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     午前１０時００分  再 会 

○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。 

  これより令和４年度柴田町議会12月会議を開きます。 

  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。 

  また、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、12月会議中、執行部への出席要求

は議会基本条例第５条第２項の規定により必要最小限にとどめておりますことをご承知くださ

い。 

  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２番伊東潤君、３

番吉田清君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 開催期間の決定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、開催期間の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。12月会議の開催期間については、議会運営委員会の協議の結果、本日か

ら12月８日までの４日間と意見が一致いたしました。よって、12月会議の開催期間は本日から

12月８日までとすることにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、開催期間は本日から12月８日までと決

定いたしました。 

  なお、開催期間中の日程については、あらかじめお手元に配付いたしました日程予定表によ

り議事の進行を図りますので、ご了承願います。 

  また、12月会議中、報道関係等の取材を許可しておりますので、ご了承願います。 
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  次の日程に入る前に申し上げます。 

  12月会議中、新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクは常時着用の上、発言は簡潔に

行うとともに、一般質問における質問席での発言を除き、全て自席のマイクを使用して発言す

ることといたしますので、ご承知願います。また、発言後の消毒についてご協力をお願いいた

します。 

  なお、換気のため、審議の途中でもおおむね50分ごとに10分以上休憩することといたします

ので、ご承知願います。 

  次に、先日、令和４年文化の日表彰として永年在職議員に対する表彰がありましたので、議

会運営基準に基づき伝達したいと思います。 

  広沢真様、表彰状を伝達いたしますので、どうぞ議長席の前にお進みください。 

     〔15番 広沢 真君 登壇〕 

  表彰状。広沢真様。 

  あなたは多年にわたり地方自治の振興に寄与され、その功績は誠に顕著であります。よって

これを表彰します。 

  令和４年11月１日。宮城県 知事村井嘉浩。 

  代読でございます。 

  おめでとうございます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

                                            

     日程第３ 諸報告 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、諸報告を行います。 

  議長としての報告事項は、報告書としてお手元に配付いたしましたので、これをもって報告

といたします。 

  町政報告については、町長からの通告がありますので、町長の発言を許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） 令和４年度まちづくり住民懇談会の開催について申し上げます。 

  住民への情報の発信、提供を図りながら住民の皆様の意見を行政運営に反映できるよう、広

聴活動の一環としてまちづくり住民懇談会を開催いたしました。令和元年度は台風19号の災害

対応のため、令和２年度及び令和３年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

としていたことから、４年ぶりの開催となりました。 

  10月７日から９日までの３日間、船岡地区、槻木地区、船迫地区、西住地区の４会場におい

て102人の参加をいただきました。 
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  懇談会の主な内容としては、「町政報告」として今年度の主な町の仕事の内容と、特に財政

面から見た町政運営の実績について、町民の皆様に説明いたしました。また、町の重要な計画

について意見をいただくため、「第６次柴田町総合計画後期基本計画の策定」及び「柴田町公

共施設等総合管理計画等の進捗状況」の２点について説明いたしました。 

  「第６次柴田町総合計画後期基本計画の策定」につきましては、将来に向け、柴田町の魅力

向上についての意見をいただき、今後の計画策定に当たり大変有意義な意見交換をいたしまし

た。また、「柴田町公共施設等総合管理計画等の進捗状況」につきましては、特に西住会場に

おいて、西住児童館の西住公民館への移転に関して多くの質問と意見をいただきました。西住

児童館の移転については、これまでの経過と利用する児童の安全面を考慮し、早急に移転しな

ければならない理由について丁寧に説明させていただきました。また、移転後の児童館と公民

館の利用についても様々な意見をいただきましたので、施設利用に当たって不便が生じないよ

う、できる限り対応してまいります。 

  今回の住民懇談会で最も多く出された意見は、災害対応についてでした。中でも特に水害対

策については、全ての会場でご意見をいただきました。阿武隈川及び白石川の治水対策、排水

機場の整備などについて、国・県に粘り強く働きかけていること、また、町が行っている水害

対策について説明させていただきました。水害対策は柴田町だけで対応できるものではなく、

阿武隈川や白石川の流域全体での取組が必要で、長い時間を要し、また、堤防等の河川施設や

排水機場のハード整備を進めたとしても、短時間で記録的な降雨量となる現在の気象状況の下

では完全に水害を防ぐことは困難となっていることから、町としては、町民の皆さんに「自ら

の命を守る行動を優先していただく」ことを説明いたしました。 

  今回の住民懇談会で提案された意見等については速やかに対応するとともに、時間を要する

案件につきましては継続的に検討を行ってまいります。 

  今後とも多くの方々に参加いただき、多様な意見を町政運営に反映できるよう努めてまいり

ますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

  マイナンバーカードの取得率について申し上げます。 

  柴田町のマイナンバーカードの取得率は、10月末現在で56.5％となっております。宮城県全

体の49.8％、全国の51.1％、それぞれ上回り、昨年６月以降、県内でトップを維持している状

況です。 

  町では、マイナンバーカードの取得促進のため、お知らせ版やホームページへの掲載、各行

政区において案内文書の回覧、窓口での声がけなど、様々な方法で住民への周知を行うととも
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に、申請手続の負担を軽減するため、職員による申請サポートを実施してきました。 

  さらに、今月からは、日本郵便株式会社と委託契約を結び、本日開局した「さくら新栄郵便

局」を含む町内４つの郵便局において、県内初となるマイナンバーカードの申請支援を開始し

ております。この取組によって、特にご高齢者の方にとっては、身近な郵便局で安心して申請

支援が受けられるものと期待しているところでございます。 

  また、令和４年４月１日から開始しました各種証明書のコンビニ交付につきましては、10月

末時点で3,000件を超える利用がありました。マイナンバーカードを取得、活用することで、

土曜日や日曜日、祝日を気にすることなく、全国どこでも各種証明書が取得できることから、

今後ますます利用が高まるものと期待しております。 

  時代の流れであります「行政のデジタル化」に向けて、その基盤となるマイナンバーカード

のさらなる普及促進に取り組んでまいります。以上、ご報告といたします。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の進捗状況について申し上げ

ます。 

  本年度、柴田町では、新型コロナウイルス感染症への対応や、コロナ禍における原油価格・

物価高騰に対応する28の事業に取り組んでおりますが、その中でも、町民や町内事業者を支援

対象とした11事業の実施状況についてご報告いたします。 

  新型コロナウイルスワクチン接種促進への対応として実施している「コロナワクチン接種に

おける高齢者・障がい者等交通弱者に対する移動手段確保支援事業」は、65歳以上の高齢者の

みの世帯の方々や障がい者などの交通弱者がコロナワクチン接種会場への移動手段としてタク

シーを利用した場合に、接種１回分として片道500円券を２枚、合計1,000円を補助するもので

す。10月末現在で351人の利用がありました。 

  原油価格や電気、ガス料金の物価高騰により不安を抱えながら独りで暮らしている高齢者を

支援する「高齢者一人暮らし世帯に対する公共料金等の負担軽減対策給付金事業」は、１人に

つき１万円の給付について、11月21日現在で対象見込み者の約８割に当たる1,538人に支給し

ました。 

  ３点目、重症化リスクの高い介護高齢者や障がい者が安心してサービスを受けられるように

支援金２万円を給付する「新型コロナウイルス感染症予防在宅介護・障がい児者通所等サービ

ス利用者応援事業」は９月30日に申請受付を終了し、介護高齢者については支給対象者の９割

以上の850人、障がい児・障がい者については対象者216人全員に支給しました。 

  妊娠されている方の生活を支援する「妊婦への生活支援臨時給付金事業」では、臨時給付金
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３万円を11月21日現在で対象者の約８割に当たる103人に支給しました。 

  ５点目、「物価高騰等に直面する小中学生世帯への学校給食費負担軽減事業」については、

９月期から11月期の３回分、約4,398万円の学校給食費を無償化しました。 

  なお、残りの12月期から２月期の３回分も無償化を行います。 

  ６点目、物価高騰下での子育て世帯を支援する「原油価格・物価高騰等に直面する子育て世

帯への給付金事業」は、１世帯１万円の支給については、11月21日現在で対象見込み世帯の約

８割に当たる2,478世帯へ支給しました。 

  緊急小口資金を借りた利用者を支援する「緊急小口資金利用者家計支援事業」では、生活維

持費としての５万円給付を22人の方に支給し、10月で事業を終了いたしております。 

  ８点目、経済的な打撃を受けた事業者や認定農業者に対して一律10万円を給付し、事業の継

続を支援する「事業者応援金支給事業」は、対象事業者310件に支給し、11月で事業が終了し

ております。 

  ９点目、プラスチック資材や畜産飼料等の高騰の影響により経営が厳しい状況にある農家等

を支援する「園芸農家等事業継続活路開拓事業」は、対象農家48件に交付し、９月で事業を終

了しました。 

  経済的な打撃を受けた事業者が早期の再生を図るために行う「販路開拓」「生産性向上」及

び「感染防止対策」に係る新たな取組に対して事業費の３分の２以内を補助する「中小企業等

再生支援事業」は、11月21日現在で62件の申請がありました。 

  売上げが落ち込んだ飲食店や農産物直売所を支援する「飲食店及び直売所利用拡大応援事

業」は、町内飲食店等を巡るスタンプラリーで、12月10日まで応募をいただいた方の中から抽

選で1,030人の方に参加店舗で使える商品券等が当たる事業です。当選者への通知は12月中旬

頃を予定しており、商品券等の利用は令和５年２月12日までとなっております。 

  他の事業につきましても、当交付金を有効に活用しながら、引き続き感染症対策や生活支援、

経済対策に取り組んでまいります。以上、ご報告といたします。 

  次に、柴田町の秋の開催イベントについて申し上げます。 

  １つ目は、９月17日から10月２日までの16日間、船岡城址公園を会場に、３年ぶりの開催と

なった「第10回しばた曼珠沙華まつり」についてです。 

  今回はコロナ禍の影響により開幕式を中止しましたが、開催期間中においては、「秋の曼珠

沙華コンサート」や「インスタグラムフォトキャンペーン」のほか、「コスプレ撮影イベン

ト」などの新しい催しを行い、ご参加いただいた方から大変好評をいただきました。多くのテ
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レビやラジオなどのメディアで紹介していただいた結果、ツアーバスや貸切りバスで来場する

観光客も見受けられ、最終的に１万176人のお客様に真っ赤に咲き誇る曼珠沙華を楽しんでい

ただきました。 

  ２つ目は、10月20日から11月13日までの25日間開催された、柴田町の秋の伝統行事「みやぎ

大菊花展柴田大会」についてです。 

  宮城県内６市２町の８団体から各部門に出品された約1,300点の作品が菊花の香りとともに

秋の船岡城址公園を豪華けんらんに彩りました。 

  10月30日に開かれた審査会では、最高賞である「内閣総理大臣賞」のほか、133点もの作品

が表彰されました。 

  期間中は大変天候に恵まれ、他のイベントとの連携を図った結果、最終的に昨年よりも約

100人多い5,260人にご入場いただきました。 

  ３つ目は、10月29日と30日の２日間、船岡城址公園で開催した「しばたオータムガーデンフ

ェスタ」です。 

  コロナ禍において感染対策を強化し「新しい生活様式」に対応しながら、近隣エリアからの

集客を図る「マイクロツーリズム」を目指した新しい秋のイベントとして、今年度で３回目の

開催となりました。 

  町や観光物産協会などの関係機関が連携し、各種団体からも参加をいただきながら、「秋の

ガーデンテラスコンサート」や「寄せ植え講習会」「船岡城址公園歴史ウォーク」などの参加

型のイベントや、「花卉展示即売会」「産直市」など、柴田の秋の農作物を満喫するイベント

を開催し、多くのお客さんでにぎわいました。 

  さらに、「みやぎ大菊花展柴田大会」と同じ会場で開催した「軽トラックガーデンコンテス

ト」には、県内外の造園建設業の方から出展された９作品のほか、地域の小中学生と高校生の

４校から27作品の出展があり、小さな荷台の中に四季折々の見事な日本庭園が再現されており

ました。 

  最終的に２日間合計約1,500人が来場され、大変盛り上がった秋のイベントとなりました。 

  今後も、「花のまち柴田」の秋の風物詩として大勢の観光客を呼び込めるよう取り組んでま

いりますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑は１人１回です。質疑に当たっては、一般質問に触れないようにお願いします。質疑あ
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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。これをもって質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。日程第４、議案第27号農業委員会委員の任命について、日程第５、議案

第28号農業委員会委員の任命について、日程第６、議案第29号農業委員会委員の任命について、

日程第７、議案第30号農業委員会委員の任命について、日程第８、議案第31号農業委員会委員

の任命について、日程第９、議案第32号農業委員会委員の任命について、日程第10、議案第33

号農業委員会委員の任命について、日程第11、議案第34号農業委員会委員の任命について、日

程第12、議案第35号農業委員会委員の任命については人事案件でありますので、議員全員協議

会にお諮りしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。これより直ちに委員会室において議員全員協議

