間を通って歩道のほうに乗り上げているもんですから、

歩道を、歩道というかＵ字溝があるところ、そこを自転車で通ろうと思ったらもうかまぼこの

上を走るような形で、非常に危険なんですね、いつひっくり返るか分からないいう形で、そう

すると路側帯を歩こうと思うと30センチぐらいしかない。それを根本的に何とかして直さなく

ちゃいけないんじゃないかという私は発想してるわけです。 

  ですから、そのときに例えば縁石とＵ字溝を一体として整備すれば、平たんで行くことがで

きるんで、そういったことができるんじゃないかという、そういう発想から私、この質問して

いるもんですから、できません、新しい新築する道路には造るけれども、今の道路を改修する

という方向じゃないっていうのをちょっと、あれ、どうなのかなと思うんですけれども、これ

は新築じゃなくて、これからやる方向についても、この交通安全計画の施策を適用するってい
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うことではないのかなと思うんですが、もう一度ちょっとその辺をお聞きしたいんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） なかなか新設の道路というものがこれからできていくかという

のも難しいところではあるんですけれども、改修するに当たってはそういったご意見ございま

すので、そういったものも考慮しながら改修計画を考えていくということにはしていきたいと

考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 先ほど新潟の走行マニュアルのことをちょっとご説明したんですけれど

も、その中に、例えばピクトグラムを造るにしても、１メートルが標準ラインということを書

いてあってあるんですけれども、ただ、コンパクトな形で70センチぐらいのところにもちゃん

と造れますよ。それで路側帯っていうか、外周の白線ですね、あれと併用できますよというよ

うなことは書いてあるんですけれども、ピクトグラム自体、それ自体が法的にどうのこうのと

いう決まっているもんじゃありませんので、一つのマニュアルってことなんですけれども、そ

れと一番外側の外周線というんですかね、あれを重なっても平気だっていうふうに新潟のほう

ではマニュアル化されているんですが、そういったことを含んで考えるということをできませ

んでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今ご紹介いただきました矢羽根だったり、ピクトグラム

っていうところでは確かに道路交通法上の定めというかなかったかと私も思っております。実

際その外側線の縁石側、路側帯のほうを自転車が走ってもいいかどうかという先ほど私、基本

的に車道というふうなお話したんですけれども、交通量なんかにおきましてやっぱり多ければ、

路側帯の中を走るっていうようなことも出てくるのかなとも思います。基本的に路側帯ってい

うことであれば、縁石も含めた道路施設を多分守るためのスペースっていうふうな認識がある

かと思いますので、そこを自転車が走っていいかどうかっていうのは交通状況にもよってくる

のかなというふうにも考えております。この矢羽根を路側帯の中に入れたりとか、そういった

その基準というのは先ほど申し上げましたとおり特に規定はないようなふうに思ってございま

すので、整備することに関しては、まずは、可能なのかな、ただ、逆にその整備をすることに

よって、自転車はもう完全に道路を走らなければならないっていうような、そういう認識を持

たせてしまう可能性がありますので、その辺、ちょっと懸念、事故等、車と今度事故が懸念さ

れるというようなこともございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ですから、この歩道を含めた上で道路全体の構造的な、やることもちょ

っとお金かかるかもしれませんけど、可能じゃないですかということをちょっと、私なりの提

案ってこと言ったつもりなんですが、例えば先ほど自転車の通行位置がいろいろあるって話あ

ったんですが、警視庁でデータ出してるんですが、これ宮城県の自転車の活用推進計画、この

中に書いてあったんですが、自転車をどこ通っているかっていうふうに調べてみると、46％が

車道を通っていて、今39％が歩道を通っているっていう実態の調査が出ているんですね。それ

であと警視庁のほうの調査をよると、このピクトグラムを造ることによって、自転車の通行位

置がはっきりと指定されることによって、道路の逆走、反対側を走るという逆走が減ったと、

これによって事故件数は、これ警視庁ですから、東京だと思うんですけれども、ちょっとここ

とは比較になんないかもしれませんけども、9.8％自転車の件数が減ったというデータも出て

いるんですね、ですから、それと逆送する自転車については44％減ったという調査も出ている

んです。ですから、自転車はここを通りなさいよという、それは歩道も含めた上でいろいろな

整備しなきゃいけないんですけれども、指定することによって事故を減らせるんですね。そう

いったことをできれば、ピクトグラムなり矢羽根だったらもう少し簡単な形でできると思うん

ですけれども、こういったことを考えた上でも、柴田町は矢羽根を設置するべきかなと私は思

っているんですけれども、もう一度その辺のお考えを伺いたいんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 都市がだんだん近代化して将来はやっぱり自転車を使って町を巡る、そ

