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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13番大坂三男君、

14番佐々木裕子さんを指名いたします。 

  次の日程に入る前に、昨日の会議において任命に同意されました教育委員会教育長の船迫邦

則さんから挨拶の申出がありますので、これを許します。船迫邦則さん、どうぞ。 

○教育長（船迫邦則君） おはようございます。 

  このたび、改めまして教育長の任命にご同意いただきました船迫でございます。 

  これからの３年間は、学校教育の充実を柱にして、花のまちとしての特色、大学のあるまち

としての特色を生かした取組を再開し、よりよい柴田町をつくっていく人材の育成、そして幸

せな人生を築くつくり手の育成に全力を挙げて取り組んでまいります。 

  また、これからも先が読めない時代、答えのない時代が続くことと思われます。そうした時

代を生きるために、自分の考えをしっかりと伝える力を育成することを優先しながら、先生方

にとっては働きがいのある学校づくり、子どもたちにとっては学びがいのある学校づくりに努

力してまいります。 

  最後になりますけれども、柴田町は花のまち、今日の花はユウゼンギク、花言葉は「老いて

もなお元気」でございます。この今日の花言葉「老いてもなお元気」を心にとめまして、元気

いっぱい仕事に励んでまいりますので、引き続きの温かいご支援、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 
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     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。 

  お諮りいたします。一般質問は、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、議会運

営基準によらず、質問者１人当たり、質問、答弁合わせて50分を目安としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、一般質問は、議会の新型コロナウイル

ス感染防止対策に基づき、議会運営基準によらず、質問者１人当たり、質問、答弁合わせて50

分を目安とすることに決定いたしました。 

  それでは、通告順に発言を許します。 

  なお、当局には、議長から質問の要旨を通知しておりますので、質問、答弁は簡潔、的確に

行うとともに、残り時間１分を目安にまとめに入るよう要望しておきます。 

  それでは、11番吉田和夫君、質問席において質問してください。 

     〔11番 吉田和夫君 登壇〕 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫でございます。大綱２問質問させていただきます。 

  １．帯状疱疹ワクチン接種に助成を 

  新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、帯状疱疹を発症する高齢者が急増している。帯

状疱疹は50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約３人に１人が発症するといわれている。 

  予防策として帯状疱疹ワクチンがあり、不活化ワクチンと生ワクチンの二種類がある。既に

ワクチン接種に対し助成をしている自治体も多くある。 

  平成30年６月に国の厚生科学審議会、ワクチン評価に関する小委員会において、定期接種化

を検討中のワクチンの一つとして挙げられている。 

  財源なども地方創生臨時交付金の使途として、帯状疱疹ワクチンへの助成は可能との見解も

出されており、町民の負担軽減と健康長寿のためコロナ禍における帯状疱疹ワクチン接種の助

成ができるよう提案する。 

  １）本町でも帯状疱疹治療者数は増えていますか。 

  ２）助成している市町村を掌握してみましたか。 

  ３）地方創生臨時交付金での助成は可能との見解も出されていますが、町としての助成の考

えは。 

  ２．喀痰吸引等研修（第３号研修）に助成を。 
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  本町在住で医療的ケアを受けながら学校に通っている父兄から相談を受けた。万が一災害な

どがあった場合、子どもが痰の吸引をしているので一時預かり施設でも断られてしまう。まし

てや避難所での受け入れも、迷惑をかけてしまうので難しい。そして母親が病気になった場合、

子どもを預けたい施設では、痰の吸引などがあるので断られるという。 

  亘理町では今年度から、喀痰吸引３号の研修者に対し助成していることがわかった。介護事

業所による研修費用の負担を軽減することにより、町内で活動する訪問介護に対し、介護員の

養成を促すことで、喀痰吸引などの行為を必要とする町民の方に必要な介護の提供が可能にな

る助成である。本町としても取り入れてはどうか。 

  １）本町で喀痰吸引の必要な人は把握しているか。(介護・障害) 

  ２）喀痰の吸引３号に助成できないか。 

  ３）第７次宮城県地域医療計画の中間見直し(案)に係る県民の意見（パブリックコメント）

募集していたが町として意見を出したか。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田和夫議員、大綱２点ございました。 

  まず、１点目、帯状疱疹ワクチン接種に助成をということでございます。患者が増えている

かということですが、帯状疱疹は水痘、水ぼうそうの原因である水痘帯状疱疹ウイルスが引き

起こす発疹性の病気です。水痘治療後もウイルスは体内の神経節に潜伏しています。その後、

加齢や疲労、ストレスなどが原因となってウイルスに対する免疫力が低下しますと、潜伏して

いたウイルスが再活性化し、神経を伝わり、皮膚に到達して痛みを伴う赤い発疹を生じます。 

  国立感染症研究所によりますと、1997年から2011年に宮崎県で実施された帯状疱疹の調査で

は、80歳までに３人に１人が帯状疱疹を経験すると推定されたと報告されております。 

  本町における帯状疱疹の治療者の数についてですが、国民健康保険事業や後期高齢者医療事

業等のシステムデータを活用して抽出することを検討しましたが、帯状疱疹はウイルス性皮膚

炎として、手足口病、麻疹、風疹、突発性発疹、りんご病なども含めた分類となっているため、

患者数を把握することはできませんでした。 

  ２点目、助成している市町村の把握です。県内の市町村において、電話やホームページ等に

より実施状況を確認しました。助成を実施しているところは県内１か所でございました。なお、

他に４つの市町で、今後の実施について検討中と回答がありました。 

  ３点目、地方創生臨時交付金の活用ですが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
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付金事業の考え方を国に確認しましたところ、新型コロナウイルス感染症による医療の逼迫等

を、帯状疱疹ワクチン接種によって軽減できるなど、新型コロナウイルス感染症に関連づけら

れる事業であれば、対象事業として実施することは可能であると回答がありました。 

  しかしながら、帯状疱疹ワクチンの助成事業による実施につきましては、現在、国が定期接

種化に向けて検討が継続されており、８月の時点で期待される効果や導入年齢に関して検討を

要するとされているところです。また、町内医療機関に対しては、コロナ禍の中、新たな業務

として依頼することになりますので、調整が必要となります。さらに、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金事業は、現在のところ、いつまで継続されるのか不明となってい

ることから、町としましては継続的な財源確保の問題などがありますので、十分に精査する必

要があると考えております。 

  大綱２点目、喀たん吸引（第３号研修）への助成でございます。 

  喀たん吸引の必要な人数でございます。介護保険サービスの障がい者福祉サービス等の利用

に当たり、医療情報は取得する情報ではないため、喀たん吸引が必要な人については把握でき

ておりません。その他の方法として、町内訪問看護ステーション２か所に確認したところ、随

時喀たん吸引が必要な高齢者は３人確認されたとのことでした。 

  また、現在または将来に喀たん吸引が必要となる主な難病に、筋萎縮性側索硬化症と、多系

統萎縮症がありますが、県に確認したところ、令和４年３月31日現在で柴田町に住所があり、

難病医療費助成制度の申請をしている人は、筋萎縮性側索硬化症の人が４人、多系統萎縮症の

人が５人いるとのことでした。 

  次に、喀たん吸引が必要な児童生徒について、町内の公立と私立の幼稚園、保育所及び小中

学校にはおりませんでしたが、宮城県立船岡養護学校で、柴田町に住所があり、喀たん吸引を

必要とする児童生徒を３人確認しております。 

  ２点目、３号研修への助成です。喀たん吸引は、自力でたんを出せない方に、口腔内、鼻腔

内及び気管カニューレ内部からチューブを使って吸い取る医療行為です。家族でも基本的に医

療行為の実施は認められていませんが、喀たん吸引は例外として実施が認められております。 

  また、介護施設等において喀たん吸引を行うためには、喀たん吸引等研修を修了した介護職

員が必要になります。不特定多数に喀たん吸引等を行う場合は、第１号または第２号研修を受

けることになり、研修実施機関に対しては県の助成制度があります。特定の人に対して必要な

行為のみを行う場合は、第３号研修を受講することとなりますが、町内事業者に確認しました

ところ、第３号研修受講の予定は今のところないということでしたので、助成については、事
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業者から要望があった場合に改めて対応を検討してまいります。 

  ３点目、第７次宮城県地域医療計画中間案に対するパブリックコメントを出したのかという

ことですが、県より令和４年６月10日付で、平成30年度から令和５年度までを計画期間とする

第７次宮城県地域医療計画の中間見直しについて、医療法の規定に基づき意見を求められまし

た。 

  県は、計画の基本的な方針等は維持しながら、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖

尿秒、精神疾患の５つの疾病、救急医療、災害医療、僻地医療、周産期医療、小児医療の５つ

の事業に加え、在宅医療に係る数値目標や記載事項の見直し、さらに今般の新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大を踏まえ、感染症対策について所要の見直しを行うとしています。また、

各項目における新たな課題につきましては、第８次計画策定時に検討を進めるという中間見直

しに係る考え方が示されております。 

  町としては、これらのことを前提としました中間見直し案につきまして内容を確認したとこ

ろ、意見については特にないとして、７月４日付で回答しております。 

  以上でございます。 

  訂正させていただきます。県立船岡支援学校というのが正しい学校でございましたので、訂

正させていただきます。 

  また、２点目で県の助成制度がありますということですが、これ補助制度の誤りでございま

したので、県の補助制度があるということでございます。以上です。 

○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） 着座のままでいいですか。 

○議長（髙橋たい子君） 起立してください。 

○11番（吉田和夫君） すいません。 

  本町では、帯状疱疹についての把握はしていないということでしたけれども、回答の中では

今いろいろと病名が出ておりましたけれども、いろんな市町村では帯状疱疹として捉えている

ところもありますし、国民健康保険のデータからすると、一本で把握というのはできないでし

ょうか。例えば手足口病何件とかという個別の件数は出ているのでしょうか。 

○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） 帯状疱疹としての患者数といいますか、数字なのですけれども、

町長の答弁がありましたように、町でも国民健康保険事業、それから後期高齢者医療というこ

とでデータがありますので、そちらで調べようとはしたのですけれども、やはりウイルス性皮
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膚炎ということで一くくりでの数字ということで、それぞれの個別の病気に対する数字の把握

はちょっとできないということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ウイルス性皮膚炎ってどれぐらいいたのでしょうか、本町では。 

○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） すいません、そこの数字はちょっと把握しておりませんでした。

帯状疱疹としての数字は把握できないということで、全体の皮膚炎の数字については、現在把

握しておりませんでした。調べれば分かると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ＮＨＫ、最近のニュースでも増えているという報道がなされています。

なぜ、帯状疱疹を発症するかというところもお話をされておりました。今、コロナ禍なので、

あちこち出歩けない、あと仕事の不安とか、そういうストレスで帯状疱疹になる人たちが多い

と。また、皮膚科の看護師のインタビューなんかも出ていました。皮膚科の看護師は今とても

診察に来る人が多いと、これニュースになっておりました。我々公明党の仙南の議員でも、帯

状疱疹を発症して入院したという方もおられるのですけれども、増えているのは実際確かです。

本町でも把握すべきだと思うのですけれども、把握はできないのでしょうか。 

○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） 町内の医療機関全てに対して、前の数字と例えば最近の数字と

いうことで比較させていただかないと、数字が増えているかどうかは把握できないのかなと思

います。ただし、昨日医師団の役員会がございまして、そのタイミングでちょっとお聞きさせ

ていただきました。一部の医療機関で、感覚的なところですけれども、増えているような気が

するというお話は承っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） いや、確実に増えているのです。町長の答弁にもありましたけれども、

宮崎県のデータが載っています。1997年、帯状疱疹4,243人、これは県ですよ。2019年の20年

経過した後ですけれども、2019年には6,948人が帯状疱疹を発症している。1.6倍、これは国保

の分析から持っていったみたいでした。 

  宮城県の川崎町を調べてみましたでしょうか。 

○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） 電話させていただきまして、情報を確認してはおります。 



４０ 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 川崎町のホームページを見ますと、帯状疱疹の人数も出ていました。川

崎町では、令和元年８人、令和３年25人、２年間で３倍に増えています。負担軽減のために、

宮城県内では、最初ですね、１回接種4,800円を助成しています。そしてまた、不活化ワクチ

ンと２つあるわけなのですけれども、不活化ワクチンの場合は２回接種。約１回、平均すると

２万円ぐらい、掛ける２回というと４万円かかるわけなのですけれども、１回につき１万

3,000円川崎町では負担しています。私も電話をかけて、９月になってから直近のデータあり

ますということでしたので、聞きました。４月から実施したわけですけれども、生ワクチン、

ビケンというのですか、それが51件。不活化ワクチン、シングリックス、28件、合計79件、既

にワクチン接種をしているという事実も把握したのでしょうか。 

○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） 私どものほうでは８月23日に電話をかけさせていただいて、情

報ということで確認しております。その際は、今議員がおっしゃった数字よりはちょっと少な

かったのですけれども、そういったことで件数も、あと助成の金額も確認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） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） その辺の日数であれば、川崎町では多分51件ぐらいだったと思います。

あっという間に七十数件になったわけですけれども、いろいろ聞いたと思うのですけれども、

私のほうから聞いたやつをお話しします。把握もされていない、検討もしないということでし

たので、ですよね、お話ししますと、実施するようになった理由を述べておられました。３月

の一般質問で議員からぜひとも必要だよ、住民の衆望もありますよという声で、小山町長が分

かったというお話で導入に至ったと。それから、財源も聞きました。コロナウイルスの交付金、

予算化350万円。今79件やって計算してみると約60万円ぐらいです。まだまだ余裕はあると思

いますけれども、この79件に声も聞いています。うれしいですね。これは受けたいと迷ってい

るところにいい制度ができたので、受けた。また、かかりたくないので、予防のきっかけにな

ったと町民から評判を得ています。このような声を、我々滝口町長にも届けたいなと思ったも

のですので、そういう町民の声なんかも聞きましたでしょうか。 

○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） ２月か３月に、ＣＭが一時、帯状疱疹ワクチンが接種になりま

すというようなことであった際にも問合せということではございました。それから、先週か
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先々週に何かテレビの放映があったというようなことで１件電話がございました。そういった

ことで、柴田町では帯状疱疹ワクチンについての対応はどうなんだということでしたけれども、

柴田町としてはやっておりませんということで回答させていただいております。 

  あとは、そのほかの町民の声ということですけれども、直接聞く機会がなかなかございませ

んので、そういった問合せのときに確認できている程度でございます。 

○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） 帯状疱疹ワクチンは任意接種なので、ほかのいろんな宮城県内の市町村

もいろいろ私も聞いてみましたけれども、去年からいろいろ市町村なんかでは一般質問されて

おります。それぐらい住民の方からの衆望もあります。私も今日一般質問で帯状疱疹やります

よと言ったら、何件かメール来ました。頑張ってください、私もぜひなったら受けたいと思い

ますというメールも来たのですけれども、検討の過程が大切だと思うのです。検討する、１年

後になるか、２年後になるか分かりませんけれども、予算規模からしたら50歳にやろうとか、

60歳にやろうとか、そういう検討なんかをなされてもいいと思うのですけれども、滝口町長も

昨日４年間の決意を述べられていますね。アンテナを高くして、ほかの市町をリードできるよ

う頑張りますと。そういう所信表明を私も聞きました。私は健康長寿を目指して、健康診断の

仕事を40年やっていましたので、住民の人たちに少しでも還元したいなということで、議員に

もならせていただきましたので、任意接種だからしない、国だからしない、県がやればやると

かというのではなくて、住民のそういう要望があったら検討すべきだと思うのです。隣の川崎

町のように、町長のように、住民を守る、住民の財政負担を軽くしたい、健康で暮らしていた

だきたい、この発想で踏み切った小山町長を見習うべきだと思うのですけれどもいかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） やはり帯状疱疹が今必要なのかどうかということもございます

し、１番は国が、先ほど町長の答弁にありましたように、８月の時点でも定期接種にすべきか

どうかということで審議会が継続されている状況でございます。そういった中で、柴田町とし

てやるべきなのか、これは財源等も当然絡んできますし、試算とかはちょっとさせていただい

ておりますけれども、人数からして柴田町の場合はちょっと大きな金額になりますので、その

辺も含めて対応を検討していかないといけないということで、現在のところは町長の答弁にあ

りましたように、国の内容を待って対応できれば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） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 財源も不安定かも分かりませんけれども、川崎町ではコロナ対策交付金
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を使っております。住民から喜んでいただければ、うちのほうはいつでも出しますよと。それ

と、先ほど言ったように、国でやればできるとかという、下のほうから国を動かすぐらいのや

るものでないとできないと思うのです。18歳以上の医療費についても、柴田町は下から２番目

だったですよね、やり始めたの。また、コロナワクチンについても、若い人たち、11歳以下の

人たちなんかもみんなやっているのだけれども、柴田町では１か月遅れで多分スタートしたと

思いますし、前回の一般質問の中でも私もコロナで60歳以下はやらないという国の方針でした。

でも、医療従事者とか、介護職員は必要なのではないの、町で何とかできませんかとお話しし

ました。１か月たったら、今そこまでやっていますよね。それと同じように、帯状疱疹でもみ

んな困っている、ぜひともやってほしいといったら、例えば1,000円でも2,000円でも、そんな

補助も考えていけるような町にしたいなと思っているのです。 

  ２番の助成している市町村を把握してみましたかというのは、川崎町以外にどんなところを

把握しましたでしょうか。 

○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） 助成をしているところは、県内では１か所だけです。 

○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） そのほかで多分、宮城県内ではなくて、東北、全国を見た場合、相当数

あったと思うのですけれども、どんなところを把握しましたか。 

○議長（髙橋たい子君） 健康推進課長。答弁を求めます。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 資料としては、今手持ちにないのですけれども、東北６県のも

のは調べさせてもらって、あるなというような、何件か確認させていただいておりました。今

手元には資料ございませんで、申し訳ございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） では、東北ではどこありましたか。 

○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） すいません、今手持ちの資料持っていませんので、ちょっと分

かりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） きちんと調べたやつを町長にきちんと進言していただきたいと思うので

す。町長、ひょっとしたら間違った、あるいは少し方向違った答弁しているかも分かりません

し、埼玉県桶川市では医師会からの要請でやっています。ぜひいいやつですよ、市でやったら



４３ 

どうだと。名古屋市、不活化ワクチンで１万800円個人負担で、残りは市で助成。また、愛知

県刈谷市、これは１回のみ、不活化だったら8,000円、生ワクチン3,000円。千葉県いすみ市、

これは不活化ワクチンのみ費用の半額助成。埼玉県鴻巣市、２種類ありますがひっくるめて１

回4,000円を助成、桶川市も同じです。埼玉県伊奈町、これも１回4,000円助成。東京都、横浜

市、札幌市、福岡市、大阪市、神戸市、岐阜市等々いろいろありました。みんな助成していま

すね、いろんな形で。東北では秋田県の能代市でやっています。これは去年からやっています。

65歳以上4,000円補助しています。だから、まちまちなのですけれども、国でやらないからと

か、足らないとかって、やっぱり検討すべきだと思うのです。検討はできないのでしょうか。 

○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） 今、個別で任意接種というようなことでやられている医療機関

はございます。その金額もまちまちですし、先ほど来お話し出ています生ワクチンと、それか

ら不活化ワクチン、生ワクチンで１万円、高いところでそこぐらいまでありますし、不活化ワ

クチンですと２万円から３万円の間とか、ちょっと幅がございますので、そういったところも

ございますし、例えば生ワクチンの場合、１回でいいのか、２回でいいのかというのもござい

ますし、不活化ワクチンは２回打たなければいけないしということがありますので、そういっ

たことも含めまして、また時間が、医療機関にも当然お伺いしなくてはいけないし、そういっ

たところも含めて、今回そういったご提案いただいていますので、今後そういった場をお借り

しまして、ちょっとお話をさせていただくということと、財源は財源のほうで考えていかなけ

ればならないということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） だから、早めに検討するのです。だから、私らも一般質問で要望して、

