
令和３年度柴田町議会９月会議 

一 般 質 問 答 弁 書 
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令和３年度柴田町議会９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・健康推進課） 

質問事項 １．新型コロナワクチン接種について、スピード感を持った対

応を について 

１）直近の接種状況と問題点は。 

２）若年層でワクチンを敬遠する傾向がみられるが、その対策は。 

３）高齢者や基礎疾患のある陽性者が自宅療養となる可能性を町はどう捉

えているのか。 

４）仙台大学での職域ワクチン接種はどうなったのか。 

５）仙南２市７町としての集団接種を検討できないか。 

６）役場職員・会計年度任用職員の接種状況は。 

７）仙台市役所でＰＣＲ検査を実施している。町から検査費用の一部助成

を検討できないか。 

８）仙南２市７町でＰＣＲ検査している医療機関は。 

(答 弁) 

大綱１問目「新型コロナワクチン接種について、スピード感を持った対

応を」について、お答えいたします。 

１点目「直近の接種状況と問題点は。」についてですが、 

 ８月３１日現在の接種状況は、高齢者で２回目まで接種が終わった方が、 

１０，２３８人で８５．３８％、６４歳以下の方も含めた全体の接種人数は、

１回目１４，７１９人で４２．９２％、 

２回目１３，１６９人で３８．４０％となります。 

直近の接種体制は、集団接種については、平日２時間 1コマの接種人数

１３８人を８月２３日から１５６人に、さらに、日曜日も１日３６０人を

８月２９日から３９０人に増やしました。また、平日夜間の集団接種に

ついて、１０月から毎週金曜日、午後６時から午後８時までの時間帯で夜間

接種を延べ６回実施いたします。 
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個別接種についてはこれまで同様、町内の医療機関で可能な範囲でご協力

をいただいて実施しております。 

１１月を目途に、希望する方全員にワクチン接種が終了するように体制

をさらに強化しております。 

問題点に関しましては、７月下旬から６４歳以下の方へのワクチン接種

が始まっておりますが、年齢が若くなるにつれ、前日や当日キャンセルする

方が増え、対応に苦慮しているところです。 

 

２点目「若年層でワクチンを敬遠する傾向がみられるが、その対策は。」

についてですが、 

 意向調査を回答いただいた１６歳から２９歳までの方でワクチン接種

を希望しないと回答された方は、２１９人で４．１パーセントでした。 

アレルギー症状などにより、ワクチンを接種できない方もいると思い

ますが、ワクチン接種が済んでいない方や予約が完了していない方に対し

ては、お知らせ版等でワクチン接種をあらためて周知してまいります。 

 

３点目「高齢者や基礎疾患のある陽性者が自宅療養となる可能性を町は

どう捉えているのか。」についてですが、 

新型コロナウイルスの陽性者は、仙南保健所が対応しておりますが、確認

しましたところ、陽性者全員を医療機関 又は ホテル療養につなげる方針

で調整しているとのことです。ホテルなどの療養先が決まるまでは、朝晩の

健康観察を仙南保健所職員が実施しています。 

 

４点目「仙台大学での職域ワクチン接種はどうなったのか。」について

ですが、 

仙台大学では、国に対し職域接種実施のため申請を出しておりましたが、

職域接種で使用しているワクチンの供給見通しが立たないことなどから、

職域接種は断念したと聞いております。 
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５点目「仙南２市７町としての集団接種を検討できないか。」について

ですが、 

各市町において、１１月までにワクチン接種が終了できるようそれぞれ

体制を構築し、順調に接種が進んでおりますので、仙南２市７町の首長

からは、仙南広域としてワクチン接種会場を設けることについて、話題には

なっておりません。 

 

６点目「役場職員・会計年度任用職員の接種状況は。」についてですが、 

８月３１日現在、新型コロナウイルスワクチンの 

１回目を接種した職員は２０６人で、接種率が約６９．４％、 

２回目を接種した職員は１４１人で、接種率が約４７．５％、 

会計年度任用職員については、 

１回目のワクチンを接種した者が１９１人で、接種率は約７２．１％、 

２回目のワクチンを接種した者が１４１人で、接種率は約５３．２％ 

となっております。 

職員、会計年度任用職員を合わせた 

１回目のワクチン接種者は３９７人で、接種率が約７０．６％、 

２回目のワクチン接種者は２８２人で、接種率が約５０．２％ 

となっております。 

 

７点目「仙台市役所でＰＣＲ検査を実施している。町から検査費用の一

部助成を検討できないか。」についてですが、 

現在、仙台市役所１階で民間事業者がＰＣＲ検査を実施しておりますが、

これは、宮城県民の不安の解消と安全・安心な社会経済活動を継続していく

ために、検査を希望する方が、何度でも低廉な価格で検査を受けること

ができるようにしたものです。通常医療機関でＰＣＲ検査を受ける場合、

２万円から３万円の自己負担が必要となりますが、県内に住んでいて希望

される方は、１０分の１程度の１，９００円の自己負担で検査を受けられ
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ますので、現在のところ検査費用の助成については、検討してはおりません。 

 

８点目「仙南２市７町でＰＣＲ検査している医療機関は。」についてで

すが、 

厚生労働省のホームページに掲載されていますが、近隣市町で自費ＰＣＲ

検査を実施している医療機関は、角田市と亘理町にそれぞれ１か所あります。 

発熱等の症状がある方は、「新型コロナウイルス感染症受診・相談センター」

に連絡し、検査が必要な場合は、検査医療機関が紹介されますが、その医療

機関は、公表されておりません。 
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令和３年度柴田町議会９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．コロナ禍の避難場所・避難所の情報発信を早急に ついて 