ういうコンパクトな町をつくりたいということを持っておりますので、できれば新しい道路に

ついては車道を広くしてピクトグラムと歩道を分けた、３層の道路を造りたいというふうに思

っております。 

  ただ、現実的に柴田の道路整備を考えますと、やっと10年かかって富沢16号線３億円で完成

するというような状況、それで前回の議員さん、大坂議員さんでしたか、うちの都市建設課長、

忘れていたんですけれども、実はその後の区長さん、富沢の上川名の区長さんからは、16号線

へのアクセス道路の整備要求が出されております。それから町長へのメッセージは砂利道の入

間田に抜ける道路ですね、それも砂利道なので整備してもらいたいという要望もございます。

また、前回、これは吉田議員からは通学路、中名生の橋をかけて通学路を広くしてもらいたい

と、それから現在進めております狭隘道路、槻木というように、まだまだ基本的な道路が、残

念ながらできていないという状況でございます。ですので、こうした道路を優先する、相当お
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金かかるんですね。ですけれども、先ほど言ったように将来はコンパクトなまちを、今自転車

が欠かせないもんですから、新しく造る道路の際にはこう分けて、ピクトグラムが設置できる

ような道路を造っていきたいということを申し添えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 今の町長さん、町長の話、あるいは、これからこう総合計画、そういっ

たものを見ても、歩いて暮らせるまちづくりというのがうたわれてると思うんですけども、そ

の歩いて暮らせるまちづくりというのは、新たに造る道路について言っているんであって、今

の既存の道路については改修はしないという、そういう後期計画になっているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。ちょっと通告にない、総合計画のほうに行っちゃっ

たからね、今ちょっと考えました。（「じゃあ、ちょっと言い方変えます」の声あり） 

  はい、どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 言い方変えるっておかしい。何回か出ているんですけれども、町の柴田

町の交通安全計画、ここに確かにこれから直さなきゃいけないところいっぱい、理由も方向も

書いてあるんですが、この適用というのはあくまで、それで、総合計画でもそのようなことを

うたっているんですけども、それはあくまで新築道路ということじゃなくて、既存のほうも含

んだ形で改修する、この安全計画の中に含まれると私は解釈するんですが、あくまでこれは新

築する道路だけについての、企画だということなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど申しましたように、新たな道路をまだまだやらなければなりませ

んので、実際には未整備の道路を優先させていただきたい、早く住民からの要望で大きな道路

整備の要望がなくなった時点で、今度は歩いて暮らせるまちづくりのコンパクトな町で既存の

道路、ただし物理的に可能なところからやっていかないと、大変申し訳ないんですが、槻木地

区の県道と町道混在しておりますので、なかなか今の幅員をそのままにしていろいろな手法を

提案いただきましたけれども、やっぱり住宅のセットバックをしない限り、抜本的な対策はで

きないんではないかなというふうに思っております。それには都市建設課が言ったように相当

なお金がかかるので、まずは住民の要望で新しい道路、それから未舗装の道路、こちらを当面

優先させていただかないといけないのかなというふうに思っております。やらないというわけ

ではありません。優先順位は、新設の道路を優先させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○12番（秋本好則君） 分かりました。 

  たしか町長は仙南のサイクル・ツーリズムの協議会の副会長だったかな、何かそういう形で、

サイクル・ツーリズムについてもかなり造詣が深いかなと私は思ったもんですから、サイク

ル・ツーリズムとしての道路を柴田町もそれに参加してるわけですから、そういったことをお

聞きしたいんですが分かりました。 

  それでは３問目なんですが、ちょっと時間も時間なんですが１点だけお聞きしたいんですが、

例えばいろいろな交通のところで送迎バス利用というのが進んでいると思うんですね。船橋式

でいくと無料で運んでるということなんですが、この船橋市のやり方、この柴田町も私はやり

方次第ではできるかなと思うんですけれどもね、この辺のやり方として、道路運送法の取扱い

ですね、これはああいう送迎バスに、船橋式、船橋市のやり方でいったとき、道路運送法上の

取扱いはどのような扱いでやってるんでしょうか。どのような扱いになるのか、第何条に適用

するものとなるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 船橋の場合ですと運賃取らないで無償で回っているかと

いうふうに思います。有償と無償というふうに２つの区分があって、４条と79条とかあると思

うんですけれども、無償の場合ですと登録を要しない輸送ということになるかと、適用外とい

うことに、道路運送法上の適用外っていうふうになるのかなというふうに認識しております。 

○議長（髙橋たい子君） これにて12番秋本好則君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  15時20分再開といたします。 

     午後３時０６分  休 憩 

                                            

