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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順①【質 問 者 １１番 吉田 和夫 議員】      （健康推進課） 

質問事項 １．７月末までに高齢者が新型コロナワクチン接種を受けるこ

とができる体制を について 
 

１）７月までに終える接種体制の見直しは。 

２）多くの市町村で集団接種と医療機関での個別接種を行っているが、  

本町でも個別接種ができないか。 

３）これからも続くので予約がとりやすい対策はできないか。（新潟県上越

市及び宮城県登米市のはがき通知、相馬市の集団接種会場の順番を決め

る抽選のくじ引きなど） 

４）独り暮らしの高齢者に対し予約のサポートができないか。例えば、  

兵庫県神戸市では学生およそ１００人が、埼玉県新座市では職員が予約

をサポートしている。 

５）みやぎ県南中核病院の医師、看護師の派遣調整を利用し、早く進めら

れないか。 

６）歯科医師の活用も報道されているが、活用はできるのか。 

７）安心していただくために、必ずワクチン接種ができることを対象者に

知らせるべきでは。 

８）ワクチンの有効利用のため、接種をキャンセルしたときの接種方法は。

（大河原町では、キャンセル待ちバンク申込み） 

９）ＪＲ仙台駅東口のビルに設置された大規模接種会場では、順次県内の

市町村の高齢者も対象としているが、本町としての対応は。 

(答 弁) 

大綱１問目「７月末までに高齢者が新型コロナワクチン接種を受けるこ

とができる体制を」について、お答えいたします。 

１点目「７月までに終える接種体制の見直しは。」、２点目「本町でも  
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個別接種できないか。」については一括してお答えいたします。 

６５歳以上の高齢者が７月末までワクチン接種が終わるよう、 

 （１）集団接種の体制強化 

   ①一日当たりのワクチン接種者を８０人から１２０人に拡大します。 

   ②日曜日・祝祭日におけるワクチン接種を実施します。 

 （２）個別接種の実施 

   ①６月中旬以降、１２の医療機関で個別接種を開始する予定です。 

 

３点目「予約が取りやすい対策はできないか。」、４点目「独り暮らしの

高齢者に対し予約のサポートができないか。」については一括してお答え

いたします。 

ワクチン接種の予約方式については、６月１日より、従来の「柴田町新型

コロナワクチン予約・相談センター」での電話またはオンラインによる予約

受け付け方式から、登米市や角田市と同じように、はがきによる事前の意向

確認後、町からのワクチン接種日、場所を指定する方式に変更しました。 

 

５点目「みやぎ県南中核病院の医師、看護師の派遣調整を利用し、早く

進められないか。」についてですが、 

みやぎ県南中核病院から、土曜日午前と日曜日・祝祭日に医師２名を

派遣していただくことで合意しています。 

 

６点目「歯科医師の活用。」についてですが、 

ワクチン接種を行う看護師（潜在看護師含む）は充足していますので、

歯科医師の活用は、現在、考えておりません。 

 

７点目「必ずワクチン接種ができることを対象者に知らせるべきでは。」

についてですが、 

ワクチン接種希望者全員が必ずワクチン接種ができることは、すでに 
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広報しています。 

 

８点目「キャンセルした時の接種方法は。」についてですが、 

キャンセル等でワクチンが余る場合は、ワクチン接種会場を担う医療 

従事者、保健師、一般担当者順でワクチン接種を行う計画としています。 

現在のところ、キャンセル待ちバンクを設定することは考えておりません。 

 

９点目「仙台駅東口のビルに設置された大規模接種会場への本町として

の対応は。」についてですが、 

６５歳以上７４歳以下の高齢者への意向調査では、仙台の大規模接種 

会場での接種を希望するかについても確認していきます。 

また、６５歳以上の高齢者へのワクチン接種が７月末までに終了するよう

体制づくりに努めております。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順①【質 問 者 １１番 吉田 和夫 議員】        （総務課） 

質問事項 ２．５月に避難情報が変更になった。町民への周知は について 

１) 改正された避難情報の住民への周知は。 

２）ハザードマップに、改正後の避難情報の差し込みはできないか。 

３）防災ラジオはどこまで設置されたか。 

４）防災ラジオ説明会に参加できなかった方に対する対策は。 

(答 弁) 

大綱２問目「５月に避難情報が変更になった。町民への周知は」につい

てお答えします。 

１点目「改正された避難情報の住民への周知は。」、２点目「ハザード  

マップに、改正後の避難情報の差し込みはできないか。」については一括

してお答えします。 

議員ご指摘のとおり、令和３年５月２０日に「災害対策基本法の一部を

改正する法律」が施行され、災害時に市町村長が発令する「避難勧告」と

「避難指示（緊急）」が「避難指示」に一本化されました。 

この新たな「避難情報」の住民への周知については、町のホームページ

に掲載するとともに、「広報しばた７月号」にも掲載を予定しています。 

また、周知用のチラシを作成し、令和３年５月末に全戸配布いたしました

ので、このチラシを防災マップの関連するページに添付していただくような

活用も可能です。 

 いずれにいたしましても、出前講座や地区防災訓練などあらゆる機会を

活用し周知して参ります。 

 

３点目「防災ラジオはどこまで設置されたか。」、４点目「防災ラジオ  

説明会に参加できなかった方に対する対策は。」については一括してお答
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えします。 

 令和３年４月中旬に、各行政区３４か所の会場で防災ラジオの説明会を

実施しました。貸与申請者には、４月の説明会に参加できなかった場合、

５月に役場に来ていただいて受け取ってもらうか、６月に役場から直接 

伺い、お渡しするという案内をしております。 

 貸与状況としては５月２４日現在、申請者３９２人のうち２９４人へ 

貸与済みですが、今後、受け取られていない残り９８人の方々には、区長

や民生委員の協力をいただきながら、直接訪問して貸与を進めていく予定

です。 

 なお、社会福祉施設や優先避難所など３２か所には設置を完了しており

ます。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順②【質 問 者 １７番 平間 奈緒美 議員】       （総務課） 

質問事項 １． 町長発信でコロナ差別撲滅を について 

１）新型コロナウイルスに関する差別の根絶に向けて、本町としての取り

組みはどうなっていますか。 

(答 弁) 

大綱１問目「町長発信でコロナ差別撲滅を」についてお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症に対して、確かに一部の心ない人々による

感染者やその家族・医療関係者などに対する偏見や差別が社会問題化して

おり、これは非常に重大な人権問題です。 

町の新型コロナウイルス感染症陽性者の状況ですが、５月３１日現在、

１０歳未満の未就学児が２人、１０代の学生が９人、２０代以上が７８人で、

合計８９人となっております。町内での感染者への差別やいじめについての

情報は、現在のところ入ってきてはおりません。 

国では、新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正（令和３年

２月１３日施行）し、偏見や差別を防止する規定を定めました。 

宮城県では、行政、医療、福祉、経済、学校関係などの２８団体の賛同

のもとに、令和３年１月１３日に「ストップ！コロナ差別」共同宣言を行い、

偏見や差別の防止に向けて進めております。 

町でも、偏見や差別を生み出さないよう、町民のみなさんに新型コロナ

ウイルス感染症の正しい知識を提供するため、令和２年１月３１日から令和

３年３月２５日までの間に「新型コロナウイルス感染症の対応について  

（第１～１０版）」のチラシを全戸配布いたしました。 

また、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合には、町ホームページ

で陽性者の発生状況だけでなく、同時に「新型コロナウイルス感染症

(COVID-１９)患者等に対する誹謗中傷等について」の標題のある県ホーム
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ページにリンクできるよう設定しています。 

さらに、学校の保健だよりなどや保育所などの連絡メールで、児童生徒は

もちろん保護者のみなさんにも「コロナの不安を差別につなげないように」

と周知しているところであります。 

コロナ差別の撲滅のため、地域や職場、学校などにおいて、お互いに

支えあい思いやりの心をもった町づくりを進めていけるよう事あるごとに、

チラシ・広報・ホームページなどから発信していきたいと思います。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順②【質 問 者 １７番 平間 奈緒美 議員】 

 （まちづくり政策課、教育総務課） 

質問事項 ２．自転車を取り巻く環境整備を について 

１）自転車安全利用条例の啓発周知方法は。 

２）自転車利用者に対する交通ルール遵守とマナー向上の必要性を理解し

ていただくための対策は。 

３）自転車の安全対策で、小中学生、高齢者や社会人への自転車交通安全

教室をどのように行っているのか。 

４）自転車損害賠償保険などへの加入義務も盛り込まれているが、中学生

の自転車通学者への加入実態調査は。 

５）第１０次柴田町交通安全計画の５年間の評価は。また、次期計画にど

うつなげていくのか。 

(答 弁) 

大綱２問目「自転車を取り巻く環境整備を」についてお答えします。 

１点目「自転車安全利用条例の啓発周知方法は。」についてですが、 

本年４月１日から宮城県では、自転車の安全な利用の促進を図るために、

自転車安全利用条例が施行されました。本条例の主なポイントは「道路  

交通法の遵守」、「他人に迷惑を及ぼさない」、「歩行者への安全配慮」、  

「ヘルメットの着用」、「自転車の定期点検と必要な整備」など、自転車  

利用者の責務が明確化されました。また、自転車損害賠償保険等への加入

が義務化されました。 

町での周知はお知らせ版４月１日号に「自転車安全利用条例がはじまり

ました」と条例の施行と要点について掲載しました。 

また、県で発行したチラシを町施設各所に配置し、小中学校にもチラシ

のデータをＰＤＦ形式で送付し、活用いただきました。 
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さらに、広報しばた６月号で「自転車を安全に利用するために～守って

いますか？ルールとマナー～」という特集記事を４ページ掲載しました。 

内容は、県内及び町内における近年の自転車事故の発生状況、自転車

事故の多く発生する場所や時間帯などの統計と分析状況、自転車を安全に

利用するための基本ルール（自転車安全利用五則）、交通安全について現場

で取り組んでいる大河原警察署や交通指導隊からの記事を掲載しています。 

 

２点目「交通ルール遵守とマナー向上の必要性を理解していただくための

対策は。」についてですが、 

広報しばた６月号の特集記事にも掲載しましたが、令和２年における

県内での自転車に関連する交通事故は６６４件、うち町内で発生した件数

は１４件でした。近年、町内で自転車事故の死傷者はいませんが、負傷者

は平成２８年度で２６人、２９年は１２人、３０年は９人、令和元年は

２０人、２年は１４人となっています。県内の自転車事故の死傷者のうち、

４１．４％に何らかの交通ルール違反が認められています。 

最も多い違反は、動静不注視（危険はないと判断して、相手の動静の注視

を怠ること）、次いで安全不確認（十分な安全確認を怠ること）でした。 

現在、広報しばたやお知らせ版、メール・ＬＩＮＥ配信など各種情報

発信や小学校の登校時間に交通指導隊による交通指導及び各小学校で開催

する交通安全教室などで、交通ルールの遵守とマナー向上についての対策

を講じていますが、自転車事故を減らしていくため、今後も出前講座での

自転車交通安全教室や自転車利用の多い学生などを中心にした講習会の開催

などを検討していきます。 

 

３点目「自転車の安全対策で、小中学生、高齢者や社会人への自転車交

通安全教室をどのように行っているのか。」についてですが、 

町内の小中学校では、毎年４月に交通安全教室を実施しており、その中で

自転車の交通ルールやヘルメット着用の必要性について指導を行っています。      
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例えば、小学校では、スクールガードリーダーや交通指導隊が道路の

歩き方や自転車の乗り方など、児童に体験してもらいながら指導を行って

います。中学校では、１年生全生徒と自転車で通学する生徒を対象に自転車

の交通ルールやヘルメットの着用の必要性等について指導しています。 

高齢者については出前講座で交通安全教室があり、併せて自転車利用の

指導も行っています。その他、社会人の方については各会社や事業所に  

おいて研修会等を行っていただいております。 

 

４点目「中学生の自転車通学者への自転車損害賠償保険への加入実態

は。」についてですが、 

令和３年４月１日の宮城県の「自転車安全利用条例」の施行に伴い、

保険加入の義務や加入の案内等については、保護者あてにチラシ等の配布

を行っております。自転車損害賠償保険への加入実態調査につきましては、

夏季休業前に実施する予定です。保険の加入については、今後も引き続き、

自転車の安全利用に係る啓発用チラシ等を学校から保護者へお知らせする

際など、折に触れ繰り返し、声がけしてまいります。 

 

