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     議 事 日 程 （第２号） 

  令和３年６月１１日（金曜日） 午前９時３０分 開 議 

 第 １ 会議録署名議員の指名 
 
 第 ２ 議案第 ４号 柴田町手数料条例の一部を改正する条例 
 
 第 ３ 議案第 ５号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による 
            国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例 
 
 第 ４ 議案第 ６号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による 
            介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例 
 
 第 ５ 議案第 ７号 柴田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 
            基準等を定める条例の一部を改正する条例 
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 第 ７ 議案第 ９号 財産の取得（船岡城址公園等用地） 
 
 第 ８ 議案第１０号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 
 
 第 ９ 意見書案第１号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 
 
 第１０ 陳情第 １号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求め 
            る陳情 

                                            

     本日の会議に付した事件 
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 議事日程のとおり 
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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５番森裕樹君、６

番加藤滋君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 議案第４号 柴田町手数料条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、議案第４号柴田町手数料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〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４号柴田町手数料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。 
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     日程第３ 議案第５号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと 

                等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正す 

                る条例 

     日程第４ 議案第６号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと 

                等による介護保険料の減免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５号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例、日程第４、

議案第６号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の

減免に関する条例の一部を改正する条例、以上２件を一括議題といたします。 

  本件２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。 

  質疑は一括といたします。質疑に当たっては、議案番号及び議案名を示して行ってください。

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） 白内です。 

  議案第５号と第６号と同じ内容の質疑です。 

  令和２年度の申請件数はどのくらいあったのか、周知が十分になされたのか、手続が面倒で

申請しなかった方はいるのではないかと心配されますが、町ではどのように把握していますか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（安彦秀昭君） コロナウイルス感染症に係る国保税の減免申請についてでございま

すけれども、令和２年度の申請件数は57件でございます。 

  周知についてですけれども、令和２年７月１日号のお知らせ版と町ホームページに掲載して

お知らせをいたしました。今年度につきましても、令和３年度分につきましても、７月１日号

のお知らせ版に再び掲載する予定でございます。 

  手続が面倒で未申請の方がいるのではということでございますけれども、制度につきまして

は、被保険者に対する迅速な支援の観点から、見込み等の判断及び申請の手続の簡素化を求め

るということで、申請に対しては減免申請の申請書、あと減収が分かる書類、例えば給与です

と給与明細書、あと事業ですと帳簿等、分かるものを添付していただくだけの申請になります
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ので、そんなに面倒というふうなことではないかと考えられております。また、未申請者につ

いての把握については、してございません。 

  以上でございます｡ 

○議長（髙橋たい子君） 次に、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） それでは、介護保険料の減免に関するものに関してですが、令和２

年度の申請は23件ございました。うち全額免除となった方が16名、一部減額になった方が７名

ございます。 

  周知につきましては税務課と同じなんですが、令和２年度６月会議において制定されました

ので、令和２年７月の広報しばたお知らせ版と町ホームページに掲載し、その後も月２回のお

知らせ版に掲載しております。 

  手続が面倒なのではという問いなのですが、申請書が１枚と、収入が減じた内容の確認だけ

なので、相談には分かりやすく対応しております。申請された方からは「面倒です」とは言わ

れておりません。 

  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。 

○16番（白内恵美子君） 議案第５号のほうは57件で、町とすればほぼ申請されたと見ていると

思っていいんでしょうか。把握はしていないということなんですが、どのように感じていらっ

しゃるのか、それは介護保険料のほうも同じで、23件でほぼ申請はなされたと見ているのか伺

います。 

○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（安彦秀昭君） 周知については、お知らせ版とホームページ、または問合せ電話等、

あと給付のほうの担当課にも、そういった問合せがあったものについては税務課のほうに紹介

をしていただいて、該当すれば申請の手続をお願いするということを行っておりますので、

100％とは言えませんけれども、申請はされているものと捉えております。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 介護保険料に関しましては、本人に関しましては年金収入が主たる

ものでございますので、基本的に減額はございません。生計維持者、世帯の生計中心となる方

の収入が減じたことによって初めて減になるものですから、町としては個々に把握はできない

ものかと思われます。お知らせ版のほうを強化して、毎月２回ずつお知らせしているというこ

とで、周知されているかと思います。 
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○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。 

     〔「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。討論に当たっては、議案番号及び議案名を示して行ってください。

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５号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国

民健康保険税の減免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。 

  これより議案第６号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介

護保険料の減免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５ 議案第７号 柴田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

     日程第６ 議案第８号 柴田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、議案第７号柴田町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、日程第６、議案第８号柴田

町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例、以上２件を一括議題といたします。 

  本件２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。 

  質疑は一括といたします。質疑に当たっては、議案番号及び議案名を示して行ってください。

質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 
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○16番（白内恵美子君） ９ページの第３条３項の最後のほうの文言が「研修を実施する等の措

置を講じなければならない」、４項は「適切かつ有効に行うよう努めなければならない」とい

うふうに、しなければならないという条文になっていると思うんですけれども、行わなかった

とき、町はどのように対応するんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今の質問は、今回追加された条項になりますが、事業の一般原則の

中で人権擁護、虐待防止の体制の整備を行うことと、従業者にその内容の研修を実施する規定

として追加されたものでございます。この確認に関しましては、実地指導などによりまして措

置をしていないと確認した場合は、今後措置を講じるよう改善の指導を行い、改善を講じた内

容について報告を求めることとしております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） それは、町として行うことになるんですか。町が事業者を巡回してチ

ェックして、それで指導するという形でよろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今回の条例は、町が指定する事業者となりますので、町が指導する

ことになります。普通の介護事業施設は県とかが指定しておりますが、この場合は町が指定す

ると。その場合、６年間の有効期間ということになりますので、その中で１回は実地調査、確

認をしなければならないとなっております。なので、そちらのほうで伺うようになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） そうしますと、当分の間、町は年１回チェックするということなんで

すか。どのように考えればいいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 介護事業法の中で通知がありまして、その中では、効率的に実地調

査をするということで、６年間の期間の中で１回しなさいというふうになっております。 

  以上でございます。 

○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。討論に当たっては、議案番号及び議案名を示して行ってください。
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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７号柴田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定め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。 

  これより議案第８号柴田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定め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７ 議案第９号 財産の取得（船岡城址公園等用地） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第７、議案第９号財産の取得（船岡城址公園等用地）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。13番大坂三男さん。 

○13番（大坂三男君） 大坂です。 

  今回の購入目的の中に、景観保全ということがうたわれておるんですが、これは本当に景観

保全だけが目的だというふうに捉えていいのか、何らかの、買った以上は開発行為、大規模な

開発行為等もあり得るというふうに考えておられるのかどうか、今時点でですね、お伺いした

いと思います。 

  それからもう１点なんですが、過去に大した面積ではなかったと思うんですが、一、二回購

入した実績があったのを、私も記憶しておりますが、そのときの購入単価、多分、山林だとか

畑だとか、地目によっても違っていたと思うんですが、過去の実績を教えていただきたいと。

と同時に、今回と比較してどうなのかということもお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 
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○財政課長（森 浩君） まず、景観の目的ということで、まず１点目ですね。 

  今回、71－１ほか３筆に関しては都市計画区域決定されている、都市公園として決定されて

いる区域の部分ということで、こちらは都市公園用地ということでの取得になる。一方、50－

１、54－２、57と図面のほうで提示させていただいているところが森林ということで、こちら

に関しては、今現状の森林である景観を守る、その維持をすると、そのままの取得という意味

で景観維持ということで説明させていただいています。 

  まず、都市計画決定区域という部分、平成10年に船岡城址公園の計画面積が増えております。

その際に市街地の緑地の保全という部分の公園、柴田町のシンボルである、町の財産というん

ですか、舘山周辺の緑が、そういうものを守っていくんですよということで、まず計画変更さ

れております。それに付随して、今の50－１のほうの山林に関しても、当時も西側斜面につい

ては、例えば風致地区、景観を守る、緑を守るという地区という形で検討していったらどうだ

ろうかということで検討していくよということでも、都市計画の中でもうたわれております。 

  今回、宮城県の仙南地域広域景観計画というものが策定されまして、その中で、この地区、

西側の地区ですね、県の計画においては大河原町・柴田町中心部地区ということで、やはりこ

の舘山、四保山と蔵王、それから一目千本桜のこの景観を維持、守っていくことが、この地域

においての景観を形成していく中で大事だということでうたわれておりますので、こういう県

の計画にもありますものですから、そういうことで、もともと緑を守るということでの位置づ

けをされているということですので、そういう趣旨で取得目的のほうは景観ということで書か

せていただいております。 

  それから、以前の購入実績ということで、平成22年に71－１の上のほうと言ったらいいんで

すか、梅林とかそういう山林を購入した実績はございます。購入単価ですが、その当時は梅林

ということで、平米190円という単価で当時購入をさせていただいております。 

  今回の単価ですが、山林に関しては148円、宅地については１万1,328円ということになって

おります。まず宅地に関しては、従来から町のほうで購入する際、まず固定資産評価額を基準

として、そちらを割戻しをして評価額として捉えております。山林に関しては、平成22年190

円という単価で購入させていただいているんですが、その間に町内においての山林の実買価格、

実買実例ですね、そちらの金額を参考に、所有者の方からの希望価格というのもございました。

そういうものを交渉しながら、実買価格を参考にして、最終的には所有者の方と山林に関して

は平米148円ということでの合意をいただきまして、今回、仮契約ということまで進んだ次第

でございます。 
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  以上です。 

○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） 私の後半の部分、今回緑地保全とか景観維持ということが目的だという

ことなんですが、今回購入する部分について、一切考えてないと、開発的なこと、それから緑

地保全ということに関して、木一本切ってはいけないとか、例えばさっきおっしゃったように、

もうちょっと眺望をよくするために、あるいは全体の景観から見ても、あの辺はちょっと払っ

たほうがいいなというような場合もあると思うんですよ。そういう部分もやってはいけないの

かどうか、その辺どうなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 今、大坂議員も開発という言葉を使われましたけれども、これまで議会

で議論しております。それで、議員さんが途中入れ替わっているので、やはり一貫した経過と

いうのを知っているのは執行部のほうでございますので、改めて新しい議員さんもいらっしゃ

る、途中ここにいらっしゃらなかった議員さんもいますので、経過をお話しをさせていただき

ます。 

  実は、平成17年に産業経済委員会から、そのとき私、町長、西側の景観を確保するようにと

いうことで、ここに議案を持ってきました。うそだと言われると困るので。常任委員会リポー

トというところで、船岡城址公園の眺望の確保ということで提案をされて、その後追跡、あれ

はどうなったということで、城址公園からの眺望ということで、ちょっと読んでみますと、平

成18年度、19年度の２回にわたり、常任委員会は所管事務調査で船岡城址公園の眺望を取り上

げてきました。町が土地所有者に働きかけ、協力を求めたことにより、視界を妨げていた樹木

を間伐していただき、今年の桜の季節は遠く蔵王連峰が眺望できるように改善されましたと、

これは議会です。 

  ですから、このように議会の要望を受けて、３年かかって土地所有者、そのときの土地所有

者は、今回の所有者のお父さんでした。お父さんに３年かかって説得して、やっと了解を得た

という事実がございます。その後も、ケヤキの木はすぐ伸びてくるものですから、その都度町

のほうから伐採をお願いして、そして、いいですよという経過がございます。それだけではあ

りません。先ほど取得した梅林に行く東側の景観が、杉林に覆われて危険、１人で女性が歩け

ないということなので、そこも実は切らせてもらっております、ただで。 

  それから、コミュニティガーデンから今回追加資料でジグザグの土地があると思います。そ

こはただで、実は通路として平井安三郎さんから借りてきたという経緯がございます。ところ
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が、息子さんはサラリーマンなので、お父さんはフリーだったものですから、しょっちゅう山

でお会いしましたけれども、サラリーマンなので、もう維持できないと。それから実は、麹や

コレクション、大分傷んでいるので、何としてもまちづくりを柴田町としてやりたいというこ

とで、もし城址公園が町で買っていただけるようになれば、一緒に麹やコレクションをオープ

ンカフェにするとか、それからライブハウスにして開発したいという申出が実はございました。 

  というように、一貫的に議会、その間もですよ、議会の中でトイレを造るように、証明書を

つくるように、全部持ってきました。そして長期総合計画についても、これ議会ですからね、

私がつくったわけではない、議会についても花咲山基本構想から第５次柴田町計画に明記され

ていますと、そして、このようなことをやりましたと、議会のほうで町民にお知らせしている

ということを、新しい議員さん、途中抜けた議員さんも知っていただきたいということで、こ

こに持ってきた経緯がございます。 

  ですから、町が勝手にやっているわけではないということです。あくまでも委員会からの意

見、一般質問を受けて、これに対応してやってきているということです。 

  それで途中、全体計画がないというお話があったので、お手元に追加資料、見ていただいた

と思うんですが、平成28年３月１日、都市建設課から議会全員協議会に、今後城址公園で整備

しなければならないものについては全員協議会に示して、それで計画的に、計画的にというの

は一般財源を使ったのでは怒られますので、途中、途中の地方創生推進交付金とか、がんばる

地域交付金とか、森林整備加速化・林業再生交付金、そういうものを活用させていただいて、

この計画、一つ一つ潰してきているということでございます。 

  先ほど開発というお話がございます。実は、山頂は、あれは観音さんを造るために山を削っ

たんです。そのときに造ったのは、三角錐の展望台、ありました展望台、あの展望台がなくな

って、今の展望台がリニューアルしていると。それから、今コミュニティガーデン花の丘柴田、

今きれいになっていますが、あそこは菊人形まつりの菊畑でございます、菊畑。それからあと

里山ガーデンハウス、あそこはトイレがありました、トイレ。汚いトイレ。それもリニューア

ルしたのが、今のトイレに変わっていると。 

  ですから、開発というのが、私どもから言うと開発したのは千桜橋、これは新しく造りまし

たけれども、観光物産交流館も前に建てたやつを老朽化したので修繕していると、それも単に

元に戻すのではなくて創造的に修繕しているということをご理解いただかないと、全然議会に

示していないとか、長期総合計画に載ってないとか、そういう議論はもうやめてもらいたいと。

それはやはり議会と執行部の信頼関係だというふうに思います。 
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  もちろん、全てすぐに議会のほうに提出できない、それは大変申し訳ないんですが、やはり