     午後３時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次の質問者森裕樹君から資料の提出がありましたので、お手元に配付しております。ご確認

いただきます。 

  それでは、５番森裕樹君、質問席において質問してください。 

     〔５番 森 裕樹君 登壇〕 

○５番（森 裕樹君） ５番森裕樹です。大綱１問質問させていただきます。 
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  １．槻木地区の今後のビジョンは。 

  槻木地区は、古くは奥州街道の宿場町として発展し、その後槻木駅を中心に市街地が形成さ

れてきました。公共の交通機関としては、東北本線・阿武隈急行が乗り入れ、仙台駅まで約30

分で行くことができます。また、槻木大橋の開通、そして県道52号線が開通したことで、東北

道・村田ＩＣ及び仙台東部道路・亘理ＩＣまで車で約15分という立地になっています。 

  人口は槻木駅西や四日市場周辺など一部の地域では増加している傾向にありますが、槻木地

区の人口は、将来減少すると見込まれ、地域の活性化を含めた人口の維持・増加となるための

対策を早急に考えなければなりません。 

  そこで、質問します。 

  １）人口の維持・増加の施策は、具体的にどのように考えているのか。 

  ２）県道52号線を活用したまちづくりや企業誘致は考えているか。 

  ３）「コンパクトなまちづくり」は、槻木地区ではどのような形なのか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 森裕樹議員３点ございました。まず、１点目と３点目は関連しますので

一括でお答えいたします。 

  日本の総人口は、平成20年度をピークに減少局面に入り、地方での急速な少子高齢化に加え、

今年に入り、東京圏でも人口減少が始まるなど、人口増加を前提とした社会経済から、人口が

減ることを前提にした社会経済への転換が求められております。 

  こうした時代の流れを受け柴田町では人口減少の幅を少しでも低減させることを目指して

「柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、将来にわたって持続的に発展できるた

めの施策を実施しているところです。 

  槻木地区は、議員おっしゃるとおり仙台都市圏や高速道路へのアクセス条件がよいため、仙

台市への通勤圏として宅地化が進んできました。槻木駅を中心に、商業をはじめ、医療機関、

子育て関連施設、文化施設及び郵便局が、コンパクトなエリアの中に立地しているのが特色と

なっています。 

  「柴田町都市計画マスタープラン・立地適正化計画」での町民ワーキングショップにおいて

は、「交通が便利、買い物など生活サービスもそろって住みよいまち」と評価され、さらに現

在、四日市場地区においては、私立保育所として定員60名の保育園が建設されるなど、子育て

環境も充実してきています。これからの町の発展は企業誘致といった外部要因に頼るのではな
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く、地域に住むみんなの力で美しい魅力的な町並み、公園・子育て・スポーツ・文化施設をつ

くり、人と人とが出会い交流し、新たな文化を生み出すクリエイティブタウンをつくることで

はないかと思っております。 

  槻木地区においては今後、槻木上町・白幡地区の雨水対策事業や、葛岡山公園、南浦公園を

再整備し、良好な住環境や都市機能の充実を図り、さらに、地域コミュニティを形成する上で

の中心施設である槻木生涯学習センターを軸として、文化活動・コミュニティ活動や地域づく

り活動を活発化する中で、人流を生み出し地域の活性化につなげていくコンパクトな居心地の

よいまちづくりを目指したいと思っております。 

  槻木地区に住む人、槻木地区に関わる人、みんなで本当に暮らしやすいまちをつくることが、

持続的発展の鍵を握ると思っております。 

  ２点目、県道52号線の活用、企業誘致でございます。 

  県道52号線にある槻木工場適地は、経済産業省から工場適地と登録を受けており、宮城県と

連携しながら企業誘致活動を行っております。これまで何件かの企業から問合せがあり、最近

では地権者の間で用地交渉に関する説明会まで行ったケースもありましたが、土地の価格問題、

地盤の改良や排水の問題、国道からアクセスする道路の幅員が狭いなどの要因から、残念なが

ら立地までは至りませんでした。 

  今後も企業から問合せ等がありましたら企業立地促進条例に基づいて対応してまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 森裕樹君、再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ご答弁ありがとうございます。 

  まず、人口維持増加の施策というところで質問させていただいたんですけれども、人口維持

増加する目的というか、そういった人口維持増加をしていかなければならない取り組んでいか

なけないかなければならないというのはもうどこの市町村もやるべきことです。その中でも、

ただただ人口が増えればいいということではないんですね、やっぱり。そうすると若い世代の

皆様に住んでもらいたいというようなお考えはまずございますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） やはり若い世代の方に住まいになっていただくと、町の

