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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 議案第１３号 柴田町役場槻木事務所設置に関する条例を廃止する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、議案第13号柴田町役場槻木事務所設置に関する条例を廃止

する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  今の議案第13号の関係資料についてちょっとお伺いしたいと思います。 

  ３月17日の全協の資料によれば、これは案の状態でしたけれども、（仮称）槻木行政サービ

スセンター（槻木事務所）というふうになっておりました。今回関係資料で出されたところに

よれば、柴田町サービスセンターということで、槻木も行政も、またそのあとの括弧書きの旧

槻木事務所という文字もなくなっているようですが、こうした理由をお伺いします。 

○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） お答えします。 

  今回、キソクでもって柴田町サービスセンターということのご提案でございますが、今回の
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名称については、今後、町民の皆様が証明書を取得できる場所として認識しやすいこと、それ

から、近隣市町村でも実はサービスセンターという名称を多く使っています。あるいは、どこ

どこ証明書発行所なんていう名称でもってやっているところもあるということでございます。

さらに加えて、公共施設等の管理計画に基づく取扱い方針の中でも、実は柴田町サービスセン

ターという名称で、既に議員の皆様にはお示ししておりましたので、今回しっかり検討したと

ころ、この名称がふさわしいのではないかという結論に至ったものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。（「ありません」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第13号柴田町役場槻木事務所設置に関する条例を廃止する条例の採決を行いま

す。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

                                            

     日程第３ 議案第１４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、議案第14号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第14号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

                                            

     日程第４ 議案第１５号 令和４年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、議案第15号令和４年度柴田町一般会計補正予算を議題とい

たします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、まず債務負担行為補正、地方債補正を含め、総活と歳入を一括といたします。歳出

については、まず１款議会費31ページから４款衛生費44ページまで、次に６款農林水産業費44

ページから12款公債費56ページまでといたします。なお、質疑に当たってはページ数を示して

行ってください。 

  まず、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総活と歳入の質疑を許します。質疑ありませ

んか。13番大坂三男君。 

○13番（大坂三男君） 32ページ……（「まだですね、30……」の声あり）すみません、取り消

します。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  30ページの23款１項の町債、総括的な話になるんですが、そのうちの４目、臨財債の件につ

いてお聞きしたいと思います。 

  国のほうの方針として、報道で聞いている範囲では、臨財債に頼らない財政にこれからやっ

ていくというような報道が来ていて、それで減額になっているんだと思うんですけれども、そ

うすると、これから、今まで講習会なんかで私たちが行ってきたときに、歳入歳出の口がワニ

の口だというふうによく表現されていて、これからこの調子でいくと、これがもうちょっと広

がっていって、最後に顎が外れるような感じを受けるんですけれども、そういったことに対す

る考え方、財政としての受け取り方、それともう一つは、この形でいくと、町の歳入、国から

来るやつも全部含めてですね、それが減少するような形として表れてくるんじゃないかと危惧
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しているんですけれども、その辺に対する財政当局としての見解なり考え方をお聞きしたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 今回、補正予算で計上しましたこの臨時財政対策債は、今年度の

普通交付税の算定結果によるものでございます。いわゆる国のほうで徴収した国税が大分上振

れしたということで、地方に配分する普通交付税の額が増えました。その算定過程の中で、臨

時財政対策債へ振り替える金額が、国全体として減らしていったわけですね。いわゆる借金に

頼らないといいますか、財政課としては、このような方向で国の税収が上がって、地方に普通

交付税での配分が増え、臨時財政対策債の発行額が減るということは、一般財源の質がよくな

るというふうに受け止めております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○12番（秋本好則君） すみません、今のところで、この形でいくと町としての歳入が減ってく

る傾向があるんじゃないかということに対する見解もお聞ききしたかったんです。 

○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） 臨時財政対策債は、まずそもそも普通交付税として交付されるべ

きものと認識しておりますので、減少というふうには考えてはございません。あくまで一般財

源総額を普通交付税と臨時財政対策債で確保しているというふうに捉えております。 

○議長（髙橋たい子君） 質疑どうぞ。 

○12番（秋本好則君） これも財政担当としての見解で結構なんですけれども、今、国が進めて

おられる、いくと言われている臨財債に対する考え方、これはうまくいくと思いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 大変難しい質疑ですが、答弁を求めます。国に代わって財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 国のほうでもプライマリーバランスだとか、そういう目標を立て

たのに、結構先送りされていますね。なかなかコロナなりウクライナの情勢で先行き不透明な

んだろうなと、誰しもが感じていると思います。財政課としましても、予算を調整する際には、

堅実に地方財政計画なりを見据えた上でやるんですけれども、なかなか末端行政としては、は

っきりしたことは見通せないなとは思ってございます。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森です。 

  28ページです。前ページから続いております民生費国庫補助金、事前の説明では、すみませ



１８６ 

ん、９節の子ども子育て支援施設交付金と、それから同じ28ページの17款２目の民生費県補助

金、それぞれ1,937万2,000円、こちら槻木児童クラブの増設に係る補助金だということでご説

明をいただきました。このことについてお伺いしたいんですけれども、３月に全協で示されて

おります資料では、補助上限約580万円の補助ということで金額の記載がありました。そのと

きに、約１億円の建設費を見込んでいるということも同時に記載されてあったんですが、この

１億円というものを基本とした補助金の申請であったのか、今回、実際に計上されている児童

クラブの増設に係る費用として約１億3,300万円計上されておりますけれども、その金額に対

応した補助金であるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） これに補助基準額というものがございまして、放課後児童ク

ラブ、１部屋を造るに当たり2,906万円という補助基準額がございます。今回２部屋を造りま

すので、5,812万円、それの３分の１で1,937万2,000円というような算出基礎になります。あ

くまでも補助基準額を基準とした金額になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） そうしますと確認ですが、今回、約１億3,300万円の建設費の計上です

けれども、今回の補助金っていうのは、今回建てるに当たっての上限の補助金、入ってくる補

助金の上限であるという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 補助基準額5,812万円ですので、それを上限を超えて１億

3,000万円ということで、上限を超えていますので、マックスということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。（「ないです」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑がないようですので、これで総括と歳入の質疑を終結いた

します。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  まず、31ページの議会費から44ページの衛生費に対する質疑を許します。質疑ありませんか。

17番平間奈緒美さん。 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美です。 

  35ページ、総務課の戸籍住民基本台帳費の12委託料、フォトブースパネル作成業務委託料が
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入っております。どこに委託するのか伺います。 

  以上です。 

○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） フォトブースパネルの委託料ですけれども、実際の委託に関し

ましては予算をお認めいただいてからということになりますので、今一応想定しておりますの

は、このフォトブースの実績のある広告業とか看板制作業、そういった業者のところから見積

りをもらいまして、その上で考えたいというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑どうぞ。再質疑、失礼、どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 担当課では大体このような感じってイメージがあると思うんですけれ

ども、現在のところどんなイメージのものを考え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。町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） イメージとしましては、まずフレームが大体縦横２メートルぐ

らいで、そのフレームにテントなんかで使われている生地、テント地っていうんでしょうかね、

そういったテント地に、花のまち柴田にふさわしいような、そういったデザインをして、それ

でそのフレームに貼るというようなことを想定しておりまして、うちの課の若手の職員にちょ

っとアイデアを出してもらったりして、あとは業者のほうと打合せをして作っていきたいなと

いうふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。 

  ほかに質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  まず最初に35ページの２款の総務費の２項の徴税費、その中に、２目の課税徴収費っていう

のの中の12節に委託料があるんですが、ここに各種データ化の業務の委託がずっと出ているん

ですけれども、これと自治体ＤＸ関係が進んできているんですが、これはどういうふうな連携

があるのか、そのことをまずお聞きしたいと思います。 

  それと、37ページの３目障がい者支援事業、この中の14節工事請負費の中に、地域活動支援

センターもみのきの補修工事が入っているんですが、これの詳細を、どこをするのか中身を教

えていただきたいと思います。 

  それと、39ページ、児童福祉の関係で、14節、先ほどもちょっと話で出ておりました工事請

負費の中の放課後児童クラブ１億3,000万円入っているんですが、このお金の使われ方、この

中身をちょっとお聞きしたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） それでは、議案書35ページ、２款２項２目賦課徴税費の12節委託料

