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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。 

  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９番平間幸弘君、

10番桜場政行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。 

  ３番吉田清君、質問席において質問してください。 

     〔３番 吉田 清君 登壇〕 

○３番（吉田 清君） おはようございます。３番吉田清、大綱１問質問させていただきます。 

  地域おこし協力隊の現状と今後の方向性は。 

  総務省が平成21年度に創設した地域おこし協力隊は、今年度で13年目を迎え、令和３年度は

全国で約6,000名の隊員が活動しています。総務省は令和６年度には8,000名に増やすという目

標を掲げ、この目標に向け、地域おこし協力隊等の強化を行うこととしています。 

  協力隊員は、人口減少や高齢化が進む地域にあって、１年から３年未満の任期中に、地域ブ

ランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし支援や農林水産業への従事、住民支援な

どの地域協力活動を行い、その地域への定住・定着を図ります。 

  具体的な活動内容や条件、待遇は募集自治体により様々ですが、本町においても、現在３名

の協力隊を受け入れており、それぞれ、なくてはならない人材として活躍されています。 
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  そこで、地域おこし協力隊のさらなる拡充と今後の方向性について見解を伺います。 

  １）町内における地域おこし協力隊の現状と効果、課題は。 

  ２）任期終了後の定住、定着の意向は。 

  ３）今後の協力隊受入計画と方向性は。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田清議員、地域おこし協力隊に関して３点ございました。 

  まず、１点目と２点目は関連がございますので、一括してお答えをさせていただきます。 

  町では、現在、３人の地域おこし協力隊員が地域で活動をしています。３人は地域資源の活

用や地域課題の解決を通して、地域に根差した新たな仕事を自らのアイデアでつくり、自立を

目指す「起業型」の地域おこし協力隊として委嘱をしています。 

  １人目の隊員は、町内のそば店でそば打ち修行を行いながら、町内でのそば屋開業を目指し

ています。空き家をＤＩＹした製麺所で打ったそばをまちづくり推進センター（ゆる.ぷら）

のチャレンジショップなどで販売したり、町内外の飲食店舗で期間限定の出店を行うなど、柴

田町産そばを活用した取組を行っています。 

  ２人目の隊員は、町内の農家や農事組合法人での農作業従事を行いながら、町内での就農を

目指しています。農産物の販路を拡大するためのＥＣサイトの開設や直売所を活性化するため

の活動、農業体験イベントを実施するなどの取組を行っています。 

  ３人目の隊員は、町内でのアウトドアセレクトショップの開店を目指しています。太陽の村

など、町内でアウトドアイベントの開催や、町観光物産協会や歴史観光ガイドの会と共同で船

岡城址公園の新たな土産品として「船岡城御城印」を制作したり、前職のＩＴ関係のスキルを

活用して農園や店舗などのホームページ制作を請け負うなど、幅広く取組を行っています。 

  現在委嘱している各隊員の最大の目的は、３年間の活動中に地域での「なりわい」を見つけ、

柴田町に定着をしていただくことです。まだまだ目に見える形での効果は少ない状況ではあり

ますが、隊員には、任期中に培った町内外のネットワークや知識を活用して、新たな仕事や人

の流れをつくり出してくれることを期待しております。 

  現在、活動中の３人の隊員は全て、任期終了後も柴田町への定住の意向を示しておりますが、

課題は、各隊員がそれぞれ希望する仕事に従事し、生計を維持できる収入を得ることができる

かでございます。各隊員を支援する「しばたの未来株式会社」とともに、よりよい起業や就業

に向けてサポートを強化してまいります。 

  ３点目、今後の受入れ計画等でございます。 



６３ 

  第６次柴田町総合計画及び第２期柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、令和

６年度の協力隊の隊員数の目標値を３人と定めております。また、隊員が地域活動を円滑に行

うため、総務省においても複数人の受入れを同時に行うことを推奨しておりますので、町とし

ては、今後も現状の隊員数３人程度を維持していきたいと考えております。 

  来年２月に隊員１人が任期満了を迎えることから、現在、新規隊員の募集に向けて検討を進

めています。 

  なお、全国的に協力隊員を募集する自治体が増えており、隊員を募集しても応募が集まらな

いといった事例も多く見受けられます。 

  これまで本町においては、隊員の自主性をできる限り尊重するという立場から、テーマをあ

まり限定せずに募集を行ってきました。しかし、全国的に募集が成功している事例を見ると、

むしろ、自治体が求めるべき人物像やビジョン、ミッションを明確に示し、他自治体との差別

化を図っているケースが多いことから、しっかりと町として隊員へ求めるビジョン、ミッショ

ンを定めた上で、あらゆるチャンネルを用いて募集を行っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田清君、再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 私は、地域おこし協力隊３名の隊員の方と何度か話をさせていただきま

した。３名全員が町に対して、また、しばたの未来株式会社に対しまして、「自由にやらせて

いただき感謝しかありません」ということでしたので、私のほうからも、まちづくり政策課の

課長はじめ担当者、そして職員の皆様に感謝と御礼を申し上げます。大変にありがとうござい

ます。 

  しかし、私には、地域おこし協力隊に町として何をやっていただきたいのかよく分からない

ので、質問をさせていただきます。 

  平成21年度から26年度までの６年間、隊員がゼロなんですが、これは募集をしなかったのか、

それとも募集しても採用に至らなかったのか、お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり推進課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 平成21年から地域おこし協力隊の制度が始まったという

ことで、柴田町は平成27年から取組を始めました。その間に関しましては、取り組みます自治

体の数が少なかったというような現状がございますので、取り組んでおります自治体の効果を

検証してから、町としては募集を開始したいというような思いがありましたので、平成21年か

ら26年までの間に関しましては様子を見ていたというか、検討をしていたというようなことで
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ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 平成27年度は初めて１名採用したんですが、どういった内容の人材を募

集したのか、分かればお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めますが、先ほど、まちづくり「政策課長」を「推進課長」

と指名をさせていただきました。訂正させていただきます。 

  改めて、まちづくり政策課長、答弁を求めます。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 平成27年11月１日から任期を迎えたわけなんですが、１

人、女性の隊員さんですね。柴田小学校区での活性化を図るということで、初めて地域おこし

協力隊を導入したということになります。当時は、さくらマラソンの実行委員会への参加だっ

たりとか、婚活のイベント、それから、今は飲食店の方々が中心になってやっていらっしゃっ

たかと思うんですが、ＪａｍＪａｍの実行委員会への参加とか、そういったことで隊員の仕事

のほうをされていらっしゃいました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 平成29年度、30年度も隊員がゼロなんですが、これはどういった理由で

ゼロだったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 平成29年度と30年度に関しましては、２名の隊員が活動

中だったということがありまして、３人目を募集するかどうかというようなところを検討して

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。 

○３番（吉田 清君） 現在まで７名の隊員を町として受け入れておりますが、任期終了後、何

名の隊員が定住されているかお伺いいたします。 

○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） 任期は３年間ということで、任期を終了した方に関して

は現在は２名ということで、そのうち１名の方が今柴田町のほうでＮＰＯ法人を立ち上げまし

て、町の事業等の委託を受けていらっしゃるということで、定住は１名ということですので、

50％になるというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 定住率が、今お伺いしたら50％ということなんですけれども、そうする
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と、全国の定住率は約60％です。それに比べると若干少ない数字なんですが、なぜ定住率が少

ないのか、どこに原因があったのか、分かればお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 国のほうの定住率、平均的には65％というお話がありま

した。国のほうから出されている数字を見ても、高いところですと北海道なんかは91％、大阪

府なんかですと100％というような、かなり高い数字が出ております。一方で、低いところを

見ますと、50％台の自治体が何件かあります。柴田町、そのうちの50％ということですので、

２人のうち１人ということですので、まだまだ、任期満了というんですか、３年間の任期が終

わる方というのがまだ少ない状況になっていますので、それで定住率が半分程度というような

ところかなというふうには感じています。これからまだまだ、３年間の任期が終了する方、今

回は３人、今現在いらっしゃいますけれども、その方々が定住していくということを町として

は望んでいるという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。 

○３番（吉田 清君） 全国では、隊員が定住に結びつかなかった約40％の方が、地域とのコミ

ュニケーションがうまく取れなかった。あと、約40％の方が行政との関係ということで担当者

が替わるたびに方向性に食い違いが出たなど、残りの約20％は賃金等なんですが、本町におい

ては、募集する段階で詳しく説明をして採用されたのか、その辺は大丈夫だったんでしょうか、

お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 募集の段階では、その辺の条件につきましては、ご本人

様のほうにしっかりとお伝えして募集のほうをさせていただいております。隊員３年間の中で、

経験年数に応じて隊員の報酬のほうも段階的に上がっていくというようなことがありますので、

その辺はしっかりお伝えしておりますので、その辺はご安心いただければというふうに思いま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 宮城県の事例を挙げますと、東松島市では、現在８名の隊員を合わせる

と、26名の隊員が活躍されています。定住率が93％、ほとんどの隊員が定住されております。

なぜ定住率が高いのかというと、市の担当者によると、相談窓口としてサポートされているの

が、市の担当者ではなく、実際に地域おこし協力隊として移住定住された２名の方が相談に当

たっているということで、実際に定住され、苦労された方々だからこそ、サポートの仕事をお
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願いしているとのことでした。また、サポートされている２名の方は、２人とも女性なんです

けれども、とにかく面倒見がいいとのこと。せっかく東松島市を選んでいただけたのであれば、

こちらも真剣です。定住されてこられる方、みんなを幸せにしたい。その上で、何を目的に東

松島市に来て、何をしたいのか。何ができるんですか。何を大切にして、市に貢献できるのか。

いろいろと対話をして、そして、お試し宿泊体験２泊３日をやった上で、中には１泊２日の方

もいるようですが、面談、そして採用をしているとのことです。 

  本町においては、お試し体験、宿泊体験は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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町のほうとしましては、お試し体験、宿泊体験というよ

うな事業というのは行ってはいないところです。 

  今、吉田議員のほうで東松島市のご紹介をいただきまして、定住した方がサポートに当たる

というようなお話をいただきましたので、その辺、柴田町にも１名いらっしゃいますので、そ

ういった方にもサポートのほうをしていただけるようなことも考えていきたいなというふうに

は今思いました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） お試し体験とか宿泊体験は、現在、本町ではないということなんですけ

れども、今後、それは検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） その辺は考えていきたいなというふうに思います。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。 

○３番（吉田 清君） 東松島市では、総務省も力を入れているとのことから、今年度から通年

で募集、採用し、若い世代を大いに呼び込み、市の活性化を目指すとのことです。本町におい

ても若い世代を大いに募集してはと思いますが、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） 今、若い世代というようなことのお話がございました。

国のほうから定住率の高い年代なんかも発表されているようでございます。30代、40代の方が

定住率が高いというような報告もあります。若い方に関しては、20代の方に関しては若干低い

数字が出ておりますので、その辺、ターゲットをしっかりと絞り込んで、募集をしていきたい

というふうに考えてございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 毎週のように、河北新報などに地域協議会の記事が掲載されています。

昨今では、色麻町、また栗原市金成、まちの魅力を発信し、地域の発展につながっているとい

う記事です。 

  また、某総合テレビでも、「いいいじゅー!!」という定住移住の番組が毎週放送されており

ます。ぜひ時間があれば見ていただきたいと思います。 

  挙げれば切りがありませんが、私は、以前、七ヶ宿町に住んでいて、協力隊員の方と接する

機会が多く、３名の男性隊員とは家も近く、家族同様のお付き合いをさせていただきました。

山形県に風呂に行ったり、食事に行ったり、よく私は協力隊の方に「何でこんな何もない七ヶ

宿町に移住定住するの」と聞いたものです。というのも、３人とも大学を卒業していましたの

で、もっと違った道もあったのではないかと思ったからです。しかし、協力隊の一青年が「だ

ったら、レストランもお風呂も造ろうではありませんか」と私に言うではありませんか。私は

夢のような話だろうと思っていましたが、その青年は、現在、七ヶ宿町で家庭を持ち、炭焼き

で生計を立てて、注文が追いつかないほど忙しいとのことです。 

  そして、あのときの会話が１人の青年によって現実のものとなり、なないろひろばとなり、

レストランも、サウナつき温泉施設、ホテルもコンビニエンスストアもできました。陶芸でも

七ヶ宿焼を始めていますが、七ヶ宿の町の土が粘土土らしく、陶芸家の間では最高の土らしい。

また、酒蔵もないのに七ヶ宿町の米で酒やビールを造って販売。全て地域おこし協力隊の発想

と工夫によってにぎわいを見せています。 

  先般、私は、しばたの未来株式会社さんと懇談する機会を設けていただき、社長をはじめス

タッフの方と率直な意見交換をさせていただきました。社長と共鳴したことは、ブランド力、

例えばご当地にしかない桜クラフトビール、桜のチップを使った薫製品の品々の開発、ふるさ

と納税の返礼品に使ったりできるような地域ブランド開発の成功に向け、本町の発展のために

も貢献したいとのことでした。まさに私が思っていたことを社長から言われてしまいました。 

  私も、ぜひ地域ブランド開発の人材の募集、さらに、「花のまち柴田」が稼ぐための、稼ぐ

「花のまち柴田」に携わる人材の募集を併せて要望しますが、ご検討とともに、最後に町長、

ご見解をお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 地域おこし協力隊、それぞれの地域においてウエートが違うということ