活性化というか、活気が出てまいりますし、ある程度やはり所得もある方が来られるのかなと

いうふうに思いますので、町の税収のほうも関係してくるのかなっていうふうに思っておりま
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す。子どもさんをやはり育てていらっしゃる世代の方が柴田にとっては理想的なのかなという

ふうには考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） やっぱりそうなんですよね、高齢化が進む中で、高齢者の皆様を底支え

していくためにも若い世代の方々が魅力的な町だと思っていただき、住んでいただけるような

町にしていくことが重要だというふうに考えます。 

  先ほど答弁でもございましたが、やはりこのとおりなのかなと思います。さきに述べたよう

に立地のよさ、そしてその住みやすい環境であるということをもっとこうアピールすべきだと

いうふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） そうですね、住みやすい町、地域ですね、あと比較的家

を持つにも少ない費用で持つことができるっていうようなちょっと魅力のほうもありますので、

町のほうの今度の後期基本計画のほうでは、移住・定住という施策についても重点プロジェク

トの一つとして捉えておりますので、その辺、ターゲットとなりますのは首都圏の方から、首

都圏にお住まいの方々になるのかなというふうには私個人的には思っているんですけれども、

そういった方々への情報発信なりそういうのに努めていきたいなというふうには考えておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） やはり観光のまち、花のまちというふうにして町をＰＲしていくってこ

とももちろん、それはそれで大事なんですけれども、やはりそこに住んでいる人がいなくなっ

てしまったんでは、元も子もないというところで、やはり住んでいい町というのをどんどんこ

う積極的にアピールしていく必要性というのは、絶対的にあるんじゃないかなと思うんですね。 

  その中で、例えばさっき私が言いましたように、電車で30分で仙台に行けますと、あとはあ

んまり雪が降らなくはないんですけれども、温暖な気候であるよと、あとはインターまで近い

よっていうのをしっかりこう発信していって、どうぞ柴田町に住んでくださいと、そういった

ものがやっぱり少し足らないのかなあとは感じているところではございます。 

  若い世代に住んでもらいたいというそのアピールの部分なんですけれども、若い世代に住ん

でもらうためには、どういった施策をしていけば住んでもらえる環境になり得るかというとこ

ろはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（沖館淳一君） やはり若い世代、お子さんを持っていらっしゃる世代の

方ということであれば、やはり子育て支援の部分が大きいのかなというふうに考えております。

槻木地区に関しまして言えば、町長答弁でもありましたとおり民間の保育所が開設予定ってい

うのもございますし、医療の部分で言えば小児科が槻木のほうにもありますので、町外に出た

りとかそういうこともなく、町なかで子どもさんを診てもらえるという安心感なんかはあるの

かなというふうには考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） そうですね、やはり子育てしやすい環境というものが重要になってくる

のかなと思います。来年の槻木放課後児童クラブっていうのは新設されるということで、さら

に、そういったサービスが受けられると、もう一歩進んだ要因になるのかなと。就学時だけじ

ゃなくて、未就学児に対する環境整備というものを先ほど私立幼稚園ができるということもあ

ったんですけれども、もう少し必要ではないかなというふうに思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。（「難しい」の声あり） 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まず、槻木の児童クラブが広くなるということがまずあ

るのかなっていうのもございますし、また、未就学児のお子さん方に関しては、先ほど申し上

げましたとおり、四日市場地区に民間ができますし、保育所もそうですし、町の公立の保育所

もございますし、あと民間の幼稚園なんかもございます。かなりそういった部分では充実はし

てるのかなというふうには考えております。将来的に保育所の在り方も町のほうでは検討して

いかなければならない部分なのかなというふうには考えておりますが、その辺の議論につきま

してはこれからになるのかなというふうには思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ちょっと私、言葉足らずだったところがあったようなんですけれども、

未就学児といっても生まれてから幼稚園、保育園に入るまで幼児の部分での安心した子育て環

境というものは、槻木地区というところで考えると足りないように感じるんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 若い世代が暮らしやすいということでこれ内閣府のほうで発表している

データでございますが、やはり一番は製造業、商業の集積が見られる市町村ということと、宮

城県でいうと、大和・大衡村周辺、それから商業ということでは利府町周辺、名取周辺、これ
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がやっぱり若者に選ばれると、それだけではなくてこの製造、商業にアクセスできる10万人以