早く検討してくださいという意見を述べるのです。 

  あと、効果がどうこうと言いましたけれども、これ正確に出ています。接種して、予防効果

が厚生労働省から発表されています。50歳以上で92.7％予防できます。70歳以上で89.8％、高

い効果が認められています。こういう評価も出ているのです。私は実際に知っているドクター

から、いい薬出ますよと。副作用もほとんどなくて効果がありますよと。そういうのを町民の

方は望んでいますので、ぜひ検討していただきたいと思いますし、町民の発症の予防のために、

ぜひ検討していただきたいと思いますが、最後にどうでしょうか。検討していただけますでし

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） ご提案いただきましたので、ここでなしにするのではなくて、

検討は続けていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  喀たん吸引の件でございますが、喀たん吸引は私非常に迷いました。実際に相談を受けたの

は子どもです。でも、その子どもを一生懸命救済しようと、いろいろ喀たん吸引のやつをやる

と、介護、そういう老人の人たちにぶつかってくるので、私はここに括弧して介護と障がい児、

障がいという括弧をかけさせていただいてお話ししていると、子どもだったり老人だったりす

るかも分かりませんけれども、実際に悩んでおりました。福祉課にも２回ほど私も相談に行か

せていただいております。実際に船岡養護にいる人だったのですけれども、子どもが吸引して、

自分が具合悪くなった場合、施設に預けたいというのだけれども、たん吸引しています、胃ろ

うやっていますというと、いや、うちでは今コロナ禍なので、あるいは看護師がいないのでと

いうことで断られて、柴田町で受け入れるところはないですかと相談しに来ました。ほとんど

ないのが実情だと思うのですけれども、課長どうですか。そういう子どもを一時的にも受けら

れる施設、本町にありますか。 

○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） 一時的にお預けになることができるかということですけれども、施

設のほうですね、なかなか議員おっしゃるように、社会資源といいますか、その辺がないとい

うことで、なかなか近隣にはないということになります。例えばショートステイとか、短期入

所とかで使うという手法はあると思うのですが、やはり近くにはなかなかないというのが実情

でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 町長にも認識してほしいと思うのですけれども、そういう受け入れる一

時的な施設というのは、県内にないのです、余り。そういうお話をすると、今言った格好で断

られてしまう。その相談された相手の１人の女の人が、何か病気になって入院したらしいので

すけれども、そのときには宮城県の子ども総合センターで預からせていただいて、でも大人に

なったら、ここでも駄目ですからねと言われたので病気にもなれない。寝込めない。自分が死

んだ後、この子どもはどうなるんだろうという不安を抱えている２人でございました。実際に、

いろいろ県南で当たったのですけれども、なかったようです。 

  そのときにお話できたのが、亘理町で喀たん吸引の第３号の助成をしているということが分
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かったので、ただいま町長答弁にあったとおり、家族的なものについては、医療行為なのです

けれども、ある程度認められているということでしたので、この喀たん吸引３号については、

先ほどないというお話でしたけれども、実際にあれば利用する人はいるのですけれども、私知

っている人でも、そうだったら私やりますよという方いるのですけれども、そういうのは検討

できないでしょうか。 

○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） ただいまお話しありました３号研修ですね。喀たん吸引の研修とい

うことで、10年ほど前に制度が改正されて、介護福祉士ですとか、一定の介護職員が条件の下

に単独吸引の行為ができるという形になりまして、助成という形になるのですが、やはり３号

の研修ですと在宅という部分になります。あとは、特定の方に対しての助成という形になると

いうことで、ある程度亘理町にもちょっと確認はしたのですが、なかなかそういった需要とい

うのですか、まだその辺まではないというのが実情な部分あります。そういった形で把握して

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） 利用する価値がないと言っていましたか。私聞いたのは、非常に利用価

値がありますと。だから、導入しましたと。そして、今１人いますね。あと２人ぐらいいると

いうお話は聞きましたけれども、そこまで把握していますか。 

○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） ３号の研修は、それぞれ実地の研修とかもあるのですけれども、そ

ういった研修の中身に対しての助成があれば、事業所としては助かるという意見は聞いている

ところでございます。受講制度ができた際に、当初介護事業所である程度、その時期に資格を

取られた方もいるのですけれども、今お聞きすると、まだ研修を受ける予定はないという回答

がちょっと多かったという部分は、１つございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 亘理町では現在１名申請がありました。毎年二、三名の予定で、金額も

大したことじゃないのですよ。６万円です、予算は。これで住民の人たちの介護施設で、老人

の方、たんの吸引をする方が、では私資格取りますからと。その方が亡くなれば資格がなくな

るのです。次の方のたんを吸引するから、また資格を取らなければいけないという制度が３号

です。柴田町のそういうたん吸引、何名かいましたよね、当園で。そういう介護のところにも、

非常に介護施設とすれば、そういう補助制度があったら利用するというようなもの、普及啓蒙
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にはなると思うのですけれども、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 確かにそういった制度があれば、普及啓蒙につながるという部分は

あるとは思います。町には訪問看護の事業所が２つございます。看護師ですと、その対応がで

きるということで、喀たん吸引の必要な方でサービスを受けている方、24時間という形、ずっ

と継続してという形にはなかなか難しいと思います。サービス上。その何時間、サービスの単

位がありますので、時間ですね。それで、サービスをしているという把握はしているところで

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） 特にないとかというものではなくて、６万円の年間予算で組んでいて、

３人ぐらいの予算だと思うのですけれども、それを利用しながら、柴田町では柴田町の介護の

施設の人たちにぜひ取っていただいて、こういうサービスも柴田町でできますよという還元は、

これで普及啓蒙できるのではないでしょうか。ないじゃなくて、どうですか。 

○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） 確かに助成ですね、それぞれに対しての助成という形になりますし、

こういった助成の制度があれば、普及啓蒙につながるというところは確かにあると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 必要だったら、やっぱり検討していただいて、町長にきちんと進言して

もいいと思うのです。 

  先ほど言った、たん吸引のお子さんを持っている家族からは、ちょうどたまたま私もパソコ

ンで県のを見ていて、第７次宮城県地域医療計画の中間見直し案パブリックコメント募集して

いるところにぶつかりました。その資料、100ページ以上あるのです。その中の小児医療とい

うところを見させていただきました。県でも、仙台に集中しておりますたん吸引だとか医療的

ケアを受けられる子どもの一時的な施設、県北でもこういう問題が起きていて、今動いていま

す。医療的ケアを受けられる子ども、県北にもというお話が出たのですけれども、第５編の第

２章第10節小児医療の６番という随分長いタイトルなのですけれども、そこに医療的ケアを必

要とする小児への支援項目があるのです。私も町の福祉課にお話しして、そういう施設がない

のだったら、町からぜひ施設を何とかしてくださいという声を上げてもいいのではないですか

というお話はしました。そして、私もこのパブリックコメントにコメントしました。相談を受

けた方も、では私もそういう子どもを抱える親として出してみますということで出したのです。 
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  その中で、医療的ケアを必要とする小児の在宅生活は、限られた地域医療福祉資源の中で、

家族の献身的な負担によって成り立っていますと県でうたっています。これが実情です。家族

の介護なしに、また医療的ケアを持っている子どものために家族が負担されているというのは、

よく分かっていますと。また、家族へのアンケートも取っているのです。その中には、医療的

ケアは喀たん吸引や吸入が多く、ほとんど家族で実施している。これも把握しています。そう

いう人たちに、サービス主体というようなものは、どんなサービスしてほしいですか、県のほ

うで、レスパイト、知っていますよね、一時休憩する、あるいは一時避難する、ちょっと休み

たいというときに預かるところですね。あるいは、短期入所、ショートステイ、こういう声が

一番多かったのです、県内の声として。 

  その一方で、サービス自体がない地域が県北、県南にありますとうたっています。そういう

現状を踏まえて、どういう施設が欲しいのかというようなものも、私もいろいろ書きました。

そういうのだったら、例えばたん吸引も研修して、これからどんどん増やしていきますという

のに対しては、もっと具体的に書きなさいと。例えば亘理町のようにこうやって補助してやっ

ていますよというようなものをみんなに知らせて、県で予算を取って普及したほうがもっとも

っと進みますよとか、そういうことを書かせていただきました。 

  それから、たんの吸引も研修するという話でしたけれども、具体的にどういうふうにするの

かというのはうたっていなかったので、きちんと組んでほしいというお話をさせていただきま

した。返事はしないとコメント書いてありましたので、第８次に還元されるようなものになる

かどうか分かりませんけれども、我々もこれから一生懸命動いていきたいと思いますし、医療

的なケアを必要とする子どもたちが実際にいるということで把握した件数も、答弁に載りまし

たけれども、来年３月２人卒業します。再来年、また２人卒業します。受入れどうしますか。 

○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） 受入れというお話ですか。こちらですと、船岡支援学校になるのか

なと思いますけれども、支援という部分では、学校を卒業される形、実際その後の支援という

部分になってくると、例えば就労支援とかという話だと思うのですけれども、例えば支援学校

との会議とかもございますので、そちらでご意見をお聞きしながら、サービスにつなげていけ

ればと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そういう医療的施設を仙南にもというのを、町からぜひとも発信してい

ただきたいと思います。我々も発信しますので、町としても発信していただきたい。これはど
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うでしょうか。 

○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） そういったご意見ございますし、そういう社会的な流れもあると思

いますので、そういった支援の会議の際に、いろんなサービスにつなげていければと思います。

（「分かりました。以上です」の声あり） 

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

  ただいまより休憩いたします。 

  10時40分再開といたします。 

     午前１０時２５分  休 憩 

                                            

     午前１０時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続きまして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） 初めに、町長、６期目のご当選大変におめでとうございます。お体に留

意しまして、柴田町の発展のために一歩前進への指揮をお願いいたします。 

  改めて、３番吉田清、大綱２問質問させていただきます。 

  １．人工透析患者の現状は 

  わが国は、1970年ごろに高齢化社会となり、2007年ごろからは本格的な超高齢化社会となっ

たと言われています。超高齢化に伴い要介護者人口も急速に増え続けています。特に75歳以上

の介護者の増加が高まっています。高齢者は全人口に占める割合が2013年には25.2％だったも

のが2055年には40.3％を超える見通しで急激に増加の一途をたどっています。 

  そうした中、私の近所で暮らす80歳以上の高齢者夫婦がいます。奥さんは10年くらい前から

透析患者として岩沼市の病院へ週３回通院しています。この夏、熱中症と思われる原因で食事

がとれず、透析を受けている病院に10日間ほど入院をされました。体調は良くなりましたが、

退院と同時に自分の足で立つことも歩く事もできなくなり、リビングに布団を敷いて介護タク

シーの利用をはじめました。毎月の介護タクシー代金が重くのしかかり、経済的にも精神的に

も不安を抱え過ごしています。現在は要介護認定１で身体障害者手帳１級です。近々、介護認

定に変更があるようです。 
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  今後高齢化が進むにつれ、このような問題が増える前に早いうちから対応策を考えるべきだ

と思い質問します。 

  １）本町で透析を受けている患者の方は何名いますか。 

  ２）介護が必要な透析患者の方は何名いますか。 

  ３）町内にある介護タクシーは十分に間に合っていますか。 

  ４）介護タクシー利用者に町独自の支援はできませんか。 

  ５）社会福祉協議会では、ふれあいネットワーク互助事業を行っていますが、協力会員の人

員が足りているかを町は把握していますか。 

  ２．窓口業務等のキャッシュレス決済導入の推進について問う 

  住民サービスの充実と利便性を図るため、キャッシュレス決済サービスを活用した自治体が

増えています。国では2016年度には20％程度である決済におけるキャッシュレスの比率を2025

年度には40％に引き上げることを目標に掲げています。 

  コロナウイルス感染症拡大下における、現金のやり取りを省き、スマートフォンやカード決

済、また、スピーディーな決済により、管理コストの削減や職員の業務軽減実現も期待できま

す。 

  そこで、本町におけるキャッシュレス決済の導入についての考えを伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田清議員、大綱２点ございました。 

  １点目、人工透析患者の数と介護が必要な人工透析患者、関連がありますので、一括してお

答えいたします。 

  人工透析を受けており、特定疾病療養受療証を交付している人数は、国民健康保険の被保険

者で38人、後期高齢者医療の被保険者で48人の、合わせて86人となっております。また、人工

透析を受けている生活保護受給者は２人おりました。この88人のうち、介護が必要であると思

われる要介護３以上の方は６名でした。 

  なお、社会保険や共済組合などの被保険者で、人工透析を受けている人数は把握できており

ません。 

  ３点目、町内にある介護タクシーは間に合っているかということでございます。介護タクシ

ーは、要介護者や体の不自由な方が利用するもので、自力での移動が困難な方にとっては欠か

せない移動手段です。町内の介護タクシー事業者２社に確認したところ、予約制になっている

中で、これまで利用者が多くてお断りすることはないとの回答をいただきました。 
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  また、介護タクシーのほかにも福祉有償運送として、柴田町社会福祉協議会ふれあいネット

ワーク互助事業など２団体がありますので、特に移動手段が不足している状況ではないようで

す。 

  ４点目、町独自の支援でございます。要介護認定の判定を受けている方は、介護保険で定め

られた利用範囲で、通院時の乗降介助の部分について介護保険が適用されます。また、人工透

析治療のための通院に無料で往復送迎サービスを行っているクリニックもあり、利用されてい

る方もおります。 

  介護タクシー利用者に町独自の支援をということですが、今後、交通弱者への通院等に対す

る支援策を検討していくこととしておりますので、その際併せて検討してまいります。 

  ５点目、ふれあいネットワーク互助事業の協力会員の不足についてです。 

  ふれあいネットワーク互助事業は、日常生活で困っている方に対し、地域の方が協力会員と

なり、日常生活を支援するサービスを提供する住民参加型の在宅福祉サービスです。提供され

るサービスは、病院への通院や施設への通所、買物などへの移動サービス、調理、洗濯、掃除

などの家事援助サービス、出産や育児に関する相談、ベビーシッターなどの子育て支援サービ

スがあり、令和３年度は73人の利用会員に対し、20人の協力会員で、延べ1,536回のサービス

を提供いたしました。 

  ご質問のありました協力会員につきましては、定年延長や就労機会の拡大などに伴い、新規

会員の登録者は減少傾向にありますが、地域福祉を担う人材育成を目的とした養成講座の開催

や事業の周知活動を通じて協力会員の確保に努めてまいります。 

  大綱２点目、窓口業務のキャッシュレス化決済の導入です。 

  まず、考え方ですが、現在本町において町民や事業者が窓口で納めている税、保険料、手数

料等は65科目あり、そのうち税、介護保険料、保育料などコンビニエンスストアで納付可能な

15科目については、令和２年度から納付書に印字されたバーコードを利用し、PayPayや

LinePayなどによるキャッシュレス決済を導入しております。 

  一方で、町民環境課窓口における住民票等の発行手数料、生涯学習施設や体育施設の利用料

など50科目については現金のみの対応になっています。当初、住民窓口でのキャッシュレス決

済の導入が進まなかった理由は、キャッシュレス化が全国的に導入されて間もなかったことか

ら、収納管理システムが開発途上にあり、キャッシュレス決済会社からの入金への対応事務が

かなり煩雑になると見込まれたからでした。 

  その後、職員の負担が軽減される収納管理システムが開発されたことから、現在では全国的



５１ 

にも自治体におけるキャッシュレス決済導入が進み、県内においても複数の自治体で窓口のキ

ャッシュレス決済が導入されております。 

  また、キャッシュレス決済は国が推し進める政策であり、町なかの支払いでは、当たり前に

利用されるほど普及が進んでいる状況となっております。そうしたことから、町の窓口におい

ても、キャッシュレス決済の導入は必要があると考えております。現在は、来年度のキャッシ

ュレス決済導入を目指し、住民票等を取り扱う町民環境課のほか、窓口納付の取扱い件数が多

い部署との間で情報交換を行っており、収納管理システム選定や入金対応事務の流れ、職員の

事務負担の増減内容、導入コストや運用コストなど、費用対効果について今詰めているところ

でございます。以上です。 

○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） 現在、町内で透析受けている方は88名ということですけれども、残念な

がら柴田町には透析ができる病院はありません。このことについて、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 現在、柴田町で透析患者、先ほど町長答弁ありましたように88

人でございます。こちらのほう、町内にはおっしゃるとおり病院がございませんので、周辺の

刈田病院、中核病院等、そういったところをご利用いただいているという内容でございます。 

○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） 今後の町の取組としては、本町でも透析ができる病院等の確保や打診な

どの計画はあるのでしょうか。 

○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） そういった打診をすることによって、町内に来ていただける医

療機関があるのかということになりますので、こういったことにつきましては、もう少し大き

なところでそういったお話、町内ではなくて、大きなところで、例えば地域医療とか、そうい

った中で意見として出していくことが必要なのか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。 

○３番（吉田 清君） 分かりました。 

  介護タクシーなのですけれども、私も実際に町内にある２つの会社と、槻木にある乾医院の

つるかめ移動支援サービスに行って、いろいろとお話を聞いてきました。１つの介護タクシー

では、私が聞いたところでは、火、木、土は可能なのだけれども、今２名でやっていて、もし
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火、木、土をやるなら、１名追加して３名でやらなければないと私はお伺いしました。もう一

つの会社は、今ちょっと無理ですという返答で、乾医院のつるかめ移動では、もうはらからの

移動だけで精いっぱいで、今後新たにそういった介護タクシーとの事業は考えていないという

答弁でした。 

  まず、現在、社会福祉協議会でも新規登録者をお断りしている状況が続いているのですけれ

ども、これはご存じだったでしょうか。 

○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） 福祉協議会のふれあいネットワーク互助事業ということで、事業ご

ざいます。確かに、昨年、一昨年とコロナの状況があったということで、少し抑えていたとい

うところはあると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 私も社会福祉協議会に何度も足を運んで担当者の方に聞いたら、今年度

に入ってからは、もうボランティア、協力会員の方がほとんど今いない状況で、新規の受付は

行っていないと。当然、透析患者は新たに受入れができないということだったのですけれども、

このようなことはご存じだったでしょうか。 

○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） 協力員の関係で、やはりなかなか確保が難しいという部分はござい

ます。そういった部分で透析の方も受入れまではなかなか難しいというところは、話は聞いて

おりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 町と社会福祉協議会の間で協議会など、どのようにやっているのですか。 

○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） ネットワーク事業の関係ですね、それぞれ事業のほう、運送のほう

もですけれども、家事援助とか、そのほかの部分もございますので、そういった中身について

は協議会で町とやりとりしながら四半期に１回ずつ内容を確認する、実績ですね、確認しなが

ら進めているところではございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 月に何回ぐらいやっているのですか。 

○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） サービスの内容ですね、先ほどもちょっとお話ししましたが、家事



５３ 

の援助サービス等もございます。あと、子育て支援のサービス等もございますので、町長答弁

にもちょっとありましたけれども、延べ回数で1,536回ということですので、延べ回数ではそ

ういう形にはなっております。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田清君、今の答弁で大丈夫ですか。再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 回数は分かったのですけれども、月には何回くらいですか。 

○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） 直接的に調整会議、調整的な会議というのは、実施していないとこ

ろです。 

○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） 今、コロナウイルス感染拡大により、私が聞いたところなのですけれど