だけはご理解をいただきたいというふうに思っております。 
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  成功するためには、やっぱり本人が地方で何がしたいのかということ、それから、どういう

暮らしをしたいのかということがまずないといけない。逆に、今度は、受け入れる側は、そう

いう人たちを受け入れて、一緒に町をつくっていこう、村をつくっていこうという、移住者を

寛容的に受け入れる体制づくりが必要だというふうに思っております。七ヶ宿町は、そういっ

た面で土壌ができている地域ではないかなというふうに思っております。ですから、地域おこ

し協力隊がコンビニを造ったり炭焼きをやったりというのは、あの地域でいくと新たな地域お

こしにつながると、１つの点が意外とウエートが大きいというふうに思っております。 

  柴田町の場合は、何せ仙台に30分で行く、そしていろんなアルバイト先があるということな

ので、どうしても汗をかいて企業化するというような雰囲気にまだまだ欠けているということ

でございます。でも、一部の地域でそういう動きが、槻木の北部のほうで始まっておりますの

で、そこで、地域おこし協力隊が何か農業、農村の資源を使って企業化するということが大変

大事ではないかなと。 

  地域おこし協力隊の問題点は、言葉は悪いんですが、３年間は安月給です。１人でしか生活

できないと。ですから、これを商売、言葉は悪いんですが、企業化して商売に結びついて、持

続的に経営できるというのは、そう並大抵なことではないと。丸森町でもいますけれども、東

松島市も同じなんですが、形を整えても、やっぱり最終的には個人の技術力、製品製造力、経

営力、ここに行き着かざるを得ないというふうに思っております。それらをサポートする体制、

まだまだしばたの未来株式会社では弱いというふうに思っておりますので、今、吉田議員から

指摘されたように、全体的な受入れ体制、指導力、そういうものを徐々に培っていかないとう

まくいかないのかなというふうに思っております。宿題をいっぱい預かったものですから、こ

れに向かって内部で検討して、いろんな外部の人たち、まちづくり会社、それから佐藤君とい

う地域おこし隊のＯＢもいますので、そういう方々が柴田の魅力、柴田は花のまちでやってお

りますので、園芸をやってみたいという方がもしかするといるかもしれません。そういう方を

募集して、テーマを持って、今後は募集をしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありませんか。 

○３番（吉田 清君） ありがとうございました。私の一般質問を終了させていただきます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて３番吉田清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。 
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  10時10分再開といたします。 

     午前 ９時５８分  休 憩 

                                            

     午前１０時１０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。 

  11番吉田和夫君、質問席において質問してください。 

     〔11番 吉田和夫君 登壇〕 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫でございます。大綱２問質問いたします。 

  １．４回目のワクチン接種について丁寧な情報発信を。 

  新型コロナワクチンの４回目接種が早い地域では５月末にも始まる。４回目の接種は感染後

の重症化予防を目的に対象者を絞っている。対象者は３回目接種から５か月以上が経過した60

歳以上の人と18歳以上60歳未満で基礎疾患のある人となっているが、自分が対象なのかわから

ない人も多い。しっかりと情報提供し、現場で混乱をきたさないよう対応をお願いしたい。 

  そして、若い世代の３回目の接種については、全国的にも本町においても４割程度と低迷し

ている。 

  そこで、普及啓発活動に知恵を絞るとともに、接種率向上の方策を伺う。 

  １）４回目に自分が受けられるのか情報発信を。 

  ２）基礎疾患のある人とは。 

  ３）重症化リスクが高いと医師が認める人とは。 

  ４）60歳未満の医療従事者や介護従事者は接種可能なのか。 

  ５）槻木地区で接種できないか。 

  ６）若い世代の接種率を上げる工夫は。 

  ２．災害時に役立つ井戸の活用は。 

  ５月19日のニュースで、愛知県豊田市の取水施設で大規模な漏水事故が発生し、工業用水が

供給停止したため、少なくとも25の工場の全部又は一部が止まり、農業用水もままならないと

の報道があった。しかし、近隣の病院ではすでに井戸水を活用し、いざという時のための対応

を準備しており、また近隣の神社でも大昔から井戸水を災害時に利用しているとも紹介されて

いた。 

  2011年の東日本大震災時では、我が家の飲料水確保のために生涯学習センターに列をなした
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一方で、友人宅には井戸があり「自己責任で飲むんだったらどうぞ」と頂き、ありがたく使わ

せてもらった。 

  近隣の市町村では、災害応急井戸として学校や公園に配備され、災害協定を結んでいるとこ

ろも多い。仙台市では、290件も登録されており災害応急井戸を募集中である。 

  本町としても、災害時にすぐに利用できるよう町内の井戸の掌握と定期的な水質管理などが

できないか伺う。 

  １）災害に役立つ井戸を把握しているか。 

  ２）井戸を災害用に活用できないか（手動ポンプと電動可能なポンプ）。 

  ３）東京都荒川区では小学校や公園に防災井戸を積極的に設置しているが、本町も検討して

はどうか。 

  ４）飲み水や生活用水の災害協定を結べないか。 

  ５）多くの自治体で災害応急井戸の登録を募集しているが、町の考えを伺う。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田和夫議員、大綱２点ございました。 

  まず、４回目のワクチン接種の関係でございます。 

  その前に、現在の状況をお知らせします。 

  初めに、５月30日現在、接種対象者３万4,234人に対する３回目のワクチン接種の接種状況

は、65歳以上では、対象者１万1,326人のうち１万352人が接種し、接種率91.4％、12歳以上64

歳以下では、対象者２万2,908人のうち１万2,458人が接種し、接種率54.4％となっております。 

  では、１点目、４回目接種に向けての情報発信ですが、令和４年５月13日に、「新型コロナ

ワクチン接種について」（第17報）のチラシを全戸に配布したほか、町ホームページに掲載し

ております。 

  町では、３回目接種した方全員に対し意向確認を行うこととしておりますので、その際にも

４回目の接種対象者などについて周知をしてまいります。現在は、令和４年２月末までに３回

目を接種した6,517人に対して意向確認を行い、その結果を取りまとめているところでござい

ます。今後さらに、令和４年３月以降に３回目を接種した方についても、順次意向確認を行っ

てまいります。 

  60歳以上の方の４回目の接種については、本人の意向確認に基づき、町で予約日を割り振り

し、７月１日から４回目接種を開始いたします。 
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  また、18歳以上60歳未満で基礎疾患があり、４回目接種を希望すると回答していただいた方

に対しては、接種券一体型予診票を送付し、この場合は、ご自身で予約を取っていただくよう

になります。 

  ２点目、基礎疾患のある人でございます。 

  ４回目接種の対象となる基礎疾患についてですが、国から示された慢性の呼吸器の病気など

15項目のいずれかに該当する方、またはＢＭＩ30以上の肥満の方となります。 

  ３点目、重症化リスクが高いと医師が認める人でございます。 

  基礎疾患として示された病気以外でも、新型コロナウイルス感染症にかかった場合に重症化

する可能性があります。そのため、そのリスクが高いと医師が認めた方も４回目接種の対象に

なるというものですので、まずは主治医等にご相談いただければと思います。 

  ４点目、60歳未満の医療従事者の接種ですが、４回目接種については、感染後の重症化予防

を目的としていることから、現時点では、医療従事者や介護従事者であっても、60歳未満で基

礎疾患がなければ接種することはできない取扱いとなっております。 

  ただし、国では、今後さらに科学的知見等の収集に努める中で、今回接種対象にならない方

への接種について検討を進めるとしておりますので、国の動きを注視していきたいと考えてお

ります。 

  ５点目、槻木地区での接種です。 

  新型コロナワクチン接種を始める前に、町医師団と接種場所について十分に協議をした結果、

集団接種会場は船迫生涯学習センターと決定したものです。協議の際、槻木生涯学習センター

については、１階フロアで受付から接種後の経過観察までのスペースを確保することが難しか

ったことから、会場にしなかった経緯があります。そのため、４回目接種についても、集団接

種会場は船迫生涯学習センター１か所にしております。 

  なお、65歳以上の高齢者のみの世帯については、４回目接種でもタクシー助成券を交付して、

移動手段の確保を図ることにしております。 

  ６点目、若い世代の接種率の向上ですが、町では、若い世代への接種を進めるため、５月20

日金曜日、夜間接種で153人の接種を行いました。 

  また、４月下旬には、仙台大学に学生に対する接種勧奨を依頼し、在学生全員にメール配信

や校内アナウンスを実施していただいております。 

  大綱２点目、災害時に役立つ井戸の活用で５点ほどございました。 

  １点目から３点目までと５点目については関連がありますので、一括でお答えいたします。 
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  柴田町では、井戸水を使用している世帯は７軒ありますが、その他の井戸については、東日

本大震災においても生活用水として利活用することはございませんでしたので、特に把握はし

ておりません。 

  また、平成27年度に策定した柴田町地域防災計画の中では、井戸を災害時、消防水利として

活用することや、畜産に必要な水を井戸から取水することとしており、井戸水を生活用水とし

て使用する取扱いとはしておりません。その理由は、東日本大震災の教訓の下に、飲み水の給

水体制については、別に対策を講じてきたからにほかなりません。 

  その一つに、山田沢配水池と船迫配水池を合わせた１万2,600トンの水道水を、給水車１台

と１トンの水タンク積載車３台で町内応急給水所10か所に配水できる体制を整えております。 

  ２つ目に、町内42の全ての行政区に、軽トラックに積載が可能な300リットル容量の水タン

ク等１台を配備し、行政区内での給水支援を整えております。 

  ３つ目に、船迫小学校、槻木小学校では、浄水機能を備えたプールを整備し、飲料水として

利用できるようにしております。 

  ４つ目に、東日本大震災では、仙南・仙塩広域水道の送水管が破損し、長期間断水となった

ことから、県において仙台・松島方面の高区系送水管と柴田・名取方面の低区系送水管を結ぶ

接続工事を実施いたしました。令和４年６月に完成し、令和４年８月から運用開始の予定とな

っております。 

  このように、柴田町においては、荒川区が進める小学校や公園への防火井戸の設置に代わる

対策を講じているところでございます。 

  なお、災害時の井戸水の活用について柴田消防署に伺ったところ、井戸水は枯渇する可能性

があるため、河川などの自然水利のほうを活用するとの回答でございました。 

  ４点目、協定でございます。 

  町では、飲み水に関しては、平成13年に株式会社セブン－イレブン・ジャパン、平成29年に

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター、令和４年に株式会社伊藤チェーンなどと災害協定を締結

しております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田和夫君、再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） まず一つは、既に４回目接種、５月25日から始まりました。後れを取ら

ないようしっかりと情報発信をしていっていただきたいと思いますし、栗原市では６月１日か

ら予約を開始しました。岩沼市では、あしたから、８日から接種券を配布されます。 
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  本町では、意向調査中という先ほどのお話がありました。60歳以上で町内で個別、集団、こ

れを選択した人はいつ接種券が配布されるんでしょうか。先ほどのご回答では７月１日からや

るということでしたけれども、いつ接種券が配送されますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） まず、今回４回目の接種につきましては、３回目が終わってか

ら５か月以上経過後というようなことになりますので、実際、柴田町では３回目の始まったの

が２月からというようなことで、それに合わせましてスケジュールを進めているところでござ

います。 

  今、まず２月に終わった方に対しまして、先ほど町長も答弁したように、意向確認書を送ら

せていただいております。それの回収が９日までというようなことでお願いをしておりますの

で、それがまとまり次第、順次接種券のほうを発送して、ただ、60歳以上の方につきましては、

町のほうで予約、こちらのほうで確認を取らせていただきまして、接種場所と日時を指定した

形で、この日に打ってくださいというようなことで送らせていただきます。それと併せまして

接種券のほうを送らせていただくと。先ほど町長答弁あったように、７月１日からスタートす

るというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ７月１日から接種開始ということでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実は柴田町におきまして、３回目接種、早い方で、医療従事者