５点目「第１０次柴田町交通安全計画の５年間の評価は。また、次期  

計画にどうつなげていくのか。」についてですが、 

第１０次柴田町交通安全計画は、平成２８年から令和２年までの５年間

の計画で、目標として交通事故等による年間死者数が０人、年間事故発生

件数は１３０件以下と設定していました。結果は、年間死者数は、残念な

がら令和元年度と２年度に発生し、２人の方が亡くなられました。 

年間事故発生件数については、平成２８年と２９年は目標を達成できま

せんでしたが、３０年から令和２年は目標を達成できました。 

重点的に取り組む施策として、１つ目は、高齢者事故防止策について、

仙南自動車学院と連携し、参加体験型交通安全教室を実施しました。また、

運転免許証自主返納制度や運転経歴証明書制度の周知、高齢運転者標識  
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（高齢者マーク）の着用を交通安全教室等で促すなどの広報啓発活動、  

高齢運転者講習の開催のほか、高齢者をはじめとする交通弱者のための 

デマンド型乗合タクシーの運行も行いました。今年度より、運転技能向上

を図り、運転寿命を延ばすとともに、現在の身体機能や判断力、認知力など

の状況を知る運転技能向上トレーニング機器を活用します。 

２つ目は、歩行者・自転車の交通事故防止策について、小中学校、高校

及び高齢者を対象に交通安全教室や出前講座を実施しました。また、各種

キャンペーン等で交通ルールの啓発を行いながら反射材を配布し、夜間の

着用を促進しました。 

３つ目として、自転車利用のマナー向上の推進策で、走行時の注意事項

やヘルメットの着用促進など、小中学生・高校生については交通安全教室

を実施、大学は入学時に自転車登録を促し、随時チラシ・ポスター等で  

啓発しました。啓発活動については、大河原警察署や関係機関、団体と  

連携しながら、春と秋の交通安全運動期間を中心に実施しました。 

４つ目、道路交通環境の整備について、地域住民や道路利用者の主体的

な参加のもと、町、大河原警察署と大河原土木事務所等が通学路の合同点検

を行い、緊急を要する事案について交通安全施設の整備等を行いました。    

また、町職員や交通指導隊からの情報、町民や地区からの要望、警察等

の意見を踏まえて整備に努めました。 

第１１次柴田町交通安全計画は、第１０次計画で実施及び達成できな

かったものを踏まえ、少しでも交通事故を減らせるように策定します。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順③【質 問 者 ３番 吉田 清 議員】        （総務課） 

質問事項 １．コロナ禍における避難所運営の在り方は について 

１) 避難所としてホテル等の活用について現状はどうなっているか。また 

 ホテル等には高齢者の受け入れや、障がい者、妊婦、基礎疾患のある方

など受け入れる事が可能か。 

(答 弁) 

大綱１問目「コロナ禍における避難所運営の在り方は」についてお答え

します。 

現在、コロナ禍であることから、避難所の過密状態を避け、人と人との

距離を確保するため、町の優先避難所として開設する避難所について、  

通常６か所のところを３か所追加して９か所としております。 

避難所としてのホテル等の活用についてですが、昨年度ホテル原田と 

協議をいたしまして、前向きな回答をいただきました。しかし、実際に開設

するとなると、ホテルに避難していただく方をどのようにして選定するかが

非常に難しいことから、現状では、ホテルを避難所として開設するところまで

に至っておりません。 

 そうした中、宮城県とホテル旅館組合が令和３年２月１６日に、災害時

被災者の避難所として宿泊施設を活用する協定を締結しました。この協定

の対象は県内２５１施設、合計１万５４７３室となっており、仙南では  

３２施設となっています。県では、災害救助法が適用となった市町村に

おいて、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦の避難先として想定しており、

災害時には、県と調整しながら活用をしてまいりたいと思います。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順③【質 問 者 ３番 吉田 清 議員】        （総務課） 

質問事項 ２．「分散避難の考え方は」 について 

１) 「分散避難」が長引いた場合、避難先が多岐にわたるため、災害物資 

 の届け先などの把握について検討が必要ではないか。 

(答 弁) 

大綱２問目「分散避難の考え方は」についてお答えします。 

議員ご指摘のとおり、災害時に避難所だけが避難する場所ではなく、

安全な親戚や知人の家や宿泊施設、場合によっては自宅の２階など、事前

に住まいの状況などから避難先を確認しておくことが重要です。 

 「分散避難」が長引いたときの物資の届け先ということですが、町で

個人の避難先を把握し、一人一人に支援物資を届けることは困難です。  

支援物資等の供給については、開設している避難所や公共施設を通じて実施

していきたいと考えています。その際、状況によっては、ボランティアや

自衛隊の支援を受けていきたいと思います。 

 いずれにしましても、防災対策の基本は、自助・共助・公助であり、

自助はもとより共助が防災の要です。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順④【質 問 者 １番 石森 靖明 議員】      （教育総務課） 

質問事項 １．コロナ禍における小中学生の「学び」の状況は について 

１）町内小中学生の学力や体力について、コロナ禍前後での変化の状況と

今後の対策は。 

２）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により購入した 

備品の活用状況と教育効果は。 

３）教員が参加するＧＩＧＡスクール構想推進に係る研修会などの実施 

状況とその成果は。 

４）町内各小中学校の授業や運動会などの学校行事の実施方法などについ

て、本町として新型コロナウイルス感染症の感染防止策が網羅されてい

る統一的なガイドラインなどは策定しているか。 

５）新型コロナウイルスへの感染を心配する児童生徒・保護者への対応 

状況は。 

(答 弁) 

大綱１問目「コロナ禍における小中学生の「学び」の状況は」について

お答えします。 

１点目「町内各小中学生の学力や体力について、コロナ禍前後での変化

の状況と今後の対策は。」についてですが、 

 令和元年度から、柴田町では小中学生の学習の定着状況と課題を把握する

ことを目的とした町独自の学力調査を実施しております。また、令和２年度

は、児童生徒の学力向上や教職員の指導力向上に取り組むため、新たに、

教育専門員を任用しました。その結果、新型コロナウイルス感染症拡大に

よる長期の臨時休校期間があったにもかかわらず、学力調査の結果は全国

平均と同程度ではありましたが、前年度と比較し向上しております。 

また、体力・運動能力については、毎年度、宮城県教育委員会から実施
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依頼のある「宮城県小・中・高等学校児童生徒体力・運動能力調査」の   

結果、令和２年度は、実施可能な学校のみの限定的な調査ではありましたが、

シャトルランなどにおいて、長期の臨時休校が影響としたと思われる体力等

の低下がみられます。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じて、２年ぶりに運動会

を開催いたしました。子どもたちが運動を楽しみ、体力づくりに取組むこと

ができるよう、仙台大学の協力を得て、町内、６小学校の児童が力を合わ

せて創作した柴田町独自の準備体操「元気いっぱい🌸しばたいそう」を

運動会でお披露目しました。 

 

２点目「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により購入

した備品の活用状況と教育効果は。」についてですが、 

柴田町では、令和２年度に文部科学省が打ち出した、災害や感染症の

発生等による学校の臨時休校等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により

全ての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現する「ＧＩＧＡスク

ール構想」のため、公立学校情報機器整備費補助金と新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金等を以下のように活用しました。 

① 校舎、体育館、武道場にインターネットの環境を整備する、ＬＡＮ  

整備工事。 

② 児童・生徒及び教職員一人一台のコンピュータ３，０８０台購入。 

③ 児童生徒が家庭や校外活動時等においてもコンピュータが活用できる

ためのモバイルルーターを５００台購入。 

④ ＷＥＢカメラや３Ｄプリンタを各学校に１台ずつ購入。 

⑤ 飛沫飛散防止のためのアクリルパーテーションの購入。 

併せて、教職員のＩＣＴスキルの向上を図ることを目的にコンピュータや

ＩＣＴ機器の利活用に関する研修会を実施しております。 

令和３年度になって約２か月が経過しましたが、各学校では学校間の情報
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交換を密にしながらコンピュータを活用した授業を展開しております。

実際に、授業を参観しましたが、児童・生徒は、新たな学びのスタイルに

興味を持ち、積極的に授業に取り組んでいる様子が伺えました。一部の学校

では、休んだ児童も授業に参加できるリモート授業の実践に取り組んでく

れました。コンピュータを活用した授業はスタートしたばかりです。先生方

も子どもたちも戸惑いや不安を抱えながらのスタートとなりますが、学校長

を中心に学校間の情報交換を密にし、学校と教育委員会が連携しながら、

ＩＣＴの活用を推進して参りたいと考えております。 

 

３点目「教員が参加するＧＩＧＡスクール構想推進に係る研修会などの

実施状況とその成果は。」についてですが、 

 令和２年度は、教職員が導入したコンピュータの使い方を知ること、

ＩＣＴスキルの向上を図ることを目的に、３段階で研修を行いました。

第１段階は、プログラミング教育の第一人者である宮城教育大学の教授を

講師として行ったオンライン研修会です。宮城教育大学教授の研究室と

町内９校の職員室をインターネットで結び、テレビ画面を通してお話を

伺ったり、質疑応答を行ったりしました。講師の方と先生方がそれぞれの

仕事の場所に居ながらにして交流することができた体験は、先生方の働き方

改革の推進やコンピュータを活用した新たな授業づくりに挑戦する勇気づけ

となる機会になったと感じております。第２段階は、コンピュータ技術者

を講師として行ったオンライン研修です。事業所と学校をインターネット

で結び、導入されるコンピュータを用いて、操作や活用方法について学ぶ

機会としました。先生方が操作方法の疑問解決で停滞しないように、コン

ピュータ技術者を３名程度職員室に配置し先生方をサポートしていただき

ましたが、技術者のサポートに頼る姿よりも、若い先生方と年配の先生方

が学び合う姿が印象的でした。職員同士が互いに助け合って、コンピュータ

を活用した授業づくりに挑戦してくれると実感しました。第３段階は、町内
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９校のＩＣＴ担当者で行ったオンライン研修会です。毎週２回程度、インター

ネットを活用して、自分の学校に居ながらにして、各担当者が持ち回りで実践

事例について学び合う機会としました。先生方が勤務校に居ながらにして

お互いに学び合い、操作研修からオンライン授業の組手立て方や進め方、

また、電子黒板やＷＥＢカメラ、書画カメラ、プログラミング教材など情報

機器の活用に挑戦してくれるものと思っております。 

また、職員会議をペーパーレスで行う学校や子どもたちの欠席の連絡を

保護者の携帯電話で集約する学校も出てきております。 

今後も引き続き、教職員間や学校間での情報の共有化を図り、教職員の

スキルアップ向上を図って参ります。 

 

 ４点目「町内各小中学校の授業や運動会などの学校行事の実施方法など

について、本町として新型コロナウイルス感染症の感染防止策が網羅され

ている統一的なガイドラインなどは策定しているか。」についてですが、 

 町内小中学校では、文部科学省や県教育委員会から毎週のように発出

される通知に基づき感染拡大防止対策を実施しております。特に、「学校

における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を参酌し、

町教育委員会と各小中学校が連携を密にして、在籍する児童生徒数や校舎

の形態、地域の特色等を考慮した具体的な感染防止マニュアルを策定し、

感染症拡大防止対策に取り組んでいただいておりますので、町として、

統一的なガイドラインは策定しておりません。 

 

 ５点目「新型コロナウイルスへの感染を心配する児童生徒・保護者への

対応状況は。」についてですが、 

 町内の学校では、手指消毒・うがい・手洗い・マスクの着用、教室の常時

換気、ソーシャルディスタンスの確保等、「基本的な感染症予防対策を徹底

すること」が、感染予防に最も効果があることを繰り返し説明し、保護者
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の協力をいただきながら、学校全体で取り組みを継続し、感染を心配する

児童生徒・保護者の方々からの相談に対して、組織的に、丁寧に対応して

いただいております。 

 また、保護者の皆様には、児童生徒本人や家族に発熱等の症状がある

場合は、学校へ連絡していただくことや医療機関を受診していただくこと

とともに、３密を避け不要不急の外出を控えること、地域で友だちと遊ぶ

ときにもマスクを着用することなど、これからも引き続き家族全員で感染

予防に取組んでいただくよう、定期的に学校からの通知文等により、協力

をお願いして参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順④【質 問 者 １番 石森 靖明 議員】 