の内訳、内容についてということになります。 

  国が示しております自治体ＤＸにつきましては幾つかの柱がありまして、今回計上しました

ものに関するものとしましては、自治体の持つ各種のシステムの標準化と共通化、それから自

治体の行政手続のオンライン化というような重点取組事項がございまして、こちらに該当する

ものでございます。 

  まず、委託費の一番上にあります確定申告送付情報データ化業務委託料、こちらの内容につ

きましては、町で確定申告を受けたものについて、従来は紙ベースで税務署に送付をしており

ましたが、前回から電子で送付することと改正されたため、税法改正などの内容を盛り込んだ

今年度用のバージョンをインストールし、セットアップするものというところで、先ほどのＤ

Ｘのほうに該当しているというものでございます。 

  一番下の地方税共通納税システム改修業務委託料についてなんですけれども、こちらの、ま

ず地方税共通納税システム化ということなんですけれども、地方税につきまして納税をすると

か申請をするとか、そういった行為に対して、従来は町や金融機関に出向くんですけれども、

それをなくして自宅やオフィスでインターネットを通じて簡単に行うようにできるシステムと

いうこと……（「マイクの調子が悪いんでないかや」の声あり）では、委託費の１行目はご理

解いただけたということで、では３行目の話なんですけれども、地方税共通納税システム改修

業務委託料についてなんですが、こちらは地方税の納税やその申請について、町や金融機関に

出向くことなく、自宅やオフィスでインターネットを通じて行うということのシステムであり

ます。令和元年10月から一部の税目で実施されておりますけれども、令和５年４月から税目を

拡大しまして、固定資産税や軽自動車税といったところの税目の拡大がありますので、これに

対応するシステム改修を行うものということで、先ほどのＤＸに該当しているというところで

す。 

  真ん中の給与支払報告書データ化業務委託料、これは確定申告でシステムを使って申告業務

を行っているんですけれども、それに対して給与支払報告書等のデータを入力するものという

ことで、デジタル化ではあるんですが、国で示している自治体ＤＸからは外れているというよ

うな状態でございます。 

  以上です。 
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○議長（髙橋たい子君） 続いて37ページ、福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 37ページ、地域活動支援センターもみのきの工事ということでござ

います。 

  内容につきましては、建物周囲、これは南側、西側になります。そちらの押出成形セメント

板の工事、それから砂掘削充填等の土工事、それから縦どい等の補修工事の内容となります。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） まず、建築工事に9,885万6,000円というふうになります。外

構とか防音とかの内容になります。続いて、機械電気設備工事という関係工事で3,449万6,000

円というふうになっております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） まず委託料の、先ほどの徴税関係、そうしますと、１番目のデータとか

その辺は分かったんですけれども、一番下のほうの共通納税システムということは、いわゆる

マイナンバーと全部連携してくるのかなというふうに、私聞いていて思ったんですが、それが

そちらで動くということを前提でもうサイセイとして動き始めているということですね。その

辺の確認をちょっとしたいと思いました。 

  それと、もみのきさんなんですが、外周りの改修ということで、例えばあそこの地盤沈下と

か、そういった建物の構造に関するものではないっていうことをちょっと確認したいと思いま

した。 

  それと、最後の放課後児童クラブなんですが、ちょっと今よく聞き取れなかったところあっ

たんですが、建物の設計工事として9,800万円余りという、ちょっと聞いていたと思ったんで

すが、そうしますと、国税庁のほうに県別の構造別の平米単価というのが一応出ておりまして、

こういう内容なんですが、これで全部宮城県を判断していきますと、この面積を掛けていくと、

建築工事として大体6,000万円ぐらいかなというふうに見積もっていたんです。見積もってと

いうか、統計から出てくるんですけれども、少し割高のような感じがするんですが、普通の軽

量鉄骨造の住宅の単価になってくるんですけれども、それとどういうところが違うのか、その

違いを教えていただきたいと思います。 

  それと、基礎がこの図面ではよく分からないんですけれども、あそこはかなりの軟弱地盤だ

ということがありましたので、どのような基礎が考えておられるのか、その辺の工事としてプ

ラスになってきているのか。まずその辺をお聞きしたいんですが。 
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  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まず、税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） 地方共通納税システムとマイナンバーカードの関係ということのご

質問ですけれども、インターネット上でいろいろな申請をするとかいうような事務の流れをす

る際に、それが本人なのかどうかということを確認する必要があるということですね。窓口で

あれば免許証を提示して身分を証明する、これをインターネット上でどうするのかとなると、

マイナンバーカードが必要だということで、冒頭で申し上げましたけれども、重点取組の中で

はマイナンバーカードも同時に普及していきますよというふうに国が動いているということで、

マイナンバーカードは必要だということになってきます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 地域活動支援センターもみのきの関係ですね。一昨年、昨年と地震

の影響もございました。先ほど南側、西側と申し上げたんですが、やはり基礎の周辺ですね、

隙間等生じている部分が若干あります。そちらのほう補修の対応という形になります。今回は

あくまで安全を確保するという目的といいますか、そちらがメインという形になります。それ

で、建物の共同の部分ということでは特にございません。把握的には建物自体は支持層までく

いが入っている形で、ほとんど震災以降、昨年、一昨年地震もあったんですけれども、中の被

害とかそういったものが非常に少ないと認識しておりますので、大丈夫だとは思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足ですか。いいのね、次に…… 

  続いて、財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） 今回ですね、この児童クラブの建築については財政課でも一緒に

取り組んできたものですから、私のほうから説明いたします。 

  確かに今回の工事費、多額にはなっております。実情としては、まず防音対策だとかそうい

ったことを、学校内の敷地での工事ですので、そういった対策により少し割高になっている面

もありますし、あとは軽量鉄骨を使ってなるべくスペースを取れるようなデザインでやるんで

すけれども、平米単価についても、今までの町の子供の施設の建築なり考えていったときに、

それほど飛び抜けて高いかなというと、財政課としてはもうちょっと抑えたかったんですけれ

ども、いろいろな諸事情で高くなっております。ただ、今回予算としてお認めいただく金額な

んですが、今実施設計がもう少しで完成というところの状況なんです。本来実施設計が固まっ

てからきちんとした金額でお示しできればよかったんですけれども、まず基礎のお話がありま
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した。秋本議員おっしゃるとおり、基礎については、今回くいは使わずにですね、べた基礎で

施工するということで今進めております。そういった調査も含め、今からもうちょっと時間が

かかりますので、今回お示ししているこの１億三千数百万円という金額は、ちょっと限度額と

いうことでご認識いただきたいと思うんです。まず今月中には実施設計のほうは固まります。

もちろん今回お認めいただく金額の範囲内で発注するというふうに考えておりますので、なか

なか高いというイメージお持ちになられたかとは思いますけれども、事情をちょっとご察しい

ただき、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。 

○12番（秋本好則君） 今の    関係でお聞きしたいんですが、私もこういう全体の写真を

撮りまして、全体の小学校の、グーグルネットから取っているやつなんですけれども、これに

全体のを落としてみたんですよ。そうすると、何か今の小学校が設計意図として出しているフ

ァサードのイメージね、それを何か全部潰すようなところに設置されるんですね。例えばこれ

を90度振ってみるとか、そういう方向にやっていけば、両方ともウィン・ウィンでいけそうな

気もするし、もうこういうふうにも決まってしまっているとなると、例えば、正面の校舎、た

だ、避難のスロープが２階から下りてきますよね。そうすると、それと幾らも離れないうちで

避難通路の斜面のやつからすぐにこれが建ってしまうとかね、そういうところが少し見受けら

れるんですけれども、これをもう少し移動するとか、配置を変えるということができるのかと

いうことが１点と、確かに軟弱地盤を考えればべた基礎でやっていって、地盤改良していけば

多分済むと思うんですが、であれば、かえって木造にしちゃったほうがフレンドリーでいいよ

うな感じもするんですけれども、木造にできなかった理由、諸事情に入るのかもしれませんが、

その辺をちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） この位置の関係ですね、非常に学校側と子ども家庭課含め協議し

て、このようになりました。今回目的は年度内に建物を建てるというちょっとタイトなスケジ

ュールで進めていまして、今から大幅な90度の変更だとかというのはなかなか厳しいのかなと

思っております。また、木造というのも当然こちらでも考えたんですけれども、まず、今回の

軽量鉄骨での造り方による施工期間の短縮なり考えたことと、あとはウッドショックといいま

すか、そういった木造でも価格の高騰が、鉄材もですけれども、そういうことを認められるの

で、軽量鉄骨でというふうな結論に至ったものでございます。まず期間がどうしても短いので、

今後大幅な変更というのはなかなか難しいということもご理解いただきたいと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森です。 

