
令和３年度柴田町議会６月会議 

一 般 質 問 答 弁 書 

（再質問） 



①－1 

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月以降の接種体制（集団・個別）と、分かりやすいバスの運行スケ

ジュールを速やかに住民に周知すべきでは。 

２）本町としてあらゆる機会を利用し、もっとスピード感をもって対応す

べきでは。（例えば、仙南広域で接種会場を設定。仙台大学とのコラボ。

仙台の大規模接種会場への誘導など） 

３）７４歳以下の接種体制も同様に実施するのか。 

(答 弁) 

大綱１問目「７月末までに高齢者が接種できる体制を」について、お答

えいたします。 

１点目「７月以降の接種体制（集団・個別）と、分かりやすいバスの運

行スケジュールを速やかに住民に周知すべきでは。」、３点目「７４歳以下

の接種体制も同様に実施するのか。」について一括でお答えいたします。 

７５歳以上の方で５月２６日の予約受付後においても予約が完了して

いない方全員に対し、６月１日に通知を発送しました。現在、ワクチン接種

に関する意向調査を返信用ハガキで確認しているところです。 

さらに、６５歳以上７４歳以下の高齢者に対しても、６月９日以降、順次、

お知らせを発送し、ワクチン接種に関して、接種の有無、接種の方法等に

ついて返信用ハガキで意向確認をしているところです。 

返信ハガキで示された意向のもとに、町から接種日時、場所、注意事項等

を記載した予約確認通知を発送することとしております。 

今回、集団接種体制を強化したことから、バスの運行も見直しております

ので、予約確認通知と合わせて「バス運行スケジュール」を同封すること

にしています。 

再 質 問 



①－2 

 

２点目「本町としてあらゆる機会を利用し、もっとスピード感をもって

対応すべきでは。（例えば仙南広域で接種会場を設定。仙台大学とのコラ

ボ。仙台の大規模接種会場への誘導など）」についてお答えいたします。 

 仙台の大規模接種会場への誘導に関しては、６５歳以上７４歳以下の方

に対するお知らせの中で、ワクチン接種方法の選択肢の１つに加えており

ます。県との調整の中で、６月２１日以降、本町分の枠を設けております

ので、希望される方については、予約することにしています。 

 なお、仙台大学での大規模接種につきましては、６月７日に正式に困難

である旨の連絡がありました。また、仙南広域圏でのワクチン接種は、医師

や看護師の確保、各自治体のワクチン接種体制の相違から困難となってい

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) 学力を向上させるため、さらに改善すべき点について検討しているか。 

また、学力調査の結果については、教諭、校長、教頭、教育専門員と

の間での情報共有や課題抽出などはされているか。 

２) スポーツ少年団などのクラブ活動に参加している、していないなどと

いった属性ごとのクロス集計による結果分析などを行っているか。  

体力低下の対策として休み時間を活用した運動習慣化の取り組みや、

総合型地域スポーツクラブを活用した運動機会の創造などが考えら

る。町として抜本的な改善に向けた具体的な検討や取組みは。 

３）コンピューターを自宅に持ち帰っての課題学習などは、いつごろまで 

に実施できるのか。３Ｄプリンタを導入後の試験的な稼働や教育現場 

においての活用事例や成果、実績は。 

４）学校行事について、学校間の行事内容などに格差が生じ、児童・生徒、 

保護者に不公平感が生じないよう、さらに感染防止対策を工夫し十分 

な配慮を。 

(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「学力を向上させるため、さらに改善すべき点について検討して 

いるか。また、学力調査の結果については、教諭、校長、教頭、教育専門

員との間での情報共有や課題抽出などはされているか。」についてですが、 

柴田町では、令和元年度より年２回行っている町独自の学力調査を生か

したＰＤＣＡサイクルによる、授業改善・学力向上への取組を行っており

ます。具体的には、１回目の学力調査において、教育専門員が各教科の

再 質 問 
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領域別の結果を分析し、全国比との比較とともに「授業改善の方向性」を

校長会に提示して、柴田町としての方向性を確認しております。各小中学校

においては、分析結果を、教頭以下、教務主任、研究主任が中心となって

共有し、自校の結果を分析・考察し、成果や課題を把握して「校内研究の

取組」と連動させて授業改善を図っております。その後、２回目の学力調査

を行うことで、取組の成果と課題を確認し、年度末・新年度に向けての

底上げ・習熟の強化を図っております。 

また、学力向上のもう一つの取組として、アイチェック（学級・学年集団

の人間関係や生活習慣調査からよりよい人間関係を育てる指標となる調査）

を併せて行っております。よりよい人間関係のもと授業に取り組むことは、

学力向上に大きく資することから、学力調査の結果とともに、アイチェック

の結果を各校・各学年で共有して、教育活動に生かしております。 

 

２点目「スポーツ少年団などのクラブ活動に参加している、していな 

いなどといった属性ごとのクロス集計による結果分析などを行っている

か。体力低下の対策として休み時間を活用した運動習慣化の取り組みや、

総合型地域スポーツクラブを活用した運動機会の創造などが考えらるが、

町として抜本的な改善に向けた具体的な検討や取組みは。」についてですが、 

「宮城県小・中・高等学校児童生徒体力・運動能力調査」の結果につい

ては、毎年各小中学校で開催する学校保健委員会の中で比較・分析を行い、

調査の結果から見える課題等について、目標を設定し対策を講じ取り組んで

おりますが、スポーツ少年団など、クラブ活動を含めた属性ごとのクロス

集計による結果分析などは行っておりません。 

町内の小学校では、校内持久走大会などの校内行事に合わせて、休み時間

を活用した業間マラソンや長なわとびなどに取り組んでおります。また、

中学校では、生徒会が企画する部活動対抗駅伝に合わせた体力作りや、体育

の授業の前に、準備運動として、全員が校庭をランニングするなど、多く

の生徒が運動の機会を持てるよう工夫し取り組んでおります。 
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３点目「コンピューターを自宅に持ち帰っての課題学習などは、いつご

ろまでに実施される予定か。３Ｄプリンタについて導入後の試験的な稼働

や教育現場においての活用事例や成果、実績は。」についてですが、 

５月に町内の小中学校に通っている児童生徒の保護者に対して、オンラ

イン授業に向けた家庭でのインターネット環境に関するアンケートを実施

したところ、全児童生徒２，７４７名のうち、１５４名の児童生徒が家庭

でのインターネット環境が整備されていないことがわかりました。現在、

インタ－ネット環境が整備されていない家庭の児童・生徒には、モバイル

ルータの貸与を視野に入れ、夏休みまでにコンピューターを自宅に持ち

帰って課題学習ができるように準備を進めているところです。 

３Ｄプリンターにつきましては、令和３年２月下旬の納品となり、その

際に、業者から使用方法等について説明を受け、稼働テストを行っており

ます。現在は、各学校において、子どもたちが３Ｄプリンター学習に必要

となるＩＣＴスキルを身につける努力をしながら、先生方が授業等での３Ｄ

プリンターの活用に向けて研究をしている段階です。教育委員会でも３Ｄ

プリンターを授業や研究で活用している仙台高等専門学校広瀬キャンパス

を訪ねて、授業における３Ｄプリンターの活用について協力を求めており

ます。仙台高等専門学校広瀬キャンパスの協力を得ながら、町内の小中学校

の教育現場においての利活用について、新たな学びや気づきにもつながる

教育ツールとしての３Ｄプリンターの活用を進めて参りたいと考えており

ます。 

 