（まちづくり政策課、町民環境課） 

質問事項 ２．町内会の活性化に向けた取組みの強化を について 

１）本町においても「町内会への加入促進に関する協定」を関係団体や  

関係会社などと締結し、町内会への加入促進に力を入れる考えはないか。 

２）町内会への加入を促すチラシを作成し、転入・転居の手続きの際に  

配布してはどうか。 

３）第６次柴田町総合計画にも盛り込まれている「地域リーダー」の育成

の状況や、町内会（行政区）における活動状況はどうか。 

(答 弁) 

大綱２問目「町内会の活性化に向けた取組みの強化を」についてお答え

します。 

１点目「本町においても「町内会への加入促進に関する協定」を関係団

体や関係会社などと締結し、町内会への加入促進に力を入れる考えはない

か。」についてですが、 

「仙台市における町内会等への加入促進に関する協定」は、不動産関連

団体３団体及び仙台市連合町内会長会並びに仙台市が連携して、新たに

仙台市に転入された方や市内で転居した方に対し、町内会への加入促進の

強化を図ろうとする取り組みです。主な内容は、「団体会員への本協定の

目的周知」、「物件売買・賃貸契約時の促進チラシの配布」、「町内会に関する

相談の市への取次ぎ」、「その他町内会加入促進に関する取組み」となって

います。 

さて、本町の町内会や自治会等における加入状況につきましては、正確

な加入率を把握しておりませんが、学生（単身）入居者が多い地区におい

ては、地区への関心度や加入、会費の支払いなどの課題があり、加入状況
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は思わしくないと伺っております。 

今後、各自治会等で作成している地域計画の更新の際に、区長やその住民

に対し、地域づくりについてのアンケート調査を実施し、地域の現状や

課題を詳細に把握する予定としております。 

自治会等への加入状況についても調査項目に盛り込み、アンケート調査

の結果を踏まえ、その対応策について検討して参ります。 

 

２点目「町内会加入促進チラシを作成し、転入・転居の手続きの際に配

布してはどうか。」についてですが、 

転入・転居の手続きで来庁された方については、役場内での公的な手続き

案内一覧をお渡しし、各課を案内しております。 

また、転入の方については、生活上必要な、防災マップ、ごみの分け方

出し方の冊子、ごみの出し方カレンダーも併せて配付しております。 

新たに町内会加入促進チラシの配布をすることについては、今後自治会長

等と相談しながら、検討していきます。 

 

３点目「第６次柴田町総合計画にも盛り込まれている「地域リーダー」

の育成の状況や、町内会（行政区）における活動状況はどうか。」につい

てですが、 

第６次柴田町総合計画の基本目標の中で、地域コミュニティ活動を支援

するため、まちづくり推進センター（“ゆる．ぷら”）を拠点に、様々なまち

づくりの担い手を結び付け、地域課題の解決を図る取り組みを行ってきま

した。 

現在、中間支援機関として機動的に活動できるよう、ＮＰＯ法人に業務

委託をしております。現在コロナ禍により、活動が難しい状況にありま

すが、ギャラリースペース、多目的ホールを活用し、まちづくり活動団体

の活動支援や情報提供、相談事業を行っています。 

一方、地域運営組織への支援や地域リーダーの発掘・育成に関しまし
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ては、行政区長や地域住民から個別に相談に対応したケースはありまし

たが、自治会等へ訪問し、その地域の課題について一緒に解決を図って

いく活動は、残念ながらコロナ禍により実施できませんでした。 

なお、自治会等において地域リーダーとなる「会長や役員のなり手がい

ない、高齢化している」ことなどは、全国的な課題となっており、今すぐの

解決は難しい状況となっております。 

まずは、今年度に自治会等に対しアンケート調査を実施し、地域の実情

把握に努め、その結果を踏まえ、地域リーダーの育成や地域の特色を生か

せるような支援策を検討して参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順④【質 問 者 １番 石森 靖明 議員】 

（教育総務課・子ども家庭課・都市建設課・スポーツ振興課・生涯学習課・財政課） 

質問事項 ３．施設・設備の安全点検の実施状況は について 

１）点検の結果、防球ネットのほか、施設、設備に危険性が認められるも

のは確認されているか 

２）設置者不明の施設や設備はあるのか 

３）学校や公共施設内にあるすべての設備等について、その設置年などの

情報は把握できているのか 

(答 弁) 

大綱３問目「施設・設備の安全点検の実施状況は」についてお答えします。 

１点目「点検の結果、防球ネットのほか、施設、設備に危険性が認めら

れるものは確認されているか。」、２点目「設置者不明の施設や設備はある

のか。」については一括で回答いたします。 

 ４月２７日の白石市内の小学校の事故を受け、本町においても各学校や

第一幼稚園、公園、スポーツ施設、生涯学習施設などに設置されている

遊具や防球ネットのほか、東屋、国旗掲揚ポールなど遊具以外の施設に

ついて緊急点検を実施いたしました。 

 いずれの施設においても、早急に改善が必要な施設はありませんでしたが、

学校施設において、現在設置されている、ヒューム管のトンネルやふじ棚

の木製支柱のある学校については、予防保全の観点から、児童・生徒の安全

を第一に考え、必要な安全対策を講じて参ります。 

 次に、定期的な安全点検についてですが、学校及び第一幼稚園の施設に

つきましては、屋外の遊具はジャングルジムや鉄棒等、３７０か所、サッカー

ゴール等の体育施設が１１３か所、屋内の遊具についてはバスケットゴール

等４２か所あります。毎年、年に１回、有資格者による点検を実施しており、
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今年度の点検につきましては、６月中に実施する予定です。また、月に１回、

予め分担された担当教諭等が遊具などの安全を確認し、状況について校長に

文書で報告しております。その他、学校敷地内の樹木の剪定なども行って

おります。 

公園につきましては、町内の都市公園は７２公園あり、このうち遊具設置

公園数６０公園で遊具２９６基について、毎年、年１回、有資格者による

点検を実施しています。東屋など遊具以外の施設については、年に２回の

職員による巡視点検を行っており、この点検結果に基づき、危険性が高い

遊具等は使用禁止などの措置を行っております。現在は古河公園など４公園、

４基の遊具の使用を禁止としております。なお、この４基については、

今年度中に遊具更新を行ってまいります。 

保育所及び児童館に設置されている遊具の点検につきましては、年に 

１回、専門業者に点検業務を委託し、危険性はないことを確認しております。

さらに、保育所では週に１回、児童館では月に１回、職員が点検チェック

シートを活用しながら、遊具や園庭、門柱等につきましても、定期的に

安全点検を実施しております。 

 次に、設置者不明の施設や設備についてですが、各学校及び第一幼稚園

や公園、スポーツ施設、保育所、児童館、生涯学習施設などに設置されて

いる遊具や防球ネットのほか、遊具以外の施設について、設置者が不明の

施設はありません。 

 

３点目「学校や公共施設内にあるすべての設備等について、その設置年

などの情報は把握できているのか」ついてですが、 

 学校内に設置されている遊具などについては、シーソーなど木製遊具や

廃タイヤを活用したタイヤ飛びもあれば、ジャングルジムなど鉄製の遊具

もあります。今まで、遊具の部分的な修繕や、撤去・新設された遊具など

もあり、その都度、遊具台帳に改修記録を更新し、設置年度の整理確認を

行っております。 
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公園内に設置されている施設については、公園ごとに作成した公園台帳

において、設置年度等の情報を管理、把握しています。また、平成２４年度

には、７２公園中、４１公園について、柴田町公園施設長寿命化計画を策定

しており、この中でも、施設ごとの設置年度を個別に把握しております。 

なお、公園施設長寿命化計画については、策定済みの４１公園に未策定

の３１公園を含め、国の補助事業を活用して、令和４年度に計画の見直し

を行う予定ですので、その中でも再度、設置年度の整理確認をして参ります。 

 その他、スポーツ施設、保育園、児童館、生涯学習施設など公共施設に

設置されている遊具や防球ネット、遊具以外の施設についても設置年に

ついてはすべて把握されており、柴田町では、定期的な安全点検のほか、 

職員等による緊急点検も実施してきております。今後も引き続き、日常点検

を継続しながら安全管理に努めて参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑤【質 問 者 ２番 伊東 潤 議員】 （教育総務課、都市建設課） 

質問事項 １．通学路の安全対策を問う について 

１）槻木小学校の通学路の安全性は。 

２）集団登校を推進してはどうか。 

(答 弁) 

大綱１問目 「通学路の安全対策を問う」についてお答えします。 

１点目「槻木小学校の通学路の安全性は。」についてですが、 

通学路につきましては、ＰＴＡや地域の方々の意見を聞きながら各学校

が決定し、町教育委員会が承認しております。児童にとっては、自分の家

から学校までのルートが通学路となりますが、学校が指定する通学路に

ついては、児童たちが安心・安全に登校できる路線を主に通学路として

指定しております。 

通学路における安全確保対策としましては、子どもたちや学校の職員、

保護者、スクールガードリーダー、地域住民で組織された「見守り隊」、

行政区長などからいただいた、地域の危険箇所などの情報をもとに、大河原

警察署、都市建設課、まちづくり政策課、関係機関などと合同点検を定期的

に実施し、危険箇所ごとに、舗装補修工事や水路への落下防止の柵の設置、

防犯灯の新設、注意喚起の路面標示の整備など、関係機関が連携し、通学路

に配慮して交通安全施設の整備に努めております。 

ご指摘いただきました槻木小学校の通学路についてですが、槻木上町・

下町・白幡地区につきましては、道路の傷み具合を調べ数値化する路面
ろ め ん

性状
せいじょう

調査
ちょうさ

を平成２４年度から平成２９年度までに実施しており、傷み具合

の程度の激しい路線から舗装補修工事を実施してきました。 
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槻木小学校の通学路に指定されている路線につきましても槻木白幡・

上町地区の３路線６９３ｍを実施しており、決して槻木地区だけ整備が

遅れているということではございません。 

今年度も、槻木上町３丁目地区で舗装補修工事を実施する計画となって

おります。今後も計画的に通学路の安全性の確保を図って参ります。 

 

２点目「集団登校を推進してはどうか。」についてですが、 

現在、町内の小学校で集団登校を実施していない学校は、船岡小学校、

船迫小学校、西住小学校です。この３校につきましては、保護者の送迎に

より登校していることや、通学路の道幅が狭く集団で歩くことが困難である

こと、集合時間に全員が揃わず急いで学校に行かなければならない状況に

なり、かえって危険を伴うことになることなど、それぞれの地域の実情

に合わせて登校することを大切にしており、集団登校を義務付けしていない

のが現状であります。 

一方、集団登校を実施している槻木小学校及び柴田小学校につきましては、

だいぶ前から子ども会育成会や地域の方々が中心となり、児童が集団で

登校できるように集合場所や時間を決めて、登校をしております。東船岡

小学校につきましては、昨年、町内で発生した殺人事件以降、警察の巡視等

の協力をいただきながら児童の安全確保の対策として集団登下校を実施

して参りました。本年も、ＰＴＡからの要望もあり、地区ごとに集合場所

や時間を決めて、集団登校を４月より再開しておりますが、地区によっては、

周囲に一緒に登校できる児童がいないケースや集合時間に間に合わず保護者

の送迎で登校している児童もいると聞いております。 

現在、児童の登下校時間帯につきましては、交通量が多い交差点等を

中心に、交通指導隊、スクールガードリーダー、地域住民で組織された

「見守り隊」など、たくさんの方々の協力をいただきながら、交通安全の

確保に取り組んでおります。今後も引き続き、関係機関と連携しながら
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児童の登下校の安全確保に努めて参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑥【質 問 者 ６番 加藤 滋 議員】       （教育総務課） 

質問事項 １．ＧＩＧＡスクール構想への取組みは について 

１）小中学校でのタブレット端末を活用した学習・授業は、どのような内

容で取り組んでいますか。また、今後のタブレット端末の活用計画は。 

２）先生方のスキルアップ研修内容・体制は。また、タブレット端末導入

により、先生方に係る学習・授業への準備などの負荷は。 

３）文部科学省では、教育の質の向上に向けて、ＩＣＴを活用した指導方

法、環境整備の全体方針の策定など、ＩＣＴ活用に関する専門的な助

言や研修支援などを行う「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」の活用事業

を実施していますが、この事業の活用を予定していますか。 

(答 弁) 