というような形では12月27日に３回目接種が始まっております。その後、１月に老人施設関係、

そちらのほうで打った方がいらっしゃいます。そちらにつきましては、今その施設のほうと調

整をさせていただいて、６月中に打てるような形で進めているところでございます。 

  ですから、一般で打つのが７月１日からというようなことで、その前に打たれた方について

は随時、今３回目接種もまだ継続して行っておりますので、その中で対応できると。それから、

施設のほうにつきましては、医療機関と相談をしながら、今、調整をさせていただいて、６月

中旬ぐらいからは接種可能だというような状況になってございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） じゃあ、町内の個別、集団じゃなくて、60歳以上で、町外、それから仙

台市で行われている大規模接種会場を希望する方の接種券の配送はいつになりますか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） こちらのほうも第17報で記載をさせていただいておりますけれ

ども、早めに打てる方がいらっしゃいます、当然ですね。そういった方につきましては、お申

出をいただければ、接種券を事前に送らせていただくことは可能というようなことになってお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 今回、ワクチンも増えました。厚生労働省発行のパンフレットがござい

ます。「初回接種（１・２回目接種）及び追加接種（３回目接種）に使用できるワクチンがひ

とつ増えました」、大きなパンフレットの表紙に書いてあります。ノババックスというもので

すけれども、４回目には使用していないですね。使用しておりませんけれども、２回目、３回

目には本町では可能だと思うんですけれども、希望していますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 当初、ノババックスワクチンが出たときには、対応としまして、

数量的にも枠が決まっているということで、県で１か所というようなことで最初はお話があっ

たんですけれども、その後、各市町村のほうにもノババックスのワクチンを供給するというよ

うな体制に変わりまして、今、予約ということで、こちらのほうに連絡が来ております。 

  それで、ノババックスワクチンということで、ほかのワクチンと混合、混在しないようにと

いうことの体制ということで、先日も医師団の先生方とちょっと協議をさせていただいた経緯

がございますけれども、７月に入ったら打てるような体制を取るということで、今その予約を

取らせていただいているということで、こちらにつきましても、町民の皆さんのほうに情報を

提供しなくちゃいけないということで、今後、全戸配布のチラシで、今まだ検討中、作成して

いる段階なんですけれども、案としてですね。第18報というような形で流して対応していきた

いということで、現在のところ、ただ、ワクチンの供給体制がそれほど多くないというような

ことで、一応100回分、こちらの予約をして、その後、また状況が増えれば枠を増やしていき

たいというようなことで考えております。取りあえずは、そういったことで進めようかという

ことで、医療機関の先生方とご相談をさせていただいているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 今の課長の答弁で100回分と聞こえたんです。100回分、予約か何かする

んでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 
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○健康推進課長（水戸浩幸君） ワクチンの要求、要望を県のほうに出すというようなことで、

１バイアルが10回分、１瓶で10回取れるという形のワクチンですので、それを100回分という

ことで10本、取りあえずは予約をして、それを町民の皆さんのほうに周知をして、どの程度の

要求があるかというようなことを検討して、その後の体制につなげていきたいということで考

えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） コロナの情報で18回目のやつに載せるというようなことでしたので、期

待していきたいと思うんですけれども、４月28日に予防接種推進室から通達が出ています。多

分、市町村の衛生主管部（局）宛てになっているので、「武田社ワクチン（ノババックス）の

配分等について」という。６月からは一定量のワクチンが供給できると、こういうふうに厚生

労働省では言っていますね。１回目、２回目、100万回分が発送されています。２回目からは、

施設が希望する量のワクチンを配送することとしますというふうになっているんですね。だか

ら、希望すれば、その分のワクチンは行きますよということだったので、ちょうど今朝のニュ

ース、河北新報に載っていました。仙台市では、アレルギーを理由に追加接種を控える市民を

対象に、取りあえず320人分確保したと。今朝の河北です。７月分には160人分と。宮城県は、

うんと少なかったんですよね。東京では人気があってすぐ満杯になっているという状況がＮＨ

Ｋの７時のニュースでやっていましたので、早くそういうことだったら情報提供をしながら、

国産のノババックスを利用したほうが３回目接種率が上がるのかなと、こう思ったんですけれ

ども、どうですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実は、こちらのノババックスワクチンにつきましても、やはり

副反応というようなことでの流れが出てきております。その中には、アレルギーというような

ことも記載されております。ですから、これが、以前のワクチン、メッセンジャーＲＮＡワク

チンとは形は違うということでございますけれども、このワクチンがどこまでアレルギー体質

の方にも打てるのかというようなことは、まだはっきりはしておりません。ですから、この辺

も踏まえて、医療機関の先生方と十分に相談をしながらというような体制を取りながら進めて

いくということで、今のところ予定をし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。 

○11番（吉田和夫君） 必ずそういうことになると「医師団と」と出てくるので、そこからなか

なか言えないんですけれども、人気のあることは確かです。100％全然無害だというようなこ
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とは、もちろん厚生労働省もうたっておりませんけれども、副作用は断然少ないというふうに

うたっています。 

  ４回目の接種対象の件ですけれども、60歳以上については問題ないと思います。問題なのは、

18歳から59歳までで基礎疾患や重症化リスクのある対象者となっているんですね。本町では、

特に基礎疾患のある方、重症化しやすい方、これは問診票だけなのか、何かそのほかに把握し

ているところがあるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 基礎疾患ということで、国のほうでは５月13日発行の第17報の

裏面にも16項目というようなことで記載をさせていただいております。やはり、１回目、２回

目を打つときに、基礎疾患がある方の優先枠ということで対応した経緯がございますので、そ

ういった方で申込みをされている方ということでの把握ということは、ある程度はできており

ます。そういった形で、４回目接種につきましても、そちらのほうを把握しながら、今回、意

向確認ということで希望を取らせていただくということも踏まえて、こちらのほうでは接種数

量の体制の確保ということでは進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。 

○11番（吉田和夫君） ６月２日の新聞に、河北新報に、仙台市の予約に関するお知らせのチラ

シが載りました。このぐらいの大きな河北新報のチラシですね。この中には、特に60歳以上で

ない人、「３回目接種から５か月を経過した18歳から60歳未満の方で、いずれかに該当してい

る方」ということで、先ほど課長が言った16項目の一覧が載っているんですね。封入されてい

るようです。または、ポータルサイトをご覧くださいというふうにうたっています。そして、

注意として、こういうふうに載っているんですね。「上記に該当しない方は、接種を受けるこ

とはできません」、こううたっているんですけれども、本町の第17報も、そのほかのホームペ

ージも見たんですけれども、そういう該当者以外の方は受けられませんという表示はなかった

んですけれども、これはどうですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 基礎疾患の項目の中に、実は15番目のところになるんですけれ

ども、「重症化リスクが高いと医師に認められた方」という項目もございます。これは、かか

りつけ医の先生が最終的には、町長の答弁にもありましたように、主治医の判断で重症化リス

クというようなことの判断が出てきます。ですから、ここにある全部の16項目の中に、15項目

めとしましてその項目がありますので、そこに該当すれば打てるというようなことになります。 
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  ただ、確かにうちらほうでは、柴田町としては、これに該当しない方は打てませんというこ

との表記はしていなかったのかなと、そこはちょっともう少し確認をしていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 町長答弁でもありましたね。その際は、主治医にご相談していただけれ

ばと。相談して、例えばいいといった場合は、医者からいいと言われたというようなものなの

か、自己申告なのか。あるいは診断書まで必要なのかどうか。これはどうですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 今回は、ほかの基礎疾患も全て同じなんですけれども、診断書

とかそういったものまでは求めておりません。こちらのほうは申告というような形になります

ので、あとは接種する際に、予診の段階で、先生との話で最終判断がされるというようなこと

になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） その辺がやっぱり曖昧で、受けられるのかどうかと。例えば、私は高血

圧です。治療は以前しました。今は放置しています。これは既往歴があるという、昔、高血圧、

重症化しやすいというところに丸をつけたら受けられるわけですね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） こちらのほうは自己申告になりますので、そこからの追跡とい

うような形は取られないのかなということでございます。 

  ただ、お薬手帳とか、そういったものも拝見させていただくということになりますので、そ

ういったところで、最終判断は予診の先生方にお願いをしているというような状況でございま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そういう曖昧さというものが多分出てくると思うんです。どうしても受

けたいというのであれば、どこかに丸印をつけたら受けられるんじゃないかというようなもの

で、例えば診断書があるとかといったら、これは大きなことになるんだろうし、非常に難しい

なと。 

  青森市、盛岡市、秋田市、福島市、郡山市、いわき市、これは重症化しやすいということで、

障害者手帳、療育手帳を所持する人は全員、以下の人でも受けられる。これだったら手帳を持

っているので分かると思うんですけれども、基礎疾患のある方、たくさんおられますね。いび

きをかいて、睡眠時無呼吸症候群、昔言われたことがあるという方についても受けられますね。
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確認です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） こちらのほうにつきましても、第17報のチラシで、基礎疾患の

中にそちらのほうの形態が記載されておりますので、受けることは可能になります。受けられ

るということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） いっぱい機能的には備わっていますので、何とかして、受けられるとす

れば受けられるというものですね。 

  ＢＭＩ30以上と、計算式も載っていますけれども、普通だったら、理想的なＢＭＩだったら、

身長をメートルにして、例えば160センチだったら1.6掛ける1.6掛ける22とやると標準体重が

出ます。プラスマイナス10％。今回のやつなら、身長掛ける身長掛ける30、それ以上あれば受

けられると。いわゆる肥満よりは上になるのかな、25で肥満と言いますから、そういう方も受

けられますよね、当然ね、30以上。そして、そういう方は全て医者の、先ほど診断書は要らな

いということでしたので、全て意向調査なり問診項目の自己申告でいいと、構わないと、これ

は確認ですけれども、そうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 自己申告ということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 私、厚生労働省に問合せをしていて、今朝、返事が来たんです。どうい

うことかというと、私の質問は、「59歳以下で健康で既往歴もありませんが、家族に高齢者を

抱えています。４回目接種の該当ではなくなりますが、自費になっても接種したい人がいます。

どう対応すればいいか教えてください」と質問いたしました。今朝パソコンを見たら、回答を

いただいていました。 

  「吉田和夫議員へ。お疲れさまです。自費での接種はできません。18歳以上で59歳以下の方

で全く健康な人については接種するメリットは現時点ではなく、逆に、副反応などデメリット

のほうが上回ると判断されています。どうぞよろしくお願いいたします」という返事が来まし

た。 

  これなんかも非常に参考になるのかなというようなことですので、きちんと情報提供しなが

ら、４回目接種も遅れないようにスムーズに接種していただきたいと思いますし、特に60歳未

満で医療従事者、それから介護従事者、これは、先ほど答弁もありましたけれども、岐阜県で
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は、高齢者の入所者とかは早めに決めていて、優先接種をするというふうに決めている県もあ

るんですね。本町では、そういう方は受けられますか。60歳未満で施設に行っているというよ

うな人は、優先接種はできるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） ４回目の接種は、繰り返しになりますけれども、質問のほうに

も書いてあるとおり、４回目の接種につきましては、３回目が終わって５か月以上経過しまし

た60歳以上の方、それから18歳から59歳の基礎疾患がある方が対象になりますので、そこに該

当がない方は、今回の現時点での４回目は受けられないというような状況になります。（「分

かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 介護施設とかあるいは知的障がい者施設とかというようなところで、お

医者さんが申請する用紙なんかもありますよね。そういう形で、例えばうちの利用者と従業員

は一緒にできるなどという申請書もあるんですけれども、ご存じないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） ３回目まではそういった形で、施設の方とその施設の従事者と

いうようなことで、一緒に名簿を頂いたケースはございますけれども、特に今回の議員がおっ

しゃる申請については、ちょっと分かりかねております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 私もよく見なかったんですけれども、施設等の入所者の４回目接種用と

いう、お医者さんが書くようになって、住所と生年月日、ずらっと一覧名簿があるんですけれ

ども、これなんかも新しい15項目ぐらいの問診項目なんかもありましたので、ひょっとしたら、

これだったら、受けられるんだったらどんどん推し進めればいいのかななんてちらっと思った

りもしたので、これはあと検討していただければと思います。 

  槻木地区の件ですけれども、先ほど難しいということでした。胃の検診であったり、150名

くらいの検診を私もこの前受けましたけれども、１階で受付をして、ホールが待合室で、事務

室の隣で接種をしてというのは、全然密にならないで、百二、三十名程度実施できましたけれ

ども、槻木の人たちは、船迫生涯学習センターの年老いた方、特に階段が多いので、槻木の生

涯学習センターだったらエレベーターもある。３階でもいいですから、ぜひとも検討してみて

くれませんかという再確認ですけれども、どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 
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○健康推進課長（水戸浩幸君） やはり、先ほど町長答弁ありましたように、今回は場所を選定

