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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１番石森靖明君、

２番伊東 潤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。 

  ３月４日に引き続き、一般質問を行います。 

  ３月４日の佐々木裕子議員の一般質問、下水道使用料賦課漏れの徴収状況等を問うに対する

答弁の中で訂正の申出がありましたので、これを許します。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 佐々木議員からの一般質問に対する答弁に当たり、２点の誤り

がありましたので、訂正をさせていただきます。 

  大綱２問目の下水道使用料賦課漏れの徴収を問うでありました。 

  １点目は、排水設備工事指定店への違反点数の付与制度の説明会開催時期であります。 

  「平成30年３月」と答弁申し上げましたが、正しくは「31年３月」でありました。 

  ２点目は、違反点数の付与制度の施行の開始時期です。 

  「平成30年７月」と申し上げましたが、正しくは「31年４月」の誤りでありました。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木裕子さんよろしいですか。 

  12番秋本好則君、自席で質問してください。 
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○12番（秋本好則君） 12番、秋本です。 

  １問質問させていただきます。 

  １、交通弱者支援とオンデマンド交通は。 

  オンデマンドの交通は、2013年に311市町村で始まり、2020年には700市町村まで広がりまし

た。（「秋本議員、マイク口の前にお願いします」の声あり） 

  柴田町でもデマンドタクシーが運行されており、種々の改善が模索されています。 

  ここで、改めてオンデマンドの交通について質問いたします。 

  １）2000年代前半にスタートしたオンデマンド交通は、利用者のニーズへの対応が可能で、

路線バスより経費が安いというメリットがあります。しかし、デメリットとして、利用者が増

えないと１人当たりの経費が高くなるという反面、多くなると逆に対応が困難になるというこ

とがあります。また、予約が面倒で、オペレーターも必要なことがコスト高になる原因と考え

られています。 

  運行中の柴田町のデマンドタクシーは、どのような課題があると考えますか。 

  ２）みやぎ県南中核病院に通院している柴田町民で運転免許証を持たない方、高齢で運転免

許証を返納した方、近くに日常生活用品の店がなく、買物に不便を感じている方、いわゆるこ

れらの交通弱者と言われる人々がどれだけいるか把握していますか。 

  ３）柴田町都市計画マスタープランの居住誘導区域では、生活便利施設を集めるようなイン

センティブを設定すると思いますが、高齢者の移住は容易ではありません。その結果、高齢者

の多い集落が周辺部に点在するというようになると考えています。これを交通軸でつなぐこと

は現実的には困難と思われ、補完するオンデマンドの交通が必要になってくるのではないでし

ょうか。 

  策定中の都市計画マスタープランでは、オンデマンド交通はどのような背景で何を解決手段

と考えていますか。 

  ４）オンデマンド交通も種々の形態があります。一例として、Ａ、定路線型、決められたル

ートで予約があるときだけ運行する形態。Ｂ、エリアデマンド型、定路線をベースに、予約に

応じてその都度変更し、乗合ポイントによる形態。Ｃ、自由経路型、運行ルートは定めず、予

約に応じて乗合ポイントをつないで目的地まで行く形態。Ｄ、ドア・ツー・ドア型、運行ルー

トも乗合ポイントもなく、利用者の家まで行く形態などが考えられていますが、柴田町にはど

のタイプが適していると考えますか。 

  ５）これまでのオンデマンド交通の課題を解消するシステムが2000年代後半に出てきていま
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す。これは、データセンターのサーバーを共同で利用するもので、オペレーターを必要とせず、

到着時間を守りながら、30分前の予約にも対応できるシステムです。三重県玉城市や山梨県北

杜市など、全国65か所で採用されています。 

  システム費用として、初期費用に50万円、毎月10万円ぐらいの経費が必要ですが、300万円

以上経費が必要な現在のシステムよりずっと効率的と思います。 

  検討しましたでしょうか。 

  ６）デマンドタクシー利用者の要望に中核病院までの乗り入れがあります。村田町は、オン

デマンド交通の延伸を大河原町公共交通協議会に申請しましたが、拒否されました。角田市は、

借り上げ方式で中核病院まで乗り入れを実現していますが、改善点が見つかり、４月から修正

していくそうです。 

  柴田町は、何か方策を考えていますか。 

  ７）これまでの経験を基に、試案を提案いたします。 

  提案Ａ（１）デマンドタクシーの目的地で集約ポイントが分かるので、それを回るＡ型の定

路線オンデマンドを定額運賃で設定する。 

  （２）その上で、中核病院にポイントを設定して、出発点か終点をポイントにする借り上げ

タクシーをオンデマンド交通にする。 

  （３）オンデマンド交通の利用者に登録証を発行して、初乗り運賃680円を町が負担する。 

  月曜から金曜までの午前８時から午後５時までの時間制限タイプであれば、タクシー業界の

圧迫にもならず、中核病院までの足と交通弱者の足の確保ができると考えます。 

  提案Ｂ、65歳以上の方に登録してもらい、交通弱者対策の福祉タクシーとして運行する。 

  介護保険対象の介護保険タクシーとは別で、目的地等の制限はありません。登録証を提示し

て、初乗り運賃を町が負担すれば、高齢者のひきこもり対策や運転免許証返納者の課題も解消

できると思います。 

  両案とも協力者の要件を変えれば、人数制限をすることもできますし、タクシー支援にもな

り、また、都市計画マスタープランで地域公共交通としてオンデマンド交通を定義して、その

代替手段として行えば、次年度からは国も補助を検討しているとの報道もあります。 

  これらの提案に対する見解を伺います。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁をいただく前に、確認をさせてください。 

  24ページ、上から２行目、三重県玉城市と（「玉城町でした」の声あり）町ですね。 

  それから、もう１点、提案Ａの（２）番目、その上でとおっしゃいました。その他（「はい、
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その他」の声あり）その他でよろしいですか。 

  答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 秋本議員、交通弱者支援とオンデマンド交通はについて、７点ほどござ

いました。随時お答えをしてまいります。 

  デマンドタクシーはどのような課題があるかということでございます。 

  本年８月で運行開始から10年目を迎える柴田町デマンド型乗合タクシーはなみちゃんＧＯの

現在の課題についてですが、本年度実際に利用されている方や当事業に関わる事業者に直接ヒ

アリングを行いました。 

  その結果、４者の視点から見た主な課題は、まず１つ目に、利用者の視点での課題は、予約

が多い場合希望の時間に利用できないことがある。２つ目、他の利用者との乗り合いのため、

目的地への到着時間が異なる。町外への利用ができないということが主な課題として挙げられ

ます。 

  ２つ目に、事業主体である柴田町商工会の視点での課題は、デマンドタクシーを利用した商

店等町内事業所への誘導と理由促進、２つ目、利便性の向上とコスト削減の並行を図りながら

の事業運営、３つ目、事業経費や人件費などの高騰への対応ということが主な課題です。 

  ３つ目に、運行を担うタクシー事業者の視点での課題は、デマンドタクシー利用者の増加に

よる通常タクシーの利用客の減少、ドライバーの人手不足、３点目、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による一般タクシー利用者の減少に伴う事業の継続と運営の問題、これが一番の

大きな課題になっています。 

  最後に、４つ目に、当事業を支援する町の視点での課題は、町内タクシー事業者の持続的な

経営環境の整備と事業継続への支援、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による利用者の減

少と事業に係る経費の高騰による町の負担金負担の増加、町民からの要望が多いみやぎ県南中

核病院など、町外への運行、これらが主な課題であると考えております。 

  ２点目、交通弱者と言われる人はどれくらいいるかということですが、まず、交通弱者とは

自分で運転することができず、自家用の交通手段がないため移動を制約される方のことを指し

ますが、柴田町に何人ほどの交通弱者がいるのかについては、具体的な実数を把握することは

困難です。 

  今後高齢化社会の進展に伴い、交通弱者の増加が見込まれることは確実とおもわれます。 

  そこで、令和５年度からの第６次柴田町総合計画後期基本計画策定に向け、本年２月にまち
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づくりアンケート調査を無作為抽出した町民4,000人を対象に実施しております。このアンケ

ート調査項目の中に、世帯での自家用車の所有状況や外出する際の移動手段など、交通弱者の

実態を把握するための質問を組んでおりますので、今後アンケート調査の結果を生かしながら、

交通弱者の実態把握に努めてまいります。 

  ３点目、都市計画マスタープランにおいてオンデマンド交通はどのような背景で何を解決す

るのかということですが、柴田町においては、既に２つのバス会社が撤退した経緯があること

から、バスを中心とした公共交通の再構築というよりは、高齢化社会の進展によって日常の買

物や通院において車を運転しない交通弱者に新たな移動手段を確保する必要があること、また、

高齢者がデマンド交通を使って町に出る機会を増やし、地域での消費活動の活発化やにぎわい

づくり、交流機会の創出を通じて高齢者にとっても住みよい町、町なか居住の推進を図る必要

があることが背景にあります。 

  今回策定する都市計画マスタープランでは、鉄道やタクシーの利用、ドア・ツー・ドアのオ

ンデマンド交通とタクシー運賃への助成を組み合わせた交通体系を盛り込むことで、地域の足

を確保しようとするものです。 

  ４点目、オンデマンド交通の様々な形態があるが、柴田町はどのタイプが適しているかとい

うことです。秋本議員が例として挙げられた４つの形態の中では、起点と終点を定めず、利用

者の希望に応じて自宅や目的まで運行するＤのドア・ツー・ドア型で、平成24年８月から運行

しているのが柴田町デマンド型乗合タクシーはなみちゃんＧＯです。このはなみちゃんＧＯは、

利用者から大変好評を得ていることから、交通弱者にとっては一番利便性が高く、また、利用

者の約９割が60歳以上である柴田町にとっては最善な形態だと考えております。 

  ５点目、オンデマンド交通課題を解決するシステムとして、データセンターのサーバーを共

同で利用するのがあるが、検討したことがあるかと。現在柴田町商工会がデマンド型乗合タク

シーはなみちゃんＧＯで使っているオンデマンド交通システムは、インターネット回線を介し

てシステムを利用する、いわゆるクラウド型のサービスで、システム事業者が管理運営するデ

ータセンターの共有サーバーに接続して運用をしております。 

  柴田町のようなドア・ツー・ドアで運行しているオンデマンド交通にとってスムーズな運行

体制と町民の移動ニーズに応えるためには大変利便性の高いシステムであり、現在のところ何

の支障もなく使用しているとのことでございます。 

  ６点目、デマンドタクシー利用者の要望にみやぎ県南中核病院までの乗り入れがあるが、柴

田町では何か方策を考えているのかという点ですが、みやぎ県南中核病院までの足の確保につ
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いては、角田市が昨年の７月15日から市民等からの要望を受けて、角田市内５か所の乗降ポイ