言われたことついては、後ればせではありますが、このように提案してやらせていただいて、

議会のほうもきちっとその経過について、あれはどうなったと、今でいうＰＤＣＡサイクルで

すね、町民に、このような形で知らしめているということでございますので、ご理解いただき

たい。 

  ですから、開発という言葉が執行部と使われる人、大坂議員、どういうふうに開発と取った

か分かりませんが、開発は違うんだと。あくまでも我々は既存の施設をリニューアルしている

ということです。今回の開発につきましても、山林、現場に多分皆さん行っていらっしゃらな

いと思うんですが、山林になっていますけれども、一部は昔畑だったところがやぶになってい

ます、やぶ。ですから平場になっているんです。そこには、もう平場になっていますので、き

れいにするとだだっ広い原っぱになるんですが、そこには桜の会から、今お願いして、桜を植

える計画はございます。 

  私どもは、これを開発とは呼ばないつもりです。ただ議会のほうで、そいつは開発だと言わ

れたら、それはちょっと意見が違うんですが、今回、土地を取得していただいた場合について

は、桜の木を植えるということでございますので、ぜひともご理解をいただきたいと思ってお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 今の話に関連して、以前、福島の花咲山構想を例に取って、ああいう、

何構想というんだったか、ちょっと覚えてないんですが、そういう考えもありましたよね。そ

れに近い方向には進めていく可能性もあるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） あのときは、合併が頓挫した後に柴田町が自立戦略ということで提案を

させていただいたのが、平成19年１月定例会で、町長の施政方針で花咲山基本構想を提唱させ

ていただいております。平成20年に花咲山構想さらなる推進、平成21年１月定例会では、町長

の施政方針で船岡城址公園と白石川周辺をフラワーガーデンに、それから第５次総合計画では、

平成23年から26年の間に樅ノ木周辺の整備、樅ノ木展望デッキの完成、連絡歩道橋の整備、そ

れから回遊ルートの整備、里山ガーデンハウスの建設等々、そのたびに花咲山構想については

町民、議会から説明をさせていただいております。もちろん私どももやっておりますけれども、

ここに資料がございますので、後で確かめていただきたいと思います。 

○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。 
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○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  今、町長から説明があったんですが、追加資料が出ておりましたので、これについてちょっ

と質問したいと思います。 

  ここに全体計画、これ前に出ているやつだと思うんですが、まだ半分だという趣旨かなと思

うんですが、これをやる計画というのは、年次ごとにどういうふうにやっていくという、そう

いう計画があるのかどうか。そして、それに対する経費としては、どのくらいかかるというふ

うに現在見積もっておられるのか、それをお聞きしたいと思います。 

  それと、先ほど無償貸与していたところがあったので、それを含む土地だということなんで

すが、そうすると、その部分だけを一部だけ買い取ればいいような感じがするんですが、この

別添資料、ここを見ますと、今回買う土地というのはほとんど入ってないと思うんですね。で

すから、必要な部分だけ買うということができないのかどうか、お聞きしたいと思います。 

  それと最後に、今回、これを所有するということは、逆にここに対する責任が出てきますよ

ね。そうすると、これの保全計画をどのような形でやっていくつもりなのか、その辺について

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。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 平成28年３月に出させていただいた資料に、終わったところを

赤い色で表示させていただいて、この部分は終わったという資料がお手元に届いていると思い

ます。 

  ただ、先ほど秋本議員からも、半分くらい終わったのかみたいな話がございましたが、どこ

の場所を、いつ、どのようにという順番立ては、まだしておりません。ただ、予算編成なり補

正予算の際に、例えば観光客や周辺を散策している人が、特にここの部分が声が多くなったと

か、あるいは議会の提案だったりという部分を中心にやっていきたいというふうに考えていま

す。したがいまして、金額なんかも、現在ではどのような金額かというのはお示しできません。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、財政課長。 

○財政課長（森 浩君）今回、一部分の土地のみを購入できなかったのかということなんですが、

まず、先ほど買取りまでの経緯を軽くお話しさせていただいておりますが、都市計画区域内に

おいて、やはり200平米を超える土地の民有地を売りたいという場合、公拡法に基づく取引に

なるかと思います。 

  その中で、今回所有者の方から申出があったのが、まず、何度も申し訳ありません、都市計
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画公園区域が決定されている区域内の土地がまず申出をされておりますので、それから所有者

の方から、そこと一体となった山林のほうも譲りたいというお話がありました。これを分離し

て、こちらを買って、こちらを買わないというふうな形で所有者と交渉できるかということな

んですが、都市計画決定されているほうだけ買いますよというのは、なかなかこれは難しいの

かなと。ご本人からの買取りをしていただきたいと、町のほうで町有地として管理していただ

ければということでの申出がありましたので、こちらとすれば、これは公拡法、公有地の拡大

の推進に関する法律に基づく取引になるのではないかということで話を進めさせていただきま

した。 

  そういうことから、実際にまだ予算がない状況でしたので、お話合いをしながら、どのよう

な価格になるのか、どういう売買を希望するのかということで、いろいろなお話をしながら進

めてまいりましたので、一部分だけ、町が今使っている部分だけということではなくて、せっ

かく都市計画区域とし公園施設として指定されている土地も売りたいというお話がありました

ので、やはり一体となった所有者からの土地の申出ということでしたので、全て一体として申

出対象として今回交渉させていただきました。そちらも税務署とも事前協議をさせていただい

て、税務署のほうも、それはこの法律に基づく取引になるねということでの事前協議も税務署

のほうから認めていただいたということがありましたので、今回は、申出があった土地全てを

一体として購入契約を結んだという次第になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） ３点目、保全計画の話です。先ほど町長も申し上げましたけれ

ども、一部平場になっている部分があるということでお答えございましたけれども、そのほか

にも、今公園区域になっている東側、こちらから見ても、現在、枯れた木などがやたら目立っ

ている部分も大分あります。いわゆる朽ち果てた木、それについては手入れのために一部を伐

採して、良好な環境を保っていきたいということもありますし、中に入りますと、木々がもう

ツタに覆われて非常に景観的にはよくないということが、ここから見ても分かるような状況に

なっていますので、若干のその辺の手入れはしていきたいと思いますし、区域、お認めいただ

ければ、私たちも正式に中に入って、現在どのような状況になっているかというのを改めて確

認したいなと思っています。 

○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） 全体計画につきましては、ここに出ていることで説明を受けているんで

すが、この形がもう少し一般町民に分かりやすいように、最終的にはこういう形に舘山ってな
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るんですよという形が、何か見せる方法というのはないのか検討されたことないでしょうか。

何かいろいろお話を聞くと、ずっと毎年工事が続いていて、全体としてどうなるんだか分から

ないという、いろいろな声を聞きます。そうすると、確かに例えばここにないようなデッキが

出てきたりとか、乗り口の入り際が出てくるとか、そういった形で、ここにないような工事も

時たま見られるんですが、ここに書いてある工事が全てということなんですか。その辺のこと

をちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、先ほど東側については大分手入れしなくてはいけないというお話だと聞いたんです

が、西側の大河原側、あそこのところはかなり急な斜面になっておりますし、上から見ると、

途中土砂崩れというのかな、それがあるところが樹木に引っかかって止まっているようなとこ

ろも見られますよね。そうしたところ、あそこ何回も事故が起きていて、岩山に薄く表皮が乗

っている状況なので、それのバランスが崩れると、すぐに崩れてしまうという例は今まで何回

も起きていますよね。ですから、あそこの西側について、どのような工事をされるのか、どの

ような形で保全をしていくのか、そこについて説明をお願いしたいと思います。 

  それと、開発のところで、大坂議員が開発という言葉を使いましたけれども、都市計画上は

土地の形状変更は全て開発行為になるんですね。ですから、そういう意味で使われたのかなと

私は受け取っていたんですが、土地の形状変更ということもこれから考えていくのか、そこに

ついてお聞きいたします。 

  それと、一部だけの土地の売買はできないということだったんですが、これはそこだけ切り

取るというような交渉はされたんでしょうか。お聞きします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） まずは、町民にお知らせする方法ということでございますけれ

ども、例えば西側の階段なんかは、前から言われているとおり非常に階段、実は我々が直営で

やったような場所で、非常に恥ずかしい状況になっているんですが、そういうところは、町民

からの声があって、今でも早く直してくれというような声がいっぱい届いています。 

  ただ、こういった、ここをやりますというのは、町民全体にお知らせするというのはどうい

う方法がいいのかというのが若干見当もつかないんですが、どういう形がいいのかというのが

ですね。あるいは、議会にお示しすれば、それが皆さんの声あるいはこういった資料をもって

町民の方々に知らしめてくれるのか、その辺は見当つかないんですが、こちらから、ここが残

っているのでこうですよということでは、今のところは特には考えていませんで、その都度、

議会に提案をして仰ぎたいなと思っています。 
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  あと、ここに載っているので全てかということですけれども、その時々で状況が変わってき

たりします。いろいろなものが、例えば今まで大丈夫だったんだけれども老朽化してきたとい

う部分も目立ったり、ここがちょっと崩れてしまったという部分も出てくるので、そういうと

ころについてはプラスして、追加でもって何か措置を講じていったりということは当然出てき

ます。 

  あとそれから、西側については、先ほど町長が言ったように、山頂から蔵王を見たときに枝

葉が邪魔で景観がよくないという声が随分届いていて、産建委員会からもご指摘があったとい

うことでお話がありましたけれども、そういった山頂からの眺望を保つように枝払い程度は、

山頂に近いところですね、目線から見て蔵王が見える風景が保たれるような枝払いとか、その

程度はしていきたいと。ただ全体的に傾斜の強い、秋本議員言うとおり、傾斜の強いああいっ

た斜面において新たに整備するということは全く考えてはいません。 

  あと都市計画的な話で、形状変更というのは開発ではないかということですけれども、ある

一定の、50センチ以上の盛土をする場合、宅地を建てる、うちを建てるという前提がついて開

発という言葉に置き換わりますので、例えば建物を建てる見込みがないところについての盛土

については、開発ということには当たらないということです。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 土地売買の経過の中で、そこの部分だけというお話はなかったかとい

うことなんですが、まず今回ご提案させていただいた６筆、最初から６筆を柴田町のほうに売

却をさせていただいて、柴田町の舘山の景観を守る中で、所有者の方もそういう貢献をしたい

ということでお話がありましたので、最初から６筆を全て柴田町に譲りたいというお話がまず

ありました。 

  その中で、まず面積も大きかったということ、なおかつ山林でしたので、内部では検討させ

ていただきたいということでお話が始まっている次第です。ただ、やはり土地の所在、形状等

を確認したところ、やはり一括で購入したほうが柴田町にとって舘山、四保山全体の中での緑

を守る、そういう意味でも必要なのではないかということで、その後、価格交渉を続けてきた

ということで、分筆をしたり、６筆のうち１筆だけとかというお話は、最初からその部分はあ

りませんでした。とにかく買取り申出が、まずこの６筆を一度にということでしたので、そう

いうことで話を進めさせていただきました。 

○議長（髙橋たい子君） 補足ですか。町長。 
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○町長（滝口 茂君） 平成28年３月１日に議会にお示しした、これが今後、議会と調整しなが

