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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。 

                                            

     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。 

  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） おはようございます。６番、加藤滋です。 

  大綱２問、質問いたします。 

  １．槻木地区の阿武隈川豪雨対策を。 

  近年、大雨による災害規模が拡大しているように思います。今年７月15日夜から16日にかけ

て、宮城県北では前線や暖かく湿った空気の影響により記録的な大雨となり、県管理の２河川

で３か所の決壊が起き、大変な被害が発生しました。大崎市の名蓋川では７年間で３回も決壊

したそうです。また、８月３から４日にかけて、前線や低気圧の影響で、青森、秋田、山形、

新潟の４県で線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨となりました。 

  特に、山形県には最大の警戒レベル５となる大雨特別警報が発表され、最上川上流では３か

所で氾濫が発生し、２年前の悪夢が再現されました。さらに、５日にかけて北陸でも豪雨によ
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る河川の氾濫による大災害が発生しています。その後、８月８日頃からは停滞する前線の影響

で、青森、秋田県では災害級の大雨が続きました。 

  このような状況の中で、槻木の住民が心配することは、阿武隈川の堤防は大丈夫なのかとい

うことです。今年のように各地で線状降水帯による記録的な大雨が続き、これまで経験したこ

とがない想定外の事態が発生する可能性は否定できないと思います。町内には、大きな河川と

して、阿武隈川と白石川があります。その合流箇所では、バックウオーター現象による白石川

の越水の不安もありますが、それ以上に阿武隈川の越水や決壊の危険性が大きいと私は思いま

す。 

  本町でも、大雨による水害が度々発生していますが、令和元年10月の台風19号では、町内に

も甚大な被害を及ぼしました。各地で冠水し、床上・床下浸水は、過去に例がないほどの被害

でした。その後、局地冠水水害対策として、主要箇所への排水ポンプの設置や、排水ポンプ車

の購入、また古河水門付近堤防への排水施設の新設なども計画しています。一方、国は昨年阿

武隈川河道のしゅんせつを実施したほか、下名生地区では堤防の拡幅に取り組んでいるところ

です。 

  今後想定される降雨対策として、阿武隈川のさらなる河道しゅんせつや河道掘削、堤防のか

さ上げについて、県や国へのより強い働きかけが必要と思いますが、いかがでしょうか。 

  ２．10年目を迎えた地域計画の総括を。 

  我が国の自治体では、主に人口減少や少子高齢化などの大きな問題を抱えています。その中

でも、地域の活性化や地域のつながりの強化が、現在または将来に向けての課題とされていま

す。 

  本町の各行政区では、自治会や町内会などが組織され、明るく元気に暮らせるまちづくりの

活動や、防災・減災、環境対策などの地域課題に取り組んでいます。本町では、平成25年から

住みよい地域にするための地域計画５か年を作成しており、その計画に基づき事業展開をして

おりますが、近年はコロナ禍の影響により、事業の中止や規模の縮小により、地域の活力が失

われているのではないでしょうか。この地域計画は、今年度10年目を迎えたことから、現在各

行政区とも来年４月からの新５か年計画の作成に取りかかっています。コロナ禍により社会経

済活動が止まることなく、ウィズコロナの時代に向けての感染予防対策と、地域活動の推進に

向け、知恵を絞ることが必要になっていると思います。 

  そこで、これまで実施した地域計画の効果と反省点、また、現在取り組んでいる新５か年地

域計画作成について伺います。 
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  １）行政区での地域計画の作成・実践により、どのような効果があったと捉えていますか。 

  ２）行政区での事業活動も、コロナ禍により難しくなっていると思いますが、本計画作成の

ポイント及び行政区に期待することはどんなことでしょうか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 加藤滋議員大綱２点ございました。 

  まずは、槻木地区の阿武隈川豪雨対策でございます。 

  国土交通省では、令和元年に発生した台風19号などによる水害対策として、令和３年３月30

日に、令和17年度までの長期的な治水計画として、阿武隈川水系流域治水プロジェクトを策定

しております。 

  このプロジェクトは、阿武隈川流域においても再度の災害防止やこれからの気象変動に備え

るために、国、県、市町村が流域全体として一丸となって取り組んでいくもので、主な事業内

容としましては、河道掘削や堤防整備、遊水地の整備などになっております。 

  柴田町に関係した阿武隈の治水対策としましては、平成11年から平成13年にかけて、柴田地

区堤防強化事業として、槻木白幡から岩沼市までの堤防の整備が行われ、既に完了しておりま

す。 

  また、大規模災害関連事業により、白石川合流点から下流部の阿武隈川に架かる槻木大橋周

辺の中州を対象としたおおむね７万立方メートルの河道堆積土砂撤去や支障木の伐採を行って

いただくとともに、宮城県が管理する区間である槻木五間堀川のしゅんせつなどにも取り組ん

でいただきました。 

  現在、下名生地区の堤防整備事業として堤防の拡幅強化工事が行われており、また令和４年

度には、前田排水樋管改修工事も着手していただき、これらの整備事業は全て令和５年度での

完成を目指すとのことでした。 

  阿武隈川の豪雨対策は、これからの気象変動や社会情勢を踏まえた上で、流域全体として推

進していくことになっていることから、今後も国や県、流域市町村との情報共有とさらなる連

携を図りながら取り組んでまいります。 

  町としては、今後、流域治水の一環として古河水門への排水機場の整備を含めた内水浸水対

策についての要望も併せて行ってまいります。 

  大綱２点目、地域計画です。２点ございました。 
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  １点目、地域計画は、地域の将来像を実現するための具体点的な計画として策定するよう努

めることとして、平成22年４月１日に施行した柴田町住民自治によるまちづくり基本条例第22

条で規定しているものです。 

  現在は、最小のコミュニティ単位である42行政区ごとの地域で、おおむね５年間を期間とす

る地域計画を作成しております。多くの地域が、計画期間を平成25年度から平成29年度までを

第１期、平成30年度から令和４年度までを第２期計画としていることから、今年度が最終年度

となっています。 

  地域計画の作成や実践の過程において、地域の住民等による話合いの場や、アンケート等の

実施により、多くの住民の意見を吸い上げる機会がつくられております。このことにより、地

域の資源や特色、実情や課題など、地域で共有し、よりよい地域となるために自主性と主体性

を持って取り組む意識と、体制が醸成されたことが大きな効果であったと捉えております。 

  また、計画に基づく事業に対して交付する地域づくり交付金等を活用して、スチール製のご

み集積所の整備や防犯灯の新設、防災倉庫や防災備品の購入、集会所の段差やトイレの改修な

ど様々な整備を地域内で優先順位を決めて、計画的に推進できるようになったことも効果の１

つだと捉えております。 

  ２点目、地域計画はつくることが目的ではなく、地域の皆さんが地域のことについて互いに

話し合い、情報や課題などを共有するプロセスが最も重要です。 

  コロナ禍により多くの住民が一堂に会する場などを設けることは難しい状況ではありますが、

アンケートやワークショップ等を通じて、できる限り多くの住民の方が策定プロセスに参加し

ていただき、まずは現計画の総合的な評価を行い、さらに地域の新たな課題の抽出等を含めて、

次期地域計画に反映いただくことを期待しています。 

  地域の人口減少、高齢化や自然災害の頻発化、地域住民の価値観の多様化などに伴い、地域

における課題も複雑かつ多様になっております。これらの課題全てを行政だけで解決すること

は、人的にも財政的にも難しい状況になっています。高齢者の見守りや防災対策などをはじめ

とした地域の課題については、地域の課題は地域で解決していくという共助の精神の下、住民

同士が助け合う仕組みが各地域でつくられていくと期待しております。 

  町としても、地域情報のデジタル化など様々な工夫や、各種補助制度等の活用について助言

や支援を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 加藤滋君、再質問ありますか。どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） 昨日は内水氾濫の話が同僚議員から出ましたけれども、私は外水氾濫の

ほうでいきたいなというふうに思っております。 

  阿武隈川ですけれども、平成元年の10月の台風19号のときには、かなりの高さまで水が上が

ってきたように思っております。どのくらいまで水位が上昇したのか、把握しておりますでし

ょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 台風19号の阿武隈川の水位のご質問でございました。 

  笠松観測所、こちら角田なんですが、こちらで13日日曜日の５時、最高水位ということで

17.48メートルという観測値でございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今のは角田と、笠松地区なんですけれども、槻木の白幡辺りの水位はお

分かりになりませんか。 

○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） 観測所といたしましては、笠松というところで掌握をしてござい

ます。白石のほう、白旗は観測所がございませんので、ちょっと分かりかねるとこでございま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 私は、台風の後で見に行きましたところ、ちょうど白幡の内側のほうに

コンクリートで階段状のところがあるんですけれども、ど、そこを見ますと水位がここまで来

たというラインが、何ていうんですか、汚れているといいますか、分かるようになっているん

ですね。階段でいって二、三段目くらいまでのところありましたんで、そうすると大体２メー

トルぐらいまで、頂上部分まで２メートルくらい、頂上というか、天端というそうですけれど

も、そこまではそのぐらいで、昨日の町長の答弁の中にも阿武隈川の上流部で決壊がありとい

うの、丸森とか角田だと思うんですが、これ以上水位が上がらないから、排水機場から阿武隈

川とか白石川に放流を再開したというふうなことの答弁がございました。 

  そういう状況であって、何ていうんですかね、もしかしたら越水したりとか、堤防の決壊が

起きたというようなことも私はちょっと自分では思うんですけれども、現在の堤防ですけれど

も、槻木地区の堤防ですけれども、大体土盛りをしていると思うんですが、土盛りをして固め

ていると。昨年、白石川の右岸の伐採工事の後、堤防の補強をちょっとしていたように見えた

んですけれども、近くには近づけないので、白旗橋から見えるくらい通過するときに見えるぐ
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らいだったんですけれども、どのような工事をしているか、お分かりでしょうか。 

○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） 白石川の関係でございますが、堤防の舗装の工事をしていただ

いていたと確認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。 

○６番（加藤 滋君） 舗装して、その上に土盛りしたということなんでしょうかね。 

○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） 堤防の天端のほう、補強するために舗装していただいたという

ことで確認をし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。 

○６番（加藤 滋君） それで、槻木地区の阿武隈川の堤防ののり面を見ますと、一部はコンク

リート状の階段状のところもあるんですが、ほとんど土盛りなんですね。その状況で、国のほ

うで整備工事終了したというお話でしたけれども、そういった大規模な災害のとき、水害のと

き、水かさが大分上がって、この間大丈夫だったからまた大丈夫だとは言い切れないのかなと。

ただ、現在の土盛りしている状況でどの程度安全性といいますか、決壊しないような対応にな

っているのか、もしお分かりでしたらお願いいたします。 

○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） 私若干携わっていた部分あるので、私のほうから答えさせていただ

きます。 

  実は白旗橋からちょうど豊屋さんまでの区間ですが、実は表面は土で盛土されているような

そういうイメージに見えますけれども、実は中にコンクリートのブロックが張られていまして、

その上に実は盛土がされています。ですから、補強的には今後崩れることのないような堤防で

あるということを、国交省から言われているということです。 

○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） 分かりました。いわゆる高規格堤防というんですかね、いわゆる万が一

そういう状況になった場合であっても、荷重に対して破壊されないような状況になっていると。

分かりました。ありがとうございます。 

  話ちょっと変わるんですが、槻木大橋の橋脚部のところに、仙台河川国道事務所が表示して

ある水位の何か３本線があるんですが、それはご存じでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 
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○危機管理監（平間信弘君） その件につきましては、町長のほうが要望を出して、書いていた

だいたというようなことでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 現実には、一番下が避難判断水位、それから氾濫危険水位、一番上が計

画高水位というふうになっているんですね。私もちょっと避難判断水位とか、氾濫危険水位と

いうのは分かるんですけれども、計画高水位というのはこれなんだろうなと思ったんですが、

お分かりでしたら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。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） いわゆるハイウォーターレベル、ＨＷＬというところでございま

して、そのラインを超えると堤防設計上ちょっと危険が出るよねというようなレベルというと

ころでございます。水位でございます。 

○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） そうすると、計画高水位ということは、堤防の上の上部の天端の部分の

水位の表示と同じと考えてよろしいですか。そうじゃない、もっと下なんですかね。 

○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） これまた私のほうから答えさせていただきますけれども、天端ぎり

ぎりには設定していないんですね。変わって８割水深と言って、大体全体の持っている流れる

幅に対して、全体に流れるものに対して８割が最大のＨＷＬ、いわゆるハイウォーターレベル

ということで設定されていますので、先ほど加藤議員言われたとおり、まさに２メートル下と

か、そういう辺りに大体ハイウォーターレベルは設定されるのかなという状況だと思います。 

  10割で設定してしまいますと、当然越水とかもう直接的な被害につながるので、それはない

ということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） せっかく表示していただいたんで、私のような素人目には、この水位は

ちょっと危険なんだなというのは分かりますけれども、一般の方はやっぱりその危険水位とか、

そういう表示もそうなんですけれども、堤防上部の天板まであと何メートルだとか、そういう

表示があると非常に分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 今ご質問のありました件については、ちょっと国交省と調整しな

がら今後やっていきたい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。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。防災マップ関係なんですけれども、令和２年の１月に作

成しました防災マップでございますけれども、千年に一度の確率で発生する水害ということで、

色が赤とかいろいろついているんですが、これを見ると槻木地区の市街地は、浸水の状況は５

メートル以上の区域と、３メートルから５メートル未満の区域というふうになっています。そ

れだけ堤防が決壊した場合には、大災害につながるというふうに思うんですが、万が一決壊し

て浸水した場合、町なかではどこまで水位が上がるのか、３メートルから５メートルとかとい

うふうなのは分かるんですが、実際問題そこを町なか歩いてみても、この辺だというのが分か

るような表示があると、非常にイメージとして受け取れやすいんじゃないか。ただ、余り表示

が多過ぎてもちょっと危険もあるような感じもいたしますけども、やっぱり町民の方々がもし

もの場合にはここまで水位が上がるんだというイメージというか、そんなことが必要なんじゃ

ないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） まさに今議員がおっしゃられたことは、まちなかハザードマップ

ということかなというふうに認識しているんですけれども、いわゆる電柱とかに、例えば台風

19号のときにここまで水位がありましたとか、今おっしゃられたのは外水ハザードということ

ですので、最大降雨のとき、千年に一度のときに防災マップのハザードのところに書いてある

表示、その電柱のところに最大想定規模、ここまで水位が上がりますというようなところを表

示されてはということだと思うんですけども、ハザードマップ上はシミュレーションをして、

３メートル、５メートルとか、そういったこうやっていますけども、場所場所でこの辺まで来

るというところを表示するというところは、ちょっとまだその辺のところを考えていませんの

で、今後そういった町丸ごとハザードマップというのをやっておられるような会社さんと話合

いをしながら、どこまでやれるのかというのはちょっと検討していきたいなというふうには思

っております。 

○議長（髙橋たい子君） 補足ということで、町長。 

○町長（滝口 茂君） 防災ハザードマップ作っております。ただ、庁内でも議論するんですが、

最終的にその表示をしたときに、柴田町に住んでいただけるかという別な問題が生じると、こ

れが１つ。それから千年に一度の水位ですか、それがその地域ごとに果たして本当に正しいの

かということ。もしかすると３メートルというときに、実際はどう水が上がるか分かりません

ので、５メートルなんか上がったときに必ず今度は町で３メートルと言ったんじゃないかと、
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実際は５メートルだと、２メートル分補償しろと必ずこういう流れに、私の行政経験からそう

なるんですね。 

  ですから、内部で議論したときに今考えているのはやっぱり事実として、台風19号でここま

で来ましたと、これが一番事実なのでいいんではないかなと思いますが、これも町内全部につ

けるわけにはいかないと。あるところ、あるところにつけざるを得ないと。ですから、防災マ

ップで表示するという、こちら面では確かに安全なんですが、それをすることによって町の発

展とか誤解とか、両方考えて調和をしていかないといけない、これが水位対策の難しいところ

だということもつけ加えさせていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 町長おっしゃるとおり、難しさはよく分かります。私は沿岸部を歩いた

りなんかしていますと、東日本大震災のときの津波の高さがここまで来たんだとか、津波がこ

っちまで流れてきたんだというような表示がありますので、そういうのが阿武隈川決壊した場

合にはこういう想定があるんだというようなことがあればいいのかなと思いながら、お話をし

た次第でございます。 

  もしも決壊した場合、３メートルから５メートルの浸水になって、ほとんどの住民の方々は

どこかに避難をしなくちゃいけないというふうなことを思いますけれども、優先避難所は槻木

生涯学習センターになっておりますけれども、とてもじゃないけれども収容し切れないと。そ

の場合には、槻木中学校や槻木小学校に避難するという考え方でよろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 昨年、避難所につきましては、コロナ禍ということで６か所から

９か所ということに変えさせていただきまして、加えて水害時の避難所ということで槻木に関

しましては、生涯学習センターの３会場、もう１か所につきましては槻木小学校の校舎の２階

以上ということで住民の皆様に周知をしていたところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。水害のお話の最後になりますけれども、日本には国管理

