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     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番伊東潤君、３

番吉田清君を指名いたします。 

                                            

     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。 

  ８番佐久間光洋君、質問席において質問してください。 

     〔８番 佐久間光洋君 登壇〕 

○８番（佐久間光洋君） おはようございます。８番佐久間光洋です。 

  大綱３問、質問いたします。 

  １．農業遺産としての指定制度創設。 

  農業遺産といえば、世界農業遺産を連想されると思いますが、日本農業遺産というものもあ

ります。今回は、柴田町版の農業遺産というローカルな枠組みで認定してはどうかという提案

です。 

  例として、槻木用水、船岡用水、稲荷山用水の３施設は、ふだんの生活の上でも見たり歩い

たりできる形で存在しています。その一部はすっかり地面の下だったり、生活圏から離れた場

所を通っていて、全体像を知る人はそう多くはないと思います。 

  槻木の成田地区では、大きな鉄製の送水管が目に入ってきますし、また役場の脇を流れる堀
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はそのルートの一部で、今も時代を感じさせる風情があり、観光資源になり得るもので、多様

な側面を見せています。 

  これらの施工の時期は江戸時代にまで遡りますが、工事の方法やルートの選択には当時の地

形や生活様式などがイメージされると同時に、様々な言い伝えも残されており、地域の文化と

して奥行きと彩を添えています。 

  これは我が町の成り立ちにも関わることであり、地元を知る上でも重要なものでありますが、

あって当然のような存在になっているので、時々スポットライトを当てて記憶をリセットして

いかないと次世代への引継ぎが薄れていってしまいます。 

  そこで、こうした取組についての見解を伺います。 

  ２．ふるさと納税の体験型返礼品の検討を。 

  先日私は、テレビで柴田町のふるさと納税に対する返礼品開発のニュースを見ました。特産

品の品ぞろえに苦慮しているとの話も聞いていたので、こうした取組を知って心強さを感じま

した。 

  そこで私は、体験型のイベントをこの返礼品の品ぞろえに加えることを提案したいと思いま

す。 

  例えば、地域の特色を出すという目的で、仙台大学とのコラボによる体験型のイベントです。

仙台大学は体育に特化した授業や設備を備えていると思います。聞くところによれば、冬季ス

ポーツについては国内随一の施設を誇るとあったように記憶していますが、その体験を提供し

てはどうでしょうか。 

  そのほかにも体操に関する施設の体験は、マニアには大変興味をそそるイベントにもなり得

るし、仙台大学にとってもアナウンス効果が期待でき、いわゆるウィン・ウィンの関係が成り

立つものと考えます。 

  相手のあることですので、一方的な進め方はできませんが、仙台大学のＰＲにもつながりま

すので、ぜひ話し合って実現していただきたいと思いますが、町の見解を伺います。 

  ３．デジタルシステムの課題について問う。 

  町の業務のデジタル化が進んでいます。業務の大部分がコンピューター化されていますが、

最近の企業、自治体の現状だと思います。これにより、大変便利になったことは認めつつも、

電源が遮断されたときはどうなるのだろうと心配が付きまといます。 

  また、コンピューターシステムを悪用した犯罪は忘れた頃に出てくるのも事実です。 

  そこで、ハードウェア的にも、ソフトウェア的にも障害から逃れることはできないというこ
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とを前提に伺います。 

  １）コンビニ交付などサービスも実現し、時間の節約や出かける手間などを考えるとかなり

便利になったと思いますが、それを示すデータの検証はしていますか。また、業務の効率化は

達成されましたか。 

  ２）デジタル化によるデメリットとしては、間違いが見つけにくくなることが挙げられます。

ヒューマンエラーは少ないとはいえ、報道があったように、誤って振り込んでしまうなどの手

違いは防ぎ切れない場面もあります。そういったうっかりミスに対するチェックは行っており

ますか。 

  ３）デジタルシステムにおける高速で大量の処理はありがたい一面ではありますが、それは

正常に稼働しているという条件の上での話で、災害や事故による停電のリスクはゼロにはなり

ません。だからこそのリスクなのですが、その非常事態に対する対応はできていますか。 

  ４）システム運用における電源について、停電時の対応はどうなっているのか。非常用発電

機でどの程度の電源確保ができるのか、バックアップできる電源容量と時間について伺います。 

  ５）窓口業務を手作業で行う状況は想定していますか。業務継続計画、いわゆるＢＣＰでは

対応策をマニュアル化していますか。 

  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） 佐久間光洋議員、大綱３点ございました。随時お答えをしていきます。 

  第１点目、農業遺産としての指定制度の創設でございます。 

  食料を担う重要な産業である農業、地域に根づいて自然環境や文化を育む役割を果たしてい

る農業を地域ごとに１つのシステムとして評価し、国際連食糧農業機関が認定する世界農業遺

産と、農林水産大臣が認定する日本農業遺産があります。 

  世界農業遺産の認定基準は、１つ、地域コミュニティの食料及び生計の保障に貢献するもの

であること、２、食料及び農林水産業にとって、世界において重要な生物多様性及び遺伝資源

が豊富であることなど、５つの認定基準があり、日本農業遺産はその５つの認定基準に日本が

独自に定めた３つの基準、変化に対するレジリエンス、回復力、多様な主体の参画、６次産業

の推進を加えた８つの基準及び保全計画に基づき評価されます。 

  認定後は、地域全体で連携しながら、農業遺産を保全するための行動計画を定め、伝統的に

農業・農法などを次世代へつなげる取組を行う必要があります。 

  佐久間議員が挙げられた槻木用水、船岡用水、稲荷山用水は、町の貴重な農業資産でありま
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すが、さらに小学校で社会科の副読本として活用されている「わたしたちの柴田町」や、町民

提案で作成されたしばた100選には、様々な農業資産が取り上げられています。 

  しかし、今回提案いただいたように、農業遺産に焦点を当て制度として設計していくために

は、理念や選定基準を明確にすることや、その後に誰がどのように活用していくかなどの検討

も必要になります。 

  住民の間では、まだまだ農業遺産という概念がイメージできるまでの認識に至っておりませ

んので、当面は現在紹介されている農業資源を活用しながら、農業の大切さを次世代に伝える

とともに、今後、町の農業遺産の制度設計についての調査研究をしてまいります。 

  大綱２点目、ふるさと納税で体験型返礼品でございます。 

  柴田町のふるさと納税返礼品は、特産品や日用品など175品目あり、今年度は新たにゆずジ

ェラートなど24品目を出品しています。 

  議員から提案があった仙台大学とコラボした体験型返礼品についてですが、現在、本町と仙

台大学の間では、平成16年８月に連携協力に関する覚書を調印し、スポーツをはじめ健康づく

りや国際交流事業を実施してきました。町と連携した事業においては、利用者の安全確保のた

めに、教職員等の立会いの下で大学施設を利用させていただいております。しかし、体験型イ

ベントとしての寄附の申込みがあった場合、施設の使用状況や教職員等の配置などの調整が難

しいとの大学から回答を得ておりますので、仙台大学の施設を活用した体験型の返礼品の検討

は困難であると考えております。 

  本町では、フットパスでのイベントや、太陽の村のキッズバイクパークがありますので、こ

れらを活用した体験型返礼品について、改めて調査研究を行ってまいります。 

  大綱３点目、デジタルシステムの課題、５点ございました。お答えいたします。 

  まず、１点目、コンビニ交付の実施効果検証ですが、全国のコンビニエンスストアの店舗で

住民票の写し等の各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスは、令４年１月から開始して

おります。 

  令和４年１月スタート時のコンビニ交付率5.9％に対し、10月末時点では10.2％で、証明書

発行件数の累計は3,051件となっております。これらの数値から、今後もコンビニ交付サービ

スの利用者は増加すると予想され、その分、住民の利便性の向上や窓口来庁への抑制にもつな

がっていくものと考えております。引き続き、コンビニ交付サービスの利用を周知するととも

に、コンビニ交付に必要となるマイナンバーカードの普及に努めてまいります。 

  ２点目、デジタル化によるミスのチェック体制でございます。 
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  デジタル化は、事務効率とヒューマンエラーを少なくするために導入しております。振込デ

ータの作成から口座への振込までに、各決裁権者により段階的に審査され、最終的には会計課

での総合審査の後に支払い作業が行われます。 

  銀行とのやり取りは、町のパソコンからファームバンキングによりインターネットを介して

振込データを電送しています。振込指定日に町の振替口座から相手の口座に振込を行います。

送信内容の確認は銀行へデータを送信した後に、振込依頼した件数と金額をファクシミリで送

信し、銀行側で受け付けたことの返事をいただいてから現金を入金し、振込を行っております。 

  ３点目から５点目までは関連しますので、一括でお答えいたします。 

  町では、災害時においても業務を継続していくため、情報システムの緊急時対応、復旧計画

やその手順等をまとめた柴田町の主要情報システムにおける業務継続計画を平成23年８月に策

定しております。 

  この計画では、東日本大震災を上回る震度６弱の地震災害が発生し、庁舎は倒壊しないもの

の、機器の損害により一部のシステムやデータが使えなくなり、電力も１日から最長で１週間

供給されないケースを想定して策定しました。復旧に当たっては、重要性の高いものから優先

順位をつけて、関係外部事業者と連携しながら進めるものとしています。 

  町では、各業務システムの主要なサーバ類について、様々なリスクに対応するため外部のデ

ータセンターに設置しており、災害や事故などにより庁舎が被災したとしても重要なデータを

守るための厳重な管理を行っています。 

  システムの復旧には、庁舎の電源回復に加え、庁舎外の通信環境の復旧も待つ必要があるこ

とから、停電時にシステムを運用するための非常用電源は設置せず、外部電力の復旧を待つこ

ととしています。 

  住民基本台帳のほか、住民情報に関わる業務は全てシステムで管理しており、停電中の窓口

業務としては、申請や届出の受付、相談業務が中心となると考えております。入力や異動処理、

証明書等の発行については、システムの復旧を待ってから行うことになり、手作業で何らかの

処理を行う想定はしておりません。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 佐久間光洋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 今の答弁で、仙台大学とのコラボによる体験型の答弁をいただきまし

たが、これを読みますと、調整が難しいとの回答を得ておりますという記載がありますが、一

回はそういったことで話し合った経過があったと読み取れるのですが、だとすればどういった
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内容での話があったのか、説明をいただきたいと思います。 

○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） 仙台大学とのふるさと納税体験型の打合せというか、お

話しした内容ということでございます。 

  仙台大学におきまして、今回ふるさと納税の体験型。ふるさと納税は、今までですと大体、

物を皆さんがお求めになるんですけれども、名取市なんかでも最近、仙台空港の飛行機を貸し

切ってというようなふるさと納税を出しておりますので、そういった体験型にどんどん移って

きているという状況があります。 

  実際に、各種いろんな、さっきの町長答弁でもありましたけれども、太陽の村の体験だった

り、そういったものができないかというような内部で検討がございまして、その中でも仙台大

学でというのも一つ候補として挙がっておりました。これは担当者のほうで仙台大学の方とお

話をした際に、町長が答弁した内容のお話が出ていた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。 

○８番（佐久間光洋君） 質問の中で、テレビでやっているのを見ましたというお話を入れたん

ですけれども、たまたま私は見まして、そういったものがそろって大変心強いという印象を持

ったわけなんです。それでもまだ若干少ないかなと、もうちょっといろいろあって、町をアピ

ールするようなものが出てくればいいなと思うんですけれども、実際に物を作るのは民間のい

ろんな生産者だったり、企業だったりするわけなんですけれども、そういったところでの町の

施策の一つに、起こすほうの起業というふうなことが目標には入っておったと思うんですけれ

ども、そういったことの成果というか、今までどういったことをやったのか。本当はもうちょ

っといっぱいいろんなものが出てきてほしいということのために、起業の応援ができないかと

いうことを考えているわけなんですけれども、その辺の経過についてはどのようにお考えにな

っているか、解説いただけますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） ふるさと納税を通じた起業というか、新たな動きという

ことになるかと思うんですけれども、先ほど町長答弁でもございましたゆずを使ったジェラー

トということで、宮城大学、それから入間田の生産者の方、そういったものをつなぎ合わせる

ような形でテレビ報道でもあったかと思うんですけれども、そういった新たな動きが出てきて

いるのも一つかと思います。 

  また、ふるさと納税の返礼品の中に、女性の経営者の方なんですけれども、お菓子で花束を
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作ってそれを返礼品に当てているということで、事業を始められた方もいらっしゃると聞いて

ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 分かりました。側面からいろいろ応援していくという形で、ぜひいろ

んなバラエティーに富んだものが生まれていくという方向に応援してほしいと思います。 

  続きまして、コンピューターのほうの話に行きます。 

  １番で、コンビニ交付のことを例に出してお聞きしましたけれども、実際に使ってみました。

柴田町は実施していますからあれなんですけれども、頼まれてたまたま大河原町のほうの人の

マイナンバーカードでやったら実施していないというふうに画面に現れたんですけれども、近

隣の状況がどうなっているのか把握はされておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 近隣の状況ですけれども、まず県内の状況ですが、現在35市町

村のうち21市町村、６割で実施している状況です。 

  近隣としましては、岩沼市、名取市、亘理町が実施しているような状況です。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 現時点での状況がそういうことだというお話でしたけれども、多分、

近々、それらもそろうような状況にはなっているんですよね。その辺は把握されておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 具体的に聞いたわけではないんですけれども、マイナンバーカ

ードが徐々に普及しているという状況でありますので、導入に向けて準備している市町村はあ

ると思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） それに付随するものというか、関わるもので、マイナンバーカードと

いうものがあるんですけれども、昨日の質問の中で、マイナンバーカードについて聞こうかと

思っていたんだけれども聞けなかったということがありましたので、改めて質問というか、そ

の関わりで、多分調べてらっしゃると思うし、いい状況に柴田町はあると思いますから、ぜひ

現状、マイナンバーカードの発行についての状況をお知らせください。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 
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○町民環境課長（一条敏貴君） 町長の町政報告にもありましたけれども、10月末現在で柴田町

は56.5％になっております。県内１位ということで昨年６月からずっと維持している状況です

が、最近、総務省で最新の情報が公表になりまして、11月末の状況が公表されました。それに

よりますと、柴田町は59.7％ということで、トップに変わりはないです。今まで２番手が仙台

市だったんですが、２番手は今度は七ヶ宿町で57.5％、あとは富谷市が３番目で57.2％という

状況になっております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） マイナンバーカードについては、私も以前に質問したことがありまし

て、普及に努めるというふうな回答をいただきましたから、結果として県内トップであるとい

うことで大変誇らしく思いますので、ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。 

  それから、３番のほうに行きたいと思います。非常事態に対する対応はということで答弁を

いただきました。概略で言うと、１週間はもつと。それ以上は、あとは回復を待つというふう

な考え方であるということを回答でいただきました。無限にもつというのも難しいですから、

ある程度限定があるのは致し方ないんですが、１週間というのが、全部今動いているのと同じ

ような状況で１週間動くのか、あるいは限定的なものになるのか、その辺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。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。１週間の電源がもつという答弁は、今回、

町長のほうからはなかったかと思います。１週間供給されないケースを想定して、町のほうで

柴田町の主要情報システムにおける業務継続計画というものを策定しているというような内容

でお話ししたかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、１日から１週間供給されないケースということは、私は

最悪というのは、窓口業務ができなくなるという状況を最悪と想定して心配しているわけなん

ですけれども、そうすると停電になったらその瞬間からかなり制限がかかるという感じになる

わけなんでしょうか。 

○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） 停電に関して申し上げれば、そのとおり、窓口業務はス

トップという形になります。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 分かりました。 

  では、そうなった場合、大体想定するのは、大災害なんていうふうなことですから、なかな

か窓口業務に来るということもそんなには想像できないとは思うんですけれども、それでも災

害に関するものですから、いろんな問合せとか何かはあるかと思います。そうすると、各業務

のサーバがありますよね。それについては停電と同時に支障を来すということはなくて、電力

が復旧すればまた通常の状態に戻ると考え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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） サーバに関しましては、外部に置いてあるサーバがほと