する段階で、当然、槻木のほうも生涯学習センターということで候補には挙がりました。現場

の確認をしながら、面積、動線はどうなんだというようなことでやった上で、最終的には面積

がというようなことがありまして、船迫生涯学習センターをお借りすることになりました。そ

の際に、やはりインターネット回線とか、そういったことも必要ですし、そこに合ったような

形の備品整備も当然必要になりますので、そういったことも含めまして、２か所でやるという

ことはなかなか難しいというようなことで、町長の答弁にあったとおり、船迫生涯学習センタ

ーが集団接種会場というようなことで対応させていただきたいということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） １回でもそういう計画があれば、非常に槻木の人は喜ぶと思うんですけ

れども、再度検討していただければいいなと思います。 

  若い世代の接種率を上げる工夫ですけれども、先ほど町長答弁でも夜間接種というのがあり

ました。時間もないのでこちらから言いますけれども、首相官邸のホームページをご覧になっ

たことはありますか。その中に、数々の成功例が何十項目も載っています。 

  紹介だけすると、福岡県福岡市、立ち寄りやすい都心部天神の市役所１階ロビーで、「天神

立ち寄り接種」を実施。対象者は16歳以上、平日は14時から20時まで、土曜日は11時から17時

まで、１日300人接種。 

  神奈川県横浜市、多様なライフスタイルに対応すると。これは、深夜から早朝にかけて実施

していると。22時から翌朝７時、これを市役所でやっているんですね。 

  静岡県、ゴールデンウイーク中の大規模接種会場の増設。一部の会場は無休、全て会場では

接種券なし・予約なしで若者の接種を推進。 

  長野県、県庁職員が大学に出向いて、学生等から県が運営する大規模接種会場での接種予約

をその場で受け付ける等々、たくさん載っています。 

  ちゃんと健康推進課のほうで若者対策として、特に私も見たのが12歳以下ですか、まだ二十

数％、５月１日時点で、２回接種。これしか出ていないのかと。その人たちが今学校か何かで

集団接種をしているので、何とか若い人たちも接種できるように工夫してやっていただければ

なと思います。 

  私も、これは要望です。ワクチン４回目も同じく、希望する人には全員受けさせたいと私は

思っています。お金も感染症対応地方創生臨時交付金、これも使えるそうですので。健康寿命

の延伸と防災・減災で私は議員になりました。毎回、ワクチンと防災についていろいろ質問し
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ているんですけれども、ワクチンで命を救えるなら、ぜひ接種して、希望に沿っていきたいと

いうふうに私は要望していきたいと思っております。 

  大綱２問目です。井戸の活用でございます。 

  先ほど町長答弁では、飲用、飲用と結構出ていましたけれども、飲み水というのは確かに難

しいんですね。全然、防災・減災の立場からしても把握はしていないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 先ほど町長答弁でもございましたが、井戸水を使用している世帯

は７軒ということでございます。防災・減災の観点からの井戸の把握ということのご質問でご

ざいますが、把握はしてございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 非常にがっかりしましたけれども、私は２週間ぐらい前に質問書を出し

ました。私の質問書を見て、どのように感じて、どのようなことを調べましたか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 議員の質問を受けまして、まずは、東京都荒川区、こちらのほう

の生活用水としての井戸の活用というところを調査いたしました。 

  あわせまして、近隣市町の状況というところで、仙台市、岩沼市、亘理町、あと女川町です

か、そういうところも確認をいたしました。 

  加えまして、全国の自治体でどれぐらい井戸水を活用しているのかというところで調べたと

ころでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 岩沼市も調べたということでしたけれども、岩沼市では、Ｑ＆Ａとか、

それからいろんな契約書類なども出ていました。岩沼市では60か所、これは用水として使って

います。いわゆる飲み水でなくて、お風呂の水であったり、洗濯水であったり、トイレを流す

水であったり、非常に助かっているということで、今も募集中です。そのことはご存じでした

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 議員おっしゃるように、ホームページの中で見たところで、登録

が60か所あって、そのうち７か所が登録が解除されており、現在は53か所というような内容で

ございました。現在も募集中というところでございまして、登録される方は非公開とか、そう

いったプライバシーにも配慮したというようなところもございました。また、その申込みとか、
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そういった用紙、そういったものもしっかりと載ってございました。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 仙台市でも亘理町でもやっています。全てが災害時に役立つというよう

なことでしたので、柴田町でもそういうような箇所を見つけて、ぜひ災害時には生活用水とし

て使わせていただけないかというのは検討すべきだと思うんですね。これは岩沼市のＱ＆Ａに

出ています。何十項目も載っているんですけれども、これはお金がかからないことは知ってい

ますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） すみません、お金がかからないことというのは、検査に対するお

金なのか、登録に対するお金なのか、ちょっと分からないんですけれども、検査については市

のほうで出していますので、持っている所有者の方はお金がかからないという認識ではござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そのとおりなんですね。Ｑ＆Ａを見ると、岩沼市のやつです。「井戸が

壊れています。修理してくれませんか」と。岩沼市ではしません。ポンプの点検なんかは自分

でやってくださいと。「電気代は負担してくれますか」と。市では負担しませんと。「飲用し

て健康被害が出た場合、誰が責任を取りますか」と。岩沼市では、「飲用された方が自己責任

になります」等々、とにかくボランティアとして、今あるこの我が家の井戸を、困っているん

だったら使っていいですよという趣旨ですね。それで、今現在で五十数か所になっているんで

すけれども、まだまだ募集中でございます。 

  どこだったかな、京都だったと思いますけれども、京都府では641か所申請されております。

そのうち、学校の47か所が井戸を掘られています。全部災害用に役立ちましたというものです

けれども、これからでも遅くないんですけれども、ぜひ災害用井戸水の利用ということを考え

てはどうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 今、学校のお話がございました。実は、柴田町の小中学校の中で、

柴田小学校、こちらのほうでは井戸を掘っているということがございました。こちらの柴田小

学校の井戸でございますが、こちらの井戸は、ボランティアの方々と宮城県森林インストラク

ター協会というところと子どもたちが掘って設置したということで、平成26年12月、柴田小学
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校のおたすけ井戸というところで、飲用はできませんがというところで掘ったという経緯がご

ざいます。 

  しかしながら、今現在、配管が、水がたまっていなくて水面に届いていないために給水はで

きていないと。雨の後、昨日、今日のような大雨の後は、地下水がたまって水がたまってくる

そうなんですけれども、やると泥水が出て、とても使えるものじゃないということで、柴田小

学校のほうでも授業等では活用していないというような状況でございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 検査の方法なんかも井戸水の利用で出ていました。大腸菌があるかない

かと、臭い、それから濁りなんかがあるかどうかだけだったんですけれども、飲み水は難しい

と思います。生活用水として、岩沼市、亘理町、仙台市、丸森町、丸森町では30万円ぐらいお

金を出していますね。これは飲み水として出しているんですけれども、ぜひとも災害協定を結

べるように、災害に役立つような井戸をこれから検討していただければと希望いたしまして、

私の質問を終わらせていただきます。 

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

  ただいまから休憩いたします。 

  11時10分再開といたします。 

     午前１１時００分  休 憩 

                                            

     午前１１時１０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ６番加藤滋君、質問席において質問してください。 

     〔６番 加藤 滋君 登壇〕 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。大綱１問質問いたします。 

  第２期健康しばた21への取組を問う。 

  ゴールデンウイーク最中の５月２日に、町のメール配信サービスで「普段の生活の中で気軽

にウオーキング！」と題する連絡がありました。その内容は、「外を歩くのが気持ちの良い季

節となりました。気分転換も兼ねてウオーキングを始めてみましょう。今よりあと10分、あと

1,000歩、多く体を動かして、風邪や病気に負けない健康な体を目指しましょう」とのことで

した。 
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  厚生労働省の健康づくりのための身体活動基準2013によると、ライフステージに応じた健康

づくりのための身体活動（生活活動・運動）を推進することで、健康日本21（第二次）の推進

に資するようこの基準を策定したとあります。その内容の一部では、身体活動を推進するため

の社会環境整備を重視し、まちづくりや職場づくりにおける保健事業の活用例を紹介したとあ

ります。血糖・血圧・脂質に関する状況で、健診結果が基準範囲内で年齢別に身体活動の状況

が記されています。身体活動は、生活活動と運動に分けられ、生活活動とは、日常生活におけ

る労働、家事、通勤、通学などの身体活動を指すとなっています。また、運動とは、スポーツ

等の特に体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある身体活動を指

すとあります。特に65歳以上では、強度を問わず、身体活動を毎日40分としてあります。また、

年齢別の基準とは別に、世代共通の方向性として、今より少しでも増やす、例えば10分多く歩

くと示してあります。 

  第２期健康しばた21の計画期間が１年延長され、令和６年までとなりました。この計画の基

本方針は健康寿命の延伸と生活の質の向上となっており、計画目標の達成に向け、８つの取組

分野について、生活習慣病予防や健康づくり事業を推進しているものと思います。それぞれの

分野には目標値がありますが、特に次の４つの事項について進捗状況等を伺います。 

  １）「栄養・食生活」取組の方向性について、目標一覧の肥満者や朝食欠食者、適度な飲酒

量を知っている人の割合は、現状ではどのようになっていますか。 

  ２）「身体活動・通勤」取組の方向性について、定期的な運動（１回30分以上を週２回以

上）をしている人や日常生活の中で、意識的に体を動かしている人の割合は、現状ではどのよ

うになっていますか。 

  ３）「休養・こころの健康」取組の方向性について、睡眠による休養を十分に取れている人

やストレスを上手に解消できている人、悩みなどを気軽に相談できる相手がいる人の割合は、

現状ではどのようになっていますか。 

  ４）上記３項目について、計画目標の達成に向け、健康づくりに関連する施策を推進してい

るものと思いますが、それらの改善へ向けて主な取組はどのようなものがあるのでしょうか。 

  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。２）の「身体活動・運

動」とありますが、「通勤」とお読みしたようですが、「運動」でよろしいですか。 

○６番（加藤 滋君） 「運動」です。 

○議長（髙橋たい子君） 「運動」でよろしいですか。はい。 
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  では、答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 加藤滋議員、大綱１点目、健康しばた21への取組ということで４点ほど

ございました。 

  まず、１点目でございます。 

  まず初めに、第２期健康しばた21の目標値に対する進捗状況を把握するためのデータの根拠

ですが、一つに、町民健康調査と、毎年実施している柴田町特定健康診査、青年期健康診査な

どの結果からお答えをしております。 

  まず、町民健康診査というのはどういうものかと申しますと、第２期健康しばた21の中間評

価のために平成29年度に行いました。20歳から99歳までの無作為抽出した町民1,800人を対象

に実施したもので、回収数は982件、回収率54.6％でございました。 

  柴田町特定健康診査は、柴田町国民健康保険加入者の40歳から74歳までの約6,000人が対象

で、うち約2,600人、約43％の方が受診しております。 

  青年期健康診査は、19歳から39歳までの町民が対象で、毎年約800人前後の申込みがありま

すが、うち約300人、約40％の方が受診しています。そうした結果を基に、今回、随時回答を

させていただきたいと思います。 

  まず、１点目、肥満者の割合ですが、令和２年度の青年期健康診査及び特定健康診査の結果

から、ＢＭＩが25以上の割合は、男性20歳から69歳までで38.8％、女性40歳から69歳までで

26.4％となっています。 

  朝食欠食者の割合は、平成29年度の町民健康調査で、20歳から39歳までの男性20.3％、女性

10.0％となっています。 

  適度な飲酒量を知っている人の現状の割合は、平成29年度の町民健康調査で、20歳以上で

53.4％となっております。 

  ２点目でございます。 

  意識的に体を動かしている人の割合は、平成29年度の町民健康調査で、20歳から59歳までの

男性で46.4％、女性で40.6％となっています。 

  参考値にはなりますが、令和２年度柴田町特定健康診査の結果では、40歳から74歳までの

2,613人中、男性46.8％、女性38.5％が「１回30分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上、１

年以上実施している」と答えております。 

  ３点目、平成29年度の町民健康調査で把握しているものが最新のものとなりますが、ストレ

スを上手に解消できている人につきましては、65.2％が「ストレスがあった」と答え、そのう
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ち62.3％が「自分なりの解消法で処理できている」と答えております。 