大綱１問目「ＧＩＧＡスクール構想への取組みは」についてお答えします。 

１点目「小中学校でのタブレット端末を活用した学習・授業は、どのよ

うな内容で取り組んでいますか。また、今後のタブレット端末の活用計画

は。」についてですが、 

 令和３年度になって約２か月が経過しましたが、各学校では学校間の情報

交換を密にしながらコンピュータを活用した授業を展開しております。 

実際に、授業を参観しましたが、児童・生徒は、新たな学びのスタイルに

興味を持ち、積極的に授業に取り組んでいる様子が伺えました。例えば、

漢字の読み書きや算数の計算練習をウェブサイト上で学習したり、自分の

コンピュータで植物の写真を撮り、その写真から気づいたことを画面に

打ち込み、クラスで共有を図ったりしておりました。また、一部の学校では、

休んだ児童も授業に参加できるリモート授業の実践に取り組んでくれました。

今後のコンピュータの活用計画についてですが、電子ドリルを積極的に



 

⑥－2 

活用し、学力の向上をさらに促進することや、休校や学級閉鎖時に、オン

ラインでの授業も可能にできればと考えております。コンピュータを活用

した授業はスタートしたばかりです。先生方も子どもたちも戸惑いや不安

を抱えながらのスタートとなりますが、学校長を中心に学校間の情報交換

を密にしながら、学校と教育委員会が連携しながら、ＩＣＴの活用を推進

して参りたいと考えております。 

 

２点目「先生方のスキルアップ研修内容・体制は。また、タブレット端

末導入により、先生方に係る学習・授業への準備などの負荷は。」につい

てですが、 

令和２年度は、教職員が導入したコンピュータの使い方を知ること、

ＩＣＴスキルの向上を図ることを目的に、３段階で研修を行いました。

第１段階は、プログラミング教育の第一人者である宮城教育大学の教授を

講師として行ったオンライン研修会です。宮城教育大学教授の研究室と

町内９校の職員室をインターネットで結び、テレビ画面を通してお話を

伺ったり、質疑応答を行ったりしました。講師の方と先生方がそれぞれの

仕事の場所に居ながらにして交流することができた体験は、先生方の働き方

改革の推進やコンピュータを活用した新たな授業づくりに挑戦する勇気づけ

となる機会となったと感じております。第２段階は、コンピュータ技術者

を講師として行ったオンライン研修です。事業所と学校をインターネット

で結び、導入されるコンピュータを用いて、操作や活用方法について学ぶ

機会としました。先生方が操作方法の疑問解決で停滞しないように、コン

ピュータ技術者を３名程度職員室に配置し先生方をサポートしていただき

ましたが、技術者のサポートに頼る姿よりも、若い先生方と年配の先生方

が学び合う姿が印象的でした。職員同士が互いに助け合って、コンピュータ

を活用した授業づくりに挑戦してくれると実感しました。第３段階は、町内

９校のＩＣＴ担当者で行ったオンライン研修会です。毎週２回程度、イン
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ターネットを活用して、自分の学校に居ながらにして、各担当者が持ち回り

で実践事例について学び合う機会としました。先生方が勤務校に居ながら

にしてお互いに学び合い、操作研修からオンライン授業の組み立て方や進

め方、また、電子黒板やＷＥＢカメラ、書画カメラ、プログラミング教材

など情報機器の活用に挑戦してくれるものと思っております。 

また、職員会議をペーパーレスで行う学校や子どもたちの欠席の連絡を

保護者の携帯電話で集約する学校も出てきております。 

今後も引き続き、教職員間や学校間での情報の共有化を図り、教職員の

スキルアップ向上を図って参ります。 

 

３点目「文部科学省では、教育の質の向上に向けて、ＩＣＴを活用した

指導方法、環境整備の全体方針の策定など、ＩＣＴ活用に関する専門的な

助言や研修支援などを行う「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」の活用事業を

実施していますが、この事業の活用を予定していますか。」についてです

が、 

 文部科学省では、教育の質の向上に向けて、学校設置者に対し、学校の

ＩＣＴ活用環境整備の加速とその効果的な活用を一層促進するため、ＩＣＴ

を活用した指導方法、環境整備の全体方針の策定など、専門的な助言や

研修等を行う「ＩＣＴ活用教育アドバイザー派遣事業」を実施しております。

主な例として、ＩＣＴ環境整備 セキュリティに関する計画策定やＩＣＴ

を活用した効果的な指導方法、ＩＣＴを活用した指導に関する研修講話の

紹介・派遣等の研修の実施のアドバイザーとなります。 

 現在、柴田町では、文部科学省の「ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進

事業」を活用し、「家庭への持ち帰り時のガイドラインの策定」や「教職員

及び児童・生徒向けの使用マニュアルの作成」、「効果的な授業を行うため

の提案や支援」など、主に学校現場への支援事業を計画しているところです。 

 この学校現場への支援である「ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進

事業」を進めるとともに、加藤議員質問の自治体への支援が中心の「ＩＣＴ
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活用教育アドバイザー派遣事業」についても、必要に応じて活用すること

を視野に入れ、ＩＣＴの活用により全ての子どもたちの学びを保障できる

「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向け、取り組んで参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑥【質 問 者 ６番 加藤  滋 議員】       （健康推進課） 

質問事項 ２．新型コロナワクチン接種予約方法の改善を について 

はがきで日時、場所を通知する方式が住民には好評のようです。この 

方式は検討に値すると思いますが、いかがでしょうか。 

(答 弁) 

大綱２問目「新型コロナワクチン接種予約方法の改善を」について、お

答えいたします。 

ワクチン接種の予約方式については、従来の「柴田町新型コロナワクチン

予約・相談センター」での電話またはオンラインによる予約受け付け方式

から、はがきによる事前の意向確認後、町からのワクチン接種日、場所を

指定する方式に変更しました。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑦【質 問 者 １２番 秋本  好則  議員】 

（町民環境課、上下水道課、まちづくり政策課、財政課） 

質問事項 １．温暖化防止計画の施策実行を について 

１）政府の削減目標の変更に伴うパブリックコメントのやり直しは。また、第

１次計画の評価結果は。 

２）実施計画における削減目標の判断理由と、再生エネルギーの設置導入の

検討とは。 

３）柴田町エコポイントについてホームページへの掲載がないのはなぜか。 

４）町内の太陽光発電施設の件数は。 

５）太陽光パネル設置に対する補助の創設は。 

６）ＰＰＡモデル導入について。 

７）仙南クリーンセンターの発電について。 

８）仙南クリーンセンターでの発電を地域電力へ。 

９）柴田町のごみの中の資源物混入の状況は。 

１０）生ごみ処理機の補助実績と処理物の活用は。 

１１）高気密・高断熱住宅への環境面、医療面を考慮した、補助金の導入は。 

１２）グリーン購入について優遇措置として入札優遇は。 

１３）自転車の活用のための自転車専用レーン整備計画の考えは。 

１４）町の施策も地球温暖化防止実行計画を基準に組み直しては。 

(答 弁) 

大綱１問目「温暖化防止計画の施策実行を」についてお答えします。 

１点目「政府の削減目標の変更に伴うパブリックコメントのやり直しは。

また、第１次計画の評価結果は。」についてですが、 

今回策定した第２次柴田町地球温暖化防止実行計画は、国の「地球温暖

化対策計画」や「地方公共団体実行計画策定・実施マニュアル」を参考に
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して作成しており、温室効果ガスの削減目標もこれらの計画等を根拠とし

ています。 

先月、４月２２日から２３日開催の「気候変動サミット」では、菅内閣

総理大臣が参加し、「２０３０年度において温室効果ガスを２０１３年度から

４６％削減を目指す」ことを表明しました。今後、地球温暖化対策推進法

の改正など国の動きを注視しながら、その削減目標の改定を第２次柴田町

地球温暖化防止実行計画にも反映させたいと考えています。 

また、前回計画の結果につきましては、先の会議でもお答えしたとおり、

二酸化炭素６.５%の削減となり目標とした６％削減を達成しています。 

 

２点目「実施計画における削減目標の判断理由と、再生エネルギーの設

置導入は検討だけですか。」についてですが、 

第２次の計画では、行動指針のみならず、次世代型エネルギー車両の導入、

庁舎等の暖房燃料・車両燃料の削減などにより、二酸化炭素の大幅な削減を

目指してまいります。 

また、第２次計画での再生可能エネルギー等の導入については、公共施設

等への設置を目指して検討をするものです。 

 

３点目「柴田町エコポイントについてホームページへの掲載がないのは

なぜか。」についてですが、 

エコポイント事業の広報については、お知らせ版への掲載、環境イベント

や出前講座等でお知らせしてきたところです。 

ご指摘のありました町ホームページも大変有効な広報手段ですので、早急

に掲示するよう対応します。 

また、エコポイント事業の項目に水道使用量とごみの削減を加えては

どうかという提案についてですが、水道は二酸化炭素の削減が間接的で

あること、ごみの削減については、客観的な数量の計測が困難なことから、

エコポイント事業の対象項目としては適さないと考えます。 
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４点目「町内の太陽光発電施設の件数は。」についてですが、 

太陽光発電の設置数については、資源エネルギー庁の固定価格買取制度

に関するデータでは、平成２９年１月時点で一般家庭用とされる１０kw未満

の施設は４７８件です。自己消費のための発電施設としての太陽光パネル

も設置されているため、町としては施設設置の実数の把握はしていません。 

なお、町内の工務店やハウスメーカーに問い合わせしたところ、近年、

一般家庭での設置はほとんど無いとの回答でした。理由としては、売電価格

の低下が続き、自己消費のみでは設置費用に対して、費用対効果が薄いと

判断しているものと思われます。 

 

５点目「太陽光パネル設置に対する補助の創設は。」についてですが、 

太陽光発電は温室効果ガスの削減に有効ですが、設置費用の一部を町が

助成したとしても、設置する住民の費用負担が高まる現状では、太陽光パネル

の設置について民意を集約していくことは困難です。当面は、宮城県の補助

制度である太陽光発電設備設置に係る一般住宅で約１４万円ほどの補助

金を活用していただくよう紹介して参ります。 

  

６点目「ＰＰＡモデル導入。」についてですが、 

ＰＰＡモデルについては、太陽光パネル等を設置した事業者が経費を回収

した後に、設置した事業者に設備が譲渡され、以後の電気料の負担が軽減

されるメリットがありますが、一方で、デメリットとして、設備を設置した

事業者は、経費を回収するためには長期契約が必要で、その間、財産管理や

処分ができなくなること、譲渡された後のメンテナンス費用が発生すること、

設置場所に一定の強度が求められ、そのための費用が発生する場合がある

ことなど、多くの懸念材料が上げられます。こうした状況から、ＰＰＡモデル

事業について、地元企業の間においては、今だ共通認識が十分ではありま

せんので、行政が上から押し付けるわけにはいかないことをご理解くださ

い。 
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７点目「仙南クリーンセンターの発電。」についてですが、 

仙南クリーンセンターでは、可燃ごみの燃焼熱エネルギーを利用し発電

を行っており、令和２年度には 発電量２,１７６万４，１６０キロワット、 

そのうち売電量は１,０７６万６，３３０キロワット、収入金額としては、

１億５,６９７万９，１８７円です。 

 

８点目「仙南クリーンセンターでの発電を地域電力へ。」についてですが、 

仙南クリーンセンターでの発電を含めた地域新電力との提案ですが、再生

可能エネルギーを含めても、仙南全域の電力需要を賄うことは困難ではな

いのか、不足する電気を卸電力市場から仕入れた場合、安定した価格で購入

できるのかなど検討すべき項目があります。 

先進地とされた秋田県鹿角市「かづのパワー」においては、電力市場の

異常な高騰により、経営状況が急激に悪化したことから、事業休止しています。

また、宮城県加美町では、町役場の電力を「かみでん里山公社」と契約しま

したが、前述の電力高騰から、昨年末からの電力費用増額分２，２００万円

の補正予算を組みました。 

仙南２市７町においては、地域電力に関する共通認識はなく、現時点での

導入は困難と考えます。 

 

９点目「柴田町のごみの中の資源物混入の状況は。」についてですが、 

可燃ごみの組成調査については、仙南地域広域行政事務組合で実施して

いますが、昨年の新型コロナウイルス感染症、一昨年は台風１９号への対応

で実施することはできませんでした。平成３０年度の調査結果では、資源物

の混入率は１１．１％、平成２９年度の調査では１７．２％です。今年度

の調査結果にも注視しながら分別の徹底を推進します。 

また、資源物として出されたものは、仙南地域広域行政事務組合で関係

法令に基づき、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会や PETボトルリ
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サイクル推進協議会などが指定する指定業者にて、それぞれリサイクルを

実施しています。 

 