ントからみやぎ県南中核病院へ運行する相乗りタクシー試験運転事業を行っているところです。 

  しかし、思ったほど利用数が伸びていないと伺っております。 

  今後は、大坂議員にも既に回答しましたが、デマンド型乗合タクシーはなみちゃんＧＯの事

業の拡充とタクシー運賃への助成などを組み合わせた方策を導入したいと考えております。 

  ７点目、これまでの経験を基に試案を提案する。これの提案に対する見解ということでござ

います。 

  提案Ａの実現については、１つに、現在運行を行っているデマンド型乗合タクシーはなみち

ゃんＧＯの運営とは別枠の事業として実施する必要があること、２つに、ドア・ツー・ドアに

慣れた町民が乗降地点までの移動や乗り継ぎを伴う新たなデマンド交通にシフトするとは思え

ないことが課題として挙げられます。 

  さらに、事業を実施するとなれば、各タクシー事業者は、運行に備えて予約受付時間終了ま

で会社や人員配置計画を立てておかなければなりませんので、そのような余裕は現時点ではな

いものと思われます。 

  ましてや、新たなタクシーの提供は、ドライバーの人手不足等により、非常に困難であると

考えております。 

  次に、提案Ｂに対する見解ですが、この提案については、大坂議員の質問で答弁したとおり、

高齢者や障がい者の方など、交通弱者に対するタクシー運賃の助成は、高齢者のひきこもり対

策、運転免許証返納者に対する支援としても今後検討していかなければならないと考えており

ます。 

  ただし、タクシー運賃の助成につきましては、地域公共交通や交通弱者の対策というよりも、

一部の特定の方を対象にした福祉施策の側面が強い事業となります。また、実際に事業の実施

を検討する際には、需要の把握や対象者の絞り込み、助成する金額、移動できる範囲、財源の

確保など、多くの課題を解決する必要があるものと考えております。 

  以上でございます。 

  町の課題の中で、２点目に、事業に関わる経費の高騰により町の「負担金の増加」というふ

うに読んでしまいましたが、「補助金の増加」でございます。失礼しました。 

○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） 町長の答弁を今お聞きしますと、Ｃに対する補助、支援というのが随分

考えられているようなんですが、全てデマンドの形は、この形のほうがいいというようなお考
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えなのでしょうか。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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 基本は、デマンド型乗合タクシーというのは続けていく

という中で、例えば町外に出るというのはデマンド型乗合タクシーですと課題が相当多くござ

いまして、それをクリアするのが難しいという点がありますので、タクシー券の助成というこ

とで補っていくというような形も考えられるんだろうと。 

  ただ、これはまだ確定したわけではありませんので、今後検討課題としております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） その場合のタクシーの補助という形なんですが、これは、柴田町のタク

シー会社という前提なんでしょうか。それとも柴田に限らずに、どこのタクシー会社でもいい

という、そういう考え方なんでしょうか。 

○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（藤原政志君） そこもこれからの検討課題にはなりますけれども、例え

ば、基本的には町内事業者、タクシー事業者ということに対する助成ということになりますけ

れども、仮に中核病院のほうに行くということになった場合に、今度中核病院のほうに乗り入

れるわけですから、そこから今度中核からタクシー事業者が、大河原のこちらのほうに戻って

くるというケースがあります。そういったものに対する、利用者に対する助成というのは考え

なければならない部分もあるかもしれないなということを思っておりまして、そうなってくる

と、大河原などの町外のタクシー事業者に対する契約行為というのも出てきますし、その辺は

ちょっと難しさがあるので、ここはちょっと検討していかなきゃならないというふうに考えて

おります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 柴田町に限らずにという、もしそれが生きてくるとすると、例えば中核

病院に行っている柴田の町民のうちの約３万5,000人いるんですね。そこからタクシーを私提

案とおり、初乗り運賃だけもしやったとして、そうすると、混乗率といいますか、１人で乗る

場合と２人で乗る場合があるんですけれども、その比率を見ると、大体８割方は１人でお乗り

になるんですよ。乗り合わせするというのは、大体２割ぐらいが限界なんですね。 

  そういうことを考えていくと、そこに行くだけで大体1,000万円ぐらいの補助金が追加して

加算されるということになると思うんですね。 

  そのほかに、柴田町のタクシーの補助ということを考えたときに、柴田町のタクシー会社だ
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けにね。そうすると、今柴田町のタクシー会社何台タクシー保有されているか分かりますか。 

○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（藤原政志君） これは、ネットの情報なんですけれども、仙南支部にお

いて、柴田稲荷タクシーがジャンボ１台、普通車13台、それから、新制度タクシー、ジャンボ

が２台、普通車が６台、それから、柴田観光タクシーが普通車６台という、一応ネットの情報

ですけれども、そうなっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 全部合わせても約20台前後だと思うんですが、20台を超えていますか。

ここで問題になるのは、柴田町のタクシー会社だけにそのタクシーを補助するとなると、いわ

ゆる独占ということになっちゃうんですよ。そうしていったときに、例えば今議会のほうで一

度宮城大学の先生呼んで、この公共交通の勉強会やったんですけれども、そのときの先生のお

話で聞くと、待ち時間として考えられるのが最大15分だというんですね。そうすると、それ以

上待つようだったら、今度違うタクシー会社なり違う交通手段を考えてしまいますということ

なんですね。 

  そうすると、その柴田町のタクシー会社だけに対する助成となってくると、もっと台数を増

やしてくれればありがたいでしょう。ありがたいんですけれども、そのお客さんはほかに逃げ

ないとなれば、もうその台数で運行していこうすると、次今出ちゃっているので、次帰ってく

るまで待ってくださいという話になっちゃうんですよ。 

  そうすると、15分で乗れるかという話になってきたときに、果たして機能するかという問題

があるんです。 

  そこを私は非常に懸念しているんですけれども、特に、現在でも槻木からタクシーに乗ろう

と思うと、もうなくて、岩沼とか亘理のほうからもタクシーが来るという状況なんですよね。 

  だから、柴田町のほうのタクシー会社にそういう補助をするのはいいんですけれども、15分

待ちぐらいでタクシーが必ず来るというような台数を何台保有すればいいかということは、何

か検討されたことはありますか。 

○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（藤原政志君） それらの検討はしておりません。 

  例えば今おっしゃられた町外への運行について、町のほうで助成するという話になってきた

場合に、これは基本的には通常タクシーという形になりますので、それから、実際に一番利用

が多いのは午前中です。午前中の場合が通常タクシーの利用が多いかどうかという部分も考え
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併せながら、そこがどのぐらいあればいいかということになりますけれども、これは私どもの

ほうで企業に対して車を購入する経費だってかかりますし、そこをこのぐらい持っていただけ

ればいいんだけれどもみたいな話はなかなか難しいのではないかなと思います。 

  もちろんその企業は独立採算制でやっておりますので、そういった点は、現状では非常に厳

しい経営状態でもありますので、難しいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 今町長答えられたような形で、デマンドを運行するというような形でや

っているのが新潟の三条市がやっているのが近い形だと思うんですね。 

  これは、行って曜日と時間、５時までだったか、６時までだったか、そのぐらいまで決めて

いて、市内611か所の乗合ポイントを決めて、そのポイントごとに移動するという形なんです

が、これは、そのデマンドという形になると、ひめさゆりという名前をつけるんですけれども、

普通乗車なのか、ひめさゆりの運行なのかというのを一番最初に聞いて、ひめさゆりの運行で

あれば、そのポイントから乗りますという形で、乗り方をちょっと変えているんですね。 

  そして、これは予約も何も要らなくて、電話かけてすぐ乗れるんです。 

  ただし、その場合、この三条市のタクシー台数は100台を超えているんですよね。そのくら

いなのと、そのような需要に応えられないということが出ていて、これが非常にこの形でやる

というネックになってきて、ある程度のボリュームがないと、結局今ある車をどんどんと回転

させるだけで、待ち時間がどんどん増えてくるという形になると思うので、ぜひこの辺は、も

しこの形でいくのであれば、このことを頭に入れて検討していただければありがたいと思いま

す。 

  それと、都市計画マスタープランの中で、これからの交通、交通軸という考えをやっていっ

たときに、それを全部デマンドで行うというのは、私は非常に無理があると思うんです。先ほ

ど言った交通、台数の問題あるし、また、同じことの繰り返しになるんですけれども、ですか

ら、それを避けるために、今のデマンドの交通を見ていくと、大体医療機関と商店、ショッピ

ングですね。その辺合わせると大体８割方はそこだけで目的が終わってちゃっているんですね。

であれば、そういう分かるところが何か所かあるのであれば、それを一定の路線で結んじゃっ

て、そして、そこに行く方々はそれで用事を足りられるようにすれば、台数を少なくして、し

かも時間を短く運行することになると思うんですけれども、そういう組み合わせというのは考

えられません。 

○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（藤原政志君） それはもちろん検討の可能性ということで、ゼロではご