１) 避難された方からの要望はなかったか。 

２）車避難の災害協定は進んでいるか。 

３）災害時の避難所電源確保に、ＥＶ車を利用できないか。 

(答 弁) 

大綱２問目「コロナ禍の避難場所・避難所の情報発信を早急に」につい

てお答えします。 

１点目「避難された方からの要望はなかったか。」についてですが、 

 ７月に宮城県へ観測史上初めて上陸した台風８号では、自主避難者の

ための避難所として、槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、

船迫中学校、西住児童館の４か所を開設しました。 

 自主避難された方の総数は１１人で、内訳としては、 

槻木生涯学習センター３人、船岡生涯学習センター４人、船迫中学校３人、 

西住児童館１人となっており、船迫中学校の避難者から、「体育館内の暑さ

についてどうにかならないか」という１件の要望がありました。 

  

２点目「車避難の災害協定は進んでいるか。」についてですが、 

 これまで、町内で自動車の避難場所として利用が可能と思われる所には

折衝してまいりましたが、現在のところ協定締結には至っておりません。 

なお、町内の小中学校の校庭、柴田高校の校舎や体育館周りの駐車場、

イオン船岡店の平地部分の駐車場及び表蔵王国際ゴルフクラブの駐車場

などは、自動車の一時避難場所として利用が可能となっています。 
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３点目「災害時の避難所電源確保に、ＥＶ車を利用できないか。」につ

いてですが 

 宮城県では、宮城県トヨタ販売店５社や宮城三菱自動車販売株式会社と

災害時における車両からの電力供給に関する協定を締結しており、ハイブ

リット車やプラグインハイブリッド車、燃料電池車などの提供を受け、

市町村で開設する避難所での災害支援活動に活用できる内容となって

おります。今後、災害時などで町として必要になった際には、県と調整しな

がら要望してまいります。 

 また、町では、令和３年３月に仙台トヨペット株式会社からハイブリット

車１台の寄贈を受けておりますので、災害時にはこの車両を避難所で活用

する等、柔軟な運用が可能です。 
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令和３年度柴田町議会９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 ３．特定健診をもっと魅力的に ついて 

１）特定健診時の大腸がん検査やオプション検査は、個人負担であれば可

能ではないか。 

２）腫瘍マーカー検査なども人気があるが、本町で実施する考えは。 

３）肺がん検診で、希望者にＣＴ検査なども考慮できないか。 

(答 弁) 

大綱１問目「特定健診をもっと魅力的に」について、お答えいたします。 

１点目「特定健診時の大腸がん検査やオプション検査は、個人負担であ

れば可能ではないか。」についてですが、 

国民健康保険特定健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の規定

に基づき、厚生労働省が定めた基準に則って、糖尿病などの生活習慣病の

予防を目的に実施しています。問診、計測、血圧、肝機能検査、血液検査、

尿検査など基本的な診査項目に腎機能検査を追加項目として設け、更に、

医師の判断により、貧血、心電図、眼底検査なども行う内容になっています。 

一方、がん検診については、各種がん検診を設定していますが、町内指定

医療機関で受診できる大腸がんや前立腺がん検診については、受診期間を

長く設けるなど受診しやすい体制づくりを進めるとともに、国民健康保険

被保険者に対しては、費用の一部を助成するなど、広く町民におつなぎ

できていると考えているところです。 

また、国民健康保険加入者対象（４０歳以上）の人間ドックは、一部個人

負担がありますが、結核・肺がん、胃がん、大腸がん検診も含まれており、

詳細な健診を受けることができます。 

特定健診の受診機会の拡充と受診率の向上を図る取り組みとしまして、

個人負担を無料にしていますが、さらに、今年度から、身近な医療機関で



①－8 

受診できるように個別健診を基本として、集団健診も選択できるような形態

に変更しました。個別健診を受診できる町内９医療機関では、大腸がんや

前立腺がん検診も実施していますので、別途料金はかかりますが一緒に受診

することが可能となっています。 

身近な医療機関で受診することによって、健康について気軽に相談できる

「かかりつけ医」にもつながるものと期待しているところです。 

また、集団健診を選択した場合には、結核・肺がん、肝炎ウイルス検診

と同じ日程、会場で実施しているため、受診しやすい環境づくりができて

いると考えています。 

今後も特定健診を更に充実させるために、先進事例について調査・研究

を進めてまいります。 

 

２点目「腫瘍マーカー検査なども人気があるが、本町で実施する考え

は。」についてですが、 

厚生労働省は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進しており、町が

実施しているがん検診は、その指針に沿った科学的根拠に基づく検査方法

となっています。 

致死率・死亡率の高いがんの種類が選ばれており、検査によって精密検査

が必要な方へは、受診勧奨等も行っています。 

腫瘍マーカー検査は、血液や尿などの成分を専用の分析装置を用いて、

腫瘍マーカーの値を測定し、がん細胞が作る物質の量が多くなると値が高く

なります。しかし、がん以外の生活習慣や病気などの影響でがんの有無とは

無関係に高い値になることやがんがあっても値が高くならないこともある

ため、多くの腫瘍マーカーは、参考になる検査の１つとして、診察や画像

検査の結果と合わせて使われるケースが多いようです。 

高い値が出た場合は、さらに精密検査が必要になりますので、その後の

体制が見通せたうえでの対応になります。腫瘍マーカー検査につきましては、
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現在、実施されている先進地の状況を情報収集しながら、調査・研究を進