ら予算化をしていきますということで、23か所提案をさせていただきました。その23か所のう

ち赤で示したものが既に終わっております。12か所終わっております。残りの11か所でござい

ますが、先ほど都市建設課長が言ったように、危険な場所、それから委員会からの要望、それ

から議員の一般質問での要望を踏まえた中で盛り込んでおります。 

  ただ、ある程度観光環境が変わってきておりますので、実は一般質問で今回大坂議員のほう

から、整備計画を分からないので出し直しなさいという要望で回答をしております。皆さん読

んでいただいていると思うんですけれども、新たにやらなければならないことは検討しますが、

おおむね新しいことをやるという計画は、今のところございません。これまでにやった施設の

老朽化、それから土砂崩れで危険な箇所等、それから防犯上の問題、一般質問でありましたけ

れどもライトですね、そういうことはやっておりますので、改めて９月議会までに、これから

の整備、あくまでも花咲山構想、大きな枠からはずれることのないよう、議員さんにお示しし

たときに、これは聞いてないよと、誰から言われたのと、こういうふうにならないように、過

去の一般質問からチョイスして取り上げてお出しをしたいと思っております。観光は時代とと

もに要請する内容が異なります。秋本議員からは何を言われているか、舘山城址公園の土塁と

か歴史的な資産を活用しなさいと、そういう一般質問を受けた記憶がございますので、そうい

う点も今後しんしゃくをさせていただきたいと思っております。 

  土地の一体購入ですが、都市計画区域外の、図面でいうと50－１、54－２、こちらはあくま

でも出発点は産業経済委員会から、蔵王の眺望を守るようにと、確保するようにということで、

眺望のためにここを買い取らせていただくと。上のほうだけ買って下のほうを買わないという

ことでございませんで、あそこ全体の眺望を確保するためにすると。それから一部東南のほう

に、昔畑だったところがございます。そこに先ほど言ったように桜の木を植える計画にはなっ

ております。これは桜の会で要望して、桜の木を植えると。 

  ですから、開発という言葉、土を動かすのも開発だと、そういうふうに町民は思っておりま

せん。ですから誤解されるんですね。船岡城址公園、木を植えるにも土を盛るんだから開発だ

というように言われますと、何か大きな開発で山を削るような、そういう印象を町民に持たれ

ます。それは誤解を与えるというのは議会としていかがなものかと私は思います。 

  船岡城址公園は、先ほど言ったように戦後、梅畑それから栗畑で、土地の形状を全く変えた

んです。それを知っているのは私しかいないと思います。私しか。それから石切り場が３か所

ございました。石切り場。それから昭和45年には、谷を埋め立てて駐車場を造っております。



５９ 

それから、今車道で、南から上っていく、あれは岩を切り開いて、山を切り開いて車道を造っ

ております。 

  ですから、戦後と、昭和45年と、現在で、その柴田町の地形、様相は大きく変わってきてい

るということでございます。ですから、大きく開発が進んだのは昭和45年の樅ノ木は残ったの

ときに、１回大きな開発がありました。２回目は、東日本大震災が終わった千桜橋を造るとき、

あれが大きな開発ということでございますので、千桜橋が完成した後に大きな開発ということ

はございませんので、やはり議会としては、せっかく時間をかけて議論をして、一応合意がな

ったところは、自分の意見が違ったとしても正しく伝えていただかないと、不信感が、それで

は本来、ここで議論している意味が私はないのではないかなと思っております。自分の考えが

違ったとしても、ここで議論として決まったことは正しく伝える、それに対する自分の意見を

言っても、それは構わないと私は思っておりますので、ぜひともそういうふうに、今回執行部

が言ったことについては、正しく伝えるようお願いしたいと思います｡ 

○議長（髙橋たい子君） 町長に申し上げます。 

  言葉に、文章にちょっと注意をしていただければと思います。 

  再々質疑ございますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 先ほど都市建設課のほうから、全体を示す方法がないんだという話があ

ったんですが、例えば、山全体の絵を描いてみて、そしてここのところはこういう形だという

図示の方法というのは、いろいろ考えられると思うんですね。そして、今町長が言いましたよ

うに、新しい新規の計画はないんだということであれば、それを書いてやったほうが、町民と

すれば安心するのかなと私は思うんですが、その辺の図示の仕方というのは、ちょっと検討す

ればいろいろ出てくると思うんですね。１つの絵で全て終わらすということはちょっと無理か

もしれませんけれども、相手が大きいものですから、何パターンかをつくっていって、それを

説明するということはできるのではないか思うんですね。その辺の検討はどうでしょうか。 

  それと、先ほど眺望を保つために買ったという話もあったんですが、眺望を保つということ

と土地の購入というのは、また別問題だと私は思います。眺望を保つのであれば、土地がなく

ても保つことは可能ですので、そのような検討がされたのか、お聞きしたいと思います。 

  それと、今町長のほうから、私が土塁の活用というふうに質問で言ったという話があるんで

すが、確かにあそこは城址ですので、土塁はありました。頂上部分にもありました。それがあ

そこのところから沿道を上がっていくたびに、その土塁は今壊されてなくなっています。そう

いったことが起こるのではないかということを、私は非常に心配しているわけです。城址とし
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て、文化財として、史跡として守るような開発と言ってはいけないんですかね、そのような形

にリニューアルしていくのであれば、私は大いに賛成するんですが、古いそういったものを壊

してまでやるのかという部分が、どうしても一回それを見ているわけですから、その辺が保証

されないとおかしいかなと思っております。 

  それと、西側のところ、今のところで新しい保全はないということなんですが、今でもかな

り土砂が崩れて、途中でたまっているのを上から見ることができるんですが、それもそのまま

でいくという形なんでしょうか。それとも、その辺は早急に土砂を片づけるというようなこと

なのか、ちょっとその辺、追加でお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 図示の方法にも工夫すればというお話でございますけれども、

私たちができることというのは、今既存のこういった１万分の１ですとか、あるいは500分の

１程度の図面に、こういった直線的な線というか実線的な線を入れたりとか、そういうのは当

然可能です。ただ、いわゆる分かりやすくというと、機械的な話をすればＣＡＤシステムを使

っていろいろな、そのほかツールを使って表示する方法はあるのではないかということでござ

いますが、これだけ広い土地を、我々直営で全部やるのかといったら、なかなかこれ、時間と

体力が要るものでございます。あるいは業務委託でもしないと難しいと思うんですね。その際、

改めて私のほうから議会に提案するという形にもなるかもしれません。ただ、こういった簡単

なものであれば、いつでも出せるということなので、出し方というかお知らせの仕方、先ほど

町長も申し上げましたけれども、本来であれば議会だよりですとか、そういったもので、ある

いは広報とか、こういったのがありましたということで掲載していただければ、非常にありが

たいということでございます。 

  あとは西側の土砂ですけれども、これはいわゆる農林関係の部署にも相談しなくてはならな

いので、これは農政課長を通じて一度確認をしてもらったりとか、そういったことをしていた

だきます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 土地取得の目的ということでありました。まずこれ、申出があった際

に役場内部においても、今秋本議員が言われるように、あの地区、まず舘山の景観確保、町長

は眺望と言われましたが、船岡城址公園それから四保山全体の景観の確保、城址公園の恒久的

な景観の確保が図られるだろうという部分がまず１つ。 
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  それから、遺構文化資源、これは文化財の担当課のほうからの意見として、取得することに

よって遺構文化資源の活用ということで、舘山の歴史的な変遷に関わる遺構や文化資源の活用

が図られるのではないかということで、担当課のほうからお話がありました。 

  それから、西側に関して傾斜地でございますので、その傾斜の下にある住宅地の土砂災害の

軽減、町が管理することによって、そのようなことも考えられるのではないかということで、

内部ではそのように検討させていただいておりますので、今後、今回契約を認めていただいて

町の土地となった場合には、関係課で取得に当たってこのような効果があるのではないかとい

うことで考えておりますので、それに関して今後検討させていただきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 町長。 

○町長（滝口 茂君） 今、財政課長がお話ししたとおりですが、先ほどちょっと聞き捨てなら

ないことがあったので、やはりここは正しく町民に伝えないといけないと思ったので発言をさ

せていただきました。開発、大きな開発については……。 

○議長（髙橋たい子君） 恐れ入ります。町長、反問権はちょっと……｡ 

○町長（滝口 茂君） いや、反問権ではありません。補足です。土塁をなくしたということで

すが、県の文化財課の手続を取って、許可をいただいてやっているということを言ってもらわ

ないといけないということですね。土塁をなくしたというのは、勝手に、聞いている方が役場

がなくしたように聞こえてしまうので、ここはやはり間違い、間違いと町長言わなければなり

ませんので、開発行為については全て文化財課の了解をもらって、大丈夫ですというのをもら

ってやっているということ。 

  それから、スピーディーにやるために、柴田町は文化財保護職員がおりませんでしたけれど

も、一応任期付職員として、機動的に文化財の発掘等やれるように職員も雇って、文化財には

力を入れてやってきているということも併せて言ってもらわないと、全部なくしたと、こう言

われると、何もというふうに取られますので、そこは注意をしていただければというふうに補

足をさせていただきます。 

  それから、土地が民有地でありましたので、実は災害に遭ったときに、一々所有者と協議を

して農林関係の災害を入れた記憶がございます。今度、町の土地でございますので、こういう

手続が、いろいろな災害関係でスピーディーにやれるということになると思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 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） 白内です。 

  今の質疑に対する答弁を聞いていても、正直、私もよく分からないんですよ。所有者は、町
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に使ってほしいんであれば寄附でよかったと思うんですが、なぜ買取りなんですか。そこが一

番、まず引っかかったんですね。要は管理ができなくなったし、緑の保全のためには町が管理

するのがいいというふうに考えてくださるのであれば、特に山林については寄附という形が一

番よかったのではないかなと思って、今も聞いていました。その辺の話はしなかったんでしょ

うか。最初から買い取ってくださいというところからの話合いが始まったというふうに取って

よろしいんでしょうか。 

  町とすれば、買い取ってほしいという話が出なければ、特に買い取るということはなかった

わけですよね。どうしてもここが必要だから、緑の保全のためには必要だというふうに判断し

て、いずれ買い取りたいという思いも町としても持っていたんでしょうか。ちょっと確認をし

ておきたいと思います。 

  それから、今最後の秋本議員の質疑への答弁の中で、文化財資源の活用とか土砂災害の軽減

ということを答弁なさっていて、これは確かに私は大切なことだなと、本当に自分ではあまり

気づかないで、土砂災害の軽減についても気づいていない部分もあったんですけれども、それ

であれば、そういうのも含めてこういうために必要なんだということをはっきりと打ち出して

ほしいんですよね。それなく、今質疑したから答えが返ってきているだけで、細かいこと何も

議員は知らされてないんですよね。今後、文化財の活用もどうするのか、土砂災害についても

どういうふうに対応するのか、緑の保全はどうしていくのか、それから桜を植えるのはどの場

所で、どういうふうにしていくのかとかをきちんと出した上で、それで取得に向けて進んだら

どうでしょう。何かそれなしに、取得してからいろいろなことをやるというのが、どうもおか

しいのではないかなと、町は買取り希望があったから買いますというふうにしか、何か受け取

れないのでその辺の説明をもう一度、どういう経緯だったのかをお話しいただければと思いま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） まず経緯というか、まず船岡城址公園の資料にありますとおり、区域

図にあるとおり、都市計画決定区域ということで白い点線で囲まれた地域、ここを都市計画に

おいて都市公園の区域ですよということで、民有地を含めて規制をかけているわけでございま

す。その中に、今回売買の相手方の土地が入っております。現実的に町が公園ということで決

定をしている区域の中の土地ですので、本来、町が積極的に売買をお願いしますと言えるので

あればいいんですけれども、財政的に全てここの地域を、民有地を買って、当初計画決定した

際の公園をどういうふうな整備をしていくか、大まかな計画はありますが、それを実施してい
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くかという形で、ここだけに財政を投入していくことは、なかなか難しい。都市計画の中でも、

いろいろな計画がございます。それが計画だけあって、まだ実際に実行されていないというの

が、公園だけではなく、柴田町においてはほかの計画もございます。 

  ですので、まず今回、土地を積極的に買いにいくということを、まず町はしないのかという

ことなんですが、やはり財政的に許せばそれはできますが、財政的になかなか難しいというこ

とで、民有地を計画の区域に指定していて買えないという部分は、実際にはあるということに

なります。ですので、今回、経過とすれば、その方から土地を買ってほしいということで申出

があって、なかなか申出をされる方も珍しいというか、最近は少ないんですが、この申出があ

ったということで話が進んでまいりました。 

  ただで寄附をすればいいのではないかということなんですが、この所有者の方の意向とすれ

ば、やはりもともとお父様であられる方が麹やコレクションということで、町並みの中でその

ような文化財的なものをやっているということで、その後を受けて、息子さんが蔵のほうは自

分で改修をされたと。一方は、町並みの中にあるあそこの麹やコレクションの建物ですかね、

それを維持管理していく中で、なかなか厳しいと。母屋しかり、離れしかり。それを維持して

いく中では、やはり自分の持っている財産を活用して、こちらを売って、そちらを維持管理し

ていくことが必要なんだということでのお話がまずあった次第です。 

  ですので、最初から寄附ということでは、なかなかこれは厳しいかと思います。ましてや宅

地も入っておりますし、ですからそういうことで、経緯とすれば、町がおたくの土地は公園用

地として指定させていただきますよという計画決定をして、その後長年、平成10年ですので、

もう20年くらいたっているんですけれども、その後、所有者の方から申出があったということ

で、今回とんとん拍子で話が進んだという部分ではあるんですが、とんとん拍子と今、お話違

って、やはり価格交渉に関しては担当のほうも相当苦労して、何とかここまでこぎ着けたとい

うことでございます。 

  やはり、売りたいという方には、それなりの希望価格もございました。そこを町の基準であ

る、土地を売買する際の基準を当てはめて、それで交渉してきたということですので、それを

無償でというのは、なかなか、そういう目的を持ってお話をいただきましたので、そちらの目

的も、やはり町としてもありがたいお話でしたので、そういうことで進めさせていただいた次

第でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） そうしますと、所有者から買取り希望が出なければ、今回の話は本当
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になかったと。町としては、財政厳しいから、あえて購入しようとは思わなかったということ