上の都市にアクセスできる隣接市町村も、実は人口が増えている自治体がございます。そこで

の要素っていうのは、やっぱりこのアクセス、交通アクセスと言えば槻木地区、今までは学区

制があったので、逢隈地区に取られておりましたが、どこでも行けるようになりましたので槻

木の利便性、25分で仙台に行きますのでね、アクセスのよさが認められたと。それと周辺との

地価なんですね、やっぱり。やっぱり利府とかそろそろ高くなって、4,000万円、5,000万円で、

サラリーマンが買えないので、次の段階として、この南のほうに来るんではないかと。それか

らやっぱり公園の整備、これも大きな要素になってますということなんですね。柴田町はそう

いった意味で、公園づくり今力を入れておりますのでね、それで４番目に、子育て支援策の取

組、これは、今おっしゃったように、今回、60人の保育施設、ゼロ歳から５歳、就学未満を造

りますますけれども、もちろん経営者の方々がこれでは十分だということであれば、今は民間

が建てる場合にしか補助金出ませんのでね、うちのほうの槻木保育所の兼ね合いもちょっと出

てくるのかなというふうに思っております。ここは何とかしなければなりません。 

  もう一つは、やっぱり図書館等がありまして、知的好奇心を満たされる町、そして子育てと

か、イベント情報とか、スマホでやり取りできる、そういう動きのある町に若い人たちが来る

ということも頭に入れておかないといけないと。平間奈緒美議員が経済対策ということはやり

ますけれども、そのほかにも必要ですと言ったのは、実は内閣府のほうでやっぱりこのまちづ

くりは開発的なものは必要ですよ、でも、そこに住んでいる人たちは自分の生き方をみんなで

高め合っていく、クリエイティブタウンというそうですが、そういう町でないとこれから伸び

られないという意識を、槻木地区はその要素があるんではないかなと捉えているところです。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 町長、あんまりしゃべると、僕も聞くことがなくなっていくので、あれ

なんですけれども、今回、柴田町公共施設個別施設計画によりますと、（仮称）ですか、柴田

町総合体育館完成後、槻木のまちづくりといったところでなんですけれども、槻木体育館が除

却になるというような予定になっていると。今後、まずその土地をどのように活用したいとい

うふうに考えているのかちょっとお聞かせいただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 槻木体育館については、議員おっしゃるとおり地域住民の方と話

合いの上、除却時期を決めるんですが、その後については、まだ具体的なビジョンは特に公表
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としておりません。ただ現在、図書館を核として都市構造再編集中支援事業、こちらを展開し

ておりますが、いずれそれが槻木地区のほうに行って、計画づくりとなった場合にはまさしく

ああいう土地が一つの核になるのかなという、ちょっと予想ですがそういうことに考えており

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 今の段階ではもちろん、あそこにどうしていくかということはもちろん

決まってはいないということなんですけれども、槻木体育館に隣接する先ほど町長からもあり

ました槻木保育所、そして下町集会場、建築されてから35年から40年経過しているというとこ

ろなんですけれども、先日ちょっと大河原に行ってきまして、世代交流いきいきプラザという

ところを、施設を見てきたんですけれども、こちらの施設はご存じでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） あそこは末広橋かな、一番北側の橋に行く途中にね、平場で世代間交流

センター、あれは齋町長さんが造られたんだと思うんですが、そこであれば私しょっちゅう通

っておりますので、子どもたちがね、南側で遊んでいる姿は見ております。その場所が同じで

あればですよ。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） この施設は、地域交流を目的としたげんきサロンを開催したり、ファフ

ァミリーサポートセンターが併設されておりますので、子育て世代に対する様々なサポート支

援も実施されております。また、軽運動などができる多目的ホールや会議室、和室、調理実習

室まで兼ね備えた施設となっているので、幅広く活用できる施設がそこにあると。このような

施設を地区に１つあると、子育てしやすい環境、ファミリーサポートセンターなんかで子ども

を預けたりとか、あとはげんきサロンってお年寄りの方々が寄ってお茶飲み話ができたり、そ

の地区の人たちが寄り合うような、交流が生まれるような施設、場所ですか、そこを提供でき

たら、より住みやすい地域となると考えますが、例えばですけども、まだまだ先の話になるか

とは思います。体育館の跡地を活用した一つの今後まちづくりしていく中で、こういったこと

も、施設も検討していっていただければありがたいなというような、今回、質問というか、提

案になるんですけれども、こういったものもありますので、参考にしながら今後の槻木のまち

づくりにちょっと生かしていただければなというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 要望でよろしいですか。（「要望で結構でございます」の声あり） 

○５番（森 裕樹君） 次なんですが都市計画マスタープランに示されておりますコンパクトな
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まちづくりに関して、槻木駅を中心にとありますが、先ほど参考資料、補助資料として提出さ