の一級河川というのが１万4,000を超える河川があるんだそうです。その中でうちだけ早くや

ってくれというのはなかなか難しいというふうに感じますし、そういう意味では国の計画があ

るものの、町として何らかのアクションを起こす必要もあるんだろうなというふうに感じてお

りますけれども、そういった計画に対しての町からの国への働きかけというんですかね、今ま

でどのようなことをやってきたのか、お願いいたします。 



１２１ 

○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） 国への要望等の機会ということになればなんですけれども、宮

城県内の７自治体、名取、岩沼、角田の３市、それから柴田、亘理、山元、丸森の４町、こち

らで構成しております阿武隈川下流改修促進期成同盟会というのがございます。こちらにおい

ては、毎年度国土交通省のほうに要望という形で阿武隈川の改修、それから維持管理のほうに

ついて、要望をさせていただいている機会として捉えまして、要望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。 

○６番（加藤 滋君） 了解しました。槻木の住民の方は、大雨のたびに阿武隈川の越水とか、

堤防が決壊するんじゃないかなとかとよく心配している声が私には入ってきます。そういう意

味では、槻木の皆さんの切実なお願いでございますので、今後ともひとつよろしくお願いいた

します。 

  それから、地域計画のほうに移ります。42行政区で地域計画をつくられていろいろ事業展開

をされていると思うんですけれども、現在の状況といいますか、42行政区全て足並みがそろっ

て計画作成して事業展開しているんでしょうか、確認お願いいたします。 

○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） 42の行政区全てが、今計画づくりに取り組んでいるとい

うことではございません。現在37の行政区、自治会のほうで計画策定に取り組んでいるところ

でございます。 

  地域計画につきましては、平成23年から策定のほう始まりまして、平成26年までの間に段階

的にというか、行政区が一気に策定したわけではなく、その年度年度で策定してございます。

今回、改定時期を迎えますのが平成25年ですかに策定したところが一番多いというような状況

でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 実は、私が区長時代、１期目の25年ですかね、作成しました。役員の

方々のお手伝いをいただきながら、まとめたのは私がまとめたんですが、実際問題苦労したん

ですね。区長さん方で情報交換していますと、うちまだつくっていないんだとか、このような

話もございましたんで、私なりに情報提供といいますか、何とか足並みをそろえていただくよ

うな形では、私なり努力したつもりではおります。 

  この地域計画をつくって活動する上で、現在の課題というんですか、いわゆる行政区で困っ
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ているようなことを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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 各行政区のほうに現在の策定状況のほう調査してござい

ます。まだ全部が回答のほうちょっといただいていないような状況なんですけれども、まず１

回目第２期目の計画の最中になってございまして、第３期目をこれからおつくりになられるん

ですけれども、ある程度ベースになっているものはありますので、それをマイナーチェンジと

いいますか、改定しながら行っていくようにはなります。 

  ただ、やはり役員さん、区長さんご本人さんもそうですし、役員さんも代わられていらっし

ゃるということで、なかなかその辺のノウハウというか、そういったものがなくなってしまっ

た行政区さんもいらっしゃるので、そちらのほうから、例えばアンケートなんかの取り方だっ

たり、項目の設定だったりとか、そういったご相談をいただいているのが多いかなというふう

に思います。 

  また、アンケートを取る際に、全部を全戸から取るわけにもなかなかいかない。戸数の多い

行政区さんなんかは、そういったところは町のほうで抽出かけまして、その宛名のラベルを提

供したりというようなそういうような協力のほうもさせていただいております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今アンケートの話も出たので、私最後のほうにしようかなと思ったんで

すが、アンケートを８月末までだったかな、回収するという区があったんですが、私のところ

はそうだったんですけれども、アンケートの配布数というんですかね、町からは何世帯以上お

願いしますとか、このくらいやってくださいとかというお願いはしているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） アンケートの調査の件数につきましては、特に町のほう

からは、助言といいますか、そういったことは指定はしておりません。 

○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） 私のところは、幾らだったかな、100とか200とかという数字で区長さん

がお話ししていましたけれども、私が10年前にアンケートをお願いしたのは、実は60だったで

す。回収は30しか返ってきませんでした。かなり絞ってアンケートをお願いした、いわゆるほ

かの団体の役員さんとか、例えば子ども会とか、育成会とか、防火クラブだとか、そういった

ところにお願いしての回収もそのくらいなんで、ちょっと足りないなと思ったんですが、30ぐ

らいのデータでも貴重なデータですので、それでつくらせていただきました。 
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  アンケートの内容を見ますと、行政区の地域についての質問がいろいろあったり、それから

行政区の取組についてのアンケートがございました。何件返ってくるか分かりませんけれども、

言ってみれば貴重なデータだと思うんですね。これからのまちづくりなんかにもきっと役立つ

ような情報がいっぱいあると思うんです。これは、行政区だけにとどまらず町のほうでも何ら

かの形でデータをもらいながら、今後のまちづくりに生かすというような考えは、私はあるん

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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 各自治会さんのほうで作成いたしました地域計画のほう

は、まちづくり推進センターゆるぷらのほうでもご覧いただくことができますし、そのために

取りましたアンケート調査のそういったデータなんかも、附属の資料としてご提出いただけれ

ば、そちらのほうもご覧になることができるようにしていきたいなというふうに思います。 

  また、今現在、第６次の町の計画の後期基本計画のほうを策定してございます。そういった

ところにも各自治会からのそういう、取りましたデータなんかを生かせる部分がありましたら、

そういったところも参考にさせていただければ、ありがたいなというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ここ二、三年、コロナ禍ということで各行政区の事業も中止ですとか、

規模縮小とか、いろいろ困っているんだろうなというふうに思います。先日といいますか、新

聞記事だったんですが、７月31日の河北で行政区というかそういう自治体の中で、自主防災組

織での災害訓練、防火訓練が半減したという記事が載っておりました。町内の行政区の実態は

ちょっとよく私も把握しておりませんが、自分のところは地元は全部中止中止なんですが、ほ

かの行政区とか、災害訓練とか防災訓練、どんな状況なのか把握していたら教えてください。 

○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） この二、三年、コロナ禍で、本当に訓練については激減をしてご

ざいます。年度当初、二、三か所の防災組織のほうから、防災訓練をやるので管理監来てくれ

という話もあったんですけれども、二、三か月前から急激に感染者数が増えまして、中止にな

りましたとか、そういった話もございました。直近で言いますと、私が伺っているところでは、

二、三か所ですかね、今年度になってやったところは。 

  ただ、防災訓練とはちょっと変わるかもしれませんけれども、出前講座、こちらについても

昨年に比べれば申込みのほうが増えてきまして、そういった自主防そのものの活動、またそう

いった会議とか出前講座とかそういった集会所に集まって来られる方々、そういった方々の意
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識も変わってきて、徐々にそういった訓練、出前講座等の地域コミュニティの活動のほうも上

がってきているんではないかなというふうには感じてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 地域計画、現在各行政区で一生懸命つくっているんだろうなというふう

に思っているんですが、先ほどゆるぷらの話もあったんですが、その地域計画作成する上で、

町として何かフォロー策といいますか、対策を考えておられますか。逆に言えば、フォローし

ていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まちづくりの推進センターのほうもそうです。あそこも

町のほうで運営している施設になりますし、町のほうでも計画づくりのほうは当然協力といい

ますか、フォローアップしっかり、バックアップしていきたいなというふうにも思います。 

  また、計画を進める上でも、何か町のほうでお役に立てないかどうか、各行政区さんの中で

は自治会の中でデジタル化というか、そういったものにも取り組んでいたりとかというのがあ

りますので、そういったところのフォローアップをまちづくり推進センターのほうで行ってい

たりとか、そういったところでのご協力もさせていただいております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そうですね、うまくいっている行政区とか、順調にやっているところと

か、そうじゃないところも当然あるわけでして、できるだけ先ほど37行政区と話もありました

けれども、本来であれば42行政区がきちっとつくって事業展開するというのが望ましい姿だと

思いますので、そういった行政区の希望によって、町のほうで例えば直接訪問していろんなア

ドバイスするとか、相談を受けるとか、指導するという言葉はちょっとあれですけれども、そ

んな形が取れればというふうに思います。ひとつご検討のほどよろしくお願いいたしまして、

私の質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて６番加藤滋君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時30分再開といたします。 

     午前１０時１７分  休 憩 

                                            

     午前１０時３０分  再 開 
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○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  12番秋本好則君、質問席で質問してください。 

     〔12番 秋本好則君 登壇〕 

○12番（秋本好則君） 12番、秋本です。２問質問させていただきます。 

１．柴田の水道インフラ整備について問う。 

  柴田町の都市計画は、マスタープランができ新しいステージに入ろうとしています。私は、

コンパクトシティ構想で、各地域の地域構想はそれぞれ個性的な地域構想になると考えていま

す。船岡旧市街地は歴史と環境を生かした歴史文化ゾーン、船迫地区は奥州街道と国道４号線

でつながるゾーンになると考えています。では、槻木地区はどうなるか、私は田園都市的な構

想を持つべきだと考えています。そのために、槻木地区の公共施設、インフラと住環境を整え

る必要があると考えています。 

  現在、槻木地区の水道はどうなっているでしょうか。旧４号線には、水道管施設がなく、そ

の道路にしか面していない敷地の方々は、ほかの敷地を通って水道を引いています。水道枝線

が近くある場合は負担が少なくて済みますが、遠い場合は数百万円の個人負担が生じることに

なります。 

  これは、一種の地域格差になるのではないでしょうか。前面道路に水道管が布設されていれ

ば、30万円から50万円の個人負担で済むのに、槻木の中心部では、その10倍の個人負担が生じ

る。これは地域格差になりませんか。柴田町は、その地域格差を何よりも先に解消しなければ

なりません。 

  そこで、水道について何点か伺います。 

  １）槻木地区の旧４号線に水道管が布設されていない理由は。また、その状況にある住宅の

件数は。 

  ２）水道管の引込みに多額の負担を生じることになりますが、その支援が必要ではないでし

ょうか。 

  ３）旧４号線だけに接していて、新たな水道を引く場合、側溝の脇のスペースに水道を埋設

していますが、この方式では埋設管数が限られ一定の軒数にしか水道を引くことができなくな

ります。そのような場合どのような対策を考えておられますか。 

  ４）稲荷山用水側だけに面している敷地では、水道はどのようになっていますか。 
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  ５）槻木地区の八幡神社東側を通る町道槻木97号線に布設されている管は、大震災後、五、

六回漏水事故を起こし、現在も改修が行われています。これはこの質問書いてときはそうだっ

たんですが、今は改修が終わっています。また、改修の予定はありますか。または町内で同様

の状態にある水道管はありますか。 

  ６）槻木の旧４号と同じように、前面道路に水道管が布設されていない地区は、ほかにあり

ますか。 

  ７）11年前の大震災後にインフラの耐震化が進み、柴田町の橋にも耐震工事が行われました。

白旗橋と柴田大橋にも免震装置が施されています。しかし、水道管は橋に固定されていて、免

震装置はありません。これではいずれ来るであろうマグニチュード９クラスの地震には耐え切

れず、破綻する危険があると考えますが、改修の計画はありますか。 

  ２．軽自動車税の還付について問う。 

  軽自動車税は、柴田町町税条例第80条で、その所有者に課すとなっており、４月１日現在で

の所有者がその対象になっています。しかし、高齢化社会になり、高齢者の運転免許返納数が

増えてきている現在、免許証を返納し、軽自動車を手放しても納めた軽自動車税は戻ってこな

いという問題が生じています。軽自動車税について質問します。 

  １）自動車税は月割計算になり、所有権がなくなれば還付されるのに、軽自動車税は還付さ

れない理由は何でしょうか。 

  ２）大学入試時の授業料返還訴訟がありました。最高裁判決趣旨では、辞退が大学に影響を

与えたことにならないのであれば、授業料の不返還の契約は無効というものでした。これに従

えば、軽自動車を所有しなくなった人の軽自動車税は月割計算で還付すべきものと考えます。

還付しないのに、民法第１条第３項にいう権利の濫用になりませんか。見解を求めます。 

  ３）これから運転免許返納者が増えることが予想されます。このようなときに、返納者に不

公平感が生じないか。還付を検討すべき時期ではないでしょうか。 

  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。旧４号線、国道が抜けて

いましたので、入れるんですね。（「はい」の声あり） 

  それから、５）１問目の５）槻木地区白旗抜けました。白旗入っていいんですね。（「は

い」の声あり） 

  それからもう一つ、16ページ、２）の大学入試の関係なんですが、辞退が大学に与えたと、

損害が抜けたようですが、そのままでいいんですね。分かりました。 
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  答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 秋本議員、大綱２点ございました。 

  水道のインフラ関係で７点ほどございます。随時お答えをいたします。 

  まず、１点目槻木地区の旧４号に水道管が布設されていない理由ということでございます。 

  当時、建設省が所管していた国道４号には、水道管や下水道管の埋設が許可されませんでし

たが、宮城県に県道として移管されてからそれらの移設が可能となった経緯があります。 

  旧国道４号沿いにお住まいの方は、国から県道柴田大河原線として県に移管される以前に、

既におのおのの方法で水道管の引込みを完了していたため、今日に至るまで前面道路に町の配

水管を布設する必要がありませんでした。 

  なお、町道槻木172号線や、県道槻木停車場線が前面道路であり、そこから水道管を引き込

めずに別ルートから引き込んでいる住宅の軒数はおよそ100件となります。 

  ２点目、水道管の引込みに多額の費用を生じることになるが、その支援策でございます。 

 個人が町の配水管から引き込んだ給水管は個人の財産であり、その後の維持管理は個人の責任

で行われることになります。そのため、全国的に見ても個人の給水管工事に対する補助や助

成を実施している自治体はほとんどありません。本町としても、給水管工事に対する支援は

大変難しいと考えております。 

  さらに、当該路線以外にも前面道路に町の本管が布設されていない路線が存在しております

ので、費用対効果を十分考慮しながら計画的な布設について検討してまいります。 

  ３点目、旧国道4号線だけに接していて、新たに水道を引く場合、一定の件数しか水道を引

くことができなくなると、その場合の対策です。 

  旧国道４号線に配水管を布設すれば、多数あった個人管の集約が可能になりますが、当該路

線には下水道管を含め、ＮＴＴケーブル、ガス管など多くの地下埋設物が入っているといった

問題点や、路線延長が長く、県道槻木停車場線部分に関しては県との協議が必要となるため、

整備するには相当の期間を要すると考えております。 

  ４点目、稲荷山用水側だけに面している敷地の水道はどうしているかということです。 

  槻木上町から四日市場原前にかけての区間は、昭和53年に名取土地改良区発注により稲荷山

用水路の改修工事が行われました。町では、昭和53年に槻木上町一丁目から四日市場字西台前

区間に100ミリメートルの配水管、平成21年には四日市場字原前区間に50ミリメートルの配水

管を稲荷山用水路南側の水道敷地内に布設しております。それ以降、用水路南側の近隣宅地は
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これの配水管から給水管の引込みを行っております。 

  ５点目、町道槻木97号線に布設されている管は、かなり老朽化が進んでいるが、更新の予定

は。また、ほかに同じようなものがあるかということですが、白石川から八幡神社北側に向か

う町道槻木97号線、槻木100号線、線槻木104号線には鋼管の350ミリメートル及び400ミリメー

トルの配水管が布設されておりますが、今年だけでも４か所で漏水が発生しております。その

対策としては、管の入替えではなく、排水ルートの変更を検討しております。工事の実施に当

たっては、今年度中に実施設計委託を行い、来年度に工事の発注を予定しています。 

  町内で同様な状態にある配水管としては、中名生熊野地区から下名生剣水地区に布設されて

いる鋼管350ミリメートルの配水管がありますが、今のところ大きな漏水事故は発生しており

ません。 

  ６点目、槻木の旧４号と同じように前面道路に水道管が布設されていない地区はほかにある

かということですが、主要地方道白石柴田線、旧国道４号線の一部、七十七銀行船岡支店から

中名生のショッピングセンターのＢＩＧの区間で前面道路に配水管が布設されていない地区が

存在します。 

  ７点目、白旗橋と柴田大橋の水道管は橋に固定されているが、免震耐震装置がなく、破綻す

る危険が考えるがと、改修の計画はあるかということです。 

  柴田大橋に添架がされている鋼管400ミリメートルの配水管は、既に更新工事の実施設計を

完了しており、来年度以降に耐震性を備えた管への更新工事を行う予定としております。白旗

橋に添架されている鋼管400ミリメートルの配水管については、耐用年数が迫っていることか

ら、今後計画的に更新工事を進めてまいります。 

  大綱２点目、軽自動車の還付の関係でございます。 

  １点目の自動車税は月割計算になり、所有権がなくなれば還付されるのに、軽自動車は還付

されないのではという点から、３点目これから運転免許証返納者が減ることが予想される、そ

のようなときに、返納者に不公平が生じないか。還付を検討すべき時期ではないでしょうかま

では関連しますので、一括でお答えいたします。 

  まず、軽自動車税につきましては、地方税法の規定に準じて条例を制定し、賦課徴収を行っ

ているところでございます。町独自で勝手に決めているわけではないということですね。ご質

問の自動車税は県税となり、年額で賦課徴収となりますが、地方税法第177条の10の規定によ

り、賦課期日後に新規登録の場合は月割りでの課税となりますし、また廃車等の異動について

は、月割で税金が還付されることになります。 
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  一方、町税である軽自動車税につきましては、あくまで４月１日時点の所有者に対し、年分