  32ページです。４目まちづくり推進費の委託料、情報発信人材育成、市民ライター養成事業

の委託料なんですが、こちらは今年度からの新事業ですけれども、13万2,000円増額になって

いる理由についてお尋ねします。 

  それから34ページです。34ページの交通防犯対策費の役務費で、防犯灯ナンバープレート取

付料で37万円計上されているんですが、この防犯灯、ナンバープレートも含めてリースの中で

含まれるということで前に説明があったと思うんですけれども、今回この取付料がリースから

外れた理由、計上された理由についてお伺いしたいと思います。 

  それから39ページです。今秋本議員からもありましたけれども、槻木児童クラブの件なんで

すけれども、財政課長から今回の計上されている工事請負費については上限だということで、

少し安心はしているんですけれども、あそこたしか給排水なんかも特殊だったりするので、そ

の分も加味してしっかりされているのかどうかが１つと、それから工期ですね、工期とその期

間中の安全対策、それから低学年棟とかなり接近していますから、工事期間中の騒音対策につ

いてお伺いしたいと思います。 

  それから41ページです。新型コロナウイルス感染対策用の備品200万2,000円計上されていま

すけれども、これはどんな備品であるのかお伺いしたいと思います。 

  最後です。43ページ、衛生費のじんかい処理費の負担金補助金及び交付金、被災家屋解体撤

去負担金1,600万円ほど計上されていますけれども、こちらの詳細についてお伺いしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。32ページ、34ページ、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） お答えいたしたいと思います。 

  まちづくり推進費、委託料の関係でございます。こちらの委託につきましては、内容的には

２つございまして、まず講座の開催業務と冊子の制作業務ということで、２点あるんですけれ

ども、そのうちの２点目、冊子の制作業務の部分で、当初、ページ数のほうですね、見積もっ

ていたページ数よりも４ページほど内容というか、住民の方がいろいろな場所を回って歩いて

取材していた中で、４ページほどページ数が多くなるということが出てまいりました。やはり

情報量ですね、少しでもたくさん載せて多くを皆さんにお伝えしたいというような思いがあり

まして、４ページ多くなった分、その分のコーディネートしていただく方の人件費だったり、
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印刷製本費が増えたということで、今回の増額になったものでございます。 

  また、34ページの防犯灯のナンバープレートの件でございます。当初3,000基をリースいた

しまして、その中にナンバープレートも含めてということでご説明させていただいていたんで

すけれども、3,000基のほかに約650基ほど町で管理が続くものがございます。町で管理する分

の650基につきましては、防犯灯のリースとは関係性がございませんので、防犯灯リース、Ｌ

ＥＤリースのほうとナンバープレート、そちらはセットでリースということにしておったんで

すが、ＬＥＤ灯のほうのリース等は外れて、町管理の650灯に関しましては、町のほうで取り

付けるのが、設計なり仕様をつくっている中で、そのほうが適当というか妥当なんではないか

というような結論が出ましたので、今回その分を計上させていただいたという次第です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に39ページ、41ページ、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） まず工期につきましては、契約の翌日から３月の中旬まであ

たりを予定しております。 

  続いて安全対策につきましては、今までも学校で大規模改修等々を行ってきたんですけれど

も、それと同等のレベルで安全対策を講じたいなというふうに思っております。 

  あと、騒音対策につきましては、防音壁を設置します。それと、仮囲い、パネルで工事現場

を囲って、その仮囲いと防音シートということで二重で対策を講じたいなというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて43ページ、町民環境課長。 

  子ども家庭課長、もう１件、41ページ。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 失礼いたしました。 

  41ページの……（「３款６の17、17節備品関係」の声あり）41ページ、失礼しました。新型

コロナウイルス感染症対策用備品でしたね。こちらですね、国の子ども・子育て支援交付金を

活用いたしまして、放課後児童クラブ７施設、子どもセンター８施設にそれぞれ交付金を利用

し、タブレットとかサーマルカメラとか、そのようなものを購入するものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 43ページ、町民環境課長。 

○町民環境課長（一条敏貴君） 被災家屋解体の件ですけれども、これはですね、今年の３月に

福島県沖地震の際に被災に遭った家屋に対しての負担金ということになります。半壊以上の被

災を受けた方に、こちらのほうから連絡を取りまして、それでこの制度を利用して解体をしま
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すかということで、確認を事前にしております。それで、３人の方からこの制度を使って解体

をしたいという申出がありましたので、その３人の方の家屋について、これは環境省のほうか

ら示されている基準に基づいて、その単価に基づいて解体費用を算出しまして、この金額を計

上しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 防犯灯のナンバープレートの件なんですけれども、そうすると、34ペー

ジの10節あたりでナンバープレートの実際のものの計上がされているということでよろしいの

か、その点確認したいと思います。 

  あとは、39ページの放課後児童クラブの件なんですけれども、どうしても工事期間中騒音が

出る、いろいろな対策をしても出るのかなとは思いますけれども、これは要望になってしまう

かもしれないんですけれども、どうしても音に敏感な児童なんかもいると思いますので、その

辺も十分に配慮されて、学校としっかりと連絡調整いただければなというふうに思います。 

  ナンバープレートの１点だけお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） お答えしたいと思います。 

  石森議員おっしゃいますとおり、ナンバープレートと取付け用の金具、バンドのほうですね、

こちらが消耗品のほうに今回補正させていただいてございます。金額的にはナンバープレート

で19万5,000円ほど、あと取付けバンドにつきましては11万7,000円ほどで、合計しますと31万

2,000円ほど消耗品の中に含まれてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質問ございますか。（「ないです」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。13番大坂三男君。 

○13番（大坂三男君） 32ページですね、企画管理費の11節役務費ウェブ広告料396万円、追加

補正になっていますが、これの内容についてお伺いします。（「１点でよろしいですか」の声

あり）はい、まず１点です。（「まず１点ということは……」の声あり）いや、次の段階で。

今回はこの32ページの１件です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） こちらの396万円、ウェブ広告料でございます。こちら

につきましては、ふるさとしばた応援推進事業の中で予算化のほうをさせていただくものでご

ざいます。それで、内容的には、ふるさと納税額増加数を目的にウェブ上で広告を流したいと

いうことで、各ふるさと納税を扱っておりますポータルサイトのほうで、ページを開いた際に
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柴田町の記事が前のほうに出てくるようにということで行うものになります。そちらのほうの

広告料ということで、今回予算計上させていただいてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そうしますと、これは、当初予算でもそういうふるさと納税の広告につ

いてはありましたよね。それで、さらにここで補正で追加するというのは、内容的に変更する、

おっしゃったように上のほうに載っかるように、そのために少しお金かけるというような捉え

方でよろしいんですか。 

  あともう一つ、サイトを増やす、いろいろなサイト、ふるさと納税関係あるんですが、そう

いう考えもあるというふうに前聞いたんですが、今回はサイトを増やすというようなことがこ

の内容に含まれているのかどうかもお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まず、当初予算のほうでもふるさと納税の関係を促すた

めのいろいろな新聞広告だったりとか、年賀はがきのほうの関係だったりとかっていうような

ことで、予算のほうを取らせていただいております。８月末現在で、昨年度同月の比較で大体

７割ぐらいの寄附を頂いているような状況で、若干落ち込んでいるというような状況がござい

ます。年末の12月に向けまして、やはりふるさと納税の金額件数多くなってまいりますので、

そこで少しでも昨年の数字に少しでも近づけられるようにということを狙って、今回ウェブ広

告の予算のほうを計上させていただいたというような次第でございます。 

  また、サイトのほうの追加ということのご質問ございましたけれども、こちらのほうにはそ

のウェブ広告の中の金額には含まれて、特にございません。ただ、今の現計の予算の中で、サ

イトの追加ということで、２件ほどサイトを追加すると、航空会社と旅客鉄道会社のほうのサ

イトもふるさと納税扱ってございますので、そちらのほうを追加するということは既存の予算

の中でさせていただいてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そういう関係に使うということなんですが、昨日の一般質問の中でも、

柴田町のウェブなりインターネットの情報の発信の仕方として、もう少し目を引くようなビジ

ュアル的なものを考えたらいかがですかという内容の質疑もあったと思うんですが、その表示

の内容とかそういうことまでは、今回はちょっと改良してみようとかっていう考えまでは至っ

ていませんか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（沖館淳一君） ウェブ上の広告に関しましてはサイトの運営会社のほう

で行ってございますので、町のほうの、なかなかデザインのほうですね、こうしてほしいとか

っていうような要望のほうはなかなかちょっとできないような状況になってございますので、

ご理解いただければと思います。（「分かりました。以上です」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。11番吉田和夫君。 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫でございます。 

  34ページの総務費の10目交通防犯対策費の14節工事請負費の中に、交通安全施設新設改良工

事、前回の説明で清住ということでしたので、道路も清住８号線・９号線なんですけれども、

どんな改良工事なのか、１点。 

  もう一つが、その下の同じ工事内容で、括弧して通学路の緊急対策として出ております。こ

れも清住地区なのか、具体的などの場所なのか、どんな改良工事なのか、お伺いいたします。 

  以上２点。 

○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） お答えしたいと思います。 

  まず、１点目、清住８号線・９号線の工事でございます。こちらの工事につきましては、平

成30年度くらいから行ってきたかと思うんですが、用水路が通ってございますので、そこの転

落防止の柵を更新するというような工事でございます。現在、残り300メートルほどあるんで

すけれども、そのうちの100メートルを今回実施したいということで、予算計上をさせていた

だいております。 

  それから、その下の、同じく交通安全施設のほうの改良工事です。646万円です。こちらに

関しましては、通学路におけます区画線などの再設置ということになってございます。通学路

のほう、教育総務課、建設課なりですね、関係課のほうで点検してございまして、その結果に

基づきまして、槻木小学校、東船岡小学校、船岡小学校、西住小学校区、それぞれ小学校区の、

４つの小学校区の路側帯なり路面標示の設置を行うというような内容でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） そうすると、最初の清住８号線・９号線については転落防止ということ

で柵を造って、この300メートルでここは完了するんでしょうかっていうのが１点と、それか

ら、改良工事の上も下も、工期的にはこれから発注をかけてやるんでしょうけれども、いつ頃

までの完了予定なのか、この２点お伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まず転落防止柵のほうにつきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、300メートルのうちの100メートルを行うということで、まだ200メートルほど

残ってございますので、この後も、今年度以降もこの手の予算のほう出てまいるかというふう

に考えてございます。 

  それから、工期につきましてですけれども、お認めいただきました後に入札ということ、契

約ということになりますので、ただ、冬場に向かってこれから天候等にも影響は出てくるのか

なというふうには思いますけれども、３月上旬くらいをめどに工事のほうを進めていければい

いなというふうに考えてございます。（「以上です」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。大丈夫ですか。 

  ほかに質疑ありますか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 16番白内です。 

  先ほどから何度も出ております、39ページの槻木放課後児童クラブについてお聞きします。 

  現在使っている児童館と、それから新たに造る児童クラブの、少し離れていますよね。それ

をどのようにつなぐんでしょうか。今の児童館のほうに職員の事務スペースはそのままで、新

たなほうには事務スペースは設けていませんよね、見取図で見ると。そうすると、頻繁に行き

来する、職員のほうがむしろ、子供たちより職員のほうが行き来するのかなと思うので、行き

来するためにどのような不便を感じずに使えるような方法を考えているのか伺います。 

  それから、部屋の使い方、どのように分けるんですか。３つに大きく分けると思うんですけ

れども、年度で分けるのか、どういう分け方をするんでしょうか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） まず、今ある児童館の事務室と新しくできるクラブの間は、

コンクリートで舗装して、動きやすいようにしたいなというふうに思っています。また、内線

の電話も造ったり、そのようなことをしたいなというふうに思っております。 

  あと、部屋の使い方は、今後これから検討していきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 足場のほうはコンクリートを組むということで、天井とかっていうか、

屋根はつけるんですか。要は雨や雪や、そういうときはどうなるんでしょうか。大体何メート

ル離れるんですか。 
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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） 何メートルあるかはちょっと不明ですが、屋根とかは特には

つけません。つけないでコンクリート舗装するだけというふうになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 見取図とか設計図が出てきているのに、何メートル離れているか分か

らないんですか。それと、つなぐっていうのはやっぱりとても大事なことだと思うんですね。

小学校のほうにあまり迷惑にならないようにしなければならないというのはあるんですけれど

も、子供の安全のことを考えると、職員は行き来すごくしやすいようにしておかないと、何か

あったときの応援体制とか困ると思うんですよ。そうすると、雨の日にいちいち傘出して持っ

て行ってするのか。どのくらいの距離離れるのかにもよるんですけれども、そこはきちんと、

もっと検討したほうがいいんじゃないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 失礼しました。距離は約10メートルくらいになります。

（「10メートル」の声あり）はい。屋根のほうはつけないでいきたいなというふうに思ってお

ります。 

  以上です。（「課長、どんなふうにして連絡を取り合うかという質疑もあったようですが」

の声あり） 

  内線で、内線電話がありますので、そちらのほうでつなぐようになります。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。４番小田部峰之君。 

○４番（小田部峰之君） ４番小田部峰之です。 

  32ページの２目12節の委託料、郵便ポストラッピング、これちょっと気になるので詳細説明

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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） こちら柴田町の役場のほうにもございます。あと柴田の

郵便局、あと槻木の郵便局、それから12月に開局予定になっております、新栄のほうに新しい

郵便局ができるということになりますので、４か所ですね、そちらの設置します郵便ポストの

ほうにデザインしたラッピングを施しまして、町のほうに来られた方、町民の方に、よく最近

ですと、観光施設なんかでは郵便ポストにキャラクターだったりとか町のイメージなんかをラ

ッピングするっていうことをよく取り組まれているかと思いますけれども、それと同じように、

町内に訪れた方に写真撮影スポットになるか、そういうふうになってほしいなという思いもあ
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るんですけれども、そういったことでラッピングをさせていただく費用のほうを今回計上させ

ていただいております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） これは今回初めてですか。今まではやったことはなくて、新しい試み

っていうことですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 郵便ポストとしては今回初めてでございます。阿武隈急

行なり、そういったところでのラッピングっていうのは何回かやった経緯はございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありませんか。（「ありません」の声あり） 

  ほかに質疑ありますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑がないようですので…… 

  ただいまから休憩をいたします。 

  10時45分再開といたします。 

     午前１０時３０分  休 憩 

                                            

     午前１０時４５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  質疑に入る前に、税務課長から答弁の訂正の申入れがありましたので、これを許可いたしま

す。税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） それでは、議案書35ページの上段にあります賦課徴収費、委託料の

中での質疑のやり取りの中での答弁だったんですけれども、地方税共通納税システム改修業務

委託料の質疑の中で、マイナンバーとの関係の質問がありまして、マイナンバーを使いますと

いう答弁を先ほどしたわけですけれども、税の申告とか申請については必要な場面が出てきま

すが、税金を納めるという行為についてはマイナンバーは必要ないということで、窓口でも同

様ですけれども、本人確認をしないで、マイナンバーは使わないということですので、答弁の

訂正をお願いしたいと思います。失礼いたしました。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本議員、よろしいですか。（「はい、分かりました」の声あり） 

  それでは、休憩前に引き続きまして質疑に入りたいと思います。 

  44ページの農林水産業費から56ページの公債費に対する質疑を許します。質疑ありませんか。
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12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  45ページです。45ページの一番下なんですけれども、委託料のところに、百万本植樹寄贈事

業植栽委託料とあるんですが、ここ中身はどういうことなのかちょっと教えていただきたいと

思います。 

  それと、次の46ページなんですが、これは一番上にですね、林道費の中の14節工事請負費、

この中に、林道東山線横断管渠設置工事とあるんですが、これも中身を教えていただきたいと

思います。 

  それと、同じページの商工費なんですが、２目の観光整備費の中に17節外国語観光ガイド養

成講座講師謝礼ってあるんですが、40万円入っているんですが、これはどういうことなのか、

一般の人たちを募集して新たなガイドを要求するのか、講師は何人ぐらいを予定しているのか、

この詳細を教えていただきたいと思います。 

  それと、その下の12節の委託料、ここに観光Ｗｉ－Ｆｉ認証装置更新業務委託料とあるんで

すが、認証装置がどういうことなのか、更新っていうのはどういうことなのかちょっと分から

ないので教えていただきたいと思います。 

  それと、47ページ、その次だと思うんですが、これも一番上ですね、14節工事請負費の中に

槻木駅東口トイレ配水管改修とあるんですが、この配水管の改修というのもこれは初めてだっ

たと思うんで、ここをちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、49ページ、３目の工事緑地費の中に12節の委託料、その中に桜育成管理委託料が