んどでございます。場所はどこに置いてあるかというのは、セキュリティー上の関係で申し上

げられないんですけれども、東北一帯というか、柴田町が仮に停電したとしても、町外に多分

置いてあると思いますので、そこにあるサーバに関しては、そこの電力が保たれていればデー

タはしっかりと安全に守られているという状況です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、通信ができなければ、データそのものは大丈夫なんだけ

れども、窓口での対応ができなくなるというふうなことなんですよね。そうすると、災害があ

ったときに、その想定が停電なんですけれども、そういったときにはその旨、町民にお知らせ

をするということをしなければならないですよね。これが、窓口に来たときに、いや、やって

いませんというふうにして分かるという感じなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 東日本大震災で取ったケースが当てはまるかと思うんですけれども、

様々なサービスの停止については、電話さえも通じない状態になってしまいましたので、いわ

ゆる緊急のお知らせ版、行政区長を通して、今、役場、役所、行政でできることとできないこ

とをお知らせする。当然、即時ではできませんけれども、一両日中に町民に届くように行政区

区長を通して各戸配布という形を取ることになります。そして、実際に取りました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 今回、全部ではないですけれども、防災ラジオが配付になっています

よね。あれは広報の手段にはならないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 本当に最低限の防災ラジオ、当然その電源が家庭のほうでちゃんと入
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ってくれればいいんですけれども、通信側のこちら側の放送設備についても停電となれば動き

ませんので、最低限のバックアップ電源で動かす部分の放送だけはできますけれども、様々な

行政の機に応じたような案内は、まず無理になってくるということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうなんですよね。防災ラジオに関しては、一回、太陽の村に上がっ

ていって、あそこから放送して町内全部に伝わるということですから、こっちが大丈夫でも向

こうが駄目だというケースな場合にはつながらないということもあり得ることになるわけなん

ですよね。なかなか100％全部完全に動くというのも大変なものだと、いろんな支障があるの

は当然なんですが。 

  あとは、ソフト面に関してなんですけれども、これは柴田町で起こったことではなくて、皆

さん方、大体報道で分かっていると思いますけれども、大量の金額のお金が個人に振り込まれ

て問題になったと。あれもミスから始まったことなんですが、町内でもそういったミスが起こ

り得るかもしれないことは、想定はなされておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。会計管理者。 

○会計管理者（八矢英二君） 今回のご質問の内容が、報道と入っていたので、ただどのような

内容かというのは、いろんな地方自治体のエラーがいろいろ報道されております。4,700万円

のうっかりミスという感覚になるかと思うんですが、こちらはフロッピーディスクでやり取り

をしていたということがありまして、発見に遅れたというのがあったようです。 

  今回、町長答弁にもありましたが、ファームバンキングということで、銀行の内容をストレ

ートにパソコンの中で確認できて、データのやり取りもファームバンキングで行っております

ので、間違いは少ないと。ヒューマンエラーはどこでもあるかとは思います。ただ、少なくす

るためのＤＸなので、それを使って減らしていくと。絶対ないとは言えないとは思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 絶対ないということはあり得ないことなんですが、ああいうふうに発

覚すれば分かるんだけれども、それを未然に防ぐということもある程度はできるんじゃないか

と私は思っているんですけれども、そこで一つなんですが、こういった基幹業務というのは、

基本的にデータベースでやっているわけで、先ほどデータはよそのサーバにありますという説

明がありましたけれども、データベースのデータのコピーは庁舎内で取れるようなものなのか、

そこのところをお聞きします。 

  質問で何を聞きたいのかという話をすると、例えば今言った4,000万円の件のほかに、小さ
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な金額なんですけれども何回も同じ所有者に振り込まれていて、その宛先がある個人のところ

に行って最終的にそこそこの金額になったんですけれども、まだ発覚しない段階でそういった

ことをチェックすることができるかということを心配しているんですけれども、そのためには

今あるデータをシステムの稼働とは別に、こちらでチェックのために使うために複写ができる

かどうかということをお聞きしたかったんです。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 質問の内容について答えになるかどうか分かりませんけれども、様々

な振込のデータでも、一定の論理というものがあるわけです。１人に対して4,700万円も振り

込むなんていう論理を、そもそも何のガードもかけないで通してしまったということについて

は、当事者の自治体のミスもありますけれども、金融機関としてのチェックプログラム、チェ

ックシステムもなっていなかったというふうには感じています。そういう意味では、今現行や

っているものについては、いわゆる１人の許容範囲というか、データとしておかしくない範囲

をチェックするような仕組みは取っております。 

  あと、もう１点付け加えれば、回答に付け加えたのですが、大きな振込があったときには、

併せてファクシミリ、これはアナログなんですけれども、これとアナログの通信と両方を確認

し合わせてから入金するという仕組みを取っておりますので、4,700万円の事故が起きてから

再度確認したんですけれども、かなり事故の発生可能性は低くなっているんだろうなと感じて

おります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 町の中での業務は大体システム化されて、ほぼそういったエラーの入

る余地は相当少なくなっているというのは想像がつきます。ただ、決裁部分の銀行との関わり

の中で言うと、今言ったようなファクスで連絡し合うとか、いろんな方法が入ってきて、結構

この部分が複雑だという感じはするんですけれども、この辺は複雑になればいろんなエラーが

入る余地があるということで、一つの心配事にはなるかなという感じなんです。 

  さっきデータのコピーが取れないかというのは、今流れて運用している業務のデータを別な

プログラムでいろんなチェックをするということで、事件とか事故になる前にそれを防ぐよう

な手だてができないのかなという思いなんですけれども、そういったチェックをできる人とい

うのは職員の中にはおられるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 当然、お金の振込に関わるものでしたら、会計課職員はほぼチェック
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できると考えてもらって構わないかと思います。今、議員おっしゃる様々なコピーとかという

話については、逆にその処理をやる前の救済事前処理と言っているんですけれども、事故が起

きないための事前チェックはシステムのほうでも、人間の目でも、やっぱり重ねて行うという

ことは前提にはしております。ただ、会計管理者が言ったのは、それでも起きる可能性がゼロ

かと言われると、そうは言い切れないということは申し上げましたが、でき得る限り起きない

ような方策についてはこれからも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。 

○８番（佐久間光洋君） できることをやっていくしかないんですけれども、できればそういっ

た事故につながらないように、まずデータに関しては１から２から３まで大体チェックという

ところが必要になってきますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  質問は以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて８番佐久間光洋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20分再開といたします。 

     午前１０時０８分  休 憩 

                                            

     午前１０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。 

  ７番安藤義憲君、質問席において質問してください。 

     〔７番 安藤義憲君 登壇〕 

○７番（安藤義憲君） ７番安藤義憲です。１問質問いたします。 

  １．小１プロブレムは起きていないのか。 

  小１プロブレムとは、保育所（園）・幼稚園を修了し、小学校に入学した子どもたちが小学

校での生活や雰囲気になじむことができず落ち着かない状態が長く続くことを指しています。 

  保育所（園）や幼稚園の年長児が小学校へ入学することへの期待感や希望を持って保育士、

幼稚園の先生に目を輝かせて話をしている姿をよく見ます。その子どもたちが遊びの中から学

ぶ保育所（園）・幼稚園から、時限と腰かけで勉強する、いわゆる座学での生活になじむこと

ができず、授業中に立って歩いたり、トイレに行ったり、教室の外に出たりと、環境の変化が
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こういう行動として現れ、授業になじめない状態が数か月からそれ以上続くようになります。 

  小１プロブレムが起こる遠因としては、①遊びから勉強中心となる、②指導者（担任）の目

が届きにくくなる、③集団行動が増える、④自分で判断して行動する力が身についていない、

⑤コミュニケーションが低下していることなど、保育所（園）・幼稚園生活と小学校生活のギ

ャップが考えられます。 

  この小１プロブレムが柴田町の小学校に起きているのではないかと思われるのが、10月18日

に開かれた幼保小連絡会の席において、小学校の先生の話からでした。 

  そこで、伺います。 

  １）小１プロブレムが起きていると思いませんか。 

  ２）10月18日に開催された幼保小連絡会の席で、担当教諭から出された現場での話を教育委

員会や子ども家庭課では把握していますか。 

  ３）不登校、いじめの件数の数字は出ていますが、離席する児童の数は現れていません。離

席数を表示することにより、実態が見えてきますが、離席数を表示できませんか。 

  ４）小１プロブレムが起きると言われるのが、保育する側と教育する小学校側との子どもた

ちの受けるギャップの大きさです。保育所保育指針では、幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めること

と、小学校との連携をうたっています。小１プロブレムが起きると言われるギャップの大きさ

が少しでも小さくなるよう、幼児施設側に、子ども家庭課として、教育委員会として声がけす

べきと思いますが、いかがですか。 

  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） 安藤義憲議員の大綱１問、小１プロブレムについてお答えします。４

点ございました。 

  １点目、小１プロブレムが起きているのではないかについてです。 

  小１プロブレムは、保育園や幼稚園を卒園後、学校生活という慣れない環境への不安から取

ってしまう行動と定義されており、どの学校でも起こり得るものと捉えております。 

  教育委員会では、各学校から毎月、児童生徒の生徒指導に関わる動向を報告してもらってい

ます。本年度の事例として、小学校の１年生数人が授業を抜け出すという報告が１件あり、担

任だけでなく他の教員や特別支援教育支援員、民生委員や学校支援ボランティアのしばたっ子
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応援団の方々、そして保護者の方々の協力をいただき対応に当たっており、夏休み明けには改

善が見られ、授業を抜け出す頻度はかなり減っていると報告を受けております。 

  小１プロブレムはどの学校でも起こり得るものと捉えて対応してまいりたいと考えておりま

す。 

  ２点目、幼保小連絡会議の内容についてです。 

  幼稚園、保育所、小学校の担当者の連絡会議は、町教育委員会と子ども家庭課が参加して年

２回開催する柴田町保幼小連絡会のほかに、各幼稚園、各保育所、各小学校を会場に、授業や

保育の様子をお互いに参観し、情報交換を行う保幼小連絡会議があり、年15回開催しています。 

  10月18日に船岡小学校で開催された会議は、船岡小学校に入学した園児が通っていた幼稚園

や保育所の担任が参加し、船岡小学校で授業参観を行った後、小学校１年生担任などと就学前

や就学後の様子について情報交換を行ったとの報告を受けております。 

  当該担当者で行う会議でしたので、教育委員会、子ども家庭課は参加しておりませんが、各

学校より提出される月例報告や支援が必要な児童に関する報告を通して把握しております。 

  ３点目、離席件数についてです。 

  各学校から提出される児童・生徒指導月例報告の項目の中に、授業抜け出しの項目がありま

すので、授業抜け出し件数を把握し、県に報告しております。 

  離席についてですが、多くの場合、子どもが自分の席を離れた時点で先生方は自分の席に戻

るよう声がけ指導を行い、子どもたちは自分の席に戻っているのが現状です。先生方が自分の

席に戻るよう促す声がけ指導を受け入れてくれない場合、教室内にとどまらず教室を出てしま

うと思われますので、離席の回数を記録するということよりも、着席するよう促す声がけ指導

を受け入れることができない子どもに対して、どのように対応するのかを工夫することが大切

になると考えます。 

  ４点目、小１プロブレム解消に向けた対応についてです。 

  例えば、柴田小学校では、これまで第２たんぽぽ幼稚園との交流会を行っており、授業体験

やレクリエーションなどに楽しく取り組み、幼稚園児にとって小学１・２年生がお兄さんお姉

さんとして憧れの存在となっていたという感想を伺ったことがあります。小学校の学校生活の

様子を動画に撮って保育園や幼稚園で見せるという交流であれば、コロナ禍であっても交流が

可能となります。オンラインを架け橋とした幼保小の交流を進めていきたいと思っています。 

  また、教育委員会では、今回の安藤議員からの提案を受けまして、小１プロブレムの解消に



１５９ 

向けて、令和５年度の新規事業としまして、中核となる小学校に、（仮称）幼保小架け橋リー

ダーを配置したいと考えております。幼稚園及び保育所と小学校との連携強化を図り、子ども

たちの特性を把握し、早期支援につなげることで、全ての子どもに学びや生活の基盤を育む

（仮称）幼保小の架け橋プログラムに着手して、幼稚園、保育所、小学校の切れ目のない支援

に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） 安藤義憲君、再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それで、小１プロブレムが放置されていくと、いじめへつながり、ある

いは不登校へつながり、極端になると学級崩壊につながってくる可能性があります。この中の

小１プロブレムで不登校になったと考えられる事案というものはありますでしょうか。令和２

年度の実績報告書の中で、小学１年生の不登校児が３名おりましたが、その３名の児童は小１

プロブレムと関連するのか、あるいは家庭の事情か、体調管理の関係なのか、その辺のところ

お分かりでしたらお願いします。 

○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） 小学校１年生の不登校の要因ですが、小１プロブレムというよ

うなのが主な要因ということではないようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 今年度は、１年生に関しては不登校はおりませんでしょうか。不登校が

いたとして、その子どもたちと小１プロブレムはどういう関連になっていますか。 

○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） すみません、令和３年度のほうでご説明させていただきますけ

れども、不登校児童生徒は小学校１年生で令和３年度は３人ということなんですが、その要因

についても小１プロブレムが要因ということではないようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） ありがとうございます。 

  それから、10月18日に幼保小連絡会議の席上で、小学校の先生たちから、私が把握している

分に関しては十何点、実際にこういうふうな状態だということを担任のほうから話が出たわけ

ですけれども、一つ一つを申し上げていきますと、学校側として対応していかなければならな

い部分と、子ども自身がやっていかなければならない部分と、あと親のほうで理解していって



１６０ 

もらわなければならないことと、大きく分けて３点ありました。そのうち、学校側として、い

わゆる担任がこういう話をされました。今まで高学年を受け持っていたから、小学校１年生の

担任になって、そういうふうな子どもたちに対しての声がけが分からないと、そういうふうな

言葉が出ました。高学年担任の教員が、小学校１年生の担任になったときの声がけが分からな

いということのないような、研修とか、勉強会とか、そういうことは設けてあるのでしょうか。 

○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） 子どもたちの問題行動等について、課題について、出てきた場合には、

即座に各学校の中で対応について検討しております。 

  今、お話しいただいたように、年長児のカリキュラムと、それから小学校１年の児童のカリ

キュラム、こういったものはきっちりお互いで情報交換し合って、小学校と幼保だけではなく

て、柴田町の場合は子育て・親育ち講座ということで、保護者の方々へのいわゆる小学校へ入

学したらこういう生活になるのでこんなところは注意しましょうというような投げかけ、研修

の場を設けておりますので、そういったようなカリキュラムのつながり、それから保護者への

理解というのも併せて充実させていかなければいけない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、どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それで、町立の保育所、幼稚園、それから民間の保育園、私立の幼稚園

と、それぞれ幼児施設が町内にはあります。その施設に対して、学校への入学になじむような

保育所側として子どもたちへの保育指導、あるいは保育士の声がけの仕方とか、そういうふう

な入学する子どもの心構え的なところは、保育所側としてそれを保育指導されているのか。保

育指導するとして、いつ頃からそれを始められているのか、それをお伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 保育所側としては、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の

姿というのがあるんですけれども、それを意識しながら小１プロブレムの解消に向けて、幼児

教育と学校教育が段差のない継続的な接続ができるように、互いの教育現場の状況を理解し、

子どもたちの学びにつなげていけるよう連携していっているものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） ただ、今お話しされたのは、保育指針の内容でございますよね。保育指

針の中にはそういうふうなことはうたってあります。実際、現場として、小学校に送り出す側
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として、小学校の連絡会の席上でいろいろなお話が出ました。先ほど言いましたように、その

内容を13件ほど私はメモしてあるんですけれども、そういうふうなことがないように心構えを

子どもたちに教えていくのが保育現場の保育士の務めじゃないかと思うんですけれども、そう

いう現場として保育士が子どもへどういうふうな指導をされているのか、そこをお聞かせいた

だきたい。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） ５歳児の年間指導計画というものがございまして、その年齢