  気軽に相談できる相手がいる人につきましては、67.2％が「いる」と答えております。 

  参考値になりますが、令和２年度柴田町特定健康診査を受診した40歳から74歳までの2,613

人のうち、72.7％が「睡眠で休養が十分取れている」と答えております。 

  ４点目、目標達成に向けての主な取組についてですが、まず１点目、「栄養・食生活」取組

の方向性についてです。 

  肥満者の割合を減少させる目標は、平成29年度の中間評価結果では、逆に増加に転じており

ます。栄養・食生活分野として、特に重点的に取り組まなければならない健康課題となってい

ます。 

  主な取組としては、からだ測定会の開催や、特定健康診査を身近なかかりつけの医療機関で

受けられる個別健診を推進しています。 

  朝食の欠食につきましては、中間評価や令和２年度に実施した食育に関するアンケート調査

においても、欠食率が増加している状況となっております。 

  主な取組としましては、家庭で幼少期から朝食摂取を習慣化することが重要であることから、

乳幼児健診・相談事業における栄養講話や助言を通して、子育て世代の保護者へ啓発を行って

います。 

  適度な飲酒量につきましては、中間評価では約半数の方が「知っている」と答えていますの

で、広報しばたに掲載している健康情報クリップやメール配信なども活用しながら、普及啓発

に努めてまいります。 

  ２点目の「身体活動・運動」分野の運動習慣がある人につきましては、中間評価で、定期的

な運動をしている人の割合で横ばいや減少、意識的に体を動かしている人の割合も減少傾向が

見られております。 

  主な取組としましては、仙台大学に協力をいただき、健康講話や運動指導など運動習慣の定

着化を支援する教室や、正しいウオーキング技術を提供しております。 

  また、健康しばた21に基づいた健康づくりを積極的に推進するため、令和３年度は健康しば

たサポーターを13人養成し、町の保健事業において運動の普及啓発を行っております。 

  さらに、町民自身が健康づくり事業に参加し、健康に対する意識の向上を図ることを目的と

して、18歳以上を対象にしばた健康づくりポイント事業を行っています。令和４年度は、新た

にコロナ禍でも継続して運動も含めた健康づくりに取り組んでいただけるよう、努力型事業

「（仮称）健康１か月チャレンジ」を新たに対象事業に追加いたしました。 
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  ３点目の「休養・こころの健康」分野につきましては、中間評価の結果や令和２年度の特定

健康診査の結果でも改善は見られておりません。 

  平成29年度の町民健康調査で、「死にたいと思ったときにどのようにして乗り越えたか」の

質問に対し、４人に１人が「家族や友人、職場の同僚など身近な人に悩みを聞いてもらった」

と答えております。そのため、身近な人の心のＳＯＳサインに気づき、適切に対応できる人材

を育成したいと、年に１回、ゲートキーパー養成講座を開催しています。 

  また、精神科医による個別相談を月１回実施し、地域での身近な相談の場を設けております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 加藤滋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それでは、第２期健康しばた21の基本方針では、健康寿命の延伸と生活

の質向上がありますが、まず、健康寿命の状況ですけれども、日常生活を制限されず健康に生

活できる期間である健康寿命は、本町ではどのようになっているのでしょうか。 

  厚生労働省のデータでは、我が国の令和元年の健康寿命は、男性が72.68歳、女性が75.38歳

となっております。本町はこれより高いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 市町村の健康寿命というようなことで、宮城県で発行している

データがございます。これによりますと、平成30年度の状況でございますけれども、男性が

79.06歳、女性が83.75歳ということで、健康寿命ということでデータとして載っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今、県の平均を聞きましたけれども、全国平均よりも高い状況です。平

成30年３月の健康しばた21の中間報告書でも、本町の男性は79.73歳、女性が83.05歳となって

おりました。平成22年と比較して女性が1.17歳低くなっていたんですが、その理由というのは

何か把握していらっしゃいますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 申し訳ございません。今の段階では、私の段階では把握してお

りません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それでは、続いて、私も関心ある町の高齢化率なんですけれども、令和

２年３月で高齢化率29.9％だったんですけれども、直近の状況がもしお分かりでしたらお願い

いたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 私の段階でも、今、議員がおっしゃったその情報しか持ってお

りません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 高齢化率は、長寿命化にもなっていて、年々上がってきているんだろう

なというふうに感じております。こういった高齢の方々がいつまでもお元気で生活できるよう

な取組が重要と思っているところでございます。 

  先ほどご答弁いただきました３つの分野の目標の数値、目標数値の進捗状況、ご答弁いただ

いたわけですけれども、先ほどちょっと見ていたんですが、平成30年の中間評価の状況とあん

まり変化がないような感じ。中には、数値的にはよくない状況になっているものもあるように

思いました。特に、肥満者、ＢＭＩ25以上の割合の減少、朝食欠食者割合の減少、定期的な運

動をしている人の割合の増加、日常生活の中で意識的に体を動かしている人の割合の増加、睡

眠による休養を十分に取れていない人の割合の減少、今言いました５項目、これは平成30年の

中間報告書でも全てＥ評価になっているんですね。Ｅ評価というのは、ほとんどできていない

という評価、取り組めていないという評価になっているんですね。これは、どのような理由だ

と思うか、お答え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。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 平成22年の状況と比べて、中間ということで平成29年に町民健

康調査というようなことでされたデータ、こちらのほうにつきましては、議員おっしゃるとお

り、Ｅ判定だったというようなことでございます。こちらのほうは、詳しくは分析されたもの

が調査報告書ということで出されております。その中で、どういったことが要因なのかという

ようなことを、私の中では、この調査票にある状況でしかちょっと把握できておりません。で

すから、それに対して、今後どうしようかというようなことでの事業等、そういったものにつ

いて、まず一番はその意識を持っていただくということが、健康、特定健康診査とかの状況を

見ますと、運動する意識とか、そういったものを意識していただくということが大切だろうと

いうようなことで、先ほど町長の答弁にもありましたように、毎月、広報しばたのほうに載せ

たりというようなことの取組、そういったものが必要なんだろうなというようなことでの考え

でございます。一番は、その意識を持っていただくということが大切なんだろうというような

ことで、具体的な要因としては、調査報告書にまとまったとおりだと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） やっぱり意識なのかなというような気がしますけれども、日常の中でも

いろんな取組は個人個人でやっているかも分かりませんけれども、中間評価の中でも、健康課

題ということで、高血圧性疾患が多いだとか、肥満者が増加しているとか、その対策として、

食生活、運動、それから血圧というのがあるんですね。特に、「身体活動・運動」で歩数の増

加、運動習慣がある人の増加があります。町での具体的な取組は、先ほどの答弁でもありまし

たように、健康ポイント事業ですとか、あとはフットパスの開催とか、里山ハイキングとか、

からだ測定会もご答弁ありましたけれども、それらの実施で取り組んでいるんじゃないかなと。

そういった健康ポイント、フットパス、里山ハイキング、からだ測定など、実際に行っていて、

町民に対してはどんな効果があったと捉えておりますか。いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） やはり、そういった事業をすることによりまして、健康に対す

る意識、そういったものは醸成をされているのかなというようなことがございます。 

  ただ、ここ一、二年は、やはりコロナの影響がありまして、私が健康推進課に来てからは、

ほとんどそういった事業がまともにできていないということがございますので、その辺は、や

はりコロナが終わった後に、また進めていければなというようなことで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。 

○６番（加藤 滋君） コロナ禍が落ち着いてからというような話でございましたけれども、た

だ、そうはいっても、何もしないわけにはいかないんじゃないかなというふうに思っていまし

て、先ほどからの３つの分野、「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養・こころの健康」、

これらの改善といいますか、いわゆる肥満抑制・防止、定期的な運動、それからストレスの解

消などに効果的なのは、私は歩くことじゃないかなというふうに思っております。私はそう思

っているんですが、その辺はいかがお思いでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実はコロナになる前に、柴田町でも歩くについてをテーマに進

めようというようなことで、現在、シバタルクというようなことでホームページのほうも作成

をして、周知をしているところでございますけれども、里山ハイキングであったり、フットパ

スコースであったり、歴史ウォークであったりというようなことで、そういったコースを前面

に出しながら、少しでも歩いていただける機会というようなことで、そういった動きというよ

うなことでは取り組んでいる状況でございます。 
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  ただ、何回も申し訳ございませんが、それができた段階で、ちょっとコロナの状況でそれが

うまく活用できていないというようなことが現状となっているという状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） その歩くことでホームページを見ていましたら、柴田町ウオーキングサ

ークルというのがあるんですね。３つの会場からスタートして、第４火曜日、第２火曜日、第

２月曜日、しばたの郷土館前、それから船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センターから出

発するような形であるんですが、これの、今コロナ禍でしょうけれども、コロナ前の状況です

とか、どのくらいの方が参加しているか把握されていますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実は、こちらのウオーキングサークル、私が去年来たときに前

任から引き継がれたのが、こちらのほうには顔を出してというようなことで、そういう機会を

待っていたんですけれども、なかなかできていないということがありまして、数字的なことは

ちょっと時間をいただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） では、答弁は後ほどということで、再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） このウオーキングサークルは、私も参加していないので偉そうなことは

言えないんですが、町民の方が参加されているという前提で、実は、こういういいサークルな

のに健康ポイントの対象になっていないんですね。これはなぜなんでしょうか。フットパスと

か里山ハイキングとか、歩くことは、ほかのやつは対象になっているんですけれども、これは

なぜ対象になっていないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実は、このウオーキングサークルの前段階としまして、ウオー

キングの講習会というのか、研修会をやっております。こちらのほうに参加していただいた方

は健康ポイントの対象となるんですけれども、その後のサークル活動につきましては、あくま

でも自主的な活動というようなことで、こちらのほうでは把握できない部分もございますので、

載せていないというような状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。 

  それじゃあ、歩くことというか、日頃から散歩とかウオーキング、ランニングまでしている

方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、そういう歩いている方がかなりいるのは私も見

かけていますので、例えば健康ポイントの話なんですが、月間の歩行数などを健康ポイントの
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対象にできないかどうか。我々、先進地視察なんかでも行ってお話を伺っていると、健康マイ

レージで推奨した歩数以上歩くと、歩くんだとか、歩数計アプリを使用して歩数データを送信

して、そういったポイント制度に利用しているんだというものがあったんですが、本町ではそ

の辺のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） そちらにつきましては、やはりそのアプリを導入するなりとい

うことが必要になるというようなことで、その投資のほうもございますので、今のところは、

そういったご意見は前からお伺いはしていましたけれども、なかなか実現というのは難しいの

かなというようなところでございます。 

  ただ、まるっきり駄目だということではなくて、今後に検討課題として残していきたいとい

うことで考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そういう歩行数とかは、システム的な開発とか何かでお金もかかるし、

財政的にも厳しいというお話は重々承知しているので、ちょっと私が考えました。お金をかけ

ずに管理する方法というか、私もちょっとしばた健康づくりポイントカードを持っています。

まだ２つしか判こをもらっていませんけれども、この判こをもっともっと増やす方法として、

健康ポイントの記念品のもっと選択肢を増やしてくださいという話は何度もしておるんですが、

ポイントをいっぱいもらえるように考えてくださいという話を今からしたいと思います。 

  先ほどから、歩くことをかなりの人がやっているということで、歩数計を持ちながら歩いて

いる人もいますよね。それから、私のようにスマートフォンの中にウオーキングアプリを入れ

ながら歩数管理をしている人もいます。思ったんですが、ちょっとアナログ的なんですが、そ

の歩数計のデータ、例えば月間の歩行数を何万歩にしたらいいのかは別にして、例えば１日

8,000歩歩いたとすれば、10日も歩けば８万歩になるし、月に、雨の日もあるので毎日歩かな

いにしても、それなりの歩数にはなると思うんです。例えば、何万歩を月に歩いたら１ポイン

トあげますよというような方法であれば、ここに判こを押して、「令和４年度、胃」と書いて

あるんですね。胃のレントゲンをやったときのポイントなんですけれども、こういうふうに、

何月に歩いたんですよという表示をしてポイントを押せば、どんどんたまっていくんじゃない

かなと。毎月毎月窓口に来るのも大変だから、何か月に１回でもいいですよと。これに変えて

いけば管理はできるんだろうなと。そういう案なんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 
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○健康推進課長（水戸浩幸君） 先ほどお話しいただいたマイレージポイントみたいな形でのと

いうことだったと思われます。そういったことで、携帯電話をお持ちの方はそういったツール

を使いながら、確かに累積した歩数というものをカウントできるのかなと。そういった物をお

持ちでない方もちょっといらっしゃるということもございますので、そういったことがどうい

った形であればできるのか、そういったことも、できるのかできないのかも含めまして、ここ

では回答できませんけれども、今後の検討課題ということでお話をお伺いしたいと思います。 

  それから、申し訳ございません。先ほどの…… 

○議長（髙橋たい子君） 答弁漏れの件ですか。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 答弁漏れの件。 