ざいませんので、そういった形は検討の内容として組み入れることはできるかとは思います。 

  どの辺まで都市計画マスタープラン、立地適正化のほうに盛り込んでいくかということにつ

いては、ちょっと担当課のほうでも検討をしているところでしょうから、そこはちょっと踏み

込めないところはありますけれども、ただ、利用が限られている、利用場所が限られていると

いうところは、確かに多いところはかなり偏りは見られると思いますけれども、そういったと

ころにポイントを置くというのは、それはどういったメリットが出てくるのか。実際ドア・ツ

ー・ドアで行っておりますから、ポイントに行っているという話になるんですけれども、もし

よろしければ、そのメリットというのをお示しいただけると分かりやすいなというふうには思

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） では、一緒に検討しながらいければと思いますが、あともう一つ、都市

計画マスタープランの中で出てきているデマンド交通、この辺のメリットというのを考えてい

くと、先進地、これ調べてみると、そういうデマンド交通を利用して自分の行動範囲を広げて

いって生活範囲の居住区域を広げているという方とそうでない方を比べてみると、例えば医療

費、お医者さんにかかる費用なんですが、かなり減っているんですよ。これ例として出ている

のがさっき言いました玉城町、そちらのほうでいくと、オンデマンド交通の利用者の医療費、

これを見ると、利用している方と利用していない方、１年間の費用が大体２万1,000円くらい

かかっていないんですね。それだけ安く医療費が仕上がっている。仕上がっているというか、

そのくらいしかかからないということなんですね。 

  もう一つ出ているのが大阪府の和泉市の例が出ているんですが、ここは２万4,000円ほど利

用している方は下がっているんですね。 

  ですから、この都市計画でいうときのオンデマンドを見た場合、それでもこういう例があり

ますので、例えば生活圏の中の足の確保というよりも、健康維持をするということになってく

ると、この都市計画つくるときに、例えば福祉課であるとか医療関係の課とか、そういったこ

との連携というのも非常に大事になってくると思うんですが、そういう連携というのは取られ

ているでしょうか。 

○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（水戸英義君） 作成に当たっては、庁議メンバーにも策定委員会とは別に機関

を定めておりまして、各課と連携しながら、当然作成をしているということでございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ありがとうございます。 

  都市計画でやってくると、どうしても都市建設のほうがリードしていくのは確かにそのとお

りなんですけれども、生活を支えるということになってくると、福祉の問題もあるし、学校の

問題もあるし、いろいろな問題ありますので、ぜひそちらのほうと連携しながら捉えていただ

ければありがたいと思うんですが、さきに柴田町のどういう問題がありますかと言ったときに、

なかなか予約とか、そういったことで問題があるという町長の答えだったんですが、そういっ

たものを利用するときに、デマンドの形でいったときにそれを解消できる形になると考えてお

られるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんです。 

○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（藤原政志君） 予約でいった（「柴田町の」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） お待ちください。もう一度質問。 

○12番（秋本好則君） すみません。柴田町のデマンドタクシーの課題ということは、お聞きし

たところがあるんですが、その中に利用者の減少とか到着時間の問題とか、あとたしか予約す

る、予約が多くて希望の時間に利用できないとか、そういう問題がお答えの中にあった。あと、

目的地に到着する時間が異なるとか、そういったことを今のタクシーの補助という形のデマン

ドの形は、これだけで解消するとお考えなんでしょうか。 

○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（藤原政志君） 確かに全ての方ではありませんけれども、予約するとき

にどうしても乗れる方というのは限られているので、希望の時間に乗ることができないという

ことでずらしたりとかということはあります。 

  ただ、そういった事情というのは、よく利用する方にとっては、もう分かっているというこ

とで、この間ヒアリングもちょっとやりましたけれども、その中で出てきたのは、病院の予約

時間に合わせるのが大変だが、うまく利用しているとか、ちょっと工夫を、利用者も工夫して

いるというようなところでやっております。 

  なので、台数が限られる中運行しておりますので、どうしても場合によっては集中するケー

スもあります。そのときは、やはり前後の出発時間にずらしてもらって、多少待つという時間

も出てくるかと思いますけれども、間に合うように行っていただくようにお声がけはしている

ところです。 

○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） それでは、みやぎ県南中核病院までの足の問題なんですが、今の町長の

答弁を見ますと、はなみちゃんＧＯの事業の拡充、それとタクシーの助成という形で、２本で

いきたいということなんですが、まず、今の乗合タクシーが行けるという、行くということを

考えておられるのか。その辺は、もう行けないという前提で助成タクシーということを考えて

おられるのか。どっちなんでしょうか。 

○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（藤原政志君） もちろんいろいろ検討中です。令和３年度に調査検討事

業ということで、その辺も含めて検討しているわけです。 

  それから、前に例に出していただきました角田市の状況というのもあります。これは、３月

まで期間延長になりましたけれども、その結果も出てくるだろうと。 

  ただ、やり方については、通常タクシーで助成していくというような方向性は、以前ちょっ

と聞いたときはあるんですけれども、まだ確実にどうなるんだということは分かりません。 

  そういった中で、例えばデマンド型乗合タクシー事業によって中核病院で行くということに

対する課題というのは大変多いんですね。 

  ちょっとお時間をいただけるなら、少しお話ししたいと思いますけれども、例えばデマンド

型乗合タクシー利用は、恐らく多くなるだろうと。なってくると、通常タクシーの収益減が見

込まれる。そうなってくると、そもそもの本体の経営自体に大きな影響を与えてしまうという

ことがあって、経営が悪化すれば、当然そのデマンド型乗合タクシーが事業そのものができな

くなるという可能性も高くなってくるというのが１つあります。 

  それから、大河原町のタクシー事業者の収益にもこれ影響してくるだろうということがあり

ます。反発を招く可能性もあります。 

  実際村田町で申し入れたときには、合意に至らなかったというのがあります。 

  それから、本事業は、町内タクシー事業者３社でスタートしたんですけれども、１社がちょ

っと事情によって撤退しまして、２社ということになったんですが、そのときに約束事があり

ました。土日、祝日は運行しない。それから、町外は運行しない。これは、やはり経営の通常

タクシーの経営圧迫になるという点があるんだろうというふうに理解しておりました。 

  それから、手続関係なんですけれども、手続関係ですと、例えば運行区域を柴田町、大河原

町とする新たなデマンド運行の営業許可というのが必要になってきます。このハードルがちょ

っと高いんですね。つまり、柴田町地域公共交通活性化協議会及び町内のタクシー事業者、こ

ちらの合意が必要です。それから、大河原町の地域公共交通、いわゆる法律で言う地域公共交
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通の会議及び大河原町内タクシーの事業者との協議が整っているということが前提になります。

そうなってくると、なかなかハードルは高いということになります。 

  それから、例えばみやぎ県南中核病院以外、例えば南東北病院に行く方も結構いらっしゃい

ます。要望として、中核病院に行くということであれば、南東北病院のほうになぜ行けないの

かという話も出てきます。だったら、町外に出られるのであれば、商店とかに行ってもいいの

ではないか。その辺も柔軟に考えてもらえないのかということもあります。 

  実際利用者の方から中核病院に行けるということになった場合には、南東北病院を利用して

いる方々から不満の声が出てくるのは間違いないだろうというお話もヒアリングで聞いていま

す。 

  そういったこと、それから、町外運行が可能なら、これは今お話ししたところですけれども、

例えば安価な利用料で町外に行けるとなれば、利用者の増加は期待できる反面、タクシー事業

者から車両やドライバーの提供が難しいと。今なかなか今の段階でもやっとやっとやっている

状態だということがありますので、なかなかそのほかにもまだ課題はあって、大変長時間の説

明させていただきましたけれども、難しい問題が山積みだということがあります。 

  ただ、それでも何かやれる方法ないかということを探っているということなんですけれども、

そういう問題を全てクリアした上で、デマンドでやるかということよりも、やはり助成をする

ことのほうがハードルは低いだろうというふうに考えています。 

  ただ、これは財源の問題もありますので、それも併せて考えていきたいと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 確かにそのとおりなんです。 

  ただ、もう一つ考えられるのは、もう一つというか、タクシーの助成をやっていく、これは

一番簡単な方法でいいんですけれども、タクシーの運転手不足、これ深刻な問題で、いろいろ

なところにデータ出てきているですよね。これをまず解決するということ。 

  それと、今これ全国の平均だから、柴田のタクシー会社はちょっと分からないんですが、デ

マンドに関する収入がタクシー会社の収入の20から40を占めているといった、逆にもうデマン

ド頼りというような営業になりつつあるというデータ、これ全国のデータですから、ちょっと

柴田に当てはまるかどうか分かりませんけれども、そういうデータもあるものですから、タク

シーの助成を進めるのであれば、その辺の課題を何とか解決できるように持っていかないと、

多分動かないと思うんです。 

  先ほど言いましたように、どんどんと今現状で回していくだけの話になっちゃって、待ち時
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間はどんどん増えてくるということに結果になりかねないので、その辺をまずネックがあるな

ということはちょっと指摘しておきたいと思うんです。 

  それともう一つ、私提案でもちょっと触れたんですけれども、福祉型として、福祉タクシー

という形で利用することもちょっと詭弁かもしれませんけれども、論理上可能だと思うんです

ね。 

  実際に運行しているところもあります。そういう形は考えられないですか。 

○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（藤原政志君） １つの手段としてそのようなことも考えられます。 