目標の中で基本的な生活習慣や態度を身につけ自主的に行動するとか、友達や異年齢児との関

わりの中で思いやりの心を育て協力する態度を身につけるといった目標を持って、５歳児の年

間指導計画にはうたっておりますので、これを目指して指導しているものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 課長、現場ではどのようなことをされていますかという質問だと思う

んですが。安藤議員、よろしいですか、今の答弁で大丈夫ですか。 

  再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） この十何点の中に、実際的に担任といいましょうか、１学年担任の先生

のほうから子どもたちの姿をお話しされました。一つ一つの中の話の頭に、どこそこの保育所

が、どこそこの幼稚園がという言葉をつけて、外に飛び出す、大声を出す、泣きわめく、板書

したのを消してしまうとか、極端に言うと授業を真面目に受けている子どもを妨害してしまう

と。それは動いたり、席を立ったり、声を出したり、極端に言うと校庭に出ていってしまうと

か、そういうふうな現状が小学校の担任の先生から話が出ておるわけでございます。 

  そういうことを踏まえていくと、施設側として、入学する心構え的なものを子どもたちに施

していくというか、教えていかなければならないんじゃないかと思うんですけれども、その辺

のところは保育所側としてはきちんとやっておるわけでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 先ほど言ったとおり、小学校に段差がないように、そういう

のを意識しながら、もちろん保育士は指導をしているものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 教育長の答弁の中にありました（仮称）幼保小架け橋リーダーは、どう

いうふうな中身を配置したいと考えているのでしょうか。分かる範囲で教えていただきたいと

思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 
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○教育長（船迫邦則君） どういった狙いでセッティングするのかということでよろしかったで

すか。（「はい」の声あり） 

  例えば、今、10の姿というのが話題になっておりましたけれども、10の姿の１つに、言葉に

よる伝え合いというのがあるんです。これは小中学校も伝える力を育成するということで取り

組んでいることがございます。例えば、柴田小学校とか西住小学校では、英語で自分の願いを

卒業式のときに伝えるとか、あるいは東船岡小学校では原稿を見ないで伝えるというような取

組をしているんですね。具体的な10の姿の１つを取ってみましても、お互いで情報交換をして、

そういったことを小学校でやっているんですねと。では、幼稚園ではこうしましょう、保育園

ではこうしましょうと、具体的な対策が練られるように、そういったところをリーダーの方に

一つ一つこれまでつなぎとして薄くなっていた部分というのを綿密につないでいけるようにと

いうような仕事をしてもらいたいと思っ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。 

○７番（安藤義憲君） ありがとうございます。 

  冒頭、答弁の中にありましたように、どこにでもあり得る事柄と言いましょうか、事案なん

だというお話でした。とは申せ、実際的に授業を抜け出したり、受けている子どもたちがその

ことで授業の妨げになってしまうというようなのが現実的に起きているところでございます。

施設側としても十分そのことを勘案し、子どもたちが座学による授業にスムーズに入れるよう

に、そのことを施設側、あるいは幼稚園側に声がけをして、なお一層授業に、小学校入学が子

どもたちの思いをかなえてくれる小学校となるように、教育委員会であれ、子ども家庭課であ

れ、関わるところの施設へ声がけをよろしくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて７番安藤義憲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。 

  11時５分再開といたします。 

     午前１０時５０分  休 憩 

                                            

     午前１１時０５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。 

  10番桜場政行君、質問席において質問してください。 
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     〔10番 桜場政行君 登壇〕 

○10番（桜場政行君） 10番桜場政行です。大綱１問質問させていただきます。 

  １．保護猫、ＴＮＲ活動を実施している動物愛護の方との連携は。 

  令和元年度３月会議で、飼い主のいない猫のさらなる対策を質問しました。具体的な質問の

内容は、動物愛護の方と連携したノウハウの提供でした。答弁では、「令和元年台風19号に伴

う災害ごみ処理業務などにより愛護団体の方との連絡を取ることができない状況にあった。今

後は、紹介をいただいた動物愛護団体の方と連携を取る」とのことでした。 

  飼い主のいない猫は餓えや渇き、病気などにより不幸な結末を迎えてしまう場合が多く、特

に子猫などは宮城県動物愛護センターに引き取られて殺処分の対象となってしまうこともあり

ます。こうした中、動物愛護の方々は、小さな命を救うべく問題に取り組み、日々活動をして

います。 

  動物愛護の方とは、その後も連絡を取り、活動内容や課題などを聞きましたが、現状は、数

名で４年間の活動を通して、体力、時間、お金、何もかも限界とお聞きしています。今、行政

がさらなる対策を実施しなければ、活動が停止することも考えられます。 

  そこで、伺います。 

  １）町長は、動物愛護の方と活動内容や課題などについて時間を割いてお聞きになったが、

どのように受け取ったか。 

  ２）動物愛護の方とどのような連携を取っているのか。 

  ３）環境省の住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインには、行政の役割として、

「地域猫活動の普及啓発を図ります。地域の対策に沿って必要な支援を行います。具体的には、

活動資金の助成、住民や関係者の連絡調整、ボランティア団体と連携したノウハウの提供、活

動グループのネットワーク化、ガイドラインの普及、適正飼育の指導など」がある。本町で実

施していることは。 

  ４）前回提案をしたＴＮＲ活動を行う愛護団体の町民への周知と公益財団法人どうぶつ基金

の活用は。 

  ５）飼い主のいない猫について、町に苦情が来たらどのような対応を取るのか。 

  ６）適正な飼養を行うことができない猫の繁殖と近隣被害の未然防止、動物の愛護及び管理

の意識を啓発するとともに、良好な生活環境を保持すること目的に、猫の避妊・去勢手術費用

の一部の補助金制度を実施できないか。 
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  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 桜場政行議員、ＴＮＲ活動に関して６点ほどございました。随時お答え

いたします。 

  動物愛護の方の活動内容についての感想です。 

  直接、動物愛護の活動をしている方から、保護のための捕獲の苦労や不妊・去勢手術の費用

の自己負担などといったお話を聞くことができ、猫にとっての住みやすい環境づくりを目指す

ための日々の活動と努力に、改めて感謝いたしたところでございます。 

  ２点目、動物愛護の方々との連絡方法です。 

  令和元年度３月会議での桜場議員への答弁以降、飼育猫に関する問題に対しては、動物愛護

の方と連携をしながら、共に現場に出向き、飼い主に屋内飼育の徹底や、他の猫を呼び寄せな

い適正かつ衛生的な餌のやり方などの指導を行いました。また、提供していただいた情報を基

に、捨て猫が多い地域について、行政区長や町の環境指導員と共に見守りの強化を図りました。

このような連携の結果、捨て猫が絶えなかった場所での捨て猫の行為が減少しております。 

  ３点目、環境省の適正飼育ガイドラインの実施でございます。 

  本省が示すガイドラインでは、地域猫活動の普及継発や地域の対策に沿った必要な支援の具

体策として６つの例を挙げています。現在、町の対応としては、住民や関係者の連絡調整、ボ

ランティア団体と連携したノウハウの提供、適正飼育の指導の３つに取り組んでおります。 

  ４点目、ＴＮＲ活動を行う愛護団体の町民への周知と公益財団法人どうぶつ基金の活用でご

ざいます。 

  町では、愛護団体が作成した猫の里親募集の告知ポスターの掲示に加え、公衆衛生組合連合

会の会議で愛護団体の活動内容を紹介しました。また、実際に多頭飼育による困り事相談に来

た町民に対しても、その活動内容を紹介しております。さらに、今後、具体的な活動内容をど

のように広めていくかについては、動物愛護の方と意見交換をしていきたいと考えております。 

  公益財団法人どうぶつ基金の活用についてですが、現在、この基金を活用し、不妊・去勢手

術を受けられる病院は、宮城県内では塩竈市に１つしかありません。町から近い場所ではあり

ませんので、基金の活用を計画的に行うことは大変難しいと考えております。町に対し、手術

への助成の問合せがあれば、宮城県と公益社団法人宮城県獣医師会が実施し、町内３つの動物

病院が行っている飼い主のいない猫の不妊去勢事業の活用を紹介しています。 
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  ５点目、飼い主がいない猫の苦情に対する対応です。 

  飼い主がいない猫に関する苦情や相談に関しては、必ず現地に出向き、現状を確認します。

餌がないところに猫はいないと考え、餌やりの事実がないか確認し、該当する事例があれば餌

やりの中止を含め、指導を実施します。また、自治会、行政区と協力して正しい猫の飼い方を

記したリーフレットの配布を実施して、問題解決に当たっております。それでも解決しない場

合には、相談者に対して忌避剤の使用やとげのついたマットの設置など、有効とされる対策を

紹介しています。法の改正もあり、殺処分ゼロを目指す方針は国、県においても今後も進んで

いくと思われますので、町としては国、県の対応に沿って対応を取ることにしています。 

  ６点目、猫の不妊去勢手術費用への一部補助金制度でございます。 

  ＴＮＲ活動は、飼い主がいない猫に対し、不妊・去勢手術を施し、その地域内の決められた

場所において餌を与え、排せつ物の処理や清掃を行う活動でありますので、地域住民の理解な

しに実現できるものではございません。まずは、今回提案があった動物愛護を行っているＴＮ

Ｒの活動内容をさらに広く町民に周知し、不妊・去勢手術を終えた猫が地域猫として住民に受

け入れられるような環境の整備に努めてまいります。不妊・去勢手術費用の一部助成制度につ

きましては、まずは宮城県と公益財団法人宮城県獣医師会が実施する飼い主のいない猫の不妊

去勢事業の活用を促していき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） 桜場政行君、再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 町長、時間を割いていただいて、動物愛護の方とお話をしていただいて、

本当に感謝を申し上げたいと思います。 

  そのときに、活動を行っている方の活動内容等を恐らくお話しになって、課題等なんかもし

っかりとお聞きになったと思います。その話を聞いて、担当の職員に何か指示したことはあら

れましたか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。町長指名ですか。町長、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） とにかくこの団体は初めてだったものですから、私も内容が分からない

ので、適切に話し合うように指示したところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 担当課としては、町長のその指示を得て、どのような活動を行い、連携

が最近取られているような答弁の内容でございましたが、いつ頃からしっかりと連携を取るよ



１６６ 

うになったのか、お聞かせください。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 町長の指示を受けまして、最初にそのＴＮＲ活動を行っている

方とお会いしたのが令和２年４月になります。ですから、前回、桜場議員からご質問があった

翌月にはその方とお会いしております。それ以降、数回お会いして、あとは猫の苦情なんかが

ある場所に実際に職員とその方と出向いて、現場を確認したり、そこで餌やりを中止してもら

うとか、そういったお話などもしております。 

  あとは、猫の里親会、これはホームセンターなんかでやっているんですけれども、そういっ

たチラシをお持ちいただきまして、それを町のほうで掲示をして周知をしているということで、

随時、直接お会いしたり、あるいは電話でのやり取り、そういったものを行っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 愛護団体の方からは、令和２年から連絡を取っているということで、何

度かお話をしている間に、しっかりとお話は聞かせてもらっているし、協力はいただいている

というお話でございました。その辺は高く評価をしたいと思います。 

  ただ、その方のお話を聞くと、たまたまなんですけれども、今の担当職員が一生懸命やって

いるのかどうか分かりませんけれども、役場的には必ず異動というのがありますので、それが

来年の４月になるかどうか分かりませんけれども、異動があったときも今のようなしっかりし

た連携体制を取れるようにお考えなのか、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。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 前回、ご質問をいただいたときには、その辺のご指摘もありま

したので、それ以降は、今中心となって動いているのは班長なんですが、班長だけでなくて、

課として、その辺はしっかり把握をして、人事異動があっても次の職員に引き継げるようにし

っかり対応していきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） ありがとうございます。そのような対応をしていただきたいと思います。 

  それから、３番、環境省の住宅密集地におけるガイドラインです。これでお聞きしたいのは、

一等先に書かれている活動資金の助成というものに関しては一切答弁でなかったんですけれど

も、活動資金の助成というのは一等先に書いているんですよね。これがなぜできていないのか、

その辺の理由があるならお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） ＴＮＲ活動というのは、そこで飼い主のいない猫をトラップ、

保護して、ニューター、避妊手術をして、そしてリターンですからまた同じ場所に返すという

ことになりますので、その預かった猫をまたそこに返すわけです。ただ、避妊手術をしている

わけですから、それ以上は殖えない、１代限りということになると思うんですが、その活動資

金を準備しにくいというのは、やはりそのリターンというものがあるわけです。そうなると、

そこの地域でその猫を見るということが前提になっていますので、地域の理解がないと、なか

なかそういった活動に対しての援助といいますか、それは難しいのかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 今の課長の答弁を聞くと、地域猫のほうに触れなければいけないという

ことなので、それは後ほどということにします。 

  では、４番、５番は関連がありますので、一括で再質問をいたします。先ほどからのお話を

聞くと、宮城県の獣医師会の助成金、これは上限が決まっていますよね。よろしいですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 去勢手術の場合ですと6,000円、不妊手術の場合ですと１万

2,000円が上限になっています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○10番（桜場政行君） この近隣の動物病院で、不妊去勢の手術を受けたらどの程度の費用がか

かるか。そこには恐らくワクチンの接種も含まれると思うので、その辺も含めてその料金がど

の程度か、把握はしておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 一般的な金額ですが、不妊手術となると大体２万円から５万円

くらい、去勢手術であれば１万円から２万円くらいと言われております。さらにそれにワクチ

ンとなれば加算されるんですが、すみません、ワクチンの額までは把握しておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 例えば、獣医師会の助成制度は上限があって、雌の不妊が１万2,000円、

雄は6,000円ですよね。実際に手術をすると、今、課長がおっしゃったぐらいのお金がかかる

んです。この差額というのは大きいですよね。例えば、自分が好きで買ってきた猫を不妊とか

去勢手術をするなら、これは納得がいく話なんですけれども、例えば飼い主のいない猫をしっ

かりと手懐けて、捕獲をして、それで手術をする。その差額というのはどうしているんでしょ
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うか。その話は聞いたことございますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 地元の獣医師の方にお伺いはしたんですけれども、大体年間、

１つの病院で10件ぐらいそういった手術をしているそうです。ですから、町内で30件ぐらいあ

るようなんですが、県を通じて獣医師会の助成を受けて手術をしていると。じゃあその猫はど

うなるんでしょうかねというお話を伺ってみましたら、ほとんどの場合はその方が自分で引き

取る。引き取りたいためにそういった手術を助成を受けて行っているということのようです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 動物愛護の方たちは、近隣周辺の動物病院で手術を受けると物すごく値

段が高いということで、別ルートで手術を実際行っているんですよ。 

  ちなみにですけれども、３年間の動物愛護の方が保護をした猫数とＴＮＲをした数をお知ら

せします。2020年度は保護をした猫が53匹、ＴＮＲを行ったのが12匹、2021年は保護が67匹、

これは船岡の名前を言ったらなんですけれども、多頭飼育をしている関係もあったのでちょっ

と増えたというお話も聞いておりますが、ＴＮＲが53匹です。2022年の私が聞いたのは11月だ

ったので、そのときは保護48匹、ＴＮＲが21匹なんです。ＴＮＲを合計すると86匹なんです。

手術費用全てが愛護団体の方たちが出したとは言いません。やっぱりお願いですから私がちょ

っとお金を出しますので手術をしてくださいという例もあるんですけれども、全てがそうじゃ

なくて、実費もかなりあるそうです。そうした場合、すごい金額になりますよね。単純に３万

円で例えば計算しましょう。86匹掛ける３万円だと258万円。例えば、去勢の場合は１万2,000

円なので、それでも103万2,000円かかるんですよ。愛護団体の人たちが幾ら自腹でこの手術を

行ったかどうか、僕はそこまでは聞いていないんですけれども、この話を聞いて町は、課長も

含めて、町長も含めて、どのように受け取りますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） こういう話を聞くと、やはりその方々には頭の下がる思いとい