めてまいります。 

  

３点目「肺がん検診で、希望者にＣＴ検査なども考慮できないか。」に

ついてですが、 

２点目でも申しあげましたが、市町村による科学的根拠に基づくがん検診

を推進していますが、肺がん検診については、胸部エックス線検査及び

喀痰
かくたん

細胞診となっています。 

肺がん検診は、毎年約５，０００人が受診されていますが、例えばＣＴ

検査は、胸部エックス線検査に比べて約３倍の時間を要するとされています。

希望される検査を多くの住民が受けられる体制や肺がん検診において、

ＣＴ検査を行う有効性なども含め、他市町の情報収集を行い調査・研究を

進めてまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順②【質 問 者 １７番 平間 奈緒美 議員】 

（都市建設課・商工観光課・まちづくり政策課） 

質問事項 １．「花のまち柴田」の推進を について 

１）まちなか景観形成事業で、利用されていない空き地を活用し植栽した

ヤエベニシダレザクラなどの管理状況は。また、地域との関わりは。 

２）２市９町で構成する「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」と連

携しているが、現在の進捗状況は。 

３）オープンガーデンパンフレットはどのように配布されているのか。今

は無料配布だが、今後も無料配布をしていくのか。また、今後計画され

ているカレンダーなどはどのような活用を考えているのか。 

(答 弁) 

大綱１問目「「花のまち柴田」の推進を」についてお答えします。 

１点目「まちなか景観形成事業で、利用されていない空き地を活用し植

栽したヤエベニシダレザクラなどの管理状況は。また、地域との関わり

は。」についてですが、 

令和２年度において「まちなか景観形成事業」として、船岡字東町の口

地区の新栄通線沿線の公共用地、約１５０ｍ区間に、高さ４ｍのヤエベニ

シダレザクラ７本、レンギョウ２５０本、アジサイ２００本を植樹いたし

ました。管理については、業者委託により年３回の草刈や潅水
かんすい

作業、薬剤

散布による病害虫駆除を実施いたしました。しかし、ヤエベニシダレザクラ

などは、土壌に根付くまでには、約１年～２年程度の時間を要することから、

専門業者と相談しながら育成を図ってまいります。 

また、今回の事業は、役場主導で行いましたので、桜の生育状況を見な

がら、地域との関わり方について地元行政区と相談してまいります。 

今後も、新栄通線沿線のほか公共用地に植栽を行い、「花のまち柴田」に
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ふさわしい良好な景観形成に取り組んでまいります。 

 

２点目「２市９町で構成する「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」

と連携しているが、現在の進捗状況は。」についてですが、 

令和元年に発足した「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」は、県南

２市９町（亘理町・山元町含む）が連携し、船岡城址公園やみちのく杜の

湖畔公園を基点に、太平洋から蔵王山麓までの間に点在する四季折々の

花風景や観光施設を巡る広域周遊ルートを設定し、官民が連携して広域圏

での観光振興を図る国土交通省の「ガーデンツーリズム」登録制度の登録

を目指しているものです。 

現在の進捗状況ですが、令和２年度には協議会のロゴマークを制作し、

広域エリア花巡りマップやスタッフジャンパーを作製しました。今年度は、

８月に東北地方整備局の担当職員と現地視察を行った際にいただいた助言

を参考にしながら四季折々のモデルツアーコースを作成し、令和４年度の

「ガーデンツーリズム」登録制度への申請及び登録を目指していきます。 

 

３点目「オープンガーデンパンフレットはどのように配布されているの

か。今は無料配布だが、今後も無料配布をしていくのか。また、今後計画

されているカレンダーなどはどのような活用を考えているのか。」につい

てですが、 

平成２２年度からオープンガーデンをテーマに、花のまち柴田の知名度

向上を目的として、パンフレットを作成しています。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、オープンガーデンは

中止となりましたが、オープンガーデンのオーナーにご協力をいただき、

３，４００部作成しました。 

パンフレットはオープンガーデンのオーナーへの配布するほか、各生涯

学習センターなどの公共施設や、まちづくり推進センター、柴田町太陽の村、

観光物産交流館さくらの里などに配備し、無料で配布しています。今後も
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無料での配布を予定しています。 

カレンダーにつきましては、オープンガーデンパンフレットと同じく、

花のまち柴田ＰＲのための活用を考えています。費用を抑えた簡易なもの

として、２００冊程度作成し、希望者に無料配布を予定しています。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順③【質 問 者 １番 石森 靖明 議員】    

（総務課・まちづくり政策課） 

質問事項 １．様々な情報ツールを活用した確実な情報伝達を について 

１）町のホームページに掲載されている情報などについて、メールやＳＮ

Ｓでも発信することで幅広く情報の提供が可能と考えるがどうか。 

２）防災行政無線で放送された内容をＳＮＳや柴田町メール配信サービス、

町ホームページで同時に発信することで、情報伝達の精度を上げられ

るのではないか。 

３）防災ラジオを持つ方の近所や近親者の方々への間接的な情報伝達の働 

きかけが必要ではないか。 

(答 弁) 