会を開催いたしますので、ご参集をお願いいたします。 

  それでは、ただいまから休憩いたします。 

  議員全員協議会終了次第、再開いたします。 

     午前１０時２１分  休 憩 

                                            

     午前１０時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第 ４ 議案第２７号 農業委員会委員の任命について 

     日程第 ５ 議案第２８号 農業委員会委員の任命について 

     日程第 ６ 議案第２９号 農業委員会委員の任命について 

     日程第 ７ 議案第３０号 農業委員会委員の任命について 

     日程第 ８ 議案第３１号 農業委員会委員の任命について 

     日程第 ９ 議案第３２号 農業委員会委員の任命について 

     日程第１０ 議案第３３号 農業委員会委員の任命について 

     日程第１１ 議案第３４号 農業委員会委員の任命について 

     日程第１２ 議案第３５号 農業委員会委員の任命について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、議案第27号農業委員会委員の任命についてから日程第12、
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議案第35号農業委員会委員の任命についてまでの９件を一括議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま一括議題となりました議案第27号から議案第35号までの農業委

員会委員の任命についての提案理由を申し上げます。 

  現農業委員会の委員につきましては、令和５年２月28日をもって任期満了となることから、

新たに農業委員会の委員を任命したいので提案するものです。 

  ９月16日から10月18日までの期間、委員の推薦及び募集を行ったところ、定数９人に対し10

人からの届出がありました。公正性及び透明性を確保するため、10月28日に開催した農業委員

会委員候補者評価委員会での評価結果を踏まえ、９人を選定いたしました。 

  つきましては、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項等に関

し、その職務を適切に行うことができる岩間良隆氏、渡邊政芳氏、平間誠氏の認定農業者３人、

農業委員会の所掌事項に関し利害関係を有さない者として関哲也氏、女性農業者として青野礼

子氏、大沼あけみ氏、一般農業者として日下好則氏、根元俊一氏、佐藤健氏。 

  以上、９人を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により議会の同意を求めるものです。何とぞご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより質疑に入ります。質疑は一括といたします。質疑に当たって

は議案番号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が、議会運営基準により討論は省略いたします。 

  これより議案第27号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第27号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第28号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第28号農業委員会委員の任命につ
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いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第29号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第29号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第30号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第30号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第31号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第31号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第32号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第32号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第33号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第33号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第34号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第34号農業委員会委員の任命につ
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いては、これに同意することに決定いたしました。 

  これより議案第35号農業委員会委員の任命についての採決を行います。 

  本案はこれに同意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、議案第35号農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに決定いたしました。 

                                            

     日程第１３ 議案第３６号 仙南地域広域行政事務組合規約の変更について 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第13、議案第36号仙南地域広域行政事務組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第36号仙南地域広域行政事務組合規約の

変更についての提案理由を申し上げます。 

  仙南地域広域行政事務組合が行っているＡＺ９ジュニア・アクターズ養成事業の事業経費に

ついては、構成市町である仙南２市７町からの出資金及び県からの補助金により設置している

仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金から生じる収益をもって充てており、当該事

業については令和４年度までの実施としておりました。 

  令和３年５月に仙南２市７町で協議した結果、令和５年度以降も当分の間事業の継続を決定

したことから、当該事業継続のための経費の支弁方法を変更するものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） それでは、議案第36号仙南地域広域行政事務組合規約の

変更について詳細説明をいたします。 

  議案書21ページをご覧ください。 

  当該事務組合の規約変更につきましては、地方自治法の規定により構成市町議会の議決が必

要となります。 

  議案書23ページ、別紙、仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約ですが、記載

内容を分かりやすく新旧対照表にまとめた議案第36号関係資料をお配りしてございますので、

そちらをご覧いただきたいと思います。 
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  説明申し上げます。 

  表の右側が現行の規約、左側が規約変更案で、変更後となります。 

  ①、失礼いたしました、第14条中、改正前の第３項を改正後では第４項とし、第２項の次に、

ゴシック体太文字で書かれております第３項を加えます。「第３条第７号の事務に要する経費

は、次条の規定に基づき条例の定めるところにより設置する仙南地域広域行政事務組合ふるさ

と市町村圏基金の運用から生ずる収益等をもって充てる。ただし、同号ハの事務に要する経費

のうち、構成市町の協議により必要と認めた経費については、別表の規定により構成市町が負

担するものとする。」以上の条文を加えます。 

  次に、別表（第14条関係）についてです。 

  表の右側、改正前の負担区分の欄、ゴシック太文字部分「及び第３条第１号」を左側の改正

後の負担区分の欄、ゴシック太文字部分「並びに第３条第１号及び第７号ハ」に改めます。 

  以上により、ＡＺ９ジュニア・アクターズ養成事業は、改正前におきましては仙南地域広域

行政事務組合ふるさと市町村圏基金の運用から生ずる収益等を充てていたものを、改正後では

人口割で算定される市町の負担金を財源として実施することとなります。 

  最後に、附則として規約の施行期日です。この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

  以上が詳細説明となります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１４ 議案第３７号 柴田町個人情報保護法施行条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第14、議案第37号柴田町個人情報保護法施行条例を議題といたし

ます。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第37号柴田町個人情報保護法施行条例に

ついての提案理由を申し上げます。 

  令和３年５月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律が統

合され、これまで国や独立行政法人、民間事業者等がそれぞれの法律で運用してきた個人情報

の定義や取扱いが一元化されることになります。 

  地方公共団体においても、令和５年４月１日から統合後の個人情報保護法の規定を受けるこ

とから、現行の条例を廃止し、新たな条例を制定するものです。 
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  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） それでは、詳細説明いたします。 

  議案書については25ページでございます。 

  議案第37号柴田町個人情報保護法施行条例についてです。 

  今回の条例は、町長が提案理由で申し上げたとおり、令和３年５月のデジタル社会を形成す

るための関係法律の整備に関する法律の公布により、令和５年４月１日から、個人情報保護法、

行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律が統合されまして、国

や独立行政法人、民間事業者等がこれまでそれぞれの法律で運用していた個人情報の定義や運

用などは、改正後の個人情報保護法における全国的な共通ルールの下に整備されまして、全体

の所管は国の個人情報保護委員会に一元化されることになります。 

  町の条例においては、改正後の個人情報保護法の規定と重複する規定を整備する必要はなく

なります。法律の範囲内での必要な規定を設けることとなるわけでございます。 

  このことから、現行の柴田町個人情報保護条例を廃止し、新たに法の規定に基づいた条例を

制定するものでございます。 

  それでは、条文の説明になります。 

  25ページ、第１条です。 

  第１条は、趣旨になります。この条例は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な

事項を定めるものです。 

  第２条は、定義です。第１項は、この条例において使用する用語は法及び施行令において使

用する用語の例によるものです。 

  第２項は、実施機関でございます。現行の条例においても規定しておりますが、実施機関を

町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会とす

るものでございます。 

  なお、今回の改正法において、議会は法の適用の対象外となっております。 

  第３条は、開示決定等の期限です。開示請求書の提示があった際の開示の決定期限は、現行

条例において14日以内としております。改正後の法においても、開示の決定期間は30日以内と

されており、この法の決定期限を採用した場合、現行の条例と比べ、開示請求者が開示決定等

を受けるまでの期間が長くなり、開示請求者にとっては不利益を生じることになります。また、



１６ 

現在、開示請求があった際の開示決定は、全ての    内に処理できていることから、現行

条例と同じく14日以内の開示決定期間とするものでございます。 

  第２項は、開示期間の延長の規定です。事務処理上の困難、その他正当な理由があるときは、

開示の決定期間を14日以内に限り延長することができるとする規定でございます。 

  第４条は、開示決定等の期限の特例です。第３条の開示期間及び延長期間を合わせた28日間

以内に、開示請求に関わる保有個人情報が著しく大量であるため、開示決定等をすることによ

り事務の執行に著しい支障が生じる場合は、開示請求の決定を分けて行うことができるという

規定です。その際は、第１号及び第２号を記載した書面を第１項の14日以内に通知することと

しております。 

  第５条は、開示請求に係る手数料等です。法第89条により、開示請求に関わる手数料につい

ては条例で定めるとされていることから、開示請求に関わる手数料を無料とするものです。現

行条例においても無料としております。 

  なお、第２項において、写しやその他の物品の供与については、供与に要する費用を負担す

るものと規定しております。 

  第６条から第18条までは、柴田町個人情報保護審査会の設置に関わる規定となります。 

  現行条例で設置している審査会については、今後、法に基づく設置機関として位置づけるこ

ととなりますが、開示決定等に関わる審査請求の諮問や個人情報の適正な取扱いのための専門

的な知見に基づく意見を聞くための機関として、現行と同様の役割を担ってきます。 

  第７条の組織は、第８条の任期等、第18条まで、現行条例と同様の規定を設けております。 

  第19条は、運用状況の公表です。現行条例でも定めておりますが、毎年度、お知らせ版及び

ホームページで運用状況を公表いたします。 

  第21条は、罰則の規定でございます。現行条例の規定と同様、秘密を漏らした者に対して、

１年以下の懲役または50万円以下の罰金とするものです。この罰則規定については、検察庁と

協議を進めておりましたが、規定内容については同意を得ているところでございます。 

  最後に、附則です。 

  この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  第２条は、現行の柴田町個人情報保護条例を廃止するものです。 

  第３条は、経過措置になります。第１項は、旧条例第12条及び第13条第３項で規定している

職員、委託者または指定管理者への守秘義務について、旧条例の廃止後もその義務を負うとし

た規定でございます。 
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  第２項は、旧条例で行った開示請求、訂正請求、利用停止請求については、改正後の法によ

る開示請求等とみなす規定です。 

  なお、旧条例の規定による決定の義務及び期間の延長については、なおその効力を有するも

のとしております。 

  第３項は、旧条例の廃止の際に、旧条例第36条の規定による諮問における調査審議について

は従前の例によるとした規定でございます。 

  第４項は、旧審査会は、新条例第６条第１項により置かれた審査会と同一性を持って存続す

ること。旧審査会の委員であった者を第７条第２項の規定による委嘱を受けたものみなし、そ

の期間を旧審査会の委員の任期である令和６年３月31日までとする規定でございます。 

  第５項においては、旧審査会の委員であった者に対する守秘義務の規定となります。 

  第６項から第９項については、旧審査会の委員、旧実施機関の職員及び委託等を受けた者等

に対する罰則規定となります。 

  第４条です。柴田町債権管理条例で引用している条例名を改正するものでございます。 

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

  ただいまから休憩いたします。 

  11時５分再開といたします。 

     午前１０時５２分  休 憩 

                                            

     午前１１時０５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第１５ 議案第３８号 柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与 

                  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15、議案第38号柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職

員の給与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。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第38号柴田町職員の定年等に関する条例

及び柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、令和５年４月１日の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、
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地方公務員の定年が引き上げられることから、関係する条例を改正するものです。 

  この改正により、職員の定年年齢が令和５年度から２年に１歳ずつ65歳まで引き上げられる

とともに、役職定年制が設けられ、管理監督職として勤務できる上限年齢が原則60歳までとな

ります。さらに、60歳以降の多様な働き方に対応するため、定年前再任用短時間勤務制を導入

いたします。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） それでは、詳細説明をいたします。 

  議案書については31ページからになります。 

  議案第38号柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

  今回の条例改正は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されまして、令和５年４月１

日から施行となることに伴うものでございます。 

  この改正により、職員の定年年齢が段階的に引き上げられるほか、管理監督職勤務上限年齢

制いわゆる役職定年制、及び定年前再任用短時間勤務制などが導入されることとなります。 

  それでは、柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例の主な改正

内容について、お配りしています資料、３ページのものですが、基づいて説明いたします。 

  今回の改正のポイントですが、６点にまとめています。資料のほうと、それから条文のほう

ですね、両方見てもらうことになります。 

  まずは１つ目です。資料に載っています１つ目が、定年年齢の段階的な引上げでございます。 

  職員の定年年齢は、資料の表にあるように、現行60歳となっていますが、それを令和５年度

から２年に１歳ずつ段階的に引き上げ、最終的に65歳まで引き上げるものでございます。これ

につきましては、改正後の柴田町職員の定年等に関する条例の第３条及び附則第２項の条文と

なるものでございます。 

  ２つ目でございます。役職定年制の導入になります。 

  今回の改正により定年が引き上げられることになりますが、そのような中でも組織の新陳代

謝を確保して組織全体としての活力を維持するため、役職定年制を導入するものです。 

  役職定年の対象範囲については管理監督職、つまり管理職手当の支給対象となっている職と

し、管理監督職として勤務できる年齢の上限は原則60歳までとなります。これにより、資料の
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イメージ図のように、管理監督職にある者は、60歳に達した日の翌日から最初の４月１日まで