うことにはなります。 

  つながれ動物命でしたか、そういう名前で活動していると思うんですが、ホームページなん

かを見ますと、寄附のお願いということで、一生懸命活動されているというふうには思ってお

ります。あと、先日ホームセンターのほうに行ったときに、たまたまその活動をやっている

方々がいらっしゃったので、ちょっとのぞいてみましたら、そこでいろいろな猫に関するグッ

ズ、そういったものを売って、その収益金を手術代に充てているというようなことでしたので、
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それでも足らずにそういった方々が自腹を切っているというふうな状況だと理解していますが、

町としましても、そういった助成にできればいいのかなという思いはあります。 

  ただ、どうして猫になのか、あるいは猫の好きな人もいれば猫を嫌いな方もいるだろうし、

そういった中で町全体として住民の方々がこういった活動に対して理解を示してくれる、そう

いうような状況になってくれば、町としても動きやすくなるのかなとは思うんですが、現状で

はなかなかその補助ということは難しいのかなと考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 先ほど、課長のほうからＴＮＲ活動は説明していただきました。今質問

している飼い主のいない猫の扱い方というか、そういうことを含めて、動物愛護の方たちも含

めて、なかなか同僚議員でもあまり把握をしていない議員もおられると思うので、改めて今度

は地域猫というのはどんな猫なのか、その辺を同僚議員にも分かるように説明してもらってよ

ろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 先ほど、ＴＮＲということでお話ししましたけれども、結局、

飼い主のいない猫が、以前であればそういった猫は保健所によって捕獲をされて、ある程度の

期間を経て殺処分というふうになっていたと思います。ただ、平成25年の動物愛護法の改正に

よりまして、保健所のほうは引取りを拒否できるとなっているんです。相当な理由がある場合

は引取りをしますけれども、相当な理由、ただ単に手に負えなくなったとか、年を取ってきた、

病気ばかりして医療費がかかる、そういった理由は一切認められないということで、保健所の

ほうも今は捕獲しないようになっているようです。 

  そういったことで、そうなれば野良猫といいますか、飼い主のいない猫がどんどん増えてく

るのだろうと思うのですが、そこで地域猫という考え方が出てきているんじゃないかと思って

います。そういった飼い主のいない猫を地域で見守りましょうと。ただし、それを行うには、

避妊あるいは去勢手術をして、それ以上殖えないように、１代限りということで、まずそうい

う手術などを行う。さらに、元の場所に戻すわけですから、そこでその猫たちを今度は見守る

ことが必要なわけです。餌をやったりとか、あるいはふん尿といったものの片づけ、そういっ

たことをしないといけない。それを誰がしますかというと、地域でやりましょうというのが地

域猫という考え方で、手術を終えた地域猫は耳をＶ字にカットすると。桜の花びらのように、

さくら猫と言われていますけれども、それを地域で見守りましょうというのが地域猫の考え方

だと思っております。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 課長、説明ありがとうございます。まさにそうですよね。Ｖ字にカット

した猫の耳が桜の花に似ているから、さくら猫。その話を聞いたときに、柴田町が桜で結構有

名なので、何か関連づけることができないかなと思って、後ほどその話もちょっとしたいと思

うんですけれども、町の飼い主のいない猫に対する対応なんです。 

  町として飼い主がいない猫の対応ですが、動物愛護法が今、課長から言われましたが、２度

ほど改正されているんです。ところが、日本全国に動物愛護の意識が変わっていく中で、本当

に今のままでよろしいんですかと思うんです。町民に、飼い主がいない猫の対応は、餌をやら

ないように指導しています。看板にも、餌をやらないでくださいと。餌をやらないで、飼い主

がいない猫の解決策になりますか。私が聞いたら、その程度の対応だったら、絶対解決しない

というお話を聞いています。ここを真剣にしっかりと町では考えていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。お答えください。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 確かに、餌をやらないようにということで、町のほうもそうい

った猫の苦情が来たときには、先ほど町長答弁にもありましたけれども、餌をやらないでくだ

さいという言い方はしています。ただ、それはそこで迷惑を被っている方がいらっしゃるわけ

です。ですから、その迷惑を被っている方からすれば、やっぱりそこで餌はやらないでほしい

というふうになると思います。 

  ですから、町の今の指導としては、まずは餌をやらないでくださいと。そうすれば、そこに

は来なくなりますというのが最初になると思います。その次の段階として、じゃあその餌をも

らえなくなった猫をどうするかということになるかと思うんですけれども、それが地域猫とい

うふうになっていくのかなと思います。 

  ただ、今、町としても、地域猫ということを積極的に周知しているわけではありませんので、

またその活動をしている方も、役場、町で把握しているのは、今のところお一人です。町内の

方です。そのグループはあると思うんですけれども。ほかにも、ＴＮＲ活動ではないにしても、

そういった猫の保護に携わっている方というのは恐らくいらっしゃると思います。ただ、そう

いった方から、町のほうで今のところそういった話は、すみません、私はちょっと聞いていな

いんですけれども。 

  ですので、ＴＮＲ活動、今一生懸命テレビやラジオでも地域猫、さくら猫ということで宣伝

しておりますので、町としましても、今いろいろ情報をいただいているその方とお話をして、
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あとは恐らくそういう活動をしていると、猫を追いかけるわけですので、あとトラップするわ

けですので、何をやっているんだろうと周りに誤解を招く、そういったおそれもあると思うん

です。間違ってその人の土地に入っていってしまったりとか、そういったこともあるかもしれ

ませんので、そういった活動をしている方には、そういう活動をしているということが分かる

ような、例えばベストとか、あるいは帽子、腕章とか、そういった猫の保護活動をしていると

いうことを周りに理解してもらえるような、そういったものを町の公衆衛生連合会のほうに相

談をして、そういったものが対応できないか検討していきながら周知活動を行っていきたいと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 以前に質問したときには、本当に、まず捕獲するにはその猫になじまな

ければいけないし、猫が警戒をなくすためにも、まず餌をやって二、三か月かかるということ

でございました。そのときに、近所の方が、何者か分からない人が毎日決まった時間に餌やり

に来るので、それで不審者に思われたということがあったので、補正でベストとか、腕章とか、

通るかどうか分かりませんけれども、しっかりと補正予算でやってくれるような話だったので、

まずそこが一歩進んだかなと思いますので、前向きにしっかりと取り組んでほしいと思いまし

た。 

  先ほど来、町の対応として、やっぱり本当に餌をやらないでくださいだけなんですよね。だ

から、例えば動物愛護の方が本当にこういうことで困っているんですけれどもと言っても、町

でやれることというのは、現場を見てちょっと注意をする、餌をやらないでくださいと、それ

だけしか指導できないんですよね。だから、担当課の班長も、いや、我々職員的にはやれるこ

とには限界があるんだと。だから相談している愛護団体の人たちも、はっきり言うけれども、

町長はちょっと動物が苦手だという話も聞きましたけれども、とにかくこのままでは対応がで

きないんですよ。 

  それで、通告書にも書きました。時間も体力もお金も、４年間でもう本当に疲れ果てたと。

なぜだと思いますか。今の町の対応だと、飼い主のいない猫がどんどん増えるばかりなんです

よ。そうすると、徐々に住民の方たちも、そういった愛護団体の人たちがいますという情報を

得て、その方たちに集中して連絡が行くんです。実際、四、五名で動いているんですけれども、

小さいお子さんを持つ夫婦の方もいますので、課長がご存じの方が中心になってやるんですが、

その方は50代でパートで働いていて、20代と30歳になった子どもがお二人いるんですけれども、

そのお子さんからも、「４年やってお母さんたちが疲れている。お母さん、あれですよね、五
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十幾らになっているんだから、実際はそんな活動をしているんじゃなくて、もうちょっと老後

のためにお金をためなければいけないよね。何年やるの。あと10年も15年もやるんですか」み

たいなお話も言われていると。 

  そういう話があるので、とにかく今の状況が進んで、町の対応が、今のような状況だったら、

正直、桜の町でもあるけれども、猫の町になる可能性もあるんです。正直、これから飼い主の

いない猫というのは、恐らくこのような状況が続いたら社会問題になってくる。たまたま今朝

の河北新報を読みました。県議会の11月会議でも、飼い主のいない猫に対しても一般質問して

います。村井さんは、助成の金額をちょっと増やすかもしれないという前向きな答弁でしたけ

れども、本当に今ちゃんとしないと、私はまずいと思うんですよ。 

  私は、ぜひとも、猫に餌をやらないでくださいではなく、逆の発想で、飼い主のいない猫に

餌を与えてくださいとしたほうが解決策になると思うんです。ただし、不妊・去勢手術を当然

する、ふん尿の後始末もする、食べた後の片づけをする。これを周知徹底して実践することが、

今後の本町の本当の取組と私は考えていますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） なかなか納得のいく答えを出せないで申し訳ないと思っています。町

民環境課長が話すように、ここの肝は、ＴＮＲとか愛護活動に賛成する住民もいるし、特にＲ

という部分について駄目だという町民も多数いるという中で、法律もないし、様々なコンセン

サスもない中で話を聞いても、やはり役場としてできる範囲というのも限られていると思うん

です。 

  ただ、たった一つ、先ほどから話をしているし、議員のほうから言われているんですけれど

も、地域のいわゆる理解と協力体制があれば、町は地域交付金という形で補助もできます。例

えば、行政区、町内会、愛護会のほうと話をして、うちの町内会の困り事として猫問題がある

ので、これに取り組もうと、いわゆる交付金事業として起こそうというのであれば、今交付金

事業の中にそういうメニューが入っているかどうか分かりませんけれども、大きな問題として

できるように、交付金の補助事業が使えるような対策は考えたいと思います。 

  まずは、役場じゃなくて地域の方々と綿密に丁寧に話していただきたい。地域の方針を少し

役場に伝えてほしい。そういうお願いをせざるを得ない状況だということをご理解いただきた

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。 

○10番（桜場政行君） 飼い主がいない猫に餌づけをして、１匹、２匹から始まった猫が25匹か
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ら30匹に増えた実例があります。うちです。うちの店舗のある方が、今でいうならもう70歳を

過ぎているんです。もう目の前に、今はないんですけれども、金融機関がありました。そこの

行員さんに、25匹から30匹になったときには、本当に桜場さんって猫が好きなんですねと言わ

れて、本当に私が二十五、六匹、30匹飼っているような感じ。恐らくだから近所の人もそんな

ふうに思っていたと。当時、地域計画をつくるに当たってアンケートを取ったんです。一番の

問題点は、野良猫だということでした。本当に、ふん尿。とにかく、ふんは取らない、尿はそ

のまま。猫の尿というのは本当に臭いんです。うちは商売をやっている関係上、特に夏場なん

てくると、何だ、この家に来ると臭いねとかよく言われたんです。一応、ホームセンターなん

かで一生懸命やっていたんだけれども、二十五、六匹ですから。一定のところにやるんです。

臭いが本当に大変だったんです。 

  そんなときに、そういう活動をしている例の方がおいでになって、説明を受けて、僕はすぐ

区長に相談をして、お話を聞いているから不審者と思われないように、区長に、こういう方が

こういう形で今度やりますよという形で、相当数時間がかかったんだけれども、今はゼロです。

だから、そういう活動をすればいなくなるんですよ、実際。 

  今、飼い主のいない猫のことで連絡が来たら、環境指導員とか、職員等を含めて、例えば動

物愛護の方も一緒に行ってもいいですよ。それで区長なんかに説明をして、先ほど言ったベス

トとか、そういうものを着て、こういう方たちがこういう活動をしますからご理解くださいね

と言って、区長さんたちが区民の方たちに、こういう活動をしているので不審者じゃありませ

んみたいな説明をすればできるんですよ。だから、本当にこういう取組というのは、僕が実体

験として経験しているんです。 

  だから、先ほど副町長が交付金に関してもお話があって、それもちょっと前向きにお話を進

めてほしいと思うんですけれども、今のＴＮＲ活動をしっかりと根づかせるように、町もしっ

かり動いてほしいと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 今の議員の町内会で取組をやったということについては、前も聞いて

いますけれども、まさにそこが解決の道筋かと思っています。ぜひＴＮＲというか、愛護活動

をなさっている方たちについても、今は地域の住民の方たちの理解を得るというほうにやって

もらったほうが、結果は早く出ると。そうすると間違いなく交付金事業として、自治会なりが

きっちり決めていただければ対処します。２分の１の補助でいけますので、それについては支

援ができるという形になるかと思います。ぜひその方向で、議員のほうも進めていただきたい
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と思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 副町長がおっしゃられた方法もしっかりと進めていきたいとは思ってい

ます。 

  それから、公益財団法人どうぶつ基金の行政枠なんですけれども、これは塩竈市、確かに１

か所です。町のほうとしては、公益社団法人宮城県獣医師会が実施する助成金のほうを利用し

たほうがいいということでしたね。これは例えば上限があって、４月から申請が始まると、い

つも毎年どのくらいで申請が終了するのか。上限の金額が決まっていますから。これは制限枠

があるんですけれども、その辺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。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 大体年間の予算が700万円ぐらいと聞いています。去勢、それ

から不妊、もしその手術が同数いたとした場合で、恐らく400匹ぐらいで予算はなくなるのか

と思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 先ほどからお話し申し上げますけれども、そういった愛護団体の人たち

が申請するときは、連絡が急に入るんです。現場の確認をして、捕獲まで何か月か時間をかけ

て、なかなかこれを申請するチャンスが使えないと。要するに、10月、11月ぐらいには上限に

達していて終了しているというパターンが多いんです。 

  それで、公益財団法人どうぶつ基金の活用ということで通告を上げているんですけれども、

それは町のほうとしては、塩竈市だから病院が遠いからということで前向きではない返答をも

らったのですけれども、この愛護団体の人たちは福島県いわき市まで手術に行っているんです。

塩竈市なんて全く遠いと思わない。 

  それに、どうぶつ愛護基金のほうは、今言った宮城県の医師会の助成金に比べると、もっと

もっとメリットが多いことがあるんです。これは課として、どうぶつ基金のほうをお調べにな

ったことはありますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 直接どうぶつ基金のほうに電話をかけまして内容を伺ったんで

すけれども、助成の金額は非公表のようですので、幾らかというのは分からないんですが、獣

医師の方に聞いたところ、逆に少ないということで、正直言って割が合わないんだというよう

な、そういう話があったものですから、ちょっと今の桜場議員のお話とは逆になってしまった
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んですが、もしかするとそういったこともあって、なかなかその助成を使って手術をしてくれ

る病院が県内に少ないのかなと、１つしかないのかなというふうに、こちらでは理解しており

ました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 私が調べた範囲では、宮城県獣医師会の助成制度と比べれば、去勢手術

は実施していないので、不妊のみだと思います。それで、手術料は無料。それから、獣医さん

の出張手術も可能です。それから、今お願いしている獣医師さんがどうぶつ基金のほうに連絡

をしてオーケーさえもらえれば、柴田町にも恐らく来てもらえるという話なんです。それから、

多頭飼育崩壊現場の支援も、個人とか団体だったら駄目なんですけれども、行政枠なら可能な

んです。それから、応募期間は、行政枠では年中受付です。これだけ見るだけでも、やっぱり

柴田町としても素早く手を挙げて申請すべきだと思いますよ。 

  それから、誤解のないように言いますけれども、私は通告で、動物愛護の方々のということ

で、連携と言っていますけれども、こういった基金は動物愛護の方じゃなくても、飼い主のい

ない猫でしっかりと見つけて餌やりをして捕獲して、動物病院で不妊関係の手術をしている人

もいるんですよ。だから、そういった人たちも全て対象ということなので、その辺は間違って

ほしくないんですけれども、この辺の情報というのは執行部としては捉えてはいなかったので

すか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） まず、行政枠のほかに一般枠もあるというのは、それは知って

いました。あと、出張してくれる獣医師さん、聞いたところによると岩手県からその獣医師さ

んは車で来て手術をしてくれるというような話は聞いています。ただ、その方、無料というの

は聞いていませんでした。やっぱり幾らかの負担を出していると。ただ、この辺の病院で手術

するよりは大分安くしていただけるというところまでは聞いております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） しっかり全て載っていますので、私の一般質問が終わった後に確認して