大綱１問目「様々な情報ツールを活用した確実な情報伝達を」について

お答えします。 

１点目「町のホームページに掲載されている情報などについて、メール

やＳＮＳ
エスエヌエス

でも発信することで幅広く情報の提供が可能と考えるがどう

か。」についてですが、 

住民への情報提供は、広報しばた、お知らせ版のほか、ホームページや

メール配信、ＬＩＮＥで行っています。 

メール配信には、４，０６４アドレスの登録があり、メールアドレスを

登録していただいた方に「イベント・観光、健康情報、休日当番医、防犯・

交通・安全安心情報、災害・防災情報、 子育て情報、熊等出没情報」等の

情報を提供しています。ＬＩＮＥによる情報配信は、令和２年１０月から

サービスを開始し、２，６３１人の登録があり、メール配信と同様に分野

ごとに情報を提供しています。  

メールやＬＩＮＥでの情報提供を希望される方は、ご自身の携帯電話や
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スマートフォンで二次元コードを読み取り、簡単な操作で登録することが

できます。登録の方法は、広報しばたやお知らせ版、ホームページ、チラシ

などで周知を図っているほか、まちづくり出前講座などでもお知らせし、

多くの方に利用いただけるように努めています。 

ホームページ、メール、ＬＩＮＥへの情報掲載は、情報の提供元である

各課から、随時、情報を発信できる体制を整えています。 

「ホームページには、多くの情報を制限なく、写真やファイルを添えて

掲載できる」、「メールでは、掲載文字数に２００文字程度の制限があり、

写真やファイルを添えることができない」、「ＬＩＮＥでは、スマートフォン

など高機能の端末でのみ利用可能で、写真や動画とともに、１，０００文字

までの配信が可能」など、それぞれ特性があり、同じ内容を提供する場合

でも、表現の仕方が異なります。機械的に同時に情報を掲載・配信する

仕組みは、技術的にできませんが、３つのチャンネルの特性を活かし、

幅広い情報提供に努めています。 

災害時の避難情報や新型コロナウイルスのワクチン接種に関する情報等、

即時性が求められる情報についても、ホームページ、メール、ＬＩＮＥを

活用し、適時に情報を提供してまいります。 

 

２点目「防災行政無線で放送された内容をＳＮＳや柴田町メール配信サ

ービス、町ホームページで同時に発信することで、情報伝達の精度を上げ

られるのではないか。」についてですが、 

今年７月に宮城県に観測史上初めて上陸した台風８号の対応として、

町では自主避難所４か所を開設しました。その際の自主避難所開設情報に

ついては、防災行政無線（携帯無線機及び防災ラジオ）、柴田町メール配信

サービス、ＬＩＮＥ、ホームページ、また、宮城県総合防災情報システム

（ＭＩＤＯＲＩ
ミ ド リ

）を通してＮＨＫ放送のテロップや、宮城県防災ツイッター

によって情報発信を行いました。 

今後においても、防災行政無線で放送する内容については、同様の内容
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を多数の発信チャンネルを用いて住民の皆様に情報伝達してまいります。 

 

３点目「防災ラジオを持つ方の近所や近親者の方々への間接的な情報伝

達の働きかけが必要ではないか。」についてですが、 

柴田町メール配信サービス、ＬＩＮＥの登録については、防災ラジオの

配布時に声がけを行うほか、防災出前講座やお知らせ版、ホームページなど

でも幅広くお知らせし、働きかけを行ってまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順④【質 問 者 ２番 伊東 潤 議員】       （町民環境課） 

質問事項 １．マイナンバー制度の問題点を問う について 

１）柴田町の情報セキュリティは万全にされているのか。 

２）マイナンバーの情報漏えい等の危険リスクに対する周知徹底が必要で

はないか。 

３）地方公共団体情報システム機構の周知について、町ホームページ以外

にも必要ではないか。 

４）今後の柴田町の交付枚数率アップのための取組は。 

(答 弁) 

大綱１問目「マイナンバー制度の問題点を問う」についてお答えします。 

１点目「柴田町の情報セキュリティは万全にされているのか。」につい

てお答えします。 

議員の申されたとおり、国の個人情報保護委員会年次報告をみますと、

地方公共団体において、特定個人情報を保存しているＵＳＢを紛失した事案

やマイナンバーが記載された書類を紛失した事案など重大な事態の内容が

報告されております。 

柴田町としましては、情報セキュリティは、情報を扱う職員の意識が最も

重要なことから、毎年、マイナンバー制度やセキュリティ対策についての

研修を行って個人情報の取扱いについての理解度の徹底を図っています。 

また、盗難防止のため、執務室等で利用するパソコンはワイヤーで固定

していますし、マイナンバーが記載された書類の保管については、マイ

ナンバー法施行に伴い施錠して保管することが義務付けされております

ので、情報が流出しないよう対策をとっています。  

さらに、住民情報や税情報、福祉に関する情報を扱うマイナンバー利用

事務系は、行政事務系やインターネット接続系と分離し、閉ざされた環境で
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運用していますので、外部からの不正なアクセス等は行われないように

なっています。マイナンバーを扱うパソコンの利用には、パスワード認証と

指紋による生体認証の２つを組み合わせによりパソコンの不正利用を防止

しています。 

 

２点目「マイナンバーの情報漏えい等の危険リスクに対する周知徹底が必

要ではないか。」についてお答えします。 

マイナンバーカードの危険対策についてお答えします。身分証明書として

持ち歩く機会が増えた場合、ご質問の通りカードの紛失等のリスクは高まる

ものと考えています。町といたしましては、カード交付の際に紛失等に伴う

制度上の対処方法についての説明を丁寧におこなうとともに広報紙等に

おいてもマイナンバーカード取り扱いの注意喚起を図っていきたいと考え

ています。 

 