  これは、この場でそうやりたいですというお話はできませんけれども、もちろん調査検討の

中で、福祉タクシー、介護タクシーとかということも含めた上での検討した上で、柴田町の状

況に合った形を出していきたいと思っておりますので、もし情報あれば、いただければ大変あ

りがたいです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 何か現在のタクシーのデマンドの代わりという形で、デマンドでダイシ

ン、ＤＩＹの店に行って、そこからタクシーを拾ってくるというような使われ方しているとい

うことも聞いているんですけれども、例えばタクシーの利用の方法として、例えば先ほど言い

ましたＤＩＹの店とか、中核病院の一角を借りて、そこをタクシーの待機場所というふうに登

録する。そうすれば、中核から帰る方もこちらから行く方も非常に便利になると思うんですが、

そういうタクシーの待機場所として、その２つを指定するという形は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（藤原政志君） 今のご提案で思い当たる節はちょっとあるんですけれど

も、その指定するかどうかというのは、ちょっといろいろ考えるところがあると思います。 

  恐らく指定したとしても、そこからは通常タクシーで行くというような、例えば町外に出る

場合ですよ。場合は、なるかと思いますので、そうなってくると、かなり制度設計については、

いろいろ考えなきゃならないというのが出てくると思います。 

  ただ、実際に利用者の方が工夫しながら、料金できるだけ少なくして行こうとする努力につ

いては、そこは町民の工夫であって、それはそれでいいのではないかなというふうに思ってい

ます。 

  ただ、それが皆さんに利便性高めて利用していただけるという話であれば、なおさらいいの

かなと思いますので、そこは検討させていただきたいと思いますが、例えば先ほどの福祉タク
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シーに関しては、ちょっと福祉課のほうとの協議といいますか、福祉課の在り方も考えなきゃ

ならないので、こちらで一方的にこうしますとは言えないところがあるということをご理解く

ださい。 

○議長（髙橋たい子君） 町長、補足ということで。 

○町長（滝口 茂君） まず、中核病院に福祉タクシーで運行する場合でも、やはり定期的に通

う患者さんと１年に何回か通う患者さんと、それからお見舞いに行く方と、いろいろなタイプ

で中核病院に行くんだろうというふうに思っております。 

  もし中核病院、南東北であれば、１か月に定期的に通う方、診断書でも出していただければ、

数は限られてまいりますので、それで金額と財源を考えながら、これから名前は福祉タクシー

というかは別として、タクシー券の補助をすると、大坂議員に答えておりますので、予算と勘

案しながら、各病院に定期的に行かなければならない病気を抱えている方々を選定して、補助

をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○12番（秋本好則君） 今言いましたタクシーの待機場所として使っている、そういう手を考え

ているところ、あるいは福祉タクシーという形で町外に出ているところも実例もありますので、

そういった使い方もし考えていただけるのであれば、１つのやり方としてできるのかなと思っ

ています。 

  それと、今岩沼でＡＩタクシー、ＡＩバスかな、そういう形で今運行されているのご存じで

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（藤原政志君） パンフレットといいますか、ＡＩバスということで、３

月17日までだったかと記憶していますけれども、概要の概要ですけれども、そういったものは

承知しております。 

○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） 先ほど言いました玉城町のやつは、順風路という会社、東大が中心にな

ってシステムを開発したやつなんですが、岩沼が今度試験的に導入しているＡＩバス、これは、

ＮＴＴが開発したソフトで、全く乗る場所、予約も何も要らないんですね。電話かけて行って

すぐ乗るのか、１時間後に乗るのか、その辺だけ言ってやると、全て町内のバス停、バス停と

いうか乗合ポイントというのかな。それに指定するところにバスが来るという形で、岩沼の場

合は77か所指定しているんですね。 
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  玉城町のほうは、東大の形でやっているんですが、六百何か所バス停と指定していて、ほぼ

もう町内で600か所をポイントすれば、ほとんどドア・ツー・ドアに近い運行の仕方なんです

が、今までのデマンドという考え方と変わって、このような、岩沼で言うＡＩバス、そういっ

たシステムというのも考えられるんじゃないかと思うんですが、これもタクシーとしての数は

ある程度必要になってきますが、そういったことの導入の考えというのはなかったでしょうか。 

○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（藤原政志君） 何度も同じようなお答えで申し訳ないんですけれども、

今ＡＩバス、岩沼市の事例ですね。それから、ちょっと仙台のやつについては、観光寄りの内

容なので、あまり参考にならないかなとは思いますけれども、そういったシステムについては、

当然考えて、検討で考えていくことになりますけれども、町内に600か所、前に玉城町につい

ては、200か所ぐらいだったかなという記憶あったんですが、かなり増えたということなんで

しょうか。 

  そうすると、農村部においても、そのポイントというのが乗降所をつくって600か所置いて

いるということ。それが例えばデマンドタクシー、乗降所を別に置かないでやるというのと、

どちらがいいのか。経費的な面も含めて、管理の面も含めて。 

  例えばドア・ツー・ドアなんかですと、これはいい面もあるんですね。例えば個人個人の要

望というのがあります。今日ちょっと正面じゃなくて裏に回ってくれないかとか、乗降所はも

う定点ですので、そういった細やかな要望に応えられるという点がありますので、その辺はど

ちらがいいかどうかというのは検討はしたいと思います。 

  ただ、どっちがいいという形なのか、融合させた形でやるのが柴田町に合っているのかと。

玉城町で合っているけれども、柴田町で合わないというケースももちろんありますので、乗降

所600も置くとかという話は、ちょっととてつもない話だなという感じはちょっとしますので、

そこは検討させてください。 

○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） 今いろいろとデマンド、地域公共交通について種々話したんですけれど

も、まず、目的として考えられるのがまず、交通弱者の足を確保するということ、これはもう

大前提としてあるんですけれども、結果的に、その住民の健康維持あるいはこれは１つの例と

して、横須賀市なんかでやっているんですけれども、これは、先ほど言いましたように、岩沼

と同じようなＡＩを使ったやつなんですが、スマートフォンで予約するんですけれども、その

ときにその地域、そこにある商店街とかマーケットの情報も一緒に流すようにしているんです
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ね。そして、その情報の中にいろいろなレシピ、健康レシピを入れてみたりとか、その日でや

っている特売を使った料理のレシピを入れてみたりとか、そういう形の連動させているわけで

すよ。 

  そして、そうすることによって、地域経済の活性化というのを求めようとしているんですね。 

  これからマスタープランどんどん出来上がってきて、地域公共交通も考えられてくると思う

んですけれども、その中に交通弱者の足プラスその地域の住む方の健康アップ、そして、それ

をやることによって柴田町で１つの地域の経済力をアップしていくという、そういう捉え方を

できると思うんですね。 

  ぜひそのような考えを持っていただいて、これから地域公共交通というのをぜひ考えていた

だきたいと思いますので、そこだけ検討のほうだけちょっとよろしくお願いしたいと思うんで

すが。 

○議長（髙橋たい子君） ちょっと答弁（「考え方だけお聞きしたいと思います」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（藤原政志君） スマートフォンでやることによって、結構交流であった

りとか、活性化であったりとか、そういった活用、広がりが出てくるというのは、大変いいな

というふうに思います。 

  こちらとして、スマートフォンで、玉城町もそうなんですけれども、スマートフォンでやっ

ても、やはりオペレーターを置いた、二重管理といいますか、そういった管理はしていかなき

ゃならない部分がありますので、商工会でもスマートフォンとかＰＣ活用した予約の関係も検

討に入っているようですので、それを併せて、こちらからこうしなさい、ああしなさいとは言

えませんけれども、実施主体は商工会なので、そこは、情報提供しながら、いいものにしてい

ければなと思いますので、ぜひ秋本議員からもいろいろと情報であったりとかアドバイスであ

ったりとかいただければありがたいなと思います。 

○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。 

  10時35分再開いたします。 

     午前１０時２５分  休 憩 

                                            

     午前１０時３５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 
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休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  15番広沢真君、自席で質問してください。 

○15番（広沢 真君） 15番広沢真です。大綱１問質問します。 

  民間の開発協議に地域住民の意見が反映できる仕組みを。 

  令和３年度12月会議の一般質問でも取り上げましたが、町内含め、住宅建築や再生可能エネ

ルギー施設などの開発申請が出されることが増えています。直近でも町内で医療系産業廃棄物

処理施設の開発が持ち上がったりしています。 

  当該事業は、住民の反対意向もあり、立ち消えになったようではありますが、地域の住民の

利益にそぐわない事業が今後も持ち上がる可能性は大いにあると思われます。 

  丸森町では昨年12月にメガソーラーなどの山林開発に環境破壊させないような仕組みとして、

環境と再生エネルギー発電事業との調和に関する条例が改正されました。 

  開発を禁止、抑制する地域を定めること、地域住民が事業者に対して協議を申し入れること

や協定を締結することを求めることができるようになっています。 

  柴田町と丸森町で問題になっていることは違いますが、共通していることは、地域住民の利

益に反するときにその意向を反映する仕組みが必要ではないかということであります。 

  そこで伺います。 

  １）開発指導要綱など、現状の仕組みでの対応は。 

  ２）住民の意向を反映する仕組みは十分なのか。 

  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 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 広沢真議員、民間の開発協議に関する地域住民の意見反映でございます。

２点ありました。 

  １点目、現状の仕組みでの対応。 

  まず、柴田町開発指導要綱は、開発区域の面積が1,000平方キロメートル以上の開発につい

て適用され、また、切土、盛土、整地等による造成や宅地以外の土地を宅地とするなど、土地

の区画、形質の変更を伴う場合を指導要件としています。 

  次に、開発協議の進め方は、開発事業者等はあらかじめ事業計画について町と事前協議をす

るものと明記されており、開発協議の届出を提出するまでに隣接地権者等へ説明を行い、同意

を得るよう求めています。 
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  また、農地転用許可など、事前に法的な許可が必要な事項が整っていることや、消火栓など