いただきたいと思います。 

  この制度は、オーケーが出れば物すごくいい制度ですので、本当に前向きにしっかりと取り

組んでいただきたいと思いますので、その辺、新たに調べてもらえますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） もう一度、どうぶつ基金についてよく調べまして、活用できる
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ものであればそういったものを活用して、あとは住民の方にもこういう制度がありますという

ことを周知していきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 補助金制度です。なかなか町のほうは補助金制度ができないということ

でありましたが、どうなんでしょうか。執行部的には、先ほど私、言いましたが、動物愛護の

方だけに特化した補助金というような勘違いはなされていなかったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 動物愛護の方を通じて行うというのが一般的なのかなと。一番

そういうのに詳しいですから、助成の内容とか。ただ、先ほど言いましたように、行政枠のほ

かに一般枠もあるということは、こちらでも把握はしておりました。それも聞いたところ、全

国から物すごく殺到しているような状況で、なかなかそれを使える方は少ないというような電

話でのお話がありましたので、現実的には、一般枠に関してはなかなか順番が回ってこないの

かなと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） ちょっと時間がないので、２つほど提案させていただきたいと思います。 

  ふるさと納税の寄附の使い道、なかなか助成関係、補助金関係に対して厳しい答弁ばかりい

ただいたので、ふるさと納税に、その他の目的達成のために町長が必要と認める事業、これは

総合計画に、例えば猫の飼育ということになれば恐らく関連があるので、これも９つ入ってい

ますよね。ということで、できれば、人と猫が互いに共生できるまちづくりというような項目

で、１つこれを入れてもらうことは可能ですか。それとも、検討の余地はありますか。どうで

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 町が通常やっているふるさと納税の目的については、個別の事業とい

うものには該当させていないんです。もっと大まかでやっています。今、議員が、もしもふる

さと納税を考えるのであれば、一番近いのはクラウドファンディング、もう少し自治体が関わ

るのであればガバメントクラウドファンディングという手法もあります。ただ、これを使って

もらうときに一つだけ注意していただきたいのは、１回限りだということです。つまり、通年、

これから何年も運営していくための補助ではないと。そういう形で、収支計画を自分たちでつ

くりながら、当面の資金計画としてそれを使うというのであれば、クラウドファンディング、

もしくはガバメントクラウドファンディングという手法は考えられるかと思います。相談には
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応じたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 最後にガバメントクラウドファンディングの提案をしようといたしまし

た。副町長、じゃあこれは、町長でも構いませんけれども、前向きに少し考えてもらえるとい

う捉え方でよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 幾つか私のほうからも提案したんですが、まずは自治会なり地域との

話合いのやり方について、運営の計画として考えていただきたいと。当然、何年かにわたる計

画になりますので、収支、当面の資金計画、そういうものを少し明らかにする。運営体につい

てもはっきりしていただいて、どういう形での地域とのつながりを持っていくんだというふう

な形ができれば、町がガバメントクラウドファンディングに踏み出す納得は得られるのかなと

思っています。相談には応じたいと思いますけれども、やはりちょっとお願いしたいのは、受

けるほうも二、三人の任意団体じゃなくて、もう少し責任のある体制を考えていただきたいと。

当然、補助金とかが出るとなれば、私どももいわゆる経営とか何とかに対する監査機能も発生

していきますので、単なるお金のやり取りだけでは済まないということもご理解いただきたい

と思っております。 

○議長（髙橋たい子君） これにて10番桜場政行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。 

  午後１時再開といたします。 

     午前１１時５６分  休 憩 

                                            

     午後 １時００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。 

  １番石森靖明君、質問席において質問してください。 

     〔１番 石森靖明君 登壇〕 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。大綱２問、質問させていただきます。 

  １．本町における幼保小の連携の状況と幼児期教育の展望は。 

  幼児期の教育については、教育基本法第11条に、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な

ものとうたわれており、また幼児期に受ける教育が、その後の生涯にわたる学業達成、職業生
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活、家庭生活等で多面的に影響を与えることが実証的に明らかにされていることなどからも、

教育施策の重要課題の一つとして取り組むべきであると考えます。 

  近年は、幼児教育について様々な施策の展開が図られていますが、特に令和３年５月の幼児

教育スタートプランの発表を受け、中央教育審議会初等中等教育分科会、幼児教育と小学校教

育の架け橋特別委員会が設置され、今年３月31日の審議経過報告を公表しています。 

  幼児教育や幼保小連携に対する意識や施策の転換期を迎えている中にあって、本町において

も、これらの考え方や方向性を整理し、具体的な施策を講ずる必要があると考えます。 

  そこで、本町における幼保小連携及び幼児教育の現状、課題、今後の展望について伺います。 

  ２．三名生児童館の遊具更新を通した多世代交流の場の整備を。 

  三名生児童館の園庭に設置している大型遊具は、設置後数十年が経過しています。さらに、

構造上、安全上、特に未就学児は遊ぶことが難しい遊具であるため、児童館の利用対象に未就

学児が含まれることなどに鑑みれば、早急な更新が必要と考えます。 

  また、別の課題として、三名生児童館に接する上名生地区においては、相次ぐ住宅の建設な

どで若い世代が移り住む傾向がある中において、子どもたちが遊べる公園がなく、設置を望む

声が寄せられています。しかし、新たに公園用地を取得し、公園を一から整備することは、財

政等の観点からも難しいと考えます。 

  そこで、この２つの課題を同時に解決するため、児童館の園庭を多世代が集い、憩い、遊べ

る場として、児童館遊具の更新を含め再整備してはどうでしょうか。このことにより、船岡生

涯学習センターの機能との相乗効果により、東船岡地区の地域コミュニティのさらなる向上に

もつながることが期待できますが、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 石森議員、大綱２点ございました。 

  幼保小の連携でございます。先ほど、安藤議員にもお答えしておりますので、重複するかも

しれませんが回答させていただきます。 

  幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会審議経過報告では、幼保小の架け橋プログラムの

実施等が示されており、子どもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期にふさわしい主

体的、対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で、全ての子どもに学

びや生活の基盤を育むことを目指すこととしております。 

  中でも、保育所保育指針にも示されている幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として、10

の目標を取り入れたカリキュラムの促進が上げられておりますが、町保育所では平成30年から
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指導計画に組み込み実施しております。 

  安藤議員に既にお答えしておりますが、現在、幼保小連絡組織として、柴田町保幼小連絡会

と保幼小連絡会議がありますが、さらに今回、令和５年度からの新規事業といたしまして、新

規に配置する（仮称）幼保小架け橋リーダーを中心に、幼保小架け橋プログラムを活用し、

様々な事例を基に子どもの育ちを中心に据えた対話を通じて、相互理解及び実践を深めていけ

るよう、保育所、幼稚園、小学校の連携をより一層深めてまいります。 

  今後、さらに保育所や幼稚園の担任と学校担当が、気になる子どもに関する情報や家庭の問

題を共有しながら、やがて就学を迎える子どもたちが、幼児教育から学校教育へシームレスに

つながるように、幼児期における身近な環境に関わりや主体的な遊びを基本とした保育の実践

を通じて、子どもの資質と能力を育てていきたいと思っております。 

  大綱２点目、三名生児童館の遊具の更新等でございます。 

  三名生児童館に設置されている遊具についてですが、４人用ブランコ、大型コンビネーショ

ン遊具があり、２つの遊具は共に昭和50年代に設置されたもので40年ほど経過しております。

毎年実施している児童福祉施設等遊具点検業務委託の中で行われた専門家による劣化判定によ

りますと、修繕が必要な劣化状況が一部あるものの、継続的な使用は可能な状況であるとの報

告を受けております。そのため、児童館では毎日定期的に職員が安全点検を行うとともに、子

どもたちが安全に使用できるよう職員が活動を見守りながら使用しております。 

  今回、児童館の庭園を公園として再整備してはどうかとの議員からのご質問もありましたの

で、ご提案のとおり、現在の児童館としての限定的な利用だけではなくて、地域住民等の多世

代が利用できる都市公園として位置づけできるようにしてまいります。その際には、地域及び

保護者等からの意見を取り入れながら計画的に遊具の更新も行ってまいります。 

  次に、船岡生涯学習センターの機能との相乗効果についてですが、現在、船岡生涯学習セン

ターでは、ホールの貸出しがないときには、子ども開放広場と称し、小学生を対象に無料で開

放しております。子どもたちは、バドミントン、ボール遊び、ドッジビーなどで遊んでおり、

室内公園として子どもたちに遊び場を提供しております。 

  船岡学習センターのホール利用については、児童館に優先的に貸し出しすることもできます

ので、例えば、三名生児童館と船岡生涯学習センターの双方が開館している土曜日に、親子の

触れ合いの場として親子での地域活動を実施することも可能ではないかと考えております。 

  今後も引き続き、地域住民と子どもに関わる関係機関等と連携して、地域コミュニティの活

性化や地域における子どもの健全育成に向けた環境づくりに努めてまいります。 
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  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） それでは、大綱１問目から、ぜひ再質問させていただきたいと思います。 

  まず、幼保小の連携の取組ということでお伺いをしておるところですが、今、私としては、

本町における現状と、それから課題というところでもお伺いしたところですが、今後、先ほど

の答弁にもありましたけれども、架け橋リーダーを配置するということで答弁がありましたが、

本町における幼保小の連携のまずは現状、例えば連絡協議会、柴田町ですと保幼小の連絡協議

会あるいは連絡会議というようなものが設置されているようですけれども、これらの取組の狙

いや、現状どのような形で機能しているのかどうか、お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） では、答弁させていただきます。 

  本町における保幼小連絡会議の目的なんですけれども、先ほども安藤議員のほうにも答弁さ

せていただいたとおり、小１プロブレムの解消に向けて、幼児教育と学校教育が段差のない継

続的な接続ができるように、互いの教育現場の状況を理解、共有し、子どもたちの学びにつな

がるよう連携していく情報交換、情報共有の場と位置づけております。 

  特に、個別に支援の必要な子、俗に気になる子とよく言うんですけれども、そのことを小学

校への引継ぎとか、そういうような重要な情報共有の一つの場所ということで位置づけており

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。 

○１番（石森靖明君） ありがとうございます。 

  そういった中で出された様々な意見を、その次の小学校の教育の段階につなげていくという

意味で設置もされているのかなというところなんですが、そういった会議体、あるいは小学校

等の現場から寄せられているいろんな課題があると思うんですけれども、そういった中から現

状の今の幼保小連携に対しての町としての課題をどのように捉えておられるでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 課題については、幼児教育、例えば、本町であれば保育所、

幼稚園から小学校へ移る際の子どもたちのそれぞれの個性、言葉ではちょっとあれですけれど

も、例えば問題のある子や、そういった子どもたちの情報共有というものがうまく引継ぎがさ

れればいいのかなと思っております。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 様々な課題の共有を受けて、今回、先ほど安藤議員の答弁にもありまし

て、私はまさにこの架け橋のプログラムを実施してくださいということで今回提案しようかと

考えていたんですけれども、さっきのご答弁の中でありまして、大変一歩進んだ取組をされる

んだなということで、すごく安心していますし、またこのプログラムに対して希望を持ってい

るところだったんですけれども、そういったことで、様々な課題もあってということだったん

ですけれども、この架け橋リーダー、我々の提案をもって設置するというような経緯に至った

ということも一つだと思うんですけれども、やはりこれを置かないといけないというような課

題を何かお感じになって、今回一歩踏み込んだコーディネーターリーダーの配置ということに

至ったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 課題は幾つかございますけれども、課題の一つとして、これまで一生

懸命、幼稚園側、保育所側、小学校側、努力してきておりましたけれども、それが残念ながら

点としてとどまってしまっていたと。この点を線でつないでいく、例えば交流活動一つにとっ

ても、小学校１・２年生とだけの交流、これで終わりというのではなくて、やっぱり中高学年

との交流というのも、例えば考えられないだろうかというような、まだまだいわゆる学びの連

続性という観点で工夫すべき点があるのではないか。それをやっぱりリードしてもらう立場と

してのリーダーを設定したわけでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） これから聞くことは、後でちょっと詳しく触れていきたいと思うんです

が、今回、リーダーを配置するということは、やはり町として最初の到達目標というか、どう

あってほしいというビジョンがあったと思うんですけれども、そちらをお示しいただければと

思います。 

○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） 現在、年長児のカリキュラム、それから小学校１年のカリキュラム、

それぞれ別々で進んでいますけれども、これをお互いに情報交換することによって、学びの連

続性をつくっていくということが、まずは第一の狙いでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） まさに文科省が掲げているその狙いを、町でも実践されようということ

だと思います。 
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  今回、答弁書では、仮称で幼保小架け橋リーダーということになっていますけれども、これ

はいわゆる文科省で言う架け橋のコーディネーターということとイコールの位置づけと考えて

よろしいのでしょうか。 

○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） コーディネーターの役割も当然果たしていただかなくてはいけないと

いうふうに今考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ちなみに、このコーディネーターを来年度から配置されるということで

理解していいのかと思うんですが、この配置の財源はどのようなところから来ますでしょうか。 

○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） 文部科学省の令和５年度の概算要求等の中で、幼児期及び幼保

小接続期の教育の質的向上というのがありまして、その中に幼保小の架け橋プログラム事業と

いうのもございます。令和４年度も幼保小の架け橋プログラム事業もあったんですが、こちら

の令和４年度はモデル事業ということで、自治体で選定しているような事業だったので、令和

５年度、これからどのような形に詳しくなっていくかというのは、これから注視していかなけ

ればならないと思いますが、まずは令和５年度につきましては、今の時点では架け橋リーダー

については、柴田町の現状を把握してもらうとか、そういうことも準備等もありますので、現

時点では一般財源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。 

○１番（石森靖明君） 私も文部科学省に問い合わせました。確かに令和４年度からこの事業が

始まっていて、たしか１億8,000万円の予算でスタートしています。当初、３年なので、令和

４年度、令和５年度、令和６年度と継続して取り組めるような自治体を選考して採択している

ということでした。 

  それで、令和５年度、新規の採択はどうなのですかというお話を聞いたところ、現状やっぱ

り令和４年度から継続して取り組んでいただくところが優先で、新規の採択というのは今のと

ころ決まってないと、概算要求もまだ発表されていないところだと思うので、その予算も通る

かどうか分からないという状況で、詳しい答えは差し控えさせていただきたいということでし

た。 

  これは、例えば今回、国の予算は３年で、町としては一般財源で充てていくと、まずはそう

いった補助金等がなければ充てていくという考えだと思うんですけれども、こういったプログ
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ラムというのは２年や３年では成果が出るものではないと思うんです。一度やれば、同じ人が

ずっとというよりかは、同じ役割を持った方がしっかりと責任を持ってやっていくということ

が必要だと思うんですが、２年や３年だけでなくて、ある程度の期間、しっかりと完成形、こ

れはフェーズ１から４まであって、ＰＤＣＡサイクルのアクションの部分をしっかりやって、

次のＰに進めるようなフェーズまでしっかりあるわけなんですけれども、そこの循環がしっか

り回るある程度の期間、しっかりと雇用していただく、配置していただくような考えがあると

いうことでよろしいか、お伺いします。 

○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） 先ほど、教育長の答弁でもありましたように、架け橋リーダー

につきましては、プログラムの中のカリキュラム作成、文部科学省の中ではフェーズ１から４、

たしか３年くらいのスパンだったような気がするんですが、それで終わりということではなく、

行く行くは学力向上とか不登校対策とかにつながっていけばと思いますので、期限を切っての

３年で終わりとか、そういうことではないと今の時点では考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ありがとうございます。前向きなご答弁をいただいたと思います。 

  やはりこういったプログラムというのは、子どもたちにとって、やっぱり切れ目のない対応

をしていかないといけないという狙いで決められたものですから、そういった取組、そういっ

たきっかけづくりとなるところも含めて、切れ目のない対応をぜひお願いしたいと思っており

ます。 

  実際、来年度からこのコーディネーターリーダーが配置されるわけですけれども、このリー

ダーとなっていただく方というのは、どういった資格をお持ちの方だとか、そういったことは

想定され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） 幼保小の連携ということですので、幼稚園教育、それから小学校教育、