を課税する制度となっておりますので、例えば５月に登録すると課税されないと。自動車では、

月で課税されますけれどもね。月割りの規定はありません。そのため、賦課期日後に、逆に新

規登録があっても、月割りで課税されませんし、廃車の異動があっても、還付は生じません。

今後も、関係法律に即して適切な課税事務に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問いただく前に、１件だけ確認させてもらってよろしいですか。

総務課長、ありますか。 

○町長（滝口 茂君） ４点目、稲荷山用水井側の区間でございますが、槻木上町から四日市場

原町と読んでしまいましたが、原前にかけての区間でございました。失礼いたしました。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。実は、槻木の配水管につきましては、2015年の12月会議

で一度取り上げております。ですから、今回が２回目になるんですが、中身については2015年

と余り変わりないかなというふうに感じているんですが、ただ前回になかったお答えとして、

費用対効果を考慮しながら、計画的な布設について検討してまいりますと書いてあるんですが、

これはどういうことを意味しているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 費用対効果につきましては、水道事業については全て料金収入

でもって経営を行っております。その関係上、施設の整備及び維持管理等についても、その費

用からということで、それでその収支のバランスをもって経営が必要ですので、その費用対効

果ということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そうしますと、ここに書いてある計画的な布設について検討してまいり

ますということは、今後入れないということですか。それとも、年限を限ってある程度費用を

賄えるとき時点に入れるという形なんですか。どちらでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 槻木地区につきまして、この路線につきましても現在住民の世

代交代、また住宅の建て直し、土地の売却等そういう問題も絡んであります。そういうもので、

新規の取出しについて、今後需要が増えてくると考えておりまして、ここに町としての配水管

布設工事、これについては避けて通れない問題として今後進めていく予定であります。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 槻木地区に限りますと、あそこはウナギの寝床、当時の宿場町という形

でウナギの寝床風になっているんですね。ですから、今は亡き同僚だった斎藤義勝さん、義勝

議員のところも隣と合わせて、そうやって北半分南半分という形で、敷地を分けて、敷地幅を

大きくしていって住宅をすごく現行的な住宅にしたいという形で、そういう設計ができるんで

すけれども、今の状況でいくと北半分南半分に分けたときに、どうしても旧県道に面している

ところの水道の問題がネックになってしまうんですね。 

  そうすると、槻木地区の土地開発なり新たな考え方のまちづくりというのが非常にそれがネ

ックになってきて進まないという、これは現実として起きている問題ですし、結構いろんな係

争事件も、要らない争いがそこで起きているというのが、これは現実なんですね。それをただ

見ているというのはどうかなと思うんですが、それは各住民の家庭ですよという形なんですか。

それとも、それについてもしできるんであれば、行政が入っていってその原因を取り除くとい

う方向も私は絶対これ必要かなと思うんですが、その点からどのようなお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） これまでこの槻木地区につきましては、昭和の時代に県道、国

管理、また県管理としていた場合、その時点で相当の市街地の形成がなされました。その際、

この路線には本管の埋設が許可されないために、裏側の町道の、町で敷設しました町道から各

自が取り込んでおります。長いところでは、裏側の町道からでもこの路線までにつなぐのに50

メートル、また60メートルなりを負担して行っておりますが、そういうような問題もありまし

て、町で今後進めていきたいと考えておりますが、係争問題関係等それについては、町として

は介入するものではないと考えます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君）    からの回答の中に、例えば下水道管が入っている、あるいはＮＴ

Ｔケーブルが入っている、ガス管、山パンの天然ＬＰＧのガスが入っている、そういう事実が

あって掘れないということじゃないと思うんですけれども、布設されないということじゃない

と思うんですが、ある程度収入によると確かにそのとおりなんですけれども、無理のない範囲

で順次入れていくということは、予定として入っていると考えてよろしいんでしょうか。繰り

返しになると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 今後、この当該路線についての埋設について、計画のほう進め
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ていきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ありがとうございます。 

  それでは、稲荷山用水についてのところ、私も現地行って確認してきたんです。ですが、今

は町長の答弁でいきますと、水道敷地内に指定されているということなんですが、今現実につ

いてはその部分は宅地の一部として使われていて、そこのところに門とか塀とかいろんなもの

ができていますよね。そうした場合、これを老朽化していて取り替えるという形になっていた

ときに、どうしても民地にある施設自体を交換なり、除却しないとできないという形になると

思うんですが、それはどのような形で考えておられますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 先ほど町長答弁しました町で施工しました管につきましては、

あくまでも水道用地内に埋設されております。その場所については、現在の水路から50センチ

なり、そういう狭いところもありますが、四日市場地区に行くと１メートルほどの水道の残地

がありますので、そこの中で埋設されて、取出し等が行われております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そうするとそこに古いところでいくと、いろんな門とか塀が実際今ある

ところもありますけれども、それはもう所有者の方々は、それは施設事業は撤去するんだとい

うことは了解済みということですね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 町のほうでは、今お話にあったような、官地内に当然個人の門

とか、塀とかそういうものが入っているとは考えておりません。あくまでも、現在設置されて

いる稲荷山用水路、コンクリート水路でありますが、それと民地の間に残地がある部分につい

て本管が入っているものとして、そういうような狭いところについては一部、そういうような

個人の方の協力もいただくかも分かりませんが、基本的には官地内、町も名取の土地改良区か

ら占用している、占用許可を受けて埋設しているわけですが、そこの中で収めたいと考えてお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。旧４号線と同じようなところということで、今七十七銀

行の船岡支店から中名生のＢＩＧまでの区間もそうだという話なんですが、そのほかにも例え

ば新生町、若葉町のところ一部あると思うんですが、例えば若葉町でいきますと、仏壇屋さん
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があるんですけれども、あの並びですね。私もちょっと歩いて確認してきたんですが、前面に

なくて、やっぱり裏から引いていると同じような状況のところもありました。あと、その反対

側の新生町、そこについても全く同じような状況で、裏のほうから引いてくるとか、隣のとこ

ろから持ってくるとか、そういうところがあったんですが、ここについてはどのような対策を

考えておられますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） こちら、今質問ございました新生町、若葉町につきましては、

昭和40年代頃の土地区画整理事業によりまして、整備された住宅地でありますが、その際に道

路以外にバイパスに面したところの宅地関係の給水を引くために、そこに民地の中に背割りの

形で配水管を布設しております。それから、現在多くの方が給水の取出しとして水道を使用し

ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 多分状況は槻木と同じだと思うんですよ。確かにその時点では、そこに

いる方々は納得してそうなっているかもしれませんけれども、世代が変わっていって、例えば

引込みしたところの方がほかに移転して、その方の土地を売買という形になっていったときに、

埋設権というのは登録しているわけじゃないと思うんですね。今      ところですね。

そうすると、埋設権というのが登記していなければ、その権利がそこで消滅することになるん

ですね。そうなったときに、新しく土地の所有者が変わったときに、その契約が引き継がれる

かといえば、もうそこで無効になってしまいますね。そうすると、今槻木で起きているのはま

さにそれなんですよ。そういったことを私は防ぎたいということで、今質問をしているんです

が、そういう状況になる可能性はあると思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 現在、若葉、新生両地区におきまして、約600メートルほどが

その背割りの民地の中に配水管を埋設されております。それらにつきましては、現状はそのよ

うに権利関係が継承されずにいっている場合もありますが、今後としましては、やはり国道に

おきましても、占用の埋設許可が下りる時代になっておりますので、これについても槻木地区

同様でありますが、建設の投資効果を考慮しながら進めていかなければならない課題かなとい

うふうには捉えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ありがとうございます。ぜひ検討していただきたいと思います。 
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  また、同様な事態として、ここの近隣も同じような状況なんですよね。例えば、郵便局があ

るあの通りですね。今マンションがあるところなんですけれども、あそこには花屋さんがあっ

たりとかいろいろ並びがあるんですが、そこは半分、確かに敷地の線路側は半分入っていると

ころはあるんですが、その道路の南側、そこはやっぱり槻木と同じような形で花屋さんについ

ては前のあった寿司屋さん辺りからずっと線を引いて、取っているという状況なんですが、こ

こも同じような検討はされていくのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） これらも、そういうような民地との関連はございます。長期的

なものとしては、そういうようなことも見直すというのも考えられますが、やはり町内多くの

同様の路線がありますので、それの整備状態、整備状況等併せての考えかなというふうに思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ありがとうございます。それでは、今のところなんですけれども、県道

50号線白石柴田線ですかね、ここのところと線路の間のところについては、今ここにいらっし

ゃる佐々木議員の家の横の道路を通って、県道の下をくぐって向こう側に持っていって、そこ

のところで、こちらのほうは民地の中を通って横に水道管が行っているという、それでその水

道管が通っているところが何軒かあるんですが、こちらは槻木と違って、水道の敷地内ではな

く完全に民地なんですが、このところも老朽化すれば交換するということが出てきますが、現

在、その民地のところにある塀とかブロックとか門とか、そういったものも除却するというこ

とは、当時の方々は了解済みでやっていることなのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） ちょっと今の件につきましては、当時の経緯等承知しておりま

せんので、確認を取りたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ぜひ検討をお願いしたいと思います。それと、水道の端のところにある

固定されているやつ、これは船岡大橋についてはもう設計ができているので、すぐできるとい

うことで、白旗橋については今後更新工事を進めていくということなんですが、これは大体い

つ頃なのかというのは検討というか、目安はあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） まだ工事の実施予定については、計画しておりませんが、昭和
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48年に白旗橋の水道配水管については施工しておりますので、耐用年数等を見ながら計画する

準備は進めていかなければならないと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） この白旗橋についている鋼管と、それと第５問目でお聞きしました町道

97号線、槻木97号線にある、あれ本管だと思うんですけれども、結構太い管、何回か破裂して

いて、私が知っている限りでも随分あそこ工事やっているんですが、ここについて実施設計を

ルートを変えたいということなんですが、そうすると白旗橋の管からあの管につながっている

と思うんですけれども、白旗橋の水道から全部合わせてもルートを変えていく、白旗橋は同じ

ところなんですけれども、そこから出たところのルートを変えていくということなんでしょう

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 現在、白旗橋に入っている管につきましては、船迫の配水場か

ら槻木地区に送水している配水管でありますが、これにつきまして、東禅寺からＪＲのところ

を稲荷山沿いに行きまして、それで山崎製パンさんとかに送っている路線でもあります。それ

につきましては、ルートを、度重なる漏水が発生しておりますので、その部分を区間をショー

トカットする形で、先ほどの槻木172号線、そちらのほうを使いまして接続したいと考えてい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ぜひ検討をお願いしたいんです。というのは、あそこのところがもし断

絶なり何か問題が起きると、山崎パンに行っているのはそこですもんね。そうすると、工場か

ら槻木町全体がもう動かないという形になっちゃうと思いますので、ぜひ検討をお願いしたい

と思うんですが、これからちょっと仮説になるかもしれませんけれども、旧国道、旧県道です

ね、そこにある程度収入ができ、何メートルがやれるという話になってきたときに、もし入れ

る形になっていたときに、それは車道の部分に入れる計画を考えておられますか。それとも、

歩道に入れるような計画になるんでしょうか。どちらのほうを考えておられるか、もし想定が

あるんであればお話し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。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） まだ設計等を行っておりませんので、埋設位置については、実

施設計の段階で決定ということになってまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○12番（秋本好則君） 水道については、本当にいろんな歴史的な問題全部引き継いできている

ということがあるのも重々承知しております。ただ、よく言われるのは衣食足りて礼節を知る

という言葉もありますけれども、水というのは衣食の一番基本的なものですよね。その地域で

生活するためにはぜひ必要なものですから、それをきちっと整備していくということもこの行

政の責任であるし、それを進めていただくということも、我々議員の責任だと思いますので、

ぜひ検討していただきたいと思います。 

  これ仮になんですが、今槻木地区でいけばあの道路については、歩道が、私も何回か取り上

げているんですけれども、歩道が大変問題になっていて、シニアカー自体が通れない状況にな

ってきているということがあるんで、もし歩道に入れるんであれば、例えば側溝の改修と同時

に入れていくということも１つの手かなと思うんですが、そういうことは建設のほうと多分い

ろんな話合いがなると思うんですが、考えることはできませんか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 先ほどの設計の段階で埋設地が決まってまいりますが、その段

階でその歩道部に入れるようになれば、そのような道路管理者との協議のほうも行っていきた

いと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 先ほど言いましたように、水というのは非常に生活の必需品ですので、

これは槻木地区だけに限らず、船岡でも先ほど見ていきましたように、何点かそういうところ

がまだありますので、ぜひ前向きに検討して、早い段階で工事進めていきたいなと思います。 

  では、２問目の軽自動車税についてお聞きしたいと思います。 

  軽自動車税で、確かに県のほうの法律でそうなっているからということは、私も聞いている

んですが、例えば法律のほうで、法律の中では何月時点、いつ時点で軽自動車税を取るという

ことは書いてありますけれども、それを返してはいけないという法律はないと思うんですが、

違いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） おっしゃるとおり、返していけないという文言はございませんが、

返していいという文言もないということで、一般的にはそれは返さないというふうに解釈する

のが妥当だというふうに考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 例えば、私なんかよく見ている建築基準法というのがあるんですが、そ
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れの第１条の目的のところにこういうこと書いてあるんですね。この法律は、建築物の敷地、

構造、設備及び用途に関する最低の基準を決めるというふうに最初からもううたっているんで

すね。ですから、必要に応じればこれに輪をかけた形でいろんな法律ができますよということ

も暗に言っているわけです。 

  それで、例えば法律と条例とのすみ分けといいますか、そういったことについて、徳島県の

公安条例事件について、最高裁の判決が出ているんですが、それはご存じでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） ただいま例示をいただきました事案、徳島市公安条例事件というふ

うにお伺いしましたけれども、詳細については承知をしておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） これの中でいろいろこう、どういうときが条例は無効で、どういうとき

が有効なのかという最高裁の判例が出ているんですけれども、これをよく、今これ全部従って

いるものですから、これに関して読むと、例えば条例と法律が並存していて、そして法律の目

的に基づく規律を意図するものであって、そしてその適用によって目的と効果を今までの法律

で書いてある目的と、効果を何ら阻害するものではないという場合などが有効という判決が出

ているんですね。 

  ですから、法律上、法律のほうでは通るということが書いてあるわけですから、それを徴収

して、そしてそれはもう法律を守っているわけですね。ですから、それについてある程度行っ

て所有権がなくなった時点で、月割り計算で返すということにしても、これの判決に従えば有

効、そういう条例はつくれると思うんですが、違いますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） 軽自動車税につきましては、町長答弁のとおり、地方税法を根拠と

したもので、それをまた町税条例に定めているということの課税となっております。地方税法

の第２条で、公共団体はこの法律の定めるところによって、地方税を課税徴収することができ

るということで、また軽自動車税につきましては、具体的な課税方法がいろいろ書かれてある

んですけれども、この部分については、弾力的あるいはその選択的な条項がないということで

すので、もともとは憲法の94条の規定から始まるんですが、その範囲の法律の範囲を超えるこ

とができないという縛りがありますので、自治体の、簡単に言いますと自治体の裁量権がない

というふうに解釈されるべきものというふうに考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○12番（秋本好則君） そうしますと、自動車税は月割りで返還されますよね。そうしたときに、

返しても返すということを、軽自動車税に限って、一度納めていただいたやつを月割り、自動

車税と同じような扱いをするということも可能だと思うんですが、これについてはどうかなと

思います。例えば、町長も一番最初の新しい任期に入るところにこういう答えを表明されてい

たんですね。国の仕事と考えられていたものが、これからは自治体の仕事になることもある。

政策の殻を破り、テイクオフしていくという発言されているんですが、ここでこれをテイクオ

フの道具にしたらどうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 担当課と議論を闘わせましたけれども、大体課税の時点が違うというこ

とでございます。先ほど言ったように、地方税法にも裁量権のない仕事と、町長の自由裁量で

ある政策とは分けて考えないといけないというふうに考えております。幾ら町長がこれまでの

殻を破りと言っても、法律で決められているところまで破りますと、違法行為になりますので

それはできないということでございます。ですから、何でもかんでも方針が全体でお話しして

いますので、全て適用されるわけではないということをご理解いただきたいと思います。 

  ですから、自動車税と軽自動車税と普通自動車税は、もう課税の時点から違うと、そういう

ふうに地方税法で決められていると。その決められた中で、条例はその範囲内で、先ほど課長

が言ったように、自治体の裁量権がないということなので勝手に４月１日時点で、年割り、年

賦ですか、１年間分取ると決まったやつを途中で返すというのはできないということでござい

ます。逆に言うと、先ほど申しましたように、自動車税のように途中で取得した人は課税され

ないということでございますので、その年度に限っての方々、登録する人は１年間課税されな

い。普通自動車税の場合は、月割りで課税される。逆に、軽自動車税の場合は、途中で所有権

がなくなったら残念ながら返せない、普通自動車税は返せると。そこに地方税法の課税の時点

での違いがありますので、これは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。 

○12番（秋本好則君） その点について、先ほど徳島県の最高裁判例というのが、私紹介したん

ですが、片方のほうで同じような条件で返す、片方のほうでは返らない、この徳島県の条例、

最高裁の判決を見れば、同じ方向でいっていた条例と法律が並存していて、そしてその法律の

趣旨を反するものでなく、目的を阻害するものでなければ、条例は有効だという判決も最高裁

出ております。 

  それで、質問のところで、質問している中で、同じような形で大学の入試の授業料返還とい
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うのがありまして、これも前はある程度授業料を取って、入学の前に授業料を取っていたとい