も、実際協力会員という方は60代後半から70代の人がほとんどらしいのですけれども、多いと

きでは38名いたようなのですけれども、現在私が聞いたところでは16名ほどしかいなくて、そ

の中でも実際に協力していただける方は本当に少なく、そのために新規の方は断らざるを得な

い状況になっていますので、だから今サービスを受けたくても受けられないと私は聞いてきま

した。 

  本来であれば、社会福祉協議会の送迎サービスを利用して、週３回タクシー料金の半分の料

金で透析を受けられるはずが、新規登録者に限ってサービスを受けられないということなので、

そのために自分で運転したり、タクシーや介護タクシーを利用せざるを得ない状況になってい

ます。私にこの相談をした方は、今までご主人が運転して送迎していましたが、高齢のため免

許証を返納されました。そのため、タクシーで岩沼市へ、そのときも柴田町のタクシー会社に

連絡されたそうなのですけれども、人手不足のために週３回の予約は無理ですと断られ、それ

で角田市のタクシー会社を探した経緯があるとお伺いしました。一時は、角田市にあるタクシ

ーを利用したそうですが、昨日もう一度確認したところ、現在は柴田町にある介護タクシーを

利用されているとのことです。 

  また、ほかにも透析されている患者２名ともお話をさせていただきました。１人は、西船迫

にお住まいの70代男性で岩沼市へ、もう１人は新栄町にお住まいの60代女性の方で、亘理町の

病院へ、先ほど答弁の中で送迎してくれる病院があるとおっしゃっていましたが、柴田町には

透析する病院がありません。亘理町の病院では、確かに亘理町の住民のみ病院で送迎されるサ

ービスをしていますが、柴田町の方は送迎しないようです。また、岩沼市の病院も送迎はされ

ません。自分で行くしかありません。そのため、お２人とも自分で運転されて、現在通院され
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ていますが、自分で運転できるうちはいいが、できなくなった場合のことが本当に不安だとお

聞きしてまいりました。 

  本町のデマンドタクシーは、本町のみで町外には行きません。しかし、透析だけは休むわけ

にはいきません。七ヶ宿町では、デマンドタクシーで白石市や山形県の川西町にある置賜病院

や南陽市の病院まで片道200円で送迎してくれます。また、角田市や大河原町には透析病院が

あり、デマンドタクシーを利用しても利用しなくても、角田市で１万円、大河原町では１万

5,000円の補助があります。岩沼市では、コミュニティバスは障がい手帳の交付を受けている

方と、介護人１人は無料で送迎してくれます。 

  本町でも、社会福祉協議会のボランティア協力会員が戻るまでの間でも、たとえ限定的でも、

介護タクシーを利用されている方のみだけでも、何らかの支援ができないかと思いますが、い

かがですか。 

○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） 介護タクシー利用に対しての助成というお話でございます。近隣を

ちょっと確認しますと、要は福祉というか、特に障がいの関係での対象という形になりますが、

例えば大河原町ですと非課税世帯で身体障がい１、２級、あと内部障がい３級、療養、精神の

それぞれ手帳をお持ちの方に対して、タクシーの助成券500円、掛ける、月４枚ということで、

月2,000円ということで独自の支援をしているということ。あと、近隣の２市７町を確認した

のですけれども、５か所で要件はいろいろそれぞれ地域によって異なるのですけれども、何ら

かの形で助成しているというのは伺っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 障害のある方も、ない方も共に生きる社会が求められています。柴田町

においても、障害があってもなくても、誰もが暮らしよい社会を目指しています。また、多く

の自治体では、透析患者に対しては、千葉県千葉市ではタクシー代の半分を支給しています。

また、福島県二本松市、南相馬市では、病院までの距離が1.5キロメートル以上の方に、上限

で月２万5,000円を支給されています。どうか本町においてもご検討のほどよろしくお願いい

たします。 

  続いて、２問目、質問させていただきます。 

  宮城県では、９月１日より９月30日までキャッシュレス決済キャンペーンが開催されていま

す。最大２万ポイントが還元されるなどの現金を扱わない取組がなされています。あらゆる分

野で導入が急激に進んでいます。経済産業省、キャッシュレス推進室では、キャッシュレス決
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済の導入を進める上で重要となるポイントは、首長のリーダーシップの下、全庁的、組織的、

横断的に取り組む体制を構築することであり、１部門や特定の窓口、特定の担当者に任せきり

では、庁内のキャッシュレス化は期待できないとあり、団結を求められています。キャッシュ

レスに限ったことではありませんが、他にも課題等も山積だと思いますが、改めてキャッシュ

レス導入について、町長のお気持ちをお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど回答しましたように、納入できるものについては既に導入してお

りますが、窓口については、いろんな入金の手続等でシステムが追いつかなかったということ

で導入はしておりませんでしたが、今庁内で調整しながら、来年度に向けてやれるところから

導入していくという流れになっておりますので、この50項目のうち、来年度やれる分について

は即時実施をしていきたいと思っております。 

  将来的に、生涯学習施設、体育施設、これが煩雑になっているので、これがスムーズに１回

で料金と手続ができるようなシステムができれば、より効率的で町民に対しても便利になると

思っておりますので、65のうち15は既にできておりますから、残りの50のうち、来年度に向け

てできるところからやらせていただきたいと思っております。 

○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） 前向きな答弁ありがとうございます。実際にキャッシュレス決済を導入

されている仙台市青葉区役所、名取市役所に行って、担当課長より説明を聞いてまいりました。

青葉区役所の場合、窓口に来られる市民の方は、ふだんは300名から400名くらい、多い時期で

は500名以上、名取市市役所は、ふだんは200名から300名ほど、キャッシュレスにしてからは

どちらも現在は３割程度がキャッシュレス、あとはまだ現金払いだそうです。青葉区役所では、

やはり若い人や海外の人がカード決済とのことでした。 

  現在、青葉区役所では、現金は窓口業務の職員がやっているとのことですが、名取市役所の

ように、現金もセルフレジに検討しているとのことでした。名取市の窓口市民係の担当者に聞

いたところ、セルフレジを導入してからは、朝、両替金４万円をセルフレジに入れるだけで、

来庁者が自分でできますので、随分業務が軽減されましたとのことでした。月締めの支払いも

導入されたセルフレジ会社だけに支払い、あとはセルフレジ会社で契約されているカード会社

全社に支払いをしていただいているので、極端に言えば、職員２名分に相当するほど軽減され

ているかと思っておりますとのことでした。この話を伺い、ぜひ他の市町村に遅れのないよう

に、本町でも早急に導入すべきだと思いますが、実際に行われるかと思われる町民環境課長の
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ご感想をお伺いし、一般質問は終わりとします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 今年６月１日、経済産業省が公表しましたキャッシュレス決済

の比率というのが、2021年で32.5％にまでなっているそうです。ここ10年ぐらいで約2.3倍に

なったということです。毎年経済産業省で公表しているようですけれども、こういったことを

考えると、もうキャッシュレスというのは時代の流れなんだなと感じております。 

  町民環境課は一番現金のやりとりが多い課ですので、町長答弁にもありましたように、キャ

ッシュレス決済の導入に向けて取り組んでいきたいと思います。また、経済産業省で自治体窓

口におけるキャッシュレス決済の導入手引書というのも出しておりますので、こういったもの

もちょっと参考にしながら検討していきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 時間いっぱいありますけれども、大丈夫ですか。 

○３番（吉田 清君） 大丈夫です。いっぱい言うことあるのですけれども、終わります。 

○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。 

  11時20分再開といたします。 

     午前１１時１０分  休 憩 

                                            

     午前１１時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  13番大坂三男君、質問席において質問してください。 

     〔13番 大坂三男君 登壇〕 

○13番（大坂三男君） 13番大坂三男です。 

  図書館を核とした賑わいゾーン創出事業の整備にどう取り組むのか 

 ７月29日の議員全員協議会で「都市再生整備計画及び都市構造再編集中支援事業の検討概要」

についての情報提供がされました。 

  一方で同じ７月に、町長選挙を経て滝口町政が再スタートしました。本来、６期目ともなれ

ばマンネリ化やスピード感のなさが問題視される場合が多くなるのですが、６期目のスタート

早々に懸案の総合体育館建設計画や新給食センター建設計画が進められている中で、さらに新

たな大規模プロジェクトともいえる提案がなされたことに、大変驚いております。 
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  私は令和３年度３月会議において、これらの事業について一般質問で取り上げました。その

後、実現に向けての進捗状況はどうなっているのか、この新規プロジェクトが柴田町に持続的

な発展をもたらす計画になるよう、計画の詳細について伺います。 

  １）都市再生整備計画に基づき、柴田町では、どのような市街地の形成を目指すのか。その

背景や理由及び目標と計画の特色について伺う。 

  ２）図書館を核とした交流ゾーン整備による市街地のにぎわい創出事業として、６つの基幹

事業と２つの提案事業が提案されているが、各々の事業内容と事業費の概算を伺う。また、採

択されるのはいつ頃になるのか。 

  ３）図書館の基本構想や基本計画については、ワークショップ等を通して決定されていくと

思うが、現時点で想定している規模や特徴などを含めた基本理念について伺いたい。 

  ４）基幹事業にある公園整備は現在のしばたの郷土館前の駐車場も含めたエリアを公園とし

て整備する計画と聞いたが、どのようなコンセプトのもとで公園を整備するのか。公園として

整備した場合、桜まつりの駐車場として利用できなくなるのではないか。 

  ５）提案事業に「サイン計画策定」があるが、どのような内容になるのか。 

  ６）図書館を核とした交流ゾーンへの人の流れを、どのような手法で作り出していくのか。

具体的な方策を示して欲しい。（仮称）にぎわいづくり検討委員会を立ち上げアイデアを募集

してはどうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１点目、２点目、４点目から６点目まで町長、３点

目教育長。最初に、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大坂議員から６項目ありました。そのうち、５項目についてお答えいた

します。 

  １点目、どのような市街地を目指すのか等でございます。今年５月に策定し、公表した柴田

町都市計画マスタープラン・立地適正化計画においては、これまで取り組んできた花のまち柴

田というテーマを継承した新しい都市の将来像を、「花と緑豊かで安心して快適に住み続けら

れるまち～四季折々の彩と賑わいのあるガーデンシティ～」としております。この計画の下に、

現在策定している都市再生整備計画では、新たな知の拠点となる新図書館を核として、ふるさ

と文化伝承館や如心庵、思源閣などがある柴田町の歴史、文化の拠点となっているしばたの郷

土館と、さらに国内外から多くの観光客が訪れるようになった観光の拠点、船岡城址公園を新

たなまちづくりのシンボルゾーンとなるようなパブリックスペースとして一体的に整備し、に

ぎわい・交流拠点の形成を目指してまいります。 
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  さらに、こうしたにぎわい・交流拠点への人の流れを、船岡市街地全体に回遊させることで

町なかの活性化を図るとともに、新たな都市機能を集約し、コンパクトで快適な魅力あふれる

ガーデンシティを形成しようとするものです。柴田町を活性化させるための新たなリーディン

グプロジェクトとして位置づけています。 

  次に、図書館を核としたにぎわい・交流ゾーンの特色についてですが、今回の提案では、歴

史、文化、観光の拠点を一体的に整備することで、１つに、図書館を単なる知の拠点としてだ

けではなくて、図書館における情報を活用して、まちづくりのための知恵やアイデアを生み出

し、新たな切り口からのまちづくりや文化・創作活動を行うといった、これまでになかった新

たなパブリックゾーンとして整備すること。２つに、図書館に隣接する船岡城址公園には、全

国的に知名度が高い桜という柴田町のシンボルがあることから、桜に関する情報を集め、柴田

の桜の情報発信拠点とすること。３つに、子どもから高齢者まで一人一人がゆったりと過ごす

ことができ、またみんなが集まり、イベントなど多様な活動が自由に行えるみんなの広場、緑

豊かなオープンスペースの整備を図ること、この３つが大きな特色であると考えております。 

  ２点目、基幹、提案事業のそれぞれの内容です。 

  都市再生整備計画では、基幹事業として、図書館整備を行う誘導施設事業、２つに、町道船

岡西７号線、８号線、11号線の整備を行う高質空間形成施設事業、３つに、しばたの郷土館と

船岡駅コミュニティプラザの再整備を図る既存建造物活用事業、４つ目、郷土館前の駐車場の

用地取得とみんなの広場の整備を行う公園事業、５つ目、新栄通線沿線にポケットパークの整

備と、町なかに情報板を設置する地域生活基盤施設事業、６つ目、図書館との複合化により統

合される船岡公民館を除去する元地管理の適正化事業の６つの事業を計画し、さらに提案事業

として、住民参加で行うデザインワークショップとイベントへの支援を行うまちづくり活動支

援事業、２つ目、統一したデザインによるサイン計画の策定や交通量調査、事後評価などを行

う事業活用調査の２つの事業を計画しております。 

  次に、概算事業費についてですが、基幹事業と提案事業を合わせた総事業費は22億円として

おります。なお、この個別ごとの事業費については、現在、国、県と協議調整中でありますの

で、計画がおおむね確定した段階で議員全員協議会等でお示しさせていただければと考えてお

ります。 

  次に、本計画の核となるにぎわい・交流ゾーンの具体的な整備についてですが、事業は、三

つのゾーンに分けて実施することにしております。 

  １つは、しばたの郷土館をＡゾーンとして、現在の図書館として利用しているふるさと文化
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伝承館を、民間の活力を生かしたパブリックスペースとして再構築すること。また、地震によ

って一部被害を受けている如心庵の改修、さらに思源閣においては、柴田町出身の彫刻家であ

る小室達氏の作品を中心とした展示スペースの再整備を行い、しばたの郷土館を、日本文化や

まちの歴史や文化に触れ、体験し、国内外の人と交流できる拠点として再構築したいと考えて

おります。 

  ２つに、新図書館の建設敷地をＢゾーンとして、新図書館の建設に合わせ、テラスやデッキ

等を兼ね備えた高質な広場を整備し、多様な人々がゆったりとした時間が過ごせる空間を創出

したいと考えております。 

  ３つに、現在しばたの郷土館前の船岡城址公園駐車場につきましては、公園への進入道路の

付け替えを検討するとともに、様々な住民主体によるイベント等が開催できるみんなの広場、

オープンスペースとして整備を図りたいと考えております。 

  この３つのゾーンを結ぶ町道船岡西７号線、８号線、11号線については、高質空間形成施設

事業により、通常の道路整備とは違った町のシンボルとなる、高質でウオーカブルな道路空間

として整備したいと考えております。 

  最後に、事業の採択の時期についてですが、今年12月までに都市再生整備計画の内容につい

て、国、県と内容の調整・協議を行い、国との調整事項が完了した時点で承認され、採択され

るという流れになります。 

  採択された後は、令和５年度から５年間、計画に基づき、年度ごとに各個別事業を実施する

ことになります。 

○議長（髙橋たい子君） ３点目、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） ３点目、図書館の規模等についてお答えします。 

  現時点で想定する新図書館の規模につきましては、公益社団法人日本図書館協会政策特別委

員会が公表している公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準の中で、人口規模に応じた延

床面積や蔵書冊数などが示されています。その基準を本町に当てはめ、令和４年７月末の人口

３万7,000人で試算しますと、延床面積が2,585平方メートル、蔵書冊数が19万8,310冊という

ことになります。新図書館建設の際は、これらを参考にしつつ、県内における他の市町の図書

館の状況や町の将来の人口見通しなどを考慮しながら適正な規模を検討してまいります。 

  また、現在１日当たり平均で100人程度の方に来館いただいておりますが、新図書館は都市

計画マスタープラン立地適正化計画で取り組む交流連携を図る都市機能の１つと位置づけてい

ますので、ワークショップなどでの様々な意見も参考に、図書館サービスのさらなる機能の向
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上を目指し、新たな交流やにぎわいの拠点として、桜に関する情報発信の拠点として、住民の

生涯学習活動の拠点として、さらにまちづくり活動を通じて地域の課題解決を支援する図書館

として新築したいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） ４点目から６点目まで、町長。 

○町長（滝口 茂君） ４点目、公園整備として、郷土館前の駐車場の関係でございます。 

  公園事業の整備内容としましては、船岡城址公園へ大型バス等がスムーズに通行できるよう、

道路の付け替えを検討するとともに、新図書館、しばたの郷土館、船岡城址公園を含めたにぎ

わい・交流拠点の整備によって、官民合わせた多くのイベントが開催されることが期待される

ことから、多種多様なイベントに対応できるようなみんなの広場オープンスペースとして整備

してまいります。なお、オープンスペースとして整備しますので、桜まつりの駐車場としての

利用も考慮した計画としています。 

  ５点目、６点目は一括でお答えいたします。 

  交流ゾーンへの人の流れをどのようにつくり出していくのかについては、本事業の重要な課

題と捉えております。その課題解決のための手段としては、１つに、にぎわい・交流ゾーンに

おけるイベント等の情報を、町なかの公共空間等において、デジタル技術を活用し情報を発信

すること。２つに、船岡駅コミュニティプラザを観光交流センターへ改築することで、イベン

ト時などに、駅を利用する来訪者に対して、観光情報や町なかの魅力等を発信する場として再

整備すること。３つに、町なかの公共空間に花と緑あふれる景観形成を図るとともに、人々が

集い、交流ができる空間として、休憩施設等を備えたポケットパークを整備し、歩きたくなる

都市空間を整備すること。こうした３つの事業を取り入れることで、交流ゾーンへの人の流れ

はもとより、市街地全体ににぎわいの場を広げていきたいと考えております。 

  次に、情報発信の方法についてですが、住民参加によるデザインワークショップを通じて、

住民目線での手法や場所などを検討していきたいと考えております。このワークショップで出

た意見を基に、美しい町並みの景観と一体化したデザインによるまちを分かりやすく案内する

サインや、デジタル化に対応した情報の発信方法について、マニュアルとなるような（仮称）

サイン計画を策定する予定です。 

  最後に、ご提案をいただきました（仮称）にぎわいづくり検討委員会についてですが、今後

５年の事業期間の中で、継続して拠点整備・図書館整備ワークショップを実施する予定です。

その際には、まちづくりの専門家の指導、助言をいただきながら、ワークショップを開催する

中で、にぎわいづくりに関しても多様な意見やアイデア等を提案していただき、事業に取り入
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れていきたいと考えております。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 教育長より訂正の申出がありますので、これを許します。 

○教育長（船迫邦則君） 図書館の規模等でお答えした際に、「人口規模に応じたエンショウ面

積」という読み方をしましたが、「エンショウ」のところが２か所ございまして、「延床（ノ

ベユカ）面積」ということで訂正したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 大坂三男君、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） まず、今回の私の質問がどうしても船岡地区、この周辺の質問に偏った

部分もあるのかもしれませんが、ほかの場所ちょっと忘れられているのではないかと思いまし

て、テーマの都市構造再編集中支援事業は、立地適正化計画の中の具体的な事業だと理解して

いたのですけれども、そういった意味では、柴田町で前から言っているのは、東船岡地区とか、

ほかの地区も都市計画の中で順次やっていくという理解でおったのですが、それでよろしいの

でしょうか。まずは、とりあえずはこの船岡地区から取りかかると、あと順次進めていくとい

う考えでよろしいのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 船岡地区だけではなくて、ほかの地区ということでも、こちら

の計画でもって進めていくという計画でおりまして、都市構造再編集中支援事業につきまして

は、エリアごとに事業を進めていくということになってございますので、船岡地区が終われば

次という形で進めていくという予定にしてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 次の狙い目はどこでしょうか。東船岡駅近辺でしょうか。あそこには、

具体的にはまず今の段階でどのような施設なんかを考えておられるか。地域の方々に予備知識

として。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） どちらの地区ということでもまだ限定しておりませんけれども、

立地適正化計画は2040年までの計画ということになってございますので、この先20年の計画で

進めてまいります。その中で、地区の選定でありましたり、方法、手法を考えてまいりたいと

考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） それと、あまり槻木地区が話題にならないのですけれども、槻木地区で

は、時期はちょっと別としても、都市再生整備計画というのは策定できないのでしょうか。で
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きないとすると、なぜできないのかちょっと疑問なのですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） ただいま槻木地区の都市再生整備計画はできないものかという