できれば両方の経験を持たれている方を今求め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。 

○１番（石森靖明君） ぜひそういったところに詳しいといいますか、造詣の深い方で、しっか

りと町内の幼稚園、保育所と連携が取れるような方、きっといらっしゃると思いますので、ぜ

ひそういった方と連携を取って進めていっていただければと思っております。 

  来年度からスタートすることとなると、実際今、文部科学省で幼保小の架け橋プログラムの
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実施に向けての手引き（初版）というものを公表していますけれども、流れのイメージ、これ

からいろんなカリキュラムをつくったりしていく中での流れというのは、そこの手引に載せら

れているような形で進めていくようなイメージということでよろしいでしょうか。 

○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） まずは、先ほど答弁のとおり架け橋リーダーを配置するんです

が、柴田町のまず現状等を把握してもらうことから始めてもらうことなると思います。そして、

柴田町の現状に即したプログラムの実施について、そこで国の石森議員がおっしゃった幼保小

の架け橋プログラムの手引き、そちら等を参考させていただくと同時に、あと宮城県でも保幼

小接続期カリキュラムというのも公表されて、ほかの市町村の事例等もいろいろ載っているよ

うですので、そちらのほうもこれから参考にしていくのかなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 近隣ですと、白石市が先行事例として今取り組まれているようですし、

県内でも様々な自治体でされているようですので、参考にしながら進めていってほしいと思う

んですが、私も宮城県で出している幼保小接続期のカリキュラムの実践に向けてというものを

見させていただいております。 

  その中で、先ほどの一般質問の中でもありましたけれども、幼児期の終わりまでに育ってほ

しい10の姿というのがありまして、これは実は保育所の保育方針だけでなくて、幼稚園の教育

要綱であったりとか、そこでも同じようなことをうたわれていて、目指す方向はこうですよと

いうことは設置している、所管している省が違っても、同じ方向、ベクトルで、今も進んでい

るということなんです。健康な心と体から始まりまして、豊かな感性と表現というところであ

ります。 

  けれども、柴田町としてせっかくこのプログラムを来年度から始めるのであれば、その10の

姿だけでなくプラスアルファで、柴田町としてエッセンスを加えた形でのプログラム開発推進

ということを考えるべきではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○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） まずは、この10の姿の吟味をしまして、10のうちのどこかに特化して

特色を出していきたいと現段階では考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 私は今回、もしエッセンスを加えていただけるというのであれば提案し

たいのは、宮城県内の子どもというのは肥満傾向が非常に高いと。全国でもワースト２位だっ



１８５ 

たか、かなり低いところにいるんですけれども、やっぱり幼児期の肥満というのはその後の疾

病の罹患などにもすごく影響を及ぼすこともありますし、肥満ですと運動というか、体を動か

すことがおっくうになったりとか、やっぱりそういったところにもつながってくるということ

で、この点についても幼児期からのアプローチというのは非常に大事なのかと考えております。

体を動かすことをしっかりと町として推進する、カリキュラムの中に入れていくということも

必要なのかなということで考えております。 

  例えば、仙台大学にある学科なんかはそちらを専門に教育されているということですので、

ぜひそちらとの連携なんかも密にしながら、ほかの自治体にはない共通カリキュラムを作成し

ていってはいかがかと考えますが、その点についてご見解をお伺いしたいと思います。 

○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） 仙台大学の協力につきましては、仙台大学に昨年度から子ども運動教

育学科というものができておりましたので、まさに幼児教育の専門家を育てるということで努

力されておりますので、学生の協力を得ながら進めていけたらと考えているところでございま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  今いろいろお話しさせていただいていることで、どうしても幼児期、幼稚園とか保育所の段

階でどうあって、このようになって小学校まで、小学校でつまずきのないようにということで

議論をさせていただいているところですが、やはりその受入れ側となる小学校の側の体制の整

備というのも必要なのかなと思っております。 

  現在、町では教育支援員を配置していただいているところですけれども、様々なこれまでの

答弁も聞くと、問題があると言ったら語弊があるのかもしれませんけれども、少しお世話が必

要な生徒児童もいるということです。それがいいか悪いかというのはまた別な問題だと思うん

ですけれども、担任の先生なんかと一緒に指導、教育まで踏み込めるような人員を配置するこ

とによって、よりきめ細かい様々な状況にある児童をサポート、フォローできるのではないか

と思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○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） 特別支援教育支援員につきましては、教員の免許を持っている方とい

うことでご協力をいただいております。ちょうど来週、研修会を開催することになっておりま

すので、支援員さんの声なんかも受け止めしながら進んでいきたいと思っております。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） やはり小学校１年生ですと、私も同じような年代で子どもを持っていま

すけれども、やはり慣れないところに行って、いろんな幼稚園、保育所から来る子どもたちと

出会って、過ごして、今半年たちましたが、随分落ち着いてきましたけれども、やっぱり不安

でいたりとか、そういうことが原因でちょっとお世話が必要になるような行動を取ったりとい

うようなことになっているのではないかと思いますので、そういった部分を含めてきめ細かい

対応ができるような体制づくりをお願いしたいと思っております。 

  そして次なんですが、今、幼稚園、保育所、それから受け入れる小学校の側ということでお

話をさせていただきましたけれども、先ほどの同僚議員の答弁の中でも、親御さんへの例えば

説明会をされているというご答弁がありましたけれども、保護者への教育と言ったらちょっと

語弊があるかもしれませんけれども、理解の促進だとか協力というのが必要なのではないかと

思います。 

  どうしてもこういったカリキュラムをつくってやっていく過程で、なくてもそうなのかもし

れませんけれども、いわゆるしつけを幼稚園、保育所、小学校に押しつけてしまっているよう

な現状があるのではないかと思います。そういったことも含めて、教育基本法の第10条に、教

育の第一義的な責任は親なんだと、教育という言葉を使っていますけれども、中身をよく見る

と、しつけは親の責任なんだよということを書いてあります。そういうことも含めて、親御さ

んに根本的な理解をしっかりと得た形で、ちょっとプログラムとは離れるかもしれませんけれ

ども、そういった形でも様々な角度から保護者へのアプローチというのが必要なんじゃないか

と考えますが、その点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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 安藤議員のときにも、生涯学習課で行っている子育て・親育ち講座と

いうのを紹介しましたけれども、この講座だけでなくて、今回リーダーを配置して、幼保と小

学校をつなぐカリキュラムのチェックもするんですよというようなことについては、やっぱり

これは保護者の方々にも、どちらのサイドでも伝えていただくというような形で動いていけれ

ばと思っております。保護者の方に、こういうつながりを持って育成しようとしているんだな

という姿勢を何とかして周知したいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ぜひお願いします。 

  今回の今の私の一般質問の内容も、ユーチューブでどのくらの方が見ていて、町民の方がど
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のくらい見ているのかちょっと分かりませんし、今から言うことはお叱りを受けるかもしれま

せんが、児童生徒の指導よりも、対応よりも、親御さんへの対応で手をこまねいている学校現

場があるという事実があるということはすごく耳にしますし、やっぱりそれが原因で児童生徒

に手が回らない現状もあるのではないかと思いますので、そういった教育現場からの、あるい

は教育委員会から、親御さんへ訴えかけたいことと受け止める側のボタンがかけ違えていると、

やはりそこでミスマッチが生じてしまうということも考えられると思いますから、ぜひこれま

での対応から、さらに一歩踏み込んで、実例を交えながらでもいいですし、そういった部分で

周知、それから今後つくっていただくプログラム、共通カリキュラムの展開を図っていただき

たいと思うんですが、その点についていかがでしょうか。 

○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） 保護者の方々の協力なしには、子どもたちの教育というのはできませ

んので、保護者のご理解も十分に得ながら、子どもたちのいいところを先生方には常々見つけ

出してもらって、そういったことを保護者の皆さんにも伝えながら学校を支えていただく、幼

稚園を支えていただく、保育所を支えていただくというような雰囲気をつくっていければと思

っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  柴田町内、本町の中において、今度、槻木四日市場地区に新しく保育所ができたりとか、今

後予想される町の保育所の民営化だったりとか、議論は始まっていると思いますけれども、そ

ういった転換期において、やはり幼児教育、それから小学校教育との架け橋期の重要なプログ

ラムがあったりとか、先ほどの同僚議員の答弁の中にもありましたし、常々教育長のお話の中

でもあるとおり、子どもたちがすごく様々なところで教育効果を現わしているといったところ

で、このプログラムができることによって、先ほど言いましたけれども、２年や３年では恐ら

く成果が見えるものとしては出てこないかもしれませんけれども、10年、20年先のことを見据

えながら、想像しながらやっていくことによって、さらに質の高い教育が本町の中で展開され

ていくのではないかと思いますので、ぜひ様々な知見を生かしながら、来年度以降、この架け

橋期のプログラムに臨んでいただければという要望をさせていただきまして、１問目の質問を

終えさせていただきます。 

  続きまして、２問目でございます。三名生児童館の遊具の更新をということで質問させてい

ただきました。私としては、満額の回答をいただいたと思っているところでございます。 
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  答弁の中で幾つか確認をしたいことがございます。今ある遊具で修繕が必要な劣化の箇所が

あるということだったんですが、どの程度あって、これは使用可能な状況だということなんで

すけれども、どのような状況であるのか。それから、修繕の状況についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 今、大型コンビネーション遊具とブランコがありますけれど

も、大体にして塗装の剝離が一番多いかと思っております。あとは、若干ですが腐食が見られ

るところもあるというような報告をいただいております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 40年ほど経過していればそうなのかなと思いますし、私も毎日児童館に

子どもを迎えに行くと、そのような状況もあるのかなというふうに思っております。 

  今回、再整備といいますか、遊具の更新も含めて再整備をしていただくということなんです

が、スケジュール感的にどのような計画で進めるお考えか、お伺いをしたいと思います。 

○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） 今回、石森議員からのご指摘を受けまして、大型遊具については

今年度の当初予算に更新する費用を盛り込むことができませんでした。さらに、塗装の剝離等

も見られましたので、今回関係課、都市建設課等が集まりまして協議したんですけれども、ま

ず児童福祉関係の職員が遊具を管理するよりは、都市建設の専門的な技術で遊具を管理し、ま

た生涯学習施設の敷地内で土日も開放できるかとか、いろいろと検討しました。 

  今回、町長が答弁申し上げたとおり、再整備をしていくわけですが、当然その撤去だとか、

あとは住民の要望を例えば聞く作業だとか、また図面等を起こす実施設計等がありますので、

まだはっきりとした年度ごとのスケジュールは決めてはおりません。 

  しかしながら、今年度あえなく当初予算に盛り込めなかったということもありますので、こ

ちらについては令和５年度の当初予算の編成作業の中で見通しを立てていきたいと考えてござ

います。 

○議長（髙橋たい子君） 都市建設課長、どうぞ。 

○都市建設課長（池田清勝君） 加えてになるんですけれども、町長の答弁のほうで、都市公園

として位置づけるということで進めてまいりたいということで答弁させていただいております。

つまりは、条例を改正して、柴田町の都市公園条例のほうにこちらの部分を公園として設置す
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るということでお認めをいただかなければならないということになりますので、まずは議案と

して提出をさせていただいて、お認めをいただくということが、まず前提になると考えており

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 町長、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） 実は白石市の学校遊具の問題、それから西住児童館の問題がありまして、

やっぱり現場から劣化をしているという報告がありますと、すぐにでも遊具の使用を禁止した

いという申出も議論の中であったんですが、職員がついていて遊んでもらう分には、今のとこ

ろ大丈夫だと、そういう報告書も出ているということでございますので、私としては気にはな

るんですが、絶対駄目だという報告ではないのであれば、子どもたちの利用をそのまましなが

ら、やっぱり年度末まで使ってもらったほうがいいのかなと。その間に都市公園の手続を取っ

て、４月以降は都市公園として利用してもらうということであれば、今度はどういう遊具が必

要なのか、これは利用している保護者の方々、地域の方々に聞かないと、勝手に役場のほうで

つけるわけにもいきませんので、その流れの中でちょっと時間をいただいて、早急に、危険と

いうところは早めに整備したいというつもりではおります。 

  ですので、都市公園法の手続もありますし、住民との意見交換、利用者との意見交換もあり

ますので、当初では遊具の交換の予算をつけられませんが、補正予算でやるとかということで、

来年度にはとにかく老朽化施設を更新するという事実は、もしも何かあったときに対応何もし

なかったのではないかと言われないようにするためにも、補正予算までには何とかしたいとい

う気持ちでおります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） スピード感を持って対応されていくというようなニュアンスで私は受け

止めたのですが、様々な条例の改正だったりとか、予算の措置だとかあると思いますけれども、

今後、遊具を整備していく中で、住民とか、地域の方とか、保護者の方とか、様々な方の意見

を取り入れながらということで、ワークショップとか、そういったことを恐らく二本杉公園と

かの話と多分同じになってくるのかと思うんですが、こういった話合いというのは、いつ頃か

らされる予定なんでしょうか。私としては、もうそういった方向で決まっているのであれば、

ある程度進めていくことも可能なのかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） まだ決定をしているわけではございませんので、これから準備

を進めていくということにもちろんなります。なので、時期的にいつということでお話をする
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ことはできませんけれども、こういった遊具の更新に係るワークショップ等以外にも、やはり

こちらを都市公園として管理していくということになれば、公園愛護協力会的なもののご協力

をいただいて維持管理を進めていかなければなりません。そういったご協力をいただけるとい

うことも前提になってまいりますので、そちらの調整ということでも必要になってくると考え

ているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 公園愛護の観点で言えば、今ある園庭ですけれども、あそこは児童館を

利用している親御さんが定期的に、順番を組んでいるわけではないですけれども、期間を決め

て草刈りとかをしているようなところですから、恐らくいろんな意味で協力的な地区でもある

と思いますから、その点はスムーズに進むのかなと思いますし、私もお手伝いできることがあ

ればしていきたいと思っております。 

  早々にといいますか、スピード感を持ってやっていただけるということですので、ぜひ早く

整備をしていただいて、私が訴えさせていただいております、質問させていただいた本当に

様々な世代の方々が触れ合えるような公園として整備していただくようにご要望を申し上げま

して、私の一般質問を終了させていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて１番石森靖明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。 

  13時55分再開といたします。 

     午後１時４４分  休 憩 

                                            

     午後１時５５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。 

  14番佐々木裕子さん、質問席において質問してください。 

     〔14番 佐々木裕子君 登壇〕 

○14番（佐々木裕子君） 14番佐々木裕子です。大綱２問、質問させていただきます。 

  １．防犯灯を最新ＬＥＤ灯に替える計画の進捗状況を伺う。 

  柴田町は、防犯灯リース事業（ＬＥＤ化工事）として、令和４年度、町内にある防犯灯約

3,600基のうち3,000基を一斉に最新のＬＥＤ灯へ交換予定です。これで町内の防犯灯が全てＬ

ＥＤ化となり、夜間の交通安全や防犯対策の向上、ＣＯ２削減や維持管理にかかる電気代の削
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減などが期待されます。 

  そこで伺います。 

  西住地区から交換が始まっていますが、現在の進捗状況はどのようになっておりますか。 

  ２．自転車走行マナーの啓蒙を。 

  自転車は、免許なしで気軽に乗れる一方、歩行者にとっては凶器になり得ることがあります。 

  事故を起こした場合の代償は大きく、これまでの事例では、未成年者の自転車事故をめぐっ

て、神戸地裁は親に対し9,500万円と高額賠償を命じる判決を出しています。 

  平成25年12月と平成27年６月１日の道路交通法の改正により、自転車利用のルールが厳しく

なりました。そのような中、最近では新聞、テレビ報道等で、自転車走行における横断歩道の

渡り方や信号無視、飲酒運転、イヤホン使用、マナー無視等々で違反切符の発行現場などが報

道されています。 

  大河原警察署では、自転車指導啓発重点地区として、ＪＲ船岡駅周辺、国道４号線バイパス

柴田高校入り口交差点周辺等で、自転車運転者の信号無視に対し指導警告を行うとともに、悪

質、危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど厳正に対処しています。 

  指導取締りが強化している中で、小中学生等は学校内での講習会などでルールについて学ん

でいるものと思いますが、一般町民の中ではルールやマナーをどれだけ把握しているのか分か

りません。 

  そこで伺います。 

  指導取締りが強化される中で、違反切符や罰則金など自分自身に科せられることがあること

を啓蒙することが重要だと考えますが、町の考えを伺います。 

  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） 佐々木裕子議員、大綱２点ございました。 

  ＬＥＤに替える計画の進捗状況でございます。 

  令和４年６月27日、指名競争入札により、施工業者が大和リース株式会社仙台社に決定し、

７月13日に契約を締結しております。 

  防犯灯の取替工事については、柴田町全域を船岡地区、槻木地区、船迫地区、西住地区の４

つのエリアに分けて、令和４年11月から令和５年２月末までに行います。作業を効率的に行う

ため、地区ごとに作業エリアや日程を町と事業者で協議して順次行っているところです。 

  現在の進捗状況は、11月中旬に西住地区から工事を開始し、現在は船岡地区の工事を行って
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おります。12月６日現在で355基の工事が完了、進捗率は11.8％となっております。 