１０点目「生ごみ処理機の補助実績と処理物の活用は。」についてですが、 

生ごみ処理容器の購入補助について、令和２年度は５件、令和元年度

５件、平成３０年度は７件です。また、貸し出しについては、生ごみの処理

容器のため再利用が困難であり、貸し出しというシステムはなじまないと

考えます。なお、処理済みの生ごみは、各家庭において、肥料等として活用

しているものと思われます。 

 

１１点目「高気密・高断熱住宅への環境面、医療面を考慮した、補助金

の導入は。」についてですが、 

一般住宅に係る高気密化・高断熱化への改修助成については、二酸化炭素

の削減等の効果がありますが、制度設計や財源の確保など検討を重ねなけ

ればならないと考えています。 

当面は、宮城県での高気密化・高断熱化の住宅リフォームについての補助

制度を紹介して参ります。 

 

１２点目「物品購入時や入札時に柴田町ではどのような配慮がされてい

ますか。」についてですが、 

グリーン購入法は、国等の機関にグリーン購入を義務付けるとともに、

地方公共団体にもグリーン購入に努めることを求めております。 

本町では、「グリーン購入の推進に関する計画」等は策定しておりませんが、

町が一括発注購入するコピー用紙、パソコンプリンター用のトナーについて

は、環境に配慮した再生紙及びリサイクルトナーを購入し、各課のファイル、

筆記用具などの消耗品についても、ほとんどがグリーン購入法適合商品を

購入しております。また、この度の庁舎備品リースでは、仕様書の要件と

して、国等による環境物品等の調達に関する法律（グリーン購入法）に
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適合した製品であることを記載し入札を行い、導入を図りました。 

 今後も、環境に配慮して調達の必要性をよく考え、環境への負荷をできる

だけ少ないものを選択し、購入に努めるよう周知徹底を図ってまいります。 

 

１３点目「自転車の活用のための自転車専用レーン整備計画の考えは。」

についてですが、 

 以前、平成２５年９月会議の一般質問において、自転車専用レーンの整備

はできないかという質問がありましたが、当時は町内の道路幅員を考慮した

場合、自転車専用レーンの幅員の確保は困難であるという回答をいたしま

した。 

今回、改めて町内の自転車専用レーンの設置可能箇所について、警察に

相談したところ、基本的に道路幅員が狭いため、自転車専用レーンを設置

すると自動車運転の方にも危険が生じるため、設置の検討はしていないとの

ことでした。 

 

１４点目「町の施策も地球温暖化防止実行計画を基準に組み直しては。」

についてですが、 

 地球温暖化防止については、第２次柴田町地球温暖化防止実行計画に

基づき、全庁を挙げて率先して取り組むものであります。さらに、町の

取り組みを町民に知らしめることで、町全体においても同様の意識の啓蒙を

図ることを目指しています。また、計画の位置づけとしては、今年度策定

する第３次柴田町環境基本計画が上位となることから、この中で環境の保

全と創造に関する長期的な目標と施策の方向などを示していきたいと考え

ます。 

 なお、柴田町の施策について、ＳＤＧｓに関連づけることは可能ですが、

一方、地球温暖化防止実行計画を基準に組み直すという提案は、漠然と

していてイメージがわきません。１つの具体的な事例を示していただければ

幸いです。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑦【質 問 者 １２番 秋本  好則 議員】     （健康推進課） 

質問事項 ２．一刻も早い新型コロナワクチン接種を について 

１）１日８０人では、１年くらいかかる計算になります。これは何かの間

違いでしょうか。 

２）町内の医院の協力は得られているのでしょうか。これだけ遅れるのは

何が問題になっているのでしょうか。 

３）個別接種の予定はありますか。 

４）今、町長がすべきことは、あらゆる困難をどんなことをしてでも取り

除き、一刻も早いワクチン接種を実現することではないでしょうか。そ

れができない理由は何でしょうか。 

(答 弁) 

大綱２問目「一刻も早い新型コロナワクチン接種を」について、お答え

いたします。 

１点目「１日８０人では、１年くらいかかる計算になります。これは何

かの間違いでしょうか。」についてですが 

 国からのワクチン量がなかなか示されていない３月の段階で、柴田町

と医師団が協議をし、集団接種を月曜日から土曜日とし、一日８０人のワク

チン接種を行う条件ということで、協力が得られたものですので、当初計画

においては間違いはありません。 

 

２点目「町内の医院の協力は得られているのでしょうか。これだけ遅れ

るのは何が問題になっているのでしょうか。」についてですが 

現在、１５医療機関１８人の医師に一般診療と調整し、協力をいただい

ております。 

４月１４日に町民に対し、柴田町のワクチン接種計画を示した後、突然、
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国から７月末までに６５歳以上の高齢者のワクチン接種を終えるよう要請

があったものです。７月末という突然の国の期限設定に対し、これまでワク

チン接種が順調でなかったのは、ワクチン供給を適切に行うことができな

かった国の準備不足によるものです。 

これまで以上にワクチン接種を前倒しして行う場合の課題は、問診を担う

医師の確保です。 

なお、歯科医師は、ワクチンの打ち手としての協力であり、問診はでき

ません。 

また、法人向けの健康診断の企業の協力は、地元医師団の協力体制の

兼ね合いから困難です。 

 

３点目「個別接種の予定はありますか。」についてはですが 

６月中旬から１２の医療機関の協力で、個別接種を開始できるように

なります。 

 

４点目「今、町長がすべきことは、あらゆる困難をどんなことをしてで

も取り除き、一刻も早いワクチン接種を実現することではないでしょうか。

それができない理由は何でしょうか。」についてですが、 

 ドイツのメルケル首相の様に、町長に町民へのワクチン接種に係る全て

の権限が与えられているわけではありません。ワクチン接種は、地元医師団

の協力が得られなければ、早いワクチン接種の実現は困難です。地元医師団

の先生方には、通常の一般診療を行っていただいた上で、さらにワクチン

接種の協力をお願いしている次第です。「町長がすべきことは、あらゆる困難

をどんなことをしてでも取り除き」と大上段に構えて発言をされても、

先生方の通常診療のことも考慮する必要があり、それが、秋本議員の意に

沿わない大きな要因です。 

 現在、一刻も早いワクチン接種を実現するために、地元医師団が集団

接種、個別接種に、これまで以上に協力をしていただけるよう体制づくり
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に努めているところです。事実を確認しない批判のための批判は厳に慎ん

でいただきたいと思います。 

 



⑧－1 

令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑧【質 問 者 １３番 大坂 三男  議員】     （都市建設課） 

質問事項 １．令和２年度に配備した排水ポンプ車の有効活用をどう図る

か について 

１）排水ポンプ車出動の判断とタイミングの基準などは明確に定めてある 

 のか。 

２）町内の場所は何か所ぐらいで、どこを想定しているのか。複数個所で

同時発生も考慮すると、更にポンプ車を増やすことも必要と考えるがど

うか。 

３）購入後、作業訓練を行っているか。災害時の危険な作業に対する対策

はどうなっているのか。 

４）本町で樋管方式を採用する考えはないか。 

(答 弁) 

大綱１問目「令和２年度に配備した排水ポンプ車の有効活用をどう図る

か」についてお答えします。 

はじめに、本町は、阿武隈川と白石川が合流する地形的なリスクが極めて

高い場所となっており、さらに町内には、地形的に問題が生じる可能性が

ある低地部や、水が集まる場所が点在しています。 

令和元年度に発生した台風１９号では、槻木用水路の閉塞や阿武隈川・

白石川の水位上昇によって、河川への排水が規制されるなど、それらの影響

もあり、町内多くの地域で冠水被害が発生いたしました。 

町では、これまで１９施設に３９基の強制排水ポンプ施設を設置すると

ともに、強制排水ポンプだけでは対応が難しい場合、排水ポンプ車をリース

するなど対応して参りました。 

しかし、大雨時は柴田町以外の市町でも同じような状況となるため、排水

ポンプ車のリースの手配にも苦慮しておりましたので、被害軽減対策として
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排水ポンプ車を１台購入したものです。 

 

１点目「排水ポンプ車出動の判断とタイミングの基準等は明確に定めて

あるのか。」についてですが、 

現在の大雨対応は、宮城県からＦＡＸやメールにより送られてくる想定

雨量や危険度など様々な防災情報や、気象庁・ウェザーニュースなどの予報

により得た情報をもとに、おおよそ３時間で２０mm 以上の降水量が想定

される場合、協力業者への連絡と排水ポンプのリースを行い備えて参りま

した。 

今後は、リース車とともに、町の車両センターに、配備している排水

ポンプ車を出動させて対応することになります。 

なお、降雨状況は常に変化するため、臨機応変に対応しなければなりま

せんので、排水ポンプ車の出動基準を定めることは考えておりません。 

 

２点目「町内の場所は何カ所ぐらいで、どこを想定しているのか。同時

発生も考慮すると更にポンプ車を増やすことも必要と考えるがどうか。」

についてですが、 

令和元年度に発生した台風１９号での冠水した範囲が柴田町における 

大雨によるリスクがある箇所と考えています。 

しかし、これまでに行ってきた大雨対応では、最初に道路冠水が発生

するのが、決まって船岡字大住町地区となっています。台風接近がなか

った昨年でも、大雨時７回排水ポンプ車を出動させています。そのため、  

現在、工事を進めている鷺沼５号調整池や周辺の排水路の改修工事が終える

までは、最初に排水ポンプ車を配置するのは、大住町地区になると想定して

います。 

また、雨の降り方や冠水状況により、排水ポンプ車の配置場所は、適切に

判断しなければならないと考えております。 

 大坂議員ご提案のとおり、排水ポンプ車が、更にもう１台あれば、大住町
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以外の場所にも素早く対応できますので、更にポンプ車を増やすことに

ついて検討して参ります。 

 

３点目「作業訓練を行っているか。災害時の危険な作業に対する対策は

どうなっているのか。」についてですが 

 排水ポンプ車の作業訓練については、令和３年５月２５日（火）、国土

交通省仙台河川国道事務所岩沼出張所と合同で下名生地内（深川
ふかがわ

排水
はいすい

樋管
ひかん

川
かわ

裏
うら

排水
はいすい

ピット）で作業訓練を行い、その際、作業時の危険性についても確認

いたしました。 

また、６月中旬には町単独で、排水ポンプ車購入業者から操作方法や危険

回避の訓練を行う予定となっています。 

 加えて、事前に排水ポンプ車を設置する可能性がある箇所ごとの、危険性

やリスク確認も行って参ります。 

なお、今後は、毎年定期的に梅雨入り前、国土交通省仙台河川国道事務所

岩沼出張所と合同で１回、町単独で１回、計２回訓練を行って参ります。 

 

４点目「本町で樋管方式を採用する考えはないか。」についてですが   

 現在、国土交通省が、阿武隈川水系白石川国土交通省管理区間内右岸

堤防（下名生字須川前地内）に、町内で唯一樋管方式の排水施設が設置さ

れています。 

町では、令和元年度に発生した台風１９号での、地区外排水路流末（古河

水門付近堤防）における排水作業の教訓から、地区外排水路から白石川に  

効率的で安全な排水作業ができる方法がないかどうか河川管理者である

宮城県と協議を進めて参りました。 

 その結果、様々な占用条件があるものの、「樋管方式の排水施設を整備

することは可能である」旨の回答をいただいています。令和４年度において

樋管を整備するための実施設計を進めて参ります。 

 



 

⑧－4 

令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑧【質 問 者 １３番 大坂 三男 議員】 

（教育総務課、子ども家庭課、都市建設課、スポーツ振興課、生涯学習課、財政課、 

商工観光課） 

質問事項 ２．白石第一小学校の児童死傷事故を教訓に、町施設の点検と

安全の確立を について 

１）学校施設の安全点検の結果は。 

２）学校施設のほかに、保育所、幼稚園、児童館、公園、スポーツ施設、

公民館、集会所等や公園施設についてはどうか。 

３）私立の保育所、幼稚園についてはどうか。 

４）スロープカーや千桜橋、船岡平和観音などの観光施設や階段、手すり 

等に問題があるか把握しているか。また、今後どう取り組んでいく考え

なのか。 

(答 弁) 