890万円入っているんですが、これは私たちの産建のほうの話では、建設のほうで全部管理し

ていると思ったんですが、それとはまた別なのかお聞きしたいと思います。 

  それと、その下のほうに公園施設長寿命化対策、これも設計委託になっているんですが、ど

ういう設計をするのか、長寿命化対策の設計っていうのはどういうことなのかお聞きしたいと

思います。 

  それと、その下に砂場の入替えっていうのがあるんですが、これはどこの形なのか、どうい

うことなのか、内容を教えてもらいたいと思います。 

  それと、一番下のところに南浦公園の整備の、これは検討委託になっているんですね。しか

も400万円。地元のほうの人たちとミーティングとかいろいろ話合いをして決めていくのかな

と思っていたんですけれども、改修する方向まで委託してあるのか、ここがちょっと分かんな

いので教えていただきたいと思います。 
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  それと、53ページの２目公民館費、これの一番下のところにまた工事請負費が出てきている

んですが、船迫生涯学習センター太陽光発電点検用はしご、今まであったと思うんですが、そ

れは老朽化して取り替えるということなのか、ここをちょっと教えていただきたいと思います。 

  それと54ページ、10款の教育費の中の12節のこれも委託料なんですが、（仮称）柴田町体育

館の取付道路実施設計業務委託ということは、これ体育館のあそこのところ、４辺あると思う

んですが、全部を拡幅するつもりでこういうことなのか、それとも、この中身をちょっと知り

たいので教えていただきたいと思います。 

  以上です。ちょっと項目多くてすみません。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。45・46ページ、農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 45ページ、百万本植樹寄贈事業植栽委託についてのお尋ねでござい

ます。 

  こちらの事業は、百万本植樹寄贈事業で寄贈を受けました花木を植栽するものでございます。

通常は当柴田町植栽会のボランティアで植樹するという予定でございましたけれども、コロナ

第７派の影響によりまして開催が困難と判断いたしまして、植栽の委託を実施いたします。植

栽の内容ですが、レンギョウなど235本を植栽するという予定でございます。植栽の場所は船

岡城址公園、新しくできました春の丘ということで検討しています。 

  それから、46ページ、工事請負の林道東山線横断管渠設置工事についてのお尋ねでございま

す。 

  富沢東山の仙南変電所東側、高いのり面の上側にある林道です。こちらに横断管渠を設置す

るものでございます。今回の施工場所は、現在、排水施設は設置しておりません。長い間の雨

水の流れによりまして沢筋が深くなって、雨水が１か所に集まるようになっています。越水に

よる道路の崩落、ひいてはのり面の崩壊を防止するために、横断管渠を設置するものでござい

ます。工事の内容です。施工延長が9.6メートル、管の形が450ミリメートル、集水ますで

1,400ミリメートル四方のますを、入り口側・出口側に設置をいたします。入り口側のますの

手前には、管の目詰まりを防止するように、ふとんかごを設置するという内容でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続きまして、商工観光課長、どうぞ。 

○商工観光課長（天野 敬君） それでは３問目です。議案書46ページ、７款１項２目観光整備

費の中の、７節報償費の外国語観光ガイド養成講座講師謝礼についてでございますが、この事

業は、今年度、観光庁が実施する環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業の国庫補助事業

の採択を受けて実施する事業でございます。地域が連携して実施する外国語観光ガイド養成講
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座に対して、国が講師謝金や会場使用料の全額を補助する事業ということで、同時に今回歳入

予算の商工費国庫補助金のほうでも同額を計上させていただいております。 

  具体的な事業の内容につきましては、訪日外国人観光客への接客案内を想定して、観光関係

者や外国語観光ボランティアガイドを対象に、国が派遣する経験豊富な全国通訳案内士が講師

となって、訪日外国人観光客に対する案内や接遇の技術を、初級クラスと中級クラスの２回に

分けて開催する計画の事業です。詳細は、参加人数は１回当たり最大30名ぐらいを想定してお

ります。開催日数は、英語の初級クラスで１日１回、約３時間のコース、あと、英語の中級ク

ラスですね、同じく１日１回、３時間のコースの計２日間の開催を予定しております。開催時

期は今年の12月中を予定しております。 

  講座の対象なんですけれども、いわゆる観光関係者や、過去に町の英語ボランティアガイド

育成事業に参加いただいた方、桜まつりでの外国語ボランティアガイドに協力いただいた方を

想定しておりまして、加えて、広報して募集した一般の町民も対象とすることで計画しており

ます。 

  ガイドの内容については、英語の初級クラスと中級クラスの２回、外国人に対する接客案内

ということの内容で、講師は、各１回の講座に２名の通訳案内士さんがついて、２日間ですの

で計４名の分の講師謝金というふうなことで今回計上させていただいております。よろしくお

願いいたしします。 

  次に、４点目の同じく７款１項２目観光整備費の中の12節委託料の観光Ｗｉ－Ｆｉ認証装置

更新業務委託料についてでございます。 

  まず、柴田町の観光Ｗｉ－Ｆｉである柴田フリーＷｉ－Ｆｉですが、こちら平成28年度に国

の東北観光復興対策交付金を活用しまして、訪日外国人観光客の誘客と受入環境整備を図るた

めに、現在、船岡城址公園内に５か所のアクセスポイントのほか、太陽の村に１か所、そして

ＪＲ船岡駅に１か所、これは町が設置したものでございます。 

  今回更新の対象であるＷｉ－Ｆｉ認証装置についてですが、こちらのＷｉ－Ｆｉにつきまし

ては不特定多数の人が使用する、いわゆる公衆Ｗｉ－Ｆｉという性質上、安心安全でかつセキ

ュリティー対策万全でご利用いただくためには、極めて重要な設備であります。個人情報の保

護や無線ネットワークのセキュリティー、こちらを担保しながらも、簡単にＷｉ－Ｆｉ接続が

可能で、かつ、Ｗｉ－Ｆｉへのアクセス制御も可能となる設備でございます。この柴田フリー

Ｗｉ－Ｆｉの認証装置のライセンスというかサポートが今年度末で切れるために、引き続き安

全でかつセキリティー政策万全でご利用いただくために、今回認証装置を更新して、その作業
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の一式を業務委託で行うものでございます。 

  次に５点目、７款１項３目コミュニティープラザ管理費の中の14節工事請負費、槻木駅東口

トイレ排水管改修工事でございます。 

  こちらの内容につきましては、ＪＲ槻木駅コミュニティープラザの屋外にある男女及びゆと

りトイレの地中の排水管の改修工事になります。ＪＲ槻木駅コミュニティープラザの外部トイ

レの地中の配水管につきましては、これまで発生した地震による地盤沈下などが原因となって、

勾配の不良や損傷していることが分かりました。これまでも排水の詰まりにより一時トイレが

使用できないという状況もございましたので、常に快適にトイレを使用できるように、地中の

排水管の改修工事を行うものでございます。工期は約１か月間を想定しておりまして、こちら

工事箇所については町の管理区分にはなるんですが、駅舎の一部ということで、日程、あとは

工事工程につきましてはＪＲ東日本さんのほうと協議をした上で決定することに予定しており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて49ページ、４点ございましたが、都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 49ページの土木費、３目の公園緑地費の中で、12節の委託料に

ついてでございます。 

  まず１点目のご質問ですが、桜育成管理委託料、こちらについては、建設のほうでとういう

ことで予算化されているものではないかということだったんですが、建設のほうでといいます

か維持のほうで、道路維持費のほうで予算……河川のほうですね、河川の維持のほうで予算化

しているものについては草刈りということになります。こちら桜育成管理のほうは、船岡城址

公園、それから白石川堤、これらの桜のほうのてんぐ巣病の駆除、それから桜の剪定、こちら

を委託するということで予算を計上したものでございます。 

  その下の下、公園施設長寿命化対策実施設計委託料についてでございます。こちらは来年度

の予定にはなるんですけれども、５年度に長寿命化による遊具の更新をしたいということで考

えているものの、遊具の設計ということで予定をしております。公園は５公園ということで予

定しておりまして、そちらの遊具の更新のための設計費になります。 

  その下、公園砂場の入替え作業委託料でございます。町内の公園のほうに砂場が設置してあ

る公園は18公園ございます。このうち、大規模な砂場を有している公園、６公園ございますけ

れども、こちらの砂の入替えを委託により実施させていただきたいということで考えているも

のでございます。 
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  それから、その下の下、南浦公園の再生整備検討委託料、こちらになりますけれども、先ほ

どワークショップ等で云々ということのお話もございましたが、そちらももちろん実施いたし

ますけれども、南浦公園の再生を図るために、測量業務、それから公園の設計までを含めた委

託料として計上させていただいているものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、教育総務課長。失礼、生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 53ページになります。10款５項２目公民館費、14節の工事請