うのがあったんですけれども、これも無効判決が出て、今はすることが禁止されていますよね。

それと同じような形で私はいけると思うんですが、そうするとこれを返さないということ自体

が民法でいう１条第３項の権利の濫用にならないかという危険を私は感じるんですが、それは

ならないと考えておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） まず１点目、徳島市公安条例の件ですけれども、事案の詳細につい

ては承知をしていないという答弁を先ほど申し上げました。併せまして、関係法令も不明です

ので、軽自動車税について参考とすべき判例判決なのかということも現時点では判断できない

という状況でございます。 

  ２つ目に、大学の学費のこと、これは事前に通知いただきましたので、概要調べさせていた

だきました。ざっくり簡単に言いますと、消費者契約法の適用ということを争っているという

ことですので、こちらは一般に、私人と私人の契約行為に関する判決だということで、軽自動

車税の場合は自治体とその個人の関係、行政処分という考え方になりますので、これを同じ土

俵で論ずるのが適切ではないというふうに考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 何かこれから免許の返納という方もかなり進んで、多くの方が返納され

ることになるんじゃないかと思うんです。そうすると、高齢者もの方々はどちらかといえば、

大きいものよりも軽自動車に乗っている方が多いと。そうすると、これから何かちょっと不思

議、不公平感が出るんじゃないかなあと、私はそれをちょっと危惧しているもんですから、こ

ういう質問をしたんですが、分かりました。 

  そういうことであれば、検討の余地はなしということで考えてよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） 国会のほうで法改正があれば、それに準じて条例も改正するという

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。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。それでは、私は私なりにいろいろの方々を説得して、納

得させていこうかと思います。 

  これで質問を終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて12番秋本好則君の一般質問を終結いたします。 
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  ただいまから休憩いたします。 

  11時30分再開といたします。 

     午前１１時１８分  休 憩 

                                            

     午前１１時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  １番石森靖明君、質問席において質問してください。 

     〔１番 石森靖明君 登壇〕 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  大綱２問、質問させていただきます。 

  １．町内外への情報発信の在り方の再考を。 

  現在、本町は多様なツールにより町内外に向けた情報配信を可能としていますが、令和４年

度６月会議において、同僚議員の一般質問への答弁では、今行っている情報サービスでは不十

分と認識している旨の見解が示されました。しかし、その答弁は今ある情報発信ツールを十二

分に活用した上での答弁であったのか、令和３年度９月会議で、私が提案した情報の発信方法

等について検討されたのか、さらには、日頃から様々な工夫を重ねた上で運用されているのか、

私には疑問でした。 

  特に、行財政を運営していく上では、何事においても今あるものの利用価値を十分に高め、

無駄なく活用することや、先々を見据えた業務の効率化が重要であると私は考えます。そこで、

町としては、今ある情報発信媒体を十分に活用できているという認識なのか伺います。また、

今後より経済的かつ効率的、効果的な情報発信の在り方についての考え方等について伺います。 

  １）フェイスブックは７月１日を最後に更新が止まっています。その他の発信媒体であるＬ

ＩＮＥやＥメール、ホームページも含め、情報発信を行う際の体制はどのようになっているの

でしょうか。また、現在まで発信している情報量をもって、町民や町民以外の方々への情報発

信は十分であると考えていますか。 

  ２）フェィスブックの年代別利用率は、30代から40代の利用率が高い状況にありますが、フ

ェィスブックと連携して、情報発信可能なインスタグラムが10代から40代までの幅広い年代で

利用されています。幅広い年代に対して効率的に情報発信していく観点からも、フェイスブッ

クとインスタグラムを連携しての発信はできませんか。 



１４０ 

  ３）現在の町ホームページは文字が多く、視覚的に情報が読みづらいという印象があります。

今後、より見やすく情報が整備されたホームページへリニューアルすべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

  ４）紙媒体の情報発信ツールの主なものとして、月１回発行の広報しばた、月２回発行のお

知らせ版があります。ＤＸ化や、先々を見据えた業務効率化等の観点、さらには経費節減やＳ

ＤＧｓ等の観点から、これらを例えば、広報しばたの発行を２か月に１回、お知らせ版の発行

を月１回にすることなどは考えられませんか。 

  ５）令和３年度９月会議の一般質問において、私が提案した情報発信の提案内容について、

その後どのように検討されましたか。 

  大綱２問目です。 

  ２．槻木放課後児童クラブの増設決定は検討や工夫を重ねた結果なのか。 

  令和４年３月17日に開催された議員全員協議会において、町長から槻木放課後児童クラブの

増設について説明がなされました。その後、５月会議に上程された令和４年度一般会計補正予

算案として、実施設計にかかる費用が800万円計上され、可決されました。今後、令和５年４

月の開設に向け、工事費等が示されるものと思います。 

  一方、７月29日の議員全員協議会で示された西住児童館の廃止、移転については、耐震化の

問題や公共施設等総合管理計画に基づくものであり、さらに今後確実な人口減や、財政運営の

観点に鑑みても、必要なことであったと理解しています。しかし、この件については、特に西

住地区の住民の皆様へより丁寧な説明が求められると考えます。 

  ８月会議の後、私なりにこれまでに示されたこの２つの案件の取扱内容について対比し、考

え合わせたとき、おのおのの決定の間にある矛盾に気づき、疑問を感じました。そこで、西住

児童館の取扱いと異なる対応であると映る槻木放課後児童クラブ増設の決定に関し、次の点に

ついて伺います。 

  １）槻木放課後児童クラブは、学校施設内に新たに増設されることになりました。この増設

決定までには、放課後に利用されていない教室の利用の検討と、様々な角度からの議論は十分

になされてきたのでしょうか。また、増設ありきで議論が進んでいなかったでしょうか。さら

に、担当課間や学校との連携による工夫や検討は重ねられてきたんでしょうか。 

  ２）構造設計や利活用方法については、今後、確実となる児童数減少等の視点からも行われ

ているのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いします。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 石森議員大綱２点ございました。 

  まず、情報発信の在り方の関係でございます。５点ほどございましたので、随時お答えをい

たします。 

  現在の情報量で町民、町民外以外への情報発信は十分であるかということですが、町の情報

発信は、町民や事業者向けに発信する町内向けの情報と、観光情報など、町外向けの情報の大

きく２つに分けられると考えております。町内向けの情報は、町の政策情報、行政サービスや

各種手続情報、災害情報など多岐にわたっております。そのため、広報紙の全戸配布、町ホー

ムページへ制度等の詳細な記載、事業対象者への通知などにより、確実に情報を伝達し、安心

して生活や事業ができるように努めています。 

  またリアルタイムに情報伝達できるメール配信及びＬＩＮＥ等複数の伝達手段を組み合わせ

て情報発信を行っております。 

  町外向けの情報発信は、町の魅力を発信し、関心を持ってもらうようにするために、画像を

中心に発信できるフェイスブックや、発行部数が多い新聞広告などを活用しております。 

  次に、情報発信の体制についてですが、広報しばた及びお知らせ版については、広報担当が

取材したものに加え、各部署から情報を収集し、最終的なレイアウトをまちづくり政策課で作

成しています。それ以外のホームページの更新、メール、ＬＩＮＥ及びフェイスブックなどに

よる発信については、各部署がそれぞれ独自に実施しています。 

  情報発信は、１つの部署で戦略的に行っていくことが求められるわけですが、現在の人員体

制では、おのずと限界があるため、広報紙とホームページ、メール等の連携や特性に応じた情

報発信については、基本的に役場内で統一を図っているものの、各課で情報発信する際の統一

性や頻度に差異が生じてきているのが実情です。 

  情報発信については、職員のマンパワーや発信手段を最大に生かせるよう、情報発信に関す

る基本的な考え方について、再度職員間の意思統一を図るとともに、町の情報が必要な全住民

全てに対し、確実にしかも分かりやすく、親しみが持てる情報を届けられるよう、新たな発信

の手法や運用体制について調査研究をしていかなければならないと考えております。 

  ２点目フェイスブックとインスタグラムを連携し、情報発信できないかと。 

  現在、町のフェイスブックは、花のまち柴田、図書館、まちづくり推進センター用の３種類

で運用しております。インスタグラムは画像を中心に発信するものですので、町の魅力を町の
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内外に発信していくことを活用することとしています。 

  インスタグラムをフェイスブックと自動的に連携させても、特に職員への新たな負担増や、

導入及び運用コストは発生しない見込みですので、フェイスブックにインスタグラムを連携さ

せ、情報発信を行ってまいります。 

  また、フェイスブックやインスタグラムは、３つ以外の事業で活用していくことも考えられ

ますが、その際にはどのような目的で、どのような方を対象に、どのような情報を発信してい

くのか、また情報発信ツールが増加することで、職員の負担はどの程度増えるのかなども整理

した上で、導入が有効であるか検討してまいります。 

  ３点目、より見やすく情報が整理されたホームページリニューアルできないかということで

すが、町ホームページは平成25年度にデザインを大幅に刷新し、平成30年度にアクセシビリテ

ィに配慮したデザイン変更や、スマートフォン表示対応、サイト翻訳等の機能更新を行ってき

ました。 

  現ホームページシステムは、今年度末までのシステムリース契約となっておりますので、今

後は来年度のホームページシステムの更新に向けて、ホームページデザインや構成の冊子につ

いて検討を進めてまいります。 

  ４点目、広報しばたを２か月に１回、お知らせ版を月１回にできないかと。 

  現在、広報しばたを月１回、お知らせ版を月２回の合計３回発行して、全戸配布しておりま

す。併せてホームページも掲載するとともに、ＬＩＮＥでも配信しており、パソコンやスマー

トフォン上でも広報紙を閲覧していただける環境となっております。 

  情報発信は、必要としている方にできる限りタイムリーに行っていくことが重要です。デジ

タルツールを利用した情報発信は、町民全員に届けることはできませんが、タイミングや回数

に制限が少ないことから、タイムリーな情報発信に向いています。一方で、紙の情報発信はス

ピードと回数に限界はありますが、全戸に配布し、幅広い世代が手に取りやすいというメリッ

トは大きく、現在でも町の情報発信手段の基本としております。近隣自治体では、広報紙は月

１回のみ発行しているところが多くなっている状況ですので、月３回の広報紙発行は、近隣市

町と比較すると手厚く情報発信をしていると考えております。 

  広報しばたを２か月に１回、お知らせ版は月１回にすることはできないかとのご提案ですが、

広報しばたについては、町のビジョンや政策等を詳しく解説することで、町の目指す方向や旬

な町政情報を町民に届けることができる重要な情報発信ツールであることから、月１回の発行

を継続させていただきたいと思っております。 
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  一方、お知らせ版については、パソコンやスマートフォンで町の情報を受け取れる方を増や

す中で、速報性のある情報や、身近な行事のお知らせ等はＳＮＳでの情報発信にウエイトを移

してまいります。 

  ５点目、９月会議の提案内容のその後の検討状況です。昨年の９月会議でご提案いただいた

内容のうち、まずホームページとメール配信、ＬＩＮＥの効果的な連動について、ＬＩＮＥへ

の登録促進についての検討状況です。 

  ホームページに掲載した内容をメール配信や、ＬＩＮＥで発信することについては、それぞ

れの特徴や制限を踏まえて、情報発信に活用していくと回答しておりますが、文字数や画像の

添付に制限があるため、全て同じ内容を載せることは困難な状況です。そのため、詳細につい

てお知らせしたい場合には、メールやＬＩＮＥへホームページのＵＲＬを掲載しております。 

  バンドワゴン効果によるＬＩＮＥの登録推進については、現在広報紙への掲載内容、チラシ

のデザイン変更を行っているところであり、利用状況や利用のメリットを掲載するなどし、登

録のメリットは伝わるように指摘していきます。 

  次に、防災に関し、防災行政無線を放送する内容を他の多数のチャンネルを用いて発信する

こと、野外拡声機をあらゆる機会に活用していくことについては、今年度から町内の新型コロ

ナウイルス感染症の陽性患者数が多い日に、防災行政無線を使用し、町民の皆様に予防啓発、

注意喚起の内容を放送しております。また、この防災行政無線と同じ内容を、柴田町メール配

信サービス、ＬＩＮＥにも配信しております。さらに、新型コロナウイルス感染症の陽性者数

も町ホームページに掲載しております。 

  最後に、防災ラジオを持つ高齢者世帯の近所への間接的な情報伝達の働きかけについては、

柴田町メール配信サービスやＬＩＮＥの登録を防災出前講座や広報しばた、町ホームページ、

健康推進課が行う新生児訪問時などで、幅広くお知らせし、登録を促す働きかけを行ってきて

おります。 

  次に、大綱２点目、槻木放課後児童クラブの増設決定は検討や工夫を重ねた結果なのかにつ

いて、２点ほどございました。 

  まず１点目、増設決定までには、様々な角度からの議論は十分になされたのかについてでご

ざいます。 

  令和３年度までの放課後児童クラブの運営は、定員90人で、児童館の専用部分と学校の低学

年棟２階にある４教室のうちの１教室、さらにプレイルームの３か所で実施してきました。と

ころが、令和４年度は２学年が１クラス増え、３クラスとなったことから、低学年棟２階の教



１４４ 

室は、２年１組、２年２組、２年３組、そして特別支援学級で４教室、全てを使うことになり、

これまで学校から借りて使用していた放課後児童クラブ室を返還しなければならなくなりまし

た。 

  このため、別に放課後児童クラブを運営するための場所を確保する必要に迫られたことや、

さらに、待機児童も多かったことから、教育総務課及び学校と協議を重ねた結果、低学年棟２

階の特別支援学級は、一時的に視聴覚教室を使用することで調整が整い、令和４年度に限り、

これまでと同じ現状のままで放課後児童クラブが使用できるようになったものです。 

  しかし、令和５年度以降においては、学校内で放課後児童クラブを運営するための空き教室

の確保は困難であったことから、国庫補助金、子ども・子育て支援整備交付金のうち、補助率

国３分の１、県３分の１、町３分の１の補助率の高い児童クラブ施設整備費を活用し、早急に

60人定員の放課後児童クラブを増築することにしたものです。令和５年４月から既存の児童館

の専用部分を活用した中での30人定員と合わせて、従来と同じ定員90人を確保し、運営するこ

とにした次第です。 

  なお、槻木児童館と西住児童館の取扱いについて疑問があるとことでしたので、これまで町

の取組経緯を知らない議員の皆様も多くなってきていることから、改めて整理して申し上げま

すので、この柴田町の児童館の歴史について、ちょっと新しい議員さんは覚えておいていただ

きたいというふうに思います。 

  まず、長年柴田町の児童館は幼児型児童館として運営されてきました。しかし、少子化によ

る定員割れや、施設の老朽化によって、平成25年に財政健全化計画に基づき、廃止の方針を決

定し、議会、行政区長会、住民懇談会等において説明をしてきたところです。ですから、出発

点は平成25年なんですね。 

  その際、幼児型児童館を廃止した後の児童館については、船迫児童館は子育て支援センター

と、自由来館型児童館の複合施設として新築終わっております。三明児童館は、放課後児童ク

ラブと自由来館型児童館の複合施設として新築、これも終わっております。西住児童館も放課

後児童クラブと、自由来館型児童館を基本とした複合施設として、新築する方針を実は３地区

に示しております。ただし、西住地区には西住公民館と西住児童館、西住集会所の３つの施設

を２つ以下の施設に集約化を図ることを条件としたものです。しかし、幼児型児童館の廃止に

ついては、一応了承は得られたものの、施設の集約化に対しては地区の考えがまとまらなかっ

たことから、西住児童館の新築を先送り、要するに三明児童館の前に造るはずだったんですが、

西住児童館の新築を先送りする一方で、当時西住公民館で実施していた放課後児童クラブを西
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住児童館に移し、現在に至っているものです。しかし、年々建物の劣化が進んできたことから、