○議長（髙橋たい子君） どうぞ。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） お願いをしたいと思います。サークルということで、先ほど議

員からお話しいただいたように３つのサークルがございます。毎回５人から10人ぐらいが参加

されて歩いているというような状況でございます。そこに、本来であれば保健師も職員も入っ

て歩くというようなことですけれども、やはりコロナというようなことがありまして、ここ２

年ぐらいはちょっと同行していないと、実施していないというような状況でございます。今年

度は、今のところそういった計画がございますので、できるだけ参加していきたいなというよ

うなことで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。 

○６番（加藤 滋君） それでは、ウオーキングサークルのほうは、じゃあよろしくお願いした

いと思います。 

  ポイントカードに歩行数でというのは、携帯電話を持っている方も持っていない方もという

ようなお話でしたけれども、持っている方もかなり多いと思います。そういう意味では、ぜひ

ともポイントに加えていただければなというふうに思います。 

  町長にちょっとご質問しますけれども、町長は、みやぎウォーキングアプリを入れて利用し

ていたと、しているというふうに聞いております。歩くことによって得られる効果とか、それ

から、今の月間の歩行数を何万歩で１ポイントというような案だったんですが、その辺に対す

る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。町長。 

○町長（滝口 茂君） 一時期、ウオーキングアプリを入れまして、職員の間で競争したことが

ございました。いつも職員には負けていたということであったということが一つと、途中、ス
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マホをいじってそのウオーキングアプリを消してしまったということがございましたので、今

は使っておりませんが、あくまでも私は、健康づくりポイント事業は、歩くためのきっかけづ

くりであると。やっぱり歩いてくると、ウオーキングアプリがなくても、私の場合は歩くこと

が楽しくなるというふうに思っておりまして、土日は必ず歩くことにしております。 

  ですので、ポイント事業、加えるときは加えますけれども、やっぱり歩いて楽しいまちをつ

くっていくほうに私は力を入れていきたいなというふうに思っております。途中、午前中に体

を動かす、総合体育館で運動して、歩きながら、途中、喫茶店に寄って、午後からはゆっくり

本を読むと、城址公園で花を見て帰ると、それが私が理想とするウオーキングの、ウオーカブ

ルなまちづくりということをできればやりたいなという気持ちがございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ありがとうございます。 

  歩くことによって、先ほどからいろんなメリットがあるんだということと、今、町長がお話

しされたように、町の活性化にもつながるんじゃないかなということで、非常にいいことだと

思っております。ぜひともポイントカード、健康ポイントカードに取り入れていただけるよう

にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて６番加藤滋君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩をいたします。 

  午後１時再開といたします。 

     午前１１時４７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。 

  ５番森裕樹君、質問席において質問してください。 

     〔５番 森 裕樹君 登壇〕 

○５番（森 裕樹君） ５番森裕樹です。大綱１問質問させていただきます。 

  本町の電子情報サービスの格差について見解を問う。 

  パソコンやスマートフォン、タブレットなどが普及しはじめ、本町においても議会のＩＣＴ

化、自治体のＤＸ推進などが着々と進んでおり、メールやＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した
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様々な情報を町民に対し発信しております。 

  しかし、パソコンやスマートフォンで発信した情報は、どのくらいの人たちに伝わっている

のでしょうか。また、提供されているサービスを、どの程度使いこなせているのでしょうか。 

  スマートフォンやタブレット、パソコンを持つことが金銭的に難しい方、高齢者やデジタル

機器の操作が得意ではない方には、情報が届きにくくなる「情報格差」が生じてしまう事も考

えられます。通信機器を使いこなせる人たちだけが情報を得ることができ、使えない方たちは

情報が得られないという問題を無視してデジタル化を進めていくことは、避けなければなりま

せん。 

  人それぞれ情報機器を使いこなす能力には差があります。町が発信する情報、特に災害にお

ける情報を町民の皆さんがしっかりと得られるように、誰でも使える情報入手の手段を考えな

ければならないと思います。 

  デジタル化による情報格差の拡大や、命に関わる情報がスピーディーに伝わらないことで、

町民の生命に関わる問題に発展してしまうことがないよう、全ての町民が電子自治体における

情報サービスの恩恵を受けられるように、様々な方法を引きつづき進めていかなくてはならな

いと考えます。 

  そこで、本町の見解を伺います。 

  １）今行っている情報サービスで十分だと感じていますか。 

  ２）今行っている情報サービスを拡大していく予定はありますか。 

  ３）東日本放送で実施している「ｋｈｂテレビ回覧板」をご存じでしょうか。また、町はこ

のサービス導入を検討したことはありますか。 

  以上、質問させていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 森裕樹議員、電子情報サービス関係で３点ございました。随時お答えし

ます。 

  １点目、町民に対する情報発信の方法については、従来からのアナログ型と近年導入を進め

ているデジタル型を組み合わせ、それぞれの長所を生かしながら情報発信をしています。 

  アナログ型の情報発信としては、広報しばた、お知らせ版などの紙媒体、広報車からの音声、

職員、行政区長、民生委員等からの説明、特に、災害時における声がけネットワークの運用な

どがあります。 

  デジタル化に対応した情報発信としては、町のホームページ、メールやＬＩＮＥによる情報
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配信、特に、令和３年度においては防災行政無線のデジタル化を行い、町内19か所に設置した

野外拡声器子局より災害情報をいち早く正確に伝達する環境を整備しています。 

  しかし、これらの方法だけでは、全ての町民一人一人に同時に同じ情報を伝えることができ

ない状況でありますので、今行っている情報サービスでは不十分であると認識しているところ

でございます。今後さらにデジタル化が進展していけば、情報機器の操作に不慣れな方との情

報格差が拡大する可能性を懸念しているところでございます。 

  ２点目、３Ｇ回線サービスが終了する令和８年には、ほぼ全ての携帯電話はスマートフォン

へ移行すると見込まれることから、現在のＬＩＮＥとメールによる情報配信方法を見直し、よ

り効果的な情報配信、受信、情報共有が行えるアプリ等の導入について検討を行ってまいりま

す。 

  本年度においては、現在利用しているＬＩＮＥの機能充実を図ってまいります。具体的には、

特定団体やグループに所属する人に登録してもらい、そのグループに対して情報配信や案内通

知を行う機能、また、道路や防犯灯などの異常を見つけた方が、町へ写真や現地の位置情報を

送る住民通報機能などの導入を検討してまいります。 

  ３点目、昨年度、東日本放送より、ｋｈｂテレビ回覧板について情報提供いただいた経緯が

あり、概要については把握しておりました。テレビのデータ放送を活用し、テレビのリモコン

操作で情報を受信できるという仕組みは、特にインターネットやスマートフォンの操作に慣れ

ない方にとって、情報を入手する有効な手段の一つであると考えます。 

  先行している多賀城市の事例も参考にしながら、どのような情報の種類を発信すべきか等を

踏まえ、導入の可能性について検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 森裕樹君、再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  東日本放送で実施しているこのｋｈｂテレビ回覧板というものなんですけれども、町民のメ

リットとしては、スマートフォンの操作が苦手な方、ふだん使い慣れているテレビリモコンの

操作、ｄボタンと呼ばれる１個のボタンを押すだけで自治体の情報を素早く簡単に確認するこ

とができます。例えば新型コロナウイルスの情報とか、地域イベントの情報、ましてや災害時

の緊急情報、日々の暮らしの情報をテレビのデータ放送で見ることができます。 

  また、町のメリットとしては、町職員から町民にダイレクトに情報発信というものができる

ということで、カテゴリー別に見出しをつけられること、そして、紙と違って情報更新が可能
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なので、正確、さらには迅速な情報の配信が可能になっているというものなんですね。 

  先ほど答弁にもありましたが、多賀城市では実際にもう導入されております。今の段階で検

討している市町村というのはあるんですけれども、現段階ではまだ多賀城市のみと。 

  今年３月の地震のときに、今までのデジタルのその情報というものを全部、全て非公開に一

旦して、避難所情報、緊急情報というものを発信して対応していたというふうに聞いておりま

す。まして深夜の災害ということがあったので、効果的に市民にダイレクトに情報を発信でき

たというふうにも伺っております。一応そのお話を１回聞いたということなんですけれども、

ずばり導入するに当たって、実施していくというふうに考えたときに、一番何がハードルとい

うか、何が弊害になってくることが考えられますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 何が弊害になるかというご質問なんですけれども、この

テレビ回覧板、私も実際にｋｈｂのチャンネルをつけまして、データ放送ボタン、データ放送

を見まして、どういったものかということを確認させていただきました。 

  まず、今、町のほうで行っている、先ほど町長答弁でもありましたＬＩＮＥなりメールなり

というのは、プッシュ型の情報発信というふうになっていますので、こちらから情報を送りま

して、届いた方がそちらのメールなりＬＩＮＥを開いて確認して見ていただくというようなこ

とになるんですが、このｋｈｂの回覧板につきましては、自分から情報を取りにいかなければ

ならないというプル型の方法になるのかなというふうに思います。ですので、まず、こちらの

回覧板を実施しているということのお知らせが必要になってきたりとか、あと、テレビをつけ

て、チャンネルを５チャンネルに合わせて、データボタンを押して、さらに自分の見たい情報

を探してというような部分で、若干そういった部分では、操作に不慣れな方であれば、情報を

得にくい部分もあるのかなというふうに感じているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 現段階においては、今はこっちから押し出すプッシュ型の情報というこ

とだけで、ましてや、そのほうが情報を取りやすいという現状はもちろん分かるんですけれど

も、そこにたどり着くまで、ＬＩＮＥ、メールにたどり着くまで行けない方といったところが、

例えばデジタル機器がない方というのは、もうプッシュ式も何もないわけですよね。というと、

一番最初に考えたのは、誰でもデジタルの物、持っている物で家にあるのは何だろうなと考え

たときにはテレビ。テレビはもうデジタル化、完全にデジタル化になっています。ということ

は、確実に皆さんに平等に情報を与えられ、テレビがない家というのもちろんあるかと思うん
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ですけれども、デジタル化されていて、こっちからの情報をきちんと提示できる、いつでもチ

ェックできるというふうなのは、例えば天気予報一つ取ってもそうですし、土日のイベントも

そうです。何か柴田町でやっていることはないのかななどということも気になる方もいるかも

しれません。そういった方のためにも、プッシュ式でもらえない以上、やり方を教えて取りに

来てもらうというか、そのデータを取りに来てもらうというような、重要性とか必要性という

のもあるのかなというふうに思うんですね。例えば、これをやるに当たって、弊害が何かある

のかといったところでは、そんなに特別、私の中ではないのかなと。例えばこれがうんと予算

かかりますとか、あと、担当課のほうで例えば人手がちょっと厳しいよと、今いろんなサービ

スを行っているところでちょっと厳しいよというような部分とかというのはどうなんですか。

ある感じもしないでもないんですけれども、どうでしょう。 

○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） 人手の部分についてお答えしますと、情報を発信する部

署というのは、情報政策、まちづくり政策課のほうで持っておりますけれども、実際には事業

を行っている課のほうで、コロナウイルスですと健康推進課、観光部門であれば、イベント関

係とかであれば商工観光課というようなことで、各課にまたがってございます。また、防災関

係であれば総務課とかということで。ですので、その機器の更新の仕方というか、情報の更新

の仕方というのが、多分パソコンで情報入力してということになると思うので、そこら辺を各

課のほうで情報入力に関してまず慣れていただいてということであれば、コピーペーストとか

パソコン上であればできますので、それほど大きな負担にはならないのではないかなというふ

うには考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 確かに、人の、マンパワーの負担というものは、そんなに重いあれでも

ないのかなというふうに思うんですけれども、コロナウイルスだったら健康推進課とか、様々、

いろんな課がいろんな情報発信をしていくといったところで、取りまとめとして、例えばまち

づくり政策課がやっていくというような形にはなるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まず今年度、これは仮称になりますけれども、柴田町Ｄ

Ｘ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進計画をつくる予定になっております。その

中で、マイナンバーカードの普及だったりとか、自治体のオンライン化とかというような部分

もあるんですけれども、その取組と同時に、一緒に取り組んでいくべき事項といたしましては、
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森議員が今回ご質問いただいていますデジタルディバイドの関係、そちらのほうの対策も併せ

て取っていきたいというふうに考えてございます。 

  また、第６次の総合計画の後期基本計画のほうの策定も今年度ありますけれども、その中で

も、今回のそのＤＸという部分をキーワードに入れていく予定でございますので、その辺はま

ちづくり政策課のほうで音頭取りをしながら進めていくことは可能だというふうに考えていま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） やっぱりデジタル、ＤＸを進めていくといった中で、近隣市町村で言え