せていただきました地図をちょっと見ていただきますと、槻木地区はこれだけ広い地域となっ

ております。槻木地区、船迫と白石川、国道４号線を挟むと大分広い地域になります。ちょっ

とこれを見ると葉坂、入間田、富沢、上川名をコンパクトなまちづくりというイメージから少

しちょっと外れてしまっているように漠然と見たときには感じるんですね。この４つの地区と

いうのは集落生活拠点と位置づけられていますが、高齢化が進む中でそういった集落をしっか

り守っていくとか、つないでいくということが人口も減っていくよと考えたときには現実問題

として厳しい状況になっていくんではないかなと、この計画ではというふうに思います。 

  同時に、都市計画マスタープラン、立地適正化計画のエリアの課題によりますと、槻木地区

は、洪水浸水想定区域に居住する人口が約割合が90％、非常に高いと、さらに浸水深３メート

ル以上の区域に居住する人口が60％と半数を超えており、洪水等の災害に対する住民の安全確

保が課題となっているというふうにもございます。私、この地図を見て、まずちょっと着目し

たのが、質問させていただいた県道52号線ですね、県道52号線は槻木地区の中心を走っている

道路になります。亘理町と村田町、そして蔵王町を結ぶ国が認めた主要地方道としてこの地域

で主要な役割を担う県道というふうになっております。この将来都市構造図というものを、ぱ

っと見た感じですと、槻木の駅前のエリアは行政、商業の拠点と、あとはほぼほぼ何もないと

言い切ってもいいのかなと思うぐらいの状況であります。スポーツ拠点もなく、文化拠点もな

く、ちょっとこういうまちづくりを見ますと、歩いて生活できる空間と、町というのは、船岡

地区では当てはまることはあるんでしょうけれども、槻木全体を見たときには、ちょっと当て

はまるとは言い難いのかなというふうに感じるんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 都市計画区域は都市計画区域内の計画になりますので、山間部について

はまた別な計画を立てなければならないというふうに思っております。ですからこの槻木の北

部をコンパクトな町にするというのはちょっとこれは無理な考え方でございますので、あくま

で都市計画区域の中のコンパクトな町というふうにお考えいただきたいと思います。 

  それで、北部丘陵地帯はやっぱり自然環境とかね、農村部を生かしていかなければならない

と、その中の拠点として太陽の村がございます。この太陽の村は、今、アグレッシブな整備を

進めておりますが、残念ながら中途半端ということでございますので、もう少しここが集積す

るような、人が集められるような対策、その中で今考えているのが、ニュー・ツーリズムの中

のスポーツ・ツーリズムという考え方でございます。 
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  １つは、競技団体、競技大会、もう一つはスポーツイベント、それからもう一つは歩くとい

う、そういう中で新たな企画ができないか、ここには新たな農村ビジネスの芽がありますので

ね、これをもう少し支援して伸ばしていって有機的につながることで、交流、関係人口を増や

すと、それを地道にやると、地域おこし協力隊にも自分の得意分野を生かした人を呼び込んで、

それでここを活性化するということ。ですから、ここに人を住まわせるというよりは、まずは

この関係人口、つながり人口を増やした中で、じゃあここで一生過ごしてみようかという人を

２段階に分けて、対策を取らないと、急に船岡、槻木の都市整備をしたから、人が来るという

もんでもないのかなというふうに思っております。 

  ただいい点は、あそこに新たな団地、ちょっと度忘れしましたけれども、全部売却でき、入

間田にあるゆずが丘ですか、ゆずが丘が売れているということで、ちょっと10年前ではちょっ

と考えられなかったんですが、そういう動きがありますので、やっぱり農村部を生かした中で

ね、人がこの自然の中で子どもたちを勉強させたり、スポーツをしたりということなので、太

陽の村と入間田のグラウンド、そこを活用することによって活性化が図られるんではないかな

という、今、町長の構想は持っております。 

  構想を具体的に今度は事業計画に落としていかなければなりませんので、今回は都市構造改

善集中支援事業を使いましたが、農村部の関係の事業をちょっと勉強させていただいて、北部

にはそういう事業展開、それから槻木の町には先ほど言った都市構造再編集中支援事業の中の

子育て支援の拠点、ここをこの２つで何とかこの槻木地区、関係人口を増やして最終的に若い

人たちに住んでいただけないものかと、今の段階ではこの程度しか、私の頭の中での構想はな

いということでございますのでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  今回、私の質問の内容というか、こういったビジョン、私の中のビジョンになってしまうん

ですけれども、こういったものも進めていったらどうだろうかというような内容になっていっ

てしまうっていうところもあるんですけれども、町長の今のお考えを聞きました。ちょっと話

戻るんですけれども、この県道52号線を活用したこの新たな槻木のまちづくりというものがで

きないものかというふうなことで、先ほど話した４つの集落の生活拠点にお住まいの方々と、

槻木エリアに住む方々のどちらにとっても住みやすい環境、住みよい環境というものを整えて

いく、そうすることによって地域にとって相乗効果というか、このど真ん中に走っている52号

線を活用しながら新たな槻木の魅力というものをつくっていけるんではないかなというふうな
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ところがございまして、ちょっと質問させていただいております。 