の期間に管理監督職以外の職に降任等の上、異動することになります。 

  なお、職務に特殊性や欠員補充の困難性がある職などの場合、当該職員の同意の下、引き続

き管理監督職として勤務させることができる役職定年制の例外の措置を取ることも可能となっ

ています。これらにつきましては、改正後の柴田町職員の定年等に関する条例第６条から第10

条の条文となります。 

  役職定年により管理監督職にある者が降任となる場合についてですが、降任後の職務の級は

５級としまして、国の初任給、昇格、昇級等の基準における降格時号俸対応表に準用したもの

を新たに規則で規定しまして、それに基づき降任するようになります。 

  ３つ目が60歳に達した職員の給料月額になります。 

  60歳に達した職員の給料月額については、当分の間、当該職員が60歳に達した日後の最初の

４月１日以後、60歳到達時の７割水準となります。これにつきましては、改正後の柴田町職員

の給与に関する条例の附則第11項の条文となります。 

  なお、管理監督職にある者が60歳の役職定年により降任となった場合、まず、役職定年によ

る管理監督職から管理監督職以外の職への降任に伴い、給料月額が引下げとなり、さらに60歳

に達した職員の給料月額７割措置による給料月額の引下げと二重の給料の引下げが行われるこ

ととなることから、そのようなことを防ぐため、当分の間、降任前の給料月額の７割と降任後

の給料月額７割との差額を調整額として支給することになります。これにより、降任前の給料

月額の７割水準が維持されることとなるわけです。これにつきましては、改正後の柴田町職員

の給与に関する条例の附則第13項の条文となります。 

  ４点目です。４つ目が定年前再任用短時間勤務制の導入になります。 

  定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することが原則となりますが、60歳以降、健康

上、人生設計上の理由などにより多様な働き方を望む者も多いと考えられます。こうしたこと

を踏まえ、60歳に達した日以後に退職した職員を本人の希望により短時間勤務職員として再任

用することができる定年前再任用短時間勤務制を導入するものです。任期は定年退職日までと

なり、基本的な仕組みは現行の短時間勤務の再任用制度と同様になります。これにつきまして

は、改正後の柴田町職員の定年等に関する条例第12条の条文になります。 

  なお、地方公務員法の一部を改正する法律の中で、現行の再任用制度は廃止されることにな

りますが、定年年齢が段階的に引き上げられる期間においても年金受給開始年齢までの継続的

な勤務を可能とするために、定年退職した職員を65歳まで再任用できるよう、現行の再任用制



２０ 

度と同様の仕組みである暫定再任用制度が措置されることになります。これについては、改正

条例の附則第３条の条文になります。 

  ５つ目です。５つ目が情報提供・意思確認制度の導入になります。 

  今回の改正により、定年の引上げ、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制の導入のほか、

給与水準が60歳時点の７割に設定されるなど、60歳以後の職員の勤務形態が多様化されます。

これらを踏まえ、60歳以後の任用、給与、退職手当の制度について、事前に職員が十分認識す

る必要があるため、任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に60歳以後の任

用、給与、退職手当に関する情報を提供するものとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認す

ることとなります。これらについては、改正後の柴田町職員の定年制に関する条例の附則第３

項になります。 

  ６つ目が定年引上げに伴い改廃する関係条例についてです。 

  今回、地方公務員法の一部が改正されたことによる定年引上げ等の措置が実施され、柴田町

職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例がこれまで申し上げたような内

容に改正されることになります。 

  このほかにも、関係する12の条例が改廃となります。 

  改正条例附則第12条から第23条までになりますが、附則第12条は、柴田町職員の再任用に関

する条例を廃止するものでございます。これは、先ほども申し上げましたが、地方公務員法の

一部を改正する法律の中で現行の再任用制度が廃止されることに伴うものでございます。 

  附則第13条から23条までは11の条例を改正するものですが、いずれも引用する地方公務員法

の改正による条ずれや文言の修正を行うものでございます。 

  附則になります。第１条でこの条例の施行期日を令和５年４月１日として、附則第５条につ

いては公布の日から施行することと規定するものでございます。 

  以上、議案第38号柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の詳細説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１６ 議案第３９号 柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ条例の一 

                  部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第16、議案第39号柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ

条例の一部を改正する条例を議題といたします。 
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  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第39号柴田町児童館条例及び柴田町放課

後児童クラブ条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  西住児童館は、昭和45年に建築され、建築後52年が経過しており老朽化が著しくなっており

ます。今回、柴田町公共施設等総合管理計画及び柴田町公共施設個別施設計画に基づき、西住

児童館を閉鎖し、児童館及び児童福祉法の規定により設置している放課後児童クラブの運営を

西住公民館に移転するため、条例の一部を改正するものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） それでは、議案書63ページをご覧ください。 

  議案第39号柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

  ただいま町長が提案理由で申し上げましたとおり、柴田町公共施設等総合管理計画及び柴田

町公共施設個別施設計画に基づき、西住児童館を閉鎖し、児童館及び児童福祉法の規定により

設置している放課後児童クラブの運営を西住公民館に移転する条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

  では、説明させていただきます。 

  柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例。 

  第１条、改正前、第２条の２項、位置の改正になります。改正前は清住町10番地２、改正後

は大住町13番地１。 

  第２条、柴田町放課後児童クラブ条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項、位置の改正です。清住町10番地２、改正後、第２条第２項、大住町13番地１。 

  64ページをお開きください。 

  附則でございます。この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１７ 議案第４０号 財産の無償貸付の変更について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第17、議案第40号財産の無償貸付の変更についてを議題といたし
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ます。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第40号財産の無償貸付の変更についての

提案理由を申し上げます。 

  令和４年度６月会議で議決いただきました財産の無償貸付について、（仮称）柴田町総合体

育館整備事業の一部に変更が生じたため、無償貸付期間の変更を行うものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、補足説明をいたします。 

  議案書65ページをお開きください。 

  既に令和４年度柴田町議会６月会議におきまして議決をいただきました（仮称）柴田町総合

体育館整備事業に係る整備用地の無償貸付期間の開始日を令和５年４月１日から令和５年１月

４日とするものです。 

  要因は、11月29日の議員全員協議会におきまして説明しました整備用地の土壌改良業務の実

施によるものです。土壌改良業務のスケジュールについて、無償貸付けの相手方であり体育館

整備のプロジェクトマネジメントを担う伊藤忠商事株式会社との協議が調ったため、無償貸付

けの期間を早めるものです。 

  財政課からは以上でございます。よろしくお願いします。 

○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） スポーツ振興課から、土壌改良に至った経緯と業務につい

てご説明いたします。 

  先日の議員全員協議会にて説明いたしましたが、現在、建設に向けて作業を進めている（仮

称）柴田町総合体育館整備用地において、土壌調査の結果、基準に適しない土壌が一部あるこ

とが判明いたしました。土壌の取扱いやスケジュールなどについて、事業パートナーである伊

藤忠商事株式会社及びコンソーシアム、共同事業体と協議を重ねた結果、来年４月に予定して

いる体育館の着工前に土壌改良を行うことが必要となりました。 

  改良する区域は10メートル掛ける10メートルの区域２か所で、基準不適合の土壌を掘削し、

施設へ運搬して処分、新しい土壌で埋め戻す作業となります。作業期間につきましては、約２

か月間を見込んでおります。 
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  整備用地は、県から形質変更時要届出区域と指定されましたので、引き続き県の指導もいた

だきながら管理継続を行い、事業スケジュールへの影響を最小限に抑えるべく、事業パートナ

ーと連携して取り組んでまいります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１８ 議案第４１号 令和４年度柴田町一般会計補正予算 

     日程第１９ 議案第４２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 

     日程第２０ 議案第４３号 令和４年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

     日程第２１ 議案第４４号 令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

     日程第２２ 議案第４５号 令和４年度柴田町水道事業会計補正予算 

     日程第２３ 議案第４６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18、議案第41号令和４年度柴田町一般会計補正予算、日程第

19、議案第42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、日程第20、議案第43号

令和４年度柴田町介護保険特別会計補正予算、日程第21、議案第44号令和４年度柴田町後期高

齢者医療特別会計補正予算、日程第22、議案第45号令和４年度柴田町水道事業会計補正予算、

日程第23、議案第46号令和４年度柴田町下水道事業会計補正予算、以上６件を一括議題といた

します。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま一括議題となりました議案第41号令和４年度柴田町一般会計補

正予算、議案第42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、議案第43号令和４

年度柴田町介護保険特別会計補正予算、議案第44号令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計

補正予算、議案第45号令和４年度柴田町水道事業会計補正予算、議案第46号令和４年度柴田町

下水道事業会計補正予算についての提案理由を申し上げます。 

  議案第41号につきましては、歳出では、電気料金等の高騰に対応するための燃料費及び光熱

水費、仙南夜間初期急患センター運営経費負担金、農業従事者支援のための経営発展支援事業

費補助金などを増額するとともに、事務事業費の確定による既決予算の減額補正を行うもので

す。歳入では、国県支出金、繰入金、諸収入などの補正を行うものです。あわせて、債務負担

行為の追加及び変更並びに地方債の変更を行います。歳入歳出それぞれ8,982万1,000円を増額

し、補正後の予算総額は158億2,894万円となります。 
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  議案第42号につきましては、特定健康診査等事業費等の増額によるものです。あわせて、債

務負担行為の追加を行います。歳入歳出それぞれ179万7,000円を増額し、補正後の予算総額は

40億9,427万8,000円となります。 

  議案第43号につきましては、保険給付費及び地域支援事業費の歳出補正となります。主な内

容は、居宅介護サービス給付費及び認知症総合支援事業費の減額、施設介護サービス給付費及

び生活支援体制整備事業費の増額となります。あわせて、債務負担行為の追加を行います。 

  議案第44号につきましては、保険基盤安定繰入金の減額によるものです。歳入では、保険基

盤安定繰入金の確定見込みによる減額となります。歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金

の減額となります。あわせて、債務負担行為の追加を行います。歳入歳出それぞれ305万円を

減額し、補正後の予算総額は４億6,533万円となります。 

  議案第45号につきましては、電気使用料金の高騰に伴う動力費を増額補正するものです。ま

た、新年度から継続して業務を行うための債務負担行為を補正するものです。 

  収益的収入支出及び資本的収入支出のいずれにおいても収入の補正はなく、支出のみの補正

となります。収益的支出は129万8,000円を増額し、補正後の予算総額は10億7,403万円となり

ます。資本的支出は30万円増額し、補正後の予算総額は６億7,854万2,000円となります。 

  議案第46号につきましては、債務負担金の収入及び電気使用料金の高騰に伴う動力費を増額

補正するものです。また、新年度から継続して業務を行うための債務負担行為を補正するもの

です。 

  収益的収入支出は、収入の補正はなく、支出のみの補正となります。収益的支出を10万円増

額し、補正後の予算総額は11億6,515万3,000円となります。資本的収入支出は、収入のみの補

正となり、支出の補正はありません。資本的収入を706万4,000円増額し、補正後の予算総額は

14億8,743万5,000円となります。 

  以上、各種会計の補正予算の概要を申し述べましたが、詳細につきましては担当課長が説明

いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。（「１点だけ、町

長。議案46号で債務負担金って言っちゃったんだね。負担金が正解」の声あり） 

  議案46号につきまして、債務負担金と言ってしまいましたが、単に負担金ということでござ

います。訂正して、おわび申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。初めに、議案第41号について、財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、補足説明をいたします。 

  議案書67ページをお開きください。 
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  議案第41号令和４年度柴田町一般会計補正予算です。町長が申し上げました提案理由のとお

り、歳入歳出予算の増額補正を行うとともに債務負担行為の追加及び変更、また、地方債の変

更を行うものです。 

  71ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為の補正です。追加は31件です。主に、令和５年度当初から事業を実施す

るために今年度中に契約行為などの事前手続を行うため、債務負担行為として追加するもので

す。 

  72ページをお開きください。 

  下のほうに、（仮称）柴田町総合体育館整備事業（土壌改良業務）を追加しております。議

案第40号の説明にもありましたとおり、整備用地の一部について土壌改良を行うために追加す

るものです。 

  今年度中に町が整備事業者と業務を進めるための契約を締結し、令和６年度中に予定してい

る体育館の賃貸借の開始時にその費用を支払うものです。限度額を4,950万円としております。 

  その下、変更は１件です。 

  73ページをお開きください。 

  第３表地方債の補正です。変更１件です。 

  地域鉄道対策事業費は、阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助の財源として地方債を発行す

るものですが、阿武隈急行株式会社への補助金額を減額することに伴い、地方債の発行額を

660万円減額し、限度額を5,390万円とするものです。 

  76ページをお開きください。 

  歳入です。主なものについて説明いたします。 

  16款１項１目民生費国庫負担金366万2,000円の増は、障害者支援事業費における給付費の増

加及び障害者医療費助成等が減少する見込みであることから、財源である国庫負担金を補正す

るものです。 

  77ページをお開きください。 

  17款２項４目農林水産業費県補助金２節農業振興費補助金430万6,000円の増は、経営開始資

金補助事業等の費用の追加に伴い、県補助金について追加交付される見込みであることから補

正するものです。 

  78ページをお開きください。 

  20款１項２目基金繰入金7,226万7,000円の増は、財政調整基金から6,213万5,000円を、ふる
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さと柴田応援基金から1,013万2,000円をそれぞれ補正財源として繰入れするものです。これに