ば、例えば白石市ではデジタル推進課というものがございます。岩沼市ではデジタル化推進室

という部署を設置していると。ほかの自治体でもデジタル化に特化した部署というのは、もう

次々出てきているという状況になっているんですけれども、世の中の情勢を鑑みますと、今後

ますますデジタル化が進んでいくことは確実なのかなというふうに思います。本町でもデジタ

ル分野に特化した部署というものはつくるべきかななどと僕も考えるんですけれども、その辺

はどうお考えになっているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会書記長（水戸英義君） 現在、確かに市レベルでは、室ですとか、

あるいは課といった形を取られているところが多いということは、当然承知しています。ただ、

町レベルと考えたときに、どこまでをデジタルでもって対応するのかという部分については、

非常にデリケートな部分もあるし、受け側、送る側という観点ですとか、様々対応が難しい部

分もあるんですね。当然これから、そういったデジタル化に向かって考えていく事項だとは思

います、機構担当部署とすればですね。すぐすぐというわけじゃないですけれども、当然前向

きに、そういった推進するための部署を新設なりしていかなければならない時期は近いなとい

うふうには認識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。 

○５番（森 裕樹君） やはりどんどんどんどん、時代が速いというか、進んでいくスピードと

いうのが、このデジタル化に関してはスピードがうんと速いということがやっぱりあります。

私たちもついていくのにいっぱいいっぱいだというような方々もいます。議員の中には、もち

ろん僕も含め、一生懸命追っかけていかないと、次の新しい物が次々出てくるという状況にな

っております。 

  お話にもあった、例えばマイナンバーカードだったり、さっき言ったようなＬＩＮＥでイン
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ターネット関係、ＳＮＳ、そういったものをやっぱり一括で管理をして、しっかりそこで配信

していくということをやっていく必要性というのはあるのかなというふうに思いますので、今、

総務課長のほうから答弁ありましたが、近い将来そういうことも考えていかなければならない

ということなので、こちらは前向きに考えていただきたいというふうに思います。 

  先ほど、まちづくり政策課長のほうからデジタルディバイドというようなお話がありました。

デジタルディバイドというのは、コンピューターやインターネットなどの情報を利用したり使

いこなしたりできる人とそうでない人の間に生じる貧富や機会、社会的地位などの格差、こう

いうことを言うんですね。要するに、情報を得た人と得られなかった人で貧富の差が出てしま

う可能性もあるよと、機会の提供が鈍るよというような格差ができてしまうと。デジタル化が

進んでいくにつれて、こういった課題というのがやっぱり出てくるものだというふうに思うん

ですね。しっかりここをバックアップしていくということで、今の現状で、本町の情報格差と

いったところで、どの程度まで感じているというか、情報格差がどのぐらいあるかなというふ

うに認識しておりますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） デジタルディバイドというようなお話で、格差がどの程

度存在するのかと。子どもさんに関して言えば、小学校ですと１人１台タブレットということ

で、ＧＩＧＡスクールが進んでおりますので、自宅に持って帰って使うこともできるというよ

うなことで、小学生のお子さん方に関しては、そういう格差というのはかなり少ないのかなと

いうふうな認識は持っております。 

  中学生、高校生とかということになれば、スマートフォンを持ち出す年代にもなりますので、

その辺は家庭の考え方とかもいろいろあるかとは思うんですけれども、若い方に関しては、あ

る程度そういう情報機器に触れる機会というのが多くて、格差というのは少なくなっているん

だろうなというふうには思っております。 

  ただ、やはり一番問題になるのは、ご高齢の方で、スマートフォン、今現在ガラケーという

んですか、３Ｇの機器を使っていらっしゃる方が使えなく、３Ｇの電波がなくなって、全部４

Ｇに変わって、５Ｇに変わって、スマートフォンを今度は使わなければならないとなったとき

に、機器の操作ですか、そういった部分がやはり大変というか、難しくなってくるのかなとい

うようなことがありますので、先ほど私のほうで申し上げましたけれども、ＤＸ推進計画のデ

ジタルディバイド対策の中では、そういったご高齢の方へのスマートフォンの使い方の教室、

講習会みたいなもの、そういったものを行いながら、格差が広がらないように、それを少しで
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も少なくしていくような方策は取っていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 課長がおっしゃったとおり、子どもたちは、今、国の政策でタブレット

を１人１台ずつ持っていて、格差というものがないような状況で、学校、または家庭でしっか

りとデジタル、タブレットを使いこなしているという状況になっていると思います。どのぐら

いの人数がどのぐらい持っていてというのは、もちろん把握はきついと思うんですね。でも、

町民の皆さんがどのような方法で情報を得ているのかと。例えば紙媒体ですよとか、ＬＩＮＥ

ですよとかというような、様々な情報提供しているものの、情報の得方、情報の取り方という

ものでアンケートなんかを取ったことはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） アンケートに関しては、残念ながら取っていないという

ふうに認識しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） もちろん、このことについて特化してアンケートをするというのはなか

なか難しいのかなというふうには思ってはいるんですね。ですけれども、町民の皆様がどの媒

体で情報を得ているのかということを、やっぱり確認するということも大事なのかなというふ

うに思いますので、アンケート調査というのは本当に難しいのかなと思うんですけれども、誰

がデジタルの恩恵を受けていて、受けられない人がこのぐらいいるというぐらいの認識という

ものは得るべきなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今後どうでしょう、検討

したりはできないですかね。 

○議長（髙橋たい子君） まちづくり政策課長、答弁を求めます。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 情報を、まちづくり政策課のほうでは、紙媒体ですとお

知らせ版、あとＬＩＮＥ、メールということで、リアルタイムの情報ということでお出しして

おります。将来的にアンケートというところで、そこだけというのは難しいと思うので、何か

しらの調査と一緒に組み合わせたりとかというようなことは考えていけるというふうに思いま

す。 

  ＬＩＮＥ、メールに関しては、登録者数だったりアドレスの件数が分かりますので、その

方々に関しては、カウントというか、実際にＬＩＮＥを読んでいるか読んでいないかというと

ころまで詳しくは検証できないんですけれども、そこでカウントはできていくのかなというふ

うには思ってございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  やはり、きちんとしたデータ取りというものは必要なのかなと。それで、きちんと漏れなく、

町民になるべく平等に情報を発信していくという手段は、しっかりと取っていかなければなら

ないのかなというふうに思います。 

  話はちょっと戻るんですけれども、テレビ回覧板なんですけれども、これはｋｈｂじゃなき

ゃ駄目なのかというところなんですけれども、今のところ、民放ではｋｈｂしかやっていない

んですね。情報としてテレビを見ながら、内容的には、災害情報、避難所の情報、公共交通の

運行、通行止めの情報、または新型コロナ対策としてワクチンに関して、補助金に関して、暮

らしの情報、マイナンバーの申請の仕方、イベント情報で言えば地域イベント、イベントの休

止なんかももう簡単に入れられるわけなんですね。これは、先ほどの答弁の中にも、導入の可

能性について検討していくということだったんですけれども、初期費用はかかりません。年間

で考えても、何千万円とか何百万円という金額ではもちろんないんですね。前向きに考えてい

っていただけるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） デジタル化になりまして、昨日も雨が降りましたけれども、災害情報を

一人一人に伝えたいというのが町の考え方なんですが、いろんなデジタル化のメールとかエリ

アメールとか、広報媒体がありますけれども、残念ながら一人一人に情報を届けるというのは、

帯に短したすきに長しで、できないというのが実情でございます。逆に言わせると、いろんな

チャンネルを増やしていかないといけないのかなというふうに思っているところでございます。 

  これからデジタル化が進んで、ますます機械で情報を提供するようになると思いますが、私

の年代があと20年もたたないうちには、全てデジタル化なんてできませんので、紙媒体とかテ

レビを使った情報提供ということが必要かなと。ですから、当面は同時並行をしながらもデジ

タル化に移行していくという町の考え方でございます。 

  そういったときに、ｋｈｂの今回の回覧板、デジタル化の基礎的な部分なのかなというふう

に思いますので、金額等があまりかからないのであれば、具体的には先ほど答弁したように、

何を情報提供するか整理して、来年度から導入できるように担当課とちょっと打合せをさせて

いただいて、金額が張らないんであれば、チャンネルを１つ増やしていくということにしたい

なというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○５番（森 裕樹君） 町長から心強い一言をいただけて、本当にありがたいというふうに思っ

ております。 

  質問ではないんですけれども、時代がデジタル化に大きく進んでいく中で、情報格差も同時

に進んでしまうことがあってはならないというふうに思っております。アンケート調査の実施

や情報提供手段を増やすことで、情報格差を少しでも解消していくことが自治体としての責任

だと考えます。生活に役立つ暮らしの情報やイベントの情報、そして町民の命に関わる災害情

報を伝えるツールは、多ければ多いほどいいというふうに思います。スマートフォンやパソコ

ンを持っていなくても、テレビは各家庭に１台はあるとは思います。それを使わない手はない

と思いますので、難しい操作も要らない、ご高齢の方やデジタル機器の操作が得意ではない方

にはもってこいのツールだというふうに思いますので、町長答弁でもありましたが、前向きに

来年度に向けて検討していただくということなので、しっかりと検討していただいて、来年か

らの導入を目指していただくことを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５番森裕樹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。 

  １時40分再開といたします。 

     午後１時２９分  休 憩 

                                            

     午後１時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  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。 

  商店街や公園以外にも、ベンチや椅子等の設置を。 

  我が国の多くの自治体では、高齢化率が上昇し、高齢化が進むことで、医療費や介護給付費

の総額も増加している状況です。 

  柴田町も同様に、今年度予算の中で後期高齢者医療広域連合給付金が前年度より4,000万円

以上の増額となっています。今後、ますます増え続ける社会保障費を抑制するための施策とし

て、町は、「歩くまち」の推進に向けて、令和元年度に歩くまち柴田推進委員会を立ち上げ、
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「歩くこと」に関する事業について各課の共有が図られています。令和２年度にはホームペー

ジ「シバタルク」を開設し、情報発信をするとともに、歩くことを促進する事業や介護予防事

業、健康体操スポーツ振興等、様々な施策が行われています。 

  歩くことは健康を維持するために大変よいことですが、健康寿命の延伸にもつながることか

ら、町なかや公園、土手や河川敷等を散歩をしている方が増えたように思います。 

  しかし、先日、町民の方からこのような要望がありました。「この数年天気のよい日は毎日

歩いているけど、年を取るごとにこの辺にも一休みする椅子があるといいんだげどなぁと思う

ことが多くなってさぁ、公園とか店の前だけではなくて、もっといろんなところに置いてもら

うと助かるんだなぁ」とのことでした。これから高齢化が進めば、遠くまで歩くことが難しく、

近隣しか歩けない状況の方が増えてくるのではと思っています。 

  現在ある町なかのベンチは、しばたフリーベンチとして商工会が商工会会員の協力のもと店

舗前に設置したもので、どこにでも設置できるものではありません。 

  このような状況を見据え、町として今後の対策が必要であり、その一環として高齢者が安心

して暮らせるための環境整備に、いつでもだれでもホッとひと息つける休憩場や憩いの場とし

て、商店街や公園以外にも、ベンチや椅子の設置を考えてみてはいかがでしょうか。 

  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１点でございます。 

  高齢者等が安心して歩くことができるようにするために、外出の途中に一息できるベンチ等

の休憩場所が必要だとの認識はしております。 

  しかしながら、公園や商店街以外の場所でベンチ等を設置する場合、まず、町道につきまし

ては、ベンチ設置後の有効歩道幅員が２メートル以上確保できることが占用の条件となり、柴

田町に条件に見合う歩道は限られているのが実情でございます。 

  町としては、今後、歩いて楽しいまちづくりを推進するために、町有の空き地や残地を活用

したポケットパークを整備し、ベンチを設置するとともに、阿武隈川河川敷グラウンドに設置

してある既存ベンチを順次修繕し、快適な休憩スペースを確保してまいりたいと思っておりま

す。 

  また、地域における設置可能な場所として、私有の空き地や個人所有の土地等があります。

所有者のご理解とご協力があれば、住民と行政との協働のまちづくりの一環として町内会、自
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治会等に交付している地域づくり交付金を活用して、高齢者等の憩いの場や一休みの場となる

ところにベンチを設置することは可能でございます。まずは、地域でベンチの必要性について

ご相談していただければというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○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） この質問を出したのは、やっぱり、いろいろ私も土手やそういう河川