負費、船迫生涯学習センター太陽光発電点検用はしご設置工事78万5,000円の増額になります。 

  船迫生涯学習センターの西側に40枚、東側に40枚、計80枚の太陽光発電パネルが設置されて

ございます。こちらは平成28年に設置したものなんですが、設置当初から点検用のはしごが設

置されていませんでしたので、点検の際、脚立を使用して屋根に上っておりました。非常に危

険な状態でしたので、今回新たに設置するものでございます。背中部分に転落防止の防護柵が

ある橋を予定しておりまして、場所としては、現在、船迫生涯学習センターは接種会場になっ

てございますので、暫定で２階が事務室になっていますので、その事務室のバルコニーのとこ

ろに設置をして、安全に点検をするために予算を計上させていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 54ページ、委託料になります。 

  現在進めております総合体育館の北側に面する県道白石柴田線、旧４号線ですね、そちらに

ついて、体育館に入るため、船岡小学校側から入るため、右折レーン等を設置する拡幅工事を

行うための詳細図作成の実施計画委託料になります。今回、延長は176メートルということで

計画をしております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） すみません、私もちょっとメモが大変なものですから。 

  観光ガイドの件なんですが、46ページの養成講座、マックスで130人ということなんですが、

一般の町民の方とか今までボランティアガイドをされていた方ということをやると、私もちょ

っとやったことあるんですけれども、30人で収まらないような感じがするんですけれども、こ

れは、そうなった場合は足切りとかそういうことも考えておられるのか、それとも全て受入れ

の形で、講座の数を増やすとかそういうことにいくのか、まずそこからお聞きしたいと思いま
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す。 

  それと、その次の館山のところのＷｉ－Ｆｉ工事案ですが、46ページ、すみません、その下

のＷｉ－Ｆｉなんですが、今のお話をお聞きしますと、認証装置のソフトウエアの更新という

ことなのか、それとも認証装置自体を取り替えるということなのか、それともこれのメンテナ

ンスを委託している人たちに対するプラスの経費ということなのか、よくその辺分からなかっ

たので、これもちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、その次の47ページ、槻木駅トイレの排水管工事ということなんですが、そうすると、

これたしかＪＲとの共有しているところあると思うんですが、配水管も柴田町分、ＪＲ分とい

う形で２系統を出しているっていうことなんですか。それとも、たまたま地盤沈下なんかで壊

れた部分が柴田町分に入っているから柴田町が直すということなのか、その辺の踏み切り方を

ちょっと聞きたいと思います。 

  それと、49ページの南浦公園のところなんですが、ワークショップも全部入るということな

んですけれども、お聞きしますと、ちょっと400万円というのが、この名前のつけ方がちょっ

とあれなのかな、検討委託料という形になっているんで、ちょっと私なんかの受け取り方だと、

全て検討を全部いっちゃうっていう感じも受けちゃうんですけれども、そこをちょっと確認し

て、ワークショップとか住民のほうの     する形も含んでいるんだよということをちょ

っと確認したいと思います。 

  それと、53ページの太陽光発電のはしごなんですが、今お聞きしますと、安全を考えてって

いう話なんですが、私なんかもちょっと相談を受けているのが、円形に、輪っかがいっぱい下

がっているような形で、中にはしごが入っていて、もし手を離しても、手を離すこともないけ

れども、輪っかで全部引っかかると。ちょっと手を離したらどうなるかまでは確認していない

んですけれども、輪っかがつながっていくようなそういうはしごを想定しておられるのか、そ

れとも壁に鉄骨で出すような取っ手だけついているようなやつ、一番簡単なやつがあるんです

が、あれだと非常に危険なもんですから、その辺、その輪っかがついている、転落防止がある

っていうやつだということでちょっと確認したいと思います。 

  それと、一番最後で54ページの体育館の測量ということなんですが、146メートル分、これ

はこの辺を測量するだけで900万円かかるものなんですか。何かちょっと普通の感覚からする

と高いような気もするんですけれども、私の考えが古いのか、これが相場ですっていうことだ

けちょっとお聞きしたいんですが。 

  以上です。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） まず、１問目の外国語観光ガイド養成講座についてでございま

す。 

  一応今ですね、参加人数は１回当たり30名を予定しておりますというふうにお答えしたんで

すけれども、特に人数の制限というのは、実際国の定めとかは要綱上ではないんですけれども、

こちら側の受入環境というか、会場の都合、あとコロナ対策を考えますと、このぐらいなのか

なということで想定していたところでした。 

  対象については、実はコロナ禍前までは国の補助事業なんかを活用して、もともと外国語ボ

ランティアガイド養成講座っていうのをやっていたんですけれども、このコロナ禍の影響でそ

れが中途半端に中断してしまったという経緯もございまして、本来は組織化まで持っていきた

かったんですが、そこがちょっとできなかったというところもありました。また、来春、桜ま

つりとかを想定すると、やはり外国語ボランティアガイドの会とかそういったのを立ち上げた

いなというところで、過去にそういった参加した方にもお声がけをするのと、あとは、これか

ら当然やりたいという方もいらっしゃるかと思うので、そういった方の参加ももちろん歓迎す

る意味で募集すると考えております。人数については当然増える可能性も考えております。 

  次に、２問目のＷｉ－Ｆｉの認証装置なんですが、こちらは認証装置という一つの機械です。

柴田フリーＷｉ－Ｆｉという一つの公衆無線ＬＡＮのネットワークの大本であるサーバーとい

うのが、観光物産交流館さくらの里の中の事務室にあるんですけれども、それと一体となって、

サーバーと一緒に保管している認証装置という一つ機器になります。ただ、機器を導入するに

当たって、サポートですね、ライセンスとかサポート、いわゆるコールセンターだったり、い

ろいろな保守だったり、そういったのをセットでっていうのが、これはもう絶対条件になって

いますので、セキュリティーを担保するためにですね。ですので、そういったので、今回その

サポートが切れると、常に新しい機器が出ているために、今回更新せざるを得ないというか、

そういったことで、今回機器を更新するということでございます。 

  ３番目の槻木駅の配水管の改修工事でございますが、槻木駅、今回対象となるのはあくまで

町が管理する部分の、外にあるトイレ、男子女子、あとゆとりのトイレが対象ということで、

一方で、槻木駅は１番線ホームの改札口出ると、船岡駅側のほうに行くと、ホームにも実はト

イレがあるんですけれども、あちらは基本的にはもちろんＪＲ側の管轄区分ということで、そ

のトイレからトイレへと伴うその排水管も、当然ＪＲの区分、町の区分というふうな形になり

ます。今回対象なのは、あくまで町が管轄する管理部分の排水管の改修工事ということでござ
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いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 49ページの南浦公園再整備検討委託の関係でございましたが、

名称といたしまして、確かに紛らわしい名称になってしまったのかなと思います。こちらはも

ちろんワークショップ等を開催しまして、どういった公園にしていくかということで検討して

まいりますが、その内容を踏まえまして、実質この予算につきましては、内容を反映した測量

業務と公園の設計ということになるという内容でございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 今回設置するはしごの形状ということなんですが、背中部分

にも転落防止の防護柵がついているということなので、恐らく秋本議員がおっしゃって想像さ

れているようなはしごの形状になると思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 取付道路の設計についてです。先ほど秋本議員が146メー

トルと言いましたけれども、延長176メートルを計画しております。今回ですけれども、拡幅

部分に中心線の測量であったり、あと中心線ごとに道路の横断測量、道路幅は大体15メートル

ですね、そういった計画しておりますので、体育館用地までの測量なんかも入るかと思います。

これらの測量結果に基づきまして、道路の詳細設計、交差点の詳細設計となるものです。これ

らは舗装の構成ですとか、縁石、側溝、そういったところの構造を決定し図面等を作成するも

のですので、今後その工事の発注に必要になる図面、数量等作成するためには必要だと思って

います。900万円が高いのかということなんですけれども、これらを考慮すると適正な金額だ

と考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。（「ありません」の声あり） 

  ほかに質疑ありますか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） 石森です。 

  46ページです。46ページの７款商工費、観光整備費の12節委託料、船岡城址公園スロープカ

ーイルミネーション事業委託料で300万円計上されているんですが、昨年は400万円でした。昨

年度から100万円減額されている理由について伺いたいと思います。 

  次に、51ページです。51ページの教育費の需用費ですね、10節の需用費で、消耗品費として
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339万9,000円計上されています。事前の説明ですとＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ用のバッグというこ