の消防、水利やごみ集積所、周辺環境や道路、用排水施設、上下水道施設など、その開発に関

係がある公共施設の管理者と一定の協議や同意を得た後に協議が開始される仕組みとなってい

ます。 

  協議が整ったならば、開発事業者と町とが協定書を取り交わし、事業の着手となるものです。 

  ２点目、住民の意向を反映する仕組みは十分なのかについてですが、町が取り扱う開発協議

についての現状は、１点目でお答えしたとおり、開発事業者等により隣接地権者から同意書の

提出を求めているものの、住民説明会の開催などは求めておりません。 

  また、山林開発についてですが、１万平方キロメートル以上の開発については、宮城県の林

地開発扱いとなり、町には意見書の提出が求められます。町は、同意できる内容であることを

確認した後回答をしています。 

  なお、質問にありました医療系産業廃棄物処理施設につきましては、宮城県仙南保健所が所

管となり、指導、監督を行っています。その指導の一環として、地域住民等への説明会等での

十分な説明とその報告を求めています。 

  また、町に対しては、土地の利用や環境保全に係る計画の支障の有無の確認及び生活環境保

全上の見地からの意見提出が求められております。 

  町としましては、今後とも仙南保健所と十分連携を図りながら、住民の利益に反することの

ないよう、厳正に対応してまいります。 

  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） 12月に引き続き、開発に関わる問題なんですが、この質問で上げた医療

系の産業廃棄物処理施設に関わる情報というのがなかなか町の中では広がっていないというこ

ともありまして、まず、情報共有のために経過を簡略で構いませんので、ご説明願えないかな

というふうに思います。 

○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（遠藤 稔君） ご質問の医療系産業廃棄物につきましては、廃棄物処理法上、

感染性廃棄物というふうに定義をされております。 

  この感染性廃棄物というものは、医療機関のほうから発生するもので、感染したり感染する

おそれのある病原体が不着しているというような廃棄物になっております。具体的には、注射

器ですとか、カテーテル、グローブなどがあると思います。 



２２１ 

  この処理の施設なんですけれども、高温、高圧、滅菌、減容の施設ということで、高い温度

で滅菌をして、高い温度と圧力で滅菌をすると。さらに堆積を減らすというような内容になっ

ております。 

  その処理された後の殻につきましては、町外の最終処分場のほうに搬出をされるということ

でございます。 

  場所なんですけれども、大字上名生地内ということで、用途地域は工業地域ではあるんです

けれども、約2,900平方キロメートルというような土地についての開発です。 

  経過なんですけれども、この廃棄物自体が産業廃棄物ということでありますので、県の所管

となります。県の窓口となるのが仙南保健所が開発する関係する要件などを確認して監督指導

するようなことをしております。 

  その一環で、業者に対して地元の説明会での実施というものを求めております。その説明会

の対象地区につきましては、町役場と協議をしなさいということになっておりまして、これを

受けまして、業者が令和３年８月に町民環境課のほうに参りまして、来庁しまして、町民環境

課では大まかな事業の内容を説明を受けたというところで、それに付随しまして、説明会の対

象地区の協議をしました。 

  対象地区につきましては、その設置される場所の行政区、それから、そこに隣接する行政区

ということで、３行政区を指定、それから、直接隣接する所有者、管理者については、個別に

訪問してくださいということを伝えたところです。 

  業者側がその関係する行政区のほうに区長さんのほうに回ったというところなんですけれど

も、行政区のほうでは対応はいろいろだったんですが、役員会のほうで協議をしたとかという

ようなことがありまして、その段階で既に反対の意向が強かったということのようでした。 

  それを業者側が受けまして、住民説明会の開催をするまでに至らず、この案件については白

紙撤回をしたというところで、この内容を令和４年の１月下旬に町民環境課のほうに電話連絡

があったというような経過でございます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） その経過の中で、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、住民の意向

を伺うというのは、住民説明会がそれに当たるというふうに思うんですが、その住民の意向を

伺う際の意向を開発に関して反映させる仕組みというのは、現行であるというふうに考えてい

ますか。 

○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（水戸英義君） この産業廃棄物関係が開発にかかるかどうかというのは、現状

の地目とか様々な要件で変わってくると思います。 

  私どもには正直産業廃棄物処理施設の話は、全く伺っていないところだったんでございます

が、町で開発する場合については、当然田んぼが盛土されて宅地になったり、あるいは分筆さ

れて分譲されたりということについては、隣接者の同意書というものも求めています。そこで

は隣接者だけ。 

  ただ、説明会等は当然求めてはいないということになります。以上です。 

○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） 今回の場合には、特に当該土地が食品加工会社の隣だったということも

あって、大きく問題になったわけですけれども、やはり開発の許可に当たって、事業内容はも

ちろんなんですが、その土地面積なども含めて、法的要件はあまり厳しくないような感じが印

象として持っています。 

  特に、その際住民の利益と直接対峙したときに、果たして本当に不利益にならないのかどう

かというところを検討する仕組みというのが現行の法制度というか、県の開発許可の中にあま

り考慮されていないのではないかなというふうにも思います。 

  ただ、町としてどれぐらいできるかということですが、１つは、柴田町の開発指導要綱では

1,000平方キロメートル以上の土地開発を行う場合ということで、それ以下は開発指導要綱の

対象に適用外というふうになっているんですが、ただ、例えば今回の質問で例に挙げている丸

森町などの開発指導要綱を見ますと、その適用除外の範囲内に産廃業者を含めないというふう

な特別な条項を設けているんですが、今回の場合というのは、そういう開発指導要綱を持った

場合は、一定の意見の反映というか、町の意向も反映させるような仕組みというのはできたの

かなというふうに思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○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（遠藤 稔君） この感染性廃棄物の関係についてなんですけれども、まず、今

説明したとおり、住民説明会を設ける必要があるということで、その場面でまず一旦意見とい

うのは伝わるんだろうなというふうに考えています。 

  さらに、いろいろ段階があるんですけれども、土地利用の問題、土地利用の関係とか、環境

保全の関係の計画について、町が町長が意見を述べるという機会がありますので、そういった

段階でも町として意見がその場で述べることができると。 

  さらに、別な場面としまして、生活環境保全上の見地から町長が意見を述べるという場面が
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ありますので、そういったところで住民の意向を酌み取って町が意見を述べるという機会はあ

るというふうに確保されているものだというふうに考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 今回の当該土地が準工業地帯ということもあって、比較的住宅地も近く

にある。食品工場もあるということなども含めて、問題が明るみになりやすかったというのも

あります。 

  ただ、こういう開発の場合、例えば地権者が直接利害に関係のない、例えば町外居住者だっ

たりすると、例えば12月の質問のときにもやりとりをしましたが、やはり農地や山林を売りた

がっている人はたくさんいて、純粋に業者との間での契約の成立ということになりかねない部

分があって、要するに、開発が県と、そして業者と地権者という関係だけで進む仕組みという

のがその地域住民に後々のトラブルというか、がもたらされるきっかけになっている事例が全

国でいっぱいあるというふうに思うんですけれども、そのあたりをどういうふうに捉えている

か伺いたいというふうに思います。 

○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（水戸英義君） ご心配している旨は、十分理解できるところありますけれども、

今回の事例は、上名生の事例は別にしても、例えば農地とか山林ですと、事前の協議というこ

とで、農地転用とか、例えば山林であれば伐採届の際にどういった目的でということを聞く場

面とかあります。 

  ただ、伐採届なんかは、県にそのまま通達するということじゃなくて、町権限でもって届出

の受理だけになってしまうので、なかなか難しいところありますけれども、特に、農地につい

ては、地権者が町外だろうが、転用する場合は、必ず農業委員会を通して様々な許可権限とい

うことになるので、そちらは厳正に手前側で審査されるということになっておりますので、そ

の辺だけはしっかり守られているのかなというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） じゃ、ちょっと論点を整理しますが、産廃業者の開発とそれ以外の問題

でちょっと分けて考えようかなというふうに思うんですが、産廃については、ご存じのとおり、

あくまで一般論ですが、例えば埋設の最終処分場を造る事業について、全国で暴力団の資金源

になっているなんていう事例が多発しています。 

  その一番身近な例として挙げられるのは、やっぱり村田町の竹の内産廃処分場ではないかと

いうふうに思うんです。あれは、まさに開発で県が開発許可を出して、結果的には地域住民に
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もあまり知らないうちにどんどんと埋めていって、結果的には満タンになった後に地域住民と

のトラブルで、例えば有毒ガスの発生でありますとか、が起こって、トラブルが発覚した時点

でもう既に責任を追求する相手が解散なり倒産なりでいなくなっていると。 

  最終的にその処理については、多額の税金を投入せざるを得なくなったというような痛切な

教訓を含む事例だったというふうに思います。 

  その意味で、まず、町内で産廃処分場というか、処理施設の開発をさせるのかどうかという

のは言い方悪いですけれども、という際について、やっぱり町として一定のハードルを設ける

必要があるのではないかなというふうに思います。 

  例えば開発指導要綱の適用除外について、その除外については、産廃関係処理施設というの

を適用除外にしないというような措置なんていうのはできないものでしょうか。 

○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（水戸英義君） 今はっきりとできる、できないということは申し上げられませ