  今後のスケジュールとして、１月に槻木地区、２月に船迫地区の順に行ってまいります。 

  なお、町内全域において工事箇所が多く、一方、短期間で効率的に集中して行う必要がある

ことから、個別の防犯灯の消灯や点滅等に対する修繕工事ができず、ご迷惑をおかけしている

地区もありますので、工事の進捗状況についてはホームページや区長会で随時お知らせしてま

いります。 

  大綱２点目、自転車のマナーでございます。 

  まず、令和３年における県内での自転車に関する交通事故は586件、うち町内で発生した件

数は10件でした。近年、町内における自転車の死亡事故はなく、負傷者は令和元年で20人、令

和２年は14人、令和３年は10人と減少傾向にあります。 

  しかしながら、県内の自転車事故の46％に交通ルール違反が認められております。町では、

第11次柴田町交通安全計画において、歩行者・自転車の交通事故防止を重点施策として取り組

んでいます。自転車利用のマナー向上の推進のため、年齢段階に応じた交通安全教室や広報啓

蒙活動を実施しています。 

  小中学校、高校では、警察署指導の下で、走行時の注意事項やヘルメットの着用等について

交通安全教室を実施しております。また、大学では、随時チラシ、ポスター等で自転車走行に

関するルールの周知や自転車損害賠償責任保険等への加入を促し、自転車の安全利用向上に努

めております。 

  一般の方々への啓蒙活動については、警察署や関係機関、団体と連携しながら、春と秋の交

通安全運動期間を中心に実施しております。本年度は５月と９月に町内ショッピングセンター

でチラシや反射材等を配布し、交通ルールの遵守を呼びかけました。 

  新型コロナウイルス感染症拡大により実施できなかった事業もありますが、少しでも自転車

の交通事故を減らせるように、お知らせ版、広報しばた、ＬＩＮＥ等の媒体を活用して自転車

マナーアップ等の周知啓発活動に努めてまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木裕子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） では、再質問させていただきます。 

  ただいまの町長答弁の中に、大和リース株式会社が競争入札で請け負うことになったという

ことで答弁がございました。その中で、直接工事を行うのは、電気工事業者という事業者がや

ると思うんですけれども、本町にも電気事業者は下請として入っているのかどうか。地元業者

がお手伝いできるような関わり方はあるのかどうか。また、下請通知などはそういうもので出
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ているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○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） 町内の電気事業者が、今回この事業に対しましての下請

工事ができるかどうかということのご質問でございますが、大和リースさん、入札前の契約の

仕様書を作る際には、町内事業者を優先して行ってほしいということの記載があったんですけ

れども、実際に大和リースと町内の事業者が検討した際、交渉した際に、ちょっと金額面のほ

うが合わなかったというようなことで、別な事業者になったということで、必ず町内事業者を

使ってほしいというような旨ではなくて、できるだけ町内事業者を優先するというような内容

だったものですから、そのような結果になってしまいました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） では、次のそういう契約のときには、その辺の文言をちょっと加味し

ながらやっていただければいいなと思います。 

  それから、今回ＬＥＤ化にするのは3,000基ということですけれども、これで町内全てがＬ

ＥＤ化交換になったのかどうか、その辺お伺いいたします。 

○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） 町内の防犯灯ということで台帳に載っている防犯灯に関

しましては、今回の事業において全てＬＥＤ化されるというようなことになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 電気料金などが、東北電力の会見では、家庭向けの電気料金が２割と

か３割高くなるとの報道がされていますけれども、今回ＬＥＤ化にすることによって、電気料

はどのように推移されておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 電気料金につきましては、値上げ分が今どのくらいに上

がるのかが、東北電力のほうから家庭用の電気についてはあったんですけれども、防犯灯につ

きましてはワット数に応じて定額になっておりますので、これがどのくらいに上がるかという

まだ情報がちょっと入ってきてございません。新年度予算を組む際には、それを加味して行わ

れるのかなと思います。 

  それで、実際に3,000灯ということでお話しさせていただきましたが、比較的新しいもの、

新しくＬＥＤに替えていたものに関しては大体600灯ちょっとくらいあるかと思うんですが、

それはそのままＬＥＤを残しますので、古い形のＬＥＤですと、例えば20ワットクラスという
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ようなものと、今新しくつけるのは10ワットクラス、10ワット以下のものになってきますので、

20ワットのものが大体200円くらいだったのが、10ワットにすることによって150円くらいまで

落ちるというふうになりますので、それが何灯ぐらいあるかという数の把握はしてないんです

けれども、交換することによって、今の差でいけば50円ぐらいは安くなるものも中にはあると

いうことで、ご理解いただければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、道路についている照明灯というのは防犯灯だけではなくて、

道路管理者側の管理する道路照明もあると思うんですけれども、それは今回ＬＥＤになった部

分の中には入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。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 今回、まちづく政策課のほうで進めているものには含まれてお

りません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、道路照明のＬＥＤ化はどのように計画されておりますか。

その辺をお伺いしたいんですけれども、防犯灯をＬＥＤ化にするべきだと思うんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○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） 道路灯等につきましても、やはりＬＥＤ化を進めていかなけれ

ばならないということで考えておりますので、これから手法も含めまして検討して、計画的に

更新をしていきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 先ほど、町長答弁の中に、西住が終わって、船岡地区のところを今現

在やっているということでした。工事を行っていますと、12月６日現在で355基の工事が完了

ということでしたけれども、船岡地区というのはどこなのか、その場所を教えてください。 

○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） 船岡地区といいますと、１区から12Ｂ区までということ

でご理解いただければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今、どこを工事しているのか、その現場は。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今現在は役場周辺、３区ということで、ちょっと前まで

は11Ｄ区だったんですけれども、こちらのほうにだんだん来ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今、３区をやっていらっしゃるということなんですけれども、では次

に１区のほうに戻ってくるのでしょうか。今現在、イルミネーションを行っておりますので、

おいでくださる皆様方の安全・安心といいますか、足元を少しでも明るくできればいいのかと

思いまして、１区というか、本町のほうと、あと旧１区というんですか、その道路に対しては

いつ頃になるのか。 

○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） すみません、１区がどの時点でできるかというのは、申

し訳ありませんが、今私どものほうに情報がありませんので、あと確認をさせていただければ

と思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） イルミネーションをやっているわけですから、夜に随分お客さんがお

見えになっております。そういう方々が、けがとかそういうものを少しでもないようにするた

めには、明るくしなければいけないと思うんですけれども、横町通りの場合は全然足元が暗い

ですよね。前にも、前にいらっしゃった課長とも一緒に歩いて見ていただいたんですけれども、

本当に真っ暗なんですよ。だから少しでも早めにその部分だけでも交換していただければあり

がたいと思いますけれども、いかがでしょうか。その辺は、工事の方とは連絡はつかないんで

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） 事業者とは、残念ながら工事予定を組んでございまして、

場所につきましてももう決まっていることになっているかと思います。急遽の変更とかという

ことは、なかなか今後のスケジュールの遅れ等にも影響しかねないということなので、１区を

優先的に前のほうにということは、ちょっと今難しいのかなと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） こういうイベントが開催されるということは分かっていましたよね。

その中でこういうものを、場所的なことを決めるときに、そういうことはお考えにならなかっ

たんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。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） 優先する順位についてなんですけれども、今現在消灯し

ているところとか、点滅しているところが何件か出てきております。町長のところにもそうい

う声がかなり寄せられているというようなことがありましたので、件数的に多いところを、最

初にまず今ついていないところを、消えているところを優先的にまずやっていくということで

計画を立てたというようなことがございます。ですので、イルミネーションの期間中にできれ

ば本当は一番よかったのかなとは思うんですけれども、防犯灯がないわけではなくて、古いタ

イプのものでも電灯自体はついているという状況なものですから、まずは消えていて、何度も

ご望いただいていた場所から進めるというようなスケジュールを組んだ次第でございます。 

  それから、先ほど１区の順番についてなんですけれども、やはり業者さんのほうでは作業効

率、そちらのほう考えながら行いたいというようなことなものですから、１区のほうを前に持

ってくるというのはちょっと難しいということで、ご理解をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、今ＬＥＤのことに関しましては、先ほどは道路照明で、道

路管理者の方はこれから計画していってくださるというお答えもいただきましたので、では次

の質問に移らせていただきます。 

  まず、自転車では、大河原の先ほど啓蒙ということで質問させていただきましたけれども、

いろいろ答弁いただきました中に、仙台大学では随時チラシとかポスター等とか、自転車走行

に関するルール周知などを行っているようです。やっぱり大学生ですから、常に自転車を活用

するというのが多いもので、そういうことを随時やっていらっしゃるのかと思いますけれども、

柴田町では、こういうチラシとかポスターとかを作る予定はありますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町独自のチラシ、ポスターというのは、今までなかった

と記憶しております。実際に警察署のほうで、宮城県警のほうで、いろんなそういうポスター

関係、チラシ関係を作っていらっしゃいますので、そういったものを活用しながら啓発をして

いっている次第でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） お知らせ版じゃなくて、回覧でそういう警察のほうからのチラシとか

はよく回ってくるんですけれども、字がいっぱいで何かインパクトがないというか。あれでは

全部読む人がいるのかなと思うような形なので、もうちょっと見た目にインパクトのあるよう
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なものを出していただければありがたいと思うんですけれども、自分たちには何か罰則金とし

てそういうものがかかってくることもありますので、そういうことにつながらないように、少

しでも皆さんに分かりやすいようなチラシなりポスターなども、そういうふうにやって発行し

ていただければと思いますが、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） 県警のほうで作っているチラシ類なんですけれども、イ

ラストが入ったもので、回覧とかで回ってきているものを私もしっかりと最後まで詳細に見て

いないんですけれども、ワンペーパーであれば、例えば秋の交通安全運動の最中とか、そうい

ったことであれば自転車のルールを守りましょうというような内容がイラストつきで入ってい

たりとかするので、私はこれしかよく見ていなくて、すみません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） そういうものをもうちょっと分かりやすくして、回覧とかで回してい

ただけると、高齢者にとってはありがたいですが、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） 私も見て分かりやすいものを皆さんにご覧いただけるよ

うに努力したいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 昨日、同僚議員から歩道の話がありましたが、歩行車も自転車も両方

通れる、いわゆる自歩道は柴田町の中に存在しますか。柴田町でありますか。 

○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） 柴田町の歩道についても、自歩道として整備して台帳に記載し

ている路線はございますが、ただ自転車も歩行者も一緒に通行となる場合には、公安委員会の

ほうで指定が必要になるものと理解をしております。路線としてはございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 代表的なところで、場所はどの辺になりますか。ちょっと教えていた

だきたいのですけれども。 

○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） ほぼ広い歩道のある路線についてはそのようになっております

が、新栄通線なんかも自歩道という取扱いにはなってございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○14番（佐々木裕子君） 歩行者も自転車も通れるような自歩道の幅というか、広さというか、

そういう基準はあるんでしょうか。何メートルとか。 

○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） 基準の詳細までは、すみません、ちょっと不明なんですけれど

も、やはり歩行者、それから自転車が、それぞれ通行できる幅というのがもちろんありますの

で、私は３メートルは必要なのかなということには捉えているところではございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 先ほど、まちづくり政策課長から、分かりやすいポスターというかチ

ラシを作っていただけるということでしたので、そういうものをもって、皆さんが事故なく、

また違反なく、ルールや法規を守って交通違反につながらないように啓蒙を働いていただけれ

ばと思います。 

  これで私の質問を終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて14番佐々木裕子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。 

  14時35分再開といたします。 

     午後２時２２分  休 憩 

                                            

     午後２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。 

  15番広沢真君、質問席において質問してください。 

     〔15番 広沢 真君 登壇〕 

○15番（広沢 真君） 15番広沢真です。大綱１問、質問します。 

  １．町の取引におけるインボイス制度の影響は。 

  今年度９月会議での一般質問では、来年10月１日から実施される消費税のインボイス制度に

ついて、町内業者への影響を取り上げました。しかし、インボイス制度の導入は、地方自治体

や公益法人との取引でも免税事業者に影響があることが明らかになってきました。 

  水道の土木工事発注の際には、自治体が仕入れ税額控除するために、受注業者への消費税の

インボイスを求めることになります。一部の自治体では、取引業者に対して、今後も事業を受

注したい場合にはインボイスの登録を要請しています。これは、地方自治体の特別会計や企業
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会計が民間業者と同様に消費税の納税が求められるからであります。 

  そこで伺います。 

  １）町の特別会計、企業会計では、どのようにインボイスの影響があるか。 

  ２）その他町の事業でのインボイスの影響をどう考えるか。 

  以上、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） 広沢真議員、インボイス関係２点ございました。 

  まず、１点目。水道事業会計及び下水道事業会計は、消費税及び地方消費税の申告及び納税

を要する課税事業者であるため、適格請求書発行事業者の登録を完了し、インボイス制度開始

に向けて準備を進めているところです。 

  上下水道事業の工事委託の発注またはその他取引において、原則的には相手方にインボイス

の発行を求めることになります。 

  令和３年度の実績において、消費税及び地方消費税の免税事業者と見込まれる相手方は数社

であり、その取引額の合計は約55万円、うち消費税は約５万円程度の少額取引ですので、水道

事業会計及び下水道事業会計において、特にインボイスをめぐる影響はないのではないかと考

えております。 

  ２点目、インボイス制度の導入に伴う影響として、町が運営を支援する公益社団法人柴田町

シルバー人材センターがあります。 

  当センターは、地域の高齢者である会員に対し、雇用関係によらない形で臨時的または短期

的な就業機会を確保して会員へ提供する公益的な団体です。 

  現在、会員は当センターとの請負契約に基づいて働き、消費税分を含んで配分金を受け取っ

ています。会員は個人事業主という扱いになりますが、１年間に受け取る配分額が1,000万円

を超えることはないので、全ての会員が免税事業者となっています。 

  そこで、今回のインボイス制度が導入されれば、会員がインボイス登録事業者となり、消費

税を負担するか、または当センターが会員への配分金に含まれる消費税分を負担するか、いず

れかの選択に迫られます。 

  この件については、上位機関である全国シルバー人材センター事業協会などの関係機関が国

に対して特例措置などを請願しており、現在、国側でも、当センターと会員との契約形態を見

直すことで、当センターに新たな消費税の負担が発生しないような制度を検討しているようで

すので、町も当センターと情報を共有しながら今後の状況を注視してまいります。 
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  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 広沢真君、再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 最初の質問では特別会計のことを中心に聞いているんですが、実際の財

政としては、一般会計や特別会計、企業会計もありますが、その中で今回の場合には、特例と

して、一般会計は消費税の納税を免除されるというふうになっているんですが、最初それを見

て一般会計に全く関わりないのかなと思っていましたら、インボイスの発行を求めるケースよ

りも、自治体がインボイスを発行するケースの事例というのが結構あると思うんですが、その

あたりの対応をどのようにやっておられるか、考えておられるかというの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。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 広沢議員のおっしゃるとおり、一般会計は免税には法律的になる