より財政調整基金の残高は約14億1,100万円となり、ふるさと柴田応援基金の残高は約６億

4,300万円を見込んでおります。 

  22款４項２目雑入の説明欄の下のほうに記載の市町村新型コロナウイルス感染防止事業支援

金312万8,000円は、宮城県市町村振興協会からの支援金です。 

  続いて、歳出です。主なものについて説明いたします。 

  今回の歳出におきましては、需用費の光熱水費について、電気料金が11月使用分から値上が

りするため、関係支出科目において増額補正を計上しております。 

  また、各課における事務事業の確定により、経費の減額補正を計上しております。 

  82ページをお開きください。 

  ２款１項13目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費の補正額はゼロと記

載しております。この内容についてですが、18節の中小企業等再生支援事業補助については申

請額が増加し、一方の事業者応援金については交付件数が見込みより少ないことから、それぞ

れ400万円の増額及び減額の補正を計上したものです。 

  85ページをお開きください。 

  ３款１項２目老人福祉費19節扶助費530万円の増は、老人保護措置費の単価の改定によるも

のです。 

  その下、３目障害者支援事業費について、補正額は41万8,000円の増ですが、18節及び19節

におきまして、給付費や扶助費の決算見込みにより、それぞれ約1,600万円の増額及び減額の

補正を計上しております。 

  86ページをお開きください。 

  ３款２項１目児童福祉総務費17節備品購入費489万3,000円の増は、現在建設中の槻木放課後

児童クラブ及び西住公民館内へ移転する西住児童館の備品を購入する経費です。 

  その下、22節償還金、利子及び割引料の1,623万6,000円の増は、令和３年度における児童福

祉関連の国庫補助事業の精算により返還することとなった国庫補助金等の所要額を計上してお

ります。 

  87ページをお開きください。 

  ４款１項５目健康推進総務費748万2,000円の増は、主に仙南夜間初期急患センターの運営に

要する経費について634万2,000円を増額するものです。 

  89ページをお開きください。 
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  ６款１項５目自然休養村費451万円の増は、太陽の村の空調及び換気設備等を改修するため

の実施設計委託料を計上したものです。 

  91ページをお開きください。 

  ８款２項２目道路維持費919万1,000円の増は、主に町道の修繕に要する経費を増額補正する

ものです。 

  99ページ以降の給与費明細書及び地方債の現在高の見込みに関する調書については、今回、

人件費及び町債の補正がありましたので、それぞれ補正前、補正後の比較となります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第42号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、詳細説明を申し上げます。 

  議案書105ページをお開きください。 

  議案第42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です。 

  第１条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ179万7,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ40億9,427万8,000円とするものです。 

  107ページをお開きください。 

  債務負担行為補正の追加です。 

  国民健康保険税システム電算処理業務委託料の追加ですが、これは、令和５年度当初から遅

滞なく事業を実施するために、今年度中に契約行為など事前手続を行うため、記載のとおり期

間、限度額を設定するものです。 

  109ページをお開きください。 

  歳入です。主なものについて説明します。 

  ６款２項１目財政調整基金繰入金184万9,000円の増額ですが、補正財源として繰り入れるも

のです。これにより、12月補正後の基金残高は４億2,617万9,453円となります。 

  次に、110ページをお開きください。 

  歳出です。主なものについて説明します。 

  ２款５項１目葬祭費20万円の増額、５款１項１目特定健康診査等事業費165万5,000円の増額

ですが、今後の歳出見込額を算出した結果、それぞれ増額補正するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第43号について、福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） それでは、議案第43号令和４年度柴田町介護保険特別会計の補正予
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算について、詳細説明をいたします。 

  議案書113ページをご覧ください。 

  今回の補正予算については、先ほど町長が提案理由で申し上げたとおり、歳出予算の保険給

付費及び地域支援事業費等の補正になります。 

  第１条です。歳入歳出予算の総額の増減はなく、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正額の歳出予算の金額は、次ページの第１表歳出予算補正のとおりです。 

  第２条の債務負担行為補正は、１件の追加となります。 

  115ページをご覧ください。 

  第２表債務負担行為補正となります。訪問型軽度生活援助に係る委託料ですが、これは、日

常生活支援を必要とする高齢者を対象にサービスを提供するもので、令和５年度当初から執行

予定の事務事業であります。遅滞なく事業を執行するため、令和４年度中に契約行為などの事

務手続を事前に行うため債務負担行為を設定するものです。期間については令和５年度の１年

間、限度額につきましては記載のとおりです。 

  歳出の補正について、詳細説明をさせていただきます。 

  117ページをご覧ください。 

  主な予算科目のみの説明とさせていただきます。 

  ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付費3,000万円の減額及び３目施設介護サービ

ス給付費3,000万円の増額につきましては、年度内の給付見込みによる補正となります。 

  ４款地域支援事業１項１目介護予防・生活支援サービス事業サービス事業費の訪問型サービ

ス事業費100万円の減額及び通所型サービス事業費100万円の増額につきましては、年度内の事

業費の支出見込みによる補正となります。 

  以上で詳細説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第44号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、詳細説明をさせていただきます。 

  議案書119ページをお開きください。 

  議案第44号令和４年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算です。 

  第１条ですが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ305万円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ４億6,533万円とするものです。 

  121ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為補正の追加です。 
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  後期高齢者医療保険料電算処理業務委託料の追加ですが、令和５年度当初から遅滞なく事業

を実施するために、今年度中に契約行為など事前手続を行うため、記載のとおり、期間、限度

額を設定するものです。 

  123ページをお開きください。 

  歳入です。主なものについて説明します。 

  ３款１項２目保険基盤安定繰入金309万6,000円の減額ですが、後期高齢者医療保険基盤安定

負担金の確定によるものです。 

  次に、歳出です。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金309万6,000円の減額ですが、保険基盤安定繰入

金の減額により、広域連合への納付金を減額するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第45号及び議案第46号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） それでは、補足説明を申し上げます。 

  議案書125ページをお開きください。 

  議案第45号令和４年度柴田町水道事業会計補正予算です。 

  町長が申し上げました提案理由のとおり、支出予算のみの増額補正を行うものです。 

  126ページをお開きください。 

  第10条としまして、１件の債務負担行為の補正を行うものです。 

  山田沢・船迫外配水施設機器点検委託料、限度額1,500万円は、配水場とポンプ場合わせて

11施設の点検を行い、断水や減水などの事故防止を図る委託でございます。 

  132ページをお開きください。 

  収益的収入支出補正予定額実施計画明細書になります。 

  支出におきまして、１款１項１目原水及び浄水費の20節動力費129万8,000円の増額は、各配

水場並びポンプ場の各種動力施設及び電灯等の電気使用に当たり、料金の高騰に対応するもの

です。 

  下段の資本的収入支出の補正予定額になります。 

  支出におきまして１款１項１目営業設備費１節の量水器30万円の増額は、大型集合住宅の給

水工事において、新規に20ミリ水道メーターの大量   が見込まれることから、補充を行う

ものです。 

  次に、議案書133ページをお開きください。 
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  引き続き、議案第46号令和４年度柴田町下水道事業会計補正予算の補足説明を申し上げます。 

  先ほど町長が申し上げた提案理由のとおり、収入支出予算の増額補正を行うものです。 

  134ページをお開きください。 

  第４条債務負担行為、１件の追加となります。 

  法適化運用委託料、限度額300万円は、公営企業会計に係る決算業務や予算財務諸表の作成、

日常経理作業の指導、助言を求める委託料であります。 

  139ページをお開きください。 

  収益的収入支出補正予定額実施計画明細書になります。 

  支出におきまして、町内15か所に設置されています下水道マンホールポンプの稼働に当たり、

電気使用の料金高騰分10万円の増額補正をするものです。 

  140ページをお開きください。 

  資本的収入支出補正予定額です。 

  収入において１款４項１目負担金ですが、公共下水道受益者負担金の納入に当たり、一括納

入の申入れによる706万4,000円の増額補正となります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件６件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

  ただいまから休憩いたします。 

  午後１時再開といたします。 

     午前１１時４７分  休 憩 

                                            

     午後 １時００分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第２４ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第24、一般質問を行います。 

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

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

にご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、一般質問は、議会の新型コロナウイル
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ス感染防止対策に基づき、議会運営基準によらず質問者１人当たり質問、答弁合わせて50分を

目安とすることに決定いたしました。 

  それでは、通告順に発言を許します。 

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

行うとともに、残り時間１分を目安にまとめに入るよう要望しておきます。 

  それでは、３番吉田清君、質問席において質問してください。 

     〔３番 吉田 清君 登壇〕 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清、大綱２問質問させていただきます。 

  １．不登校児童生徒への取組について伺う。 

  文部科学省の調査によると、全国の小中学校で2021年度に不登校だった児童生徒は、前年度

から４万8,813人、24.9％増の24万4,940人で過去最多となり、しかも前年度に比べ約25％もの

増加は過去に例がなく、深刻な状況になった。増加は９年連続で、特に中学生は20人に１人が

不登校になり、今後も増える傾向にある。今回の調査で学校側が挙げた不登校の要因は「無気

力、不安」が最も多く、半数を占めた。文部科学省は、コロナ禍の影響により学校活動が制限

され、登校意欲が低下したことが考えられるとしている。 

  新型コロナの流行が繰り返される中、修学旅行や遠足、運動会、文化祭などが相次いで中止

になった。給食を黙って食べる「黙食」や部活動の自粛など、日々の学校生活も制約された。 

  こうした環境変化が子どもたちの心身に影響を及ぼしたことは想像に難くない。また、いじ

めなどの認知件数の内訳は、小学校が50万562件の前年度比18.9％増、中学校で９万7,937件の

前年度比21.1％増と大幅に増えた。不登校の内訳は小学校が８万1,498人の前年度比28.6％増

と、中学校が16万3,442人の前年度比23.1％増といずれも過去最高である。 

  そこで、こうした状況を踏まえ、本町の不登校児童生徒の現状について伺う。 

  １）本町の不登校児童、生徒の近年の推移は。 

  ２）不登校生徒の中学卒業後の進路は。 

  ３）不登校児童生徒の実態をどのように捉え、その解消に向けた対策と効果は。 

  ４）本町のいじめ調査の頻度は。 

  ５）いじめによる児童生徒への支援はどのようにされているのか。 

  ６）学校現場でいじめが発見された際、保護者との連携を十分に図っているのか。 

  ７）生徒や保護者を対象にした多様な学びの場としてのフリースクールや、いわゆる教育機

会確保法の周知を行っているのか。 
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  ２．職員へのタブレット端末導入の考えは。 

  東日本大震災の発生から11年８か月が経過した。新型コロナウイルス感染症の影響が今なお

長期化している状況で、生活様式にも大きな変化をもたらした。この国難を克服するために、

政府、自治体、医療機関、国民が一丸となって取り組み、社会経済、日々の暮らしの正常化に

挑んでいるところである。 

  本町においても、町民の生命と暮らしを守ることを第一に、新型コロナワクチン接種の推進、

事業者への支援、生活困難者、子育て世代支援などの対応に、役場全体がワンチームとなり、

未曾有の取組で邁進し、取り組んでいただいていると思う。 

  多くの自治体では、業務軽減化やペーパーレス化に向けタブレット端末導入が進んでいると

ころだが、本町においても職員の業務軽減化やペーパーレス化に向けたタブレット端末の導入

について、どのように考えているのかお伺いいたします。 

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

○教育長（船迫邦則君） 吉田清議員の大綱１問目、不登校児童生徒の取組についてお答えしま

す。 

  ７点ございました。１点目、不登校児童、生徒の推移についてです。 

  本町の不登校の児童生徒数は、令和２年度は、小学校が在籍数1,857人中31人、中学校が在

籍数947人中58人、令和３年度は、小学校が在籍数1,781人中37人、中学校が在籍数965人中72

人で、どちらの年度も出現率は全国や県と同程度で、増加傾向にあります。 

  また、今年度の10月末時点では、小学校が在籍数1,751人中21人、中学校が在籍数957人中53

人で、令和３年度の不登校数の７割弱となっており、令和３年度を上回ることも予想されます

が、例えば昨年度と今年度の夏休み明けの登校日の不登校児童生徒数を比較してみますと、昨

年度は小学校で13人、中学校では32人、合計45人で、今年度は小学校で９人、中学校では19人、

合計28人で、合計で17人減少しており、不登校の児童生徒が長期休業明けや修学旅行などの学

校行事をきっかけに登校しようと努力していることが分かります。 

  また、ここ数年、起立性調節障害などの診断を受ける児童生徒も10人を超えて出てきており、

先生方での改善が困難となっています。 

  ２点目、不登校生徒の中学校卒業後の進路についてです。 

  令和２年度は、県立・私立の高校や通信制高校に不登校生徒の全員が進学しています。令和

３年度は、県立・私立の高校や通信高校への進学、また、本人の希望で就職の進路を選んだ生

徒もおります。 
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  これからも不登校生徒の全員が新たな道に進むことができるよう、学校を支援してまいりま