令和元年に策定した公共施設等総合管理計画、個別施設取扱方針においては、西住児童館は、

西住公民館に移転し、複合化を図ることとし、議会や町民に周知をしているところです。 

  そうした経緯を踏まえていただき、今回定員90人の放課後児童クラブについては、学校側か

らの教室の返還要請を受け、学校との調整を行った結果、ほかに代替するスペースを確保する

ことは困難であったことから、国の有利な補助金も活用できる増築を検討したものです。この

補助金は、学校施設内でないと駄目だという条件つきです。 

  一方、定員30人の西住児童館については、白石市の小学校での防球ネットの支柱が倒れたこ

とによる死傷事故や、去る３月16日の福島県沖地震による建物の劣化の進行を受け、緊急避難

として平成22年から平成27年度まで放課後児童クラブが設置運営されていた西住公民館を再び

利活用することにしたものです。 

  ２つの施設の増築や移転は、あくまでも子どもたちが安全・安心に過ごせる居場所として、

また保護者も安心して預けられる環境を緊急に整備するための対応であり、２つの児童館の取

扱いの相違については、これまでの町の方針、議会に示した方針と何らそごを来すものではな

いことをご理解願います。 

  ２点目、構造設計や利活用方法について今後確実となる児童数が減少という視点からも行わ

れているのかいうことです。 

  槻木の児童数については、今後５年間は横ばいで進んでいくと見込んでおり、核家族や祖父

母の就労も増加しているため、クラブ利用のニーズは増えると思われます。今回、建設する建

物は60人を保育できるもので、建物の面積は248.46平方メートル、構造は軽量鉄骨平屋となり

ます。間取りは、保育室２室とトイレ、水飲み場、給湯室、収納スペースとなり、保育室の壁

はスライディングウオールで開閉することで大部屋にもなり、活動内容で臨機応変に使用でき

るよう計画しております。 

  放課後児童クラブとして使用していない午前中の時間帯については、児童館機能をさらに充

実させるために、子育て支援事業のなかよし広場や子育て相談や子育てサークル活動の利用な

ど、学校へ影響のない範囲で活用してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ただいまご答弁いただきましたので、それに沿って再質問させていただ

きたいと思いますが、まず大綱１問目の情報発信の在り方についてです。情報発信は私十分で
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あるかということでお尋ねしたんですが、十分であるか否かという答えがないようでございま

す。 

  町長にお伺いしたいんですけれども、まず初めに、黒いスマホに変わっておられたのであれ

だったんですけれども、例えばＬＩＮＥとかフェイスブックとか、本町のホームページなどを

ご覧になって、情報量として、情報発信の量として、質としていかがなご見解をお持ちなのか

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） 情報手段は、年々更新されて新しいものに切り替えていかなければなら

ないというふうに思っておりますが、実際に情報を出しておりまして、町の情報が正しく伝わ

っていないということが一番の問題点ではないかなというふうに思っております。全ての方と

は言いませんけれども、おおむねの情報が正しく伝わらない、これが一番の情報戦略の問題点

ということになります。 

  逆に、町民から知りたい情報というのが、果たして柴田町の情報と合っているかというと、

残念ながらこれも100％合っていない。そこに情報戦略としては、ほかの町は分かりませんが、

私のイメージしている情報戦略としては、もっともっとこの情報内容を、内容を充実させてい

かないと、幾ら近代的な情報ツールを使ってもそれ以前の問題だと。もう少しこう戦略的にや

りたいという思いがあるんですが、担当課、本当は１つに柴田町ＰＲ戦略室でもつくりたいん

ですけれども、人と予算がありて、各課の連携を強化する以外に今のところ体制を強化すると

ころがないと。 

  ですから、新たな情報ツールについては石森議員おっしゃったように使い方を十分に理解し

て、職員にレベルを上げていただいて、とにかく今ある情報を正しく分かりやすく、そして情

報量を増やして流していきたいというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 戦略的なというところで発言がありましたけれども、戦略的なところま

で行くとちょっと時間がちょっといろいろ準備してきたんですが、時間がなくなりそうなので

ちょっとまたこの議論は後でにしたいなと思うんですけれども、例えば戦略的という言葉あり

ましたけれども、今各課でされているということ、それから本来であれば１つに集約したほう

がいいんじゃないかという発言なんかもありましたけれども、ただ私は情報をいかにどんどん

どん発信をし続けていくかというものがすごく大事だと思うんですね。 

  特に、インスタグラム、答弁だと前向きにご検討いただくということではありました。特に
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インスタグラムなんかは、写真がメインで、要は見た目重視的な、何ていうんですかね、そう

いったことも目的としたツールの１つであるんですけれども、どちらかといえば私もそんなに

詳しいわけじゃないですけれども、若い世代の職員の方々の意見だとか考えだとかそういった

ものを、そういう情報発信のツールを十分に活用する上で生かしているということはあるんで

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） 各課のほうで情報発信する際には、ベテランの職員さん

よりも若い職員さんが主になって発信しているというふうに私は認識しております。インスタ

グラム写真というお話もありましたけれども、そういう写真を適切に撮ってアップできる、そ

ういう事業をやっているところの活用ということでは十分考えられる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。 

○１番（石森靖明君） こうやって、いろいろな情報発信をどんどんしていけというか、してい

ってくださいというと、どうしても職員さんの手間というのは、業務量も増えてくるのかなと

思うんですけれども、今町として市民ライターの養成なんかもしていますけれども、例えばフ

ェイスブック、私の一般質問最初の質問書では７月１日以降されていないということだったん

ですけれども、私が質問書出した８月23日、ちょうどその日にフェイスブックが更新されまし

た。図らず、図ったわけじゃないと思いますけれども、されています。ただやっぱり、定期的

にというかその町の情報を発信していくという上では、定期的にやっていかないといけないわ

けで、それをするには、やっぱり職員の方々の力だけではどうしてもこう片手間になってしま

う部分もあると思うので、多分この情報発信については、別にこう特別なところを設ける、例

えば部署とか設ける必要はなくて、一般の方を巻き込んだそういったＳＮＳ発信サポーター的

な、そういった制度をつくりながらやられていってもいいのかなというふうに思いますし、そ

うすることによって、より何ていうんですかね、役場の中の職員さんの中からは出てこないよ

うな発想で発信できたりとか、そういったことも可能なんではないかなと思うんですがいかが

でしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 先ほどの更新の件、フェイスブックのほうの更新の件な

んですけれども、前回は紫陽花まつりがあって、その後のイベントがなかなかなくて、８月に

は曼珠沙華のイベントということで、ちょっとアップのほうさせていただいたというような経
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緯があるかと思います。 

  今石森議員ご質問の市民ライター、民間の方、一般の方を使った情報発信についてのご質問

なんですけれども、なかなか一般の方のそういう発想とか、考え方を活用するというのは大変

いいことなのかなというふうにも考えてございます。一方で、そういう公的な町の伝達手段で

ありますので、そこで表現の仕方とかそういったところある程度町のほうでもフィルターを少

しかけていかなければいけないのかなというような部分を考えてございます。 

  また、それぞれＳＮＳの中で、あんまり考えたくないんですけれども、内容によっては適切

ではない表現で出してしまったりとかという、そういったちょっとモラル的な部分もしっかり

その辺は管理していかなければならない部分というふうに考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） もちろん課長がご懸念のとおり、いわゆる炎上するとか、そういったこ

とももちろん可能性としてはゼロではないと思いますけれども、やっぱり何らか工夫を、フィ

ルターをかけるということでありましたけれども、やっぱりそういった制度も、制度というか

そういった仕組みを設けながら、より効率的に発信できればいいのかなと思いますし、例えば

恐らくＳＮＳ、今フェイスブックの場合ですけれども、フェイスブックに載せるとすると写真

を撮りに行かないといけないわけです。 

  例えば、オープンガーデンに協力していただいている方々から写真を担当課に送ってもらっ

て、それを発信するだけでもいいと思うんです。わざわざ文字を詳しく打って発信しなくても、

柴田町こういう取組やっていますよ、こういうお庭がいっぱいありますよだけでいいと思うん

ですよね。だから、やっぱり工夫次第でいろいろな発信方法というのがあると思うので、さら

に検討を進めていっていただければなというふうに思っています。 

  １点目の答弁の中で、新たな発信方法の体制とか研究をしていかないといけないということ

でありました。前回の一般質問を私、同僚議員の一般質問のご答弁の中で、何かメールがたし

か、５月か６月会議で、メールのシステム更新で476万3,000円の更新ということで上がってい

ました。その際の答弁の中で、今後メール機能として使えなくなってくるので、その代替手段

として、アプリを検討しているんだということはあったんですけれども、そのことを指してい

るんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） メールのほうが、３Ｇ回線のほうが使えなくなってきて

４Ｇになってきてということで、なかなかメールよりもアプリといいますと、ＬＩＮＥとかと
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いうようなことかと思います。 

  ただ、６月会議のときに新たな情報手段、発信手段ということであれば、ＫＨＢのほうのテ

レビ回覧版ですか、そちらのほうが議員さんのほうから質問ありまして、そちらに答弁したと

いうふうな記憶がございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 前回、同僚議員からの提案で、ＫＨＢの回覧版、テレビ回覧板、来年度

から導入されるということだったんですけれども、やっぱり今後どういった発信の展開をされ

ていくかというのはまだまだ分からないところはありますけれども、ただ今あるツール、これ

から使おうとしているツールをどれだけ使い倒すのかというのが、使い倒すと言ったらおかし

いですけれども、どれだけ活用していくのかということが重要なのかなというふうに思ってお

りますので、ぜひその点も踏まえながら、今後情報発信というところでつなげていっていただ

ければなというふうに思っています。 

  次に、３点目のホームページの件なんですけれども、読みづらいというようなことで質問さ

せていただきましたけれども、担当されている方には特に別に批判をするというわけではなく

て、やはり視覚的に入ってくるようなホームページのほうが、いろんな方に優しいのかなとい

うふうに思っているところです。 

  アクセシビリティのことありましたけれども、やっぱり視覚的に見やすいホームページを持

っている公共団体、市町村であっても、やはりアクセシビリティにはしっかり配慮されたよう

な内容になっております。ご答弁を見ますと、来年度のホームページの更新に向けてデザイン

の刷新の検討を進めてまいりたい、まいりますということだったんですが、現在の進捗状況と

か、それから新たなリニューアルというか、もうがらっとイメージを変えるという方向で検討

を進めておられるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 方向性という形になるかと思うんですけれども、石森議

員おっしゃるように、見やすさというところをやっぱり重点的に、活字を多く並べていくとい

うよりは、図だったり表だったり、そういったものを多用するというような、写真も含めてで

すね、そういったことで方向性としては、今申し上げたとおりに考えてございます。 

  先ほど町長答弁でもありましたけれども、もし情報量が足りなければＵＲＬを添付しまして、

別なページでご覧いただくとか、そういったことも考えてまいり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。 
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○１番（石森靖明君） もし、これも検討いただきたい内容なんですけれども、新型コロナの交

付金などで、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル作られていると思いますけれども、それが町のホーム

ページに直接多分リンクされてないんですね。せっかく作ったのに町民の方が見られていない

状況であったりとか、探してやっと、私もちょっと決算に関わることなのかもしれないけれど

も、決算書を見てフォローが何万人だったかいるというようなＹｏｕＴｕｂｅチャンネルもあ

るというふうに初めて知って、それを調べてようやくたどり着いてという感じだったので、す

ぐアクセスできるような体制にぜひしていっていただきたいなというふうに考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町のホームページのほうにもそういったＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネルのショートカットのほうの張りつけなり、行っていければ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。 

○１番（石森靖明君） ホームページについては、ぜひ見やすい、親しみやすいホームページを

作っていただければなと思います。よろしくお願いします。 

  それから広報しばたの件です。４点目ですけれども、財政再建時ですかね、私がちょっと詳

しくはすみません、不勉強なところありますけれども、２か月に１回発行されていた時期があ

ったやに聞いておりますけれども、その際というのは答弁書を見れば、今後は月１回継続して

いくんだということなんですけれども、そういったことだったんですけれども、２か月に１回

発行だった際に、何か意見とか、いや１か月に１回じゃないと困るんだというような、何か声

は寄せられたものだったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 確かに財政再建のときに１か月ごとのものを、２か月に

一遍とかということであったかと思います。ただ、やはり町長先ほど答弁でもあったかと思う

んですけれども、町のビジョンだったり、町の方向性という大きな部分をお知らせしていくと

いったところで、２か月に一遍ではなかなか伝える回数というか、余りにも期間が、間が開き

過ぎてしまう関係ありまして、そこでちょっと不足しているということで元に戻したというよ

うな経緯があるかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 町民の方へしっかりと情報提供していただくということは１つなのかも
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しれません。それは事実だと思うんですが、やはりいつかの段階で、広報しばたを２か月に１

回にするとか、例えばお知らせ版を１か月に１回にするとかという議論は置いといて、いずれ

電子媒体と紙媒体の情報発信の比率というのは絶対変わってくるわけです、今後。なので、そ

ういった先々を見越して、いろんな計画の中でより効率的な情報発信の在り方というのを検討

していっていただければなというふうに思っております。 

  ５点目です。私の昨年９月の会議においての提案に対するその後のご対応の状況をお伺いし

たところだったんですけれども、特に私が申し上げたかったのは１点だけなんですが、防災行

政無線と同じ内容をぜひＬＩＮＥで流していただきたい、ホームページで流していただきたい

ということでお話しさせていただきました。 

  私も職場でたまたま防災無線聞いて、コロナのことを言っていて、それと同じ内容は確かに

ＬＩＮＥで流れるんです。でもそれは、防災無線を聞いていない人から見ると、単独で来たも

のなのか、防災無線から流れたものがそのまま来ているのか分からないわけです。だから、こ

れは今防災無線で流れた内容と同じですとしていただければ分かりやすいと思いますし、バン

ドワゴン効果と言いましたけれども、それを知っている人が、いや、今何言ったんだか聞こえ

なかったんだと、防災無線で。でも、私のところにＬＩＮＥが来ていて、こういうことで流れ

ているんだよと、ＬＩＮＥ登録しておけば防災無線聞こえなくたって大丈夫なんだよというよ

うなことが、その効果だと思うんですよ。そういったことを一文加えていただくだけでいいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 確かに野外拡声機が聞こえない方々というのはやっぱり、そのメ

ールなりＬＩＮＥもらったときに、その中身がどういうものなのかというのが分からないとい

うのが実情だと思いますので、今後その一文を加えて発信させていただきたいというふうに考

えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 全ての情報が100％の方に伝わるというのは難しいのかもしれないんで

すが、いかにそれに近づけるかというところでぜひ前向きに取組をされていただきたいなとい

うふうに思っております。 

  時間もあれなので、大綱２問目に進めさせていただきたいと思います。今回、槻木放課後児

童クラブの増設ということでしたが、以前は90人定員だったということでしたが、今現在60人

減らしたと、この経緯について簡単でいいのでお答えいただきたいと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 昨年度より保育する部屋が少なくなったということで、60人

に減らしているというようなことでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 文部科学省が令和３年３月31日国会成立した法律で、２年生以上35人に

するというような法律ができました。施行日が翌日からですから、日付だけ見れば唐突的な法

律の施行なのかなと思いますけれども、議論は随分長く前からやっていたわけです。というこ

とはですよ、何年も前からそういった教室が足りなくなる状況が発生するんじゃないかという

ことは想像できたのではないかなというふうに思うんですが、その点について例えば学校教育

委員会との調整とか、あるいは何も60人に減らしてから、新しく建てて90人に増やさなくても

今ですよ、今やらなくてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですが、その点いかが

でしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） それでは、私のほうから今石森議員からご質問ありました小人

数クラス編成の法律改正の予想前からできたんではないかという趣旨だと思いますけれども、

実は普通学級の人数については、この法律がこうなるよという事前情報のときからは、槻木小

学校のクラスがこれから５年間、このくらいの普通学級のクラスになりますよというような予

想はつけられております。 

  ちなみに、令和４年度は普通学級のクラスは15クラスなんですが、令和５年度も令和６年度

も変わらず15クラス、令和７年度は１つクラスが増える予定でございます。令和８年度はまた

15クラスとか。ただ、そこでぎりぎり年度、新年度になるまでに分からないものが、特別支援

学級が何クラスになるかというのは、特別支援の審議会のほうを経てみないと、ちょっと予想

がつかないところがございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 答弁書を見ると、槻木地区の児童数というのは今後５年間横ばいだとい

うことでお話をいただいていますし、私も実際学校に行って、現場を見させていただくとやは

り結構ぎりぎりのところでやられているなというのは分かるんですけれども、ただですけれど

も、この間全協で示されたＫＰＩによれば、令和３年度の出生者数が251人なんです。槻木地

区の新しく生まれた方というのは、ちょっと詳しくは分からないですけれども、比率的から考

えていけば、やっぱり今後５年間はそうかもしれないけれども、６年、７年、８年、９年後ま



１５３ 

だ生まれていない方も含めてですけれども、やはりそういった長期的なビジョンを持ってこう

いった建物というのは建てるべきなんじゃないかなというふうに思います。 

  ただ、子どもたちが快適に過ごす場所ですから、反対という立場を取ることは私はできない

んですけれども、やはり検討の過程がちょっと私から言えば唐突なんじゃないかなというよう

な気がしています。いろんなご意見というか、考え方はあるんでしょうけれども、やっぱりこ

ういった建物、今回１億円と前回示されていますけれども、実際は１億3,000万円ちょっとと

いうことで、高額な建物にはなっておりますので、ぜひ今後総合管理計画の観点からも、安易

な、安易といったらすみません、大変失礼かもしれないですけれども、十分に検討を重ねて、

進めていっていただければなというふうに思います。 

  答弁書を見て、私すみません、初めて知って、示していただいてよかったなと思うんですけ

れども、西住地区において３つの施設を２つ以下の施設に集約図ることを条件にしてというこ

とにありました。今回、耐震化というような理由もあって、図らずしも公民館と児童館という

か、児童クラブ機能が統合されたわけです。そうすると、２つ以下となっていることはという

ことは、例えば集会所、新築は町としてはしないというふうになっていますけれども、もしこ

の条件が生きているのであれば、ちょっと例外的な対応として、集会所ももしかすると町とし

て、ある程度やっていかないということじゃないんですか。町長。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 当時は、まだ集会所は町でやらないという決定がなかなか住民のところ