ことなのですけれども、できないということではなくて、あくまで今回は船岡地区ということ

で計画を策定いたしまして事業を進めてまいりますが、その後、ほかの地区についても計画を

立てまして整備を進めていくという考えでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 今回のプロジェクト、22億円と先ほどありましたけれども、今後いろい

ろワークショップだ、それから計画の進展に伴って、この金額というのは変わり得ることもあ

ると理解してよろしいのでしょうか。その場合に、この事業の中で、22億円が30億円ぐらいに

膨らんだりしても大丈夫、その補助金の対象になるのかどうか、認められるのかどうかについ

て伺いたいと思います。 

○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（池田清勝君） 事業費の関係でございますけれども、国と協議ということには

なるのですけれども、あくまで現時点でございますが、この22億円ということで計画を策定し

ております。こちらについてお認めいただければ、この範囲内で事業を進めていくことになる

ものと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 膨らんでしまった場合は、その時点で国と再交渉といいますか、認めら

れる可能性もあると理解してよろしいということですね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 全く増額の余地がないということではないのだろうと思います

けれども、あくまで町の財政の関係もございますし、現時点では22億円という金額を上限に計

画を進めてまいり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。 

○13番（大坂三男君） これ、以前発表された資料だと思うのですが、公共施設等管理計画の中

で、各個別施設に関する取扱い検討内容とありますが、この中で図書館について、取扱い方針

の中で、ＰＦＩ、ＤＢＯ方式を検討するとなっているのですが、ちょっとこれについて説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 
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○町長（滝口 茂君） 図書館の建設につきましては、ＰＦＩ方式でやっている自治体も多くあ

るようですけれども、逆に問題点も指摘されております。ＤＢＯにつきましては、設計、施工、

管理まで一体型ということで、ＰＦＩは民間の資金を使いますが、ＤＢＯの場合はあくまでも

町で資金を用意しなければならないというところに差はございますが、今、実はＰＦＩのリー

ス方式で民間企業と総合体育館をやっておりますが、詰める段階で民間のアイデアをいただけ

るのはいいのですが、担当者の負担というのは相当、慣れていないせいもあるのですが、大変

だということでございますので、なかなか民間の資金を使ってのＰＦＩ方式というのは、柴田

町の図書館を建設、運営していくには難しいのではないかというのが町長の今の考えでござい

ます。ＤＢＯ、設計、施工、運営までは考えられるのですが、この運営という段階につきまし

ても、まだ議会との間で意見交換はしておりませんので、可能性としては残されているのかと

思っておるところでございます。 

  ですので、ＰＦＩ、ＤＢＯのうち、ＰＦＩ、民間の資金を使っての図書館建設というのは、

柴田町ではちょっと難しいのではないかというのが今の町長の判断で、これについてはまだ庁

内でオーサライズされている状況ではないということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） この方式検討に当たって、ＰＦＩにしろ、今ＰＰＰというのもあります

が、補助金にどう影響してくるのか。ＴＰＰにいたっては、所有権がまるっきり民間になって

しまうので、無理かなとも思うのですが、その辺の方式によっての採択していただいたときの

補助金、どう影響してくるのか、どういうふうに考えるかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） ＰＦＩ法に基づいて、いろんな施設を建設、民間資金でしていっ

た場合、個別ごとに今国で法整備されている補助金が合致するかどうか、そういった相談もし

なければならないと思っております。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） やはり町独自でやるのではなくて、民の力も借りて、運営とか、そうい

う面ではやっていったほうがいいのかな。多賀城図書館なんか見ると、あるいはこの方式でい

えば何になっているのか分かりませんけれども、非常に民も入って活発に、来館者も多くて、

中もにぎやかでというのも、このたびも見てきましたけれども、多賀城図書館のイメージで考

えた場合に、今回町で考えているのはどんな感じになるのかなと思いますが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 
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○町長（滝口 茂君） あくまでも今回は都市構造改善集中支援事業を活用するということでご

ざいまして、まだ図書館自体の建設の手法については、国と議論しているわけではございませ

んので、その図書館を建設する前の前の年ぐらいにワークショップを行いますので、建設手法

も踏まえてワークショップで検討させていただいて、柴田町の図書館を核とした、こういうに

ぎわいゾーン整備事業が国に認められないことにはどうにもなりませんので、まずは図書館を

核としたにぎわい・交流ゾーンの考え方、これが市街地に大きな影響を与えると国が判断でき

るような体制を、この９月、10月、11月の３か月間で整えていきたいと思っております。図書

館の整備手法については、この計画が認められた次の段階で、ワークショップで検討させてい

ただきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） ワークショップ、ワークショップと言いますけれども、そのワークショ

ップはどういう構成になっていくのかなと。メンバー編成なんかも気になるところですし、い

わゆるよく知った方、専門家といいますか、そういう方とかも入るのかどうか。一般の方は公

募するとかということになりますと、なかなか素人の方が入ってくると議論百出して、なかな

かベストなやつがまとまらなかったりということも危惧されるのですが、ワークショップの編

成をどういうふうに考えておるのかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） ワークショップの手法ということでございます。ただいま、ま

だ計画の段階ではおりますけれども、先日８月会議でも補正予算お認めいただいておりますが、

今年度はもう既に３回ほどのワークショップということで予定しているのですけれども、まず

全体的なワークショップの構成メンバーとしましては、一般公募はしたいと考えております。

この10月１日のお知らせ版で募集したいということで考えておりますし、ホームページでも掲

載しまして、募集してまいりたいということで考えているところでございます。 

  あと専門家の云々ということでございますけれども、こちら都市計画マスタープランで策定

委員を務めていただきました宮城大学の先生に、契約という形で支援の契約を結んだところで

ございますので、専門家として宮城大学の先生の支援をいただくということで考えております。 

  それから、職員間でもいろいろな意見をいただきたいということで考えておりますので、職

員の構成によるワークショップなども考えていきたいなと考えているところでございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） ワークショップに、これから始まるということなのですけれども、丸投
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げといいますか、一から全て委ねるという形はどうなのかなという思いもあるのですが、町の

考えが、多分我々議員も含めてあると思うのですよ。その辺の考え方なり意向というのを、ワ

ークショップの方々に最初、町はこういうふうに基本的に考えているのですと、あとこういう

構想の基にこういう事業の下で、にぎわい・交流館というのをメインに考えて図書館を核とし

ていきたいんだというような、その他いろいろ、今町の考えというのがあると思うのですが、

そういうのをワークショップの方々にまず知っていただいてというふうになるのか、一からま

ず図書館ってこうなんだということをみんなで話し合ってもらうのか、その辺はどういう手法

を取るおつもりでいられるのかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 町長答弁でも申し上げましたとおり、理念でありますとか、目

標のほう、こちらの計画に盛り込んでいる内容でございます。そちらについては、必ずワーク

ショップの構成メンバーに前もってといいますか、お知らせをして、こちらの目標であったり、

理念を共有した上で進めてまいり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。 

○13番（大坂三男君） これ、９月１日の最近、ほやほやの新聞ですが、これでたまたま見つけ

てしまったのですけれども、「登米で理想の図書館像を探る」ということで、考える会という

のが結成されて、ワークショップが始まったという記事が載っていました。柴田町で考えてい

るのとは、ちょっと内容的には違うような気がしますが、参考までによそでもやり始まったと

いうことを認識しておきたいと思います。 

  それで今回、７月29日に情報提供という形で、この絡みの情報提供をいただいた後で、図書

館がどうも核になるらしいということで、少なくともこの近辺の図書館は見ておこうと思いま

して、４市９町13自治体の図書館、それから図書館のない自治体はそれに準じた公民館とかい

ろんな資料館の図書施設ありますよね。そこを全部見てきました。非常に雰囲気のよいところ、

がらんとして人っ子一人いないようなところとか、あと雰囲気がとてもよい飲食コーナーがあ

って、図書館にいるお客さんよりも食べているお客さんのほうが多いところとか、でもにぎや

かで楽しそうだというようなところとか、学習スペースも広々として非常に感じのよいところ

とか、本当に目たら本ばっかりが目立つところとか、本は余りないんだけれども、人は結構来

ているなというようなところとか、いろいろなところで、こういうところだったらしょっちゅ

う来てみたいなというところも実際ありましたし、ここはいいや、１回来たらというように見

えたところもありました。会派の佐久間議員と一緒に付き合ってもらって、４市９町で13か所、
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プラス、多賀城市にも行ってまいりました。 

  多賀城と県図書館は、私はメンバー会員証を持っているので、ただしばらくあっちのほうに

も行っていなかったので、今回は何年分ずっと図書館を見て歩きましたけれども、ワークショ

ップの方々にもそういうのを見てもらって、参考にしていただくとありがたいなと思います。 

  図書館については以上で、それから公園づくり関係で、新しい公園をつくりたいというか、

今の公園も利用して整備したいということなのですけれども、やはり公園づくりに関しても、

専門家みたいな方はいらっしゃると思うのです。そういう方の知恵を借りる考えがあるかない

か。何ていうのですか、デザイナーみたいな、設計士みたいな方がおられると思うので、専門

家が、その辺そういう方を招聘するお気持ちがあるかどうか伺います。 

○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（池田清勝君） 議員おっしゃる公園という部分がということにはなるのですけ

れども、こちらでまず城址公園下の駐車場部分についてオープンスペースとして整備いたしま

すということでお答えしておりますけれども、そちらに関しましては、特段、景観的に造園で

すとか、そういったものも、していくということにはなるのですけれども、大きなご指導とい

いますか、そういったものまでは大丈夫なのかなということで考えているところでございます。 

  それから、ポケットパークの整備等もしてまいるということで、町内のほうにですね、考え

ておりますので、そちらにつきましても、そういったご指導がいただける方、もちろん招聘と

いうまではいかなくても、意見を取り入れて、ワークショップも含めて、様々なご意見を参考

にしながら整備をしていく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。 

○13番（大坂三男君） 先ほどの駐車場の件なのですが、桜まつりの頃は駐車場としても利用で

きるような形にしたいということがあったので、具体的にどういう形なのかな。例えば芝生を

張って、あと今の駐車場内のあそこに多少売店とか、コーヒーショップとか、カフェとか、実

は考えてみると、郷土館周辺というのはコンビニもないし、カフェ的なものもないし、あと今

の公園を上がっていっても、食堂が結構休んでいることが多くて、事情を聞くと、オーナーの

方、経営者の方がちょっと体調思わしくなくて、休むことが多くなっているのだと。あと、従

業員の方も結構高齢者の方がいて、ちょっと高齢者だけでは厳しいのかなということで、今の

花菜カフェと言いましたっけ、あそこの現状、営業状態がどうなっているのか、差し障りのな

いあれで聞きたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 
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○商工観光課長（天野 敬君） 観光物産交流館さくらの里の中にある花菜カフェにつきまして

は、さくらの里の中のテナントという扱いで、町の指定管理者である柴田町観光物産協会が運

営する事業者を選定して、今現在運営しているわけなのですけれども、今月実はお知らせ版に

も掲載したところなのですが、新たな事業者を募集しますということで、今募集している状況

です。今まで経営されていた方が、健康町の理由ですか、主な理由といえば、そういった理由

で、なかなかこの先続けるのが困難な状況になったということで、事業者の方と観光物産協会

と話をした上で運営者を変えるということで、今新たな運営をしていただける事業者を募集し

ているという状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 今の話は上のほうの話なのですが、これから公園整備していく上で、や

はりそういうところに集ってくる人というのは、買物したい、それから飲食したいという方が

多くて、そういう設備がきちっと整っていないと、なかなかたくさんの方に来ていただくとい

うのが難しいのではないかと思います。先ほども言いましたように、コンビニもこの辺にちょ

っとないですよね、こっちの公園のほうに入ってくると。多賀城図書館の中にはコンビニもあ

って、そこにみんな買物にも入ってくる。レストラン、カフェみたいなのもあって、そこでお

茶を飲んだり、食事をしたりしてもらって、今回の図書館の中にもそういう設備を考えてもい

いのではないかと思います。どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 図書館の中にカフェ等を造ってもいいのではないかというこ

となのですが、多賀城図書館もそうなのですけれども、最近利府に出来ました利府の図書館リ

フノスも１階にカフェがございますし、あと先日富谷市でも図書館を建設して、先日基本計画

でプロポーザルを行ったところなのですが、あちらはスイーツステーションを複合施設として

検討しているのがございます。今やはり本だけではなくて、飲食ですとか、あとは児童遊戯施

設ですとか、複合的な施設が多くなってきているので、そちらも先ほどからワークショップ、

ワークショップと申し上げてしまいましたが、そういう中でたくさんのご意見をいただければ、

いろんな楽しい図書館になっていくのではないかと考えているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 私も十何か所見て歩いて、そういうのがあると結構人がいるなと、何と

なく楽しそうだな、若い人もいっぱい来ているなと感じたので、ぜひ柴田町で図書館を造るの

であれば、そういうのを採用してほしいということで、ワークショップのほうにプッシュして



６８ 

いただきたいと思います。 

  あと、図書館のついでなのですが、子どもコーナー、絵本コーナーといいますか、それも今

回見て回ったらば、別棟になっていてはっきり分かれているところと、あと図書館内のあるエ

リアを決めて仕切っているところとか、いろいろあるのですが、課長は、その辺の考えは今ど

ういうふうに感じておられるか。子どものコーナー、絵本コーナー、何か結構小さい子どもを

連れてくると、子どもが騒ぐので、お母さんは遠慮しちゃって、もう来れないわという人がい

て、そういう人のために別棟にしているとか、角田の図書館なんかまるっきり別棟ですよね。

あと別棟だったのが二、三か所あったような気がしますが、その辺どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 今回、図書館建設に当たって私もいろんな、多賀城はちょっ

と行ってみなかったのですけれども、いろんな図書館とか行ってみたのですが、今は昔と違っ

て、静かな、静寂な図書館というよりは、少しにぎわいのあるという、にぎやかな図書館とい

う感じの図書館になってきているものですから、だからといってすごくうるさいのは駄目なの

ですけれども、一応１つのフロアの中で、ある程度カフェがあったり、それから児童図書コー

ナーがあったり、一般図書コーナーがあって、奥まったところには本当に静かに本を読みたい

人だけのスペースとかも用意されている図書館もありまして、それから児童図書についても、

今柴田町のふるさと文化伝承館の中の児童図書コーナーとして、同じフロアの中に暫定の図書

館ではあるのですが、少しフロアの中で分けておりますので、特に床面積、さっき言った延床

面積の関係とかも出てまいりますが、別棟でというよりは、工夫をしながら、１階、２階です

とか、あとは平屋でも場所の関係ですとかを考えながら、児童図書館というのは、別棟ではな

くて、同じ棟の中でつくってもいいのではないかなと、今の私の意見ということですと、それ

でもいいのかなと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） とにかく小さい子どもが騒いで、走り回って、とても周りで大人の人が

落ちついて本を見れないということで、それで別にしているのですと一生懸命ＰＲしていまし

たけれども、その辺もよくよく検討して、どちらがいいかということで決まるといいなと思い

ました。 

  それと、飲食コーナーもなのですが、非常に名取もよかったですし、よく飲食部分がね、あ

と、多賀城図書館ももともと１階入っていくと、すぐそういうあれがありますし、そういうの

もぜひ館内にあるといいな、延床面積の関係で無理、でも名取なんてそんなに柴田町と人口違
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わないのに、あれだけのスペースを取っているというのはすごいなと思いますので、その辺も

いろいろ検討してもらって、できればいろいろなものが揃っているといいなと思いますので、

ぜひ検討の対象にしていただければと思います。 

  サイン計画、いろいろ先ほども答弁の中にありましたけれども、今の若い人たちってＳＮＳ、

食堂に行って、ちょっと珍しいもの、おいしそうなものを食べても、写真に撮ってすぐＳＮＳ

で発信する、インスタグラムとか、フェイスブックとか、そういうのがはやっていまして、観

光とか旅行に行っても、何か目印になるようなものがあると、その前でピースして写真撮って、

すぐ発信するというのが若い人たちにはやっているので、若い人たち受けするようなものを何

か備えてやれば、若い人たちもいっぱい来て、にぎわい、交流人口が、目的が達成するのかな

と思います。 

  最近若い人たちの間ではやっているのが、よそに旅行に行くと、必ずいろんな記念、その場

所を象徴するような前で写真を撮って発信するというので、ロゴモニュメントというのがあっ

て、何のことはない、単なるローマ字なのですね。柴田ならＳ、Ｈ、Ｉ何とかかんたらと、そ

ういうのが結構はやっていまして、その前で写真を撮って、すぐ発信するというのがあるとい

うから、柴田でもそういうのはどうですかなんて若い人から、町に言ってみてなんて言われた

のですけれども、そういう話を聞いたことございますでしょうか。観光関係の方。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） そこの場所、エリアに人を呼び込む方法としましては、今いろ

いろなＳＮＳであったり、デジタル技術を活用した様々な手法があるのですけれども、今大坂

議員がおっしゃられたような画像を送って、それで例えば何かそれで情報発信したお礼に何か

インセンティブを与えるとか、そういった事業もございますし、あと例えば今年度であれば、

今年は宮城県政150周年記念なのですけれども、今県でも「150周年だヨ！全員集合！みやぎ、

さあ、いこう！」というようなデジタルスタンプラリーみたいなものも実施しておりまして、

そこで船岡城址公園がチェックポイントの一つとなったりして、どんどんほかの事業と連携し

ながら、そこの場所にまず来させるというのは、柴田町だけの事業でもできますし、ほかの連

携協議会とか、連携の枠を活用した様々な事業展開が可能ですので、いずれそういった町並み

形成ができれば、そういったこともいろいろ展開できる可能性はあるかと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そのサイン計画の中でちょっと気になるのは、何々禁止とか、ああだこ

うだという注意書きみたいな看板が、結構いろんなところに、特に観光地なんかに行くと多い
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場所があるので、そういうのはなるべく出さないで済むような公園づくりというのも、ひとつ

考えてもらいたいなと思うのですが、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（池田清勝君） サイン計画の中で計画の策定もいたしますということで答弁さ

せていただいておりますけれども、議員おっしゃった内容も加味した計画としてまいりたいと

考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 終わります。以上です。 

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

  ただいまから休憩いたします。 

  午後１時10分再開といたします。 

     午後０時０９分  休 憩 

                                            

     午後１時１０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続きまして一般質問を行います。 

  16番白内恵美子さん、質問席において質問してください。 

     〔16番 白内恵美子君 登壇〕 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。３問質問いたします。 

  １．町内全域を対象とした図書館サービスを 

  先日、図書館建設に反対の方になぜ反対なのかを伺ったところ、「図書館まで遠い。運転免

許証を返納した高齢者は利用できない。利用できない人が多いのに、多額の税金を投入して図

書館を建てるべきではない」とのことでした。この意見に対し、図書館としてどのように反論

しますか。 

  柴田町図書館条例には「町民の利用に供し」、柴田町図書館規則には「町民の利用に供する

こと」と明記されています。「町民」とは、当然ながら町民全員のことです。しかし、現状で

は遠いため来館できない方には、図書館サービスが届いていません。地域別利用登録状況を見

ても、地域間で大きな開きがあります。町図書館が全町民を対象とした施設であるならば、全

域サービスを目指すべきではないでしょうか。 

  現在の図書館は暫定の図書館であり、新図書館開館後に全域サービスに取り組むという考え
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なのだと思いますが、現在の状況でも来館できない方へのサービスに取り組むべきです。本格