ん。これは、当然指導機関として保健所なんかも入ってくるので、あと、そのほかの事例なん

かも参考にしなければならないでしょうけれども、指導要綱の中で適用除外規定を入れている

という事例はあまり正直聞いたことがなくて、今のところは、私のところに特に産廃の関係で

ここをこうしたいという事例が今までなかったので、何とも言えませんが、これは町民環境課

やら県の保健所やらのお話を聞いてということにもなるでしょうけれども、難しい問題かなと

いうふうにも感じております。 

○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） 産廃問題も含めた町内の地域の開発の問題について、１つ、12月にこの

質問の最初のほうにも取り上げたとおり、丸森町で太陽光発電に限った中身ではありますが、

林地、山林の開発について一定の規制を設ける条例をつくっているんですが、そのあたりのこ

とについては、この    でこの条例によって全て問題が解決するというふうには思っては

いないんですが、柴田町で開発について一定の柴田町としての意向を反映できる仕組みとして

の条例を考えるというのは、可能性としてどうでしょうか。 

○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（遠藤 稔君） 再生可能エネルギーについてということで、私のほうから答弁

させていただきたいと思います。 

  丸森のほうで議員ご指摘のとおり、地域の事情がいろいろあったということ、全国でこうい

った条例が結構多数、170ぐらいあるということのようですけれども、1,700自治体に対して10
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分の１の自治体がある。県内では５つの自治体がこういった条例を制定していると。 

  これは、広い面積の山林を抱えている自治体でそういった再生可能エネルギーの計画が出た

ところというところのようです。 

  特に、丸森につきましては、さらに踏み込んで、その事業自体をちょっと止めるような力を

持たせているというところが特徴があるというところになっております。 

  本町の場合は、まだそういった話がなかったということもありまして、なかなか環境がちょ

っと違っていたというところではありますけれども、将来的にそういった話がないのかと言わ

れれば、それはあるかもしれませんので、そういったところもちょっと考えてはいかなければ

ならないのかなというふうには感じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） その際、やっぱり丸森と状況が違うということはありますが、ただ、何

度も言うようですけれども、山林を売りたい人というのはたくさんいるわけで、その中で、宮

城県の事例を挙げるだけでも相当な形での再生可能な自然エネルギーの錦の御旗の下に開発が

非常にそこに集中してきているということになっています。 

  典型例なのが太陽光発電はもちろんそうなんですが、最近だと太陽光パネルがいろいろなコ

ロナの影響なんかもあって、手に入りにくくなっているということもあって、宮城県の仙北で

は風力発電施設が大きく計画されています。 

  これは、産経新聞の取材なんですが、７つの計画が出されています。１つ目が大崎市、栗原

市両市に関わって20基の風力発電装置。それから、大崎市、加美町、山形県尾花沢市、最上町

に関わって70基から90基程度の発電機が設置される計画。それから、宮城、山形北部というこ

とで、大崎市と加美町が、これは５基程度。それから、色麻町、加美両町に15から20基程度。

大崎   、大崎市、加美町、これも最大19基。また、加美町単独で10基。また、次も加美町

単独で30基ということで、今仙北の大崎地方で大崎地方から山を越えて山形県に至る山林で風

力発電を190基、合計で建てるというような計画も出されています。 

  そのほとんどがもう既に県の開発許可も出して、建設中のところもあるというところで、む

しろ開発許可が出てしまって、工事が始まってから地域住民に知らされて、地域住民が非常に

不安を抱えて反対運動なんかも起こるというような状況になっています。 

  確かに柴田町と比べると、こちらのほうは山林が多い地域ではありますが、いずれ事業が、

事業というかビジネスチャンスとしてそこに周知をしている形で、ソーラー、太陽光発電も風

力発電もいわゆる自然の再生可能エネルギーの問題で出てくるということでありますから、そ
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こに対して住民の意向を反映させる仕組みというのは、柴田町で持っておく防衛策というのは

必要なのではないかなというふうに思うんです。 

  要するに、ビジネスチャンスを持つ企業という点では、非常に周到に準備をされて、いざ計

画が出てくると、もうほぼ進めるだけというふうになっている事例もありますので、そのあた

りをどう考えるかなんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 指導要綱については、当然紳士協定ということになるので、絶

対的にこうしなさいという権限が及ばない範囲も当然ありますし、何とか言うことを聞いてく

れませんかという、もっと言葉を替えれば、そういうことになるので、最終的には先ほど町民

環境課長言ったように、一定のいわゆる決まり事をつくるためには、当然条例という形になる

わけです。 

  今まで柴田町にこういう事例がなかったからということは確かに先ほどもあったように、あ

りますけれども、正直もう研究段階に入らなければならないのかなというふうには認識をして

おります。 

  ただ、ほかの町と状況が柴田町、特に山林の場合ですと、保安林だとか、そういう守らなけ

ればならない山というのは結構あるんですね。そうすると、山林を開発する場合に、一定の面

積が確保できるかというと、なかなか正直業者さんできないところもあります。 

  確かに土取りとかも進んでいて、状況変わってきています。山も。そういう場合を考えても、

最終的な厳しい決まり事については、当然町としても研究していくということで考えていると

ころでございます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 補足、町長。 

○町長（滝口 茂君） 今回の産業廃棄物施設、いろいろ住民の反対があるので、私としてもな

るべくだったらやめてもらいたいという気持ちがあるんですが、そこにはどういう手段でじゃ

止められるかということをずっと考えてきました。 

  開発指導要綱というのが先ほどございましたが、これについては、条件がありまして、土地

を動かさない場合には対象にならないということなので、開発指導要綱では止められないとい

うことでございます。 

  この産廃施設は、やっぱり県の産業廃棄物処理施設等設備に関する許認可の関係が適用され

るということでございます。 

  それで、町に対してどのような手続があるのかと。直接保健所の所長、後輩ですので、ざっ
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くばらんに行って聞いてきました。フローチャートまでちょっと内々に頂いておりましたので、

回答したということ、広沢議員に一般質問に回答で書いたんですが、柴田町は２回土地利用環

境保全の計画の支障ということは、柴田町に土地利用、それから、環境保全計画、この計画が

ないと止められないということになります。 

  残念ながら、土地利用は用途地域の土地利用しかありませんので、産業廃棄物施設に直接関

わるような土地利用の規制はしていないというふうに思っておりますので、ここでも止められ

ないということになります。 

  ２段構えの手続が進んできますと、生活環境保全上の見地からと、ここで実は今度新たな施

設を検討されている地区ございますが、高圧高温という処理をするということであると、近所

に塗装屋さんがあるものですから、そうすると、ここで危険だと。 

  それから、入ってくるルート、大学がある。それから、西から来るときには西住小学校があ

るということなので、いざ交通事故で運んできた場合に、もし事故なんか起きたときに、それ

を運んできたものが散った場合のどうほう対応策をするのかというような条件詰めて、その説

明会等で問いただして、その意見を保健所に出す以外に今のところ止める手段がないというこ

とでございます。 

  開発指導要綱は、あくまでも指導要綱なので、これにその産業廃棄物は開発させませんとい

うのは、盛り込めないということでございます。 

  もう一つ、今話題になっております、今度は開発ですね。山林開発。これにつきましては、

今再生可能エネルギーということで、国のほうが積極的に推進している面がございます。ここ

の場合もやはり柴田町で条例で規制する場合に、その土地の利用者の権利を制限するというこ

とになります。ですから、これは、地権者の了解をもらって、条例で規制をするということに

なるんですが、その際に、上位法との絡みで果たして柴田町単独で権利を制限することは可能

なのかということも研究をしていかなければならないということで、先ほど都市建設課長の研

究ということでありました。 

  町が研究の成果の末、こういう産業廃棄物を条例で全く規制することが可能だということが

検討する、上位機関と相談して、こういう内容であれば条例として法的要件を備えるというこ

とであれば、当然条例を制定する方向にいかざるを得ないというふうに思っております。 

  何せ町長に権限がないというのが一番のネックになっているということですね。 

  ですから、何とか今のところ産業廃棄物、新たな場所なんですが、いろいろ保健所の保健福

祉事務所長と今連携取って、あちらも法律に基づいて手続がなされる分については、止められ
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ませんので、ですけれども、私が直接柴田町の町民の意向を所長並びに担当参事に言ってきま

したので、そうすれば、この上がってきた柴田町から出ていった処理について、本庁に提出す

るわけですね。本庁の審査会というのがありますので、そのときに柴田町の意向をぜひ反映し

てくれというのは、正式には文書でいきますけれども、別ルートというのが町長持っておりま

すので、これは何とか働きかけていくというふうにしたいなというふうに思っております。 

  ただ、淡々と法律に基づいて提出された書類について、今のところこの産業廃棄物処理施設

等に関する第１種施設以外の政令第７条施設、これは止められないというのが実情で、本当に

今悩みの種の１つになっています。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 広沢議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 今の現時点で考え得る方法というのはなかなかすぐには出てこないとい

うふうに思うんですが、ただ、近隣で起こっていることが柴田町で起こらないとは限らないの

て、産廃だけではなく、山林の開発等も含めた対応を考えておかないと、例えば今おっしゃる

とおり、再生可能な自然エネルギーの問題でそこにビジネスチャンスを見出した企業がもう本

当に集中して、あちこちの山林を開発して回っていますし、その中で飽和状態になって、次に

求める地域が柴田にならないとも限らない。そこは、絶えず想定する必要があるというふうに

思います。 

  ただ、町長おっしゃるとおり、法的要件をそろえた上でやると止めようがないということな

んですけれども、先ほど否定するわけではないんですけれども、丸森で条例をつくった後も実

は止まっていないメガソーラーの計画があって、耕野で２つ計画されていた１つは、贈賄事件

などもあって立ち消えになったんですが、もう一つは、現行もう県が許可を出したために進ん

でいます。 

  耕野の集落の上流部に切土113万立米、盛土129万立米という大量の盛土が集落の上流部に置

かれて、雨が降れば大量の土砂が流れるような山林を切り開いた土地の上にメガソーラーとい

うか、ソーラーパネルが建てられるわけで、新たな崖崩れ危険地帯が生まれようとしています。 

  そういう状況を考えれば、小規模な土地でも南側斜面のある山というのはどこでも対象にな

り得るというふうに思うんです。太陽光が当たる場所であれば。そういった場合に、言っても

まちづくりの一番の懸念の１つである水害対策においても、土砂崩れ対策においても、後々禍

根を残す、そういったものにつながりかねないというのがこの現行で全国で起こってきている

問題です。 

  それから、ソーラーパネル、最近は手に入らなくなっているというふうに言いますが、初期
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に設置されたソーラーパネルの耐用年数がそろそろ切れる時期にかかってきて、そのソーラー