に行き渡っていなかったので、そのときの議論は例えば集会所と児童館を一緒にして市内間交

流センターとして運営するとか、それから集会所と公民館を一緒にしてもらうと、いろんな提

案あったんですが、地区の考え方がいろいろありまして、最終的には児童館については、幼児

型児童館は廃止すると。そして、当時水害対策が現実に工事が始まりつつありましたので、地

区としてはこの水害対策が終わった後に、西住公民館への通路の確保とか、そういう状況を見

て改めて検討するということだったんですが、途中で今まで詰めていった区長さん、途中で亡

くなってしまいましたので、その情報が地区の中に浸透していないような面がちょっとありま

して、ですから改めて今回住民懇談会を普通３か所でやっているんですが、西住地区でも開か

せていただいて、過去に平成25年度から幼児型児童館の経緯並びに今回の緊急措置、将来地区

としてどうするつもりなのか、そこのところを意見交換をさせていただこうかなというふうに

思っております。 

  先ほど、槻木放課後児童クラブ関係で、場当たり的というような表現だったと思うんですが、
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やはり先ほど教育総務課長が言ったように、教室がやっぱり減るといったときに、今まで90人

学級で90人定員で放課後児童クラブやったら、急に60人でやりますと、子ども家庭課は十分住

民に説明したつもりなんですが、受け止め方のほうで急に30人も減らされてというような動き

になりましたので、それで60人でスタートしたんですが、それではということで90人に元に戻

せるように学校にお願いして、特別支援教室を別のところに１年間だけという条件で、今回の

提案になったわけですね。 

  ですから、やはり補助金を活用する条件の１つに、学校敷地内に増築すると、待機児童を解

消するという条件もありましたので、そういうことでこれから四、五年は子どもたちが減らな

いものですから、やはり増築せざるを得ないという選択をしたということをご理解いただきた

いと。あくまでも最初に建物ありきではなくて、学校の施設いろいろ調整して、そして学校に

お願いして、学校も受入れ、１年間だけ受け入れてくれて、そうした後の対応策でございます

ので、ぜひご理解を賜りたいというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 最後の質問になりますが、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 西住の件についても、槻木についても、特に槻木の件と私そごがあるん

じゃないかと言ったのは、私も実際目で見てきて、やっぱり校長先生の話なんかを聞くと、教

室がいっぱいいっぱいだったりとかすると。ただ、西住、一方では西住公民館に統合した理由

は、昼間の利用頻度が少ないから統合しても問題ないんじゃないかという議論だったと思うん

ですね。そういった部分を考え合わせた場合、じゃあ教室は放課後使っていないんじゃないか

と思ったから、そごがあるんじゃないかと思っております。 

  使っていない教室、放課後使っていない特別教室とかを使えるんじゃないかなということで、

あるんじゃないかなと思ったんですけれども、ただいろんな見たり聞いたりする中で、今町長

からありましたけれども、そういった丁寧な説明をすることをしないと、一方では槻木新しく

建つんだ、西住は統合されたんだと、やはり住民感情としてしっかりと説明しないとそこに行

き着いてしまうので、今回西住地区で説明会をされるということでしたけれども、その辺も丁

寧に向こうの合意が得られなかったとか、そういうことだけではなくて、やっぱり寄り添った

形で、いかに妥協点を見出せていけるかと、町としていけるのかという観点からも、ぜひ何で

すかね、寄り添ったそういった今後の進め方をしていっていただきたいなということを要望し

いたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 片一方が新築で、片一方が移転だと、結果的にそうなったんですが、最
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初に申しましたように、西住児童館は新築すると町のほうでは提案しているんです、提案。そ

れがいろんな地区の事情等もありまして、やむを得ずうちのほうでは三明児童館を新しくした

と。３つの児童館、幼児型児童館は廃止するけれども、新しい機能で建て替えると、それを提

案しております。 

  ですから、初めから対応が違っているわけではない、そこだけ誤解されると困るなというふ

うに思っております。今おっしゃられたことは、当時の役員さんとまた新しい役員さん代わっ

ておりますので、住民懇談会のときに改めて幼児型児童館を廃止した経緯からお話をさせて、

ご理解いただくようにしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（髙橋たい子君） これにて、１番石森清明君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  １時30分再開といたします。 

     午後０時２５分  休 憩 

                                            

     午後１時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  15番広沢真君、質問席において質問してください。 

     〔15番 広沢 真君 登壇〕 

○15番（広沢 真君） 15番広沢真です。 

  大綱２問質問いたします。 

  １．令和５年10月１日から実施が予定されている消費税のインボイス制度について問う。 

  令和５年10月１日から導入が予定されている消費税のインボイス制度は、インボイスがなけ

れば、仕入税額控除が認められる免税業者と取引する課税業者の消費税負担が増える。免税業

者は、売上げが1,000万円以下なのにインボイスを申請すると、消費税を負担しなければなら

なくなるなど、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会をはじめ、多くの業者団体を中心に

中止を求める声が上がっています。 

  そのような中で、総務省はインボイス制度を実施するに当たって、地方自治体の理解が不足

しているとして、対応を求めるなどしています。町の認識と対応について伺います。 

  １）制度についてどのように説明されているか。 

  ２）インボイス制度が実施された場合の町内の影響をどう考えているか。 



１５６ 

  ３）町として事業者に負担をかけない対応は可能か。 

  ２．民間の開発事業についての町の対応の進捗は。 

  民間事業者の宅地開発や山林の開発については、町の環境と町民の住環境を守る観点から以

前の一般質問で取り上げてきました。 

  その質問の後も、蔵王山麓での風力発電開発や村田町菅生地区のソーラー発電開発など、近

隣での開発計画が次々と明らかになっており、そのたびに近隣住民からの危惧する声や、反対

運動が起こっています。さきの質問では、町としても対応を考えると答弁があったと記憶して

いますが、その後の進捗はどうか伺います。 

  １）町内での山林開発の情報はないか。 

  ２）どのような対応を考えているか。 

  以上伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 広沢真議員、大綱２点ございました。 

  まず、インボイス制度でございます。３点ございます。 

  １点目、消費税の適格請求書等保存方式、通称インボイス制度については、平成28年度の税

制改正で導入が決定しました。その後、令和元年10月１日に消費税率が10％に引上げと同時に、

８％の軽減税率が導入された際に、今後複数税率の下での適正な消費税の課税を行うために、

令和５年10月１日よりインボイス制度が実施されることとなったものです。 

  町では、事業者等からインボイス制度に関する問合せ等があった場合には、国税庁から提供

されている広報チラシを活用しながら、税務署への適格請求書発行事業者の登録申請や、新た

な適格請求書インボイスへの対応、新たな消費税仕入税額控除の仕組みなど、基本的な内容を

説明しています。さらに加えて、制度の具体的な詳細については、国の相談センターや税務署、

柴田町商工会等へ相談するよう案内しております。 

  ２点目、一般的にインボイス制度の導入により影響を受けやすい事業者は、課税売上高

1,000万円以下の消費税免税事業者であると考えられておりますが、町内の消費税免税事業者

の数を把握することは困難です。現在の消費税免税事業者が、消費税納税見込額の試算や、取

引先との調整などを行った上で、インボイス制度開始以降も引き続き消費税免税事業者でいる

のか、または適格請求書発行事業者インボイス発行事業者の登録をして、消費税課税事業者と

なるのかについては、事業者自らが判断し選択することになります。消費税課税事業者を選択
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すれば、売上げ等に影響が出る可能性はあるものと考えております。 

  ３点目、町ではインボイス制度の事業者への対応としましては、柴田町商工会やしばたの未

来株式会社と連携を密にし、国や県からの情報提供や周知用チラシなどの配布、各機関が開催

するセミナー等への協力等を通じて、町内事業者の方がインボイス制度を正しく理解し、令和

５年10月１日から導入されるインボイス制度に支障なく対応できるよう、側面的な支援を行っ

ているところです。 

  また、柴田町商工会では、消費税率10％への引上げと、軽減税率８％の導入が実施された令

和元年10月１日以降、簡易事業者を対象に制度説明のチラシの送付や、確定申告の際などにお

いて、随時インボイス制度の周知を図っております。令和３年度においては、税務署でインボ

イス発行事業者の登録受付が開始された令和３年10月１日以降に事業者向けのセミナーを開催

し、令和４年度においては、会員宛てに既に３回の文書を送付し、広報や周知に努めるととも

に、個別相談やオンラインセミナー等を開催するなど、積極的にインボイス制度への備えと税

務署への登録申請の勧奨を行っております。 

  さらに、町の連携商業支援事業者であるしばたの未来株式会社でも、個人事業者や新規起業

者を対象に制度説明と登録申請の勧奨を行っております。 

  なお、本年11月には主に商工会非会員の個人事業者や免税事業者を対象にしたインボイス制

度開設セミナーを、町内の税理士を講師に開催し、事業者の意識向上を図る事業を計画してい

ます。 

  大綱２点目、民間の開発事業の町への対応でございます。 

  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。 

  町への開発行為につきましては、法や条例に基づき、その事業の正当性を確認することにな

ります。 

  山林開発においては、森林法に基づき、町に対して事前に森林の立木伐採及び伐採後の造林

についての届出が義務づけされております。町では、柴田町森林整備計画に適合するかを確認

し、内容によって変更や中止の命令を出します。また、土地の区画形質の変更が伴う場合は、

柴田町開発指導要綱に基づき、監督指導を行います。 

  なお、宮城県では令和４年10月１日付で、太陽光発電施設の設備等に関する条例が施行され

ます。これはさきに示された宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインを条例化し

たものです。 
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  内容としては、50キロワット以上の発電能力を持つ太陽光発電施設の設置を計画する事業者

に対して、法の遵守や災害防止、環境保全、景観保全に努めること、定期的なメンテナンス、

事業完了後の原状復旧を含めた長期の計画策定を促すなど、多くの責務を求めています。 

  また条例には、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継承を

求める内容となっております。 

  柴田町では、町全体の面積5,403ヘクタールのうち、4,261ヘクタール、約79％の土地が条例

や法で太陽光発電施設に関する開発が規制される区域で、残りの1,142ヘクタール、約21％が

開発可能な土地となっています。近隣で持ち上がっている開発案件は、100ヘクタール規模で

あることから、開発できない土地とは言い切れませんので、地域住民からの情報を含め、開発

行為に関するアンテナを高くしてまいります。 

  仙南地域における風力発電や太陽光発電の開発を受けて、柴田町では現在策定中の柴田町第

３次環境基本計画の中の基本方針の１つに、自然環境・豊かな自然の保全と継承を掲げ、森

林・里山の保全に努めるとともに、開発行為を行う事業者には、住民への情報提供と合意形成

を求めることを期すこととしておりますが、さらに今後再生可能エネルギーを発電と環境との

調和に関する条例の制定に向け準備を始めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 広沢真君、再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） まず第１問目のインボイス制度に関わってですが、インボイス制度、最

近マスコミ等でも耳にすることはよくあるようになってきました。実際インボイスの登録締切

りが来年の３月31日で、10月１日から制度が開始されるということで、急速に情報が広まりつ

つあるんですが、特に業者の関わりでインボイスに関わる非課税業者の皆さん、そしてその非

課税業者と取引をしている課税業者の皆さんとの間での関係性の問題について、業界団体など

が非常に懸念を表しているということがあって、実際町でどういう認識でいるのかなというこ

とも聞きたいと思って、今回取り上げているんですが、ただ、制度面で説明されて何となく分

かったようなつもりになっても、私も含めて非常に実際の取引をやって消費税の申告やってい

ないと、なかなか分かりづらい面があります。 

  なので、その部分も含めて、ぜひ今回の質問でつなげたいなというふうに思ったんですが、

例えば財務省だとインボイス制度が導入されて何が違うのかというふうに聞くと、普通の現行

の制度とインボイスの違いは、登録番号のあるかないかの違いですというふうに言います。こ
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の登録番号というのは、インボイスを税務署に届けに行くと、登録番号というものをもらいま

す。インボイスを登録すると、例えば取引する相手に出す請求書に対して、その登録番号とい

うのをつけなくてはならないということになります。書類上の違いはそこだけなんですが、こ

こで大きな違いがあります。 

  まず、消費税の問題でいいますと、私も消費税の申告というのはしたことがないんですけれ

ども、例えば現在消費税の免税店は、年間売上げが,000万円以下ということになっています。

課税業者は、要するに非課税業者と取引をする際に、その非課税業者の分の消費税も含めて消

費税の申告をする際に、仕入納税額控除というのを受けて、実質その免税店に達していない業

者の分の消費税も含めて、控除をする手続をもって、消費税の申告をしているということにな

ります。 

  今回、インボイスの制度の導入に当たって、何が変化が起こったかというと、課税業者が仕

入額控除を受ける際に、必要な書類には免税業者の取引との間でも交わされる請求書の書類は

必ずインボイスの登録済みの書類をもらってくださいとなるんです。それがないと、仕入額控

除ができなくて、結果的には免税店で免税されているはずの消費税も含めて、全部課税業者の

負担になります。だから、要するに課税業者が免税業者に対して、じゃあインボイスで登録し

て請求書出してくれやというふうな話になります。 

  ところが、免税業者がインボイスを登録すると何が起こるかというと、これまで1,000万円

以下の取引高しかなかったから、免税で消費税払っていませんでした。ところが、インボイス

を登録すると、1,000万円以下の売上げであっても消費税が課税されます。だから、その時点

で免税業者は新たな消費税の負担が生まれるということです。 

  この新たな負担を生むのに、実際に課税業者と非課税業者が取引をする際に、負担が増える

分の消費税をどっちが取るのか、どっちが負担するのかという問題が起こります。課税業者は

仕入税額控除が受けられないと結果的に税金が増えてしまうので、何とか仕入税額控除を受け

たいというふうに思いますが、インボイスがないと駄目なんで下請業者にやるんですけれども、

下請業者はインボイス制度登録すると当然税額負担増えますから、負担が増えて売上げという

か収入が大幅に減ってしまうということになりかねないために、今非常に問題になっていると

いうことです。 

  この制度だけの話をしているとあれなんで、私ずっと毎日役場に通ってきて、今駐車場工事

していますよね。駐車場の工事にも元請会社と、実際どうか分かりませんよ、例えば重機を動

かしている方、重機オペレーターが下請けの一人親方の重機オペレーターだとします。元請会
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社が発注をして、重機を動かしてもらっていますが、請け負っている重機オペレーターの方の

年間売上げが年間500万円としましょうか。年間500万円ですから、非課税業者です。でも、売

上げを1,000万円超えている元請の業者は、課税業者ですので消費税を申告する際には、仕入

税額控除というのを受けたいというふうになります。その際に、仕入税額控除を受けるために

は、この500万円の売上げしかない重機オペレーターの方に、インボイス登録してくれと、税

金負担してくれと言わざるを得ないという状況なんです。 

  そうすると、年間500万円の売上げがあって、例えば経費で50万円かかったとすると、課税

額の基になるのは450万円で、450万円の10％ですから、45万円の税額負担が新たにその人に生

まれるということです。その税額をどこかに、これまでの免税業者が転嫁できるかと、そうで

はないので、例えば元請業者があんたのところインボイス出さない限りは、今後仕事頼まねえ

よというふうになりかねない状況があります。そこが今問題になっているところです。 

  柴田町で、ほかに影響あるところなんかあるかなと思って考えたんですが、柴田町も町とし

て応援して頑張ってもらっている農事組合法人、農事組合法人の場合は農事組合法人、1,000

万円以上の売上げがある場合ですけれども、1,000万円以上の売上げがある場合には、課税業

者が農事組合法人であります。特定の名前出しませんが、三名生のほうにあるやつとか、平間

幸弘議員のほうにあるやつとか、そういう、実際に売上げが分からないので課税業者かどうか

分からないんですが、その売上げが1,000万円超えている場合の課税業者は、農作物を納めて

もらう際に、売上げが1,000万円超えている場合は消費税の申告をしなくてはならないので、

インボイスを求めざるを得ません。 

  そうすると、農作物を年間それこそ売上げで幾らぐらいになるんですかね、仮に200万円ぐ

らいとしましょうか。その人の売上げに対して消費税がかかることになります。小規模農家で

あっても。でも、その場合に農事組合法人がインボイスの負担を各農家に設けられるかどうか、

言えるかどうかという点でいうと、やっぱりううんと悩まざるを得ないと思うんです。その時

点で、そうすると実際どうなるか分からないですけれども、農事組合法人は入れてくれている

農家の人たちの消費税の負担も含めて、新たに消費税負担が増えるという事態にもなりかねま

せん。 

  シルバー人材センターもそうです。シルバー人材センターの場合には、課税業者はシルバー

人材センター、そして登録した仕事をした人たちが非課税業者とみなして、インボイスをしな

ければ、シルバー人材センターが仕入税額控除というのを受けられない。その分消費税の負担

が増えるということで、考えてみるとこういう事例は町の中にもいっぱいあると思うんですよ。 
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  その点で、インボイス制度、今のこの時期にやるのは本当に正気の沙汰かというふうに思い