的な全域サービスは新図書館開館後になるとしても、全域サービスへ向けた努力は必要です。

そうしないと、来館できない方々から新図書館建設の理解を得られないのではないでしょうか。 

  １）「利用できない人が多いので、図書館建設に反対する」への反論は。 

  ２）図書館から遠いため来館できない方のために、今後図書館として行うべきサービスは。 

  ２．視覚・聴覚障がい者等に防災ベスト等の配布を 

  障がいのある方が災害時に避難所で過ごす際に、情報が入らない、どこに何があるのか分か

らない、誰に支援を求めて良いのか分からないなど、困ることがたくさんあります。 

  そこで、災害時に避難する際や避難所において、支援が必要であることが一目でわかるよう

に、「目が不自由です」「耳が不自由です」と表記した障がい者用ベストやバンダナを配布す

べきではないでしょうか。 

  東京都狛江市では平成26年に、「視覚障がい者用災害ベスト開発部会」の５名のメンバーで

検討を重ね、人と人をつなぐ「こまベスト」を作成しました。ヘルプマークを入れるポケット

や緊急を知らせる笛、ペットボトルも入るヘルプマークのポケットなどの様々な機能がありま

す。他の自治体では、視覚・聴覚障がい者用のベストが多いようです。 

  また、大阪府大東市では、90センチメートル四方の災害時支援用バンダナを配布しています。

バンダナの四隅に「身体が不自由です」「耳が不自由です」「目が不自由です」「支援が必要

です」のメッセージが書いてあり、必要なメッセージが見えるように三角に二つ折りにして背

中に羽織って使います。難病や内部障がいの方、意思表示が難しい方も利用できます。 

  柴田町においても障がいのある方の意見を聴いて、利用しやすく災害時に役立つベストやバ

ンダナ等の無料配布を早急に行うことを提案します。 

  ３．早急に雨水管理総合計画の策定を 

  第17回水害サミットが５月に開催されました。このサミットは、激甚な水害を経験した全国

の市町村長が一堂に会し意見交換や提言を行う場として、平成17年から開催されています。今

年のテーマは「内水氾濫対策」と「被災者支援の事務手続きの簡素化・迅速化について」でし

た。柴田町としても学ぶことが多いのではないでしょうか。来年から参加することを提案しま

す。 

  各地の総合治水推進計画を読むと、基本目標や取組方針に「流す・溜める・備える」の３つ

の柱を掲げています。「流す」は、降った雨を早く安全に流すために河川や下水道のハード整

備などを実施することです。「溜める」は、調整池の設置、学校や公園などの公共施設におけ
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る雨水貯留浸透施設の設置、ため池や水田を活用した雨水貯留、森林の整備などです。「備え

る」は、ハザードマップの作成・周知、危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラの設置によ

る情報発信、研修や訓練の実施などです。この３つの柱について、町ではどのように考えてい

ますか。 

  国土交通省は令和３年11月に、「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」を公表しまし

た。冒頭に、「地方公共団体においては、気候変動により将来の降雨量が増加することを考慮

し、本ガイドライン（案）を参考に、気候変動の影響を踏まえた下水道による浸水対策を実施

すべき区域や対策目標を定めた「雨水管理総合計画」を策定されたい」と明記しています。 

  また、令和３年に水防法が改正され、水位周知下水道以外でも想定最大規模降雨に対する雨

水出水浸水想定区域の指定が必要となりました。気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検

討会が、「内水ハザードマップ作成・公表・周知の加速化」を示したことから、国土交通省は

７月に「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」の改訂を公表しました。このマニュアル

は、下水道による浸水対策を実施している全ての地方公共団体における内水浸水想定区域図の

作成・公表の促進を目的としています。 

  令和元年台風19号で甚大な被害に遭った柴田町においては、早急に作成すべきと考えます。 

  そこで、町の現状について伺います。 

  １）水害サミットへの参加を提案する。開催後にサミットの概要が公表されるので参考にす

べきでは。 

  ２）総合治水推進計画の基本目標である「流す・溜める・備える」に対する、柴田町として

の考えは。この３つの柱をどこまで実施しているか。 

  ３）「雨水管理総合計画」の基礎調査はどこまで進んだのか。策定はいつになるのか。 

  ４）「内水浸水想定区域図」作成の予定は。 

  ５）「内水ハザードマップ」作成の予定は。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目、教育長、２問目、３問目、町長。最初に、

教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 白内恵美子議員の大綱１問目、図書館のサービスについてお答えしま

す。２点ございました。 

  １点目、図書館建設に反対する声についてです。図書館ばかりではなく、町の中核となる施

設、例えば本庁舎や今後建設する総合体育館、さらにはエリアは狭くなりますが、各生涯学習
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センターの立地においても、施設が立地した周辺地区と遠隔地とでは、アクセス条件に差が生

じてしまいます。どのような対策を講じても、均等に全域サービスを提供することは困難と考

えます。今回、ご指摘がありましたが、アクセス条件の悪さをもって、図書館建設に反対する

といった意見をお持ちの方がいたとしましても、その反対の声を持って、図書館の必要性が否

定されるわけではないと思っております。 

  図書館には、１つには、身近にあって憩いや生涯における学びの場としての役割、２つには、

人と人とのコミュニケーションやイベントを通じた新たな人との出会いの場としての役割、３

つには、まちづくりの課題を解決する上で豊富な情報資源を活用し、知恵やアイデアなどを生

み出せる場としての役割といった３つの役割があると考えております。 

  新たな図書館の建設に当たっては、図書館がこれらの役割を担う柴田町の重要な拠点施設に

なることを理解していただけるよう、講演会やワークショップなどの開催を通じて、地道に啓

発活動を推進してまいります。 

  ２点目、図書館として行うべきサービスについてです。 

  図書館から遠いため来館できない方には、これまで３つの対応策を講じてまいりました。 

  １つ目は、遠隔地の人のための公共交通によるアクセスを図る「はなみちゃんＧＯ」の利用

促進です。 

  ２つ目は、身近な地域での図書館の利用を図る、サテライト図書館としての柴田町図書館槻

木分室、生涯学習センターや地区公民館、農村環境改善センターの図書室などの活用です。こ

れらの各施設では、図書館サービスとして、図書館利用登録の申込み受付を行い、図書室にな

い本を図書館から取り寄せ、各施設で貸出し、返却ができるようになっています。 

  ３つ目は、遠隔地からの直接的な図書の利用を可能にするため、妊産婦の方、障がいや介護

認定を受けている方を対象とした、自宅への図書の配送サービス事業の実施です。この事業は

令和２年度から実施しております。 

  今後も、利用者の身近にある生涯学習施設の図書室の充実に努めるとともに、様々な図書館

サービス事業について、継続して周知を図ってまいります。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、３問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大綱２問目、視覚・聴覚障がい者への災害ベストの配付です。 

  東京都狛江市が作成した障がい者用災害ベストは、2,865人の障がい者手帳保持者に対して、

405着配付。また、大阪府大東市が配付している災害時支援用バンダナは、7,004人の障がい者

手帳保持者に対して119枚配付しているようです。 
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  一方、柴田町では、平成30年２月から、県内の市町村ではいち早く「ヘルプマーク、ヘルプ

カード」を配付しております。ヘルプマークは、周囲の人に援助や配慮が必要なことを知らせ

るもので、ヘルプカードは事前にカードに障害の内容や支援してほしいことなどを記入し、日

常や緊急時、災害時などに周囲の人に配慮や手助けをお願いしやすくするための情報を伝える

ためのカードです。1,982人の障がい者手帳保持者に対して333枚配付しております。 

  ご質問のありました障がい者用災害ベストや災害時支援用バンダナ配付については、既に導

入しているヘルプマーク、ヘルプカードと同じ役割を果たしていること。災害時だけでなく平

常時も利用できること。一方、新たに別な物を導入すれば、周知に時間がかかることを考慮す

ると、まずはヘルプマーク、ヘルプカードを多くの町民の方に理解してもらえるよう努めてま

いりたいと考えております。 

  特に避難所における視覚障がい者や聴覚障がい者等に対する対応ですが、災害が発生した場

合、視覚障がい者には放送アナウンスや人の声によって情報を伝達し、また聴覚障がい者には、

文字や図を用いた張り紙等によって情報を伝達していくとともに、ヘルプマーク、ヘルプカー

ドをお持ちの方には積極的に声がけをしてまいります。 

  なお、避難所では手助けを必要とする方に、ヘルプマーク、ヘルプカードを配付するととも

に、ヘルプマークを身につけている方は支援を必要としている方だと周りの方々にも分かるよ

うに、ヘルプマークについて避難所に大きく掲示をするなどの対応をしてまいります。 

  大綱３点目、早急に雨水管理総合計画の策定ということで、５点ほどございました。これか

らの水害対策では大事な案件でございますので、議員の皆さんもよろしくお願いいたします。 

  １点目、水害サミットの参加についてですが、水害サミットは平成17年から激甚水害に見舞

われた市町村と毎日新聞社の共催で、国土交通省がオブザーバーとして参加し、毎年開催され

ております。このサミットは、水害被災地の首長が自らの体験を語り合い、より効果的な防災、

減災を考えるとともに、情報発信を通じて防災、減災意識を高めることを目的としております。 

  令和４年度に主催者の実行委員長であった大分県日田市の防災・危機管理課長に伺ったとこ

ろ、過去に水害サミットへの参加がない市町村の参加については、実行委員会の市町村と国土

交通省と協議して決定することになりますが、これまで参加を認められた市町村はなかったと

のことでした。したがって、主催者側が選定した市町村だけ参加できるサミットのため、参加

したいと柴田町が申し出ても参加ができるようなサミットではないことをご承知願います。 

  令和３年度は、主催者側が選定した郡山市など41自治体の首長が参加しており、宮城県では

丸森町が参加しております。また、令和４年度も主催者側が選定した秋田県大仙市など30自治
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体の首長が参加しており、参加市町村が毎年異なります。 

  なお、水害サミットの概要は、水害サミット実行委員会事務局のホームページで公開されて

おります。 

  ２点目、総合治水推進計画の基本である「流す・溜める・備える」について、柴田町の考え

ということでございます。 

  まず、柴田町の治水対策としても、「流す・溜める・備える」を基本としています。 

  「流す」については、河川管理者である国土交通省が阿武隈川の河川施設の整備を、宮城県

においては白石川についての整備などを、町が管理する中小河川や水路については、これまで

槻木五間堀や船岡三名生堀の改修、槻木南浦排水路からの分水路、これは生涯学習センターの

前の下を通っているやつですね。稲荷山用水路への分水門の設置工事などを行い、また令和２

年度からは、緊急しゅんせつ推進事業で計画的に河川の断面を阻害する部分の土砂撤去、堤防

の草刈りを行っております。農業用排水路についても、土砂上げや草刈りなどを行い、機能が

十分に図れるよう維持管理を行っております。また、道路が冠水する地区においては、強制排

水ポンプの設置、移動式排水ポンプ車を導入するなど、流す機能を向上させ、道路冠水等の軽

減を図っております。 

  次に、「溜める」ですが、柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼配水区雨水整備事業におい

て、鷺沼５号調整池の整備を行い、新たにためるための機能の整備を行っております。また、

毎年実施しております槻木駅西調整池やゆずが丘調整池内の草刈りについても、ためる機能維

持のために実施しているものです。さらに、農業用施設については、本年度８月から県指導の

下、葉坂地区で試験的に実施しております。今後は、圃場整備事業と併せて、地元の同意を得

ながら田んぼダムに取り組んでまいります。 

  「備える」については、ソフト対策として防災ハザードマップを全戸配布し、自然災害の被

害軽減を図るとともに、防災出前講座においては、マイタイムラインを促進、普及させる取組

を実施しております。さらに、自主防災組織の防災力の強化のため、防災士や防災指導員の育

成を図っております。 

  ３点目と４点目は関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  公共下水道の雨水対策として、令和２年度に雨水管理総合計画の策定の前段として、過去の

浸水被害の検証を行い、浸水被害の実績や降雨記録の資料を取りまとめたところです。 

  令和４年度には、船迫排水区の浸水リスクの基礎調査として、浸水する要因の分析と課題の

整理、整備目標、対策目標の検討や段階的な対策計画を検討し、内水浸水想定区域図の策定が
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できるように進めております。 

  しかし、本町の雨水公共下水道は、船迫排水区のほか、船岡排水区、中央排水区、槻木排水

区、鷺沼配水区、岩の入地区があります。来年度は船迫排水区以外の内水浸水想定区域図と、

雨水管理総合計画が策定できるように、国の補助金の確保に努めてまいります。 

  ５点目、内水ハザードマップの作成です。 

  雨水管理総合計画に基づいた雨水のハード対策は、長期にわたる整備と多大な費用がかかる

ことから、整備が完了するまでの間はソフト対策を併用することにより、被害の軽減に努める

必要があります。 

  ソフト対策の１つである内水ハザードマップは、令和元年の台風19号による浸水被害に代表

されるように、近年浸水被害が多発していることから、浸水による危険性を事前に地域住民に

お知らせする方法として重要性が増しております。 

  今後、内水ハザードマップについては、令和元年度の台風19号による浸水被害実績を基に作

成してまいり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） 恐れ入ります。確認させていただきます。３点目、４点目の下から２

行目、来年度は船迫排水区以外の内水浸水想定区域ということなのですが、雨水とお読みにな

ったようですので、内水でよろしいのですね。（「はい」の声あり） 

  白内恵美子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 最初に、図書館サービスについてです。来館できない方に、他の図書

館で、ほかの地域で行っているサービスは何か調べてみましたか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 柴田町でやっているサービスについては書かせていただいた

のですが、ほかの図書館でやっているサービスについては調べておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） ほかでやっているのでやはり一番大きいのは移動図書館車なのです。

特に図書館に遠い地域を回っているということで、大崎市、仙台市、白石市、名取市、気仙沼

市、栗原市、塩竈市、多賀城市、南三陸町、もっときっとあるのだと思うのですが、私がぱっ

と調べた限りではこのくらいありました。柴田町も各公民館図書室はあるのですけれども、や

はり図書が十分ではないということで、図書館ともつながっていませんから、上手にそこを利

用してもっと全域サービスに努めるとか、それから例えば小さくても移動図書館ってあるので

すよね、今。軽自動車のキッチンカーのような移動図書館もできていて、かなり料金も安くな
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っています。費用も安く済むので、例えばそういうものを利用して、もっと図書館が出ていく。

待っているのではなくて、来館してくれるのを待っているのではなくて、特に遠いところに図

書館自ら出ていくということをしていく必要があると思うのですが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 移動図書館については、すいません、調べておりました。柴

田町の近隣で白石市ですとか、角田市で移動図書館は既に運用しておりまして、県内でも今議

員がおっしゃったように幾つかの図書館で実施しているようです。 

  近隣の場合で申し上げますと、角田市は各小学校を回っているということだったのですが、

柴田町の場合ですと、もう９つの小・中学校に司書がいらっしゃって、そちらの貸出しが、調

べましたら８万冊ぐらいございまして、逆に移動図書館が回らなくてもとても充実している状

況だということがあったので、ちょっとびっくりしたところでもあったのですが。 

  あとは、白石市ですと45年から、大分古くから運行はしているのですが、逆に利用が減って

きまして、だんだん縮小して、今は市内４か所と、あとは各公民館ですとか学校を回っている

ということだったのです。ですから、移動図書館でどうしても移動図書館への車、バスですと

か大きさもあるのですが、そちらを今度、移動図書館となれば配置しなければなりませんし、

それを運行するために今度人が必要になってきますので、もちろん遠くに図書館が行くという

のは、本当に遠隔地の方にとっては楽しみになるとは思うのですが、ただそちらの利用の部分

と、それからそれに対するかかる費用というのもありますので、そちらのことも考えながら、

移動図書館も考えていかなきゃいけないのかなというのは調べた結果、思ったところではござ

いました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 今後、ワークショップ等を開催する予定があるわけですから、その中

でしっかりと声を聞いて、できるだけ今来館できない人にどう届けていくかということを話し

合って、新しい図書館に結びつけていただきたいのと、あとは、今現在やれることはすぐに取

り組んでいただきたいと思います。 

  続いて、視覚障がい者用の防災ベスト等の配付についてなのですが、先ほどの答弁では、ヘ

ルプカードとヘルプマークがあるから行わないということなのですけれども、実際に避難した

場合というのは、やはり一般の方から、誰が見ても分かるという状態をつくらなくてはならな

いのです。小さいマークやカードではやっぱり足りないので、それを考えてしっかりと検討し

ていただきたいと思います。今すぐここで答弁いただかなくてもいいのですが、しっかり検討
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するということは、やはり障がい者団体の意見も聞いて、どうあってほしいのかというのを聞

いた上で判断していただきたいということです。いかがですか。 

○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） 今お話がありましたとおり、ヘルプマークは平成30年に柴田町では

始まって、周知に努めているところでございます。333枚というお話もありましたけれども、

避難所でやはり障がい者の方はもとより、周りの方への周知というのが非常に大切になると思

います。 

  それで、マークですね、こういう赤地で白の十字とハートのマークが入っているものですけ

れども、こちらのピクトグラムの効果ということで、2020年の東京オリンピックの際に取り入

れられたものでございます。まだまだ周知がされていないというか、その辺が一番の課題なの

かなと思いますので、会場では目立つようにということで配慮していければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 私がこの質問を入れたのは、河北新報だったと思うのですけれども、

４月に名取市で取り入れたというこのベストですね、大きくここに目が不自由ですとか、支援

が必要ですと大きく入ったベストの新聞記事が出ていたので、視覚障がい者の方に聞いてみた

のです。避難所に行ったときにどうですかと。そうしたら、やっぱり皆さんに自分は目が不自

由だということを分かってもらえないので、結構いろんな面で不便ですと。あと、トイレなん

かでも全てにしっかりした機能があるわけではないので、家族が連れて行くにしても、女性な

ら夫が連れて行くといった場合に中までは入れないので、ですからやっぱり不便なことってた

くさんあるのですね。それで、あればとても助かりますということだったので、ぜひこれから

障がい者の声を聞いて、どうぞ進めていっていただけたらと思います。いかがですか。 

○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） 障がい者の皆さんのご意見を聞く機会ですが、様々な視覚障がい、

聴覚障がいの情報交流会がございます。そちらですとか、あと障害福祉計画の中でご意見を聞

く機会がございます。そちらで十分にご意見を伺えればと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） では、３問目の水害対策ですけれども、水害サミットはそっか……、

私もうかつでした。書いていなかったので、どの自治体でも参加できるのかなと思っていたの

ですが、それでは参加できないとなれば、概要が公表されますよね。答弁の中では、実行委員

会事務局のホームページで公開となっているのですが、私はこれは前に探したけれど探せなか
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ったのです。それで、今回の今年の分はもう公表されていますか。 

○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） 今年の第17回水害サミットの開催というところで、ホームページ

に公開されています。テーマ２つある中の概要版というところでございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） かなり参考になったのではないですか。 

○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） この水害サミットは平成17年から開催されて、もう17回というこ

とでございます。16年に甚大な災害に遭った首長４名の方が発起人として、この水害サミット

が開催され、始まりました。１回からずっとホームページとか、あとは毎日新聞社が刊行して

います雑誌等を拝見して、非常に参考になる場面場面、また今後の対策というものが載ってお

りますので、それをオブザーバーである国土交通省が、毎年開催している流域治水とか、あと

は減災対策協議会等にフィードバックしていたりして、その中身は我々防災サイドでもしっか

り参考にし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。 

○16番（白内恵美子君） それでは、サミットで事例発表があった内容についてちょっと伺いた

いのですが、私が調べたのは８月25日発行の全国治水期成同盟会連合会の冊子「治水」という

のに概要が載っていたので、そこから拾ったものなのですけれども、例えば秋田県大仙市では、

国交省が取り組むマスプロダクツ型排水ポンプの現場実証実験実施となっているのですが、こ

のマスプロダクツ型排水ポンプの情報というのは、柴田町では得ているのでしょうか。 

○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） 大仙市に関してはちょっと存じておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 大仙市じゃなくてももちろんいいのですけれども、国交省が昨年度か