４点目「学校行事については、学校間の行事内容などに格差が生じ、児

童・生徒、保護者に不公平感が生じないよう、さらに感染防止対策を工夫

するなどして十分配慮を。」についてですが、 

今年度は、小学校の大きな学校行事の一つである運動会を「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、保護者
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の協力を得ながら、以下のような感染防止策を工夫し、２年ぶりに町内

すべての小学校で開催することができました。 

１． 各家庭の観覧人数の制限 

２． 入場時間、場所取りの制限 

３． 観覧・応援は、自分の子どもの学年のみ 

４． 会場への入場場所を、検温・手指消毒の徹底のため特定する 

５． 応援は、声をださずに拍手のみ 

今後も、教育委員会と各小中学校が連携を密にして、感染防止対策を

工夫し、学校行事等においてできるだけ学校間で格差が生じないよう取り

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④【質 問 者 １番 石森 靖明 議員】   （まちづくり政策課） 

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）不動産関連業者等との「町内会への加入促進に関する協定」の締結だ

けではなく、契約時における不動産会社などからの声がけ、転入・転居

届出時の行政からの声がけがあれば、町内会への加入促進や自治会長等

の役員の方々の負担軽減にもつながると考えますので、その実現に向け

た検討を。 

２）今後実施予定のアンケート調査について、課題解決に向け、調査対象

者を広げるなど、様々な切り口から解決策を見出すことが必要と考える

が、いかがか。 

(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「不動産会社などからの声がけ、転入・転居届出時の行政からの声

がけがあれば、町内会への加入促進や自治会長等の役員の方々の負担軽減に

もつながると考える。その実現に向けた検討を。」、２点目「アンケート調査

の調査対象者を広げるなど、様々な切り口から解決策を見出すことが必要と

考えるが、いかがか。」について、一括でお答えいたします。 

町内会などの継続維持や活性化には、加入率の問題だけではなく、日頃

から人と人とのつながりを育み、会長や役員をはじめとする会員全員で盛り

上げていくことが一番重要なことであり、地域運営の基盤となるものと

思いますが、町も共に考え、効果的な支援を行うことが必要だと思います。 

そのためには、町内の各地区において共通の課題、地区によって違う課題

など、地域の実態をできるかぎり把握する必要がありますので、まずはアン

ケートを行います。 

再 質 問 
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今回予定しているアンケートは、町内の各地区の状況を把握するため、

行政区長や自治会長に対して実施するものです。「新たに加入した方」「加入

していただけなかった方」など、各自治会等の詳細な状況は、まずは自治

会等で自ら行っていただくことが今後の自治会運営を行う上で重要ですが、

実施に当たっては、町やまちづくり推進センターがサポートして参ります。 
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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) 各家庭の通信環境の調査結果は。また、通信環境などを設置していな

い家庭への対応は考えているのか。 

２) 不登校の児童生徒に対し、この端末を活用し支援する考えは。 

３) 学校内で、端末を破損した場合の対応及び費用負担はどうなるのか。

また、家庭への持ち帰り時に破損した場合は、どのようになるのか。 

４) 先生方が授業に臨むための新たな負担の度合いは。将来の授業の中に

タブレットの活用をプラスしたものと思ってよいか。 

(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「各家庭の通信環境の調査結果は。」についてですが、 

５月に町内の小中学校に通っている保護者に対して、オンライン授業に

向けた家庭のインターネット環境に関するアンケート調査を実施したところ、

２，７４７名中、１５４名の児童や生徒がインターネット環境が整備されて

いないことがわかり、内、２２名は夏休みまでに整備を予定している結果

がわかりました。現在、家庭でインタ－ネット環境が整備されていない

児童・生徒には、モバイルルータの貸与を視野に入れ、夏休みまでにコン

ピューターを自宅に持ち帰って課題学習ができるように準備を進めている

ところです。 

 

２点目「不登校児童生徒に対し、この端末を活用し支援する考えはある

のか。」についてですが、 

 答弁で申し上げましたが、一部の学校ですが、学校を休んだ児童も授業

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、不登校

再 質 問 
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児童生徒に対してのリモート授業の支援についてですが、現在、学校に

足が向かない児童生徒の中で、柴田町子どもの心のケアハウスに通所して

いる児童生徒に対し、子どもの心のケアハウスと連携し、リモート授業を

通して学習をし、学校復帰に繋がるようにできればと考えております。

心のケアハウスに通うことができない児童生徒への支援については、保護者

と十分な話し合いをし、コーピューターを活用した授業も今後は視野に

入れていく必要があると考えております。 

 

３点目「学校内で、端末を破損した場合の対応及び費用負担はどうなる

のか。また、家庭への持ち帰り時に破損した場合は、どのようになるのか。」

についてですが、 

柴田町で購入したコンピューター Chromebook（クロムブック）は、

小学生の机の高さから落としても壊れにくく、耐久性に優れていると言わ

れております。現在は、学校の授業以外ではコンピューターを活用して

おりませんので、授業内で破損した場合は、教育委員会の費用負担となり

ます。今後、想定される家庭への持ち帰り時などで破損した場合の費用負担

につきまして、近隣の市町では、「故意に破損させた場合は保護者負担、それ

以外は教育委員会負担」としているところや「基本的には町負担、状況に

より保護者負担もある」など、若干の相違はあるようです。 

今後、他市町の事例を参考にして、コンピューターの持ち帰りを予定して

いる夏休みに入るまでには、コンピューターを破損した場合の対応及び費用

負担など、ガイドラインを作成し、わかりやすい形で保護者に周知して参り

ます。 

 

４点目「先生方が授業に臨むための新たな負担の度合いはいかがか。」

についてですが、 

令和２年度に文部科学省が打ち出した「ＧＩＧＡスクール構想」の実現

に向け、「新たな学びのスタイル」として、コンピューターを活用した授業
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はスタートしたばかりです。従来の授業内容の中にコンピューターの活用

をプラスしたものと捉えるのではなく、先生方の働き方改革の推進や例えば

小学校２年生で、コンピューターの写真撮影機能を活用して植物の生長を

見える化して学ぶ授業等、コンピューターを活用した新たな授業づくりに

挑戦するという姿勢で取り組んでいただいております。 

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。 

 



⑥－4 

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 

町が指定した接種日程で都合が悪い場合の対応は、コールセンターで行

うのか、また、かかりつけ医での接種を希望する場合は、どのように調整

するのか。 

(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、６月１日より、ハガキによる事前

の意向確認する方式に変更しました。ワクチン接種の有無、集団接種及び

かかりつけ医等を含めた個別接種を選択できます。 

さらに、６５歳以上７４歳以下の方については、仙台で実施している

大規模接種会場での接種も含め、選択できる方式になります。 

その後、意向の内容をもとに町からのワクチン接種日、場所を指定しま

すが、指定日が都合悪い場合は、予約の変更を受け付けいたしますが、

これまでのように電話が集中する可能性も低いことからコールセンター

に連絡をいただくことにしたものです。 

 