す。 

  ３点目、実態と解消に向けた対策などについてです。 

  不登校は小学校の高学年から数が増え、中学校２年生で最も多くなる傾向があります。幾つ

かの要因が複合しているケースが少なくないため、急速に改善させることは困難な状況にあり

ます。 

  解消に向けた対策としましては、教育委員会では、１つに、柴田町子どもの心のケアハウス

による学習支援及び社会的自立や学校復帰支援。 

  ２つに、小中学校に配置した自立相談員４人による家庭訪問や、不登校の児童生徒に声がけ

を行うなどの寄り添う支援。 

  ３つに、スクールソーシャルワーカー３人による不登校児童生徒及び保護者との面談や、医

療機関など関係機関につなげる支援。 

  ４つに、県の登校支援ネットワーク事業を活用し、定期的に訪問指導員が家庭訪問を行い、

在宅での学習支援や生活習慣の見直しなどの支援を行うなど、不登校児童生徒一人一人に向き

合った支援を行っております。 

  また、昨年度から、町の教育相談員による不登校児童生徒及び保護者を対象にした相談会

「こどものしゃべり場」を開催し参加を呼びかけしていますが、参加が少ないので、引き続き

呼びかけしてまいります。 

  次に、各学校では、不登校児童生徒に対して、電話で様子を伺ったり、家庭訪問をして学級

だよりや学校だより、授業で使用したプリントを届けるなど、１時間、１日でも多く学校に登

校してもらって、仲間と共に過ごすことができるようになってほしいという願いを持って支援

に当たっております。 

  また、令和３年度から、不登校の未然防止を目的として、町内全ての学校で「分かる授業づ

くり」に取り組み、子どもたちに先生方の授業を評価してもらっています。さらに、令和４年

度から、船岡中学校では、県の不登校等児童生徒学び支援教室充実事業を活用した学び支援教

室「ほっとルーム」を設置し、加配による専任教員１人を配置していただき、教室で過ごすこ

とに困難を抱える生徒の居場所を校内につくり、学習支援と自立支援を行っております。 

  不登校対策の効果につきましては、小中学校では学校復帰がかなわなかった子どもたちが、

高校に進学後、毎日学校に通っている事例が複数あるように、短期間で効果が現れるものばか

りではないという考え方に立って、学校との連携を密にしながら、不登校あるいは不登校傾向
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の児童生徒一人一人の多様な課題に対応した継続的な支援を進めてまいります。 

  ４点目、いじめ調査の頻度についてです。 

  各小中学校では、いじめアンケート調査を月１回程度、年に10回から12回実施しております。

毎月の各学校からの生徒指導月例報告によりますと、令和３年度のいじめの件数は、令和２年

度の10倍以上の169件の報告がありました。これは、令和３年度大河原教育事務所管内校長会

議において、被害児童の心身の苦痛をしっかり受け止め、軽視することなく認知するよう求め

られたことに対して積極的に対応した結果、急増したものでありますが、訴えがあったいじめ

につきましては、その後は繰り返されることはないと報告を受けており、再発防止と早期解決

に効果があったものと受け止めしています。 

  ５点目、児童生徒への支援と、６点目、保護者との連携については関連がありますので、一

括してお答えします。 

  いじめの訴えがあった場合、いじめを受けた側、いじめた側、両方から聞き取りを行い、事

実確認を行います。いじめを受けた児童生徒には、複数の教職員が連携し親身になって対応し、

安心して学習などに取り組むことができるよう、教育環境の確保と児童生徒の見守りなどの支

援を継続して行っています。 

  一方、いじめた児童生徒の指導については、不満などの訴えを聞きながら、何が悪かったの

か、どうすればよかったのかを自覚させながら指導しています。また、本人が抱える問題など、

いじめの背景や理由にも目を向け、健全な人格の発達に配慮した指導を行っています。 

  なお、いじめの事実が確認された場合は、いじめに関わった児童生徒の保護者に対して事実

関係を伝えるとともに、学校で指導したことなどについても随時報告を行い、謝罪の場を設け

たりするなど、再びいじめが起こらないような配慮をし、少なくとも３か月間は観察を続けて

います。そのほか、いじめに関わった児童生徒や保護者からの要望があれば、座席を離したり、

複数のクラスであれば次年度のクラスを別にするなどの配慮も行っています。 

  ７点目、フリースクール等の周知についてです。 

  吉田議員ご質問のフリースクールや教育機会確保法の児童生徒や保護者への周知についてで

すが、町内には、民間のフリースクールや不登校特例校といった、学校以外での多様な学びの

場となる施設はありませんが、学校に足が向かなくなった児童生徒及び保護者には、柴田町子

どもの心のケアハウスや白石にある適応指導教室、仙南けやき教室などを案内しております。 

  今後も、教育機会確保法の基本理念にありますように、全ての児童生徒が安心して教育を受

けられる学校の環境の確保及び個々の状況に応じた必要な支援などに努め、教育委員会、学校、
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関係機関が連携し、不登校児童生徒の支援を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田清議員の大綱２問目、職員へのタブレット端末の配付でございます。 

  タブレット端末は持ち運びが便利なことから、庁舎外や窓口での説明、会議や打合せを行う

場合に画面での資料閲覧が可能となる分、資料を準備する際に印刷製本の必要がなくなること

から、職員の負担軽減や効率化にもつながると考えられます。 

  一方で、職員がタブレット端末を使用し、効果的な業務を行うためには、一般的なインター

ネット環境ではなく、庁舎・町施設に限られたセキュリティー性の高い対策が取られている専

用の無線ＬＡＮの整備が必要となります。 

  また、職員の業務内容によっては、タブレット端末よりもデスクトップ型やノート型のパソ

コンのほうが効率よく業務を行うことができる場合も多くありますので、今後、タブレット端

末はどのような業務でどのような使い方が有効なのか調査研究をする必要があります。 

  今後は、自治体ＤＸを進める中で、業務形態、業務内容やプロセスなどを検証した上で、行

政効率のさらなる向上を図るため、業務で使用するパソコンなどの端末や環境整備を進めてま

いります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田清君、再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ありがとうございました。 

  １番目の不登校児童、生徒の推移ですが、この不登校の調査は、1966年、昭和41年に始まり、

当初は欠席日数が50日以上とされていました。しかし、1991年、平成３年からは30日以上とな

り、例えば月３日ずつ休むと、年度の終わりには30日を超え、不登校に計上される。しかしな

がら、不登校と計上された生徒は普通に登校され、卒業している。この不登校調査方法に疑問

の声や、実態に即していない文部科学省の調査の在り方を慎重に見直すことが必要だと声を上

げている自治体もあるようですが、この不登校調査方法に対してはどのようにお考えでしょう

か、お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 50日から30日になったということの狙いは、狙いの一つは早期発見、

早期対応であったというふうに一般的には言われております。やはりそういったことは正しい

ことではないかなと思います。 
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  それと同時に、平成28年の９月には、不登校が悪いという根強い偏見を払拭するというよう

な文科省からの通知文が出ています。やはり休むということでリフレッシュして、それで登校

に向かうと。あるいは、自分で生活をできる、自立できる、そういった力をつけていく。その

ことを狙いとして指導を進めるという方向に動いてきているのは、私はいいことだなと受け止

めしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 分かりました。ありがとうございます。 

  本町だけが増加傾向にあるわけではありませんが、だからといってよいはずがありません。

不登校児童生徒がいつまで続くのか、見通しがあるのか、具体的な方法があるのかと、日々模

索しているかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

  ２番目の中学校卒業後の進路なんですけれども、私も先日、柴田町子どもの心のケアハウス

さんを訪問させていただきました。先生から、ケアハウスに通所されている生徒さんはほとん

ど進学されていますとお聞きしました。しかし、逆に言えば、通所されていない生徒は進学さ

れていないということになります。 

  今、小学生が７名、中学生が15名、合わせて22名が登録されています。実際通所されている

児童は何名くらいいるか分かりますか。お伺いします。 

○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） 今の吉田議員からご質問いただいた、まず進路だったんですけ

れども、教育長答弁でもお話し申し上げたところだったんですが、ケアハウスに通っている子

どもだけではなく、不登校全体のことを答弁しておりまして、令和２年度は不登校生徒の全員

が進学されたと。令和３年度はほとんどが進学されていて、一部の生徒はご自身の考えでもっ

てお働きになっていた生徒もいたということでございます。 

  それから、ケアハウスのほうですけれども、今お話あったように登録22名ほどということで、

実際に通所されて、通所、すみません、１日、通所されている児童生徒、聞いたところ、１日

７名から８名程度ということでございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 先生からは、先ほども言いましたが、通所されている児童生徒はいいが、

全く来られていない数名の児童生徒が心配です。学校だけの問題ではなく、家庭環境や社会環

境も原因としてあるとのことでした。 

  この話を伺ったとき、実際、私の知っている子どもさんのことを思い出しました。ご両親は、
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１日目、あしたは行けるだろう、２日目、何かあったのかな、３日目、もう学校に行けないの

かな。実際、不登校になってしまい、ご両親も大変心配されていました。フリースクールにも

ほとんど行っていなかったようです。 

  そんな矢先、台風19号で床上浸水となり、毎日、家の中の後片づけをし、廃棄物を外に運び

出し、近隣の方とも話をしたり挨拶をするようになり、独り暮らしの高齢者のごみ片づけまで

手伝ったり、何気ない日常のコミュニケーションがきっかけなのかは分かりませんが、子ども

さんはその後、学校に行かなかったものの、今は働きに行くようになりました。 

  私はこのことから、やはり地域の関わり方や、子どもたちに対してもう少し大人が積極的に

挨拶するとか、コミュニケーションの必要性を感じましたが、どう思われますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 不登校の子どもたちのみならず、子どもたちはどんな力をつけてほし

いと願っているかといいますと、やっぱり人と人の関わり、仲間をつくる、そういった力をつ

けたいというふうに思っております。その意味で、人と人の関わりづくりの一つの方法だと思

います。挨拶でございますけれどもね。現在も、挨拶、登校の段階で見てみますと、見守り隊

の方々に朝の声がけしていただいて、それで、見守り隊の方々からは、私たちも声かけるけれ

ども、子どもたちからの笑顔で挨拶される、そういったところで勇気がもらえるんですなんて

いう言葉もいただいております。そういう意味で、非常に、挨拶ということを進めていくとい

うのは大事なことかなと。 

  各学校では、子どもたちが主体的に挨拶運動を行うというようなことを、今、続けておりま

すので、継続していくことができるように、教育委員会としても支援し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。 

○３番（吉田 清君） 今、関連しての話なんですけれども、岩手県の二戸市の緑のおじさんこ

とヨネダマコトさんは、毎日の登下校の見守り隊として活躍されています。この二戸市に通う

児童生徒を対象に、尊敬する人は誰ですかとアンケート調査をしたそうです。学校では、有名

な歴史上の人物が選ばれることを想定して考えていたようです。しかし、何と第１位に、誰も

が想像しなかった緑のおじさんことヨネダマコトさんが選ばれました。選ばれた理由は、毎日

話を聞いてくれる優しいおじさん。ヨネダさんは、もともとは二戸市の方ではありませんが、

家族でこの地域で大変にお世話になったまちということで、何か恩返しをしたいということで

朝の見守りを始めたということです。ヨネダさんは、子どもたちを励ますことは子どもたちの
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心に勇気を与えることなんですと話されていました。私もこの話を聞いたとき、見習うべきだ

なと思いました。 

  ４番目のいじめ調査の頻度ですが、いじめられて追い詰められたら、誰でも苦しい、死にた

い、消えたい、ほっと  てほしい反面、何で分かってくれないの。全国にあるあらゆるいじ

めＳＯＳの相談が増えています。 

  大阪市にある認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ、ユキサキでは、登録者が9,100名。相談に追いつかな

いようです。国のほうでも、12月１日開設、12月28日から来年１月４日まで、♯9999ダイヤル

を押すと24時間通話無料、相談無料、18歳以下を選択。 

  本町においても、いつでも悩みを伝えやすい環境づくり、いじめ、孤独ＳＯＳなどの相談窓

口があることをＬＩＮＥやＳＮＳ、回覧板などで周知を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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 先ほどの本町の見守り隊の方のお話とも相通ずるんですが、やっぱり