ら実証実験に取り組んでいるマスプロダクツ型排水ポンプ、価格が数分の１から10分の１で済

むというすばらしいものなのですが、これはすぐにネットで見られて私は調べたのですけれど

も、柴田町では今から排水機場を造ろうなんていっても、例えば100億円かかるのではもう絶

対無理だ的なところがあるのですが、例えばエンジン１つとっても、今までだったら一品生産

で4,000万円ぐらいは最低でもかかるものが、車両系のエンジンを使うので75万円から200万円

程度とか、それから減速機もそうですね。一品生産で2,300万円が、数十万円から高くても500
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万円とかということで、数分の１から10分の１で済む。建屋も小さくて済むし、考え方ですば

らしいのが、車両系のエンジンを、例えば今まで大きいのを一品生産で２つ置いていたとする

と、車両系のエンジンを10個置くのです。そうすると、もちろん価格が安いだけではなくて、

車両系のエンジンとなるから、その後のライフサイクルコストがすごく安くて済むのですね。

故障しても直すのは車両系エンジンですから、一品生産品ではないので、点検とか故障に対し

ての修理とかも楽になるということで、本当に画期的なものだと思うのです。 

  こういう情報が町の危機管理側に入っていないというのはどういうことなのかなと見たので

は、昨年から行っているという、まだ実証実験でこれからどんどん国としても増やしていきた

い。結局、前に造った大型の排水機場等はみんなもう経年劣化で更新時期に来ているので、そ

れでもっと安く済む、それももっと手軽に造れる、ライフサイクルコストがかからないという

ことで進めようとしているのですね。 

  ですから、こういう新しい情報を得るには、水害サミットとか出られないのであれば、後か

ら情報を得るということはとても大事だと思うのですが、いかがでしょうか。しっかりと読み

込んでいただきたいと思うのですが。 

○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、議員からお伺いしましたマスプロダクツ型排水ですかね、非

常に有効な、そしてコスト的にも安いというお話がございました。ちょっと私のホームページ

の中での情報の読み込みが足りなかったものですから、そのマスプロダクツ型というのを今初

めて聞いたのですけれども、今後そのような、非常に廉価で、しかもライフサイクルコストも

長いというようないい情報をいただきましたので、今後研究していきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 同じく、この水害サミットの中で、ワンコイン浸水センサーのことも

出ているのです。この情報は入っていますか。 

○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） そちらも資料にはあると思うのですけれども、まだちょっと読み

込みが足りなかったようで、私の頭の中には入ってございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） なぜワンコインかというと、500円玉より少し大きいくらいのこんな

小さなセンサーを、何か所も、何十か所か取り付けるということなのです。まだ実証実験で、

これも国が公募したのです。ワンコイン浸水センサー実証実験で公募して、そこに応募した中
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から５つのモデル地区が選ばれて、ここに載っているのでは、8月25日で徳島県美波町ではセ

ンサーを39個設置したということが載っています。本当に信じられないぐらい小型で、低コス

トで、長寿命で、そして情報も得られるということで、こういうふうにもう時代は進んでいる

んだなと思いました。私も雨水系のどうのばかり言っていたのですけれども、もうそこだけで

はなくて、もっと先を行くものが実証実験に入っていると。そして、角田市ではこの実証実験

を開始するということも載っています。 

  だから、すぐ隣の市で行っていることが、柴田町ではまだ情報が入っていないというのが、

どこがどう違うのかなというところで、だから水害サミットに出たほうがいいのかなと正直思

ったのですが、そうではなく、出られなくてもあらゆる、それこそ町長がよく使っていらっし

ゃるアンテナを高くして、いろんな情報を得ていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○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） 角田市の水位を測るセンサーにつきましては、河北新報等で情報

を得ておりました。ただし、その名前がワンコインセンサーという認識がなかったものですか

ら、知りませんでしたという回答をしましたが角田市のことは知ってございました。 

  また、そういった水位計なり、カメラなり、この技術革新というのは、もう本当に目まぐる

しく進歩しておりまして、動向を見ながら、今後そういったセンサーなり、水位計なり、カメ

ラというのを検討していくものだと感じてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 補足で町長、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） 途中で新しい技術、もちろん情報、アンテナを高くしますが、やっぱり

この議会で共通認識を持ってもらわなければならないのは、最終的にうちの内水は白石川と阿

武隈川に流れ込むということです。途中、いろんな対策、今雨水管理総合計画の提案がござい

ましたが、途中を幾ら改修したって、改修すればするほど、末端の地区は危険になるというこ

とでご理解をいただきたいと思います。それはなぜかというと、今回の台風19号でお分かりの

とおり、国土交通省は阿武隈川が危なくなれば、水門を閉めるのです。閉めれば自動的に排水

機能がストップします。それが、この間は50分ストップして、国土交通省に町長が駆け込んで、

何とかこれ以上、床上浸水を防がなければならないということで、たまたま国交省も、大変失

礼なのですが、上流部で堤防が決壊したので、これ以上阿武隈川が増水することはないと、ハ

イウオーターからあふれることはないということで、１時間50分後に内水を再びかけ始めたと

いうことでございます。ここの本質を忘れて、途中でいろいろ提案はあります。もちろん局地

的な冠水対策はありますけれども、抜本的には、雨水管理総合計画の基礎調査というのは令和
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２年でやって、ある程度の台数が出ておりますが、各６つの排水区、長期的には排水機場をつ

くらなければどうにもならないと、そういう回答が専門家からもう出されております。 

  ちなみに、古川水門は、この計画あくまでも暫定なのですが、１秒間当たり24.6立方メート

ル、こんなこと言っても大体みんな分かんないよね。参考に言いますけれども、四日市場の排

水機場19.5ということは、四日市場の排水機場の金額58億円、これ県でやっています。あの排

水機場のちょっと大きいやつを造らない限り、幾らカメラを設置しても、導水路を広げても、

途中直しても、最終的に末端のところが洪水になる危険性が高まるという前提で、我々水害対

策をやっているということでございます。 

  ですから、部分部分には新しい情報は取り入れられるのは取り入れられますけれども、町民

の方が変に安心感を持っては困るというのが町長の考え方です。最終的にこういうことが起こ

るので、末端で排水機場が稼働しなければ、必ず柴田町の場合は内水で被害が生ずると。その

生じる前に、皆さん、財産は大変申し訳ないのですが、財産より命を先に守ってもらうと。そ

ういう対策は、柴田町の宿命ではないかと思っております。もちろん途中アンテナを高くして、

局地的な排水対策は今後も努めさせていただきます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 宿命で終わらせないで、「流す」「溜める」はしっかりとやっていた

だきたいと思うのです。白石川の管理が県だからといって、県に任せておいて、結局どんどん

どんどん川幅が狭まって、川底も上がってきて、流れが本当に悪くなってきていますよね。こ

れをこのままにしていたのでは、台風19号と同じ規模のものが来ただけでも、前よりも被害が

大きくなることだってあり得るわけですから、もっと積極的に町としても動くべきだと思うの

です。 

  それから、「溜める」ということも、町なかにためる、山にためる、これをやっていかない

と、本当に下流が一番今犠牲になっていますから、しっかりとためるということを考えてみて

はいかがでしょうか、水害サミットの中でもありましたよ。例えば水戸市では、公園の外周に

人工的な起伏をつくり、雨水を一時的に貯留する実験を開始した。それから、ほかのところを

読んでいると、大体公共施設等学校の校庭を利用してというのはもう当たり前に、公園や校庭

を利用してのためるということも出てきています。何も西住のような大きな調整池ではなくて

も、ふだん使っているところを利用したって、ある程度のことはできるということです。それ

もしっかりと考えるべきではないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 
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○町長（滝口 茂君） 国土交通省でも、田んぼダムとか、学校の校庭の脇に土手を造ってなん

て言いますけれども、毎日の学校の利用のほうが先なのです。毎日利用して、土手なんか造っ

たら、子どもたち、いちいちそこ乗り越えて学校の中で運動しなければいけない。理論上なぜ、

私の考えですよ、要するにこの治水対策は、ためるといっても相当時間がかかる。鷺沼の排水

区、平成23年度から、まだ終わらないのです。総事業費57億円です。まだ終わらない。あと４

つ造らなければならない。ですから、鷺沼の配水地、相当な深さです。あれに代わる校庭９か

所、それでためるなんていうのは計算したって無理な話。それから、田んぼダム、今回台風19

号で田んぼダムの役割を果たす以上に、田んぼの分の水を超えているのです。ですから、現実

的ではないと。 

  でも、国民に対して何か対策を打たなければならないので、中期的には田んぼダムとか、校

庭を整備してと言いますけれども、校庭に土手造って、それでためる水は大したことないと思

っております。ですので、私としては、船迫町区については、令和４年度に雨水管理総合計画

をつくるように今準備しておりますが、最終的に今考えられる唯一の対策は、東船迫地区の水

の流れを東に流すこと。それにどのぐらいお金がかかるか、それを今年度積算してもらって皆

さんにお出しすれば、相当、これで柴田町の体力でやれるかどうか、これは大きな対策になる

のではないかと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 今町長がお話ししたように、対策は一応考えているということなので

すが、やはりよそでもしっかりと、例えば広島県三次市では内水対策検討委員会を設置して、

浸水要因を検証し、整備目標と対策内容を決定したということです。雨水貯留施設等を整備と

いうことが出ていました。柴田町としてもしっかりとそこの地域ごとに計画を立てる必要があ

るし、諦めずに、下流だから宿命だなんて言わずに、しっかりと地域に寄り添って、命が守れ

るだけではなくて、住宅も守りたい。皆さんそうですね、住むためには住宅が必要なので、そ

こを守るための対策をしっかりとやっていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） もちろん対策は立ていますが、さっき言ったように、６排水機、まだ鷺

沼地区の排水機が終わっておりません。今から４億円投入しなければなりません。それが終わ

ったら、大河原町と調整して、１号、２号、３号、４号、四つの調整池を造らなければなりま

せん。本当にお金があれば、白内議員のおっしゃったこと、はい、分かりました。あと５つの

調整区工事を入れますと、私も、町民の皆さん、多分聞いていらっしゃる、言いたいのはやま
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やま。でも、現実的に予算で57億円もかかる対策を、120億円の柴田町の予算、これでやると

いうのは相当難しいと。ですから、もうですね、さっき言ったように気持ちは、対策取りたい

のですが、それよりも前に、もう柴田町の場合は、危険な場合は逃げると。ですから、ハザー

ドマップとか、マイタイムラインとか、そっちのほうに行かざるを得ませんよと。そういうこ

とを強調していきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） これにて16番白内恵美子さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  午後２時15分再開といたします。 

     午後２時０４分  休 憩 

                                            

     午後２時１５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  17番平間奈緒美さん、質問席において質問してください。 

     〔17番 平間奈緒美君 登壇〕 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美です。大綱２問質問いたします。 

  １．人材育成に力を 

  行政に対する町民の要望は多様化しており、住民ニーズを的確に捉え適切に対応する地方自

治体の役割はますます増大しています。これからの人材育成は、キャリアデザインを中核に据

えた展開も考えられます。職員は、町の財産、人財です。10年後20年後にどんな職員になって

いるかは、組織の行方を大きく左右することだと思います。 

  そこで、職員の人材育成について質問します。 

  １）職員の指導と次世代に向けた人材育成は重要な課題となっています。職員の意欲・向上

心に向けて、短期的長期的にどのような育成・指導を展開されていますか。 

  ２）職員採用試験が適性検査ＳＰＩ方式に変更になり数年が経過しましたが導入後の手ごた

えと成果、またこのＳＰＩを導入したことにより、今後どのように活用していくのでしょうか。 

  ３）本町では、2017年から早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会の研究会に

参加されています。研究会では、組織変革という難しいテーマに原則１団体３人のチームで、

他団体の仲間とともに、経営層へ提言・実践に向けて１年間研究に取り組んでいます。その成

果をどう捉えていますか。 
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  ２．カスタマーハラスメント対策について問う 

  近年、カスタマーハラスメントの問題が注目を集めつつあります。カスタマーハラスメント

とは、顧客による限度を超えた悪質かつ執拗なクレーム、迷惑行為などによって、労働者に大

きなストレスを与えるハラスメントのことをいいます。全日本自治団体労働組合（自治労）が

2020年10月に実施した「職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査」の報告書では、

迷惑行為や悪質クレームを「自分が受けた、または職場で受けた人がいる」という者は76％と

いう結果が出ています。コロナ禍における悪質クレームが増えたことに対する所見を伺うとと

もに本町の対策について質問します。 

  １）行政窓口、教育現場などにおいてカスタマーハラスメントはありますか。 

  ２）どのような対策が取られてきましたか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 平間奈緒美議員、大綱２点ございました。 

  まず１点目、人材育成の関係です。 

  職員の人材育成については、柴田町人材育成基本方針に基づき、充実した職員研修、適正な

人事管理、組織文化の熟成を３本の柱とした総合的な取組により、職員の能力向上を図ってお

ります。 

  職員研修では、職階に応じたスキルや能力を身につけるため、宮城県市町村職員研修所で実

施する階層別研修や専門研修へ職員を派遣しております。また、自身が望むキャリアに達する

ための自己研さんに対する助成金を交付し、自分自身で成長が実感できるような仕組みづくり

や、自分自身のモチベーションの向上につながるような制度づくりに努めております。 

  人事管理では、能力や実績に基づく人事管理、仕事と家庭の両立支援、心の健康づくり、再

任用制度や任期付職員制度の導入など、雇用形態の変化に応じた計画的な職員採用を行ってき

ました。 

  今後は地域課題が複雑化する中で、日常業務を通じてのＯＪＴによる職員の専門能力の向上

を図るとともに、特にＩＴ関連分野においては、民間の専門家を中途採用することも検討して

いかなければならないと考えております。 

  組織文化の醸成では、住民が何を期待し、何を必要としているのか、地域の課題は何かを敏

感に感じ取り、それらを解決できる組織となるよう、職員一人一人のキャリアの形成、コミュ

ニケーション能力や折衝能力などの向上を図るとともに、一方で、職員自らも１人の住民とし
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て地域活動やコミュニティ活動に積極的に関わり、課題解決に向け、住民とともに汗をかける

「できる公務員」を目指す雰囲気を醸成していきたいと考えております。 

  今後とも、部下と上司、正規職員と中途採用あるいは任期付職員との関係を含め、風通しの

良い職場風土の醸成に取り組むとともに、ふだんから職場の目標を職員同士でしっかり共有し、

報告、連絡、相談を基本としたコミュニケーションを通じて信頼関係を築きながら、町民のた

め、地域のために、生き生きと自分の能力を生かせる組織にしてまいります。 

  ２点目、ＳＰＩ方式による職員採用試験の効果ですが、適性検査ＳＰＩは、株式会社リクル

ートソリューションが運営し、大別して、効果的・能率的に事態を処理していく能力検査と、

その人がどんな人物なのか、どんな仕事や組織に向いているのかを把握する性格検査があり、

多くの民間企業で採用試験として活用されています。学力や知識の有無だけでなく、これから

の公務員に求められる、未知の問題にも取り組むチャレンジ精神や、周囲を巻き込み行動する

リーダーシップ、多様な価値観を受け入れる柔軟性などの能力を把握でき、受験者の人物像を

深く理解できることから、近年では地方自治体の職員採用試験として導入する自治体も増加し

ており、柴田町でも令和元年度から導入しています。 

  公務員試験対策が必要なく、また、受験者自身が受験会場を全国にあるテストセンターから

選び、予約して受験ができるなど受験しやすいものとなっていることから、ＳＰＩ導入後の柴

田町においても、受験者は100人を超えております。 

  一方で、他自治体との併願受験による採用辞退者が出るため、必要な人材が確保しにくいと

いう問題もありますが、公務員の志望者が減少傾向にある中で、全国から多くの受験者に受験

していただいていることは、ＳＰＩを導入した成果であると考えております。 

  ３点目、早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会への参加の成果。人材マネジ

メント部会への参加は、平成29年度から毎年３人ずつ派遣しており、今年度で６期目となりま

す。毎年テーマを決め、研究会へ参加しながら、自分たちが働く組織だけでなく、地域全体を

より良いものにするにはどうすべきかについて、他自治体や人材マネジメント部会事務局の

方々と意見交換を行いながら学び、研究しております。 

  部会へ参加した職員は、初めは誰しもが「なぜ、私が」「自分に何ができるのか」などと不

安を口にしていました。しかし、仲間とともに研究を重ね、上司や同僚、そして町民との対話

を通じた中で様々な気づきを得て、組織の問題、課題について、現状を把握・分析し、その上

でこれからの組織や地域のありたい姿を想像できるようになりました。そうした経験を踏まえ、

自分にも何かできるかもしれないという自己効力感が生まれ、自己変革ができる職員に育って
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いることは、１つの成果であると考えております。 

  マニフェスト研究所での研修が、すぐに目に見える成果につながりにくいものではあります

が、ありたい姿を意識し続ける職員が増え、その意識が職員全体に広がっていくことを期待し

ているところです。 

  大綱２点目、カスタマーハラスメントの対策でございます。 

  １点目、一般常識を超えた悪質なクレームや迷惑行為は、ハラスメントの１つとして、カス

タマーハラスメントと称され、職員に大きなストレスを与え、就業環境の悪化につながるもの

と考えております。 

  このカスタマーハラスメントと正当なクレームとの違いを判断することは難しいところがあ

りますが、当町においても窓口や電話口で理不尽なクレームやおどしや暴言を受けるといった

カスタマーハラスメントと思われる事例はございます。なお、教育現場である学校や教育委員

会事務所内におけるささいなクレームは入りますが、理不尽で執拗なものや過激なものはござ

いません。 

  ２点目、どのような対策が取られてきたかということです。町民からの要求が一般的な常識

の範囲を超えた理不尽なものや、職員の安全な就業環境を脅かすようなものであってはなりま

せん。実際にカスタマーハラスメント行為に遭遇した際の対応としては、職員を１人きりにせ

ず、上司や先輩が同席し、毅然と根気強く丁寧に説明を繰り返すなどの対応を行っております。

しかし、納得していただける場合もあれば、そうでない場合もあるのが現状です。 

  今後、ますます増加すると思われるカスタマーハラスメントの対策としては、マニュアルの

作成や、適切な対応を学ぶ研修を実施するとともに、より危険な状況が及んだ際には、すぐに

対応していただけるよう、柴田交番との連携を密にして、職場においてしっかりと職員を守り、

安心して働くことができる環境を整えてまいります。以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間奈緒美さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それでは、再質問いたします。 

  まずは、日頃から職員の皆様には、日々の業務に対し真剣に、そして町民のために働いてい

ることに、改めてこの場を借りて感謝を申し上げたいと思います。今後ともよろしくお願いし

たいと思います。 

  それでは、再質問いたします。 

  町長答弁でもございました柴田町人材育成基本方針、平成17年からということだったのです

けれども、私これ平成28年６月の一般質問のときにも質問していたのですけれども、さらにそ
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れから７年が経過して、今17年経過しているということなのですけれども、評価が町長答弁で

もあったのですけれども、実際こういうことが書いてありますよということだったのですけれ

ども、その評価について担当課としてどのようにお考えになっているか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 基本方針の評価ということでよろしいかと思いますけれども、確か

に平成17年４月で結構な年数がたっています。私たちも実は、コロナ禍前に見直そうかという

話があって、取り組んでいた途中だったのです。ところが、例えばリモートでの対応とか、今

の時代に即したデジタルＤＸとか、様々な観点が出てきて、さていつ見直そうかなという、実

は総務課内での検討をしていたところです。ただ、文言の整理とか、例えば文字的にここそぐ

わなくなったねというところでは、うちの職員班とも情報共有していて、近いうちに間違いな

く見直さなければならないなと思っています。ただ、基本となる３つの柱については、当然揺

るがすことがない、これでもってやっていくということなので、それ以外の部分について、ど

んどん今に即した形で見直しをしようと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 見直しをしていくということだったのですけれども、17年ってやっぱ