３点目「地方公共団体情報システム機構の周知について、町ホームページ

以外にも必要ではないか。」についてお答えします。 

 地方公共団体情報システム機構とは、マイナンバーカード作成やマイ

ナンバーカード交付申請書、更新申請書の発送などカード関連事務を全国

の自治体が委任しているところです。 

住民の皆様には、今後、マイナンバー制度の浸透とともに関わりの深い

機関となっていくものと思われますので、機会あるごとに広報紙等で機構

の業務等の情報など周知していくとともに、機構から直接個人宛に発送

される通知等につきましては、関連する自治体の担当課名まで掲載する

よう要望してまいります。 

 

４点目「今後の柴田町の交付枚数率アップのための取組は。」についてお

答えします。 

令和３年８月１日現在、柴田町の交付枚数率は、令和３年１月１日時点
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の人口３７，５９８人を基に算出しますと、交付枚数が１５，４５９枚で

４１．１％の交付枚数率となっております。この数値は、県内順位１位と

なっております。また、全国の交付枚数率は、３６．０％ですので、全国

を５．１ポイント上回る実績となっております。 

今後とも住民の皆様に、通常の窓口開庁時間にマイナンバーカードの

申請サポートを行っていることや、水曜日の延長窓口・マイナンバーカード

の休日交付日にも申請サポートを実施していることを広報紙やホーム

ページで広くお知らせし、普及率のアップにつなげてまいります。 

さらに、令和４年１月からマイナンバーカードを利用したコンビニ交付

事業が始まりますことから、マイナンバーカード所持のメリットを広く

周知してまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑤【質 問 者 １２番 秋本  好則 議員】    

                （総務課・財政課・スポーツ振興課） 

質問事項 １．（仮称）柴田町総合体育館建設検討委員会に関して問う に

ついて 

１）ＰＦＩもどきという言葉の意味は。ＰＦＩは、まちづくりの側面を持

っている方法だが、ＰＦＩ構想を捨てたということか。 

２）災害時の収容エリアをどう考えているか。また、太陽光発電システム

と自家発電装置は必須と考えるが、その他に必要な設備は何か。 

３）建設費について、古河下水路（都市下水路）をどうするのか。浚渫を

含めた維持管理等、どのような水路改修計画を持ち、工事費は。また、

工事費は体育館の工事費に組み込んでいるのか。 

４)「公共施設等総合管理計画との整合性について」 

・既存の２つの体育館を統合する形での建設になるとの説明だった。 

・公共施設個別施設計画では槻木体育館は時期未定だが閉鎖、船岡体育

館は１０年以内に屋根を主とした大規模改修を行うことになってい

る。 

・総合体育館を建設するなら同時に公共施設等総合管理計画の見直しも

必要になる。２つの体育館の除去費も手当てしなければできないのでは。 

５）三井住友トラスト基礎研究所に委託したことは、ＳＰＣが担う機能で

はないのか。単に可能性調査をするということか。もしそうであれば基

本コンセプトを作る前に終えるべき事業ではないのか。 

６）基本構想を白紙に戻すのであれば、住民説明からやり直すのが筋と思

う。一からやり直すという選択肢もあると思うが考えは。 

(答 弁) 

大綱１問目「（仮称）柴田町総合体育館建設検討委員会に関して問う」

についてお答えします。 
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１点目「ＰＦＩもどきという言葉の意味は。ＰＦＩは、まちづくりの側

面を持っている方法だが、PFI構想を捨てたということか。」についてです

が、 

まず初めに、「もどき」とは似て非なるもの、似ているが全く異なるもの

をいいます。 

さて、ＰＦＩとは官民連携の概念であるＰＰＰのうち、ＰＦＩ法に基づく

具体的な事業手法の一つです。しかし、近年、近隣自治体で行われている

官民連携の一つの手法であるＤＢＯ方式をＰＦＩ手法と混同されている

きらいもありましたので、あえて「ＰＦＩもどき」という印象に残る言葉

を使い、その違いを明確にしようとしたもので他意はありません。今後、

数ある官民連携事業のうち、ＰＦＩ手法を含め、どの事業スキームが

（仮称）柴田町総合体育館の建設にふさわしいか、選定委員会で優先交渉権

が選定されることになります。 

なお、地元の能力、地域のノウハウと、あえて「地元」や「地域」という

言葉を使った意図や、ＰＦＩ構想を捨てたという表現は何を意図しているの

か理解できませんので、具体的に教示願います。 

 

２点目「災害時の収容エリアをどう考えているか。また、太陽光発電シ

ステムと自家発電装置は必須と考えるが、その他に必要な設備は何か。」

についてですが、 

通常６か所の優先避難所として開設している収容エリアは、小学校区を

基準としており、白石川左岸側の船迫小学校区、槻木小学校区、柴田小学校区

の３エリア、白石川右岸側の東船岡小学校区、船岡小学校区、西住小学校区

の３エリアとなっています。総合体育館の収容エリアについては、規模等を

考慮し、白石川右岸側の３小学校区のエリアを想定しております。 

また、太陽光発電システムや自家発電装置の他には、避難所内の温度調節

ができる空調設備や防災備蓄倉庫などが必要だと考えています。 
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３点目「建設費について、古河下水路（都市下水路）をどうするのか。

浚渫を含めた維持管理等、どのような水路改修計画を持ち、工事費は。ま

た、工事費は体育館の工事費に組み込んでいるのか。」についてですが、 

都市下水路の維持管理については、体育館建設後も町が管理していくこと

になります。これまでボックスカルバート等による水路の改修方法等に

ついて検討はしておりますが、特に、現在具体的な改修計画を持っている

わけではありません。 

なお、都市下水路を改修する工事費については、体育館建設の概算工事費

に一部組み込まれております。 

 