敷をたまに歩くこともあるんですけれども、あとは掃除のために歩くこともあります。また、

今回のこの質問の中で、新たに、取りあえず町なかを歩いている方に聞きましたところ、「買

物などの帰りに荷物をいっぱい持って、やっぱりちょっとは座りたいけど、ああ」という声が

多く聞かれました。あと、今、お店の前に、商店街の商店の前にベンチはあるんですけれども、

何かやっぱり、私たちぐらいの高齢者になりますと、昔人で、「買物しないと何か座るのはち

ょっと悪いかな、長くは座っていられないし」というような意見も聞こえてきました。そうい

う方たちが多いわけですよね。「やっぱり町の中にベンチがあれば、また出会いもありますよ

ね」という意見もございました。 

  そして、河川敷等を歩いていた方々からは、「これまで歩いていて、やっぱりちょっと一休

みするところがあればいいね」という声はたくさん返ってきました。そしてまた、「子どもた

ちと一緒に来るので、ベンチとか、そういうのがあるとすごい助かります。ぜひ置いていただ

きたい」という声もありました。やっぱり、高齢者になればなるほど切実な思いでそういうこ

とをちょっと話していただきましたので、これは、先ほども答弁にありましたように、行政区

の方とか自治会等で、ちょっと地域づくりに高齢者の人と、高齢者の人というか、話し合って

いただきたいということがございましたが、やっぱり、年寄りがこれまでコロナ禍の中で外に

出ることをちょっと控えていた部分がありますが、今コロナもちょっと収まりつつありまして、

外に出て皆さんと接触する場ですか、そういう場がもっといろんなところにできたらいいなと

いう思いからちょっと質問をさせていただいたんですけれども、先ほど行政区等でも考えてい

ただきたいということはありました。 

  ちょっと調べましたら、土手内なんですけれども、ベンチプロジェクトという、ちょっとそ

ういうことを始めたところがありまして、毎週、日にちを決めて、火曜日に午前９時半から11

時半とか、午後は11時30分から15時30分までとか、こういうふうにやって、青い空を見上げて

鳥の声を聞いて、隣の人の声に耳を傾ける居場所の可能性、そういうものをこれから増やして

いきたい、いければというようなことで始めたところがございます。 
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  そういう始めたところもございますので、これは区長会とか、それから福祉関係においても

こういうことを皆さんで話し合って、町なかにそういうふうにやって、有効歩道幅がないので

あれば、どこかそういう場所、できる場所を行政区も踏まえて、皆さんと話し合って、１つで

も２つでも増やせればいいのかなと思うんですけれども、行政のほうではどういうふうにお考

えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 今、佐々木裕子議員のほうから、土手内のベンチプロジ

ェクトのお話がございました。船岡大橋の下だったと思いますけれども、民家の土地にベンチ

を置いてというようなことだったんじゃないかなというふうに思います。 

  なかなか行政がベンチを設置しようとした場合、いろんな歩道の幅員だったりとか、やはり

土地、どこの場所に設置するかというような問題が出てまいります。個人のお宅に町で設置す

るベンチを置かせてほしいとかということであれば、なかなかご理解いただける方も中にはい

らっしゃるかと思いますし、町で仮に歩道に設置した場合においても、近隣に住宅地があれば、

そこの窓から中が見えないような場所に置くとか、いろんな配慮が必要になってくる部分もご

ざいます。そういったことをいろいろ考えますと、やはり地域の中である程度合意形成を取っ

ていただいて、その必要性について話し合っていただくというのが一番よろしいのかなという

ことで、今回この答弁のほうを作らせていただいております。 

  先ほど町長答弁のほうにもありました地域づくり交付金の活用というのも、ベンチを設置す

る際には自由に使うことができる交付金になってございますので、今年度、各自治会のほうで

持っています地域計画の切替えの時期にもなっております。そういった中で、ベンチの必要性

だったりという部分を自治会の中で話し合っていただいて、皆さんで必要だねということであ

れば、その交付金を使って設置していただくというような流れが、一番、町としては理想的な

のかなというふうには考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今答弁いただきましたけれども、そのためには、区長会とか、そうい

うときに情報発信をしていただくことはできますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 自治会の自治会長、区長へのそういう働きかけというの

は、地域づくりの計画を策定する際には、町のほうから働きかけていくことは可能でございま

す。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） その場合には、交付金みたいなものを使えるということも一応説明を

詳しくしていただいて、また、新たにこういう、新しくベンチプロジェクトということで始め

られたところもお分かりのようなので、そちらのほうのこういう取組が始まっていますよとい

うような形の、そういうことも情報発信していただければなと思いますが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町内のそういう事例として取り上げましてご紹介をして

いくということは、全然できると思っていますので、取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 補足。町長。 

○町長（滝口 茂君） 今ベンチの話に、部分的な話になっておりますが、やはり全体のまちづ

くりの中でのベンチという考え方じゃないと、なかなかご理解いただけないのかなというふう

に私自身は思っております。 

  前半の加藤議員にも回答いたしましたけれども、柴田町のこれからのまちづくりといった場

合は、やっぱり歩く、そして健康づくりというのをベースにしながら、町全体が歩いて楽しい

というところに、これからの地方都市の発展があるのではないかというのが私の考えでござい

ます。ですので、国のほうでは、ウオーカブルなまちづくりという表現をしております。ウオ

ーカブル。実は、令和３年度３月末でこのウオーカブルなまちづくりを宮城県でやっているの

は、仙台市、塩竈市、柴田町です。ですから、柴田町は、そういった意味で、歩いて楽しいま

ちをコンセプトに、いろいろこれから政策を展開していきますというときに、ベンチを単に置

くときにはやっぱり既存の規制がございますので、道路に置くというのは、先ほど言ったよう

に２メートルを確保しなければなりません。そうすると、新栄通線ぐらいしかちょっと思いつ

かないんですけれども、あと、白石川も道路交通法の道路になっている。ですので、白石川も

実はベンチを置けないと、置いても、２メートル確保できる場所にしか置けないと、そういう

前提条件で、まず既存のやつはなかなか難しい面がある。 

  ただ、先ほど言ったように、ウオーカブルなまちづくりですから、途中途中でお年寄りが休

むところが必要だということで、今進めているのがポケットパークの整備、その第１弾として

新栄通線に桜の木を植えさせていただきましたし、また槻木駅西緑地、これは子どもたちと一

緒に植栽して半分去年できたので、今年あと半分予算化しますけれども、そこにもベンチを置

くつもりでおりますので、やはり全体として町民の皆さんとともにこれからのまちづくり、柴

田町の行く末は、最終的には大きな公園と小さな公園をつないで歩く。ただ歩いただけはつま
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らないので、先ほど回答しましたように、午前中はスポーツクラブ、体育館で汗を流して、午

後からは本を読むというように、全体、一日をそこで歩きながら自分の生活が充実できるよう

な、そういう町がこれから私は地方都市として伸びるし、国も、先ほど言ったように柴田町、

町で初めてなものですから、多分、今回の立地適正化計画の中で、そういう歩く、ウオーカブ

ルなまちとエリアを結びつけるということであれば補助金が頂けるのではないかなと。補助金

を頂けるというと、図書館も対象になるし、公園づくりも対象になるということなので、全体

として、町全体がそういう方向でいきたいというのを町民の皆さんに理解していただけると、

ベンチプロジェクトみたいなものが立ち上がっておりますので、あと商工会もベンチを置いて

いるので、そういうふうにして波及させていって、将来、全体として歩いて楽しいまち、ちょ

っと休める場所、私としては途中途中で喫茶店、ハイカラな喫茶店があると最高かなというふ

うに思っておりますが、これは町ではできませんので、そういうふうにしてベンチを置くとい

うふうにさせていただければなというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今、町長答弁にもございましたけれども、何か喫茶店があるといいと

いうような話も出ました。ここのベンチプロジェクトで始めたところは、青空カフェというよ

うな中で、そういうことも含めて行うようなことが始まるみたいです。始まっているんだね、

開始しました。そういうふうにやって、やっぱり地域の中で、まずは地域の中からということ

なので、そこを本当にこれからも情報を発信していただいて、一つでも多くの行政区がそうい

うふうに何か開いていただけるような状況、まず椅子を置いていただけるような状況をつくっ

ていただければいいなと思いますので、情報発信のほうはよろしくお願いいたします。 

  それから、その歩くためのですけれども、各課で、今まではコロナ禍でいろんな取組ができ

ませんでしたけれども、今後どのような取組を考えていらっしゃるのか。その辺をちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木議員、どういうことの取組のことですか。 

○14番（佐々木裕子君） 歩くことに関しての…… 

○議長（髙橋たい子君） 通告に入っていましたか。 

○14番（佐々木裕子君） プロジェクトがありますよね。委員会というのをつくっていますよね。

ちょっとお待ちください。 

○議長（髙橋たい子君） もう一度お願いします。 

○14番（佐々木裕子君） すみません。少々お待ちください。 
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  失礼いたしました。歩くまち柴田推進委員会というものを立ち上げてありますよね。そこで、

各課が共有を図っていて、歩くことに関して事業をいろいろを行っているわけですけれども、

今まではコロナ禍の中でちょっとできなかった部分がありますが、今、幾らか収まってきてお

りますので、その中で、今後どのような、歩くことに関してのそういうものを行う予定がある

のかどうか、その辺をお伺いしたいんですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 歩くまち柴田推進委員会ということで立ち上げておりまして、

そちらのほうに基づきまして、シバタルクということでホームページのほうを立ち上げてござ

います。その中には、フットパスウォークであったりあぶＱウォーク、それから歩け歩け大会、

歴史ウォーク、里山ハイキング、あとは、みんなで歩こうざであったり、ノルディックウオー

キングというようなことで紹介をさせていただいております。こちらのほうを順次、これまで

は、議員おっしゃるとおり、コロナの関係でなかなかできないということもありますけれども、

今年度、非常に収まってきている部分もありますので、そういったものを、状況を見ながら、

各課のほうで、そういった事業をまた再度展開していきたいということで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。 

○14番（佐々木裕子君） 今後、高齢者が増える中で、やっぱり健康維持のために、少しでも外

に出て、やっぱり太陽の光を浴びて、健康維持のためにいろいろちょっとしたことでそういう

ふうに元気になる。みんなと話し合って、顔を見るだけで元気になる。そういう場が、本当に

これからは多くの場所が必要になると思うんですよ。そういうことで、福祉のほうでは、社会

福祉協議会のほうでベンチをどこかに置くようなお話をちょっと耳にしたんですけれども、何

かそういうのは聞いておりますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 社会福祉協議会のほうでベンチということですけれども、直接的な

部分で話というのは特にないんですけれども、協議会のほうでやっています生活支援体制整備

事業の中に、地域活動に参画されている方々に対してアンケート調査を取っている部分がござ

います。地域の中にこういうサービスがあったらいいなという中に、やはり居場所ですとか通

いの場ですね。先ほどのベンチを含めて、いろんなカフェとかもでしょうけれども、そういう

部分があったらいいなというアンケートの調査で出ている部分はございます。 

  ですから、福祉のサイドとしましても、そういった高齢者の通いの場というものは大変重要
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な部分だと認識しています。今、地域共生社会ということで法律のほうもいろいろ変わってき

ている中で、大変重要な部分だと捉えております。 

○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） そういうアンケートを取っていらっしゃるということで、いろいろ皆

さんの声が届いていると思いますので、今後、社会福祉協議会のほうにはどのような指導、指

導というか、協力体制で臨まれる思いでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） そちらの整備事業のほう、生活支援体制の整備ということで、実際

動いておりますのが、コーディネーターがいろいろ動いていまして、いろいろな地域資源の発

掘ですとか、あとは高齢者の方のニーズとかの調査もしておりますので、その中でよりよい方

向に展開していければいいのかなと捉えております。 

○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） 町を、町なかを歩くのは健常者だけではございませんので、また、障

がい者の方とか、そういう方に対しても暮らしやすい、住みやすい、そして、町なかを歩きや

すい、そういうふうな形で、ベンチはさっき難しいという言葉はいただいておりますけれども、

お声を聞いた方々は本当に切実な思いから要望をいただいておりますので、何とかいい方向に

向けて、町なか全体に持っていくのは難しいとしても、１つでも２つでも置ける場所をこれか

らしていただけるよう取組をお願いしたいと思うんですけれども、とにかくお年寄り、高齢者

にも優しい町、そして誰でもほっとできるような、一息できるような場所づくりに、これから

も町としても努めていただければありがたいと思います。 

  これ以上いろいろ聞いても、多分同じような答えが戻ってくるのではないかなと思いますの

で、ぜひ皆さんの声がそういう声が多いということを踏まえて、少しでも、行政区も含め、ま

ず福祉のそういう関係課も含めて、１か所でも多くそういう場が設けられるように取り組んで

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） 要望でよろしいですね。 

○14番（佐々木裕子君） はい。 

○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。 

  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。 
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  明日午前９時30分から再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時０７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。 
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