でよろしいでしょうか、まず確認ですね。 

  麹やコレクションを管理、維持していくためにも、財源ってどうしても必要だろうから、そ

こは町も応援したいということも含めての土地購入というふうに考えればいいんですか。それ

とも、町としては、そこはまた別の問題ですよというふうに考えるんでしょうか。やはり住民

の皆さんに説明するときに、何か買取り希望があったから、町も緑の保全もだし、土砂災害の

心配もあるし、それで購入しましたという、それで通じるかなというのがあるんですよね。そ

ういうふうに説明されて納得していただけるかなというのがあるので、何かもう少し、こうい

う計画でこうだから、だからぜひとも必要なんですよという形で持っていかないと納得してい

ただけないと思うんですよ。私自身がまず納得していないですから。 

  だから、ちょっと待っていただいて、その間、もっときちんと説明をすべきなんじゃないで

しょうか。皆さんが、住民の皆さんも期待できるように、今、急いでこういうふうにぱっと出

て、それも質疑しなければ、ほとんど説明なしのような状態で進めようとしているわけですよ

ね。そうではなくて、まして舘山というのは住民みんなの財産ですから、そこの土地を買い取

るわけですから、本当に町に誇りをと町長よくおっしゃいますけれども、誇りを持ってもらう

上でも、舘山を大切にするという考えはとても大事だと思うんですよね。 

  だから、もっと、本当に分かりやすく、できれば住民の方に入ってもらって、本当に将来の

計画を立てて、その上でというのが一番いいんだろうなと思うんですよね。それをしていない

から、いつも何かをするたびに、あれは何なんだ、これは何なんだということになってしまう

ので、少し待って、きちんと計画を立てたら、先ほど町長、９月議会までに計画をというお話

もなさっていたので、少し延ばしてみたらいかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） すみません、質疑ですので、質疑に要望みたいなのはちょっとご法度

でございますので、ぜひ質疑、本来の質疑ということでお願いをしたいと思います。 

  答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 申出があれば、土地を必ずそれを買うのかということなんですが、私、

先ほど言いましたように、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて今回購入しております。

町として、都市施設等を計画していないものを買ってくださいと、そういう計画をしていない

地域の土地を買ってくださいと言われた場合、町は買いますかと言えば、それは計画がござい

ませんので、町としては購入する意思はございませんということでの意思表示をさせていただ

いて、その後、その方は民間のそれぞれの土地取引に向かうというという形になります。 
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  ですから、町とすれば、今回のように城址公園の計画決定区域をしている中の土地ですので、

そこの申出があった場合には、町は都市公園として計画決定をしておりますので、そこは買取

りを申出された場合には、今度逆に町が買いませんという話には、逆にそれはおかしいと思う

んです。計画決定をしているんです、都市公園として。そこの土地を買ってくださいと言われ

て、町が要りませんというわけにはいきません。 

  ですから一方で、全く何も町が計画していない土地を町で買ってくださいという方が、年何

人かはおられます。ですので、町のほうは、そこに対しての何が都市施設とか計画があるかと

いうことを確認はしますが、そういう計画のない、町として計画を持っていない土地の購入は

しておりません。ですので、今回納得いただけないというんですが、町として、そこは公園用

地ですよという都市計画の指定をかけているんです。所有者に対して、これは制限をかけてい

るということになります。ですので、であれば、その方から公園としてどうぞ買ってください

と言われたものを買いませんという話にはならないと思います。 

  これは法律上、町は必ず、その計画を持っているのであれば、申出に対して内容を確認して、

その確認した中身で都市施設としての整備ができるというのであれば、それは要望に対して価

格が折り合えば買いますというふうな形で進めるのが、この法律ですので、ですから、全て何

でもかんでも、町民が買ってくださいと言えば町が買うのかということではなくて、そういう

ふうな法律に該当するものとして、今回説明させていただいております。 

  ですので、あくまでも税務署との事前協議をし、なおかつ契約がまとまった段階で、もう一

度税務署とも確認をして、税務署のほうも、それに基づいて特別控除の対象となるという形で

協議も進んでおりますので、これに関しては、そこまで進めて今回ご提案をさせていただいた

ということです。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明ですか。町長。 

○町長（滝口 茂君）                                  

                        。 

  当初予算におきまして、この案件については説明をしております。こういう理由でですね。

その当初予算を基にワールドカフェを開いていただいて、議員間討議を踏まえて、最終的に執

行部に対する要望に、この案件を説明が十分でなかった、知らなかったということは一切執行

部には出されておりません。６人以外の議員さんも、それは理解していると思います。 

  ですから、６人の議員さんに言われるのであれば、新たな議員さんにもう少し詳しくという

ことはありますけれども、白内議員は22年から議員をやっていらっしゃっていると思います。
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それと１回目、この山林の東側の土地、プライベートになるんですが滝口家本家の山林です、

これについても買わせていただいております。それは有効に木を植栽するということで買わせ

ていただいております。 

                                            

                                         。で

すから、執行部としましては、過去にも山林を買った事例がございます。今回についても、公

拡法に、法律に基づいた範囲内で買わせていただいておりますし、税務署についても、これは

公共施設として対象になるので、税額控除の対象にしますときちっと言われておりますので、

そのことを町民に伝えていただければ、ほとんどの町民は、恐らく理解していただける。部分

だけ切り取って、急に執行部からこの案件で説明を受けたんですと言ったら、誰だっておかし

いと言う人が多いと思います。そうではないんだということを、やはり伝えていただかないと

誤解を生じるということでございます｡この説明をすれば、多くの町民は納得していただける

と私は思っております。 

○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）                                 

                                            

                                            

                                       。 

○議長（髙橋たい子君） 白内議員、ちょっと、質疑ですので内容を変更してください。 

○16番（白内恵美子君）                       。 

  要は、丁寧に詳細に説明することをしてないから、本当に理解ができないわけですから、し

っかりと説明を求めたいと思います、これからも。要は何でもそうなんですけれども、前にや

ったことだから、もう分かっているでしょうではなくて、今回のことについては、こうこうこ

ういうわけでこうだということをはっきりと示すことが大事で、それを議員も含めて住民に、

結果的には住民に説明することが大事ですから、議員が納得しただけでも駄目なんですよね。

きちんと住民の方が納得できるようにしなければいけないので、しっかりとした説明が必要で、

そのしっかりとした説明をして、そして購入に向けるというのが順序じゃないかなと思うんで

すよね。購入してから考えます的なのは、何かおかしいかなと思って、先ほどから聞いている

んですけれども、執行部としては、そういうことは全然おかしいとは思わないんですか。それ

とも、単にいろいろ考えていたけれども、議会には示さなかっただけでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁の前に、白内議員の前段の発言なんですが、取消しをしていただ

きたいと思います。 

○16番（白内恵美子君） では取り消します。 

○議長（髙橋たい子君） あくまでも答弁ということで、町長。 

○町長（滝口 茂君） 執行部が説明をしないで議会にかけるということはありませんので、た

だ、気づかない点はございます。その気づかない点を指摘するのは議員の役目ではないかなと

思っております。これまで全く概況を説明しない、それで今回の取得についても、平成17年か

らの経緯を述べさせていただきました。実際に土地を取得する、実際の交渉についても財政課

長から説明させていただきました。この経緯については、町民にお知らせするというのは当然

やらなければならないということでございます。でも、今回の審議は、あくまでも財産取得の

ための審議でございます。今回の審議が、景観とありますけれども、景観とは違って、先ほど

言ったように開発、大規模な開発をするために隠してということが明らかであったというので

あれば、これは当然認められないという話になりますけれども、この議論の中では、景観を維

持するために買いますと。 

  ただ、一部桜の木で新たな景観をつくります、ここだけ答弁をさせていただいて、大規模開

発をするということはしませんと、議会にお話をさせていただいております。価格についても、

大坂議員に過去の事例、平米190円で山林を買った、今回は143円、これについても不利益を与

えるものではない。仮契約を結んでおりますので、これは契約同士の相手の信頼関係もござい

ますので、やはり特に問題がなければ、私は延ばす必要というのは、ここで出てこないと考え

ております。当然、決まりましたら、景観を維持して有効に城址公園の環境保全をしていくと

いう広報はさせていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 今、町長が「143円」ということでお話しさせていただいたん

ですが、「148円」が正しい数字でございますので、よろしくお願いいたします。 

○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、これをもって質疑を終結いたします。

秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） この件につきましては、議員の中でいろいろ話す必要がまだあると思っ

ております。議員間討議をここで開催することを動議として提案いたします。 
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○議長（髙橋たい子君） ただいま秋本議員から動議がありました。 

  ただいまの動議に賛同される方、おられますか。 

  ただいま12番秋本好則君から、議案第９号に関する議員間討議について動議が提出をされま

した。 

  この動議は、賛成者がありますので成立をいたしました。 

  議案第９号に関する議員間討議の動議を採決をいたします。 

  この採決は起立により行います。 

  この動議のとおり決定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） 起立少数です。よって、ただいまの秋本好則君からの討議に関する動

議は否決されました。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。まず、原案反対の方の発言を許します。12番

秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  議案第９号財産の取得について審議されておりますが、私はこの議案に対し反対の立場で討

論いたします。 

  船岡城址公園の開発は延々と続いておりますが、どこで終わるのか誰にも分からない状態で

す。一度構想が示されましたが、実際には構想どおりには動いておりません。今回、新たな土

地の取得計画が出されましたが、説明を聞いても、なぜ購入する必要があるのか、どう使うの

か、納得することはできませんでした。 

  船岡城址公園は史跡です。西側の斜面に物見台があったと聞いておりますが、ここの船岡城

址公園整備計画図、その中には文化財の点在があるはずですが、その文化財の位置も示されて

おりませんし、どのような形で新しい工事から保護していくのか、その方法についても示され

ておりません。土地の単価は確かに相応でしょう。しかし、使うお金は納税者から預かった税

金です。納税者に説明できる使い方でなければなりません。示された内容で納税者は納得する

でしょうか。私は少なくとも、このお金の使い方を説明できません。 

  福島にある二本松城址公園には、ある石碑があります。戒石銘と呼ばれておりますが、そこ

に16文字の文字が書かれております。これをもう一度読み直す必要があるのではないかなと考

えました。 

  地方自治法では、説明責任とは、結論だけではなく、その根拠とプロセスを明快にすること
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だというふうに、ある解説書には書いております。土地を購入する理由の説明もなく、使い方

にも明快な説明はありませんでした。これで地方自治法にのっとった運営と言えるでしょうか。

税金を投入する公共工事には、ルールがあります。それを行わない使い方に、私は同意できま

せん。議員諸氏の賢明なご判断をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 私語はお慎みください。 

  次に、原案賛成の方の発言を許します。10番桜場政行君。 

○10番（桜場政行君） 10番桜場政行です。 

  今、議題となりました議案第９号財産の取得に賛成の立場から討論を行います。 

  本件の予算は、令和２年度２月会議において、令和３年度柴田町一般会計当初予算に公有財

産購入費として2,100万円計上され可決されたものです。また、説明を聞くと、土地売買仮契

約では、取得金額が2,069万554円と予算の範囲内で合意に達したものであり、適正な金額での

契約と判断されます。 

  さらに、本契約は地域の人々が住みよいまちづくりを行うために公共施設を計画的に整備す

るため、地方公共団体が必要な土地を少しでも取得しやすくすることを目的に制度化された公

有地の拡大の推進に関する法律において、土地の所有者が一定面積以上の土地を町に買取りを

希望するときに町長に申し出る申出制度により土地を取得することから、公有地の拡大の計画

的な推進と、地域の秩序ある土地の整備が図られることで、公共の推進の増進につながると考

えます。 

  柴田町に住む皆さんが喜び、他町村の人々が柴田町を訪れ、住みたくなるまちづくりを一層

推進することをお願いし、賛成討論といたします。同僚議員のご賛同をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ありませんか。反対の方の発言を許します。白内恵美子さ

ん。 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。 

  ただいま議題となっている議案第９号財産の取得について反対の立場から意見を述べます。 

  この土地を買い取らなければ、町として何か不都合があるのかよく分かりません。買い取る

ことで住民にどのようなメリットがあるのかの住民への説明も必要です。舘山については、Ｓ

ＤＧｓや生物多様性の保全に配慮した舘山全体の計画、単なる観光のための計画ではなく豊か

な自然を将来に残すための計画が必要です。そのためには、住民参画による十分な話合いを行

うべきです。計画を策定した上で、この土地が必要であれば、そのときに購入すればよいので

はないでしょうか。住民の合意なしに土地を購入すべきではないと考えます。 
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  質疑に対する答弁を聞いても、なぜ2,000万円もの財源を投入して購入しなければならない

のか、よく分かりません。議員は、住民の皆さんに説明する責任がありますが、現在の状況で

私は納得いただけるように説明することができません。 

  以上の理由から、私は議案第９号財産の取得に反対いたします。同僚議員のご賛同をよろし

くお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。13番大坂三男君。 

○13番（大坂三男君） 13番大坂三男です。 

  私は、賛成の立場で討論させていただきます。 

  今回の船岡城址公園の土地取得については、既に令和３年度当初予算で措置されております。

当時私は議会にはおりませんでしたが、議会の中で十分審議され、しかも令和３年度の予算執

行に当たっての提言及び要望事項というのも見ましたけれども、その点についても何も触れら

れておりませんでした。このことから、土地取得についての議会の意思はオーケーということ

であったことは明確です。 

  そもそも今回の議案第９号の趣旨は、財産の取得について、１つにはあくまで土地の売買契

約の手続上、瑕疵いわゆる問題があったかどうかということ、それから２つには、売買取引価

格が不当に高く、町民に損失を与えるような金額になっていないかどうかということを審議す

る議案だというふうに私は理解します。 

  売買取引でいいますと、先ほど財政課長の説明があったとおり、過去の城址公園の売買価格

の実績と比較しても妥当な価格であると考えます。 

  それと、過去に産業経済常任委員会において……、失礼しました、前の方とダブるので、こ

の分は省略します。 

  今回、土地を取得することによって、山頂からの蔵王連峰の眺望等もさらに確保できるよう

な施策も展開できるようにもなるのではないかなというふうな前向きの捉え方も、私はします。 

  そういうことも含めて、今回私は９号議案に賛成いたします。ぜひ多くの議員の皆さんの賛

同をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第９号財産の取得（船岡城址公園等用地）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） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから休憩いたします。 