４点目「公共施設等総合管理計画との整合性。」についてですが、 

令和３年８月６日付けで報告した、第１回（仮称）柴田町総合体育館建設

検討委員会での議事に関する論点整理に記載しましたが、公共施設等総合

管理計画ではもともとあった３か所の体育館を集約化するという方針は、

ハード面の（施設の設備）で集約するということではなく、あくまでも

運営面での機能の集約化を図るものです。誤解のないようにお願いいたし

ます。 

次に、公共施設等総合管理計画に基づく各施設の取扱い方針では、船岡

体育館は「総合体育館完成後、住民利用者の意向確認を行い、武道館等ほか

の用途に転用、当面は長寿命化で対応する」、槻木体育館は「総合体育館

完成後、施設を廃止し除去」と明記し、その実施時期については「４０年

以内に地域や利用団体と調整し、廃止時期を検討する」としております。 

こうしたことから、総合体育館建設時において、改めて公共施設等総合

管理計画の見直しは必要ないと考えております。また、船岡体育館及び槻木

体育館の除去費等については、柴田町総合体育館の建設の方向性が確定した

段階で、今後の取り扱いについて公共施設等総合管理計画において、見直し

の検討を行ってまいります。すぐに除去する訳ではありませんので、現時点

で、特に除去費の手当が必要とは考えておりません。 
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５点目「三井住友トラスト基礎研究所に委託したことは、ＳＰＣが担う

機能ではないのか。単に可能性調査をするということか。もしそうであれ

ば基本コンセプトを作る前に終えるべき事業ではないのか。」についてで

すが、 

三井住友トラスト基礎研究所は、ＰＰＰ手法による総合体育館建設に

係る課題の抽出や必ず検討しなければならない要素や実現可能性に向けた

課題についての、専門的な立場からのアドバイス、また、民間が提案した

事業スキームについて検証・評価し、町が最適な民間事業提案を選択できる

ようアドバイスをする役割を担っています。一方、ＳＰＣとは資金調達や

債券の発行、投資家への利益の配分などの目的で設立される会社のことです。  

ＳＰＣはいわゆる町との契約窓口となる会社であります。 

可能性調査とは、新規事業が実現可能かどうか事前に調査し検討すること

にあります。その手順は、1 つに課題を明確にし、２つに必要な要素を

リストアップし、３つに明確な代替案を用意し、４つに調査を実行し、

事業計画に反映させ、新規事業の成功率を高める業務です。三井住友トラ

スト基礎研究所はこうした可能性調査の手法を踏まえ、検証、評価、助言

をいただくものとご理解ください。 

なお、三井住友トラスト基礎研究所は自ら調査し、代替案を用意する

ことはありません。 

 

６点目「基本構想を白紙に戻すのであれば、住民説明からやり直すのが

筋と思う。一からやり直すという選択肢もあると思うが考えは。」につい

てですが、 

ＰＰＰの利点は、いかに民間事業者の自由な創意工夫のもとに、良い企画

を練っていただいて、ベストな提案をしていただくかにあります。そのため、

要求水準を町が示した基本設計に限定してしまいますと、民間の裁量権を

制約し、優秀な提案が埋もれてしまいかねません。 
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一方で、平成２４年度以来、総合体育館の建設については、住民はもと

より、施設利用者やスポーツ関係団体や文化団体、区長等と何度となく意見

交換を行い、その思いを「町民が生涯現役でスポーツを楽しめる体育館」

「安心・安全な機能を備えた体育館」「文化的事業・イベントに使用できる

体育館」の３点を基本方針にまとめた経緯があります。そうしたことから、

今回は、基本構想や基本設計に盛り込まれた住民等の思いをベースにしな

がら、一方で、計画の段階から民間の知恵やノウハウやデザインや資金等

の有効活用を図ろうとしたものです。町としては、その間合いを計って、

観客席付きのバスケットコート２面を確保出来る施設規模と防災機能の

整備を最低条件にしたいと考えているところです。 

なお、要求水準に盛り込まれる内容については、検討委員会に助言を求め

町で検討してまいりますが、基本構想を白紙に戻す訳ではないので、一から

議論をやり直すという選択肢はありません。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑤【質 問 者 １２番 秋本 好則 議員】     （都市建設課） 

質問事項 ２．柴田町都市計画マスタープランと公共施設立地適正化計画

を問う について 

１）都市計画マスタープラン、立地適正化計画の作業内容は。 

２）いきなり誘導区域の検討は乱暴すぎると考えるが、担当部署としての

見解は。 

３）コロナ禍の中でどのような住民参画を進めていくのか。スケジュール

は。 

４）地域における温暖化対策の推進として、「公共交通の利用促進」、「集合

住宅の誘導」など計画に反映されることが必要と思うが。 

５）地域公共交通網なしに、マスタープランは作れない。どのように取組

み、マスタープランにはどのように織り込むのか。 

６）総合体育館、給食センターや図書館は立地適正化計画にどのように反

映されるのか。 

(答 弁) 

大綱２問目「柴田町都市計画マスタープランと公共施設立地適正化計

画」についてお答えします。 

１点目「都市計画マスタープラン、立地適正化計画の作業内容を問う。」

についてですが、 

本計画策定については、秋本議員ご存じのとおり、６月１４日に実施した

産業建設常任委員会において、「これまでの取り組み経過」、「計画策定状況」

について、説明いたしました。また、８月２０日の議員全員協議会におい

ても、同様の資料を全議員に提供したところです。 

この資料の中で、策定スケジュール（案）としてお示しした内容をもとに、

策定委員会で議論し、素案の策定を進めていきたいと考えております。 
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２点目「いきなり誘導区域の検討は乱暴すぎると考えるが、担当部署と