大綱２問目「白石第一小学校の児童死傷事故を教訓に、町施設の点検と

安全の確立を」についてお答えします。 

１点目「学校施設の安全点検の結果は。」についてですが、 

 ４月２７日の白石市内の小学校の事故を受け、事故発生の翌日２８日に、

本町においても学校長の協力をいただき、教育委員会職員立ち会いのもと、

防球ネット等について町内業者による点検を実施いたしました。 

 点検の結果、学校施設につきましては、早急に改善が必要な施設はありま

せんでしたが、現在設置されている、ヒューム管のトンネルやふじ棚の木製

支柱等のある学校については、予防保全の観点から、児童・生徒の安全を

第一に考え、必要な安全対策を講じて参ります。 
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２点目「学校施設のほかに、保育所、幼稚園、児童館、公園、スポーツ

施設、公民館、集会所等や公園施設についてはどうか。」についてですが、 

学校施設のほか、町内のすべての公園やスポーツ施設、生涯学習施設など

に設置されている遊具や防球ネット、東屋、国旗掲揚ポールなど遊具以外

の施設について緊急点検を行いましたが、危険性が認められる施設はあり

ませんでした。 

また、保育所及び児童館に設置されている遊具の点検につきましては、

年に１回、専門業者に点検業務を委託し、危険性はないことを確認しており

ます。さらに、保育所では週に１回、児童館では月に１回、職員が点検

チェックシートを活用しながら、遊具や園庭、門柱等につきましても、

定期的に安全点検を実施しております。 

大坂議員がおっしゃるとおり、今回の事故を重大な事故と受け止め、

町内で同様な事故が起きないよう、今後も引き続き、日常点検と再発防止

に取り組んで参ります。 

 

３点目「私立保育所、幼稚園についてはどうか。」についてですが、 

私立保育所につきましては、設置認可が県であるため、施設及び設備に

関する安全点検の確認等は、県が年に１回、現地指導監査のなかで実施

しております。その際に町の職員も同行し、立合いのもと安全確認をして

おります。また、町で設置認可の小規模保育事業所につきましても、年に

１回、町で現地指導監査を実施する際に施設の安全を確認しております。

どちらの保育所も遊具の設置はありませんが、園庭や門柱等の設備につい

ては、職員が定期的に安全点検を実施しております。 

私立幼稚園につきましても、設置認可及び指導監督は宮城県となって

おり、今回の事故を受け、４月３０日付で宮城県私学・公益法人課より、

私立幼稚園あてに施設・設備の安全点検の徹底等について通知があり、

それぞれの施設で点検を実施していると聞いております。 
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４点目「スロープカーや千桜橋、船岡平和観音などの観光施設や階段、

手すり等に問題があるか把握しているか。また、今後どう取り組んでいく

考えなのか。」についてですが、 

船岡城址公園は、昭和２０年代、３０年代、そして樅ノ木は残ったブーム

にあやかった４０年代、５０年代と時代を反映し、それぞれ整備が進めら

れてきました。現在では、その当時整備された園路や階段、安全柵などの

劣化が進み痛んでいる箇所も多くなってきました。 

早急に安全対策を講じなければならないのは、 

一つに安全柵。スロープカー乗車場入口から山頂に向かう車道南側の

旧石切場への転落防止柵、同じく北側の車転落防止ガードレールの設置、

三ノ丸広場外周の安全柵。 

二つに園路の改修として、西側駐車場から樅ノ木参道交点までの階段 

園路及び安全柵、史跡
し せ き

寺
てら

後
ご

一号
いちごう

墳
ふん

西側階段、さくらの里前駐車場から花塚

の丘に登る階段、さくらの里南側の一部階段の老朽化。 

三つに、公園内の散策路の照明です。 

一方で、白石川堤の桜の樹齢は約１００年を迎える老木となることから、

強風等の影響による枝折れや、倒木等が心配されますので、剪定方法について

専門家と相談し、対応して参ります。 

また、船岡平和観音は、昭和５０年に建設されてからは大きな劣化等も

ありませんでしたが、平成２３年の東日本大震災以降、内部については、

安全性が確保できないことから立ち入り禁止としています。外部については、

平成２７年にコア抜き検査を行い安全性の確認を行うとともに修繕工事を

実施しました。 

スロープカーは、平成８年１０月に整備して以降、毎年、年２回の定期保守

点検や、始業前には試運転を行うなどしています。しかし、設置してから

２５年が経過し、レールのゆがみや橋脚、山頂駅に腐食が見られること。

スロープカーにおいても、度々故障が起き、大掛かりな修繕を繰り返してい



 

⑧－7 

ることから、今後、予防保全による長寿命化が可能かどうか検討していく

必要があります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑨【質 問 者 ４番 小田部 峰之  議員】       （総務課） 

質問事項 １．安心・安全な町づくりのための消防団活動は について 

１) 柴田町での消火栓設備などの点検状況は。 

２）消火栓の水が出ない場合の対応は。 

３）本年度の訓練などの予定は。訓練が実施できない場合、訓練に代わる 

 案はあるか。 

(答 弁) 

大綱１問目「安心・安全な町づくりのための消防団活動は」についてお

答えします。 

１点目「柴田町での消火栓設備などの点検状況は。」についてですが、 

 現在、町には消火栓４５２基、防火水槽１６８か所設置しております。  

基本的にこれらの消火栓や防火水槽の点検については、柴田消防署が中心と

なって実施しております。点検内容としては、消火栓は水漏れが無く水が

出るかどうかの確認、防火水槽については水量の確認やゴミの有無など、

少なくても年１回は点検を実施しており、良好な状態であります。 

 

２点目「消火栓の水が出ない場合の対応は。」についてですが、 

まずは近くに他の消火栓や防火水槽、河川などの消防水利がないか確認

します。 

消防では水の確保が困難な場合の消火活動に対応するため、柴田消防署

には水槽容量が２，０００リットルの水槽付消防ポンプ自動車、大河原

消防署には水槽容量が１０，０００リットルの大型水槽車が配備されて

おります。 

また、仙南２市７町と仙南地域広域行政事務組合、宮城県南生コンク

リート協同組合では災害時における消防用水等の確保に関する協定を
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締結しており、コンクリートミキサー車を活用して消防用水の運搬や供給

の支援をもらうという内容になっています。 

 

３点目「本年度の訓練などの予定は。訓練が実施できない場合、訓練に

代わる案はあるか。」についてですが、 

今年度もコロナ禍であることから、５月に予定されていた消防団の消防

演習については中止となりましたが、これに代わる訓練を秋ごろに計画

しています。訓練内容については、白石川の水を利用した放水訓練やポンプ

の運用訓練、資機材の取扱い訓練などを実施する予定です。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑨【質 問 者 ４番 小田部 峰之 議員】        （総務課） 

質問事項 ２．防災行政無線について問う について 

１）進捗状況と今後の見通しは。 

２）消防団各班と行政区長へ配備の携帯無線機との関係は。 

３）町全体の訓練計画はありますか。 

(答 弁) 

大綱２問目「防災行政無線について問う」についてお答えします。 

１点目「進捗状況と今後の見通しは。」についてですが、 

 令和２年度から防災行政無線のデジタル化を進めており、令和３年６月末

に完了する予定です。今回の整備内容については、役場関係や消防団、行政

区長に配備されていたアナログ無線機をすべてデジタル化して、町内に

１７か所設置されている屋外拡声器設備については２か所新設したうえ

で、役場庁舎から直接放送できるよう改修するものです。また、戸別受信機

（防災ラジオ）も社会福祉施設や避難所などへ配備いたします。 

 今後は、これらの防災行政無線設備を最大限活用し、災害時において的確

で迅速な情報伝達を行えるよう運用して参ります。 

 

２点目「消防団各班と行政区長へ配備の携帯無線機との関係は。」につい

てですが、 

消防団と行政区長には、以前から携帯無線機を配備しており、災害時

などに役場との連絡用として活用しています。今回のデジタル化に伴って、

役場と太陽の村の２か所を基地局として開局しますが、電波状況はかなり

改善され、円滑に運用できるものと期待しています。 

なお、消防団と行政区長へ配備した携帯無線機どうしの通話は不可能で
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あり、あくまでもそれぞれの無線機と役場間の通話となります。 

 

３点目「町全体の訓練計画はありますか。」についてですが、 

今年度、町の総合防災訓練を予定しておりましたが、新型コロナウイルス

感染症の収束が見えない状況であるため、規模を縮小した訓練の実施を検討

しています。この訓練の中で、防災行政無線を活用した野外拡声器や戸別

受信機への情報発信、消防団や行政区長と役場本部間の通話訓練などを実施

したいと考えております。 

 また、行政区長と消防団には新しい携帯無線機を貸与し、行政区長とは

５月から毎月１回通信テストを実施しており、消防団にも分団ごとに通信

試験を実施するようお願いしているところです。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑩【質 問 者 １０番 桜場  政行 議員】     （商工観光課） 

質問事項 町内飲食店にみやぎ飲食店コロナ対策認証制度の推進を に

ついて 

１) 町は県の認証制度をどう捉えているか。 

２) 本町として地方創生臨時交付金を活用し、認証を取得した飲食店にイ

ンセンティブを与えては。 

３) 飲食店を廃業・倒産させないためにも認証制度の推進とさらなる支援

を実施することが重要と考えるが町の見解は。  

(答 弁) 

大綱１問目「町内飲食店にみやぎ飲食店コロナ対策認証制度の推進を」

についてお答えします。 

１点目「町は県の認証制度をどう捉えているか。」についてですが、 

令和３年５月２１日から宮城県で始まった認証制度は、飲食店における

感染対策の状況を職員が現地に赴いて確認し、県が作成した基準を満たした

店舗に認証ステッカーを交付するものです。 

このステッカーが貼られている店舗は感染対策がしっかりとられていて

感染リスクを低減させている飲食店として認証されていることから、お客様

は安心して利用できると考えます。 

 

２点目「本町として地方創生臨時交付金を活用し、認証を取得した飲食

店にインセンティブを与えては。」と、３点目「飲食店を廃業・倒産させ

ないためにも認証制度の推進とさらなる支援を実施することが重要と考

えるが町の見解は。」については、一括して回答いたします。 

認証店へのインセンティブの付与と認証制度推進のため、今回の６月補正

において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し「新型
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コロナウイルス感染症対策実施事業者支援金」として、県の認証を取得し、

２０％以上の減収があった飲食店に対し、感染防止対策費用として１０万円

を支給するための予算を計上しております。 

また、さらなる支援については、「事業者家賃支援金」として、２０％以上

の減収があった事業者に対して、固定経費である地代や家賃の負担軽減を

図るため、最大１０万円を支給するための予算を計上しております。 

飲食業の振興を図るため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組み

ながら、飲食店等事業者の事業継続を支援して参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑪【質 問 者 ５番 森 裕樹 議員】    （福祉課、町民環境課） 

質問事項 １．ごみ出し困難者への対応は について 

１) ごみ出し支援の事業実施の状況は。 

２）高齢者ごみ出し支援制度導入の手引きの中の主な３つの取組主体に 

ついてどのように考えているか。 

３）事業実施はいつ頃を考えているか。 

(答 弁) 

大綱１問目「ごみ出し困難者への対応は」についてお答えします。 

１点目「ごみ出し支援の事業実施の状況は。」についてですが、 

令和２年３月から介護保険制度の日常生活総合支援事業として、訪問型

軽度生活援助サービス事業を実施しております。 

事業の概要は、介護保険において要支援１、要支援２に認定された方

などに、ケアプランの中にサービス内容を組み入れ、業務の委託先である

シルバー人材センターがゴミ出しを含む生活援助サービスを提供すると

いう事業になります。なお、この事業の利用者の方は、サービス提供時間

３０分あたり１００円の利用料金を負担していただくようになっています。 

 今後も高齢者のごみ出し支援対策の１つとして、地域包括支援センター

や介護事業所などと連携し、事業を推進していきたいと考えています。 

 

２点目「高齢者ごみ出し支援制度導入の手引きの中の主な３つの取組 

主体についてどのように考えているか。」についてですが、 

ご質問のとおり、ごみ出し支援に取組む主体としては、①自治体の廃棄物

担当、②自治体の高齢福祉担当、そして③自治会などの地域コミュニティが

主なものとなっています。①の廃棄物担当が直接支援する場合とは、委託 

業者に戸別収集を依頼し、玄関先で収集する方法ですが、この仕組みは多額
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の費用を要することが問題になります。②の高齢福祉担当による支援は、 