再 質 問 
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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） 

質問事項 １．温暖化防止計画の施策実行を について 

１）「ＣＯ２削減について具体策を」   

・何をどのように削減するか具体策を。 

２）「再生エネルギーの設置とその内容は」 

・設置導入する再生エネルギーのとらえ方は。 

５）「太陽光設置について、県の補助との併用できる補助の創設を」 

・ＣＯ２削減のため、県補助と併用できる町補助の創設を   

６）「町が需要家となる事業化はできないか」 

・ＰＰＡモデルに関するメリット、リスクの考え方は。 

・オフサイトコーポレートＰＰＡでの事業化を。 

８）「仙南クリーンセンターの発電を固定価格で購入できないか」 

・石油由来の電力購入を抑えるための方策として導入は。 

・仙南クリーンセンターの施設運用について、柴田町がリードすべきでは。 

９）「ごみの組成調査の方法と今年度の実施は」 

・組成分析に偏りはないのか。 

・今年度（令和３年度）も実施されるのか。 

１１）「他の財源からの住宅の高気密・高断熱化補助は」 

・組成分析に偏りはないのか。 

・今年度（令和３年度）も実施されるのか。 

１２）「グリーン購入に関する計画の制定は」 

１４）「ＳＤＧｓやＣＯ２削減に対する計画での町の姿勢は」 

・温暖化防止事故王計画や環境基本計画におけるＳＤＧｓやＣＯ２削減

に関する考え方は。 

 

 
再 質 問 
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(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「ＣＯ２削減について具体策を」についてですが、 

第二次柴田町地球温暖化防止実行計画における二酸化炭素の削減目標は、

国の「地球温暖化対策計画」等に準じて２６％としていますが、今後、地球

温暖化対策推進法の改正により、国の削減目標は４６％となる見込みである

ことから、第二次の実行計画についても、同様の目標値に変更する考えです。 

燃料使用料や電気使用料等及び二酸化炭素の削減目標は、過日開催の全員

協議会で説明したとおり、計画の第４章目標の中に目標数値を示しています。

なお、今後の削減目標の変更に応じて、これらの数値も変更となる見込み

です。取り組み項目の強化により、目標の達成を目指して参ります。 

 

 ２点目「再生エネルギーの設置とその内容は」についてですが、 

計画の取り組みにおける再生可能エネルギーは、太陽光発電施設の設置

を想定したものですが、今後の技術革新により、新たに有効な技術があれば、

その導入も検討して参ります。 

 

５点目「太陽光設置について、県の補助との併用できる補助の創設は」

についてですが、 

太陽光発電は二酸化炭素の削減に有効ですが、太陽光発電設備を設置

する方は、その主旨を十分理解して設置していると思われることから、町が

補助をすることで、さらなる推進につながるとは考えていません。 

 また、町が一部補助金で支援したとしても、設置者の費用負担が懸念さ

れることから、太陽光発電設備価格の動向や電力会社による固定価格買取

制度の動向などの状況を注視しながら、当面は県の補助を紹介する対応と

したいと考えます。 
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６点目「町が需要家となる事業化はできないか」についてですが、 

屋根や土地を貸すことによるＰＰＡ方式での質問ですが、個人の財産管理

に対して、１０年とも２０年ともいわれる、自らが財産管理財産処分でき

ない期間は決して短いものではないと考えます。 

また、オフサイトコーポレートＰＰＡのビジネスモデルについては、

環境省が示している補助事業を含めて承知をしています。環境省でも今年度

に入ってから事業体の公募を始めたところなので、具体的な提案があれば

改めて、検討して参ります。 

  

８点目「仙南クリーンセンターの発電を固定価格で購入できないか」に

ついてですが、 

仙南クリーンセンターの発電は、もやせるごみの焼却処分で発生する熱の

有効利用によるものですが、焼却する以上、二酸化炭素の排出はあります。

石油由来の発電も二酸化炭素の発生があり、どちらも二酸化炭素の発生する

発電方式に変わりはありません。 

なお、仙南クリーンセンターで発電した電気は、施設運営の自家消費用

として使用されるほか、これを上回る電気は電力会社に売電しており、この

収入により、構成市町の負担金は軽減されることになります。また、仙南

地域広域行政事務組合は電力小売業者ではないことから、新たな法人の設立

や送電のためのインフラ整備等の課題も多く、２市７町での導入する考え

はありません。 

 

９点目「ごみの組成調査について」についてですが、 

仙南クリーンセンターの組成調査は、仙南地域広域行政事務組合で実施

しており、収集区域の違う収集車から、１０袋を抽出し、内容物すべてを

広げて分類します。すべて手作業で時間はかかりますが正確な調査です。

町内１か所を調査するのではありませんので、偏りもありません。 

また、今年度の調査に関しては、新型コロナ感染症の影響で、実施時期
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や内容は現在公表されていません。 

 

１１点目「他の財源からの住宅の高気密・高断熱化補助は」についてで

すが、 

先の質問にあった岩沼市、七ヶ宿町の補助はその目的を、岩沼市は市内

の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図る、七ヶ宿町はまち並み

景観等の整備を図る、とそれぞれ定めており、住宅建築、修繕に付加価値

を添えるものととらえられます。二酸化炭素削減のための方策としての導入

としては、先進事例と言い難いものと考えます。 

仙台市の２つ例については、国の補助を実施する団体を紹介するものです。

今後、柴田町では、国、県の情報を広く周知することに努めます。 

 

 １２点目「グリーン購入に関する計画の制定は」についてですが、 

グリーン購入については、先の答弁のとおり、これまでも様々な形で、

物品購入の際は考慮してきたところです。今後は、第３次柴田環境基本計

画策定の中に盛り込み、これを受けて、グリーン購入の推進計画の策定を

目指して参ります。 

 

１４点目「ＳＤＧｓやＣＯ２削減に対する計画での町の姿勢は」につい

てですが、 

町の施策について、ＳＤＧｓについては、従来から事業・施策との関連

付けが進められています。二酸化炭素の増減を種々の事業等に表示するに

は、算出方法など十分に研究する必要があります。 
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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 

１) 医師１８人中１０人の医師の協力を得られれば２４０人の接種が可 

能になります。看護師の数を増やすことができれば、一日の接種数を増 

すことができますが、看護師の数を増やすことはできませんか。  

２） 看護師が情報を整理して医師が判断するようにすれば、もっと多く

接種ができると思うが検討できませんか。 

３） インターンの協力を得て問診を行っているところもあるようです。

検討できませんか 

(答 弁) 