とでしたけれども、これは自宅への持ち帰りを想定したバッグなのかお伺いしたいと思います。 

  以上、２点です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） それでは、１問目のスロープカーイルミネーション事業委託料、

昨年度からの減額の理由でございますが、全体的な事業費の削減をまず目指して事業内容を精

査したことによるものです。主な理由として３つ挙げますと、まず１つ目にこの事業の核とな

るのがＬＥＤの照明機器なんですが、極力町が所有する設備を活用することでレンタルの数量

を減らしました。２つ目には、昨年度の事業で使用した電源配線などの部材を可能な限り転用

したことによるものです。３つ目には、設置作業、あと事業終了後の撤去の作業なんですけれ

ども、そちらのほうも昨年やって、ある程度現場の状況分かっておりますので、あとはなるべ

く関係者、町職員、物産協会職員、シルバー人材センターの職員さんの協力も得ながらであれ

ば、作業日数も減らせるんじゃないかということで、こういったことにより事業費を削減され

ることができたものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 消耗品のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋバッグ、パソコンバッグの購入

ですけれども、石森議員おっしゃったように、当然学校ではそれぞれ持ち帰り頻度、頻度とい

うか回数は違いますけれども、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ持ち帰りをしております。その際にＣｈ

ｒｏｍｅｂｏｏｋはランドセルも入りますし、ランドセルに入れていく子もいるし、手提げ袋

に入れている子もおります。そして、もう一つは学校内で児童生徒がＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを

持ち運びする際、どうしてもそのまま持ってしまうので、落としてしまうケースもあったりと

かしておりました。あと、学校から要望が強かったのは、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを学校のほう

で児童生徒が授業で使用して、帰るときに教室なり廊下なりの充電保管庫のほうで充電するん

ですね。次の日使用するときは充電保管庫から取り出して、授業で使用したらまた充電保管庫

に戻すような作業があったんですね。それちょっと時間がもったいないというような要望があ

りました。今回購入するのは、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを入れて手提げすることもできる、そし

て、１回朝にＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを持って授業で使ったら、手提げ袋に入れて机の脇にかけ

られるようなものが欲しいというような要望が学校からございましたので、そちらのほうを購

入しようと考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） イルミネーションの委託料の件なんですが、ＬＥＤの照明機器のレンタ

ル料も前年度比較から減らしていくというか、そういった検討もされているということだった

んですけれども、昨年、開会式なんか仙台大学の花火なんか一緒に打ち上げたりして、結構盛

り上がってきているのかなというふうにも思いますし、減らすことによって見た目がちょっと

昨年度より減るというような形になってしまうのかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思

います。 

  それから、ＰＣバックの件なんですけれども、持ち帰りも想定されているということで、恐

らく教育委員会のほうでも検討されていると思うんですけれども、どうしても金曜日に学校か

ら持ち帰る、月曜日に持っていくってなると、特に小低学年の子どもたちは荷物が多くなって

しまう、それで。これまではランドセルに入れて持ち帰れたもの、多少重くても頑張って持っ

てこれたんですけれども、１つ持つ物が増えることによって負担になるということもあります

ので、そういったところの検討というのはされているのでしょうか。お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） スロープカーイルミネーションの減額に伴って、ちょっと事業

規模が縮小したり寂しくなるんじゃないかというご心配ですけれども、そこら辺は、もちろん

昨年以上に効率よく事業展開できるように検討しているところでございます。また、今石森議

員さんから話があった仙台大学さんの花火の打ち上げのほうも、今年もイルミネーションと合

わせてやるというふうな計画を聞いておりますので、ぜひ相乗効果を図って、盛り上げたイベ

ントにしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 子どもたちの持ち帰りの荷物の多さということなんですけれど

も、私も槻木小学校の近くに住んでおりまして、月曜日に来る、特に体の小さい１年生の児童

なんかが朝、朝というか通学するときに荷物多いなというような、感じてはいるんですけれど

も、実際学校のほうでも、１年生にちょっと限らせて言わせていただくと、教科書と言われる

ものが７つ、国語、算数、生活、音楽、書写、図工、道徳とあるんですが、その中で学校に置

いていいよと言っている教科書もございます。通常持ち帰る教科書ということで、学校のほう

で配慮しているものが国語、算数、生活の教科書とか、そちらのほうまで学校に、あまりラン
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ドセルの中がいっぱいにならないようにという配慮は学校のほうでもさせていただいておりま

す。今回購入するＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋのかばんについては、今のところ考えているのは、バ

ッグに入れてもランドセルに入るような形、その大きさをちょっと今考えているところでござ

います。 

  また、今回こういう荷物のことに関して話題提供いただきましたので、ご提案いただきまし

たので、校長会の話題提供とさせていただきたいなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。（「ありません」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。13番大坂三男君。 

○13番（大坂三男君） 46ページですね、観光整備費の中に、11節の役務費に消火器処分料とい

うのがありまして、あと17節にも消火器、これは購入費ですね、あります。これは同じ場所の

１つの消火器を処分して、そこに新しい消火器を買うという、これ同じものなのか伺いたいと

思いますし、それと、これ当然場所は観光整備費の中なので、城址公園の話なのかなというふ

うに思いますが、城址公園の中の消火設備、ほかの消火器とか、あるいは消火栓っていうのは

どうなっているんだろうなと思います。あそこ全体、スロープカーも含めて消火器なんか積ん

で走っているのかどうかもちょっと気になりましたので、その辺お伺いします。 

  それから、Ｗｉ－Ｆｉの先ほどの話もありましたが、実は去年の春頃でしたが、私、物産館

の前でＷｉ－Ｆｉをちょっと接続しようと思ったらつながらなかったんですね。それで、観光

協会の事務員の方がたまたま出てきたんで、男性の方が、ちょっとつながんないんだけれども

って言ったら、今ちょっとつながんないんだ、故障しているんですっていう話だったんですね。

そういう事例が実際あったのかどうか。つながらないっていうようなことが、何らかの事情で

ある時期があったのかどうかですね、ちょっと前の話なんですが。今後ともそういうことがあ

りうる可能性はあるかどうかっていう、多分ないとは思うんですが。それと同時に、さっき４

か所ぐらいに機械を設置して、４か所と言いましたか８か所と言いましたか、設置していると

いうことなんですが、その届く範囲がどの範囲ぐらいまで届くのかなっていうこともちょっと

分かればお聞かせ願いたいと思います。（「大坂議員、質疑でございますので、出されたもの

についての質疑ということでよろしくお願いしたいと思います」の声あり）観光Ｗｉ－Ｆｉの

整備というようなことでありますので、整備した結果どうなるのかということも含めてお願い

します。（「整備という部分ではないと思うんですけれども」の声あり）更新も含めて整備で

すよね。 

  それから48ページです。３目の道路新設改良の12節の委託料で、四日市場27号線の測量設計
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委託、この内容について詳細をお願いしたいと思います。 

  それから56ページの、14節、消防ホースの話、56ページ、すみません、違いました。50ペー

ジ、50ページです。消防施設費ですね、目が。その中の14節で、ホース乾燥塔設置工事という

のがございます。これについてもちょっと詳細説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） それでは、１問目の消火器の件でございます。 

  こちらは観光物産交流館さくらの里の中にある業務用の消火器２本が、設計標準使用基準の

10年を超えたことにより、今回更新するものでございます。また、更新により不要となる消火

器２本を専門業者に委託して、適切にリサイクル処分するための費用となっております。

（「Ｗｉ－Ｆｉの関係」の声あり） 

  それでは、２問目のＷｉ－Ｆｉの認証装置の更新の件でございますが、まず、大坂議員さん

から今ご指摘いただいたＷｉ－Ｆｉがちょっとつながらなかったという事例、実際私も報告を

受けておりまして、そういった使えない期間があったということで承知しております。ただ、

その後復旧しまして、今現在は使える状況であると思いますので、ちょっと行った際はお試し

いただければと思います。また、Ｗｉ－Ｆｉの届く範囲なんですが、船岡城址公園内で申し上

げますと５か所のアクセスポイント、いわゆるつながる場所があるんですけれども、まず申し

上げますと、さくらの里、あとは展望デッキ、あとは千桜橋、あとは山頂の里山ガーデンハウ

ス、あとは観音広場にある天空カフェ、そこの周辺がチェックポイントになっていまして、そ

こに受信機っていうかアンテナが立っているんですが、大体100メートルぐらいの範囲は届く

んじゃないかなと、そのような状況であるかと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、48ページ、都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 48ページの道路新設改良費の委託料でございます。 