しての見解は。」についてですが、 

柴田町における新市街地形成の軸として、都市計画道路新栄通線や大沼

通線が、昭和３７年に都市計画決定され、大沼通線が平成１７年に完成し、

平成１９年に船岡市街地の新栄通線が開通しました。 

周辺地域の住民からは、次なる市街地の形成に向け、新栄通線の延伸に

よる都市基盤の整備を強く求められていたところです。 

しかし、少子高齢化社会の進展に伴い、都市の市街地が「拡大から縮小」

に向い、また、地方財政が厳しさを増す中においては、これまでの大規模

な市街地開発は望むべくもないことから、町としては、平成１８年に自立

したまちづくりを目指した「質の高いコンパクトシティ構想」を提唱し、

平成３１年「第６次柴田町総合計画」において「緑豊かで快適なまち創造

プロジェクト」として、東船岡駅を起点としたエリアに都市機能や居住

機能を集約し、コンパクトな街並みを形成し、農村部とネットワークを

図った都市像を目指すこととしたものです。 

このエリアへの都市機能の集約については、 

１つに、区長や周辺住民との住民懇談会等で、長年にわたり強い要望が

出され、また、議会でも論戦を重ねてきたこと 

２つに、この周辺エリアには、民間企業等の進出意欲が旺盛で、新たな

商業エリアが集積されてきていること 

３つに、コンパクトシティの４つの拠点のうち、官民が協働で都市機能

や居住機能の誘導が図られ、コンパクトなまちづくりを実現できる可能性

が高いエリアであったことから、２０１９年度の施政方針に、将来の都市像

の一角を担うエリアとして盛り込んだところです。 

なお、一般質問は町長が責任をもって議員に回答するものであり、担当

部署の意見を述べる場ではありません。 

また、この周辺エリアでの都市基盤の整備については、私が町長になる

以前から、周辺住民から強い要望が出されてきており、柴田町の都市政策
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での大きな懸案事項になっていたものです。 

こうした長年の経緯を踏まえ、また将来の都市像を考えたうえでの施政

方針ですので、「いきなりの誘導地区の検討は乱暴すぎる」という指摘は

的を得ていない「角を矯めて牛を殺す」論議でしかないように思えます。 

 

３点目「コロナ禍の中でどのような住民参画を進めていくのか。スケジ

ュールは。」についてですが、 

住民参画として、１０月から地域を槻木地区、船迫地区、船岡地区、

東船岡地区の４か所で、各地区２回程度、町民ワークショップを開催し、

地域ごとに意見を聴取したいと考えております。なお、ワークショップで

でた意見・提案は、策定委員会で議論し、計画の素案につなげていきたい

と考えております。 

 

４点目「地域における温暖化対策の推進として、「公共交通の利用促進」、

「集合住宅の誘導」など計画に反映されることが必要と思うが。」につい

てですが、 

立地適正化計画制度における意義と役割には、医療、福祉施設、商業施設

等の都市施設や、住宅等の居住施設がまとまって立地することで、生活

しやすく利便性の高い地域へ長い時間をかけながら誘導をはかり、コン

パクトなまちづくりを推進することです。 

秋本議員ご質問にあるとおり、地球温暖化対策推進法の一部が改正され、

地方自治体レベルでの温暖化対策の推進として、「各施設等を集約して、

公共交通等で移動できるコンパクトなまちづくり」が、地域のＣＯ2 排出

の削減に有効であることとされています。 

本町では、今年６月に第２次地球温暖化防止行動実行計画を策定しており、

その中で、「公共交通機関の利用促進」を取り組み内容として掲げている

ことから、本計画においても、公共交通の起点となる船岡駅、槻木駅、

東船岡駅を中心拠点とした誘導区域を設定したいと考えておりますので、
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公共交通の利用促進を図ることで、ＣＯ2 削減につながるものと考えて

おります。 

また、「集合住宅の誘導」については、大都市などにおいて、拠点周辺に

居住・商業・企業などの集約施設を設置する再開発事業などでは可能ですが、

柴田町においては、例えば、住宅事業者による省エネ型の住宅や、集約化

した町営住宅の誘導を考えて参ります。 

さらに、市街地の低未利用地や既存の都市公園を活用して、緑の空間と

してのグリーンインフラを整備することは、ＣＯ2吸収源対策としての効果

が大きいことから、柴田町のまちづくりの特色として街路や広場や公園や

空地における緑地の整備や緑豊かな市街地の整備によって四季折々に美しい

ガーデンシティーを目指していいきたいと考えております。 

 

５点目「地域公共交通網なしに、マスタープランは作れない。どのよう

に取組み、マスタープランにはどのように織り込むのか？」についてです

が、 

町内の交通機関としては、東北本線、阿武隈急行、タクシー、デマンド

タクシーがあり、ある程度の交通の利便性は確保されております。 

また、柴田町の都市構造は船岡駅、槻木駅、東船岡駅の８００ｍ以内の

徒歩圏に居住や生活を支える商業・金融・医療・福祉施設が集約されている

ことから、特に新たな地域公共交通網が、現段階で必要とは考えておりま

せん。 

しかし、人口減少・高齢化の進展に伴い交通弱者が増加することや、生活

の利便性の高い誘導区域へのアクセスを向上させるうえでも、現在デマンド

型乗合タクシー等、公共交通の安定的な運行と、さらなる利便性の向上を

図るとともに、よりシームレスな道路ネットワークの構築が重要になって

くると考えています。 
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６点目「給食センターや図書館は立地適正化計画にどのように反映され