大綱２問目「一刻も早い新型コロナワクチン接種を」についてお答えし

ます。 

１点目「１０人の医師の協力を得られれば２４０人接種が可能になりま

す。看護師の数を増やすことはできませんか。」についてですが、 

既に回答したとおり、３月中、医師団と合意した協力内容は、月曜日から

土曜日までの期間で、一般診療を行った時間以外でのワクチン接種について

了承いただいたものです。 

今回さらに、ワクチン接種体制を強化するため医師団の先生方には、 

１つに、一日８０人から１３８人にワクチン接種人数の拡大 

２つに、ワクチン接種が行われていなかった火曜日での実施 

３つに、個別接種の実施について協力をいただくことになっています。 

さらに、今回みやぎ県南中核病院から医師２名の派遣を要請し、土曜日

の午前と日曜日・祝祭日においてもワクチン接種をおこなうことにして

おります。 

看護師については、現在不足している訳ではありませんが、今後の対応

再 質 問 
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を考え、地元医療機関からの派遣をお願いしているところです。 

 

２点目「看護師が情報を整理して医師が判断するようにすれば、もっと

多く接種ができると思うが検討できませんか。」についてですが 

現在も医師による予診の前に保健師と看護師が健康状態や現在服用して

いる薬等の確認を行っております。その中で医師の判断が必要な項目に

ついては、ふせん等を貼り、医師につないでおります。 

 

３点目「インターンの協力を得て問診を行っているところもあるようで

す。検討できませんか」についてですが 

まさか全人口１，３２３人で６５歳以下の接種が始まった七ヶ宿町と

６５歳以上の高齢者１１，９２８人と比べて「これだけ遅れることになれ

ば町民の不安は大変になる」と言っているのではないと思いますが、現在

医師団やみやぎ県南中核病院の協力を得て、ワクチン接種体制強化に努め

ております。 

なお、協力いただいている医師団との兼ね合いもあり、現在インターン

の協力は考えておりません。 

 

４点目「仙台市の大規模接種会場の活用を県に働きかけ、柴田町分を確

保することが町民に対する責任と考えますが、見解は」についてですが 

東北大学（宮城県、仙台市）ワクチン接種センターでの接種については、

１日１００人、１３日間の合計１，３００人の枠の確保をお願いしています。 

 

５点目「接種券が未着でも大規模接種場での接種を可能にできません

か。」についてですが 

６５歳以上の高齢者へは、６月１０日までに接種券を発送しております。

アイリスオーヤマでの大規模ワクチン接種の体制や対象者の取り扱いが 

明らかになった時点で、柴田町分の確保について、申し入れすることにな
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ります。 

 

６点目「個別接種の余剰ワクチンをどのようにしていくか対策を伺いま

す。」についてですが 

当日のキャンセル等でワクチンが余る場合は、第 1 位として接種会場

関係者、それ以降は福祉施設等の介護士、保育士等の順で補完リストを

作成し、都合のつく方に集団接種会場や個別接種を行う医療機関で接種

する体制をとっております。 
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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）・排水ポンプ車を増やすにあたってネックとなるものは何か。 

・オペレーターや運転手などの作業員の確保はできるのか。 

  ・ポンプ車稼動の一括委託はできているのか。 

  ・購入財源として活用できる補助金などはないのか。 

２）・周辺自治体の動向は把握しているのか。協力体制なども考えてはどう

か。 

・町外の業者などへの委託も検討してはどうか。 

３）白石川への排水にあたって、さまざまな占用条件は何か。 

４）実施設計を本年度９月補正予算に計上するよう前倒しできないか。 

５）樋管の設置について、どのようなイメージを考えているのか。 

(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。 

１点目「排水ポンプ車を増やすにあたってネックとなるものは何か。オ

ペレーターや運転手などの作業員の確保はできるのか。ポンプ車稼動の一

括委託はできているのか。購入財源として活用できる補助金などはないの

か。」についてですが、 

質問内容が、多岐にわたりますので、それぞれお答えいたします。 

①「ネックとなるもの」についてですが、財源の確保のほか、排水ポンプ

車の出動に当たり７名の作業員が必要になることから、委託業者の確保が

ネックになると考えています。 

②「作業員の確保」と③「一括委託」についてですが、本年度の排水作業

にあたり、町の建設工事協議会に排水ポンプ車の操作や人の手配などに

再 質 問 
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ついて、可能であるか打診したところ、町内の１社から国土交通省の委託

を受け排水作業にあたっているので、本町の排水作業についても、お受け

することは可能であるとの回答をいただきました。本年度は、回答があった

業者に委託し排水作業にあたることとしています。しかし、２台目となると

人員の確保は難しいと伺っています。 

④「購入できる補助金」についてですが、 

１台目は緊急防災事業債を活用し購入いたしました。現在の補助制度に

おいて、国の補助金を活用できるものはありません。 

 

２点目「周辺自治体の動向は把握しているのか。協力体制なども考えては

どうか。町外の業者などへの委託も検討してはどうか。」についてですが、 

仙南２市６町及び沿岸部の岩沼市、名取市、亘理町、山元町に問い合わせ

たところ、排水ポンプ車を所有している自治体は、丸森町が唯一所有してい

るとのことです。また、国土交通省仙台河川国道事務所岩沼出張所及び角田

出張所に１台づつ所有しているとのことです。 

協力体制とすれば、国土交通省は、阿武隈川のような国管理河川区間内に

限定し、各自治体の要請があれば排水ポンプ車の派遣は可能となっています。 

しかし、仙南の各市町においては、大雨の状況は同じであるため、それ

ぞれに大雨対応にあたるなどしていますので、排水ポンプ車の他市町からの

派遣や町外の業者などを使った排水作業については、難しいと思われます。 

 

３点目「白石川への排水にあたって、さまざまな占用条件は何か。」に

ついてですが 

 排水樋管を設け白石川の河川堤防（川表）に排水することにより、堤防

を傷めないようにすることが大きな条件の一つであり、そのため、法面の

張ブロックによる保護や、堤防上に排水管を布設する必要があることから、

堤防必要幅を確保するため拡幅盛土などが占用条件となります。 
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４点目「実施設計を本年度９月補正予算に計上するよう前倒しできない

か。」についてですが   

 ご提案のとおり、本年度９月会議において補正予算を計上して参ります。 

 

 ５点目「樋管の設置について、どのようなイメージを考えているのか。」

についてですが  

 地区外排水路流末の堤防（川裏）法面にポンプ排水管を接続するための

受け口を設け、法面上から堤防（川表）にかけて排水管をはわせ、白石川

に吐き出すことを想定しています。 

 このことは、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）に設置している施設と同じ考えとなります。 

  

 最後に、船迫地区における抜本的な冠水対策としては、排水機場の整備

が必要であると考えていますので、今後も引き続き国や県を通じ要望して

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）安全確認済みのものにテープや表示板などを立てるなどの「見える化」

を図り、連絡先を表示して通報制度を設けては。 

２）船岡城址公園の具体的な改修・整備計画を示したものを議会に提示す

べきでは。 

３）白石川堤の倒木状況の詳細と今後の樹木管理についてはどうするか。 

４）スロープカーのレールを支える橋脚の強度は大丈夫なのか。点検業者

は何といっているのか。 

５）スロープカーは町のシンボル的な存在。アフターコロナの時代に備え

て、町の観光資源のシンボルを維持しなければならないと考えるが、

町長の考えは。 

６）スロープカーを新しい物に更新すべく、検討に入るべきだと提案した

いがいかがか。 

７）更新する際の本体や軌道、乗降場などの導入イメージや整備費用、財

源なども調査しているのであれば提示願いたい。 

(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「点検結果の表示や連絡先を表示した通報制度を設けては。」につ