  11時15分再開といたします。 

     午前１１時０４分  休 憩 

                                            

     午前１１時１５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  次の日程に入る前に申し上げます。 

  議案第９号に関する町長の答弁の中で、議会の政策サイクルの中、意味のない旨の発言がご

ざいました。この件については不穏当と認めますので、発言の取消しを命じます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 私の思いが強かったのかもしれませんが、不適切ということであれば取

り消していただきます。 

                                            

     日程第８ 議案第１０号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、議案第10号令和３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、債務負担行為補正、地方債補正を含め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。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  ２つ質問させていただきます。 

  まず83ページですけれども、県補助金、東京2020大会へ向けた気運醸成事業等補助金、こち

ら20万5,000円と追加歳入されていますけれども、どの事業に対する補助なのか、ご説明をお

願いしたいということが１点。 

  ２点目が、95ページになります。アステムチャレンジスタジアムトイレ整備工事1,694万円

について、どのような工事となるのかご説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 
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○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（藤原政志君） まず、この補助金は東京2020大会へ向けた気運醸成事業

等に係る取組を支援するため、県からホストタウンに対し補助金を交付するものだということ

をお伝えしておきます。内容は、ベラルーシの事前合宿、オフィシャルパンフレットとポスタ

ーの制作委託料、それから柴田町パブリックビューイング開催委託料ということで、事業費総

額41万1,000円の２分の１が交付されるものでございます。 

  それで、この事業につきましては、柴田町、白石市、仙台大学で組織する協議会で実施する

ため、事業費の支出は協議会の負担金に含めて支出いたしますので、新たに事業費として歳出

予算に計上しているわけではございません。 

  なお、現在事業が実施されるかどうか不透明な点がございますので、事業が中止になれば、

当然、補助金の交付はございません。 

  以上です。 

○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（藤原輝美幸君） 95ページ、アステムチャレンジスタジアムトイレ整備工

事についてでございます。 

  目的は、新型コロナウイルス感染症対策で行います。 

  内容ですが、女子トイレの和式トイレ１基、男子トイレの和式トイレ２基、計３基の洋式化

と、男女トイレそれぞれに１基ずつあります洋式トイレを洗浄便座を新設するものでございま

す。また、男子トイレの小便器４器を自動水洗の便器に更新しまして、男女トイレそれぞれに

２つずつある手洗い機の自動水洗化と天井の換気扇を更新するものでございます。 

  このほか、照明のＬＥＤ化、床の段差解消や、老朽化に伴います壁や天井の改修も行うもの

ですので、これらのことから建築工事、あと給排水、衛生設備等電気工事も必要となりますこ

とから、トイレブース全体の大きな整備工事となります。 

  工事の完成については、今年の11月30日を予定してございます。 

  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。 

○１番（石森靖明君） ありがとうございます。 

  ６月９日の河北新報で、ベラルーシの新体操の事前合宿については白石市のみで開催という

ことで報道がなされておりましたけれども、いわゆるバブル方式ということで仕方ないのかな

とは思うんですが、これに対しての柴田町の関わり方について、今後どのようにされていかれ
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る方針なのか。また、せっかくついている補助金ですので、その活用も含めてどのようにお考

えなのかお伺いしたいと思います。 

  それから、トイレの工事についてなんですけれども、４月補正で新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金が改修の対象となっていると記憶しているんですけれども、今回、一

般財源での手当てということなんですが、これはこちらの交付金対象とならなかったのかどう

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。最初に、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 確かに新聞のほうで、白石市のほうで事前合宿を一本化

するということで行うという、安全性を考えてということなんですが、そこに対しては、当然、

柴田町のほうでも協議をしながら、それから職員を派遣をするなりということで関わっていく

ということを考えております。 

  補助金につきましては、例えばそのような形になった場合に、どちらがどのぐらい負担する

のかということがございます。計画上では、柴田町と白石市で２か所で実施するということに

なっておりますので、２分の１、２分の１の負担で行うということで進めておりますが、今回

のようなことになった場合には、後ほど負担金のほうで、どの程度に減額するかとか、そうい

ったことも含めて調整していくということになります。もちろん、県のほうの補助金について

も、事業費に対しての補助金ですので、県との調整も出てくる可能性があります。 

○議長（髙橋たい子君） 次、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 財源についてでございます。４月の補正において推進交付金を活用し

た事業計画ということで、まず補正をさせていただいて、今回の中にも推進交付金を活用した

事業ということで上げさせていただいておりますが、やはり今回、交付金事業以外でもコロナ

対策をしなければならないということで、一般財源を充当した事業ということで、各施設等の

感染対策の消耗品、備品等掲載しております。推進交付金事業計画のほうで織り込む計画を、

まず優先的に織り込まなければならないものを既に計画のほうに織り込みましたので、そちら

ではなくて、一般財源で対応ということで、今回はこちらは対応させていただいている次第で

ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑、どうぞ。 

○１番（石森靖明君） オリンピックについては、いろいろな事情であると思いますので、そう

はいっても、これまで町内の小中学校であるとか、幼稚園であるとか、交流してきたわけでし

て、やはり小中学生も楽しみにしている部分、身近に来た選手が活躍している姿を見たいとい
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う気持ち、恐らく持っていると思うんです。なので、できる範囲で、先ほど答弁の中にパブリ

ックビューイングということも含まれるということがありましたけれども、そういったできる

範囲で、町としてオリンピック、やるとなればそういったものを身近に感じられるようなこと

をやっていただきたいなと思っております。 

  あと、今回一般財源で手当てということだったんですけれども、例えば今後、交付金の追加

配分があった場合、遡ってというか、振り返っての対応というのはできるものなのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） まず前段のほうなんですが、確かに今回、ベラルーシの

事前合宿を受け入れたり、交流するということについては、非常に子どもから、子どもたちが

触れ合うということが交流という意味では一番重要視している部分ではないかなと思っており

ます。 

  ただ、このような状況ですから、現時点では仙台大学の学生であったりとか、可能な範囲で

事前合宿の見学であったりとかということをしておりますが、今後の状況が好転するというこ

とがあった場合に、可能性としては検討する中に入ってくるのではないかなとは思います。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今後、交付金事業に振り替わるかということなんですが、今回、交付

金事業ということで、まちづくりが主体となって計画をまとめさせていただいておりますので、

今後加わるというのは、今後また配分があるかどうかによるかとは思うんですが、現時点にお

いては、まず今回提案させていただいて２款１項14目のほうで推進交付金事業ということで組

んだ事業がまず今年度の事業として追加で進めていく分ということで、それ以外に関しては一

般財源のほうで何とか感染症対策ということで進めていき、今後国のほうの財源があった場合

には、その時点でまた考えたいと思います。 

○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。 

  87ページなんですが、12節委託料、ここのところに里山エリアマイクロツーリズム体験業務

委託料、これが出ているんですが、マイクロツーリズムといいますと、例えば市街地の中でも

資源となるものが出てくると思うんですが、これは里山というふうに特定したというのはどう

いうことなのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと91ページの、また12節委託料、ここのところにコールセンター等業務委託料（債務負

担）のところと、医師・看護師派遣委託料のところの金額が出ているんですが、コールセンタ
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ーについては、少しこれから仕事が変わってくるのではないかなと思ったんですけれども、そ

の辺がどのように変わってくるのか、何に変わって、どうなったというのの変遷みたいなのが

ありましたら教えてもらいたいと思います。 

  それと、医師・看護師派遣委託料なんですが、これは何人で何日間ということで見ているの

か、教えていただきたいと思います。 

  それと92ページなんですが、８款土木費の中の14節工事請負費の中に葛岡山公園トイレ改修

工事というのが入っておりまして、これはたしか場所が変わったと私、聞いたような感じがす

るんですが、かなり減額になっているので、場所が変わっただけでこれだけ減額になるのか、

ちょっと中身を教えてもらいたいと思います。 

  それと95ページの10款教育費、この中の14節工事請負費、これもアステムチャレンジスタジ

アムトイレ整備工事と出ているんですが、ここちょっと私、分からないものですから、ちょっ

と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。最初に、農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 87ページ、12節里山エリアマイクロツーリズム体験業務委託料につ

いてでございます。 

  里山エリアに限定したのはなぜかということでのお尋ねでございました。お尋ねのとおり、

マイクロツーリズムの進め方につきましては様々な形が考えられます。ですが、今回は太陽の

村を基点に、主に槻木地区の里山エリアを想定して考えるということにいたしたものでござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 91ページ、コールセンター等業務委託料（債務負担）の内容で

ございます。変更がこれから考えられるのではないかというようなことで、これまでの変遷と

今後の考え方ということになります。 

  まず、３月時点ではコールセンターを開設しておりますけれども、その時点では相談窓口と

いうことで開設をしておりました。４月に入りまして、当初は相談窓口ということと、あとは

実際ワクチンが供給されたということを受けまして、こちらのほうで予約センター的なところ

で業務を開始しております。相談と予約。その際に、電話回線が当時は６回線で予約のほう受

け付けておりましたけれども、電話がなかなかつながりにくいということがございまして、５

月26日時点で、そちらのほう12回線で予約を受け付けております。そこで一度変更をさせてい
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ただいております。 

  その後なんですけれども、それであっても、やはり予約のほうが電話がつながりにくいとい

う状況がございまして、６月１日から、こちらのほうからは75歳以上の方で予約がまだ取れて

いない方に対しまして、全ての方に意向調査の確認を送らせていただきました。集団接種でや

るのか、かかりつけ医で個別接種でやるのか。そちらのほうを取りまして、今集計中でござい

ます。 

  今後のコールセンターの業務につきましては、その意向調査に基づきまして、町のほうで集

団接種会場の予約、それから個別接種の予約、こちらを随時町のほうで決めて、予約確認通知

票を送らせていただくようになるんですけれども、こちらで日程を決めてしまいますので、そ

ちらのほうで都合が悪い場合、こちらのコールセンターを活用して変更していただくという内

容に変えさせていただきます。 

  さらに、65歳から74歳の方につきましても、昨日、おとといということで、全て意向調査の

通知を出させていただいております。こちらも同様に町で予約の日程を決めさせていただいて、

予約確認通知票を送らせていただきます。こちらに都合が悪い場合は、なおそのコールセンタ

ーに連絡をしていただいて、予約を変更するという内容の業務に変わってきます。 

  それから、その予約全体につきましても、こちらにはがきが届いた場合に、予約システム、

そちらに入力する仕組みも、こちらのコールセンターに業務をお願いしておりますので、そち

らで入力をしていただくということになります。あと、予約確認通知票の発送も、こちらのコ

ールセンターの業務の中に入っておりまして、そちらから通知を出させていただくという内容

になってございます。 

  続きまして、医師・看護師派遣委託料、その下のほうになりますけれども、そちらにつきま

しては、当時この予算をお願いする際に計算をさせていただきましたのが、１日４名で16日間

ということで延べ64名。それから看護師の派遣人数につきましても、１日10名で延べ160名と

いうことで積算をさせていただいております。 

  こちらのほうは、主にこれまで集団接種会場で入っていなかった日曜日、それから土曜日、

それから町内の医療機関の先生方で都合が悪かった火曜日ということで、そこを埋めるために

交渉させていただきまして、そこに何とか入っていただけないかという交渉をしてきました。

そちらのほう、実際は予算要求段階とは変わってきますけれども、おおむねこちらのほう日曜

日とそれから土曜日、あと祝祭日ですね、こちらのほう委託できそうだということで、これを

お認めいただきましたら、そちらの手続に進みたいなということで考えているところでござい



７７ 

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（水戸英義君） 92ページの公園緑地費ですね。工事請負費の葛岡山公園トイレ

改修工事522万5,000円の減でございます。これは、令和２年度の２月会議で追加議案でもって、

議案第76号で、令和２年度の一般会計補正予算で追加議案でもって出させていただいて議決、

既にもらっていますが、葛岡山公園と、それから南浦公園などの遊具について整備について、

今度公園の長寿命化支援対策ということで、補助事業でやれるようになったので、当初予算で

計上していた522万5,000円については、そのまま下ろさせていただくというご提案でございま

す。 

  以上です。 

○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（藤原輝美幸君） アステムチャレンジスタジアムトイレ整備工事について

は、先ほど工事の内容と財源につきまして石森議員から質問がございまして説明したとおりで

ございます。 

  コロナウイルス対策ではございますが、老朽化も進んでおりますので全面的な改修をさせて

いただくということでございます。お願いいたします。 

○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） 里山のマイクロツーリズム関係なんですが、太陽の村を中心にして槻木

の山ということなんですが、先ほど課長が言われたように、マイクロツーリズムは山に限った

ことではないという話からすると、都市部のほうにも当然出てくると思うんですね。そういっ

たことは、これから考えていかれるのか。何かここで山というふうに限定してしまうと、これ

から発展が、もうそこにしかないのかなと、そういうイメージがあるものですから、マイクロ

ツーリズムというのはそうじゃないんだということで、市街地のいわゆる観光資源というのも

この中に加味されてくると私は思っているんですけれども、その辺は、これからどのような形

でやっていかれるのか、お聞きしたいと思います。 

  それと、コールセンター関係なんですが、そうすると、これからいろいろな業務が、いろい

ろな形でこれから変わってくると思うんですね。そういったときでも、それは今のところ、こ

のお金で間に合うというふうな形で、見積もりといいますか、目安というのはこれで大丈夫だ

というふうな感じでしょうか。お聞きします。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） マイクロツーリズムの今後ということでのお尋ねでございました。 