たくなるんですが、その場合でも町の経済にすごい影響あるんじゃないかなと思います。例え

ば、これから進めようと思っている町の公共工事ですね、元請の会社の社員さんだけがやって

いるわけじゃないと思うので、職人さん、一人親方を雇わざるを得ないと思うんです。それを

雇うたびにインボイスを求めて、消費税の負担を求めていたら、その一人親方の方は今後仕事

続けられるかどうかという二択も問われるということですよね。 

  その辺も含めて、町もその影響を考えていかなければならないんじゃないかなというふうに

思いますが、その辺りも含めて想定はされているのか、答弁の中だとそこまで踏み込まれてい

なかったので、考えておられることを伺いたいと思うんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） お答えいたします。 

  来年の10月１日から導入される新たな消費税の制度である、正式名称は適格請求書等保存方

式、通称インボイス制度と呼ばれるものなんですけれども、まず町長の冒頭の説明にもありま

したとおり、まずインボイス制度の導入そのものについては、平成28年度の税制改正でもう既

に導入することが決まっていたということです。 

  このインボイス制度のまず導入の前段階に原因というか、導入するきっかけになるなったも

のが、令和元年の10月１日に行われました消費税の増額８％から一律10％に増額になったと。

その時に、今現在もですけれども、一部酒類とかを除く飲料食品ですか、そういったものにつ

いては８％の軽減税率が適用されたということで、今現在10％と８％の２つの税率の消費税額

が併用されていると。 

  そのような制度の中で、適正に消費税額が、消費税を納めるのは納税義務者は当然消費者で

あって、消費者が納めた消費税は当然国に納められなくてはいけないんですが、またなかなか

そこが適正に行われていないこともあるということで、当然計算が煩雑になるがために、計算

誤りなんかも散見されるということで、こういったものを是正するため、消費者が納めた消費

税が適正に国に納められる、そういった制度を担保するために、このインボイス制度が導入さ

れたということで、まず認識しているところでございます。 

  広沢議員が懸念されているこの制度の導入によって、いわゆる小規模事業者の中でも、免税

事業者が非常に不利益を被るんではないかと、そういう懸念がされているということも承知は

しております。ただ、このインボイス制度の導入の中で、最終的に、これはあくまで強制では

なくて、事業者、個人が最終的に判断をして、インボイスの登録事業者になるのか、それとも
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ならないのか、これ最終的に事業者の方がまず把握すべきことということで、最終的には事業

者の方が判断するようになるんですけれども、まず町としてはこの制度のことを、先ほど話し

ました商工会、あとしばたの未来株式会社と連携をしながら制度の周知をして、事業者の方が

適正に正しい知識を持って、インボイス制度に支障なく導入できるように、今はまず周知に努

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。 

○15番（広沢 真君） 今課長が答弁されたインボイス制度の導入の経緯というのを原因として、

国が話しているんですが、複数税率を原因にした不適正な事例を導入の要因としているんです

が、ただ財務省ではどれぐらいあったのかというのは把握していないという答弁なんですよね。

だから、あくまで何ていうのか、取ってつけたような理由でやられているというのは、私だけ

の印象ではないというふうに思うんですが。 

  言っても、こんな理由でやるには非常に影響が大き過ぎるということなのと、それから今業

者の選択次第ということなんですけれども、先ほど私がお話しした事例のように、選択肢がな

い場合があるんですよ。どちらが負担するかということの二択というか、ほぼ一択になっちゃ

うんですが、そういった場合の状況というのは私が挙げたような事例のほかにもあるんではな

いかなというふうにも、その辺りの認識はどうだったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 個人事業者の方が、特に免税事業者、今現在免税事業者の方が、

このインボイス制度の導入に伴ってまず課税事業者になるか、ならないか、今現在も検討して

いる事業者さんはございます。また一方で、もう免税事業者なので自分は、だから今回のイン

ボイス制度というのは消費税を納める側の話であって、自分みたいな免税業者には関わりがな

いことだということで、もう最初から決めつけてしまって、関心を示さない事業者さんもごく

あるということは認識しております。 

  我々現在、町内の事業活動の中で、その消費税についてどういった状況になっているのかと

いうのは、柴田町の商工会さんから話を聞いておりまして、当然商工会さんは今現在600ぐら

いの登録事業者がありまして、そのうち大体法人については大体顧問税理士さんがいますので、

大体税理士さんが大体そういったのは処理されるということで問題ないかと思うんですが、個

人事業者ですかね、200事業者ぐらいの確定申告、決算、あと消費税の申告まで含めて対応し

ているということなんですけれども、やはりなかなかその消費税の仕組みというものもあるで

しょうけれども、ある程度例えば今免税事業者さんが今度課税事業者さんになった場合、じゃ
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あどのぐらいの消費税を納めなくちゃいけないのか。もう一方では、売上げが減るんじゃない

かとか、そういった懸念、そこが一番だと思うんですが、そういった心配を解消するように、

一応ある程度試算ができる方程式というか、そういったシミュレーションできる計算がありま

すので、そういったところも含めて、今現在商工会さんが小規模な事業者に対しては、個別相

談とか、セミナーとか、そういった機会を今設けて対応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。 

○15番（広沢 真君） 実際に申告をしていない免税業者だと、消費税の申告したことなければ、

どういうものなのかとなかなか理解できていない方もいらっしゃると思うので、ただ、そうい

う人であっても、問答無用で巻き込まれるので、だからその辺りの知らなかったということが

ないように、本来は町の責任ではないと思うんですが、ただ関わりがある商工会なんかとも話

して、情報の周知徹底というふうにはしていただければなというふうに思います。 

  今回のインボイス制度、制度上の申告の手続が変わるということなんですが、実際に言うと

財務省の集計によると、これによって2,480億円の増収が見込まれるというんですね。結果的

には、税率の変更ではなく課税強化による増税ということになるというふうに思います。 

  町の認識として、例えば消費税の税収が増えると、地方消費税が増えるかなという認識に立

ってもらうと非常に具合が悪いんですが、その部分も含めて、町の業者に対する影響を十分理

解した上で、ただ現状で国の制度を覆すというのは町にはそんな権限はないので、非常に苦し

いとは思うんですが、ただ相談があった場合にどういう相談になるのか。もしかしたら、税務

課の申告の時期の納税相談なんかでもしかしたらこの相談なんか来るかもしれないし、そうい

った辺りも含めて、インボイスについての十分な知識の蓄積等、それから相談に応じられるだ

けの資料の収集なども含めてやっていただければなというふうに思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 広沢議員おっしゃるとおり、今町と商工会、そしてしばたの未

来株式会社と共有しながら、連携してこのインボイス制度に伴う支援を講じているところなん

ですけれども、まず一番の課題は、先ほどからも話が出ておりますが、免税事業者の方が制度

導入後、そのまま免税事業者でいるのか、それとも課税事業者の登録をするのか、その判断を

できるまでの正しい知識をまず持っていただくというふうなことと、あとは課税事業者になっ

た場合の収入の影響とか、消費税額、そこら辺の計算なんかもしながら、最終的には事業者の

方が判断してもらうようになるんですけれども、そういったことでまずは周知を強化していく
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というふうなことに力を入れたいと思います。 

  なお、先ほど議員が懸念されている、いわゆる一人親方とか、フリーランスとか、そういっ

た小規模な個人事業者の方が不利益を被るという懸念が非常にあるところなんですけれども、

そういったことに関しましては、いわゆる独占禁止法の中で明記されている優越的地位の濫用

というような、そういった規制もございます。あとは、独占禁止法のほかにも下請法とか、あ

とは政府機関である公正取引委員会の介入によって、課徴金というんですか、そういったペナ

ルティの制度なんかもございますので、また制度が導入してそういったことが濫用されるよう

であれば当然国のほうもコールセンター相談窓口とか、そういった体制も強化すると思います

ので、まずは町としましては、事業者の方に正しい知識を持っていただく。そして、まずはそ

の制度どうなるか、今後注視していくことかなというふうには考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 町の対応としてはそこらというか、その辺りの対応が今のできる限りの

ことかなというふうに思います。実際には全国で、議会での中止を求める意見書、それから延

期を求める意見書、それからシルバー人材センターに限っての意見書なども含めて様々な資料

があるんですが、全国で７月末現在の統計だと260ぐらいの自治体で意見書が上がっています。

近隣ですと、６月の議会で白石市が延期を求める意見書を全会一致で採択しているということ

があります。近隣でも幾つかの自治体が出されていて、今できる地方からの動きというのは、

意見書を上げることなのかなというふうに思いますので、もし上がってきた場合、個人の話に

なれば私紹介議員とか提案者になれないので、ほかの議員さんに受けてもらうことになります

が、もし意見書等が出てきたら、ご協力をお願いしたいなというふうに思います。 

  要するに、今の現時点で考えるとインボイス制度の実質増税というのは、中小零細業者にと

って致命的なダメージになりかねない。今やるの、本当にというような制度なので、ぜひその

辺も含めて、知識を皆さんも持っていただけたらなというふうに思います。 

  大綱２問目に行きます。２問目のほうの開発の問題については、今議会で伊東潤議員の質問

にもありましたし、あと今回のご答弁の最後に条例の制定に向け準備を始めていただけるとい

うふうなご答弁もいただきましたので、詳しいところは突っ込んでいくというふうにはなりま

せんが、ただ状況が非常に、何ていうのか悪いほうに行っているというか、丸森の事例を挙げ

ますと、丸森でつい先日新聞報道にもあったんですが、地域の住民が地下水への影響を調査し

てから工事に着工するという条件を出したのに対して、１億3,000万円出すから、あんたたち

でやって、俺らにはすぐ工事をさせろというような恫喝まがいの、回答期限を１週間と切った
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非常に乱暴な対応で、1990年代の地上屋みたいな対応だなと思って見ていたんですが、そうい

う対応を出すような企業も参入してきているということですよね。 

  非常に気になっていて、特に今再生エネルギー市場というのがバブルともいうべき状況にな

っているというふうに思います。特に、東北の山林というのは土地が安い。設備投資は既存の

電力が持っている送電網を借りることができる。インフラについては、大量のコンクリートを

使うような強固なインフラを造る必要がないということで、エネルギー関連の電力会社も含め

て、異業種参入も含めて物すごい数の企業が来ていると思うんです。その辺りの情報収集など

も含めて、やっていくということが必要だというふうに思うんですが、質問の１点目で情報は

ないかということなんですけれども、何かこうアンテナを張っているような、アンテナという

かか情報収集に努める上で留意している点なんてのはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） アンテナを張っているかということなんですけれども、現状は

正直言ってそういう業者から相談がなければ分からないというような状況で、国の特措法、そ

れに基づくガイドラインでは、まずは地域住民に対しての話をして、そういった要件を一つ一

つクリアしてから、その計画書を国のほうに上げなさいというふうにはなっております。 

  ただ、現実的には、その開発の段階になって初めて住民の方がそれを知るというような状況

で、今こういう問題が起きているのではないかと思います。 

  例えば、認定を受けてからであれば、経済産業省のですかね、ホームページのほうに認定さ

れた業者というのは載るようにはなっているので、その時点では可能かと思います。ただ、そ

れはもう認定が下りていますので、その時点で住民がそれを止めるとかというのは確かに難し

いのかなというふうには思っています。 

  今できることは、まずは先日国の特措法に関しての審議会みたいなものがありまして、専門

の方々でやっている、１か月ほどパブリックコメントをしていました。それを見ますと、その

提言ですね、審議会の方の、住民に対しての説明とか、あとは立地条件、どういう場所に建て

るかとか、そういったものをきちんと審査をしなさいと。本来その特措法では、そういった要

件が整わなければ、認定をしないということになっていますので、その運用をきちんとするべ

きではないかといった提言が上がっていましたので、そういったことに今後はその提言を受け

て国のほうで、いろいろと方策を考えていくのではないかというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 当然国のガイドライン的なものも含めて、住民の合意が必要だというこ



１６６ 

とはうたってはいるんですが、今回の丸森の例を見ていると、住民の合意はそっちのけになっ

ていますよね。だから、そういう乱暴な手法によって、しかも何ていうのか丸森でつくった条

例が民業の圧迫につながるんではないかというふうな訴訟も辞さない構えというのはあると思

うんですけれども、そういう対応ができた場合の、町の条例はともかくとして、法的な対応と

いうものの体制というのは整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。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） いろいろ法律がある中で、そういったものを止められるかどう

かというのは、すみません、ちょっと私はそこまで分からないんですけれども、まず再生可能

エネルギーに関する特措法、その法律があるわけですから、やっぱりそれをきちんと運用して

もらうしかないのかなと思っています。 

  何年か前、登米ですかね、バイオ発電の話があって、それも行政も知らない間に何か認可が

もう下りて、住民が騒いだという件がありましたけれども、あのときに東北産業経済局ですか、

の担当者の方の話では、その住民への説明は努力義務なんですと。だから、要件がそろってい

れば認めざるを得ないんですというような新聞でそういうのが載っていましたけれども、特措

法の解釈をどのように解釈したらいいのかなというのが、我々としてもそこにそう書いてある

んですから、やっぱり国がつくった法律で、国がそういう解釈をしているんだとすれば、なか

なか市町村レベルでは難しいのかなというふうに思っていますね。 

  ある町のホームページなんかでは、条例も含めて関係法令に違反しないようにということを、

特措法でうたっていますので、条例に違反した場合はそもそも国に認可の申請はできませんと

いうふうに、国を指しているんですよね。 

  今後我々も条例をつくるということで動き出したいと思いますけれども、その条例の中です

んなりはいかないんですよというような、少しでもそういった情報を流すとともに、その条例

の中にどの程度入れられるか分からないんですが、そういったふうに取り組んでいきたいなと

思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 特に全国の再生可能エネルギーの開発の問題を見ると、どうしても企業

優位に進められている感があります。それを自治体がどうやって止めるかというのは大きな課

題だというふうに思います。ただ、私は思うんですけれども、やっぱり現状で条例をつくって

も、例えば丸森のように、何ていうのか、かなり攻撃的な手段で来る場合も考えると、その前

の段階で相手がちゅうちょするような、やっぱりこう柴田町は一筋縄で行かないよというよう
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な姿勢を絶えず示していく自治体になる必要があるかなというふうに思います。 

  その辺り先ほどの課長答弁にもありましたとおり、私もそこは同感で、柴田町面倒くさいな

と思われるような、環境問題について非常に考える自治体というふうな姿勢を示していただけ

ればなというふうに思います。 

  特に、今後の再生可能なエネルギーの問題を考えてみますと、先ほどもお話ししたとおり、

バブルのように今いろんな企業が参入してきています。例えば、その中身が非常に気になって

いるのは、結局その将来の電力需要見込みとか、あるいはここまで造ったら終わりだよという

上限を決めずに、すごい寄ってたかって開発しています。いずれ供給過剰になって、頭打ちに

なる時期が来るんではないかなと考えます。その際、やっぱりどういう状態になるのかといえ

ば、結局供給過剰の中で淘汰される企業だって出てくると思うんですよ。その際、例えば開発

した企業が倒産して逃げてしまうとかというような事態が起こって、結局最後に残るのは切り

開かれてはげ山になった山と、そこに放置されたソーラーパネルということになりかねないと

思うんですね。 

  今、仙南がどういう状況になっているかっていうのは、ぜひ皆さんも見ていただきたいんで

すが、グーグルアースとかグーグルマップで航空写真モードにして、一番見やすいのは白石の

南部山浄水場の座標を示して、そこから北西のほうにスクロールすると、山の稜線に張りつい

たソーラーパネルが非常によく見えますので、その辺りも見て、仙南の状況と、至るところに

あるんだなというのは実感していただければなというふうに思います。 

  今後の展開の中で、言ってもこの問題については、一家言ある自治体として、柴田町が立場

を確立していただくことを期待して、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて、15番平沢真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。 

  ２時25分再開といたします。 

     午後２時１２分  休 憩 

                                            

     午後２時２５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。 

  ４番小田部峰之君、質問席において質問してください。 

     〔４番 小田部峰之君 登壇〕 
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○４番（小田部峰之君） ４番小田部峰之です。 