り、元号も平成から令和に変わり、社会情勢とか、柴田町を取り巻くところも非常に大きな変

化があってということで、いつまでにということではないのですけれども、やはりその時代に

合った、基本方針というのは時代に合ったものに改定していくべきだと思いますので、できる

だけ早く、あらかたの話合いは済んでいると思いますので、それをきっちりと文字化していた

だければと思います。 

  そのときの話合いで出ていたことは、課長のほうで大体把握されているのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 例えば平間奈緒美議員の質問に出ていたのですが、例えば向上心と

か、モチベーションなんていうのは、実はどこにも出てこないのです。職員の、いわゆる向上

心、モチベーションって物すごく大事で、だからといって、いたずらに向上心が物すごくあっ

て、やる気があって前面に出ている者でも困るのですが、ほどほどの向上心というのが必要に

なってくるというか、そういった文言とか、そういうことにつながるような文字というのがど

こにも入っていなかったので、そういうのは入れたいねということでお話はしています。 

  あと、先ほど言ったようにデジタル化ですとか、リモートという、コロナ禍に対応したこと

も入れていきたいなと思っていたところでございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ぜひ、時代に合った文言というのは入れていくべきだと思います。向

上心といっても、本当に難しいとは思いますが、やはりそういう言葉を入れていくことによっ

て、これは職員の皆さんと共有できていくのかなと思います。 

  ちなみに、その中に、例えばこれからのということで、キャリアデザインというのを、職員

の公務員の方も１人の人間です。公務員としての人生設計、キャリアデザインというのをやは

り考えていかなくてはいけないのかなと思っております。仕事は全てではないですが、やはり

その仕事と、職員の方は１日の大半を、もちろんそこの庁舎内で過ごされています。しかし、

おうちに帰れば１人の方になりますし、ご家族がいれば、ご家族とということになりますので、

やはりそういったところの部分でも自治体の経営陣、ここにいらっしゃる管理職の皆様には十

分に認識していただく必要があると思うのですけれども、このキャリアデザインというもの、

人生設計ですね。例えば10年後どんな自分になりたいかとか、20年後、それはどんな自分にな

りたいか、プラス、どんな職場にしたいかというのも、これは必要になってくると思うのです

けれども、これについて取り入れていただくお考えというのはございますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 当然ですけれども、一人一人を職員として、この人はこうしていき

たいとか、そういったものは実は持ち合わせていません。例えば役場に入庁して10年以内とい

うのは勉強する期間でもあるし、様々なことを吸収するので、２年あるいは３年に一遍異動を

繰り返して、いろんな職場を体験してもらって、それで知識を積み上げていく、経験を積み上

げていくというようなことを考えていて、10年後から先は、もう中堅として本格的に頑張って

もらえるような仕組みづくりをするというのが最も大切だと思っています。もちろん専門的な

方々については、１つの課が長くなったりとか、ということもあります、当然。しかし、一般

的には短い期間でもって、そういったことをやっていく。あるいは、皆さんに常に、総務課内

では特に常に言っているのですが、経験というものはやっぱり全てなのです。知識として積み

上がっていくので、異動というと職員は恐れるのです。どうしたってほかの職場に行くと、ま

た一からやり直さないければいけないということで、非常に恐れるのですが、そこは役場人生

長い中で、どういったことが自分で、ここに行ったことあるなと、ここも行ったことあるとい

う経験を積めば、例えば、班長職、課長職で行ったときに、一度経験しているから楽になると

いうようなことも考えられますので、10年以内には当然異動をできるだけ短い間にいろんな経

験をしてもらって、１階のいわゆる営業側、住民票を出したり、税金をもらったりというよう
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なことも必要ですし、管理部門の２階に来たらこういうふうにということでも、いろんな分野

でもって経験させたいと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 本当に経験というのは大事なことで、例えば、女性だと妊娠、出産を

経験することで、今まで経験していないときとまた違う、経験したことが次の業務につながっ

ていくというか、気持ちが分かるというのもとても大事なことになってきますので、いろんな

経験を、特に若手の職員の方にはさせてあげていただきたいなと思います。 

  それでは、ＳＰＩについて伺いたいと思います。 

  町では、令和元年度からＳＰＩ方式を取り入れて、様々な諸問題もありますよということだ

ったのですけれども、結果、受験者数は増えているような状況なのかなと思っておりましたが、

受ける方たちに対しての採用説明会とか、そういったものはされていないのですか。それだけ

ではなく、例えば高校生に対してとか、柴田町を選んでいただく前の採用説明会について開催

しているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 採用説明会というものは実施していません。ただ、高校生はＳＰＩ

ではないので、一般試験ということでございますので、宮城県下一斉にやります。ただ、リク

ルートのほうでは、当たり前のこととなっていると私たちも捉えているのです。当然、ＳＰＩ

受験でもってという市町村も大分、相当数増えてきています。今回の面接でも分かったのです

が、ＳＰＩをやっているところだけ受けましたという方も大分いました。本当はこういう職種

に就きたいんだけれども、東北の柴田町に行きたいんだけれども、実は今東京なのです。将来

的にはそっちに移り住みたいみたいな人もいたし、説明会しなくても、いわゆるリクルートの

ほうで、大学の進学の相談とかで、必ずＳＰＩという項目が載っているので、そこで柴田町は

ＳＰＩやっていますよということ載っていますので、特に説明会を実施しなくても、今は常識

的になっているというか、一般企業も含めて増えているので、そういったことだと思います。

特に説明会をする考えはございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） もう一般的になっていますので、民間企業なんかもＳＰＩを取り入れ

ているのは、ある意味常識なのですけれども、柴田町を選んでもらう、期間でいろんなところ

を受けることができるので、多分試験を受けられる方もとても増えているのかなというのはあ

るのですけれども、その中で最終的に選んでもらうための、柴田町、採用する側、経営陣の皆
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さんの採用したい人物像というのは、明確なものを持っているのか、そこはちょっと伺いたい

と思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 採用したい人物像、なかなか難しい質問だなと思うのですが、当然

いろんな考え方を持っているとか、自分の考えを持っているとか、コミュニケーションに優れ

ているとか、そういった要素的なものもありますし、例えばこういったタイプの人間であると

か、４項目について実はＳＰＩでは性格検査の中で出てくるのです。その中で、例えば同じ人

ばかり採用しても、なかなか同じ人を揃えるからいいのかといっても、そういうことではなく

て、その中に町職員として、いわゆる公務員として、どの程度この人は働いてくれるだろう、

役に立ているだろう、やがては町民のためになるのではないかという人をできるだけ当然採用

したいということで、面接までこぎ着けているということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 分かりました。そうですね、いろんな人、いろんな人材を入れるとい

うのは、やはりとても大事なので、ＳＰＩを入れたことで、その性格とか、いろんなものが出

るということなのですけれども、それを人材配置するときにどう生かされているのかについて

伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 例えば提案力、企画力に優れているとかという分析結果が出たり、

例えば、人と接することが若干苦手でというような項目も出てきたりするのですね。そういう

人には何々が優れているから、何々が劣っている部分もあると。それを補うためには、最初は

ここだろうという考えの基に人事とか、私はまだ人事していませんが、そういった考えで昨年

度はやっていたと引継ぎでもって聞いております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 分かりました。 

  それでは、早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会の件について伺いたいと思

います。2017年度から３人１組でということで、町でもそちらに職員を派遣されて、今年で６

年目になっています。私も、共同論文ということでこちらのホームページにも出ていましたの

で、４年間分なのですけれども、ちょっと冊子をまとめてみました。内容を全部見させていた

だいたのですけれども、町で抱える問題だったり、様々なことに３人の方が真剣に取り組まれ

て、職員の方ともお話合いをしたりしているのですけれども、実際のところ、せっかくいいも
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のをやっていて、過去の研修会のを見ましたら、平成30年度、令和元年度ですね、のときには、

令和元年だから平成……、２回ほど取り入れたときに、成果発表というのをしているようだっ

たのですけれども、最近はコロナ禍ということもあってしていないのかなと思ったのですけれ

ども、成果発表をされたとき、執行部側としては、そのとき課長は課長だったのか、あれです

けれども、これを受けてどういうふうに感じられたか、これをどう取り入れていこうと感じた

のか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） その頃はもう既に課長でございました。実は、都市建設課からも随

分多くの人数を出していまして、その都度細かく、年間６回、あるいは多いときで７回ぐらい

行ったのですかね。その都度、実はこういうことでこういうことをしてきましたという報告が

あって、さらに町長なり私たちにヒアリングをされてみたり、あるいは中間課程での報告とい

うことで、様々なときにお話を伺ったし、執行部側では思ってもいなかったような見方、実は

こういうふうに思われていたのかなという驚きとか、じゃあこういうふうに今度職場を変えな

きゃないなとか、その課の雰囲気であったり、こういうふうに提案を受けてやっていかなけれ

ばならないなという、皆さん恐らく気づきにつながったと思います。それが最も驚きでしたし、

私たちの成果でもあったのです。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 新たな気づきがとても大事なことだと思うのですけれども、その気づ

きの中で、様々なこの中で提案をされております。これというのは、総務課でもチェックされ

ていると思うのですけれども、この提案されたことというのは、実際提案されたことが実にな

るというのですか、そういったことになっているのか、何点か提案されておりますので、そう

いったものがきちんと町として取り入れられたり、そういうことになっているのかどうか伺い

たいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 早稲田大学に通うようになって、そのときまでしていなくて、行く

ようになってからやったというのは、実は町長の朝礼での発言ですとか、そういったものを常

にビデオでもって撮って、職員にはいつでも見られるようなことにしました。要は、町として

のトップの考え、町としての考えを全員で共有しましょうという流れが、これをきっかけに始

まった。あるいは、こういうやり方もあるし、例えば腹を割って話すことのできる職場にして

くださいという提案があったり、そこで一気に課内では、それぞれの課で人事評価とかする中
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で、様々なお話合いを繰り返してみたり、前は、なかなか言いにくいですけれども、飲み会の

中でとか、本音は聞けないなんて言う職員もいましたけれども、こういう提案があって、本当

の意味での話合いがなされるようになってきた。それもまた、かなりのコミュニケーションづ

くり、あるいは個人の考えで本当はこう思っていたのかと。 

  さらに、課長職に至っては、まず目標を設定するに当たって、自分の目標を明確にお伝えし

ないと、職員の目標が書けないという仕組みになっています。それが最も大きいかなと思いま

す。町長の考えを課長が解釈して、課長がそれに対して目標を設定して、俺の目標はこういう

目標だから、あなたたちは、いわゆる部下は、ではどういう目標を立てるという明確なものに

変わってきたと。それが大きいと思います。だから、こうしなくてないという方策が出てみた

り、今回の最も大きい成果として、例えば早稲田大学に行った職員が何人か携わったものの成

果、ガーデンツーリズムの認証、これなんかはもう二、三人関わってつくったもの。さらには、

今回の立地適正化関係も、行った人が実は携わっている。そういう企画力、提案力というのが

ますます増すような研修であったということに相違ないと実は思っています。ですから、６回

目ですけれども、今後もやっぱり継続してやりたいと正直思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 私も非常にそれは感じていて、ここ数年の職員の方々の提案力という

のは改めて脱帽するというか、もちろん町長も補助金ハンターという別名を持っていらっしゃ

いますが、町長の思いを形にしていくのは、職員の方々、職員の方々ももちろんアンテナを常

に高く張ってないといけない。この人材マネジメント部会に参加したことで、様々な、柴田町

だけではない、宮城県内だけではない、全国の職員の方々、同じような思いを感じられた職員

の方々と１年間を共にしているわけではないのでしょうけれども、対話していくことで、そう

いった成長が見られているなというのはとても感じておりました。 

  ただ、この中でもいろいろ書いてあったのですけれども、やはり職員の方々の、例えばこの

前、柴田町議会では何回か若手の職員の方にも参加していただいているのですけれども、柴田

高校との議会懇談会の中で、若手の方を総務課から出していただいているのですけれども、や

はり知らなかったとか、知っているけれども、初めてお話ししたとかということも聞いていて、

そういった方々のチーム柴田町という感じでも、そのときを通してお話ができたということも

聞いていたので、せっかくあるものですから、これを逆に今度柴田町の庁舎の中で改めてまた

共有するというのは必要だと思うのです。参加された方々の成果というのは、本当に目に見え

ているのですけれども、それをさらに下の世代の方たちも一緒になって、このチーム柴田、町
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長を筆頭としたというのを盛り上げていくというのも必要だと思うのですけれども、そういっ

たものを今度の人材育成基本方針、そういったところに落としていくというのも必要だと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 成果については、まとめの部分、論文については役場内で共有して

いる柴田ＰＳというところがあって、そこに全部入れ込んでいるのです。全職員が見られるよ

うにしているのです。ところが、ワールドカフェに若手職員が参加して知らなかったというの

は、ちょっと正直がっかりな話なのですが、若い人たちにもそういった変革の流れの中で、こ

うしていきたいとか、ああしていきたいというようなものを、どうやって育成のほうに入れて

いくかというのは、ちょっと考えどころなのですが、みんなでこの辺はお話ししています。ど

ういう形であれ、例えば伝承というのは当然必要なのですね。若い人たちにどんどん伝えてい

くということも必要になってくるので、その辺内部で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。 

○17番（平間奈緒美君） 知らなかったというのは、ちょっと私の言葉の言い過ぎだというのも

あるのですけれども、やはりそういった場を設けることで、一人一人の職員の方のつながりと

いうのもなっていきますので、そういったものをしていただきたいなということであります。 

  この質問の最後なのですけれども、町長が今度また４年間この柴田町を引っ張っていく、新

たなステージへ、また高みをというところで盛り上げていただくのですけれども、ちょっと私

の見つけたのが、2011年３月に、花のまち柴田を合い言葉に住民と協働のまちづくりというイ

ンタビューを受けていらっしゃるのですけれども、町長、覚えてらっしゃいますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 内容までどう答えたかは、ちょっと年数が過ぎておりますので、忘れて

しまっている面があるかもしれません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） もちろん花のまち柴田、今まで町長が取り組まれてきた、町長に立候

補したきっかけや、県庁時代と今の町長とのギャップなんていうのをお話しされていたのです

けれども、その中に職員の皆さんにどんなことを目標にして働いてほしいですかという部分が

あったのです。覚えていないということなので、住民相手の仕事ですので「さしすせそ」を基

本にということでお答えになっておりました。「さ」は爽やか、「し」信頼、「す」スペシャ

リスト、「せ」説得力、「そ」は率先ということで、「さしすせそ」ということでしてほしい
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ということでなっていました。爽やかな職場で、名前を覚えていただけるような信頼される職

員になってほしい。当たり前ですが、与えられた仕事はきっちりとこなすことができるスペシ

ャリスト、それは説得力にもつながります。住民からなぜ駄目なのですかという、この次の質

問にも関わってくると思うのですけれども、住民の方に聞かれて、法律に書いてあるからとい

う回答ではもちろん失格になりますよね。それに対しての説得力ですね。あとは率先、新人や

中堅職員に関係なく、率先して個人的な能力を伸ばし、率先して行動してほしいですというこ

とで、職員に向けてお話ししているのですけれども、ということは、これは常に町長は若手の

職員の方たち、若手だけではなく、職員の方たちにお話はしていないということでよろしいで

すか。何かすごくいいことだから、ちょっと披露させていただいたのですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） この「さしすせそ」なのですが、これは新人職員へ町長の講話という時

間帯が１時間必ず設けられておりますので、その柱になっておりまして、今でも「さしすせ

そ」の対応をしてもらいたいと、そういう職員になってもらいたいという話はしていますが、

客観的に20年間仕事をさせてもらって、大分職場環境が、私が公務員時代とは違ってきている

という面がございます。それは、やはりいろんな職種の方々が今いらっしゃいますので、昔の

ように町長と職員という関係が複雑になり過ぎて、職員も戸惑っているということがございま

す。 

  いい、悪いは別として、前は年功序列、大体三角形のピラミッドが決まっておりましたので、

その頂点から一番現場で働く職員まで、意外と指揮系統とか情報の伝わり方が早かったのです

が、それが今ではちょっと難しくなっていると。 

  ２つ目は、余りにも仕事が多過ぎて、それに対して国のほうで定員適正化管理計画という枠

をはめられておりますので、新しいことにチャレンジする職場がつくれない、課とか、室とか、

本当は議員の皆さんからいろんな対策室をつくってやったらどうだ、組織をつくってやったら

どうだと言われるのですが、なかなか臨機応変にいかない時代になっていると、これが２つ目。 

  ３つ目は、仕事以外の情報が職員同士で共有されなくなった。これが一番大きいのかなと。

仕事だけの情報を得る機会も少ない上に、それ以外の情報、私的な情報を取り交わすことがな

いので、本当に仕事だけになってしまっているというのが今、柴田町、柴田町ではないのです

けれども、私の公務員生活とは違った時代に入っていると。 

  そうした中で今私が心がけているのは、課長に言うのですが、仕事は大きな流れの中の一つ

だということは常に言ってくれと。今仕事が忙しくて、部分だけ仕事していると、言葉は悪い
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のですが、嫌になるのですね。意欲が湧かなくなる。この仕事はどういう流れの中で自分が担

当しているのか常に職場で話してくれと言っています。 

  それから２つ目は、やはりこの時代が複雑になってくると、１つの課ではできないのだと。

必ず協力しろと課長方に言っております。ですから、今各課でいろいろ対策をするときに、ほ

かの職員からの協力を必ず得なければならないから、常日頃から自分の仕事と必ず相手の仕事

に協力するということをやってくれと。最後は、とにかく上からやらされている限り、仕事は

おもしろくないと必ずなりますので、自分の仕事は専門家ですから、課長より知っているはず

です。町長より知っているはずなので、自信を持ってその専門的な知識を上司なり私なりにぶ

つけてもらいたいと。この３つですね。そういうふうにして職場を、さっき言ったマンネリ化

とか、大坂議員から指摘されたのですけれども、スピード感のなさとか、不祥事とか、こうい

うことが起きることのないように、４年間ですね、この時代の変化の中において、職員と職員

以外の方々にも協力していただきゃないし、住民にも協力していただきゃないし、それだけで

なくて専門家、専門機関、そういう方々とネットワークをしながら、チーム柴田ではなくて、

全体でやっていかないと、地域の課題は解決できないんだなということを発信していきたいと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） やはりトップが考えることを下の皆さんにどう伝えていくかというの

が本当に大事なものですし、それを例えば町長の思いを職員の皆さんが形にしていく、それを

町長がさらに盛り上げていくというのは大事ですし、そういったものをこの４年間で、さらに

改めて持っていっていただければと思います。 

  では、次はカスタマーハラスメントについて伺います。 

  町長答弁でもございましたけれども、特に正当なクレームとの違いを判断することは難しい

ということなのですけれども、コロナ禍で相談事というか、そういったものが増えたのか伺い

たいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 職員からの相談って、実は総務課で受けるのですが、直接的にカス

タマーハラスメントと思われるような相談は１件もございませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ないことには、もちろんいいのですけれども、カスタマーハラスメン

トについて、例えば条例Ｗｅｂアーカイブデータベースで検索すると、不法要求行為とも別名
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言われているのですけれども、県内で検索すると、市で15自治体、町で14自治体が何らかの対

策や要綱をつくっているのですけれども、本町ではこのような要綱とか、そういうものをつく

っているのか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） カスタマーハラスメントだけのものでの要綱というものは、つくっ

ておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それはなぜですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 今までなぜつくってこなかったのかというのは、先ほども平間奈緒

美議員言っていましたけれども、もちろん答弁の中でも悪質なクレーム、迷惑行為、そこの境

目というのが、どうもはっきりしないというのもあったし、そういう実態も実は把握していな

かったと思うのです。ですから、要綱とかそういったものの必要性というのも、多分執行部で

は特に考えなかったんだと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これからつくる予定はありますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 実はこの質問いただいたときに、どのくらいつくっているのだろう