１点目でお答えした通り、すでに実施しております。最後に、③の自治会や

任意の団体による、支援業務の委託は、仙台市や岩沼市で実施されており

ますが、担い手不足により事業の広がりは大きくありません。それぞれ令和

２年度実績で、仙台市で登録３６団体、支援回数が３，７６９件、岩沼市

では１団体登録で、支援回数が５２回のごみ出しの支援活動事業を実施し

ています。 

一方、国がこの制度を示した時から導入を検討した自治体では、利用者の

増加による負担増・体制の見直しが続くのではないか。また、認知・運動

機能等の認定基準の難しさや、分別が不十分なため支援が複雑化する

などの課題があげられており、残念ながら取り組む自治体が増えていない

のが実情です。 

こうしたことから、ごみ出し支援は生活全般にわたる複合的な問題で

あるため、３つの取組主体それぞれにおける課題の解決を図りながら、今後、

町の実情に合った方策を検討していきたいと考えております。 

 

３点目「事業実施はいつ頃を考えているか。」についてですが、 

２点目の答弁で述べた通り、この事業を実施していくためには、解決

しなければならない様々な課題がありますが、実は本町では、高齢者のごみ

出し支援に関しての相談はあまり多くないのが実情です。 

多くは行政区、公衆衛生組合の支援活動、いわゆる「ご近所の力」に

よって支援が行われているからではないかと思われます。 

さらに、柴田町のごみ集積所は、近隣の市町に比べても設置が多く、住民

の利便性の高さも相談件数が少ないことの一因ととらえています。 

現在行われている地域コミュニティでの高齢者のごみ出し支援を基本

にしながら、今後さらに増えていくであろう、ごみ出し困難者に対しては、

行政区や公衆衛生組合連合会と協働することで、より良い支援のあり方を

検討していきたいと考えております。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑫【質 問 者 ８番 佐久間 光洋 議員】      （福祉課） 

質問事項 １．高齢者に新型コロナウイルス対策の支援の拡充を  

について 

新型コロナウイルス対策について、高齢者への支援を拡充し、幅広い対

策を行うことが必要と考えるが、いかがか。 

(答 弁) 

大綱１問目「高齢者に新型コロナウイルス対策の支援の拡充を」につい

てお答えします。 

高齢者へのコロナウイルス感染対策事業として、令和２年度は、以下の

事業を実施しております。 

①コロナウイルスが原因で、その家庭の生計維持者の所得減少が見込ま

れる６５歳以上高齢者の介護保険料を減免する制度を実施しました。

実績としまして、２３人の方の介護保険料総額１２５万７，６２０円の

減免を決定しています。 

②在宅での介護を必要とする高齢者等が新型コロナウイルス感染症予防

に努め、継続した在宅生活を送れるよう支援するための応援給付金

を給付しました。給付実績は１人あたり２万円を給付し、最終的には

在宅介護サービス利用者８９８人に対して、１,７９６万円を給付して

います。 

③介護サービス事業所が持続的なサービス提供体制を確保し、要介護

高齢者等が安定したサービスを受けることができるようにするために

社会生活サポート事業者経営・雇用継続応援事業を通し、町内１８の

介護事業所に対し３７０万円を交付し、支援を行いました。 

令和３年度においても、引き続き介護保険料の減免を行うべく、条例の 

改正を予定させていただいているところです。 

 



⑫－2 

令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑫【質 問 者 ８番 佐久間 光洋  議員】     （都市建設課） 

質問事項 ２．令和元年の台風１９号の被災地域の側溝洗浄が必要では 

について 

被災された地域の側溝を洗浄する必要があると考えるがどうか。 

(答 弁) 

大綱２問目「令和元年の台風１９号の被災地域の側溝洗浄が必要では。」

についてお答えします。 

令和元年度に発生した台風１９号では、冠水被害を受けた多くの地域に

おいて、道路や側溝などに土砂が堆積する状況となりました。 

その際、道路については町の建設工事協議会に加盟している９社が 

１０日間にわたるボランティア活動と、国土交通省の緊急災害対策派遣隊

（通称：テックホース）の支援もあって、ほぼ全域で解消することができ

ました。また、道路側溝などについては、冠水した下名生字剣水地区や

旭川地区、船岡字大住町地区、西船迫地区、船岡字新生町・若葉町地区、   

東船迫地区、北船岡地区内すべての側溝や横断管渠等を専門業者に委託し、

土砂の堆積状況を調査した結果、排水に支障がある約３ｋｍ区間については、

早急に土砂撤去など清掃を実施しました。 

しかし、一部においては、調査漏れや被災から１年半が経過し、一度、

側溝清掃を実施した箇所でも、心無い人たちによって捨てられたゴミや

空き缶が流れを阻害し、再び土砂が堆積する状況も見受けられるように

なっています。多くの地域では、住民の協力をいただき、側溝の清掃を

行っておりますが、しかし、住民だけの力では難しい箇所もありますので、

今後、手の届かない箇所については、専門業者に委託するなどして対応

して参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑬【質 問 者 １４番 佐々木 裕子 議員】（都市建設課、商工観光課） 

質問事項 １．おもてなしの一貫として安全対策を について 

おもてなしの一貫による安全対策としてフットライト、誘導灯などの設

置について町の考えは。 

(答 弁) 

大綱１問目「おもてなしの一貫として安全対策を」についてお答えします。 

ご質問の照明関係についてですが、船岡城址公園内において、 

一つに、しばたの郷土館前駐車場から三ノ丸広場まで、 

二つに、さくらの里前駐車場から樅ノ木は残った展望デッキやしばた

千桜橋まで、 

三つに、スロープカー山頂乗降所から山頂広場までの各園路に照明を

整備したことで、利用者からは、照明ができたことで、「朝夕の散策も安心

してできるようになった」との声も寄せられ、大変喜ばれています。 

現在、船岡城址公園内の照明設備は、ポールタイプ２２基、電柱への

添架タイプ７基、園路照明４路線の合計２９か所、４路線に設置されて

います。その多くは、三ノ丸広場からさくらの里周辺と、山頂が主な設置

場所となっております。 

佐々木議員ご指摘のとおり、山頂までの散策路は照明が無く暗い状況と

なっていたため、昨年１２月に実施した、しばたファンタジーイルミネー

ションでは、照明設備がない山頂までの散策路に仮設照明を設置した

ところ、「明かりがついて安心して歩くことができた」との声が多く寄せ

られました。 

こうしたことから、今後は、安全対策として山頂までの散策路の照明

設備は必要だと感じておりますので、前向きに設置を考えて参ります。 

なお、仙台銀行船岡支店から船岡城址公園までの道路については、既存
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の電柱へ添架したＬＥＤ照明を設置しておりますが、今後、暗い場所に

ついては、その解消に努めて参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑭【質 問 者 ７番 安藤 義憲 議員】 （教育総務課、子ども家庭課） 

質問事項 １．いじめ対策を問う について 

１）令和元年度、２年度の町内６小学校ごとの学年別のいじめ認知件数は。 

２）幼児施設、幼稚園でのいじめについて、認知件数は把握しているか。 

３）保幼小連絡会で、いじめについて情報提供はしないのか。教育委員会

が主催者として参加し、就学前の子どもたちの様子を知ることで、町の

教育行政に反映できないか。 

(答 弁) 

大綱１問目「いじめ対策を問う」についてお答えします。 

１点目「令和元年度、２年度の町内６小学校ごとの学年別のいじめ認知

件数は。」についてですが、 

いじめ防止対策推進法で、「いじめは児童生徒が心身の苦痛を感じている

もの」と定義されております。教育委員会では各学校に、いじめとして  

相談を受けた場合には、いじめとして報告し、組織的に迅速に対応するよう

求めており、各学校から月ごとに報告を受け、県教育委員会に報告しており

ます。 

令和元年度学年別のいじめの件数は、１年生３件、２年生３件、３年生

３件、４年生３件、５年生５件、６年生２件の計１９件、学校別では、   

船岡小学校６件、槻木小学校２件、柴田小学校３件、船迫小学校３件、   

西住小学校３件、東船岡小学校２件でした。令和２年度の学年別件数は、

１年生０件、２年生１件、３年生６件、４年生０件、５年生５件、６年生

０件の計１２件、学校別では、船岡小学校１件、槻木小学校３件、柴田

小学校５件、船迫小学校０件、西住小学校１件、東船岡小学校２件でした。 

本町の小中学校では、「いじめ見のがしゼロ運動」に取り組んでいます。
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いじめが０件の場合には、見のがしていないかどうかの視点を大切にして、

学校長を中心に先生方の情報交換を密にして対応していただいております。 

 

２点目「幼児施設、幼稚園でのいじめについて、認知件数は把握してい

るのか。」についてですが、 

町内の４保育所および全幼稚園に確認したところ、子ども同士のおもちゃ

の取り合いなどのトラブルは時々あるとのことでした。各幼児施設において

は、ひやかしや悪口などの言葉の暴力も軽視せずに、その状況を確認し、

子どもの気持ちに寄り添い、相手を思いやる気持ちの指導や、意思の伝え

方などを指導し大きな問題にならないよう、対応していただいております。 

また、町立保育所においては、トラブルの状況に応じて、その状況を  

保護者にお伝えするとともに、クラス担任、主任、所長が、情報共有して

保育を行っており、今後も保護者と連携を図り、信頼関係を築きながら、

子どもたちの様子を見守って参ります。 

 

３点目「保幼小連絡会で、いじめについて情報共有はしないのか。教育委

員会が主催者として参加し、就学前の子どもたちの様子を知ることで、町

の教育行政に反映できないか。」についてですが、 

柴田町では、町内の幼稚園、保育所及び６つの小学校との連携を図り、

幼児教育及び学校教育の充実に寄与することを目的とする柴田町保幼小 

連絡会を開催しております。事務局は、各小学校、第一幼稚園、私立幼稚園、

町の各保育所が輪番制で担当し、年２回代表者会議を行っております。 

会議には教育総務課長、子ども家庭課長も出席し、年度初めには、各幼児

施設の保育参観や小学校の授業参観等の計画等に関する情報交換、年度末

には事業報告と次年度に向けての改善点等に関する情報交換を行っており、

教育委員会、子ども家庭課、学校、幼児施設が、綿密に情報共有を図ること

ができております。 
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年度末の会議終了後には、各幼児施設から次年度に入学予定の児童を 

学校ごとに分けた資料が提出され、子どもたちの交友関係や過去にトラブル

があったお子さんの事案等、詳細な情報を含む個別の引継ぎが小学校と幼児

施設間で行われ、いじめの芽を摘むことにもつながっていると思っており

ます。今後も、保幼小担当者が主体的に情報交換を行う場に、教育総務課

と子ども家庭課も参加しながら保幼小連絡会の機能強化に努めて参りたい

と思っております。 

なお、令和３年３月には、宮城県教育庁特別支援教育課が、「切れ目のない

支援体制の確立」に向け、就学前からつくる「個別の教育支援計画」の

手引きを作成し、宮城県内の小学校及び幼稚園・認定こども園等へ配布し

ており、今後、教育支援計画により引き継ぎが徹底されることで、小学校

と各幼児施設の一層の連携が図られ、よりきめ細かい教育行政が可能になる

と考えております。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑮【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】 

（町民環境課、教育総務課、生涯学習課） 

質問事項 １．生物多様性保全への取り組みを について 

１）住民が生物多様性に関心を持つように周知・啓発を。 

２）企業などに対し「生物多様性民間参画パートナーシップ」行動指針

の周知を。 

３）図書館や学校図書館へ「生物多様性の本箱」の展示を。 

４）生物多様性のためにできる簡単な５つのことを宣言するシートの  

周知・普及を。 

５）ワンヘルスアプローチについて、感染症の発生予防に不可欠であるこ

との周知普及を。 

６）町の施策が生物多様性の保全に反していないか、住民参画による検証

を。 

(答 弁) 

大綱１問目「生物多様性保全への取り組みを」についてお答えします。 

１点目から５点目までは関連がありますので、一括で回答させていただ

きます。 

 近年の地球環境保全への関心が高まる中で、生物多様性という言葉が  

使われだしています。その捉え方は、生物の個体の多様性、種の多様性、

生態系の多様性からの視点が盛り込まれた複層的な概念となっています。 

そのため、生物多様性の言葉の意味を理解している住民は少なく、言葉さえ

聞いたことがない住民が圧倒的多数となっております。日々の住民生活に

おいて、この概念は我が事のように捉えられていません。 

しかし、身近な生活実態上では、自然環境保全活動や各地域保全隊による 

水田環境の保全や植栽による環境の創造、上川名地区でのホタルの里づくり、
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自然の恵を生かした里地里山での生産活動や交流活動、ふれあい農園や