地域の大人の方々や先生方、大人のほうが子どもたちを見て、子どもたちのよいところを見て

取って伝えてあげる。そのことによって、やっぱり子どもたちは、先生方や地域の人から信頼

されているぞというような自信を持って、そして、期待に応えようというような行動に出てく

るのでないかなと思っているところでございますので、やはり地域の大人の動きというのが非

常に大事になってくる、先生方の動きというのが大事になってくるなと思っているところでご

ざいます。 

  やっぱりテクニックではなく、困っている子どもたちに寄り添って受け止めてあげるという

姿勢を学校側にも大事にしていくということを再確認して、伝えていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ６番目の保護者との連携なんですけれども、保護者の中には、母親だけ

がいじめに遭っていることを知っていて、父親が、我が子がいじめに遭っていたことが全然知

らなかった。背景には、児童生徒がお父さんにだけは言わないでということも知りました。 

  夫婦の考え方もいろいろとあるかとは思いますが、不登校にならないためにもスピードが大

事ともあります。いじめに遭った場合、しっかりご両親に伝わ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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） いじめとか生徒指導が発生した場合に一番大事にしていることは、や

っぱり保護者の方に確実に伝わっているかどうかということを必ず確認していただいておりま

すので、お父さんだけが知らなかった、お母さんには伝えたということがないように配慮して、
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今、指導に当たってもらっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 不登校、ひきこもりと言われる15歳から39歳までの人数は全国に54万人

がおり、ひきこもりになったきっかけは、不登校と職場になじめなかった。不登校経験がある

子どもの場合、社会に出ること自体に不安があり、尾を引いていることが多いとの結果もあり、

今、8050という社会問題にもなっているということであります。8050はご存じでしょうか。 

○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） 私が知っている範囲でよろしいですか。はい。 

  大人のひきこもりの問題で、80代になった親御さんがひきこもりとかになった50代の子ども

さんとかの世話をしなければならないというような、言い方、何でしょうね、逆転の、逆転と

いうんですかね、そういうようなことが社会現象になっていると。そして、これからもこの問

題が、ちょっと報道でも見たんですけれども、深刻化していくのではないかというようなこと

は存じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ありがとうございます。 

  私の子どもも過去に、小学生のときですが、突然学校に行かなかった経験があります。当た

り前に学校に行くことが普通だと思っていた私と妻は大変悩み、ショックを隠せませんでした。

精神的に追い詰められた妻は、仕事を休み、子どもと自宅で過ごすという経験があります。学

校に行かなかった原因は、同席になった女の子が、授業中になると、子どもの腕に爪でちぎっ

ていたようで、私たち親も担任の先生も分かりませんでした。 

  実際、私の兄弟、親戚も教師をされていますので、大変苦労は分かっております。１クラス

の生徒数が多ければ多いほど、担任の先生が一人一人の生徒を把握するには限界があるという

ことでした。 

  本町の小中学校で35人以上のクラスは何クラスあるんでしょうか。 

○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） すみません、ちょっとお待ちください。 

  船岡小学校の４年生で２クラス、あと槻木小学校の４年生で２クラス、６年生の２クラスで、

小学校は全部で６クラス。中学校は、船岡中学校の２年生で４クラス、３年生で４クラス、そ

れから槻木中学校の３年生が３クラス、そうすると合計で中学生は11クラス。全部で小中合わ

せると、クラス数でいうと17のクラスでございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 児童生徒が多いクラスでのいじめの認知数や不登校児童生徒は、やっぱ

り多いんでしょうか。 

○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） やはり小規模のクラスと比べると、先生がどうしても、35人を

超えるクラスとなると、少人数のクラスと比べても目の届かないところも、少人数のクラスと

比べては多くなるかと思います。その辺ちょっと影響が出てくるのかなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） この大勢のクラスの担任の先生の負担軽減を図るためには、どのような

サポートをされていますか。 

○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） 町では、会計年度任用職員として特別支援教育支援員等任用し

ていまして、学校のほうで必要なクラスに先生のお手伝い、特別支援学級だけではなく普通学

級等で支援の必要な児童生徒いる場合とか、そこに入っていただいている会計年度任用職員を

配置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。 

○３番（吉田 清君） 全国では、教員の労働時間、残業時間も深刻化している状況と伺ってお

りますので、先生のサポートもよろしくお願いいたしたいと思います。 

  毎日新聞に感動する記事が掲載されていましたので、紹介します。 

  不登校の長女が超有名人気ゲーム、ファイナルファンタジー16開発のスタッフになった。中

学時代、不登校だった長女は、保育園、小学校とあまり積極的に通うタイプではなく、中学校

では、入学式に出たきり、ほとんど学校に行かなくなった。中学３年の夏頃、高校進学を目指

すようになり、通信制課程高校に進学。卒業後は４年間の専門学校に入り、無欠席で卒業し、

倍率が100倍を超える難関を突破し、大手ゲーム制作会社、ドラゴンクエストで知られるスク

ウェア・エニックスに就職。 

  この不登校だった女性は、不登校児童に悩む親に対して、何で学校に行けないのと問われて

も、行けないものは行けない。進むスピードはそれぞれ違う。今、進めなくても、何かのきっ

かけで前にどんどん行ける子もいる。子どもの未来を信じてあげてくださいと語りかけていま

す。 

  また、20年にわたりひきこもりを研究する松山大学の石川良子教授は、ひきこもりの子に対
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して、共感する、共感しないにかかわらず、まずは、なるほど、なるほどとひたすら話を聞い

てやることによりガス抜きをしてやることが一番大切ですと言われています。 

  最後に、本町でも不登校児童生徒を減らすために町独自の取組をしているとは思いますが、

もう少し踏み込んだ、例えば、低学年の着替えが嫌だとか、ランドセルが重く、いわゆるラン

ドセル症候群など、生活衛生環境などの子ども目線での様々な悩みに配慮した町独自の調査を

し、１人でも多くの不登校児童生徒が登校できるように、中長期計画の中に盛り込んでいただ

けるよう提案しますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 柴田町の小学校においても、低学年のランドセルの、要はあま

りちょっと重たくならないように、教科はこれは置いていって、学校に置いていっていいよと

か、そういうことの指導は、各学校のほうで指導というか配慮はしているところもございます。 

  不登校対策について、今も柴田町教育振興基本計画の重点課題の中にでも、不登校について、

施策ということで記載をさせていただいているところで、今、柴田町の長期総合計画の後期基

本計画のほうを策定しております。その重点プロジェクト等、その中の施策等についても、不

登校対策について考えていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 大綱１問目は、質問は終了します。 

  大綱２問目のほうなんですけれども、前向きな答弁ありがとうございました。 

  全国では、神奈川県逗子市が初めてタブレット議会、平成25年から開催したようです。１回

の議会で1,000枚から2,000枚の大量の紙資料を用意し、議会終了後にまた作成、印刷。タブレ

ット端末導入後は、年間約150万円の紙印刷コストが削減できたと試算している。 

  また、平成28年に起きた熊本地震では、職員が不眠不休の対応に迫られ、次から次へと来る

報告を作成し、会議用の印刷時間だけで半日を要したことと、対応の遅れを踏まえ、その後か

らはタブレット端末が導入され、今では、市長、副市長、教育長が持ち、スピードある対応が

できているようです。 

  仕事上、パソコンがあればペーパーのほうが便利ということもありますので一概には言えま

せんが、しかし、有事の際、町民の命を守るためにもスピードある会議が求められます。 

  町長、副町長、教育長、各課長、関係部署には配付すべきだと提案しますが、いかがですか。 

○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） タブレットの配備についてのご質問でございます。 
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  間もなく庁内の職員の業務用のパソコン更新が近づいてきてございます。町長、副町長、教

育長も含めてのパソコンになるかと思います。その際には、議員ご提案いただきましたタブレ

ットとパソコンが一体になったような形のものも、今、出ているようでございます。２ｉｎ１

パソコンとかというもので、場合によっては画面を外してタブレットのように利用したりとか

いうようなものも出てきてございますので、そういったものちょっと検討しながら、配備がで

きるかどうか検討してまいりたいなと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 今後のじゃあスピードある対応というか、期待していますので、よろし

くお願いいたします。 

  私の一般質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて３番吉田清君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  14時再開といたします。 

     午後１時４４分  休 憩 

                                            

     午後２時００分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  16番白内恵美子さん、質問席において質問してください。 

     〔16番 白内恵美子君 登壇〕 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。２点質問いたします。 

  １．排水機場の水位を明確に。 

  私は９月に、柴田町の住民の方が国土交通省東北地方整備局へ請求した「東日本台風時の阿

武隈川の水位について（五間堀樋管・三名生樋管）」の行政文書開示決定通知書を見る機会を

得ました。また、この開示データに関する説明を受ける場にも出席しましたが、説明を聞いて

も疑問は解消できなかったことから、排水機場や樋管の水位に対する町の考え方を伺います。 

  １）町の災害対策本部には、各樋管の外水位・各排水機場の内水位の情報を統括し調整する

責任者はいるか。各排水機場の操作は、操作員独自の判断で行っているのか。 

  ２）東北地方整備局の説明によると、三名生排水樋管の水位数値は操作員が30分ごとに目視

で確認し電話で連絡しており、三名生排水機場と同じ数値とのことだった。開示されたデータ



４３ 

の三名生排水樋管の水位を見ると、目視で確認できなかった時間は空白となっており、空白欄

は約80％に及んでいる。これは水位の記録として看過できないのではないか。樋管や排水機場

には水位計が設置されていることから、機械の数値を参考値として目視と併記すべきではない

か。機械による計測数値の記録はあるのか。 

  ３）排水機場において、水位が分からない状況でポンプ稼働から自然流下に切り替える根拠

は何か。三名生排水機場で自然流下に切り替えた日時は。 

  ４）開示データでは、五間堀排水樋管の内水位は、操作員が撤退した時間を除けば、16時間

にわたって同じ数値となっている。計測できなかったのではないか。機械による計測数値の記

録はあるのか。自然流下に切り替えた日時は。 

  ５）各排水機場と樋管の操作員は兼務しているとのことだが、その理由は。水位が高くなっ

ている状況での行き来は、かなり危険を伴うのではないか。目視で確認できない場合に備えて

危機管理型水位計を設置すべきでは。 

  ６）開示データの説明の際に、佐賀県の排水機場で起きた操作員の死亡事故について伺った。

住民の「命の守り手」が命の危険にさらされている。ＮＨＫが行った佐賀県内の操作員へのア

ンケートでは、業務上の課題として「長時間の拘束による疲労」「ポンプや水門などの操作判

断が難しい」「除塵機に関する作業の危険性」「人手不足」等が挙げられている。柴田町でも

同じ状況なのでは。 

  ①町内の排水機場・樋管の操作員は何名か。 

  ②町では操作員のタイムラインを作成しているか。退避ルールや、その際の対処・応援体制

を決めているか。操作員の研修を行っているか。 

  ③操作員の担い手確保のためには、待遇面を改善し操作員の位置づけを明確化する必要があ

る。「水防専門員制度」を検討すべきでは。 

  ２．早急にヤングケアラーへの支援を。 

  厚生労働省老健局は各市町村介護保険担当課宛に、今年４月に「多機関・多職種連携による

ヤングケアラー支援マニュアルの周知へのご協力について（依頼）」を、９月には「ヤングケ

アラーの支援に向けた取組への御協力について（依頼）」を発出しました。この依頼を受け、

柴田町ではどのように対応したのでしょうか。 

  また、私が今年度６月会議でヤングケアラーに関する一般質問を行ってから半年が過ぎまし

たが、町の取組がどこまで進んだのか、現状について伺います。 

  １）厚労省からの依頼を受け、町内のヤングケアラー支援はどのように進んだのか。また、
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厚労省は発出した依頼について関係諸団体へ速やかに送信するよう要望しているが、どのよう

に対応したのか。 

  ２）町内のヤングケアラーの実態調査は、どのような方法で行ったのか。不登校児童生徒へ

の調査はできたのか。実態調査を行う中で、早急に支援が必要なケアラーは見つかったのか。

調査結果の公表時期は。 

  ３）関係機関職員研修は実施したのか。研修の内容・対象は。今後の研修予定は。 

  ４）研修会開催だけでなく、町図書館と連携して関係機関向けに参考となる資料の紹介を行

うことを提案する。最近出版された『ヤングケアラー支援ガイドブック』『「障害」ある人の

「きょうだい」としての私』『ヤングケアラーとは誰か』等、ヤングケアラーを理解する上で

参考になる資料を町図書館は所蔵している。有効に活用すべきでは。 

  ５）仙台市が今年10月から実施している「ヤングケアラーピアサポート・オンライン事業」

を宮城県が実施するよう働きかけることを提案する。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 白内恵美子議員、大綱２点ございました。 