  町道四日市場27号線の関係でございますけれども、内容はということでのご質問ですが、こ

ちらにつきましては、27号線、四日市場沖集会所の手前の砂利道の路線になっております。稲

荷山用水からＪＲ側に延びている140メートルほどの区間になりますけれども、現在、住宅が

張りついてきておりまして、将来的に舗装、側溝の敷設ということを考えておりますので、抜

けました境界ぐいの復元でありましたり、測量、そして設計を行いたいということで予算計上

させていただいたものです。よろしくお願いいたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 続いて、50ページ、危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 50ページ、９款消防費、14節工事請負費、ホース乾燥塔設置工事

286万円のご質問でございました。 

  こちらにつきましては、町内に６か所ございます火の見やぐら、これの老朽化に伴い、その

火の見やぐらを撤去して、新たにホース乾燥塔、これは消防ポンプ車の積載してある消防ホー

スの乾燥塔でございますが、それを設置するものでございます。場所につきましては、老朽化

の一番ひどい白幡集会所敷地内にございます第10班ポンプ車置場のホース乾燥塔の設置工事に

なります。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 先ほどの消火器に関しまして、城址公園全体の消火体制っていうのがど

うなっているのか、消火栓も含めてあるのかどうかということについてお伺いしたんですが、

ちょっとこの件については答弁なかったので、よろしくお願いします。それから……（「大坂

議員、すみません、今の質疑なんですが、議題にちょっと沿わないと思いますので、よろしく

どうぞ」の声あり）はい、いつもそう止められますので、できれば回答いただければ、全体の

流れを把握できますので。 

  それから、27号線の件は大体分かりました。 

  それから、消火栓のホース乾燥ってなっていますが、時々消防署とかそういうところで、ホ

ースが長く乾燥されているのを見て、ホースって、いつ、どういう、定期的に乾燥するのかな

というふうにも思って、出動してぬれたときに乾燥するとかっていうことなのかどうか。それ

で十分乾燥塔というのは間に合っているのか、数的にですね、それで十分とか、あとホースも

だんだん使っているうちに傷んでくると思うんですが、更新なんかはどういう時期になされる

のかということも含めて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） よろしいですか。 

  答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 船岡城址公園内の消防設備の関係なんですが、施設で申し上げ

ますと、さくらの里、あと山頂の里山ガーデンハウス、あと天空カフェ、そういった施設には

消火器を設置しておりまして、指定管理者である観光物産協会が消防用設備の保守点検という

ことで、適切に点検を行っているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 城址公園の消火栓についてでございます。 
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  城址公園の上のほうは、水道管が75ミリ通っていませんので、消火栓は設けてございません。

したがいまして、下の駐車場のところに消火栓がございます。じゃあ消火訓練はっていう話な

んですが、火災防御訓練という形で、ポンプ車を２台、３台つないで、山頂まで、上までです

ね、そのポンプ車のホースで水流を確保しているというような状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。（「ございません」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 16番の白内恵美子です。 

  １件だけ。55ページの一番下の災害復旧費、阿武隈急行災害復旧事業費補助、この事業の詳

しい説明を求めます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 災害復旧費の関係でございます。 

  こちらは阿武隈急行線の、今年の３月16日に発生いたしました福島県沖を震源にいたしまし

た地震によりまして被災しました、鉄道施設の災害復旧の工事の柴田町負担の補助という形に

なります。今回かなり甚大な被害がございました。124か所ほど被害がございまして、総額で

９億4,900万円ほどかかるというようなものでございます。工事のほうは終了しておるんです

けれども、こちらのほう、宮城県・福島県両県、それから沿線の自治体のほうでそれぞれ負担

割合がございまして、そちらのほうで補助を出すということで、柴田町は5,930万円というよ

うな内容でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。（「ないです」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。３番吉田清君。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清です。 

  大きく３点ほどお伺いします。 

  45ページ、11目農村環境改善センター費、10節需用費45万9,000円の詳細をお願いします。 

  ２点目、48ページ、２目道路維持費……（「吉田議員、ちょっとお待ちください」の声あ

り）45ページ、11目農村環境改善センター費の……（「はい、どうぞ。次に行ってください」

の声あり）２問目行っていいの。２問目、48ページ、２目道路維持費、12節委託料の中の除

雪・融雪委託料641万6,000円の詳細をお願いします。 

  あと、３点目ですけれども、50ページ、９款消防費、１項消防費、３目消防施設費、10節

187万9,000円の修繕料の詳細と、また、先ほど大坂議員も質問しましたが、14節工事請負費
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286万円、ホース乾燥塔設置工事とありましたが、これはいつから始まって、いつ頃までに終

わらせる予定なのか、お伺いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 45ページです。６款１項11目の農村環境改善センター費の需

用費、修繕料45万9,000円の増額ですが、こちらは高圧受電設備機器の交換修繕になります。

電気設備の保守点検業者からの点検結果で、停電事故防止のために、既に更新推奨時期を過ぎ

ているので、機器の更新の指導があったので交換するものでございます。高圧進相コンデンサ

ーの交換と併せまして、対象機器が微量ＰＣＢ含有の対象年式となっていますので、そちらも

併せてＰＣＢ分析検査を実施するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 48ページ、道路維持費の委託料、除雪・融雪委託料の内容でご

ざいます。こちら、雪が降った場合に除雪・融雪ということで必要になってまいりますが、町

内の主要道路、それから歩道について業者に委託をしまして、除雪・融雪ということで実施さ

せていただきたいということでの予算計上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 50ページ、９款消防費、10節需用費187万9,000円、修繕料の中身

と内容ということでございました。 

  こちらにつきましては、県内で発生しましため池事故で、町内の防火水槽のフェンスとか、

その辺のところを点検しましたところ、そのフェンスが壊れているという箇所が２か所ほどご

ざいまして、そちらのフェンスの修繕というところで見積もったものでございます。場所は葉

坂と上川名の防火水槽のフェンスでございます。 

  続きまして、14節工事請負費、ホース乾燥塔の設置工事でございますが、予算をお認めいた

だければ直ちにかかりまして、年度内の完成を予定しております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 先ほどの45ページの農村環境改善センターなんですけれども、私がちょ

っと勉強不足でしたけれども、何か雨漏りしているなんて聞いていたので、だったら台風来る

前に早急に改善が必要じゃないかと思って質問したんですけれども……（「すみません、吉田
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議員、ちょっと沿いませんので。申し訳ないです」の声あり）分かりました。すみません。 

  じゃあ２問目なんですけれども、３年度も２年度もなんですけれども、除雪作業はしていま

せんが、融雪に関してはどのような委託をしているんでしょうか。 

  以上です。 

○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） 昨年度、除雪ということでは実施しませんでしたが、もちろん

融雪ということでも業者へのこの委託の支出はございませんでした。車両センターということ

で直営の部隊がございますので、昨年度につきましては職員のほうが、降雪量が少なかったと

いうことがありますので、職員のほうでの対応ということで実施した次第でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 職員の方だけで融雪されているということで、業者のほうには一切委託

とかはしていなかったということですか。（「確認ですか」の声あり）はい。 

○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） 委託業者への委託ということでは、実施していただかなかった

ということになります。（「分かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

  これをもって一般会計補正予算に係る全ての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第15号令和４年度柴田町一般会計補正予算の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

                                            

     日程第５ 議案第１６号 令和４年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、議案第16号令和４年度柴田町国民健康保険事業特別会計補

正予算を議題といたします。 
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  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括といたします。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第16号令和４年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

                                            

     日程第６ 議案第１７号 令和４年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第６、議案第17号令和４年度柴田町介護保険特別会計補正予算を

議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括といたします。質疑に当たってはページ数を示して行ってください。質

疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第17号令和４年度柴田町介護保険特別会計補正予算の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第７ 議案第１８号 令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第７、議案第18号令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正

予算を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括といたします。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第18号令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

                                            

     日程第８ 議案第１９号 令和４年度柴田町水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、議案第19号令和４年度柴田町水道事業会計補正予算を議題

といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

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

疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第19号令和４年度柴田町水道事業会計補正予算の採決を行います。 

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

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

                                            

     日程第９ 議案第20号 令和４年度柴田町下水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第９、議案第20号令和４年度柴田町下水道事業会計補正予算を議

題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

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

疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第20号令和４年度柴田町下水道事業会計補正予算の採決を行います。 

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

     〔賛成者起立〕 

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

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  ９月９日午前９時30分から再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午前１１時４９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８日 

 

         議  長     髙 橋 たい子 



２１９ 

 

         署名議員 １３番 大 坂 三 男 

 

         署名議員 １４番 佐々木 裕 子 

 