んですけれども、その手続上は該当しますということで、インボイスの事業者の番号は既に申

請し登録しておりまして、例としてはネーミングライツ料ですとか、あとは公民館等の使用料

について該当しますので、いわゆる町が請求書を出すときには、該当するその消費税額や柴田

町一般会計の番号を記したものを事業者に交付するようになります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 幅広くなるので、これから細かいところでインボイスで求められる事象

があって、そこでまた実際に請求書を出す場面においては、機会はそんなに、回数は変わらな

いと思うんですが、登録してあればそこは大きく問題にはならないと思うんですが。 

  あと、その際、いろんな資料を読み解いて理解が及ばなかったのでちょっと伺いたいんです

けれども、例えば一般会計において行う公共事業工事について、町と工事業者との間の消費税

の関係で言えば、一般会計においてはインボイスの対象にならないと思うんですけれども、た

だその工事の構造として、大型の公共工事の場合には、当然その受けた企業が単独でやるわけ

ではなく、下請などの契約を通じて職人さんなどを集めてやるというふうなケースがほとんど

だと思うんです。その際に、元請と下請の関係でなった場合に、例えば元請じゃなく下請のほ

うで免税業者になっている業者さんが入ってくる可能性もあるので、そのあたりのインボイス

の関係というのは、一般会計の特例にあって非課税対象だからということでインボイスを求め

るという事態にはならないのかどうかというのが、いろんな文献を当たったのですが、出てこ

なかったので、もし情報があれば答えていただければと思うのですが、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。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 特に具体的な元請、下請の関係について、情報といいますか、そ

ういう法的な指示とか、そういうのはないんですけれども、町としても指名競争入札等では、

一応優位的な立場にあります。その優位的な立場を利用して、例えば必ずインボイスを発行し

ないと町の工事等には携わることができないとか、そういうふうな排除するようなことは、ま

ず考えられません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、今のお答えによりますと、例えば全国で今回のインボイス

導入に当たって、来年度の入札参加資格の中に、インボイスの登録をしているかどうかを要件

として物議を醸した自治体もあるんですが、そういう自治体のようなことはしないという理解

でよろしいでしょうか。 

○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） そのとおり、強制はしないということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、先ほどの質問の続きなんですけれども、義務的に工事を行

う際の条件でインボイスを強制しないということではありますが、そうすると制度的に、例え

ば元請と下請の間の仕入れ税額控除の関係も含めての一般会計の特例に含まれるのかどうかと

いうことについては、明示されていないということですか。 

○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） 特に明示されていないと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そのあたりだと、私もこれからもちょっと調べてみたいと思うんですが、

若干不安として残るのは、やはり今の例えば土木や建設の構造として、単独で一つの事業をや

れる企業というのはなくて、ほとんど下請と元請の関係で、細かい作業を分担しながらやって

いると思いますが、このインボイスにかかって、免税業者の影響を受けるところは、その下請

のほうで、１次下請、２次下請なんていうこともあるとは思いますが、そのあたりのところが

非常に影響を受ける部分ではないかと予測しているんですが、そういった意味で、今後の公共

工事について、今でも例えば人件費の高騰や人材を集めるのに苦労しているというのをよく聞

きますし、そういったあたり、柴田町でも待機している建設事業が結構あるので、今後の財政

にも関わってくるんじゃないかと思っているんです。 



２０２ 

  あとそれから、今回のインボイス制度というのは、税率のアップではなくても、制度強化に

よる増税ですので、そのあたりも含めて、企業が利益を確保しようとする場合に、工事価格の

上乗せなんていうこともまるっきり考えられないわけではないと思うんですが、そのあたりの

予測というのをどういうふうに捉えておられるか、所感を伺いたいんですが。 

○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） まず、それも先ほど申し上げましたとおり、発注側の優位的な立

場を利用して、その消費税額分を上乗せするとか、またもう下請に出さないよとか、そういう

ふうな判断はまずいと思います。所感です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そのあたりは自治体の優位性を持ってもらってやってもらうんですが、

ただ現実として、例えば建設事業をやっている業者なんかは、公共事業だけをやっているわけ

ではありませんので、そういった場合の取引の中で、このインボイスを下請というか、免税業

者の下請に対して求めるなんていう事例が起こらないとも限らないというか、起こることが多

いと思うんですけれども、そういった場合に、全体的に今後の中で、免税業者が淘汰されると

いうふうな予測も多々出されているんですが、今後の公共工事というのは非常に不安定という

か、不確定要素を持っているのではないかなと思っているんです。 

  その点では、特に特別会計の水道事業などの工事というのはこれからも予想されているんで

すが、水道事業については企業会計で、会計ごとにインボイスの登録をするというふうに私は

理解していたんですけれども、その際、当然まず登録前提で言いますと、受水費の関係で、イ

ンボイスの登録というか、課税事業者になるということの理解でよろしいんでしょうか。その

あたりも含めてこんがらがっている部分もあるので、伺いたいと思うんですが。 

○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） 県からの受水費の購入に当たっては、県から町が買いますので、

県側が町に対してインボイスを、証明を発行するようになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、仕入れ税額控除をするのは、この場合だと県のほうになる

わけですね、受水費の関係だと。買うのが柴田町のほうだから、消費税の負担については県の

ほうになるということですね。分かりました。あれ、何か違いますか。その取引上の問題です

ね。 

  それで、どっちにしろというか、インボイスを求められているということは登録をするとい
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うことになるんですけれども、そうすると例えば水道事業の場合だと、お客様サービスセンタ

ーへの委託というのは、インボイスを求める対象事業になるんでしょうか。 

○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） 水道お客様センターについては、町が現在委託をしております

ので、支払い等については、請求書がセンターから出されます。その際に、インボイスの登録

での番号なり、消費税の区分等を明記したもので提出してもらいます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、その場合の課税業者というのは水道事業のほうに、町のほ

うになるわけですね。特別会計になるわけですね。インボイスを求めて、仕入れ税額控除をし

て、消費税の申告をするということになるのではないですか。 

○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） 町は、お客様センターのほうに委託料として支払いますので、

その分を仕入れ税の控除として算定しまして、税務署に申告いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 申告事業者として、町の水道がなるわけですね。分かりました。いろい

ろこんがらがっているんですが。 

  そして、その場合の工事発注というか、水道も水道管の付け替え事などがずっと続いていく

わけですけれども、その際の取引業者というのは、最初の答弁ですと免税業者と見込まれる相

手方は数社でありというふうになっていて、この方々に、町と直接取引をしている場合には、

町が仕入れ税額控除する際、この場合は相手が請求書をよこすのかな。そうすると、ごめんな

さい。こんがらがっています。答弁を見ながら言っているので。 

  取引の相手業者というのは、この答弁の中で言われているのは、工事業者ですか、それとも

例えば物品の納入業者ですか。 

○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） 先ほどの町長の答弁の中で、免税事業者が数社ありますという

ものについては、修繕、あとは物品購入の２種類になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） これは町内の業者ですよね。町内ではないですか。 

○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） 町内の事業者になります。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） それで、先ほどの建設工事の元請、下請という点で考えると、水道事業

の場合の業者というのは、元請、下請を受けるような大きな工事はあまりないと思いますが、

ただ人材を確保するのが難しいということで、数社でまとまって漏水対策を行ったなんて話も

この間聞いたんですけれども、そういう際の取引というか、その支払い関係での消費税の課税

の関係については、どのように捉えたらいいのかと思っていたんですが、いかがでしょうか。

元請、下請ではなく、共同で作業に当たったなんて話を聞いたことがあるんですが、そういう

場合はどうなるのでしょうか。 

○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） ただいま、現在でも大口径の漏水工事につきましては、上下水

道組合のほうに業務を委託しております。そして、その中で組合長とかが中心になりまして工

事実施の手配をするわけなんですが、それについては、請求に当たっては混合になりますけれ

ども、やはり代表なりの１業者と、または考えられるのはその数社同時での請求の取扱いにな

るかなと思います。まだ、それについては明確には決まってはおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 細かい事例を挙げていくと、まだはっきりしない部分が結構いっぱいあ

るというふうに思います。私も不理解な部分というか、理解できていない部分もあったので個

別の事例を挙げて言っていたんです。 

  そのほか、特別会計だけではなく、柴田町ではそういう認識ではなかったんですけれども、

学校給食の食材を納入している地産地消でやっている地元の農家がいたり、それから地元の業

者なんかが食材を入れているという場合があって、公益財団法人の学校給食協会みたいなとこ

ろを利用しているとインボイスの影響が出るというふうな話も出ているんですが、柴田町の給

食の食材、地産地消で地元から納入しているものについては、影響というのはないんでしょう

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） 地場産の野菜につきましては、給食センターのほうではＪＡみ

やぎ仙南と契約をして仕入れをしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、ＪＡのほうでは直接農家からの納入を受けているというこ

とだと思うんですけれども、その際の買取りのやり取りというのは、多くの農家が免税業者に
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なると思うんですけれども、そのやり取りというのは金銭取引であるというふうに考えていい

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） ＪＡみやぎ仙南と農家との中身のやり取りというところまでは、

私のほうで把握はしておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そうすると、可能性として、その免税業者である農家と、それからＪＡ

の間で、消費税をどう負担するかという問題があって、でもＪＡが農家を排除するというのは

あまり考えられないとは思うんですが、ただインボイスを求められる可能性があるという波及

した影響の問題もあるということは明らかになってきたかと思います。 

  そういう点で、特に、これはないとは思うんですが、今食材も物価高騰で、給食の支援をこ

の間の補正予算でも出していますが、これからの物価高騰で食材費の納入コストが増えていく

という可能性については、どういうふうに考えておられるでしょうか。消費税の関わりで。で

も、事実上の課税強化による増税ですので、この納入業者との関係で言えば、ＪＡが例えば今

だと免税業者である農家の皆さんにインボイスを出して消費税を負担してくれというのはなか

なか苦しいと思うんですけれども、そういった場合に納入を、柴田町にほかのＪＡは、消費税

の仕入れ税額控除というのをやらないで取引をするという可能性もあって、そうなるとＪＡが

その個々の農家の分の消費税を負担するといったことにもなりかねないんですが、そういった

場合、当然その納入する食材に対して価格転嫁をするということの考え方もあるのではないか

と予測もするんですが、そのあたりの話合いというのは、まだしたことはないと思うんですが、

どのように考える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。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 議員おっしゃるとおり、その辺の話合いというのは、給食セン

ターからの情報はもらっていません。ただ、先ほど給食費の賄い材料費の関係、臨時交付金を

使いまして補正予算を認めていただきました。ただ、これからも物価高騰というのは見込まれ

ることなのかなとは考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 散漫な質問になっていて申し訳ないんですが、いろんな場面で掘り下げ

ると、インボイスの影響というのがあるのではないかというのが現時点でも出てきていると思

います。 
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  それで、２問目の質問の答弁で出していただいたシルバー人材センターについて、当然この

答弁にもあるとおり、今シルバー人材センターに登録をして仕事をされている方一人一人は少

額の収入で働いておられる方で、免税事業者に当たるわけですけれども、やっぱりその際、先

ほど来言っているとおり、仕入れ税額控除をシルバー人材センターが行えるかどうかというの

が非常に大きい問題になって、負担できない場合には、これは全国推計ですけれども、消費税

約200億円を全国のシルバーセンターでまとめてというか、負担しなくてはならないと思って

いるんですが、そのあたりを例えば柴田町のシルバー人材センターは、今どのように考えてい

るかなんていう話を聞いたことがあるでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 今現在のシルバー人材センターのインボイス制度の導入に伴う

影響ということで、数ある影響を受ける事業者の中でも一番影響を受けると言われております

けれども、まず今現在、インボイス制度がそのまま来年10月から導入された場合の対抗措置と

か対策としては、例えば今現在、シルバー人材センターでは業務発注する場合、人件費の10％

を事務手数料ということでシルバー人材センターのほうにお支払いするんですけれども、例え

ばその事務手数料を今の10％から、例えば15％に増額とか、そういうふうなことで、今現在、

この答弁書にも書いてあるとおり、いろいろ全国組織とか、都道府県の組織が、今国に対して

要望しているところなんですけれども、一方では、これは柴田町だけでなく、全国どこのシル

バー人材センターでも、それに対応した措置を今検討している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。 

○15番（広沢 真君） 事務手数料を５％なり増やすというのは、結局、結果的に見ると、消費

税負担分を各登録者が負担を一部するということになるんではないかと思うんですが、その辺

の私の考えは間違っていませんか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 実際、一部ではそうとも言えるんですけれども、やはりシルバ

ー人材センターの会員というのは基本的に年金生活者で、それの補塡としてシルバー人材セン

ターで労務を提供して、その配分金を受けているという性質から、なかなかやはり各会員が免

税事業者から納税事業者になって消費税を納めるということ自体が、やはり現実的ではないと

いうようなことで、そうなるとシルバー人材センター側のほうで負担をせざるを得ない。その

ためには、当然公益的な法人ですので、営利は求めませんので、新たなそういった税負担に対

しては、そういうふうな措置を取らざるを得ないというのが、今現在の状況であろうかと考え



２０７ 

ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） もしシルバー人材センターの問題が大きく改善されないで、現行の状態

のままインボイスが導入されれば、経営の問題というか、継続できるかの危機にも関わってく

るというふうに思うんです。単純に考えれば、今、シルバー人材センターの補助金については、

町と国が同額で出していますよね。最終的に、にっちもさっちもいかなくなった場合に、財政

的に補助金等を増やす余地、考えはあるのかどうかというのも、財政サイドなのかもしれない

ですけれども、厳しいというふうには思いますけれども、そこをどう考えているか伺いたいと

思うんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） その件に関しましては、今ここでどうのこうの言えることでは

ないんですが、ただこのシルバー人材センターの問題というのは、当然、柴田町だけではなく

て、全国に1,000何ぼある団体共通の課題でございますので、そういったところはシルバー人

材センターの横のつながり、縦のつながりの中で、検討していくんだろうなとは考えておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 分かりました。 

  今後の話というのも、まだかなりいろんな部分であって、その意味でもまだインボイス制度

の全貌が明らかになっていなくて、自治体にどういうふうに関わってくるかというのも、これ

から新たに問題となって出てくることがたくさんあると思うんです。その意味でも、絶えず情

報収集を柴田町の執行の皆様はかなりされているので、そのあたりも含めて信頼はしています

が、混乱がないように準備を進めていただければなと思いますが、私本来は、インボイスの導

入には反対をしておりますので、そのあたりも含めて、ただ現状でその準備をしていないわけ

にもいかないので、そのあたりを伺ってまいりました。 

  やっぱりあちこちで混乱を招いています。特に、様々な業種で反対の声というか、最近では

意外な人たちも含めて、シルバー人材センターは前々から出ているんですが、フリーのジャー

ナリスト、それから声優、俳優、アニメーター、音楽家、それからプロスポーツ選手です。プ

ロスポーツ選手は、例えば1,000万円以下の年俸の方というのは免税業者になるのでしょうか。

そのあたりも含めて様々な方の声が上がってきていて、実際にはフリーランスも含めて影響を

受ける人というのは1,000万人以上と見込まれていて、財務省の推計ではインボイスの導入に
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よって2,480億円の税収が増えるというふうに言っていて、まさに税率をいじらないで増税を

するという話になります。 

  これから様々な問題が町の中でも起こってきますし、町の中でも声が実際に業者を中心に上

がってきているんですけれども、その意味では国の政策ですので町がどうこう言うというのは

なかなか難しいんですが、町民の間に情報が周知できるように、私も努力をするつもりであり

ますが、町のほうでも何か機会がある際には、ぜひともインボイスの中身について、特に町と

の取引に関わる業者などには、ぜひともお互いの情報を交換しながら広めていただければと思

います。 

  何しろこのまま進めば、恐らくかなり経済的にも大変な状況になるのではないかと予測をし

つつ、あした意見書案も出てきますので、そのあたりについては、ちょっと今日は散漫な質問

になりましたが、この話も参考にしていただいて、ぜひとも同僚議員の皆さんにも考えていた

だきたいというふうなことを最後に申し述べまして、私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて15番広沢真君の一般質問を終結いたします。 

  以上で一般質問通告に基づく予定された質問は全部終了いたしました。 

  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３時１０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７日 
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