  排水機場の水位を明確にということでございます。 

  水害に対して、やっぱり議員の皆さんにも、排水機場どういうふうに動かしているのかを理

解していただいて、どうも誤った情報で町に問合せする方がいらっしゃいますので、正しくご

理解をいただけるとありがたいなというふうに思っております。随時お答えをしていきます。 

  まず、この施設の役割と責任についてです。 

  三名生樋管、五間堀樋管は国の施設で、国土交通省仙台河川国道事務所が管理していますの

で、情報を統括するのは国ということになります。 

  次に、五間堀排水機場、三名生排水機場及び四日市場排水機場は町の施設ですが、農地の湛

水被害防止を目的とした土地改良施設であることから、町が柴田町土地改良区と委託契約を締

結し、排水機場運営に関わる全ての管理を柴田町土地改良区に委ねておりますので、情報等を

統括するのは土地改良区になります。委託契約に基づかない管理運営上で瑕疵が認められた場

合の責任は、柴田町土地改良区が負うことになります。 

  なお、重大な事故が発生した場合には、所有者である町が監督責任を問われることも想定さ

れています。 

  次に、排水機場の操作についてですが、仙台河川国道事務所、柴田町土地改良区、柴田町の
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３者で協議し策定した排水機場操作管理要領に基づき、柴田町土地改良区が委嘱した操作員が

排水機場の操作を行っているということで、町が雇っているわけではないということです。 

  ２点目、機械による測定数値の記録。これも皆さんご理解をしていただきたいんですが、水

位については、水路にセットしてある標示板を目視にて内水位を読み取っております。しかし、

水位が標示板を超えた場合は、操作室の操作盤にある水位計の数値を読み取るようになります。

しかし、この場合でも、規定の水位を超えてしまいますと計測ができなくなると。ですから、

標示板でも機械でも読み取れないということです。 

  次に、記録の方法についてですが、水路に設置してある標示板を目視にて読み取り、記録し

ます。これは、本川である白石川や阿武隈川の外水位を基準としているためでございます。 

  ご質問の機械による計測数値の記録についてですが、そもそも機械には水位を記録する装置

はついておりません。 

  次に、三名生排水機場における記録表の空欄が80％に及んでいるとのことについてですが、

当時は、想定を超える大雨によって、水位が記されている標示板の水位を超えてしまい、計測

できなくなったこと、さらに、記録する作業ができないほど、除じん機の操作や室内での作業

に従事せざるを得なかったためでございます。 

  ３点目、これも大変大事でございますので、議員の皆さん、共通して覚えておいていただき

たいんですけれども、切替えは、自然に切替えは、三名生排水機場操作要領に従っております。

具体的には、三名生堀から白石川へ流れていれば、樋管側と排水機場の門を同時に、共に開け

る状況となります。河川の水位を参考に一度門を開けて、自然流下が可能か、もしくは川から

逆流するかどうかを目視にて確認し、水流の停滞や逆流が確認されれば、再び門を閉めて、ポ

ンプを稼働することになります。 

  このことから、令和元年10月13日の午後９時から午後10時にかけて、ポンプを停止し、あわ

せて排水機場の門を開けたところ、自然流下が確認できたことから、自然流下に切替えを行っ

たということでございました。 

  ４点目、五間堀排水機場の自然流下に切替えた日時です。 

  五間堀排水機場についても、標示板を目視にて読み取り、記録を行っております。令和元年

10月12日の午後８時頃からポンプ３台を稼働し、10月13日午前４時40分、阿武隈川の水位が氾

濫危険水位に達したため、全員避難。同日午前６時30分にポンプの再稼働を行い、ポンプ再稼

働41時間後の10月14日午後５時に自然流下に切り替えております。 

  ５点目、危機管理型水位計を設置すべきではという点ですが、まず、樋管と操作員が兼務し
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ている件についてですが、国が管理している樋管の操作員については、国が委嘱します。一方、

排水機場の操作員については、柴田町土地改良区が委嘱しています。供用開始以来、令和元年

台風19号までは、幾度となく大雨が降った場合においても、樋管、国が管理する樋管と、土地

改良が管理する排水機場の操作を行うことに、特に問題が生じたことはありませんでした。し

かし、台風19号を機に、現場で従事する操作員や柴田町土地改良区と協議を行い、緊急時の対

応を強化するため、今回、操作員の増員を図ったところでございます。 

  なお、外水位と内水位が同時にリアルタイムで把握することができれば、操作員の移動によ

る危険は軽減されるものと推察しますので、今後、両施設に共通して確認できる水位の表示に

ついて、国へ働きかけてまいります。 

  ６点目、１問から３問がありましたので、一括でお答えをいたします。 

  まず、操作員の人数。柴田町にある排水機場３施設と、国が管理する樋管２施設の操作員の

現在の状況ですが、五間堀排水機場が３人、国が管理する樋管については２人となっておりま

す。兼務は、現在はしておりません。令和元年台風19号当時は、操作員が２人で樋管の操作と

兼務をしておりました。台風19号のときは兼務したんですが、現在は兼務しておりません。三

名生については、排水機場と樋管を３人で兼務を現在もしております。 

  五間堀と同様に三名生は、令和元年台風19号当時、２人で兼務しておりました。四日市場に

ついて、排水機場の操作員２人となっています。今回、五間堀、三名生の操作員を増員したの

は、台風、令和元年台風19号への対応が３昼夜に及んだため、見直しを図ったものです。 

  次に、操作員の避難ルールです。ルールについてです。これも勝手に逃げるわけではなくて

ね。排水機場操作管理要領にポンプの停止の定めがあり、五間堀排水機場の場合は、本川（阿

武隈川）の計画高水位12.2メートルに達し、さらに上昇するおそれのある場合です。三名生排

水機場の場合は、本川（白石川）の計画高水位11.7メートルに達し、さらに上昇するおそれの

ある場合です。 

  研修については、毎年５月から10月まで毎月行われる点検や試験操作に併せて行っておりま

す。 

  議員提案の水防専門員制度の検討については、東京大学大学院松尾客員教授が提言されてい

る例があります。その内容としては、地方公務員法第３条第３項第５号で示す消防団や水防団

のように、特別職非常勤職員として処遇を明確化するよう求めておりますが、今のところ、国

において制度化に向けた動きはございません。 

  しかしながら、現在、操作員は、柴田町土地改良区で辛うじて人員を確保している状況です。
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操作員は主に地元農業者で、高齢による辞退や農業者が減少する中では、担い手の確保は難し

くなっていくものと推察しております。 

  操作員確保のための待遇改善と併せて、国や県に対し水防専門員制度を設けるよう働きかけ

てまいります。 

  大綱２点目、ヤングケアラーの関係でございます。５点ほどございました。随時お答えしま

す。 

  ヤングケアラーは、貧困・障がい・心理、身体的虐待、多子家庭等、様々な問題が重複して

いること、家族のケアが当たり前とする伝統的な考え方もあり、大変デリケートな問題と捉え

ております。現在は、早期にヤングケアラーの状況を確認し、必要な支援へつなげられる福祉、

介護、医療、教育機関等関係機関との連携をさらに強化しているところです。 

  多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアルにつきましては、令和４年５月に

教育機関に周知を図りましたが、要保護児童対策地域協議会の宮城県児童相談所、仙南保健福

祉事務所、大河原警察署には、他機関から既に情報を得ていたため、改めての周知は行ってお

りません。ヤングケアラーについては、様々な問題を抱えているため、全て同じケースという

状況ではありませんので、この支援マニュアルはあくまで支援のポイントを示したものとして、

今後も参考にしてまいります。 

  また、ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力についてにつきましては、令和４年９

月20日付で事務連絡による厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課からの依頼に基づき、

町内２か所の地域包括支援センターや介護保険事業所のケアマネジャーに周知しました。さら

に、民生委員・児童委員、町社会福祉協議会や介護保険事業所等で組織される地域包括ケアネ

ットワーク連絡会において、ヤングケアラーに関する情報の提供を依頼しているところです。 

  ２点目、実態調査でございます。 

  （仮称）第２期子どもの未来応援プランを策定するに当たっての子どもの生活に関するアン

ケートにおいて、ヤングケアラーに関する内容を含んだ調査を令和４年９月に行いました。 

  アンケートの結果については、町内の小中学校に通う小学５年生、約300人、中学２年生、

約330人の計630人のうち約560人、約90％から回答がありました。また、町内に住民票がある

高校２年生の年代、約300人のうち約100人、約32％から回答がありました。 

  また、不登校児童生徒への調査については、各学校において、児童生徒が登校した場合に、

直接本人に記入してもらいました。それ以外の場合には、家庭訪問をした際に、直接、本人ま

たは保護者に渡し、アンケートの協力をお願いしております。 
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  ヤングケアラーに関しましては、「家で決まっているお手伝いをどう思っているか」の設問

に対し、「家族のために協力している」「生活の中で習慣になっている」「勉強や部活などで

できないときは、手伝いをしなくてもよい」の回答が多かった中において、「夜遅くまでお世

話をするので、朝起きられず、遅刻が多い」との回答が１件ありました。 

  また、「家族や学校、周りの大人に伝えたいことや、助けてほしいことはありませんか」の

設問に対しても、「家族のお世話について相談に乗ってほしい」との回答が６件ありましたの

で、学校との間で情報の共有を図ってまいります。 

  調査結果の公表につきましては、正式な調査結果ができ次第、早急に公表する予定です。 

  ３点目、職員研修でございます。 

  令和４年10月に、県のヤングケアラーコーディネーターの派遣を依頼し、町で基礎研修会を

開催しました。学校関係、地域包括支援センター、社会福祉協議会、障害福祉サービス事業所、

町関係課等から30人の参加があり、ヤングケアラーの実態や課題、支援のポイント等について

研修を行いました。 

  参加者からは、次回は実際の事例等を紹介していただき、さらに学びを深めていきたいとの

声もありましたので、今後もヤングケアラーコーディネーターの派遣を受けて研修会を実施し、

関係機関とともに理解を深めていきたいと考えております。 

  また、県で、関係機関職員を対象とした圏域ごとの研修会を今後実施する予定がありますの

で、広く周知し、研修の受講を促していきたいと思っております。 

  ４点目、子どもが育つ環境には、子どもと日頃接する時間が長い保育所、幼稚園、学校関係

者や、家庭に関わることが多い福祉課、健康推進課、地域包括支援センターとの連携を深める

ことがまず重要だと考えております。 

  町は、ヤングケアラーを含む虐待や家庭問題に関する様々な気になる情報の中で、ヤングケ

アラーに該当するのではないかと思われる場合は、連絡先である児童相談所のアドバイスを受

けたり、支援マニュアル等を参考にしながら、実情の把握、アセスメントを進め、各関係機関

との情報共有・支援へとつなげてまいります。 

  資料の紹介につきましては、研修会を開催する際に行ってまいります。 

  ５点目、仙台市の事業でございますが、ヤングケアラーに対する支援の一環として、当事者

同士がオンラインで悩みを共有したり、ヤングケアラー経験者による相談対応を行うものです。 

  県に確認しましたところ、導入については現在検討中であるということ、また、ほかにでき

ることがあるか等も含めて検討しているとのことでしたので、県の動向を注視していきたいと
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思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 白内恵美子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 排水機場の水位の件なんですが、町の災害対策本部には、この内水の

情報を統括して調整するというのは全くないということなんですか。もう一度聞きます。 

○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） 町長答弁にありましたように、その情報を統括して管理をすると

いうようなところは対策本部にはございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 排水機場って、農業、田んぼを守るためということで造られてはいま

すけれども、実際に柴田町では住宅を守るためにほとんど行っているように私は見ているんで

すけれども、そうなると、例えば台風19号でも、内水被害1,000世帯超えましたよね。その状

況で、災害対策本部に、内水を常に情報集めて住民に伝えていったり、どういう被害が起こる

か想定したりとか、そういうことをする部門というか人がいないということなんですか。もう

一度お聞きします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 内水ですね。それを操作に使っておりまして、その操作は土地改良に委

託していると、町の場合。それから、その内水の関係の被害等につきましては、排水機場が稼

働しているか、稼働していないか、稼働状況はどうか、そういう情報は集めておりまして、水

位の、時間ごとの水位については、土地改良区に委託をしているということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） そうしますと、大雨時には、土地改良区は30分置きに東北地方整備局

へ連絡しているものは、町には全く来ないんですか。後から連絡をもらうんですか。どういう

形になっているんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 内水の水位についての逐次の報告はございません。そちらで土地改

良区のほうが記録に留めるというのが基本になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 町の中で内水位を測るというのは、私が知る限りでは、その排水機場

や、それから古河水門のところだと思うんですけれども、その内水の状況が町に入っていなく
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て、どうやって避難等を促すことができるんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 町の中の水位が鏡のように面が一定であれば測れますけれども、地形が

まちまちでございますので、その都度その都度、内水の水位自体を測ることはできない。あく

までも内水位と外水位の   は、排水機場を操作する、それから水門を閉める際に使ってい

るということでございますので、ご理解を賜らないといけないので、そのためにハザードマッ

プということを作って、台風19号のときにはここまで水がかぶりましたよと、それが水位とい

うことになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 大事なのは、今現在、大雨が降っているときに、内水位がどのくらい