いてですが、 

 学校や児童施設、公園や各種公共施設などに設置されている遊具等に

再 質 問 
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ついては、職員による定期点検及び専門業者による点検の際に危険と判断

された場合には、使用禁止テープを巻き付けるとともに貼紙をし、利用者

に注意喚起を図っております。 

また、連絡先の表示についてですが、誰もが利用できる施設、例えば、

公園については、利用にあたっての注意事項と共に、公園管理を行っている

地元公園愛護協力会名と、役場の連絡先を記載した啓発看板を、公園の入り口

付近に設置しております。今年度は、下名生にある剣崎公園など３公園に、

啓発看板の設置・更新を予定しておりますので、今後も継続して啓発看板

の設置更新を行って参りたいと考えています。 

 

２点目「船岡城址公園の具体的な改修・整備計画を示したものを議会に

提示すべきでは。」についてですが、 

船岡城址公園の整備計画については、平成２８年３月１日の議員全員協議会

において、計画図、整備内容、整備イメージなどをお示ししているところ

です。 

今後は、分かりやすい資料を議会にお示ししてまいります。 

 

３点目「白石川堤の倒木状況の詳細と今後の樹木管理についてはどうす

るか。」についてですが、 

倒木のあった５月２８日（金）は、早朝から瞬間最大風速１７.４ｍの強風

があったため、職員が巡回をおこなったところ、朝９時頃に、桜の倒木を

確認しました。 

倒木の状況としては、根元から折れた樹木本体が堤防上から道路及びＪＲ

敷地側へ倒れ、枝の先端が、ＪＲの高圧電線に触れている状態でした。 

そのため、ＪＲへ連絡するとともに、道路上をバリケードによる通行止め

を行いました。ＪＲ担当者による現地確認の結果、安全に倒木の除去作業

を行うため、ＪＲの判断で白石・岩沼間の電気を止めたことから、約１時間
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程度、この区間の上下線が運転見合わせとなったものです。正午すぎ、倒木

除去のための安全確認ができたことから、専門業者による倒木の撤去・除去

を行い、当日の午後４時頃には、除去した倒木の運び出しを完了いたしま

した。 

今後の白石川堤の桜の樹木管理についてですが、大坂議員ご存じのとおり、

白石川堤は河川法の定めにより桜の新たな植樹が困難な区間となっており

ます。そのため、平成２５年から平成２６年の２か年をかけて、今後の桜の

維持・保全の指針となる「しばたの桜 100 年計画」を策定し、白石川堤を

「守り育てる桜」ゾーンとして、既存木の樹勢維持と回復、再生管理実験等

を実施することとしております。この計画に基づき平成２７年度より樹木医

による樹勢診断と、桜の枯れ枝等の剪定を行い樹勢の維持に努めている

ところです。今年度については、特に、ＪＲ沿線の桜を中心に専門家の意見

を伺いながら、樹木剪定を行っていきたいと考えております。 

また、町内の公園や街路など、古い時代に植えられた樹木が大きくなり、

樹木の老化や強風等による自然の影響により、倒木の可能性が考えられる

ことから、毎年、１０公園程度ずつ、高木剪定を行っておりますので、今後

も継続的に樹木管理を行っていきたいと考えております。 

 

４点目「スロープカーのレールを支える橋脚の強度は大丈夫なのか。点

検業者は何といっているのか。」についてですが、 

スロープカーの点検については、直近では、桜まつり前の２月に実施して

いますが、点検業者からは、安全面の問題は今のところないものの、経年

劣化によってレール支柱の基礎部分の補修や車両及びレールの更新が必要で

あると報告を受けています。 

 

５点目「スロープカーは町のシンボル的な存在。アフターコロナの時代

に備えて、町の観光資源のシンボルを維持しなければならないと考えるが、
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町長の考えは。」についてですが、 

船岡城址公園を会場としたイベントを開催している期間を中心に多くの

お客様に乗っていただいており、町のシンボル的な存在であると認識して

います。しかし、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、乗車

定員を半分にするなど、新しい生活様式に対応しながら運行している状況

が続いています。 

今後も定期点検や修繕等を行いながら、スロープカーを維持してまいり

ますが、今後とも安全を確保した運行を維持するために、早急にレールを

支える柱の部分の基礎の補強工事を行い、将来的には車両及びレールの更新

を行いたいと考えています。 

 

６点目「スロープカーを新しい物に更新すべく、検討に入るべきだと提

案したいがいかがか。」と７点目「更新する際の本体や軌道、乗降場などの

導入イメージや整備費用、財源なども調査しているのであれば提示願いた

い。」については、関連しておりますので、一括して回答いたします。 

スロープカーの更新についてですが、乗車定員を現在と同じ４０人とする

場合や６０人に増やす場合、レールのみを更新する場合やレールの更新に

加え支柱基礎の補強を行う場合などで検討しています。また、スロープカー

の発着所は現在と同じ場所を想定しています。 

整備費用としては、約１億３千万円から２億円程度を見込んでいます。 

今後の財源の確保については、ふるさと納税を活用し、寄附をする方が、

例えば「観光施設の整備に関する事業」など、スロープカーの更新等の観光

施設整備に、寄附金の使い道が選択できる項目を増やすことなどを検討し

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）防災行政無線を活用し、チャイムや音楽を流す使い方や検討は。 

２）屋外拡声器の停電時稼働時間は。また、停電が長引いた場合、発電機

等外部からの電源供給による稼働は可能か。 

(答 弁) 

大綱２問目「防災行政無線について問う」の再質問についてお答えします。 

１点目「防災行政無線を活用し、チャイムや音楽を流す使い方や検討

は。」についてお答えします。 

屋外拡声器の活用方法については、現在検討しているところですが、昨年度、

このことについて行政区長の意見をいただくため、アンケート調査を実施

いたしました。 

今後、様々な意見をいただきながら、防災行政無線の住民への周知を図り、

より効果的な運用ができるよう進めてまいります。 

 

２点目「屋外拡声器の停電時稼働時間は。また、停電が長引いた場合、

発電機等外部からの電源供給による稼働は可能か。」についてお答えします。 

今回の防災行政無線の整備により、野外拡声器に装備されるバッテリー

も更新され、７２時間まで使用可能となります。 

また、発電機などの外部からの電源供給については、現状ではできない

仕様となっております。 

  

再 質 問 
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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 

１）山頂までの散策路照明設備は、いつ頃の設置を考えているか。 

２）庁舎の前だけでも、明るい環境整備をしてはいかがか。 

(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。 

１点目「山頂までの散策路照明設備はいつ頃の設置を考えているか。」に

ついてですが、 

最初の答弁でも申し上げたとおり、公園の利用者も多く、利用者の安全

確保をするうえで、必要な設備であると考えておりますので、できるだけ

早い段階で設置していきたいと考えております。 

 