なということで調べました。結構つくっているのです。ただ、うちのほうで、答弁でもあった

のですけれども、実は何かあったときには複数で対応してくれとか、常々言っていることを羅

列してあるようなことが多いのです。例えば相談窓口とか、一番いいのは複数人数で、課長は

じめ、担当を１人にしないで、１人に対して３人くらいついてというのは常々言っていること

です。ただ、結構つくっている現状も幾つかもう発生しているということを想定すれば、やは

りマニュアルというのも将来的には必要であろうなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 最終質問です。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 答弁でもありましたマニュアルの作成とか、そういったものはやはり

今までなかったからといって、これからないわけでもないし、これは町民の皆さんを守ること

でもありますし、ひいては職員の皆さんを守るということでもありますので、ぜひ今後検討し

ていただいて、つくらなければ、一番それにこしたことはないのですけれども、そういったこ

とを考えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） しっかりと検討させていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて17番平間奈緒美さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  午後３時20分再開といたします。 

     午後３時０６分  休 憩 

                                            

     午後３時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ２番伊東潤君、質問席において質問してください。 

     〔２番 伊東 潤君 登壇〕 

○２番（伊東 潤君） ２番伊東潤。大綱２問質問させていただきます。 

  １．コロナ危機への対応は 

  世界保健機関（ＷＨＯ）が「自殺に対する注意・関心を喚起し、自殺防止のための行動を促

進すること」を目的として制定した国際デーのことです。日本においては、自殺対策基本法に

基づき毎年９月10日から16日までを自殺予防週間と定めています。 

  最近のニュースで2020年３月から今年６月にかけて、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、

国内で増加した自殺者は約8,000人以上に上るという試算を東京大学などのチームがこのほど

まとめました。 

  東大などのチームは、コロナ危機がなかった時の仮想の自殺者数を、コロナ前の民間失業率

予測と数理モデルで算出し、実際の自殺者数と比較しました。すると、2020年３月から今年６

月にかけて増加した自殺者は約8,090人となりました。また、失業率の増加で説明できる自殺

の増加分は、約1,260人に上ったといいます。 

  コロナ危機によって増加した自殺者の多くは若い世代で、最も多かったのは20代女性の

1,092人で20代男性も745人でした。また、20代未満の女性も20年秋以降、高い水準で推移して

おり、282人に上ったといいます。チームの仲田泰祐・東大准教授（経済学）は「男性より非

正規雇用が多い女性は経済的影響を受けやすく、若者の方が行動制限など孤独に追い込まれて

いる可能性がある」と指摘しています。 

  そこで質問します。 
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  １）最近の本町における自殺死亡率は把握していますか。 

  ２）柴田町自殺対策基本計画が平成31年３月に策定され、令和６年度までを計画期間として

いますが、今後の取り組みを伺います。 

  ２．再生可能エネルギー導入に関する開発行為を問う 

  自分は再生可能エネルギーに関しては、反対ではありません。 

  ７月30日の産経新聞オンラインの報道で、関西電力が宮城、山形両県にまたがる蔵王連峰で

の風力発電計画を地元の反対を受けて撤回するなど、再生可能エネルギーの大規模開発に波紋

が広がる中、東北地方６県の山間部に建設された太陽光と風力発電所の面積が総計5,613ヘク

タールに上ることが、自然保護団体「一般財団法人日本熊森協会」（兵庫）の調査で分かりま

した。東京ドーム1,194個分に相当する面積、大半は太陽光だが、風力発電・大規模開発計画

も急増しています。同協会の調べによると、東北６県の山間部に建設された太陽光と風力発電

の開発面積は、７月時点で443か所5,613ヘクタールです。 

  内訳をみると、東北６県で全国の約24％、４分の１近くを占め、特に宮城県は山林を開発し

てメガソーラーや風車を作った場所が圧倒的に多いと指摘、自然環境への悪影響を懸念すると

の記事が載っていました。このような現状を踏まえて質問します。 

  １）宮城県北地域では、住民の理解を得ないまま事業を展開しているという問題が起きてい

ますが、柴田町として開発計画に関して、相談や情報はありますか。 

  ２）柴田町にも山がありますが、今後そういった開発計画や相談を受けた場合はどのような

対応をするのか、見解を伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁をいただく前に、１か所確認させてください。 

  大綱１問目の真ん中辺なのですけれども、コロナ危機によってから始まる、下の下の行です

が、「また、20歳未満の女性も」とあるのですが、「20代未満」とお読みしたようですが、

「20歳」でいいのですよね。（「はい」の声あり） 

  では、答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 伊東潤議員、大綱２点ございました。 

  まず、自殺者の関係でございます。 

  町の自殺者数は、厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」によりますと、平成28年から

令和２年までの５年間の合計は32人で、令和元年が最も多く10人となっています。 

  自殺者を人口10万人当たりに置き換えた自殺死亡率ですが、５年間の平均を比較しますと、

国全体では16.4人、県では17.9人、仙南医療圏では18.1人、町では16.8人となっております。
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国平均よりは高く、県、仙南地域よりは若干低い状況です。 

  平成28年から令和２年の自殺者の特徴としまして、１位は20歳から39歳の無職の男性で５人、

15.6％、２位は60歳以上の無職の男性で５人、15.6％、３位は60歳以上の無職の女性で５人、

15.6％、４位は20歳から39歳の職業ありの男性で３人、9.4％で、１位から４位まで共通して、

同居者がいる方でした。 

  ２点目、自殺は個人の意思や選択の結果ではなく、その多くが様々な社会的複合要因による

追い込まれた末の死と認識する必要があり、町民、町、関係機関が手を取り合い対策を講じて

いく必要があります。 

  そのため、１つに、自らの心の不調だけでなく、地域や家族など周りの人の心の不調に気づ

き、適切に対応できる人材育成としてゲートキーパー養成講座を年１回開催しています。 

  ２つに、毎年９月には、心の健康自己チェック票を全戸に配布し、自分の心の健康状態の確

認や同居家族など、身近な人の心のＳＯＳサインに気づいたとき、相談できる窓口を周知して

います。 

  ３つに、個別相談を希望する方には、月１回、最大３件の予約枠で、精神科医による心の健

康相談を行っています。必要に応じ、精神科医や家族等と相談し、ご自宅への訪問による相談

にも対応しています。令和３年度は11回開催し、延べ20人の方が利用されました。 

  ４つに、保健師も心の健康について悩みを持つ本人や家族からの相談を受けており、令和３

年度の実人員で96人に対応しています。 

  ５つに、若者への対策として、中学３年生対象の思春期保健事業では、妊婦体験学習の中で、

心と命を大切にすること、何か困ったことや悩みがあったら、身近な大人や相談窓口に相談す

ることなど「ＳＯＳの出し方教育」を年１回、各中学校と連携し実施しています。また、成人

式においても、自殺予防に関する意識、関心を高めるため、対応や相談窓口等が記載されたパ

ンフレットを配布しています。 

  なお、自殺対策を必要とする方の年代や性別など対象者が幅広いことから、庁内での情報の

共有と横断的な連携を図るため、総務課や町民環境課など７つの関係課で、自殺対策ネットワ

ーク連絡会を構成し、年１回から２回実施している事業等について情報交換を行っております。 

  大綱２点目、再生可能エネルギーの導入に関してでございます。 

  １点目、現在、山林において大規模開発を伴う再生可能エネルギー施設の進出に関する情報

や相談はありません。 

  ２点目、相談を受けた場合の町の対応ですが、事業者が行う開発計画は、まず既存の法や条
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例に基づき、その事業の適切性を確認することになります。 

  まず、大規模な森林開発計画に基づき開発行為を行う１万平方メートル以上の森林について

は、林地開発許可制度による県の許可が必要となります。一方、１万平方メートル未満につい

ては、森林法により、事前に森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、町への届出が義務

づけられています。届出受理後は、柴田町森林整備計画にある樹種や伐採の種類など、条件が

適合しているかどうかを確認することになり、届出の内容によっては、変更命令や中止を発す

ることになります。 

  伐採後、太陽光発電施設整備など森林に復旧しない場合は、森林法の縛りはなくなります。

この場合は、開発計画の面積が1,000平方メートル以上で、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の土地の区画形質の変更が伴う場合には、柴田町開発指導要

綱に基づき、開発事業者と町が協定書を取り交わし、監督指導を行うことになります。 

  今回宮城県では、令和４年10月１日付で太陽光発電施設の設置等に関する条例が施行される

ことになりました。内容は、事業者の責務や設置規制区域を定め、災害防止に努めるものとな

っております。また、事業者の責務の中に、計画作成の段階から地域住民へ十分に情報提供を

行い、太陽光発電事業について理解を得られるよう必要な措置を講ずることと明記され、地域

住民との確実な合意形成を求める内容となっています。 

  なお、町の総面積5,403ヘクタールのうち、公共用地、保安林、住宅地及び県条例による規

制区域を差し引いた1,142ヘクタールの土地が開発可能地と思われますので、今後具体的に相

談を受けた場合には、法や県条例に基づき、適切に対応していきたいと考えております。以上

です。 

○議長（髙橋たい子君） 伊東潤君、再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） まず、自殺の問題から質問いたします。 

  町で先月の末ですか、自殺のパンフレットが回覧版、広報しばたと一緒に入っていたのです

けれども、これで心の健康自己チェック表とあるのですけれども、各自が採点して、答えが裏

側にあるのですけれども、採点したら、単純な質問ですけれども、これは今後どういったとこ

ろに提出してというような、あるのですが、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。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 今回、８月30日付で全戸配布ということで、こちらを配布させ

ていただきました。こちらはあくまで自己チェック表ですので、自分でこちらに記入していた

だいて、下のほうにありますけれども、13点以上であれば心が疲れていますよということの確
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認をこれでやっていただくというような、参考的な自己チェック表ということになりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） この自己チェック表ですけれども、例えば自分は８点以下だと大丈夫だ

とは思いますけれども、ちょっと心が悩んでいるとか、13点以上、自分でチェックしてみて、

そういったときに、その相談窓口というと５か所ぐらいの連絡先があるのですけれども、私ち

ょっと電話したことがあるのですね。それで、県の精神保健福祉センター、土日だったもので、

つながらなかったのですね、正直。それで、次の命の電話というところにも電話したのですが、

つながりづらいというところがありましたけれども、もし土日に相談したいということであれ

ば、どちらに相談すればいいのかなと思います。これ、質問いたします。 

○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） １人で悩まず相談してみませんかということで、そのチェック

表の下のほうに相談先ということで５か所ほど掲載させていただいております。こちらはやは

り官公庁ですと、月曜日から金曜日ということになってしまいます。そこで、先ほどお話しい

ただきました仙台いのちの電話というところが24時間、つながりにくいということはあったの

ですけれども、24時間年中無休で対応するということですので、こちらをご案内させていただ

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。 

○２番（伊東 潤君） 質問事項にもありました、20代女性の自殺率がコロナ禍によって増えて

いるという調査結果ですけれども、町として何が原因というか、そういった要因というか、そ

ういった原因はどの程度まで考えておりますか。 

○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） 柴田町の場合は、統計的には、先ほど町長答弁にもありました

ように、そこに該当している女性の方ということでは、順位的には入ってきていないというこ

とですけれども、やはり先ほど伊東議員から質問にあった東北大学の研究の関係の報告書のと

おりなのかなということで、私たちも自分たちで研究しているわけではございませんので、そ

ちらを参考にさせていただくのかな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。 

○２番（伊東 潤君） こういった自殺対策計画として、柴田町でも平成31年３月からずっと計

画して、６か年計画ですか、こうやっていろいろ読ませていただきました。それで、この計画
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どおりに自殺者を減らす対策を取っていただければと思います。 

  それと、若い世代が多いということは、コロナによって失業とか、非正規雇用等で回りから

聞こえるのですけれども、途中で辞めさせられたとか、緊急事態宣言とかで急に雇用がなくな

ったという声が聞こえるのですけれども、町としてこういった雇用対策に関して、どのように

考えておられますか。 

○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） 柴田町としては、先ほどお話しさせていただいたように、そう

いった関係での自殺者ということでは、今のところ把握できていない状況でございます。ただ、

コロナ禍によって、そういった状況にあるということは、国の制度で支援給付金とか、そうい

ったこともございますので、そういったことでの対応を、町としては広く広報していくしかな

いのかな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。 

○２番（伊東 潤君） 20代女性というと、これから結婚して、うちの娘も20代ですけれども、

これから社会に出て、結婚して子どもを産んでという大切な世代だと思います。 

  それで、20代女性で、私なりにちょっと厚生労働省の資料で調べたので参考までに、やっぱ

り自殺の原因として家族問題、あと親子関係の不安や子育ての悩み、家族の死、あと健康問題、

病気の悩みなど、あと経済問題ですね。借金や生活苦、失業など、これらの問題が２つ以上重

なると、自殺を考える人が増えるとうたっています。 

  自殺の多い時間帯とありまして、夜中の０時から２時まで、その後に朝の６時から８時、12

時から14時、４時から６時、朝の家が静かになる時間帯に自殺を試みる人が多いと書いてあり

ます。 

  曜日別に見ると、最も多いのは月曜日で、次いで火曜日、逆に少ないのは土曜日と日曜日と

なっている調査がなされていました。 

  柴田町では、今後こういった相談を続けていただいて、対策を行っていただければ、安心し

て暮らせるまちということで、若者にも、若い人たちでも安心して育てるようなまちにしてい

ただきたいと思います。 

  それで、次の質問に行かせていただきます。次は、再生可能エネルギーについて質問いたし

ます。 

  町長から答弁いただきましたものによると、宮城県でも10月１日から、太陽光発電施設の設

置等に関する条例が施行されることになりましたとあって、１つは安心いたしました。現状、
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この条例が施行されれば安心だと思いますけれども、今東北６県で発電事業という開発が大々

的に行われているみたいで、ちょっと資料から引っ張った、ホームページから引っ張ったので

すけれども、みちのく風力発電事業が計画されているとありまして、このみちのく風力発電事

業ってご存じですか、お聞きいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） すみません、ちょっと具体的には、そのみちのく風力というの

は分からないのですけれども、県内で今15か所ぐらい、風力発電ですけれども、主に、進めら

れて、既に稼働しているのが２か所ですか。あと、計画に載っているのが13か所ぐらいという

のは、一応こちらでは把握しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 詳しく調べたところ、北は青森、南は福島、栃木県、全長約500キロメ

ートルの山脈で行われている計画で、山の尾根沿いに、国内外の投資家たちによる巨大な風車

設置計画、あと今ならＦＩＴ法を使うと大儲けができるというような感じで進められている現

状であります。宮城県においても、北部の奥羽山脈尾根筋に189基にも上る７つの巨大風車施

設があったことが分かりましたとなっています。こういった情報はご存じですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 先ほど言いました、宮城県で今開発計画されているものなので

すけれども、県のほうでゾーニングマップというものを作っていました、以前、2018年からで

すね。そこでは、風力発電を設置できる可能性のあるところといったことでゾーニングをして、

それを県のホームページに載せておりましたので、その中で例えば宮城県・山形北部とか、あ

るいは加美町とか、そういったところで計画が上がってきているというような状況にあるのだ

と思います。 

  今現在、県のホームページでは、そのゾーニングのマップは見れないような状態になってい

まして、今後その取扱いをどうするか検討することにしましたということで、８月下旬当たり

ですか、そのゾーニングマップは見れないというような状況にはなっています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） ７月29日の日本経済新聞電子版で、関西電力ですけれども、宮城県川崎

町と山形市の県境にある蔵王連峰、身近なところで建設して、風力発電等をしていた建設計画

を撤回するとの記事を目にしました。国定公園が建設予定地に含まれていたことなどで、地元

自治体などが反発しました。県知事、今の地元の町長などが相次いで反対表明とありましたが、
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ご存じだったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） はい、存じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） それを踏まえて、隣町というか、近隣の町で実際そういった計画が進ん

でいるということで、私自身も先日見てきたのです。自分で確認してきましたところ、仙南の

山間部に住む知人から案内されて、現在開発中の現場を見てきました。大変驚きました。周り

からは見えないのですけれども、近くに行ってみると分かります。風景が変わっているのです。 

  私は高校時代山岳部に入っていまして、登山やトレーニングなどでよく目にする山でした。

広大な敷地の山林が伐採され、地表がもう茶色く、土があらわになっておりました。地元の方

も分からなかったみたいとおっしゃっていました。いつの間にか工事が進んでいると言ってい

ました。広大な山林を伐採することで、自然景観の破壊、災害の誘発につながり、それを規制

する条例等が制定されていない自治体や、条例があっても規制が緩く実効性が弱い自治体もあ

り、法的規制が必要であると思いますが、宮城県では制定される予定ですけれども、柴田町と

しての独自の制定は考えておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 県では、10月１日から施行される条例にも、その土地や地域の

状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から、適切な土地の選定、それから開発計画の

策定を行うことというようなことが条例には載っているのですけれども、この条例は県の条例

ですので、県内の市町村にも及ぶということで、県の条例と同等以上の条例がもしその市町に

あれば、その部分はそちらの条例でというような書きぶりになっています。 

  柴田町でもということですけれども、柴田町でも今いろいろ問題の多い再生可能エネルギー

の発電所の建設がありますので、そういった条例の制定に向けて取り組んでいきたいなと思っ

ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 現在、全国ではそういった環境破壊や住民トラブルが多発していると聞

いております。太陽光発電の設置を規制する条例が増えつつあり、地方自治研究機構の調査で

は、今年７月時点で都道府県が６条例、市町村が191条例、合計197条例が制定されていると書

いてありました、本町においても、メガソーラー発電等の開発に対する環境影響評価条例や規

制条例などの制定により、環境保全や防災等に十分配慮された対策が望まれていると考えてお
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ります。 

  それに伴い、なぜこういった開発が進んでるかという１つの要因に、再エネ固定価格買取り

制度でＦＩＴという制度があるのですけれども、そういったことご存じですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 存じています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） これは、各家庭に毎月送られてきます電気明細書ですか、一番下の欄に、

再エネ発電賦課金という名目で各家庭に行っていると思います。それで、周りの知人からも、

これはどういうことなのだと聞かれることがよくあるのです。何百円から、事業所によっては

電気代で高く取られているというか、払わされている現状を意味しますけれども、これは分か

る範囲でいいのですけれども、ずっと続くのでしょうか、こういった再エネ賦課金というので

すか、そういったこと。町ではないかと思いますけれども、分かれば教えていただきたいと思

います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁をいただく前に、間もなく会議終了の４時を迎えますが、このま

ま会議を続けますので、ご了承願います。 

  答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 再エネ特措法という法律に基づいて賦課しているのだと思うの

ですけれども、国のつくる法律ですので、今後も続くかどうかというのは、すいませんが、私

のほうでは判断つかないです。ただ、再生可能エネルギーというのは、これからどんどん広が

っていくものだと考えていますので、そういう意味では、当面続くのかなと個人的には思って

おります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 最後に、参考なのですけれども、これも調べた新電力ネットホームペー

ジから拾ったあれなのですけれども、ここ10年間で、2012年度から2022年度までの資料がある

のですけれども、2010年、年額792円だったのが、月額でいうと66円だったのが、標準家庭で

の負担、2022年度は１万2,420円、月額1,035円取られているのです。2030年度、あと10年後に

は電力代が５倍になると。それで、家庭及び企業等にも負担が及ぶという記事を目にしました

が、これを参考までにお伝えしたいと思いまして、私の質問を終わらせていただきます。以上

です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて２番伊東潤君の一般質問を終結いたします。 
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  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日午前９時30分から再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後４時００分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大山 薫が記載したものであるが、その内容に相違ないことを

証するためここに署名する。 

  令和４年９月６日 
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