  例えば、柴田町の地場産品の販売、そして、食事ができて、子ども連れが楽しめるような道

の駅の設置建設、最近では、2020年じゃらん道の駅ランキングに、石巻の上品の郷、第２位に、

大崎市のあ・ら・伊達な道の駅、全国で２位、３位と宮城県で押さえたと。もう１回この道の

駅というものが再注目されております。子どもから大人まで楽しめるような、新たなにぎわい

が創出される道の駅についての道の駅の設置についてはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 私も槻木の水田から見る蔵王の景観、ここに道の駅建てられたら、槻木

の議員の皆さんにお叱りを被ることはないのかなというイメージは持っておりますが、ただ言

葉でやりますということではなくて、じゃあこれを運営していくにはどうするか、品物をどこ

から集めてくるか、また、地域の人たちがやる気があるのかと、そういうことを考えると、い

まだまだ自信が持てないと、やっぱり道の駅、ちっちゃな産直４つほどありますが、あの方々

が、やっぱり自分の城を持ちたいと、そして造りたいという機運が盛り上がったときにしか、

私は成功しないと思います。どっかの業者が来てね、資本のある業者が来て建ててくれるんな

らいいんですが、中途半端な道の駅ではもうもたないと、道の駅の競争合戦になっていると。

私も暇なときには道の駅巡りしておりますが、この道の駅は駄目だとかね、やっぱこの道の駅

はすごいなと思うんですね。ですから、やっぱりその地元の人たちの盛り上がった中でやろう

とする、そして行政と一緒にやろうとするそういう熱気と、逆に大資本でね、その大きな道の

駅、景観を使ってね、そのどちらかでないと、やっぱり柴田町の町長の今の力量ではちょっと

無理だなというふうに思っております。 

  ただ、あの辺に商業施設、それから子どもたちが集まる、高齢者が集まる、田んぼがありま

すのでね、それができたら、私としては大変すばらしい地域開発プロジェクトになるんではな

いかなというふうに思いますが、じゃあこの４年間でそれやりますって書けるかというと、ま

だ自信がないというのが実情でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  ここ、これから４年間でこれをもう形にしていってくださいというふうな話ではもちろんな

いんです。農村地域です。景観がいい地域ですという決めつけだけで、あそこを槻木地区を見

ているっていうことだけちょっと、そうなるんであればやっぱり寂しいなと、もう少しその槻

木のよさをうまく使えるような、発信できるような、この新しいまちづくりというものそうい
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うものができないかなというところでのお話なので、もちろん、これを提案するんだから、す

ぐやってくださいという話ではもちろんなく、そういったような槻木の考え方、まちづくりの

考え方の一つとして参考にしていただければありがたいなというふうに思います。 

  そこの、またまちづくりに対する参考になるお話になってしまうんですけれども、同じく県

道52号線に、例えば新たな商業拠点として、名取市の愛島にあるようなスーパーとホームセン

ターが一体となった商業施設の誘致というものも考えていったら面白いんじゃないかなという

ふうに思います。農業や工務店、日曜大工用品などもそろえられて、さらに日用品までがそろ

う商業施設があることで、利便性が向上していって、この地域を選んでいただく条件の一つに

なるんではないかなというふうに思うんですね。若い世代が住む、ここら辺の土地は安い、庭

を持った若い世代、広めの庭を持った若い世代の人たちが住むと、また時には例えばキャンプ

をしたり、キャンプというかバーベキューをしたりする環境がある住宅だったり、そういった

ものを夢見てこちらに移住していただけるためにも、こういったスーパーとホームセンターが

一体となった商業施設というものも考えていただけたらいいのかなというふうにも思うんです

けれども、先ほど町長から答弁いただいたように、今すぐどうこうというもちろんこれも話で

はないので、そういったのも可能性として、槻木地区の今後の発展のところで考えていってい

ただければなというふうに思います。 

  先ほど申し上げましたが、人口、槻木の水害に対するところで、浸水区域に居住する人口割

合が90％と非常に高いと、さらに浸水深の３メートル以上の区域に居住する人口が60％と半数

を超えているというところから、例えば、こういった商業施設を誘致して、立体駐車場なんか

もありますよ、そこにそういった災害があった場合ですか、車ごと家族で災害提携を結んで、

そういったところに避難できるような提携を結ぶと、そういったところで槻木って避難できる

場所があまりにもちょっと少ないので、そういった業務提携を結ぶというふうな可能性もある

のかなというふうに思うんですけれども、この官民連携というんですか、このまちづくりとい

うものが可能になってくるのかなというふうに思うんですけれども、回答は同じになるかとは

思うんですけれども、こういったお考えというのは、どういうふうに思われますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 間もなく会議終了の４時を迎えますが、このまま会議を続けますので、