パネルをどういうふうに処理するのかというのも含めて、これから大きな問題になってくるこ

とは間違いありません。 

  その中で、今過当競争になってソーラーパネルも過剰な供給になって、太陽光発電も。そし

て、いずれ今集まっている企業は淘汰されると、その太陽光発電の倒産した企業そのまま放置

してどこかに行ってしまうなんていうことも十分考えられるわけです。 

  そういう部分も含めれば、ぜひとも研究を進めていただいて、町長おっしゃるとおり、地権

者の権利を侵害しないという点では、非常に難しい課題であります。これは、12月に取り上げ

たミニ開発の問題とも一緒ですが、ただ、企業も本当に研究して、違法ではないけれども、制

度の隙間をついて、きちんと法的要件をそろえてやってくるということもありますから、例え

ば開発指導要綱もそうだし、面積要件が定められていますが、その面積要件を超えない範囲で

小規模な開発を隣接して造っているというのが今の柴田町で、例えばミニ開発の住宅開発です。 

  ソーラーパネルや太陽光発電、産廃処理施設等、そういう抜け道を使うことも考えなくては

ならないというふうに思いますので、その点について非常に脅かすようではありますが、研究

をするなら、大急ぎで事例も調べて着手していただきたいというふうに思いますが、今ここで

期限を設けるのはあれですけれども、すぐにでも着手できるような土台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。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 再生可能エネルギーにつきましては、ご承知のとおり、2050年

カーボンニュートラルということで、温室効果ガスを実質排出実質ゼロにするというような大

きな流れがあるわけです。 

  これに対して環境保護と環境保全というところをどう調和させていくのかというところが非

常に大事になってくると思います。 

  本町につきましては、現在第３次環境基本計画を策定をしている最中だというところで、２

か年かけて今策定しているというところですので、この策定作業に当たりまして、新たな課題

としまして、検討項目の１つに加えるためにこの件について調査と研究を重ねていきたいなと

いうふうに思います。 

  こういった計画に触れてくれば、最終的には条例の制定などということも考えられますけれ

ども、時期がどうだということはなかなか申し上げづらいところです。 

  特に、今面積の要件などがありましたが、これも具体的にどの面積をどうするのかといった
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数値の話がまたさらに煮詰めていかないといけないというところですけれども、そういったこ

とで、まずは環境基本計画の中でちょっと検討重ねていきたいなというふうに考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 補足で、町長。 

○町長（滝口 茂君） 今回この産業廃棄物の関係のフローチャート見て思ったのは、やっぱり

柴田町にもしっかりとした、この土地利用計画と環境保全の計画、今課長が言ったように、こ

れから環境基本計画をつくりますので、そこに大前提として柴田町の方針を書き込んでおくの

がまず一番最初かなというふうに思いましたね。 

  それで、環境保全の計画、これを落とし込むときにきちんとここについては開発させないと

か、その後に条例で規制すると。そういうことを早急にやらないと、今回の突然の産業廃棄物

施設、これも町長の権限がないというのが本当に困っている状態なので、やっぱりしっかりと

した環境保全ということを計画にまず、環境基本計画にうたい、土地利用計画にしっかり落と

し込んで、そして、最終的には条例、これを急いでいかないといけないと思っております。 

  ですから、即県庁のほうの地方   、うちの職員行っておりますので、そこを通じてどう

いうふうに上位法との絡みがございますので、その絡みと柴田町の条例が整合性が取れるよう

な、そして、規制はなかなか難しいんですが、指導ができるか。そこは早急に詰めていかない

といけないかなというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 広沢議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 町長の力強いというか、決意も込めたお言葉をいただきましたので、質

問締めますが、再生可能な自然環境エネルギーという錦の御旗の下に国際的な要求、利益には

かなっていても、その開発を進めることによって現地住民を脅かす環境破壊が起こるという、

非常に何とも言えない矛盾が起こっています。 

  その点について、残念ながら、国も県もまだ対応し切れていないというのが現状なので、小

さなところからではありますが、町も防衛手段を考え、そして、地権者、開発を無理やり規制

するのではないんですけれども、ただ、町民の利益を守るという点で、町の立場を明確にして

いただくということを最後に求めまして、私の質問を終わります。 

○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。 

  これをもって一般質問は終結いたします。 

○議長（髙橋たい子君） ただいまから休憩いたします。 

  11時25分再開といたします。 
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     午前１１時１６分  休 憩 

                                            

     午前１１時２５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第３ 議案第５１号 町道路線の変更について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、議案第51号町道路線の変更についてを議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討なしと認めます。 

  これより議案第51号町道路線の変更についての採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第４ 議案第５２号 柴田町債権管理条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、議案第52号柴田町債権管理条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  この債権管理条例についてなんですけれども、附則として、令和４年４月１日が施行という

ことなんですけれども、これ以降に発生する債権に対して効力を発するものなのか、あるいは

現時点である債権に対してもこの条例は適用になるのかをお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今回新たに制定する債権管理条例になりますが、こちらに関しては、

町が持っている金銭債権についての管理の方法について、基本的原則的な項目を規定するもの



２３２ 

でございますので、４月１日からこちらの条項に従った債権の管理を適正化を図っていくとい

うことになります。 

  民法改正で時効が令和２年４月１日以降、以前と以降で区分が変わるということで、そのよ

うな形で、その日を基準日を基にして時効が前の部分に関しては旧法による、４月１日以降は

新しい法律によるということで、そのような形で時効等は、そういう法律に変わることによっ

て対応は変わるんですが、今回はあくまでも町が抱えている金銭債権について、そちらの管理

方法をこの債権管理条例に基づいて適正な管理を図っていくということになりますので、４月

１日以降に関して、それまで滞納になっていた部分に関してもこの債権管理条例に基づいて管

理をしていくということになりますので、４月１日以降とその前に何か変わるかということ、

変わるわけではなくて、適正な管理ということでこの条例に従った形で管理をしていくという

ことになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第52号柴田町債権管理条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第５ 議案第５３号 柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第６ 議案第５４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第６、議案第54号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森です。 

  第22条３号のその他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置という文言がありますが、

この文言はどういったことを想定したことなんでしょうか。 

  育児休業取得する職員に対する環境整備のことを指すのか、あるいは育児休業を取得する職

員が在籍する部署の環境整備を指すのか、お答え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。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） 16ページの第22条第３号のその他育児休業等に関する勤務環境の整

備に関する措置についてでございますが、これにつきましては、２点ございまして、１点目が

職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供、２点目として、

職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知ということ

で挙げられております。 

  つまり、職員に対しても、また、組織としても両方にその環境整備を行うということになっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 石森議員、再質疑ありますか。はい、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 全てのこの条例の中身、すみません。不勉強なところもあるかもしれな

いんですけれども、育児休業後の職員に対しての勤務環境の整備についての規定というのはあ

るものなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 
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○総務課長（鈴木俊昭君） 育児休業、例えば１年取得したとか、今のところ３年まで取れます

が、それ以降、未就学時の間は、短時間勤務とか、部分休業とか、いろいろ措置がございます

ので、子育ての環境に当たっては、整備されております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。（「いいです」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第54号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第７ 議案第５５号 柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第７、議案第55号柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第55号柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第８ 議案第５６号 柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実動隊条例の一部を

改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、議案第56号柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実動隊条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第56号柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実動隊条例の一部を改正する条例

の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第９ 議案第５７号 柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第９、議案第57号柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 
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  これより議案57号柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１０ 議案第５８号 高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第10、議案第58号高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第58号高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１１ 議案第５９号 柴田町都市公園条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第11、議案第59号柴田町都市公園条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第59号柴田町都市公園条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第６０号 財産の取得について（図書館整備用地） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第12、議案第60号財産の取得について（図書館整備用地）を議題

といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第60号財産の取得について（図書館整備用地）の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  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４２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。 

                                            

     日程第１３ 議案第６１号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第13、議案第61号令和３年度柴田町一般会計補正予算を議題とい
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たします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、まず繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入を一括と

いたします。歳出については、まず１款議会費69ページから４款衛生費86ページまで、次に、

６款農林水産業費86ページから13款予備費103ページまでといたします。なお、質疑に当たっ

ては、ページ数を示して行ってください。 

  まず、繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入の質疑を許しま

す。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。これで、総括と歳入の質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  まず、69ページの議会費から86ページの衛生費に対する質疑を許します。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、86ページの農林水産業費から103ページの予備費に対する質疑を許します。質疑あり

ませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  90ページから91ページにかけての部分なんですが、一番下のところに道路維持費のところで、