に上がっているかということが一番大事なんじゃないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 内水位がね、先ほど言ったように、じゃあ何か所調べればいいんですか

ということなんですね。ですから、柴田町の場合は川の水位ですね、それを目安にして避難指

示等を出すようにしております。ですから、ここの内水位について測ることができないという

ことでございます。 

  だとすれば、西住の水位と、それから船迫、槻木、下名生、ほとんど内水の高さが違います

ので、あくまでも当時の雨量、白石川、阿武隈川の水位、それから今後の雨の降り方、そうい

うものを判断して避難指示を出しているというのが実情でございます。内水位自体を把握はで

きないと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） できないんではなくて、していない。危機管理型水位計使えばできま

すよね、どこの地点においても。高さが違うって、当然ですよねそれは。ですから、ここの時

点は外水位がこのくらいで内水位がこのくらいと、そういう比較をするしかないですから、そ

の地点地点での比較になると思うんですよね。そして、それが田んぼだけじゃなくて住宅の浸

水被害が想定される一番分かりやすい数値ですよね。それを災害対策本部が何も情報を得てい

ないということに、正直、今、驚いたところが、全く情報がないまま、何ですか、あの台風19

号まではどうしてもなかったとして、今後のことを考えたら、1,000世帯以上が浸水したのに、

そのままなんですか。変わっていないんですか。 

○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） 今、内水位というお話でございますが、何センチ、何メートルと

いうような水位のことを議員おっしゃっていると思うんですけれども、町としては、その内水

の中では、床上、床下というような基準で情報を取っています。ですから、どこどこ地域、何

軒ぐらい床下浸水したとか、何軒ぐらい床上になったとか、そういったものの情報は取ってい

ます。 

  それで、その内水位によって避難を促す、促さないというお話でございますけれども、町と

しては、一番被害の大きな外水氾濫、こちらの情報で避難判断をしているというようなところ

でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 外水位で判断しているということなんですが、内水位というのもとて

も重要ですよね。浸水被害を起こすのは、柴田町では、今のところ内水位ですよね。その一番

大切な情報というのを町は積極的に得ようとはしないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） もちろん内水位というのは非常に重要な情報でございます。した

がいまして、町では都市建設課、上下水道課、農政課、こちらのパトロールにより、現在の町

内の状況をパトロールして、逐次、災害対策本部のほうに情報が入ります。また、加えて、消

防団等の情報、あとは行政区長さん、自主防災組織等の情報、これらを一括して本部のほうで

掌握して、今どちらのほうを重点に対策していくかというのを考えているというところでござ

います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 住民の方は、道路から何センチ水が上がったのかというのをとても知

りたいと思っていますよね。住宅の浸水というのは高さによって違いますよね。どのくらい土

盛りしたかによって全く違ってくると思うんですよね。ですから、実際、道路からどのくらい

水が上がっているんだろうと。それは、分かるのは、排水機場の内水位が一番数値としては分

かるのかなと思ったんですけれども、町としてパトロールしている中で、道路から何センチと

いうのは、きちんと測りながらパトロールしているんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） パトロールに関して、道路から何センチというのを逐次測りなが

らパトロールというところはしてございません。ただ、西住地区のように、内水のジョウ……、

何だ、常に起きている地域につきましては、一目で分かるような目盛り板をつけて、何センチ、



５２ 

何メートルというところで掌握をしているところです。ですから、道路から１センチだったら、

何だ、避難するとか、そういった基準そのものが、町長も答弁しましたように、その地区地区、

槻木、西住、船迫等々、地区地区でそこを統一して一括して見ていくというのは非常に難しい

ものだというふうに思っていますので、パトロールにおいては、今現在どこどこ地域が水が来

ているとか来ていないとか、そういったもので報告を受けているというようなところでござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 話を排水機場に戻しますが、操作室の操作盤にある水位計というのは、

規定の水位を超えて測れなかったと。規定の水位って一体何メートルなんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 三名生排水機場については、9.5メートルが計器の上限でございま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 台風19号後、この9.5メートル超えたら測れないということが分かっ

たんですから、機械を変えるとか何かしたんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） そのような対応はしてございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） そうしますと、同じくらいの雨量が降ったら、また計測できないとい

うことになりますよね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） はい。現在のところはそのようになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） それでいいんですか。これからも大雨が心配される中で、水位が計測

できないってどういうことなんでしょう。危機感はないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほどもお答えしましたように、ある阿武隈川の水位を超えたら全員が

いなくなるんです。いなくなるんですね。ですから、水位は測れないということになります。

それで、機械なんですけれども、機械、新たな機械を入れたら、相当お金がかかるということ

になります。 
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  その水位は、記録しても、実際に住民の避難行動に使える数字ではないと、後から記録はこ

うだったというだけの話でございますので、現在のところは、水位が上がった場合は誰も対応

できないように、そういうマニュアルにならざるを得ない。やっぱり命を守る人が命を失った

んでは大変なことになるということなので、マニュアルの中では避難すべき水位というものが

決められていると。それを超えてしまった場合には、何のために測るのか分かりませんが、測

れないということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 今、何のために測るのか分からないというような答弁だったと思うん

ですけれども、今後の水害対策を考える上で、どのくらいの雨量があればどこまで水位が上が

る、このくらい水位が上がったら浸水世帯がこのくらいになるという計算が簡単にできますよ

ね。水害対策を考える上で水位を知るということはとても大事なことだと思うんですが、いか

がですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。（「町長じゃないほうがいい」の声あり）農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 議員おっしゃるように、水位を把握するということは、後々のため

にもとても大事なことだと思います。計測、今、町長が答弁申し上げましたように、計測機を

更新するということはなかなか難しいと、費用のこともございまして、簡単にできることでは

ないと思います。ただ、後のために役立てるということになれば、標示板があるなしにかかわ

らず、カメラなどを使って記録をして、後に検証するということは可能になりますので、それ

はすぐにでもできる対応の一つかと考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 一番手っ取り早く解決できるのは、危機管理型水位計かなと思うんで

すよね。今現在の水位が分かりますよね。そうすると、住民に伝えなければならないこともす

ぐに対応できると思うし、後々記録としてもきちんと残りますから、そういうことをしっかり

と考えたほうがいいんじゃないですか。もう19号台風並みの大雨が降るというのは、今後本当

に確率は高まっていると思うので、早急にやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど言いましたように、河川の管理している水位と、内水の管理をし

ている、あくまでも排水機場を動かすための水位でございます。その水位をもって、全ての町

民に対して、ある基準になりましたので逃げなさいということはできないということをご理解

いただきたいと思います。 
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  白石川の水位計につきましては、県のほうで、今、要望を出しておりますです。県がその水

位を管理しておりますのでね。それであれば、全ての河川に市町村から要望があった水位計つ

けるべきだと思うんですが、県は県で重要なところにつけるという方向でございます。柴田町

も古河水門につけるようにお願いをしております。阿武隈川については、私の聞いた段階では、

簡易水位計はつけるつもりはないということでございます。川の水位、簡易水位計がないと、

内水の排水機場の水位、これはあくまでも排水機場を動かすために使う水位でございますので、

この水位をもって町の住民の避難行動に直接結びつけるというのは難しいというふうに考えて

おります。あくまでも判断をする際の一つの手段とご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 排水機場でポンプ稼働させたり自然流下に切り替えるときには、その

水位がとても大事になると思うんですよね。五感だけに頼らずに水位も必要だと思うんですが、

そこはどのようにお考えですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 議員おっしゃるように、五感だけに頼らずにというお話は当然でご

ざいます。ただ、先刻来のお話のとおり、標示板の高さというのは決まっておりますので、あ

とは周りの構築物との都合を判断しながら、実際、今回もだんだんと水位が落ちてきたという

の現場で確認をして、その構築物を目当てにですね、水位計ありません、もう超えていますか

ら。それで、だんだん落ちてきたということで、実際門を少し開けてポンプを停止してみた。

まだ逆流している。では、１回、もう１回閉めよう。それで、もう少し時間を置いて開けてみ

た。まだ駄目だ。それで、もう１回開けてみた。あ、今度は逆流しないで自然流下になった。

これで全開して排水するというような手順を取っておりますので、この水位になった、外水位

と内水位がこの数字になったからすぐに全開できるというような判断はできないことをご了解

いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 五間堀排水機場も三名生排水機場も、それぞれ五感による判断をした

と思うんですけれども、ここにやっぱり水位がきちんと分かれば、もう少し安心して取り組め

るんじゃないかと思うんですね。やはり五感だけに頼るのでは、何か、国が出しているのを見

ても、逆流と順流では結構間違う場合もあるので機械も大事だということがやっぱり書かれて

いるんですね。ただ、機械だけには頼るなと、やはり両方だというふうに書いてあるんですけ

れども。そのためにも、操作員だけに負担をかけるんじゃなくて、水位もきちんと測っておけ
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るということはとても大事だと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 水位の確認については、もう議員おっしゃるとおりですので。ただ、

どこまでその水位計を、それでは標示板を上げるのか、それが位置的に可能なのか、また別な

ところに設置するのか。いろいろ考えが変わってこようかと思いますので、それは検討して、

可能なのかどうなのか、その辺も今後考えていきたいと考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 災害対策本部内にその内水や外水を統括するところがないというのが

私は本当にびっくりしたんですが、それって本当に誰も本当に見ないんですか。一番心配なと

ころって、白石川はどうなっている、阿武隈川どうなっている、内水はどこまで上がったとい

うことだと思うんですが、その情報をきちんと得るというのが一番大切なように思うんですが、

誰も何もしていないんですか。もう一度確認です。 

○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） 今、内水と外水というお話されていますが、外水につきましては、

逐次、仙台河川国道事務所、国土交通省のほうから情報を得ながら確認をして、高齢者避難と

か避難指示とか、そういったものの判断の一つとしておりますので、外水は把握しています。 

  内水につきましても、先ほど申しましたように、何メートル、何センチというような把握は

しておりませんが、各課の職員が現地を回りながら確認をしているし、行政区長及び消防団の

方々からの情報も得ているというところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。（「はい」の声あり）どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 操作員の方は、例えば２人だったところは２人で相談して自然流下に

切り替えるとかをしていたかと思うんですが、それはもう完全にどこからの指示もなく、その

操作員だけの判断ということでよろしいですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 要綱にのっとって、逆流もしくは自然流下、どちらかを判断して操

作をするというのは、操作員の仕事ということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 今回、再質問で、操作員をぜひ増やして、増やすべきだということを

言いたかったんですが、一応増やしたということなんですけれども、研修等は十分なんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 
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○農政課長（加藤栄一君） 最初に町長答弁でも申し上げましたように、５月から10月の間は、

実際、操作員さんが来てもらって操作の練習、それからマニュアルの確認としておりますので、

十分かどうかというのは主観的なところもありますので何とも申し上げようがないんですが、

必要な研修は行っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 大雨時に操作員が２日、３日と詰めなければならなかった場合って、

体調崩したりとかもあると思うんですね。万が一けがをしたりとか。そのときに交代要員とい

うのはきちんと考えられているんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） まず、操作員さんの数が先ほどお話しした人数（「少し増えた」の

声あり）でございまして、では、いわゆる予備役のような形の方を確保できるのかという話に

なりますれば、現実的に今の時点では難しいところです。実際、人数が足りない分については、

土地改良の職員も現場に入ることになっておりますので、その間で調整していくというほかな

いかな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。 

○16番（白内恵美子君） 操作員は地域住民の命の守り手です。重責により心身ともに大きな負

担がかかりますので、本当に複数の配置と、それから交代要員が必要だと思います。そのため

にも待遇改善ですよね。しっかりとした、やっぱり非常勤特別職としての金額もきちっと提示

し、高い、ある程度高い金額、命を預けるわけですからね、しっかりとしたものを提示して、

そして、答弁では、水防専門員制度というのはまだ難しいということですが、そういう声は国

のほうにも上がっているようなので、柴田町としてもできるだけ早い段階でこういうことを考

えていくというのはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 制度の根幹については個別の市町ではどうしようもないところがご

ざいますので、まず今担ってくださっている方々の通常の対応として可能な範囲がどこまでな

のかということは、土地改良とも詰めながら調整していきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） はい、１問です。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 現在、柴田町では、ヤングケアラーに関する相談窓口はどこになって

いて、どういう方が担っているのでしょうか。ＬＩＮＥ等やメールでも相談できるんでしょう

か。 



５７ 

○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） ただいま柴田町には、ちょっと待ってください、子ども家庭

総合支援拠点というところですね。拠点といっても建物とかがあるわけじゃなくて、相談員が

役場の子ども家庭課内にいらっしゃいますので、その方たちが相談を受けるというようなこと

でございます。 

  また、相談はメールでも電話でも来庁していただいてのお話でも全然構わないので、そのよ

うな体制を取っております。 

○議長（髙橋たい子君） これにて16番白内恵美子さんの一般質問を終結いたします。 

  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５２分  散 会 
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