  今回、私ども農政課ベースで事業を提案してございます。縦割りではないんですけれども、

その課、その課で所管している中で、やはり得意分野というのがあると思います。農政課で所

管することとなれば、まずは農村部から、途に就いたばかりですので、まずスタートとしては、

その所管するところがまずスタートするほうが効率がいいのではないかなと考えています。そ

の後で、またどういうふうに展開していくかというのは、その後のことということでお願いし

たいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） コールセンター業務の関係でございますけれども、これで全て

の町民対象に対応できるのかということのお問合せだと思います。今の段階では、この金額を

お認めいただければ、今年度いっぱいその対応ができるということで判断しているところでご

ざいます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑、どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。マイクロツーリズム関係、農政とすればそうだと思うん

ですけれども、観光の担当の方として、それをフォローするといいますか、市街地について含

むような形で考えておられるのか、そこだけお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 都市部のマイクロツーリズムはどういうふうにしていくのかと

いうご質問なんですけれども、実際に柴田町商工観光課の管轄ということになるかと思うんで

すが、しばた歴史観光ガイドの会という会がございまして、そちらの会のほうで城址公園もや

っているんですけれども、歴史観光ウォーク、健康ポイントの対象事業になるものなんですが、

そのほかにも城下町コースということで、船岡の街の中を歩くコースを設定して行っていると

いうこともございます。槻木地区に関して、今のところそういったものがこれからできるかど

うかというところは、歴史観光ガイドの会のほうにも相談しながら進めていければいいなと思

っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ございますか。２番伊東潤君。 

○２番（伊東 潤君） 伊東潤です。 

  87ページで、事業内訳において、学校における新型コロナウイルス感染症対策事業となって



７９ 

いますけれども、ちょっと詳しい説明を求めます。 

  それと今、秋本議員ともちょっとダブるんですけれども、里山エリアを活用したマイクロツ

ーリズム推進事業における12番の委託料、その件の詳しい説明をお聞きいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１点目、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 学校における新型コロナウイルス感染症対策事業についてとい

うことです。これは、現在船岡中学校１校のみが該当するんですが、保護者が１年生のときに

業者と契約している内容、企画ですね、それが変更になるために企画料の変更が発生するもの

で、こちらのほう１人当たり約2,000円ということで試算をいただいております。中学校３年

生約150人おりますので、30万円と計上させていただいております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 87ページ、12節里山エリアマイクロツーリズム体験業務委託料の予

算についての中身でございます。 

  里山エリアマイクロツーリズム体験業務委託料では、体験メニューと、それから花卉振興を

進めていくという内容でございます。 

  まず１つは、里山の自然を楽しむ里山森林体験ツアー、それから小学生の子どもを対象とし

た木工教室、太陽の村外苑を利用したサイクリングのモデルツアーを実施する、それから太陽

の村や船岡城址公園のイベントに並行して開催する花卉宣伝スタンプラリー、それから窓辺の

花植え、植え込み講習会、花卉の展示即売会等を検討しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） この委託料ということは、委託しているわけですよね。どういった業者

さんとか、分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 委託事業の相手先については、まだ決まっておりません。指名委員

会等で諮っていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。６

番加藤滋君。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。 

  92ページ、８款土木費３目道路新設改良費のところに社会資本整備交付金事業として、町道

富沢16号線道路改良工事が8,600万円ということであるんですが、この工事内容について詳し
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い説明をお願いいたします。 

  それからもう一つ、93ページ、10款教育費の中の２目12節委託料の中にＧＩＧＡスクールサ

ポーター業務委託料360万円とあるんですが、この内容についても詳しくご説明をお願いしま

す。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 92ページの工事請負費、町道富沢16号線道路改良工事について

です。8,631万2,000円でございます。当初予算では5,000万円の計上で、プラス8,631万2,000

円ということですが、いつもですと交付金が十数％、あるいは要望に対して20％ぐらいだった

んですが、本年度、実は２億円要望しておりました。そうしたところ１億3,600万円割当てが

あったということでございます、まずはですね。 

  それで、今年の事業でございますが、土地改良施設の左岸低地排水路というのが途中にござ

います。そこにボックスカルバート、２連タイプのものを入れていくと。それが9.1メートル

ほど。あとそれから全体延長2,600メートルと長いものですから、まだ側溝が未整備のところ

がございます。そこを側溝を718メートルほど入れていくという工事でございます。 

  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） ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料についてでございます。 

  こちら児童生徒１人１台の学習端末の円滑な活用、また学校現場におけるＩＣＴを活用した

授業の展開、また緊急時においてもＩＣＴの有効活用により、子どもたちの学びを保障するこ

とを目的に、公立学校情報機器整備費補助金を活用して業務委託を行おうと考えております。 

  業務内容につきましては、学習用端末等を活用した効果的な授業を行うための提案や支援、

あと教職員及び児童生徒向けの使用マニュアルの作成支援、学習用端末運用開始に向けたセキ

ュリティーポリシーの改定、家庭の持ち帰り時のガイドラインの策定、教職員からのＩＣＴの

運営に関する相談対応及び研修支援、各学校の情報推進員との連携等を今のところ考えており

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。 

○６番（加藤 滋君） 工事内容をお聞きしたんですが、工事区間というか距離というか、そう

いったのはどのくらいなのかなというのと、今回、１億3,000万円くらいの金額で、全体工事



８１ 

の中の進捗率というんですか、どのくらいを占めるのか、概算でもいいので教えていただきた

いなと。 

  それから、ＧＩＧＡスクールのほうですけれども、サポーターを配置するのは各学校１名と

か２名とかということなんでしょうか、お願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） まずは工事期間については、令和４年３月いっぱいを予定して

おりまして、全体延長で722.3メートルほどの工事区間ということになります。 

  あとは、進捗率というお話でございましたが、全体事業費が15億4,700万円でございます。

そのうち令和３年で１億3,631万2,000円やったとして、令和３年度末の進捗率が63.8％です。

令和３年度以降の残事業費については、約５億6,000万円まだ残っているという状況です。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） ＧＩＧＡスクールサポーターを各学校に配置するのかというこ

となんですが、こちらのほうは、あくまで私たちのほうで考えているのは、法人に今言った業

務内容を委託するというような内容でございます。ただ、先ほど業務内容を考えている中で、

教職員のＩＣＴの運用に関する相談対応及び研修の支援とかということも、一応仕様の中には

入れていこうかと思っております。その場合、学校の現場から、実はこういうことなんだとい

うようなことで、学校現場に出向いてもらうことも、一応仕様の中にはうたってはいきたいと

思いますが、サポーターを各学校に配置するという業務ではございません。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 町道富沢16号線道路改良工事は、来年３月末で63.8％とお聞きしました。

大分長い期間、工事されているのも承知しております。地元の方々をはじめ、この道路を使う

方々の要望もかなり強いと感じております。できるだけ早めに交付金等を申請して残りの工事

を進めるという考えは、特に計画的にございますか。 

  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（水戸英義君） まだ、先ほども言ったとおり５億6,000万円、なかなか舗装は

上がってこないので、完成が見えないんですね。我々も早く見たいと思います。補正等でいい

予算なんかがありましたら、相談して積極的に取り入れるということで考えております。でき
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るだけ早期に終わらせていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。８番佐久間光洋君。 

○８番（佐久間光洋君） 佐久間です。 

  93ページ、９款消防費の災害対策費の欄のところ、負担金、補助及び交付金ということでコ

ミュニティ助成事業補助（28区）と書いてありますが、ちょっとイメージ湧かないんですけれ

ども、詳細に説明お願いいたします。 

○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） こちら28区に助成するものでございます。これは、28区のほうか

ら、防災用のトランシーバー15台、あと発電機、これが申請が上がっていまして、それが認め

られてこの額がついたということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 防災用のトランシーバーというのは、町で配布するように、もう既に

決まっているのではなかったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 現在、町で進めております防災行政無線のデジタル化事業、こち

らで配布予定のものにつきましては、行政区長さん及び消防団員の皆様に配布するものでござ

います。こちらは自主防災の中で連絡を取り合う、自主防災組織の中で使うものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。よろしいですか。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番吉田和夫です。 

  86ページ、２款総務費４目まちづくり推進費18節負担金、補助及び交付金のコミュニティ助

成事業補助（７Ａ区、10区、17Ｂ区）についてですけれども、７Ａ区、10区、17Ｂ区での、た

しか建て替えのご説明がありました。以前、軀体工事まではやらないとかというお話もあった

んですけれども、どの程度の建て替えなのか詳しくお聞かせ願いたいと。 

  ２つ目には、その下の地区集会所整備事業補助（10区）の1,251万円の補助があるんですけ

れども、どんな補助なのかお願いいたします。 

  それと91ページの衛生費７目予防費12節委託料の中に、バス運行委託料272万円計上されて

おります。５月は、６月もそうですけれども４ルートで、５月については17日間運行されてお

ります。当初ご説明では、７名ぐらいの人しか利用されてないとかというお話もあったんです

けれども、例えば５月分かるんだったら、運行実績なんか分かればお聞きしたいと。 
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  そして最後に、運行表を見ると分かりづらいというようなものもあるんですけれども、この

272万円の運行計画というか、変更があるのかどうか、これをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） まず、前回、議員全員協議会での説明と重複する部分が

ありますけれども、まず第７Ａ区と第17Ｂ区につきましては、集会所備品とか設備整備の助成

でございます。建て替えにつきましては、第10区自治会になります。建て替えに係る補助対象

経費が2,890万円、その額から今回採択されたコミュニティ助成事業1,500万円を引いた残りの

額1,390万円ということになりますけれども、町の補助金では補助率は90％になりますので、

1,390万円掛ける0.9ということで1,251万円という補助金が算出されたということです。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 91ページ、バス運行委託料の中身ですけれども、まず実績とい

うことになります。５月の実績、議員おっしゃるとおり17日間運行させていただきまして、72

名の利用がございました。それから６月に入りまして、７日までの実績になりますけれども、

５日間ございます。そちらのほうで18人ご利用いただいています。合わせまして22日間で90人

になりますので、１日平均4.1人という利用実績になってございます。 

  それから、運行の変更についてでございますけれども、集団接種会場の体制強化ということ

で、日曜日なりそれから今まで埋まっていなかった土曜日、そちらのほうも開設するようにな

ります。それで、当然こちらのバスの運行表もさらに増設をしまして運行させていくというこ

とでございます。 

  現在、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども、こちらのほうで意向確認を

して、予約確認票をこちらから送らせていただきます。それで、集団接種の申込みをいただい

た方につきましては、そのときに合わせて運行表を同封させていただきまして、それと合わせ

てご来場いただくということで考えております。 

  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。 

○11番（吉田和夫君） １点だけ。先ほどのご説明の地区集会所整備事業補助（10区）の建て替

えの内容、2,800万円くらいだと、ほとんど建て替えなのか、どのような建て替えなのかだけ

お知らせください。 

○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（藤原政志君） 今現在、集会所がございます。それにつきましては建て

替えをするということで、一旦もうそれは解体します。解体しまして、そちらのほうに新たに

集会所を建てるということで、それが第10区自治会の所有になるということでの今回の制度と

いうことになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑、大丈夫ですか。ほかに質疑ありませんか。７番安藤義憲君。 

○７番（安藤義憲君） 93ページ、10款教育費14節工事請負費の件でございます。それぞれ船岡

中学校、船迫中学校に5,100万円余りの予算を計上されております。この工事の内容を、どう

いう工事になるのか、それからいつからいつまでの期間なのか、この工事をすることよって、

体育の授業、クラブ活動に影響はないのか、近隣の住民に対しての砂ぼこりとかの対策はこの

中に含まれるのか、それをお伺いいたします。 

○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） 校庭整備の工事の内容なんですが、船岡中学校と船迫中学校、

非常に降雨後の排水がうまくできず、水はけが悪い状態というんですか、そちらで、今現在授

業や部活動に支障を来している状況なので、校庭整備を行い改善するものです。この事業は、

国の学校施設環境改善交付金を活用して行う事業でございます。主な工事の内容としては、暗

渠の敷設、雨水排水設備工事、あとは土の入替えなどを予定しております。 

  工事の期間なんですが、10月から３月を予定をしております。そして、今お話がありました、

当然校庭を重機等が行き交うような工事になると思うんですが、その辺、十分授業になるべく

影響のないように進めてまいります。それと、近隣住民の方には、工事の際には当然周知をさ

せていただき、あと砂とかが舞うようなことも防いで、業者のほうにお願いしたいと考えてお

ります。 

  そして、部活等、グラウンドを使う、使えなくなった場合等は、小学校のグラウンドとか、

そのほうの代替を考えたり、この事業をするときに、もう既に学校のほうには工事の予定とい

うか、議会の議決をいただいたらこういうふうになりますよというようなことをちょっと話を

させていただいておりました。学校のほうでは、それに伴って、校庭で行うような授業を前倒

しでやってもらうとか、そういうようなことを、これから学校とも連携を密にして進めてまい

りたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 今の答弁の中に、10月から３月末の工事期間中、部活動に影響がないよ
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うにという中で、小学校のグラウンドを利用したいという言葉があったように聞こえたんです