２点目「庁舎の前だけでも、明るい環境整備をしてはいかがか。」につい

てですが、 

佐々木議員ご指摘のとおり、仙台銀行船岡支店から船岡城址公園までの

道路の区間において、特に人と車が交差する機会が多いのが、役場出入口

付近であると承知しています。現在、庁舎の改修工事が施工中ですので、

庁舎の工事と工程上の調整を図りながら、庁舎前区間について、庁舎の大規模

改修終了時に合わせて、明るい環境を整えてまいります。 

再 質 問 
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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） 

質問事項 １．いじめ対策を問う について 

小１プロブレムがいじめに繋がってくることもある。保幼小連携により、

保育指針・教育指針に謳われている「円滑な接続を図る」事で学校教育に

反映できいじめが減少させられるのでは。 

(答 弁) 

大綱１問目「小１プロブレムがいじめに繋がってくることもある。保幼

小連携により、保育指針・教育指針に謳われている「円滑な接続を図る」

事で学校教育に反映でき、いじめが減少させられるのでは。」についてお

答えします。 

小 1プロブレムの要因として、家庭でのしつけが十分でないことや自己

抑制が身に付いていないといったことも考えられます。そこで、各幼児施設

では、集団における基本的生活習慣を育成し、小学校は、各幼児施設での

教育を踏まえ規律ある学校生活を送ることができるよう指導することが

求められます。また、子どもの家庭や幼児施設での生活状況を共有するため

にも各幼児施設と小学校の連携協力は不可欠となります。 

幼稚園教育要領において、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続で

特に留意する事項として、幼児と児童の交流の機会を設けたり、小学校の

教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなどの連携を図る

ようにすることの必要性が指摘されています。 

前回の答弁で申し上げましたが、保幼小連絡会は、年２回開催する代表者

会議等を活用し、各小学校、第一幼稚園、私立幼稚園、各保育所が持ち回り

で事務局を担当し、幼児施設と学校が日程調整を行い、年長児と１年児童

の学校交流体験会や、１年児童が在籍していた幼児施設の教職員の授業参

観を行い意見交換を行うなど、保育指針・教育指針に謳われている円滑な

再 質 問 
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接続を図るための、様々な機会を創造する情報交換を行ってきております。

今後も、多様な連携が図れるよう、各小学校、第一幼稚園、私立幼稚園、

各保育所の主体性を尊重しながら、幼児教育と学校教育の充実を図って参

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⑮【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】    （町民環境課） 

質問事項 １．生物多様性保全への取り組みを について 

１）自治体は率先して取り組まねばならないのでは。 

２）「生物多様性民間参画パートナーシップ」行動指針の普及啓発は。  

３）ワンヘルスアプローチについて職員が率先して、今考えるべきでは。 

４）経団連生物多様性宣言を参考にパートナーシップや環境教育、人材育

成を考えては。 

５）町も生物多様性自治体ネットワークに加入し情報共有しては。 

６）生態系回復の１０年、環境基本計画の柱とすべきでは。 

７）町の施策が生物多様性の保全に反していないか、住民が話し合って決

定すべきでは。 

(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「自治体は率先して取り組まねばならないのでは。」、２点目「「生

物多様性民間参画パートナーシップ」行動指針の普及啓発は。」について

一括でお答えします。 

２０２０年１１月東京都が実施した都政モニターアンケート結果では、

生物多様性の言葉の認知度は４６％でした。 

柴田町においても、白内議員が一般質問した平成２６年１２月から、

今回の一般質問までの６年半、白内議員以外からの一般質問はありません

でした。そのような経過から、柴田町が生物多様性の危機に直面している

と感じている町民も企業も議員もそう多くはないのではないかと認識して

おります。また町民からは、現在も、生物多様性について重点的に取り

組むべき政策としての要望はありません。 

柴田町においては、既に回答したように、生物多様性の言葉の意味は

 
再 質 問 
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理解していなくとも、住民や企業の多くは、潜在的な考え方や行動において、

自然環境の保全、美しい環境の創造、循環型社会の形成について、関心を

持ち「生物多様性民間参画パートナーシップの行動指針」に沿った、自然

と共生して生きようとする考えを既に持っていると思っています。 

今後も、着実に生物多様性の概念が町民の間に浸透するよう普及啓発に

努めて参ります。 

  

３点目「新型ワンヘルスアプローチについて職員が率先して、今考える

べきでは。」についてですが、 

町は現在、コロナ禍への対応として、６５歳以上のワクチン接種を７月末

までに完了できるよう、医師団と協力し、集団接種や個別接種、さらに、

大規模接種などにおけるスムーズな対応に、職員が一丸となって取り組ん

でおります。 

ワンヘルスアプローチを理解することは大切ですが、今は、ワクチン接種

という喫緊の課題を解決するため、理論より実践を優先させて参ります。 

 

４点目「経団連生物多様性宣言を参考にパートナーシップや環境教育、

人材育成を考えては。」についてですが、 

経団連生物多様性宣言について、地元の企業経営者の会合等で話題に

上ったことは、これまで一度もありません。残念ですが今だ、町民、企業、

議会等においてこうした宣言が共有されていないのが実情です。 

町の運営方針は様々な観点からの切り口がありますが、民間とのパート

ナーシップや環境教育人材の育成については、観光マネジメントの手法を

活用し、自然の景観や環境の保全、自然豊かな恵みを活用した観光戦略や

自然資本を活用した地域の創生等を通して、豊かな暮らしの実現や災害に

強いまちづくり、農あるくらしに関心を持つ人たちとの関係人口の拡大を

図る中で対応して参ります。 
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５点目「町も生物多様性自治体ネットワークに加入し情報共有しては。」

についてですが、 

平成２６年１２月会議において白内議員から生物多様性に自治体ネット

ワークへの参加要請がありました。この自治体ネットワークは平成２３年

の設立以来、すでに１０年余りを迎えますが、実施している事業は定期総会

とフォーラムの開催が主となっておりますので、特に参加するメリットに

乏しいと思っております。 

 

６点目「生態系回復の１０年、環境基本計画の柱とすべきでは。」につ

いてですが、 

第３次柴田町環境基本計画を策定するにあたっては、環境に配慮した

安全で快適なまちづくりや豊かな自然と文化を大切にしたまちづくりを

基本に、自然のもたらす恵みを有効に活用しながら、自然と共生した快適

で持続的なまちづくりを目指したいと思っています。 

生物多様性については、住民との協働による植栽活動を通して、街中や

公園や里山に緑を増やす環境の創造、農村や里山での豊かな自然の恵みを

活用した生産活動や体験、交流活動、子どもが自然に触れ親しむとともに、

自然の豊さや厳しさを学ぶ環境学習を大きな柱として位置付けて参ります。 

 