ご了承願います。 

  答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど１番、内閣府のお話ししたように製造業並びに商業の集積地に人

が集まると、２段階目としてその周辺に若い人たちが住むというお話をさせていただきました。
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ですので、もしね、大型の商業施設が立地していただけるんであれば、農振農用地でも、町長

の権限でございますので、外して建てていただく、フレスコキクチさんのようにね、町長の権

限で外せますので、それはいいんですけれども、ただ、ここに来て時代の流れで、私もデパー

ト巡り好きなんで回っていますが、大型のエアリに相当空き店舗が出てきているんですね。こ

れはちょっと異常だなというふうに思っております。ですから、商業間、大型店舗同士の競争、

一方では長町のモール、あそこも私は居住地ですから、相当空き店舗が目立ってきていると、

ですので、果たして来た場合に、マルコさんとの絡みとかね、薬王堂さんとの絡みはどうなん

だろうというちょっと心配も実は持っているんです。ですから、最終的に判断するのはね、商

圏を見て、経営者の方々が立地を決めるんですけれどもね、そういう面も町として考えていか

ないと、せっかくのこの船岡町で今、コンパクトにしているところが潰れたり、手短に今槻木

の方々が使っている中堅のお店が、それで店舗が潰れたりするとね、そうすると町なかにそう

いう残骸が残ってしまって、町の中で景観がよくないという、ちょっとそのジレンマにちょっ

と陥っている面もあるということもご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） そういう懸念というところももちろんあるかとは思うんですね。新たな

商圏というものをつくっていこうというふうに考えたときに、槻木駅周辺に、新たな商圏を官

の力で造っていくということはもちろん不可能だとは思うんです。もちろん商圏というものを

造っていくには官と民との協力は必要かとは思うんですけれども、官だけで進めていく話では

ないのかなと。もし、そういうような具体的な話が上がってきた場合は、そこを率先して対応

していくというような受け止め方でよろしかったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 恐らく農振農用地に引っかかると思うんですね。それで町長の権限事項

が面積で縛られているのかどうかちょっと確認させていただきますけれどもね、多分大規模に

なりますと町長の権限に及ばない、権限が移譲されていない面がありますね。フレスコキクチ

の場合は私の権限で、農振農用地外れましたので、その面積によっては県が持っているかもし

れませんので、そういう手続面では当然、協力しますし、一番は排水なんですよ、排水と相当

の土地が潰れますので、今度は水害の問題が今度は新たにという連鎖的に解決しなければなら

ないところが立地してきた場合でね、それは役場としてね、当然、応援すると、ただ周りのマ

ルコさんとか、イトーさんとか、そちらのほう潰れてもちょっと困るので、その辺もちょっと

勘案しながら、協力していきたいというふうに思っております。 



１４１ 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 私も今回の一般質問ちょっと雲をつかむような話になっているというと

ころもちょっと若干、私も感じてはいるんです。あくまでもこのたられば論になるような質問

になっているということもあるんですけれども、槻木の将来像というものを見据えたときには、

何もせずこのままでっていうわけにはもちろんいかないのかなというふうにも思います。しっ

かりと先ほど申し上げました４つの地域ですか、４つの拠点と集落、生活拠点になっている部

分と立地適正化計画で、その中の環境形成の方針にもありますが、槻木地区は歴史的な風情を

残す町並み、景観の保全に努めると示されていますが、伝統や風景を守っていくためには、そ

こに人がいなければつないでいくことはできないというふうに考えます。だからこそ、若い世

代の新たな人口流入というものをしっかり見込んだアピールというものも必要なのかなという

ふうに思います。時代の変化に対応していくことができなければ、伝統・文化・歴史を残して

いくことはもうできないというふうに思います。今後、槻木地区の発展が、これからの柴田町

の新たな魅力になっていくということもつながっていくというふうにも考えますので、町民と

行政、そして議会が一丸となって、柴田町の未来のために力を合わせて進めていくべきかとい

うふうに考えます。よりよいまちづくりのため、引き続きよろしくお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて５番森裕樹君の一般質問を終結いたします。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日午前９時30分から再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後４時０２分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大山 薫が記載したものであるが、その内容に相違ないことを

証するためここに署名する。 

  令和４年１２月６日 
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         署名議員  ２番 伊 東   潤 
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