  大綱１問、質問させていただきます。 

  １．歯科口腔保健条例の制定を。 

  2021年６月に経済財政運営と改革の基本方針2021、いわゆる骨太の方針が閣議決定されまし

た。コロナ対策が優先事項である中、歯科に関わる記述においては、新たな視点として、飛沫

感染防止、歯科おけるＩＣＴ活用が打ち出された中、生涯を通じた切れ目ない歯科検診は継承

されています。 

  このことは、宮城県が取り組んでいる宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例と、第２期宮城

県歯と健康づくり基本計画の目的、理念、基本理念と方向性は一致していると、宮城県歯科医

師会での総括にあります。 

  宮城県では、歯と口腔の健康づくり推進条例を平成22年２月に交付しています。この条例で

は、県民が生涯にわたって歯科疾患の予防に取り組み、早期発見、早期治療を促すこと、保健、

医療、教育等の関係分野と連携して、歯科口腔保健を推進することとしています。口腔の健康

は、生涯にわたって自らの歯で食べる楽しみを持ち、健康で質の高い生活を営む上で重要な役

割を担っています。 

  乳幼児期から高齢期までのそれぞれの期間における口腔と歯科疾患の予防等による取組は、

町民の健康保持と増進に重要と考えます。また、歯周病が肺炎や心筋梗塞の原因になるという

研究論文が国内外で発表されるなど、歯科医療は歯や口腔の健康だけでなく、町民の健康寿命

の延伸に貢献し、医療経済効果も期待できると思われます。 

  成人期は、行政が関わる歯科保健活動との接点が非常に希薄な時期になります。この時期に

多くの方々が歯周病にかかり、それにより歯の喪失が始まります。大学、専修学校、職域、町

内会などに対して積極的にアプローチを行い、かかりつけ歯科による専門的ケアや、歯周疾患

検診が全身の健康維持に寄与することを継続的に伝えていくことが重要であり、健康な口腔機

能を維持し、高齢期に移行していくことが課題と考えます。 

  このようなことから、本町での歯科口腔保健条例の検討、そして制定をきっかけとして意識

を新たに健康しばた21での現在の取組をさらに強化し、切れ目のないサポート体制の構築が望

まれますが、町としての見解を伺います。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 答弁をいただく前に１点確認させてください。条文の中の中間、真ん中

辺、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの期間とお読みしたようですが、（「時期です」の声
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あり）時期で。分かりました。 

  答弁を求めます。町長。 

     〔町長 登壇〕 

○町長（滝口 茂君） 小田部議員の１点、歯科口腔保健条例の制定でございます。 

  町が進める歯科保健事業につきましては、第６次柴田町総合計画の健康体力づくりの推進に

おける歯科保健事業の充実、さらには第２期健康しばた21における８つの取組分野の１つであ

る歯と口腔の健康に基づき各種施策を展開しています。 

  主なものとして、１歳お誕生相談、乳幼児相談、１歳６か月児歯科健診、２歳児歯科健診、

３歳６か月児歯科健診、健康増進法に基づく節目の成人歯科健診、特定検診時に案内する成人

歯科相談などを行っています。高齢期では、歯科衛生士や柴田町地域包括支援センターの職員

が、直接地域に出向き口腔機能向上のための口の体操など、実技を含めた健康教育を実施する

など、歯と口腔の健康づくりに取り組んでおります。 

  広報周知活動としましては、広報しばた、お知らせ版、メール配信サービスを活用した歯科

検診の受診勧奨や虫歯予防などをお知らせするとともに、地域での出前講座等での歯と口腔の

健康づくりに関する普及啓発活動を行っています。 

  町の健康増進計画である第２期健康しばた21の計画期間が、令和６年度までとなっておりま

すので、令和５年度に最終評価のための町民健康調査を実施し、令和６年度に計画策定のため

の協議検討を行っていく予定です。 

  歯科口腔保健条例については、令和７年度からスタートする第３期健康しばた21の計画に歯

と口腔の健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策が盛り込まれるよう、早急に制定定に向

けた準備を始めてまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 小田部峰之君、再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） ありがとうございます。うれしいご答弁ありがとうございます。 

  せっかく調べてきたので、何点か確認させていただきたいと思います。 

  皆様もご存じの8020運動、80歳で自分の歯を20本という運動ですね、達成率2017年には

51.2％全国でなっているということですが、本町の現在の達成率も恐らく全国レベルだと思わ

れるんですが、その認識で間違いないでしょうか。 

○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） この8020運動の達成率、柴田町につきましては、どのくらいに

なっているのかということなんですけれども、こちらのほうにつきましては、調査する形があ
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りませんので、柴田町の数字としては持っていない状況になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） じゃあ、全国平均レベルということで認識してよろしいでしょうか。

というふうに認識しておきます。先輩議員も令和元年に質問に上げていたようでしたね、この

ことは。 

  あと、歯の健康意識は高まってきたということですよね。もしかして。もともと高かったと

いうわけではないですよね。その辺いかがですか。 

○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） やはり平成29年に中間評価ということで、町民健康調査という

ことでさせていただいた経緯がございます。その前は、平成22年度調査でしたけれども、その

間でいきますと、やはり歯科に関する意識は上がっているというようなことで、判断をしてい

るとこでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。じゃあ、全国の歯科口腔保健推進条例の制定状況をち

ょっと見てきたんですが、令和４年６月現在の都道府県においては、45の都道府県で制定済み

と。市町村においては、多い県では埼玉県の30、愛知県の22と、東京はちょっと１市３区とな

っていますけれども、東北では青森県の４、岩手県３、山形県は山形市が１つと、全国で173

の市区町村で制定済みということになっております。 

  宮城県では栗原市のみ制定となっております。名取市さんの場合は検討段階ということで、

ちょっと電話で聞いてみたら、検討で動き出して３年ぐらい経過しているけれども進展は見ら

れないということで、あんまり積極的には対応しないような感じもいたしました。登米市さん

も検討段階に入っているということですね。 

  あと、栗原市さん、ちょっと問合せて県内で唯一なので、どうなのかなということで聞いて

みたら、やっぱり生活の質、クオリティオブライフというんですか、そういうのとあと健康寿

命の延伸に欠かせないものとの認識で、これを目的に条例を執行部提案で平成25年に公布施行

と。きっかけは誤嚥性肺炎で入院する高齢者が1,350人と多かったことで、危機感を覚えたら

しくて、そして予防には口腔の清潔保持や、食べる、飲み込むなどの口腔機能の低下防止が重

要と考えられたことから条例制定に至ったようで、これによって効果的な事業の実施が可能と

なり、基本計画に基づく各事業の実施状況や、進捗状況の確認評価を行うことでその後各事業

の見直し、拡充等のサイクルをつくることができたと。関係機関との情報共有とさらなる連携
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の強化につなげられたことも効果として挙げられるというご回答をいただきました。この点い

かがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 情報としまして、栗原市さんのほうから基本計画等もいただき

まして、内容を確認させていただきました。やはりそういった条例をつくったことをきっかけ

に、そういった取組がなされて、よい方向に向かっているということで認識しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 柴田町ほどの規模、最大規模の町３万8,000人を要する自治体なら、

整備されていても不思議ではないと思いますので、対外的な町の印象に強く影響すると思うん

ですが、この点いかがですか。 

○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） やはりこれまでは、宮城県のほうで条例が制定されておりまし

たし、その内容に基づきまして、柴田町でも実施してきた。それから、健康しばた21にも当然

こちらのほうを盛り込んできたということではありますけれども、やはり一部で取り組んでき

ているということがございますので、町長の答弁にもありましたように、そういったことでは

もう少し前向きに、そういったことに取り組んでいけ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） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 成人期と高齢期の歯科疾患検診、受診率ですけれども、これの柴田町

は10.1％ぐらいなんですけれども、川崎町さんが結構高くて、48.25％出しているんですよね。

これなぜこのぐらいなのかなと思って、ちょっと聞いてみたんですけれども、18歳から74歳ま

で成人全てが対象ということで、切れ目のない体制ができていると。総合健診のついでに歯科

健診ができている、できると。そういった工夫もしているということですね。 

  本町では健診会場２か所で、成人歯科無料相談、現在まさに実施期間中のようでございます

けれども、ちょっとこれの詳細説明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。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 健康相談の無料相談のほうですね、ちょっと今数字、すぐ探せ

ませんので、成人歯科検診のほう、こちらのほうの数字でいきますと、川崎は年代的に全てに

対応しているということですけれども、柴田町の場合は40歳、50歳、60歳、70歳ということと

いうことで、節目の対応をさせていただいております。先ほど議員おっしゃったとおり、令和
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２年度の受診率10.1％ということでございます。こちらのほうにつきましては全国、県内、大

体同じような流れでということは確認をさせていただきました。ただ、川崎さんはやはり突出

してこちらのほうが数字が高いと。 

  ただ、一方柴田町の場合は、歯科医師さんのほうが充実しているということもありまして、

受診する機会、こちらのほうにつきましては、ちょっと過去の数字にはなりますけれども、県

内でもトップクラスの受診状況だというなことでの報告、こちらのほうは確認をさせていただ

いているとこでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。柴田町も果敢に挑戦しているということですね。すば

らしいことだと思います。 

  食育との絡みなんですけれども、これも切っても切れないと思います。農林水産省では、日

本歯科医師会など４団体から、2007年６月に国民全てが豊かで健全な食生活を国民運動として

広く推進することを宣言した食育推進宣言が出され、歯科に関する職種は国民全てが豊かで健

全な食生活を営むことができるよう、多くの領域と連携して国民運動である食育を広く推進す

ることとされています。 

  健康しばた21を見ますと、行政での取組のところで、食育の視点を取り入れた歯と口腔の健

康づくりを推進しますとの文言がありますが、具体的な取組内容、よろしかったら教えてくだ

さい。 

○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） まず食育、こちらのほうの計画につきましては、健康推進課の

ほうで担当させていただいております。まず食育とはということでは、食に関する知識と選択

をする力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むというようなことで、取り組ませて

いただいているところでございます。 

  こちらのほう、やはり食べることということにつきましては、人間形成の基盤というような

こともありますので、そういった食べることの力をきちんと身につけていただくというような

ことで、食べることに必要なものが今度は口の中ということになりますので、その歯と口腔の

ほう、きちんとケアできるようにというようなことで取り組んでいく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。 

○４番（小田部峰之君） 全くそのとおりだと思いますね。私もこれメモしたのと全く同じ文章

なんでびっくりしました。歯医者の先生、ちょっと聞いてみたんですけれども、口をきれいに
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すると感染予防になると、うがいをするより歯磨きするほうがよい。気になるのは学校での歯

ブラシ禁止、今学校で歯ブラシ禁止なんでしょうか。 

○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） 今回、実は１月の段階で、コロナが蔓延したときに、県とかの

助言もございまして、ある程度ディスタンスが取れるような状況かどうかを確認した上で、ま

ずはコロナに感染しないような状況をつくるというようなことで、教育委員会のほうに情報提

供させていただきまして、１月18日から学校内での歯ブラシを一時中断をさせていただいてお

ります。そのときに、家庭での歯ブラシを徹底していただくというようなことで、それも併せ

て情報提供させていただいた経緯がございます。 

  中断はいつまでなんだというようなことで、度々機会がございまして、実は５月、６月一時

期コロナの発生状況が下がったときに、そういったご相談をまた学校とか、町内の歯科医師会

とかの先生方に相談をさせていただいて、いつ頃から復活しようかということでなったときに、

また７月から急激にちょっと感染者数が増えてしまったというようなことがございまして、今

もまだ中断している状況でございます。 

  そこで、そういったことも、やはりちょっと私もずっとその状態が続いているということで

ちょっと心配なものですから、もう間もなく落ちてくればまた再開をしたいなということで、

今はまだなかなか数字が収まらない状況ですので、やはりしかるべきときにはきちんと復活で

きるように体制を整えていきたい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） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 人数の少ない学校から再開してはどうなのかなという意見ちょっとあ

ったもんで、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。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） やはり学校さんのほうにお話をさせていただいたときに、でき

るところと、なかなかできないというところがございますので、その辺も含めまして、教育委

員会のほうとちょっと相談をさせていただきながら、進めていきたいなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。町の声というか、実際健診案内、どういうふうに受け

取っているのかなということでちょっと聞いてみたんですけれども、たまに歯科健診案内は来

るが、受診したことはないということですね。会社の健診は労働基準にのっとった義務なので

受診するが、それ以外は受診しないと。暇をつくって交通費かけてそこまでしていくわけがな
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いとずばっと言われましたけれども。 

  あともう一方、町の健診案内は見たこともないという方もいらっしゃいます。督促状は目立

つ封筒で来るから分かるけれどもということですね。ちょっとこの辺工夫の余地があるのかも

しれません。眠れないくらい痛くなってから渋々歯医者に行くと、ブラッシングの指導はされ

るけれども、ぴんと来ないと。その場限りになって行かなくなるということですね。 

  あともう一方、ちょっとこの方は、虫歯にならないという方がいらっしゃって、一度も行か

ないんですね。自分でも不思議だと言っております。50歳の方です。歯磨きしているだけとい

うことで、でもこの方、歯ブラシが毛先が２万本あるものを使っているということなんですよ。

普通は500本ぐらいなんですけれども、これ何か何が違うのか分かれば教えていただきたいん

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） 今薬局さんに行ってもいろんな歯ブラシが置いてあります。固

いのから柔らかいのから。あとは、一緒に歯茎をブラッシングできるものからということで、

いろいろあります。その２万本もそういったいろいろ調べていくと出ております。やはり、口

に合った歯ブラシ、その症状に合った歯ブラシを選ばれるのが一番いいということで、２万本

については多分いっぱい毛がついておりますので、その分満遍なくマッサージできるのかなと

思いますし、ただちょっと心配なのは、そのあとの水切りがちゃんときちんとできて、衛生管

理上それが維持できるのかというのはちょっと心配かななんていうことで考えているところで

す。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。何かこの方が言うには、一度体験したら別な世界が見

えてくると言っていますけれどもね。すみません、余計な話で。 

  あとほかの方は、気になったらすぐ健診に行くという方もちゃんといらっしゃって、かかり

つけに二、三か月に一度、歯石取ってもらっていると、少なくとも１年に一度は行く。口内炎

できやすかったんですけれども、指導を受けたら口内炎できなくなったということです。 

  かかりつけを持っている人の割合というのは、町では把握するすべはない、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） かかりつけ医を持っているかどうかというようなことで、平成

29年に実施しました健康調査、こちらのほうで、そういった取らせていただいております。そ
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こにそのときの状況ですけれども、はいと答えられた方が65.9％いらっしゃいました。ちなみ

に国のとかは、国のデータもちょっと見てみたんですけれども、こちらの今回のアンケートの

結果につきましては20歳以上ということで柴田町では取らせていただきました。国のほうでは、

県ですね、宮城県ですね、すみません。年代もう少し分けて取っておりますので、全体の数字

とちょっと比較できなかったというところはございますけれども、やはり年齢が高くなってい

くとかかりつけ医を持たれている方が多くなっているというような状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。結構高いなと、本当に意識が高い町なんだなというふ

うに思いました。 

  あとの例は、子どもの頃に我慢させられて治療を受けて痛い目に遭ったから、それ以来歯医

者には行けなくなったという気の毒な方もおりました。その方は、今現在残っている歯はちょ

っと少な目ですけれども。治療費が保険で３割、結構な負担になると、取りあえず食べられる

状態ならほっとくと。 

  隣町の先生にも聞いてみたんですけれども、早く来てくれれば軽く済むと。治療は時間がか

かるもの、ついつい歯の治療は後回しになってしまっている。この点を促す必要があるのでは。

歯と全身の健康との関係の周知が必要なのではということを強調されていました。やはりここ

がみそなのかもしれません。歯と全身の健康との関係、歯周病が肺炎や心筋梗塞、糖尿病など

の原因になるということを認識している人と、そうでない人では180度の違いだと思います。

この認識の普及啓蒙に力を入れていただきたいと思います。 

  早期発見早期治療を促すことと併せて、結果として総合的な医療費減少が期待できるという

ことですが、どう思われますか。 

○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） やはり歯の健康につきましては、小さいときからということで、

町長答弁にありましたとおり、１歳のお誕生からずっと継続的に行っていきます。それから、

学校のほうで校医さんということで対応していただいておりますし、県健康推進課の職員が健

康教育ということでお邪魔をさせていただいて、そういったお話をさせていただく機会も去年、

おととしは、コロナの関係で実現できておりませんけれども、結構な回数開かせていただいた

経緯もございます。 

  ですから、小さい段階からそういった歯の大切さ、そういったものを健康教育ということで、

進めていければなということで考えております。 
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  あともう１点。 

○議長（髙橋たい子君） ちょっとお待ちください。どうぞ。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 先ほど歯科相談の関係で、人数ということで、令和２年度こち

らのほうで、回数的には４回やっておりまして41人の相談を受けているということでございま

す。ただ、令和３年度、こちらにつきましては、コロナ関係もございまして、１日だけ開催を

しまして、住民の相談があったということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） コロナの影響がいろんなところに出ているということですね。分かり

ました。 

  もう最後にします。柴田町は頑張って真摯に取り組んできているということを確認できまし

た。さらに進めて、歯科口腔保健推進条例の検討、そして制定をきっかけとして、意識を新た

に健康しばた21での現在の取組を強化して、特に成人における切れ目のないサポート体制の構

築をできるところから取り組んでいただくように、厚く厚くご要望いたしまして、私の質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて、４番小田部峰之君の一般質問を終結いたします。 

  以上で、一般質問通告に基づく予定された質問は全部終了いたしました。 

  これをもって一般質問は終結いたします。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日、午前９時30分から再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時２５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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