けれども、小学校までの距離の移動する手段は、安全に十分注意して行かなきゃならないはず

なんですけれども、距離は結構あるんですよね、それぞれが割と、船迫中学校と小学校の間は

そんなではないんですけれども、船岡中学校と船岡小学校の間は相当な距離があるはずでござ

います。その辺のところをどういうふうに考えられているのか、それをお願いします｡ 

○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） その辺、学校とも連携というか連絡を取りながら対応方法を考

えていきたいんですが、船岡中学校ですので、船岡小学校に限らず東船岡小学校とか、そちら

のほうも、今考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 同じようなことを繰り返すようなんですけれども、どうしても影響のな

いようにということで、近隣の小学校を利用するという話なんですが、どうも納得いかないよ

うな気がするんですよ、私として。どうしても、やはり部活動に影響のないようにということ

もさることながら、どうしても安全に注意をしなきゃならない。ましてやただいまの答弁の中

に、船岡中学校が船岡小学校、そして東船岡小学校と、船岡小学校よりも東船岡小学校のほう

が距離があるのではないかと、逆にそう思ってしまうんですけれども、そして交通量も多い場

所でございますからなおさら安全に移動できるのかと。例えば、中学校から小学校へのバスに

おける移動とかということなど、そういうふうなことも考えられてもいいのではないかなと思

ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 要望ということでよろしいですか。（「それで結構です」の声あり）

お答えしますか、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 安藤議員からのご指摘、本当に大事にしていきたいと思います。 

  まずは、子どもたちと３月から５月のグラウンド整備の状況、どういうようになるのかとい

う確認をしながら、子どもたちの知恵ももらいながら、安全・安心できるように配慮してまい

りたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありますか。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。 

  ２点ほど伺います。 

  87ページ、コロナ禍等における子どもや女性の負担軽減を図るための支援事業の中で、衛生
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用品の配布とございます。小中学校への配布、そして経済的困窮者への配布方法について伺い

たいと思います。まずこちらが１点。 

  ２点目が、89ページです。児童福祉総務費10節需用費、修繕料とありますが、これの内容等

について伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） それでは、児童生徒への配布方法についてご説明申し上げます。 

  今回の予算を計上させていただくに当たり、各小中学校の養護教諭と十分話をさせていただ

きました。その中で、配布方法についてということもお話させていただいて、学校のほうで既

に保健室に備えている生理用品を、必要な児童生徒のほうには配布をもうしております。その

方法は、トイレに生理用品が必要な場合はというような貼り紙をして、保健室のほうに来てく

ださいというようなご案内をして、保健室のほうでお渡しをしています。これを町内全ての小

中学校の養護教諭のほうから、実際に保健室に来ていただいて話をすることで、正しい生理の

知識や処理の仕方、それからあと話をする中で、児童生徒の家庭の状況とか、ネグレクトとか

虐待の早期発見にもつながるので、ぜひそれは保健室で渡したいというような要望があります。 

  ただ、このやり方に固執するのではなく、配布方法についてはそれぞれ学校の事情もありま

すから、学校のほうに柔軟に対応して、必要な子どもには全部行き渡るようなことというふう

にしております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今の引き続きになりますが、経済的困窮している方への配布方法と

いうことでしたので、私のほうからお答えします。 

  配布場所は役場、槻木事務所、学習センター、図書館などでの配布を考えております。ポス

ターやチラシ、ホームページなどで広報をいたしまして、配布場所に専用のカードを用意した

り、スマートフォンとかにホームページの画像をダウンロードしたのを職員に見せていただけ

れば、職員が衛生用品をお渡しするという方法になっております。 

  土曜日に関しては、生涯学習センターでの配布、あと日曜日に関しては図書館での配布とい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○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（大山 薫君） 89ページの児童福祉総務費の修繕料でございますが、こちら
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につきましては、槻木保育所の給湯用、暖房用のボイラーの真空式ヒーターの交換修繕になり

ます。前回交換してから20年が経過しておりまして、温水の温度が上がりませんで、暖房のほ

うにちょっと暖房が効きづらい状況となっております。 

  こちら特注品のため、製作に約２か月程度かかるものですから、寒くなる季節の前に発注し

まして修繕したいということですので、今回予算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。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） 白内です。 

  86ページの２款４目18節集会所事業補助で、先ほど説明はあったんですけれども、10区の負

担する額というのは、最終的に建設だけに要する費用で10区が負担するのはどのくらいになる

のか。それから、この間の説明では固定資産税の減免は申請があれば認めるというような答弁

だったかと思うんですけれども、もう一度確認したいんですけれども、もし申請があれば、将

来解体するまで何十年間か全額免除とするものなんでしょうか。 

  それから、同じく86ページの５目14節、10区集会所解体工事なんですけれども、集会所の隣

にプールがあって、何か使われてないんですけれども、あれは解体はしないんですか。あくま

でも集会所だけなんでしょうか。 

  それからもう１点だけ、91ページの６款９目14節、五間堀排水機場工事の詳細説明をお願い

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、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 集会所建設に当たる10区が負担する金額と固定資産税の

全額免除という関係だと思います。 

  現時点での計算になりますけれども、建設に係る補助対象経費が2,890万円、カーテンや備

品等の対象外経費が180万円ほど、もしかしたら前後するかもしれませんけれども、現時点で

はそのような形になっております。そうしますと、総事業費は3,070万円という形になります。

そしてコミュニティ助成金が、今回1,500万円の助成があると。それから、町補助金につきま

しては1,251万円の補助金が交付されると。そうしますと、補助金等の合計が2,751万円という

ことなります。総事業費が3,070万円ですから、そこからこの2,751万円を引きますと、残りが

319万円ということになります。これが第10区自治会の負担する額ということになってこよう

かと思います。 

  なお、付け加えますと、併せて地域づくり交付金というのも、こちらから一般事業として32
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万円を交付しております。そういったものも併用できる制度設計にしておりますので、それを

活用することによって、自己負担額をさらに減らすことは可能になってくるものと考えており

ます。 

  それから、固定資産税の関係ですけれども、これまでのような集会所の利用の仕方というこ

とであれば、全額免除になるよう条例改正、まだ改正しておりませんので、条例改正をすると

いうことになってくると思いますけれども、ただし、課税はされますから、それで全額免除を

受けるための毎年度申請は当然必要になってくるということでございます。ですから、利用さ

れていて所有として存続しているという形であれば、当然そこまで申請すれば全額免除という

ことになろうかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） ５目14節工事請負費の10区集会所解体工事ですね。隣のプールですが、

旧船迫分校のプールだったのかと思いますが、現在、こちらは防火水槽として活用されており

ます。ですから、今回はあくまでも集会所を解体をいたしまして、そしてあと貸付けという形

に進めてまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、農政課長｡ 

○農政課長（加藤栄一君） 91ページ、五間堀排水機場関係工事についてでございます。 

  いずれも災害防止対策事業による起債によるものです。 

  まず、電気設備更新工事の内容でございます。交流電流を直流電流に変える装置であります

直流電源盤及び蓄電池の更新と、主ポンプのプログラムコントロール盤の更新となります。工

期は４か月間の見込みでございます。 

  それから、外構改修工事につきましては、排水機場への取り込み口先端部分、呑み口水路の

コンクリート構造物の目地に段差や開きが見られ、最悪の場合は転倒も懸念されることから改

修を行うものでございます。３か所の呑み口構造物のうち１か所に水位計設置のために突出し

た形の構造物がございます。その突出した部分の構造物について改修を行うものでございます。

工期は２か月間を見込んでおります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ございますか。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） 13番大坂です。 

  88ページ、第３款民生費の社会福祉総務費18節負担金、補助及び交付金の300万円、被災者

住宅再建支援金、これの詳細説明をお願いします。 

  それから、隣の89ページ、民生費児童福祉総務費10節需用費の修繕料440万円、この内容に
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ついてお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 88ページの被災者住宅再建支援金の詳細説明を申し上げます。 

  今回の被災者住宅再建支援金は、令和３年２月13日、福島県沖を震源とする地震により、そ

の居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法が適用されない

場合に、居住する住宅の再建を支援するため支援金を支給する市町村に対して、宮城県が単独

補助として補助金を交付するものです。 

  今回の地震において、支援金の支給対象となる罹災証明の判定で半壊以上となった世帯は２

件ありました。１件は修繕されたため対象とはなりません。もう１件は、現在解体を行ってお

りますので、今後支援金の支給申請があれば基礎支援金100万円、住宅再建が確認されれば加

算支援金として200万円が支給され、合わせて300万円を支給することになります。 

  なお、町が支出する支援金については、全額県補助金として歳入となりますので、議案書83

ページの歳入で予算計上しております。 

  以上となります。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 89ページの児童福祉総務費の修繕料でございますが、先ほど

も平間奈緒美議員のほうにもお答えしておりますが、こちらにつきましては槻木保育所の給湯

用、暖房用のボイラーの真空式ヒーターの交換修繕ということで440万円を計上させていただ

いております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ございませんか。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10号令和３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。 
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  ただいまから休憩いたします。 

  １時20分再開といたします。 

     午後０時１９分  休 憩 

                                            

     午後１時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第９ 意見書案第１号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 

○議長（髙橋たい子君） 日程第９、意見書案第１号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

を議題といたします。 

  提出者の趣旨説明を求めます。９番平間幸弘君の発言を許します。 

○９番（平間幸弘君） ９番平間幸弘です。 

  ただいま議題となっております意見書案第１号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の

提出について、議案の朗読をもって趣旨説明に代えさせていただきます。 

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書（案） 

  2017年12月に内閣府が実施した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓

制度の導入に賛成と答えた国民の割合は42.5％となり、反対と答えた割合の29.3％を上回りま

した。特に初婚を迎える人が多く含まれる30歳～39歳の区分では、賛成の割合は52.5％にのぼ

ります。 

  また、2018年３月20日の衆議院法務委員会において、夫婦同姓を義務づけている国は、世界

で日本だけであることを法務省が答弁しました。国際連合が「女子に対するあらゆる形態の差

別の撤廃に関する条約」に基づき設置した女子差別撤廃委員会は、民法に含まれる夫婦の氏の

選択などに関する差別的な規定を廃止するよう、2003年以降政府に要請しており、2016年３月

の「日本の第７回及び第８回合同提起報告に関する最終見解」においても、「女性が婚姻前の

姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること」を求めています。 

  1996年２月26日に法制審議会が民法改正を答申してから25年が経過しましたが、未だ選択的

夫婦別姓制度を導入する法改正の見通しは立っていません。最高裁判所は2015年12月16日に、

夫婦同姓規定を合憲とする一方、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべ

き事柄にほかならない」と、制度の見直しを国会に委ねました。 

  しかし、これまでにわたって議論が進んでおらず、2018年には選択的夫婦別姓を求める裁判



９１ 

が複数提起されています。 

  平均初婚年齢が30歳前後の現代においては、婚姻前に個人名で信用・実績・資産を築く人が

増えています。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、法的根拠のな

い旧姓の使用では不利益・混乱が生じる例もあり、それを避けるために結婚を諦める人、事実

婚を選ばざるを得ない人が一定数いることは否定できません。家族の在り方が多様化する今、

最高裁判決の趣旨を踏まえて議論を進め、適切な法的選択肢を用意することが必要です。 

  よって、国会及び政府におかれては、民法を改正し、選択的夫婦別姓制度を法制化すること

を強く求めます。 

記 

  １ 個人の尊重・ジェンダー平等・少子化対策・生産性向上等の観点から、選択的夫婦別姓

の法制化を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和３年６月11日 

                      宮城県柴田町議会 

  提出先 

   衆議院議長   殿 

   参議院議長   殿 

   内閣総理大臣  殿 

   内閣官房長官  殿 

   法務大臣    殿 

  以上です。同僚議員の賛同をよろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 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。まず、原案反対の方の発言を許します。５番

森裕樹君。 

○５番（森 裕樹君） ５番森裕樹です。 

  私は、この意見書に対し反対の立場で討論いたします。 

  平成10年以来、民法の一部を改正する法律案が国会に十数回提出され、選択的夫婦別姓制度
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について議論がなされてきたところですが、いまだ合意には至っておりません。 

  選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情にある2018年2

月発表の内閣府世論調査ですが、賛成・反対の割合は、婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字

（姓）を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと答えた者の割合が29.3％で、賛

成あるいは容認と答えた者は66.9％おりました。 

  その詳細は、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚

姻前の名字を名乗ることができるように法律を改めても構わないと答えた者の割合が42.5％、

夫婦が結婚前の名字を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、

婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改める

ことについては構わないと答えた者の割合が24.4％となっております。 

  さらに、調査内容を確認しますと、一番割合の高かった、夫婦が結婚前の名字を名乗ること

を希望している場合には、夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗ることができるように法律を改

めても構わないと答えた方、つまり先ほどの42.5％の方々に、希望すれば夫婦がそれぞれ婚姻

前の名字を名乗れるように法律が変わった場合、夫婦でそれぞれの結婚前の名字を名乗ること

を希望するかということを聞いたところ、希望すると答えた者の割合が19.8％、希望しないと

答えた者の割合が47.4％、どちらとも言えないと答えた者が32.1％となり、さらに性別で見ま

すと、希望しないと答えた者の割合は女性が多くて、どちらとも言えないと答えた割合は男性

のほうが多く、それぞれ高くなっている調査結果となっております。 

  つまり、法律を改めても構わないと答えた42.5％の方々のうち、希望すると答えた方の割合

が19.8％で、47.4％の方は夫婦別姓は希望しないと回答しております。 

  この調査結果を鑑みますと、国民世論は現段階において賛否はいまだ明確になっておりませ

ん。現行制度の問題点、８点ございましたが、５番目に上げられる問題点について、少子化の

原因の一つと記してありますが、どの程度の影響があるのか、検証も必要だと考えます。 

  また、８番目に記されている声の不利益についても、夫婦別姓であっても子はどちらかの姓

を名乗ることとなります。離婚などにより親権がどちらになるかで、また名乗る姓を改姓する

こととなれば、結局プライバシーの問題は考えられます。子どもに与える精神的影響も避けら

れません。 

  既に選択的夫婦別姓制度を導入したイタリアなど欧州の国々では、結婚率が４割以上も減り、

離婚率が２倍になり、北欧、フランスでは婚外子が５割を超えており、従来の家族制度が崩壊

しているとの報告もあります。このことは、選択的夫婦別姓制度の導入が一因であるとも言わ
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れております。 

  このように、選択的夫婦別姓制度の法制化をするに当たり、国民のしっかりとした理解の下

に社会制度を含めた様々な問題点や環境整備をしっかり整えていく必要があると思います。 

  ついては、民法を改正することは戸籍制度、祖先との関わり方、そして家族の在り方など日

本人の道徳観も鑑み、今後の日本の将来に重大な禍根を残さぬよう、慎重に議論すべきだと考

えます。 

  我が議会においても、この問題について一度も議論されたことがございません。柴田町議会

として出す以上、しっかりと議会運営委員会において議論されたとも思いますが、議員全員で

もってこの制度の導入に当たり賛成・反対双方の意見をしっかりと丁寧な議論を重ねた上で判

断すべきであり、時期尚早だと考えますので、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国

に提出することを求める意見書に対し、反対いたします。 

  よって、同僚議員の賛同を求めます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。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。 

  選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書について、提出賛成の立場から意見を申し上げた

いと思います。 

  今年の５月、自由民主党内に選択性夫婦別姓を巡り推進派、慎重派の議員連盟が発足し、話

題になりました。実はこの制度、1996年に政府の法制審議会が民法改正案要綱に盛り込んだも

のですけれども、反対意見に押され導入を断念されております。先ほど、平間幸弘議員も言っ

ていましたけれども、以来25年間、議論に議論が続いているものでございます。 

  意見書提出の賛成理由、大きく３点申し上げたいと思います。 

  １つ、日本では夫婦同姓が義務づけられておりますけれども、選択的夫婦別姓は、夫婦が望

むなら別々の姓も認めましょうという制度です。背景には、働く女性の増加や男女平等の意識

が高まっていることでございます。世界の先進地においても、男女同権の見地から改正されて

おります。ドイツでも、結婚後共通の姓を決めるべきとされつつも、決定しない場合は自らの

姓を婚姻後も認められております。 

  ２つ目、近年、女性の社会進出が進み、結婚し改姓によりキャリアが中断されるなど、不都

合が生じております。改姓を強いるのは人権尊重の観点から問題があると指摘されていること。 

  ３点目、結婚し、同姓義務づけは法の下の平等と定めた憲法違反との判決も起こされ、2015

年には最高裁判所が合憲の判断を下しておりますけれども、選択的夫婦別姓について国会で議
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論、判断すべきと指摘されております。 

  以上の観点から、意見書を提出し、国会での論戦を期待したいと思います。 

  夫婦別姓に対し世論調査では、賛成・反対と拮抗しておりましたが、最近の調査では、若者

を中心に賛成が増えております。法案を塩漬けしないよう、本町から国会で議論が始まるよう

働きかけたいと思います。 

  同僚議員のご賛同、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ありますか。原案反対の方の討論ありますか。賛成の方の

討論ございますか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。 

  ただいま議題となっております意見書案第１号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の

提出について、賛成の立場から意見を述べます。 

  東京都議会は、６月７日に選択的夫婦別姓制度について国会に議論推進を求める意見書を全

会一致で可決しました。これまで反対していた自民党が賛成に回り、全会一致となったとのこ

とです。 

  国会に意見書を提出した自治体の一覧表を見ると、今年の３月に提出したのは33自治体です。

６月議会でも多くの自治体で可決されると思われます。 

  現在の夫婦同姓制度の問題点は、陳情書にもあるとおり、信用・実績の断絶、名義変更に係

る膨大なコストや時間、アイデンティティーの喪失、両性の不平等、96％の女性が改姓してい

る現実があり、夫婦別姓を求める声は年々高まっています。 

  選択的という言葉がついているのは、別姓を強制するのではなく、本人たちが別姓を選ぶこ

とができるということです。現在、姓を変えることで仕事上不利な立場に立つ女性が少なくあ

りません。一人っ子同士の結婚も増えており、どちらの姓も残したいと考える人もいます。 

  各種アンケートでは、特に若い世代が選択的夫婦別姓制度に賛成しています。また、国連女

性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、３回も夫婦同姓の民法を改正するよう勧告しています。

しかし、政府は応じていません。男女同権であるならば、民法改正は当然のことです。 

  私は、結婚によりどちらか一方が不利を被ることのない社会、結婚しても自分が自分でいら

れる社会を目指しています。 

  以上の理由から、私は選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出に賛成いたします。

同僚議員のご賛同をよろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ございますか。反対の方の発言を許します。２番伊東潤君。 



９５ 

○２番（伊東 潤君） ２番伊東潤です。 

  反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

  この法案を実施すれば、家族の絆は弱まる。家族崩壊、国家の衰退へとなるのです。10年後、

20年後のことを考えていただきたいと思います。夫婦別姓は、夫婦の絆を弱くし、また親と子

の絆も弱くしていく政策なのです。家族の弱体化は、必ず国家の衰退へとつながっていくので

す。 

  近年、同性愛者の結婚や夫婦別姓を認めてほしいという訴えが相次いでいます。2019年２月

には、同姓婚を認めないことは憲法が保障する婚姻の自由や法の下の平等に反するとして、全

国で計13組のカップルが損害賠償を求めて国に提訴しました。 

  2019年３月には、ソフト開発企業サイボウズの青野社長を含む男女４人による、結婚後も旧

姓を使い続ける別姓婚を巡る訴えに、東京地裁から原告側の主張を棄却されました。 

  夫婦別姓を法的に認めれば、日本人が家庭を大事にする意識が薄れてしまうのではないか。

個人の権利を尊重しすぎて、いつでも離婚しやすい社会をつくってしまうという日本全体の家

族や子育てに対する責任感の低下につながってしまうのではないか。個人主義の傾向が強まっ

ている現代の日本人は、個人の権利を拡大する方向に進んでいるが、それを国全体に広げたと

きのリスクについても多角的に考えなければならない。 

  自由民主主義社会において、少数派の意見を尊重することは大切です。しかし、それが法律

や憲法に反映され、国全体を動かすときには、より広い視点を持つことも必要ではありません

か。 

  以上のことで、反対の意見を述べさせていただきます。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ありますか。賛成の方の発言を許します。６番加藤滋君。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。 

  選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論いたします。 

  夫婦が必ず同じ氏を名乗ることとしている現在の夫婦同氏制度の下では、夫婦の一方は、結

婚のときに必ず氏を変えなければならないことになります。ところが、結婚のときに夫婦の一

方が必ず氏を変えなければならないことによって、代々受け継がれてきた氏を大切にしたいと

いう感情を持つ人が増えていることから、一人っ子同士の結婚のような場合に、氏を変えるこ

とが事実上結婚の障害となったり、結婚に際して氏を変えることによって本人の同一性が確認

できなくなり、職業生活上不利益を被るといった事態などが生じていることもあります。 

  そのため、夫婦の双方が氏を変えることなく結婚することができるようにする選択的夫婦別
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姓制度の導入を希望する人たちもおります。 

  夫婦が同じ氏を名乗るという慣行が定着したのは、明治時代からだと言われています。明治

31年に施行された戦前の民法では、戸主と家族は家の氏を名乗ることとされた結果、夫婦は同

じ氏を称するという制度が採用されました。明治時代より前は、そもそも庶民には氏を名乗る

ことは許されていませんでした。第二次世界大戦後の昭和22年に施行された民法では、夫婦は

婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとされました。これが現在の制度で

す。 

  昨日、自民党の選択的夫婦別姓の導入を目指す議員連盟は、実現のための法改正が必要など

とする中間取りまとめ案を了承したとの報道がありました。制度の導入に慎重な議員が、夫婦

別姓は家族の絆を壊すと主張していることに対しては、事実婚や国際結婚について触れた上で、

親子の氏が異なる家族は多数存在するが、家族の絆は変わらないと反論しています。 

  また、東京都議会では、６月７日の本会議で選択的夫婦別姓制度の国会審議推進に関する意

見書を全会一致で可決したとあります。さらに全国的に見ますと、全国の地方議会では211件

の賛成が見られます。 

  このような状況を鑑み、この問題について社会に開かれた形で議論を進めていく必要がある

として、この意見書の提出に賛成するものであります。 

  同僚議員の賛同をお願いいたします。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ございますか。原案反対の方の発言を許します。７番安藤

義憲君。 

○７番（安藤義憲君） ７番安藤でございます。 

  選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に対しまして、反対の立場から意見を述べさせて

いただきます。 

  日本は古来、夫婦一心同体という言葉でありますように、常に表裏一体の下にある家族制度

で運営され、現在に至っているところでございます。 

  ここにうたわれている個人の尊重、ジェンダー平等とか少子化対策、生産性向上等の観点と

いうのは、この別姓制度を導入することによって解決される問題でもないと思います。それぞ

れの夫婦の家族の絆を十分に勘案していくと、それぞれの家庭の１つにまとまった姿が見えて

くると思います。 

  そういうふうな観点から言いまして、この夫婦別姓というものに関しましては、社会的には

通称として結婚前の氏、姓を名乗ることもまた認めているところでございます。そういうふう
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なところを勘案していけば、この別姓に関しましては、私はあえてこの意見書を出す必要はな

いのではないかというふうに思い、反対の立場からお話しさせていただきます。 

  同僚議員、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論ございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかに討論がないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第１号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の採決を行います。 

  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） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  なお、この件の提出先が衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣

となっていますので、議長名をもって文書で提出いたします。 

                                            

     日程第１０ 陳情第１号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出する 

                 ことを求める陳情 

○議長（髙橋たい子君） 日程第10、陳情に入ります。 

  ６月会議において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付の陳情文書表にある陳情第１

号のみです。 

  この陳情第１号については、さきの日程にて意見書案第１号として提出され、可決されてお

りますので、ここでは報告のみの取扱いといたします。 

                                            

○議長（髙橋たい子君） 常任委員会の休会中の活動予定の件について連絡いたします。 

  ６月会議後の委員会活動予定については、お手元に配付いたしました内容ですので、ご承知

願います。 

  これで６月会議に付された事件は全て終了いたしました。 

  これで本日の会議を閉じますが、休会前に町長から挨拶の申出がありますので、これを許し

ます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 議長にお許しをいただきましたので、令和３年度柴田町議会６月会議を

閉じるに当たりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げさせていただきます。 

  今回の会議につきましても、新型コロナウイルス感染症対策のために、できるだけ審議時間
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を短縮し、換気などに十分配慮した中での議会運営につきまして、改めて議員各位のご協力に

深く感謝申し上げます。 

  このような中、６人の新議員の皆様を迎えて、丁々発止の議論を期待し、身構えていたとこ

ろでございますが、残念ながら９月への持ち越しとなってしまいました。改めて９月議会で議

論を戦わせていただきたいと思っております。 

  今回の会議では、令和２年度一般会計及び特別会計補正予算、各種繰越明許費繰越計算書な

ど７件の報告、並びに提案いたしました条例改正５件、財産の取得１件、令和３年度一般会計

補正予算１件の計７件全ての議案につきまして、原案のとおり可決いただきましたこと、改め

て御礼申し上げます。 

  特に、新型コロナウイルス予防接種事業や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金事業などに係る補正につきましてもお認めいただきましたので、早急に対応してまいりま

す。 

  まずは、65歳以上の高齢者の方々が７月末までワクチン接種が受けられるよう、既に65歳以

上の高齢者に接種券を6,150人分発送しております。今後随時返信用はがきで接種の意向を確

認し、町から接種日にち、場所を指定し、接種を急いでまいります。また、飲食店経営者等の

方々が、今後とも事業継続が可能となるよう支援をしてまいります。 

  また、一般質問につきましては、新議員の皆様をはじめ16人から27問、99項目の提案をいた

だきました。これらにつきましては真摯に受け止め、できるところから随時取り組んでまいり

ます。 

  また、今回は私になって初めて動議が出されたり、選択性夫婦別姓問題に熱い討論がなされ

るなど、新人議員の皆様にとっても活発な柴田町議会を体験していただいたのかなというふう

に思います。これが柴田町の議会ですので、これからもよろしくお願いします。 

  最後に、令和３年度もおかげさまで順調に進んでおりますので、今後さらなる議員各位のご

理解とご支援、ご協力をお願い申し上げまして、休会に当たり御礼の挨拶とさせていただきま

す。 

  大変ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これをもって令和３年度柴田町議会６月会議を閉じます。 

  大変ご苦労さまでした。 

     午後１時５３分  休 会 

                                            



９９ 

  上記会議の経過は、事務局長大川原真一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３年６月１１日 
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