７点目「町の施策が生物多様性の保全に反していないか、住民が話し合

って決定すべきでは。」についてですが、 

質問にあった、「以前から自然豊かな舘山の散策を楽しみにしてきた人」

というのは、おそらく舘山の地形や植生、そして舘山と地域住民との関わ

りなど、舘山の変遷を知らない方の意見だと思います。戦後、地域住民は

舘山において、梅畑や栗畑として大地を耕し、また、３か所での石切場を

切り開き、さらに杉の植林を通じて、生活の糧を得ていました。人工的に

手を加えられたその時点で、舘山の生態系は大きく変わり、在来種は淘汰

されております。また、昭和４５年のＮＨＫ大河ドラマ「樅の木は残った」
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がブームとなった際には、山頂を切り開いて造った船岡平和観音像、三角錐

の展望タワー等の観光施設の設置、また、三ノ丸の駐車場は谷を埋め立て、

南側車道は山を削って整備されたものです。さらに、柴田町さくらの会に

よる桜の増殖やツツジ、アジサイの植栽によって植生は変わり、また、現在

のコミュニティガーデン「花の丘しばた」は、菊人形用の菊畑となってい

ました。このように、舘山は人々の活動によって、時代の流れとともに

地形や様相を変え、また、本来その土地に生育した自然植生はなくなり、

現在の植生となったものです。ご存じないでしょうが、観光まちづくりに

よって再整備される前の舘山は、やぶや雑草が生い茂り、手入れされない

杉の木立などで薄暗く、とても女性一人では歩けませんでした。また、舘山

のあちらこちらに、ごみや廃プラスチック、廃材が捨ててあり、散歩しよう

にも散歩を楽しむ状況になかったものです。つまり、「在来種（いつの時点

かは不明）が消えて胸を痛めるようになった」は、観光まちづくりによって、

女性一人でも安心して歩けるように園路が整備された結果によるものです。

町民はもとより、多くの来訪者が四季折々に変化する園路を歩く楽しさを

満喫し、また、新しい観光施設の整備、特に今回は、桜の小径のトイレ

整備に対して、賞賛の声をいただいております。舘山の植生の楽しみ方

として、在来種が好きな方や、一方で、四季折々に花咲く風景が好きな方

など様々ですので、物事の見方を一方的に偏らせることなく、両目で見る

複眼思考を持つのが大切だと思います。 

なお、現在の工事は、舘山の開発のために行っているのではなく、老朽化

した既存の観光施設の更新や園路の安全対策や防犯対策をメインに行って

おります。 

最後に、これまで舘山が「生物多様性の保全に反している」と町民から

町に対し、苦情が寄せられたことは一度もなかったことを申し添えします。 

 

 



⑮－5 

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】 （都市建設課、財政課） 

質問事項 ２．みんなの幸せにつながる公民連携（ＰＰＰ）の取り組みを

について 

１）都市再構築戦略事業の対象施設に体育館建設は加わらないと立地適正

化計画は無駄になるのか。議会に状況説明しないのはなぜか。 

２）町の未来を見据え、役割を明確にし、効果を最大化できるポイントを

見極めるのは誰なのか。今後町として何をすべきと考えているのか。 

３）オガールプロジェクトから学ぶべきはＰＰＰを場当たり的に導入する

のではなく、行政、住民、民間の理解を進めることが重要。そのために

町が早急に取り組むべきことは何か。 

４）ＰＰＰ・ＰＦＩの研究や学習は、全職員が十分に学ぶ必要があるので

は。 

５）公民連携取組方針策定については、自治体であれば策定すべきでは。 

職員の研修の結果として取り組み方針策定へつながるのが理想なので

は。 

６）人口が減少し税収も減る中で、どうやって持続的で効率的・創造的・

魅力的な町をつくっていくのか。公民連携を進めるには、職員が十分に

学んだうえで揺るぎのない心構えを持つことが重要だと考える。ＰＰＰ

を理解し、実践するために、岡崎市の職員の心構えは最も参考になるの

では。 

(答 弁) 

大綱２問目「みんなの幸せにつながる公民連携（ＰＰＰ）の取り組みを」

についてお答えします。 

１点目「都市再構築戦略事業の対象施設に体育館建設は加わらないと立

地適正化計画は無駄になるのか。議会に状況説明しないのはなぜか。」に

ついてですが、 

再 質 問 
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体育館建設のために立地適正化計画を策定しているのではなく、町全体

の都市計画に関する基本的な方針と併せて、今後の人口減少に向けた、

市街地における都市機能の立地を誘導し促進するため、現在策定を進めて

いることから、無駄という事ではありません。 

本来、都市計画マスタープランや立地適正化計画の策定については、議会

からの提案を受けて策定することになったものであり、体育館建設のため

に計画策定をしていると思われているのであれば、非常に残念なことです。 

また、現在までの計画策定状況や今後のスケジュールなどについては、

６月１４日（月）に行われる産業建設常任委員会の所管事務調査において、

報告をさせていただく予定となっております。 

なお、議会への説明については、策定委員会での議論が進み、ある程度

の方向性が定まってきましたら、改めて説明したいと考えています。 

 

２点目「町の未来を見据え役割を明確にし、効果を最大化できるポイン

トを見極めるのは誰か。今後町として何をすべきと考えているのか。」に

ついてですが、 

時代の変化を先読みし、地域の課題や住民ニーズを発見分析し、政策と

してまとめるとともに、その政策の効果を最大化していくポイントを見極め

住民と共に実践していくのは基本的には職員です。 

町長は大所高所からの視点、中長期的な視点、財源確保の視点を加え、

政策をブラッシュアップし議会に提案することとなります。最終的に判断

するのは議会となります。 

職員が効果を最大化できるポイントを見極められるようにするために、

コミュニケーション能力、政策立案形成能力、高度なマネジメント能力等

が身につくよう、各種職員研修の充実を図るとともに、議会においても

公民連携に基づく政策手法について、客観的な政策評価ができるよう、

きめ細かな情報の提供を図っていかなければならないと考えております。 
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３点目「オガールプロジェクトから学ぶべきはＰＰＰを場当たり的に導

入するのではなく、行政、住民、民間の理解を進めることが重要。そのた

めに町が早急に取り組むべきものは。」についてですが、 

東日本大震災後の平成２４年に取り壊した柴田町民体育館に変わり新たな

総合体育館用地として、同年１０月に不二トッコン跡地を取得しております。 

平成２４年７月にスポーツ文化ゾーン整備方針を立てて以来、平成３０年

１２月に（仮称）柴田町総合体育館建設基本設計策定まで、従来の手法に

基づき議会や住民に説明してきたところです。 

しかし、白内議員等からＰＰＰ手法についても全国の事例を勉強し検討

するようにと、平成３０年９月の決算総括質疑で提案されたことから、既に

回答したとおり、２年にわたりＰＰＰ/ＰＦＩ手法について、情報を収集し

民間の協力を得ながら、学習につとめ調査検討を重ねてきたところです。

サウンディング調査や民間手法の活用などＰＰＰの検討は、白内議員の

ご提案が出発点となっております。いざ、ＰＰＰの手法が具体化される

段階にきて、「場当たり的」というご指摘は、非常に残念でなりません。 

私としては、町が早急にやるべきことは、総合体育館建設手法検討委員会

を立ち上げ、総合体育館建設手法の検討、事業者募集に係る要項等の整備

を迅速に進めることと考えておりますので、関係課が連携し横断的に業務

に当たるよう指示をしております。 

また、議論の過程においては、公開することが適当でない場合を除き原則

として情報公開を基本に、議会や住民に説明し理解を求めながら進めて参

ります。 

 