西船迫１丁目の雨水対策の測量の件と、91ページの一番上のところに槻木上町白幡の雨水対策

実施委託料、これ両方とも減額が出ているんですけれども、ということは、これはもう全部測

量も終わったということを意味しているのか、終わったのであれば、いつ頃から施工するのか、

その辺を教えてもらいたいと思います。 

  それと、94ページなんですが、２目の７節報償費、ここに３Ｄプリンターの研修会講師謝礼

が、これも減額で入っているんですが、これは、これでもうこの後やらないということなのか、

その辺のいきさつを教えてもらいたいと思います。 

  ことの２点だけです。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まず、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） ページ数90ページの委託料でございます。最初、西船迫１丁目

地区雨水対策実施設計委託料19万7,000円の減額でございます。これについては、既に設計が
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終わりまして、工事のほうも実は入っております。３月10日をめどに完成ということを予定し

てございます。 

  当然地元説明会を行った後に工事を行っております。 

  それから、91ページ、槻木上町白幡地区雨水対策実施設計委託料47万1,000円でございます。

これ、請負差額ということの減額です。 

  これについては、成果品、上がってきました。それで、今精査をしているところでございま

すけれども、槻木上町白幡、対策とすれば側溝を入れ替えたりとか、あるいは一部強制排水ポ

ンプも必要な箇所だというところが判明しましたので、できるだけ早い段階で、予算措置はし

ておりませんので、相談しながら、効果の大きいところからやっていきたいなというふうに款

ているところでございます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） ３Ｄプリンターの講師謝礼の減額についてですが、１月14日に

船岡小学校を会場にして研修を行った際の講師謝礼を支出して、事業確定による予算残額を減

額したものでございます。 

  今年度は、研修については、こちらで終了となります。 

  その当日行われた研修内容なんですけれども、仙台高等専門学校の総合工学科の教授、副校

長を講師に迎えて、先生方を対象に研修会開催いたしました。 

  当日は、仙台高等専門学校の学生さん３人も研修を手伝っていただきました。 

  当日９時から研修会場のセッティングや、それから、午前中は教育総務課の職員に対しての

レクチャーも行っていただきまして、１時から４時過ぎまで先生方に対して３Ｄプリンターの

基礎的な知識、基本的な使い方の説明、そして、４つのグループに分かれて実際に一人一人が

モデリングを行って、幾つか印刷まで行いました。 

  参加者は、コロナ禍ということもあり、各学校から２名から３名と限定させていただいて、

20人程度の研修となりました。 

  講師のほうから、今回の研修に参加できなかった先生方のために、基本的な操作の仕方など、

収録した内容をデータ等で作成していただくなどしていただきました。 

  また、研修当日の様子をビデオ撮影させていただいて、後日利用できるようにさせていただ

いております。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本議員、再質疑ございますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ２番、91ページの上町白幡の雨水関係なんですが、場所によっては、舗
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装のほうが舗装とＵ字溝のやつがかなり段差が出てきているところも実際見られるんですけれ

ども、そういったところも全部、例えばＵ字溝深くするとか、何か、そういう形の対策になっ

てきてなるのか。それで、その部分については、分かりづらい補正という形で組んでいくのか。

その辺ちょっと確認したいと思います。 

  それと、94ページの３Ｄプリンターなんですが、使えるようになったということなんですが、

こういうＩＴ機器というのは、自分で使う場合とそれを使わせるように人に教えるというので

は、また違うと思うんですね。１回のことでもうその辺を全て完了したというふうに捉えてい

らっしゃるのかどう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。最初に、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 先ほど効果のあるところからというお答えをさせていただきま

したけれども、確かに測量成果でも側溝と現在の舗装では差が出てきているところが随分あり

ます。 

  ただ、この部分をやれば効果的だという部分を模索しながら、こっちのほうがいいんじゃな

いかというところ判断させていただいてやっていきたいなというふうに思います。 

  ただ、今現在では予算の調整をしなければならないので、いつという話では、そこは勘弁し

ていただきたいなというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、教育長どうぞ。 

○教育長（船迫邦則君） 先ほど説明した仙台高専の副校長先生を招いての講習会でございます

けれども、テーマを桜の花づくりということでひとつお願いしました。桜の花づくりに先生方

取り組んだときに、大体どの先生もできるというような域に達したんですね。 

  作品の様子等については、今月の広報しばたのところに出させていただきましたので、ご覧

いただければと思うんですが、なぜ桜の花というのをテーマにしたかといいますと、子どもた

ちの活動の１つに、桜の時期に外国人の方、お見えになった外国人の方をおもてなしするとい

うのがございました。おもてなしするときに、これまで何を話題に例えば話やりとりしたらい

いかというところがちょっと漠然としたところがありました。 

  それで、やっぱり桜の花を自分たちで作って、これ私が作ったんですよ。桜の花なんですよ

と。ストラップにすれば身につけられますよというような形で作らせたいなという思いがあっ

たので、桜の花作りをテーマにしたところでございます。 

  子どもたち自身がやはり桜の花というところに関心を持つことによって、郷土愛を育んで、

そして、３Ｄプリンターでも作れたというような自己達成感というんですか、達成感を味わわ
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せて、そして地域に貢献できたというような喜びを味わわせたいなというようなことで、これ

からつないでいければと思っております。 

  各校の先生方の花作りについては、ビデオ撮りしたものを今情報交換するための柴田ウィ

ン・ウィン通信という共有ドライブにホルダーをセットしているんですね。そういった中に、

今落とし込んで、見られるようにしてありますので、次年度については、組織づくりというの

をひとつ確実に行いながら、着実に定着に向けて進めていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本議員、終わりですか。ほかに質疑ありませんか。11番吉田和夫君。 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫です。 

  93ページの９款消防費５目の災害対策費18節負担金補助及び交付金、この防災士の件で減額

で116万円になっているんですけれども、これは、実際いなかったからなのかどうか分かりま

せんけれども、目標に至らなかったための減額措置なのかが１点と、96ページと97ページにま

たがるんですけれども、小学校、中学校における感染対策支援事業で、小学校で多いところだ

と140万円、少ないところだと88万円、どういった支援のものなのか。中学校も同じなんです

けれども、学校における感染症対策の支援事業の主な内容、これちょっとお伺いしたいと思い

ます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 防災士の養成研修講座の負担金のご質問でございました。減額し

ております116万円でございますが、こちらは、当初40名養成というところでございましたが、

29名の、その40名の数に至らなかったというところで、減額するところでございます。以上で

す。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） こちらは、国の感染症対策の補助金を活用いたしまして、各学

校で感染症対策の消耗品や備品を計上しているものでございます。 

  全て繰越事業ということでお願いをするところです。 

  学校のほうからは、感染症対策の消耗品については、アルコール消毒液とか、それから、備

品については、加湿器や清浄機等を購入したいというような、今要望が上がっております。以

上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田議員、再質疑ございますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 防災士については、29名ということでしたけれども、コロナ禍で延期に

なっています。試験とか講習だとかと延期になっているんですけれども、最終的に、その人た
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ちも入ってのことなのか。あるいは、今現在で今回29人だったんですけれども、トータル的に

はもう何人ぐらい養成できたのかどうか。この２点お伺いいたします。 

○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） 最終的には何名養成できたかという質問でございましたが、この

時点では11名、延期、延期ということで、11名を予定しておりましたが、最近またこのコロナ

のほうが増えてきておりまして、福祉大のほうから延期ということになりましたので、当初２

名の養成をして、その後９名ということでしたが、その９名の方々が来年度の延期ということ

になっていますので、令和３年度につきましては、２名養成できたということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田議員、再々質疑ございますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そうすると、最終的に何名になったのかだけお伺いして終わります。 

○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） 最終的には（「全部で」の声あり）最終的には２名でございます。

（「トータルということだと思います」「今年度だけじゃなくて、トータルで何名ぐらいにな

ったのかなと」の声あり）すみません。平成30年１月現在では26名、令和元年に12名、令和２

年に10名でございますので、51名でございます。（「はい、分かりました。ありがとうござい

ます」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 白内です。 

  99ページの４目図書館費の財源内訳、特定財源その他と一般財源との説明をお願いします。 

○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（池田清勝君） 図書館費の特定財源と一般財源の内訳ということでございまし

たが、特定財源につきましては、1,899万8,000円減額しておりますので、こちら一般財源のほ

うに移し替えているということになってございます。 

○議長（髙橋たい子君） 補足ということで、財政課長どうぞ。 

○財政課長（森 浩君） 申し訳ありません。特定財源のほうは、当初図書館建設基金から繰り

入れるということで想定しておりました、この土地取得のほうですね。今回財源的に一般財源

でこれが賄えるということで、今回基金繰入金を減額し、一般財源を充当するということでの

財源組替でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 白内議員、再質疑ございますか。 

○16番（白内恵美子君） ないです。 
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○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかにないようですので、これで歳出の質疑を終結いたします。 

  これをもって一般会計補正予算に係る全ての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第61号令和３年度柴田町一般会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  説明員入替えのため、暫時休憩いたします。 

     午後１時１９分  休 憩 

                                            

     午後１時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第１４ 議案第６２号 令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第14、議案第62号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補

正予算を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括とします。質疑に当たっては、ページ数を

示して行ってください。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第62号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算の採決を行います。 



２４４ 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１５ 議案第63号 令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第15、議案第63号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算を

議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ

数を示して行ってください。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第63号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１６ 議案第６４号 令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第16、議案第64号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正

予算を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ

数を示して行ってください。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 



２４５ 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第64号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１７ 議案第６５号 令和３年度柴田町水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第17、議案第65号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算を議題

といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は収入支出一括といたします。質疑に当たっては、ページ数を示して行ってください。

質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第65号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  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分再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後１時２６分  散 会 

                                            



２４６ 

  上記会議の経過は、事務局長大川原真一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３月７日 

 

         議  長     髙 橋 たい子 

 

         署名議員  １番 石 森 靖 明 

 

         署名議員  ２番 伊 東   潤 

 