白石川東船迫地区河川敷を愛護する会による白石川の水辺環境の保全等の

活動が行われています。また、町としても、緑豊かで親しみのある公園づくり

やまち中の景観形成、船岡城址公園や白石川における毎年の植栽会の開催等、

緑を増やす事業や町有林の適切な管理に努めております。 

このように、実質的には、自然や生態系の大切さについては十分に意を

用いた生活を送っている町民が数多くいらっしゃることから、まずは、生物

多様性の言葉が住民の間で共通認識となるための普及啓発に努めて参ります。 

今回、具体的に提案をいただきました愛称「生物多様性の本箱」の展示や

ＭＹ行動宣言シートの活用、ワンヘルスアプローチの実現については、段階的

に普及啓発を進め、生物多様性の言葉に対する理解度の高まりを見定めた

中で、改めて活用を検討して参ります。 

 

 ６点目「町の施策が生物多様性の保全に反していないか、住民参画によ

る検証を。」についてですが、 

生物多様性については様々な切り口からのアプローチがあります。 

今回の提案の中では、検証の対象となる町の政策分野の範囲が不明確で

あること、生物多様性の保全に反するかどうかを判断する際の客観的な 

評価基準が示されていないこと、生物多様性という言葉自体耳慣れていない

町民が参加し、どのような手法を用いて検証するのか示されていないなど、

検証する際の課題がいくつか見受けられます。 

自然が豊かで、自然環境の保全や美しい景観づくりに意を用っている町民

が多い柴田町において、何を目的に、生物多様性の検証を行うのかあまりにも

漠然とした質問ではないかと受け止めております。 

まずは、生物多様性という言葉自体が住民の耳に慣れ親しむよう普及啓発に

努めて参ります。 
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令和２年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑮【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】  （財政課、都市建設課） 

質問事項 ２．みんなの幸せにつながるＰＰＰの取り組みを について 

１）都市計画マスタープランと立地適正化計画の作成は完了したのか。  

国土交通省の都市再構築戦略事業への申請結果は。 

２）官民連携事業推進のための「サウンディング」登録時の質問に対する

回答は。 

３）オガールプロジェクトに対する柴田町としての考えは。 

４）ＰＰＰ・ＰＦＩの研究や学習は、どのような形で行われたのか。全職

員が参加しているのか。 

５）柴田町においても岡崎市を参考に公民連携取り組み方針を掲げるべき

では。 

６）岡崎市の公民連携に対する職員の心構えを、どのように受け止めてい

るか。今後ＰＰＰ・ＰＦＩに取り組もうとしている柴田町だが、職員の

心構えはできているか。 

(答 弁) 

大綱２問目「みんなの幸せにつながるＰＰＰの取り組みを」についてお

答えします。 

１点目「都市計画マスタープランと立地適正化計画の作成は完了したの

か。国土交通省の都市再構築戦略事業への申請結果は。」についてですが、 

白内議員ご承知のとおり、都市計画マスタープラン・立地適正化計画  

策定業務については、平成３０年度３月会議において債務負担行為として、

ご承認いただいておりますが、事業は、平成３１年度から令和２年度まで

の２年間で策定する計画としておりました。しかし、令和３年２月会議の

繰越明許費補正において、ご説明したとおり、新型コロナウィルス感染症

対策の影響で、策定委員会の開催が困難であったことや、立地適正化計画
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における制度変更の影響もあり令和３年度に事業を繰越して、現在も引き

続き、策定中の状況です。そのため、都市再構築戦略事業の申請について

は、計画策定後となることから、まだ申請はしておりません。 

なお、体育館建設については、残念ながら現段階において、今だ都市

再構築戦略事業の対象施設には加えられておりません。 

 

２点目「官民連携のための「サウンディング」登録時の質問に対する回

答は。」についてですが、 

まず、国土交通省主催の地方ブロックプラットフォームサウンディング

に参加した趣旨ですが、当時、公共施設等総合管理計画において建築物

総量の３８％を削減する目標を抱える中で、総合体育館・図書館・学校給食

センターの３つの大型プロジェクトを進める際に、少しでも財政負担を

減らせる手段はないかという視点で、公民連携の手法の可能性について民間

事業者の生の声を聴き、知見を広める良い機会と考え参加しております。 

そこで得られた意見としましては、「公民連携手法は無数に存在するため、

地域や政策に適した手法を選択する必要があるということ」、また「ある

程度のインセンティブが無ければ民間参加は見込めず、逆に民間に裁量を

与えすぎると公共性が少なくなり、バランスが非常に重要だ」ということ

でした。 

公民連携手法を考える場合は、現状を踏まえつつ町の未来を見据え、行政

と民間がそれぞれ果たす役割を明確にし、効果を最大化できるポイントを

見極めていかなければならないと捉えております。 

 

３点目「オガールプロジェクトに対する柴田町としての考えは。」につ

いてですが、 

オガールプロジェクトは、 

一つに、岡崎正信氏というキーパーソンがいて、また彼の人脈の中で、

行政、金融、まちづくり、デザイン等の専門家のネットワークが活用でき
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たこと。 

二つに、約１１ヘクタールというエリアリノベーションが可能な町有地

が既に取得されていたこと。 

三つに、比較的自由度の高かった、まちづくり交付金が活用できたこと。 

四つに、岩手県サッカー協会によるフットボールセンターの県内建設の

動きがあったこと、などの好条件がうまく絡み合ってできたＰＰＰにおける

最優良なモデルプロジェクトであることに間違いはないと思っております。 

しかし、あまりにも素晴らしいプロジェクトなゆえに、他の自治体が

すぐに活用できる普遍化されたものになっておりません。また、現在の

紫波町の課題も柴田町と同様で、農村部の人口の流出、少子高齢者世帯の

増加、地域で働き、まちを守っていく人たちの減少等が深刻化しており、

オガールを起点とした好循環が、まち中全体に及んでいるわけではないと

伺っております。 

私としては、このオガールプロジェクトは、まちづくりの拠点整備に限定

された中で、成功した先進的モデルケースと受け止めております。 

 

４点目「ＰＰＰ・ＰＦＩの研究や学習は、どのような形で行われたのか。

全職員が参加しているのか。」についてですが、 

平成２８年１１月、当町で開催された東北ＰＰＰ・ＰＦＩ協会主催の「先進

自治体から学ぶ公民連携によるまちづくり」地域活性化ＰＦＩフォーラム

への参加から始まり、次に、公民連携によるまちづくりやＰＦＩに関する

調査検討については、七十七銀行等民間事業者主催によるセミナーや勉強会、

報告会への参加、職員間での意見交換会の開催、国交省主催のＷＥＢ会議、

議会議員研修会への参加等、事業課職員や管理職を含め、機会あるごとに

学習し、調査、研究に努めて参りました。 

 

５点目「柴田町においても岡崎市を参考に公民連携取組を掲げるべきで 

は。」についてですが、 
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 人口 ３８７，８３５人 職員数 ３，７６９人の岡崎市と 

 人口  ３８，７００人 職員数   ３００人の柴田町では 

公民連携を取り巻く社会経済や自治体の組織規模、財政力に大きな格差が

あります。 

 そのため、一つに、身近に民間の資金や技術やノウハウを活用することで、

効率的で効果的な公民連携を活用した事例に接する機会が少ないこと。 

 二つに、今後１０年間に、柴田町において民間が参入意欲を示すような、

一定規模以上の公民連携事業が少ないこと。 

こうしたことから、今すぐ公民連携取組方針を策定することは考えて

おりません。 

 今後、公民連携の対象となる個別案件を推進していくにおいては、岡崎市

公民連携取組方針を参考にしながら対応してまいります。当面は、指定

管理者制度、民間への業務委託、民営化などで公民連携による協働のまち

づくりを進めるとともに、公共施設等の整備においては、ＰＰＰ・ＰＦＩ

手法も活用してまいります。 

 

６点目「岡崎市の公民連携に対する職員の心構えを、どのように受け止 

めているか。今後ＰＰＰ・ＰＦＩに取り込もうとしている柴田町だが、  

職員の心構えはできているのか。」についてですが、 

公民連携活用推進「五つの基本原則」や「職員の心構え」が決定された

経過において、行政のあらゆる分野で、しかもあらゆる場面で３，７６９人

の職員全員がＰＰＰに関する学習や話し合いに参加し、どのような議論を

積み重ねた結果、こうした基本原則や心構えがまとめられたのか不明で

あります。そのため、「五つの心得」に込められた深層を知るよしもあり

ません。一般論として、公民連携を推進する上では大層な心構えではない

かと受け止めております。 

本町の職員においても、今後とも常に地域課題を共有し、課題解決に

向けて公民連携の手法を大いに活用しながら、さらに、従来にも増して組織
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や職員が一体となって、効率的で効果的な業務を進められるよう心掛けて

参ります。 
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令和３年度柴田町議会６月会議一般質問（答弁書） 

順⑯【質 問 者 １５番 広沢 真 議員】       （上下水道課） 

質問事項 １．水道事業の「みやぎ型管理運営方式」を問う について 

１）全体事業計画書の提出と説明を求めるべき。 

２）経費削減効果(287億円)が検証できるデータが出されていない。  

３）情報公開の規定を精査しているのか。 

４）水質管理のチェックの仕組みができているのか。 

５）危機の管理マニュアルはどうなっているのか。 

(答 弁) 

大綱１問目「水道事業の「みやぎ型管理運営方式」を問う」についてお

答えします。 

１点目「全体事業計画書の提出と説明を求めるべきではないか。」につい

てですが、 

現在、宮城県で進められています「みやぎ型管理運営方式」は令和４年

４月の事業開始が計画されています。全体事業計画書につきましては、  

運営権者（６月県議会議決・９月実施契約書締結予定）が県に対して、   

最終案を事業開始９０日前の今年１２月末までに提出して、事業開始３０

日前の令和４年２月末までに県の承認を受ける予定となっています。県に

提出された計画書は、その後、関係市町村と共有されることになります。 

 

２点目「スケールメリットによる経費削減効果とあるが、削減効果を検

証できるデータが出されていないのではないか。」についてですが、 

現時点において県からは、「県の現行体制を維持した場合における事業

費」と「優先交渉権者からの提案額の削減を額比較した表」が、営業項目

と９事業所ごとに提示されているのみです。今後、６月以降、９月末日まで

を目途に、優先交渉権者から各種計画書の初案が提出されますので、この
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中で検証するデータが明らかになると思われます。 

 

３点目「情報公開についての規定を精査しているか。」についてですが、 

運営権者は、県が指定する事業計画や監査済み財務諸表等の事業運営状況

を自主的に公表し、県は、運営権者の指定公表事項の確認や自主的公表

情報の意見を収集し、県ホームページにモニタリング結果を掲載する計画

となっています。また、（仮称）経営審査委員会による監視が行われ、経営

の透明性の確保に努められているものと思われます。 

基本協定が令和３年４月１３日に締結され、「情報公開取扱規程」が県から

承認され、県から町に資料の配布を受けております。取扱規程には、情報

公開や開示の対象、開示請求の手続等が示されています。 

 

４点目「水質の管理でチェック仕組みがしっかりしているのか。」につい

てですが、 

先の会議において、水質管理計画書（案）が市町村に配布されておりま

す。 

水質の管理は、現行の宮城県による水質検査計画を引き継ぎつつ、優先

交渉権者からは、検査項目および検査頻度は同じではありますが、特に重要

と考えられる水質検査項目に関しては、現行よりも厳しい独自の管理目標値

を設定し、安全・安心の確保を図るものとされています。また、自社による

モニタリング（監視・測定）後、県の検査を受けるほか、民間業者による抜

打ち検査も計画され、監視力の強化を目指しています。 

 

５点目「危機管理マニュアルはどうなっているか。」についてですが、 

これまで、町は、県企業局開催の事業計画説明会や仙南・仙塩広域水道

受水団体連絡会並び阿武隈川下流流域下水道協議会を通じて、事業内容の

確認や意見書等を送ってきました。今回、これまで町に回答を受けた内容が、

公募にあたっての要求水準書等にほぼ反映されたものとなっております。 
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現在、県からは危機管理マニュアル及び業務継続計画書作成の叩き台と

なる「災害等対応措置」が提出されておりますが、１点目の質問にあった

全体事業計画書と同様に、最終案は優先交渉権者から事業開始９０日前まで

に県に計画書が提出され、事業開始３０日前までに県の承認を受けることと

なっております。現在、詳細の内容は読み取れませんので、今後も具体的な

内容の把握に努めて参ります。 
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