４点目「ＰＰＰ・ＰＦＩの研究や学習は、全職員が十分に学ぶ必要があ

るのでは。」についてですが、 

柴田町の抱える課題は様々です。その解決に向けては、それぞれ専門的

かつ専属的に係わる担当部局を設け、役割分担をしながら対応するのが

行政組織の基本となっています。 
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当然、各職員は与えられた職務分掌に基づき熱意を持って仕事に取り組み、

責務を果たしていくことになります。部局に配属された職員は与えられた

職務に関する情報を集め、国や県の政策方針のもとに関係機関や住民や企業

との協働のもとに、職務の執行に全力を挙げることになります。 

行政はつかさつかさで対応した方が、一番効率的で効果が挙がります。

ご指摘のように、ＰＰＰは生易しいものでないことから、職員全員が学習

し熟知することは困難です。ＰＰＰは各部局の抱える課題を解決する魔法

の杖ではありませんので、ＰＰＰに精通した職員がつながって、部局間の

横断的な支援体制を構築すべきだと考えております。 

ＰＰＰやＰＦＩは、まちづくりの手法の一つでありますので、職員は常に

全国の先進事例などの情報を収集し、公民連携事業を進める上で、必要な

知識を深めるよう努めているところです。 

 

５点目「公民連携取組方針策定については、自治体であれば策定すべき 

では。職員の研修結果として取り組み方針策定へつながるのが理想なので

は。」６点目「人口が減少し税収も減る中で、どうやって持続的で効率的・

創造的・魅力的な街をつくっていくのか。公民連携を進めるには、職員が

十分に学んだうえで揺るぎのない心構えを持つことが重要だと考える。Ｐ

ＰＰを理解し、実践するために、岡崎市の職員の心構えは最も参考になる

のでは。」については、一括してお答えいたします。 

既に回答した様に、柴田町においては、ＰＰＰやＰＦＩになじむ事業が

そう多くはありませんので、あえて公民連携取組方針を別途策定するまで

でもないと考えております。 

町としては、個別事業を立案する段階において、岡崎市等の公民連携取組

方針や職員の心構えを参考にして、個々の事業における町の取り組み方針

を示してまいります。また、職員には新たな民間とのパートナーシップに

より、従来の手法以上に、効率的で効果的な成果が挙げられるような取り

組みを求めて参ります。 
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なお、持続的で効率的、創造的、魅力的なまちをつくっていくためには、

社会保障など、まず安全ネットが構築されていることが基本となります。 

その上で、都市基盤や社会施設の整備、美しい街並みや景観形成環境の

保全が確保された中で、観光まちづくり等により賑わいのあるまちを創り、

そうした基盤の中で、一人一人が健康で充実した人生が過ごせるような

まちをつくることだと考えております。 

その実現のためには、なんといっても財源が必要となりますので、税収

以外で稼ぐことができるよう、ふるさと納税やネーミングライツを推進す

るとともに、また、有利な国県補助事業や起債の活用、さらに、ＰＰＰや

ＰＦＩ等、民間の資金を活用した取り組み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）情報公開取扱規程第６条の情報公開については「開示するものとする」

となっている。義務ではなく努力規定になっている。いざ問題が指摘さ

れても情報公開の範囲をＳＰＣの判断で制限できてしまうのではない

か。 

２）水質管理に関して、答弁では監視力の強化を目指しているとしている

が、基本はセルフモニタリング一問目の情報公開の努力規定とあわせて

考えれば県と経営審査委員会のチェック機能が十分働くのか疑問が残

る。町として問題提起するべきではないか。 

３）経費削減の最大の手段はどうしても人件費の削減によるところが大き

い中央制御室など重要な施設、機器の管理をする人員も削減されること

が予想される。そのために ICT・AI導入でカバーするとしているが、実

際の災害時現場に赴き対処をするのは人手によるものであり、絶えず人

材育成も含め技術や知識は保持し続ける必要がある。技術の継承、人材

の育成について県としての考えをただすべきではないか。 

(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「第６条の情報公開については「開示するものとする」となって

いる。義務ではなく努力規定になっている。いざ問題が指摘されても情報

公開の範囲をＳＰＣの判断で制限できてしまうのではないか。」について

ですが、 

県が承認した情報公開取扱規程では、個人に関する情報で特定個人が識別

できる事項や特定の者の利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある

再 質 問 
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事項といった規程に定められた不開示情報を除き、「開示するものとする」

という文言は、義務があるものと捉えております。 

また、不開示となった場合は、外部専門家による確認依頼で再検討が

可能となっていますので、ＳＰＣが一方的に公開の範囲を制限することは

ないと考えております。 

２点目「答弁では監視力の強化を目指しているとしているが、基本はセ

ルフモニタリング一問目の情報公開の努力規定とあわせて考えれば県と

経営審査委員会のチェック機能が十分働くのか疑問が残る。町として問題

提起するべきではないか。」についてですが、 

水質管理については、運営権者での自社検査の後に、県では書類、会議、

現地確認により水質の安全を監視し、民間業者による抜打ち検査も実施

されるのでチェック機能は十分働くと思われます。 

また、経営審査委員会のモニタリング会議が年２回開催されます。運営

権者が基本計画書に定める書類や自社検査の確認、県が作成した県による

モニタリング確認や県が実施する水質検査結果等について、一部自治体

関係者も加わって確認・監視を行い、事業の運営状況について中立的な立場

で評価・分析が行われることとなっております。 

３点目「実際の災害時現場に赴き対処をするのは人手によるものであり、

絶えず人材育成も含め技術や知識は保持し続ける必要がある。技術の継承、

人材の育成について県としての考えをただすべきではないか。」について

ですが、 

優先交渉権者のメタウォーターグループ(１０社)の提案では、ＳＰＣ

(特別目的会社：(株)みずむすびマネジメントみやぎ)と、実際の運転維

持管理を担う新地域水事業会社(ＯＭ会社)を設立し、従事者のうち３～

４割は既存事業者からの転籍を予定しており、既存従事者への意向確認

や転籍説明会を早期に開催し、想定人数以上の希望者がいた場合にも積

極的に受入れを
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行うとしています。また、業務の引受けにあたっては、経営、改築・修繕、

運転管理、保全管理といった業務ごとに県と連携した引受けを行う計画が

提案されており、引継ぎ期間については、実施契約(令和３年 9月予定)から

事業開始までに約半年間の十分な期間を確保し、県としても既存事業者

及び新たな事業者の双方と連携し、円滑な引継ぎが行われるようしっかりと

協力していくとしています。 

 更には、技術面及び経営面における県職員の専門的知見を維持するため

の措置として、県と運営権者が連携した職員研修を実施していきます。研修

への参加に当たっては、職員の経験や能力、適性を踏まえ、参加する研修

を決定し、必要な技術や知識の習得機会を確保していくとされています。 
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