るのか。」についてですが、 

まず、給食センターは、学校等の施設であるため、国の支援事業である

都市
と し

構造
こうぞう

再編
さいへん

集 中
しゅうちゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の対象とはなっておりません。 

次に、図書館については、都市機能の集積を高めるための集客能力が

ある有効な施設として、都市
と し

構造
こうぞう

再編
さいへん

集 中
しゅうちゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の対象施設となって

いることから、誘導施設として位置付けていくことが、国の支援等を受ける

うえで、重要なことと考えております。 

なお、具体的な誘導区域や誘導施設の設定については、大学の先生を

はじめ、町内の関係団体の代表者等で組織する策定委員会の中で、検討し

ていきたいと考えています。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑤【質 問 者 １２番 秋本  好則 議員】   （まちづくり政策課） 

質問事項 ３．角田市のようなみやぎ県南中核病院行きの相乗りタクシー

の運行を について 

１）町長は今でも中核病院まで行けないと考えているのか。もしそうで 

あれば理由を伺いたい。 

２）乗合バスと乗合タクシーを併用すれば、交通弱者の足として十分に利

用価値のあるシステムを作れると考えるが改めて見解を伺う。 

(答 弁) 

大綱３問目「角田市のようなみやぎ県南中核病院行きの相乗りタクシー

の運行を」についてお答えします。 

１点目「町長は今でも中核病院まで行けないと考えているのか。もしそ

うであれば理由を伺いたい。」についてですが、 

角田市とみやぎ県南中核病院を結ぶ、タクシーを用いた実証試験の概要は、 

（１）実証試験は７月１５日から１２月２８日までの平日に運行 

（２）中核病院へは午前９時００分と正午の２便、帰りは午前１０時３０分

と午後１時３０分の２便で運行していたが、あまりに不便ということで、

午前７時代の便を追加して、現在３便で運行中 

（３）利用する前日にラビットくん予約センターで予約し、４つの乗降所で

の乗車 

（４）乗降所までの移動や帰宅は別料金のラビットくんなどを利用 

（５）利用料金は乗降所にかかわらず片道１，０００円 

（小学生は４００円、未就学児は無料） 

での運行となっています。 

 実証試験を開始した７月１５日から８月３１日までの利用状況は、７月は

運行日３日で乗車人数１２人、８月は運行日７日で乗車人数２０人となって
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います。 

 角田市長に直接伺ったところ、ＰＲ不足もあるがこんなに利用が少ないと

は予想していなかったと嘆いておられました。 

 このように、やればできると大上段に構えても、実際の運行においては

期待どおりにはいかないのが現実なのです。 

 町としては、１２月２８日に終了する実証試験結果や運行コスト、角田市

の運行継続に向けた最終判断を一応注視して参りますが、岩沼市の「ⅰバス」

や、名取市の「なとりん号」、角田市のタクシー借り上げによる運行実績を

見れば、現状での定時運行のバスやタクシーの導入は困難と考えております。 

 

２点目「乗合バスと乗合タクシーを併用すれば、交通弱者の足として十

分に利用価値のあるシステムを作れると考えるが改めて見解を伺う。」に

ついてですが、 

 三重県玉城町の「元気バス」と柴田町の「デマンド型乗合タクシー

はなみちゃんＧＯ」との違いは、「元気バス」は、１つに、料金が無料であること。

２つに、電話の他、パソコンからのインターネットやスマートフォンの独自

アプリからも予約可能であることから、外出先からの予約もできること。

３つに、バスの待合所が町内に１９７か所あり、６８ある自治区の全てを

カバーしていることです。 

 一方、柴田町の「はなみちゃんＧＯ」は、有料で、電話予約しかできません

が、ドア・ツー・ドアで運行しておりますので、高齢者にとっては「元気バス」

よりも便利なのではないかと考えております。 

 柴田町においては、高齢者等交通弱者が利用する医療機関や商業施設、福祉

施設、スポーツ施設等が数多くあるわけでもありませんので、仮に、待合所

方式のデマンド型乗合バスと、ドア・ツー・ドア方式のデマンド型乗合

タクシーを組み合わせたとしても、乗り換えが必要になるなど、非効率

となり、利用効果はあまり期待できないと考えております。 

 多くの高齢者の皆さんは、乗り換えなしの「はなみちゃんＧＯ」で、直接
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目的地まで移動する方がほとんどではないかと推察しております。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑥【質 問 者 ３番 吉田 清 議員】        （総務課） 

質問事項 １．ペットの同行避難と同伴避難について問う について 

１) ペットの同行避難について、本町の考えは。 

２）ペットの同伴避難について、本町の考えは。 

(答 弁) 

大綱１問目「ペットの同行避難と同伴避難について問う」についてお答

えします。 

１点目「ペットの同行避難について、本町の考えは。」、２点目「ペット

の同伴避難について、本町の考えは。」については関連しますので、一括

でお答えします。 

国のガイドラインでは、災害時に避難する際、飼い主はペットと一緒に

避難をする同行避難が原則となっております。また、普段からケージや

キャリーバッグに慣れさせておくこと、人や動物を怖がったり、むやみに

吠えたりしないことなど、ペットのしつけを行っておくことも必要である

と明記されています。 

現在、町の避難所でペットの同行避難があった場合には、他の避難者に

迷惑が掛からないようマナーを守っていただきながら、避難所屋外のスペ

ースで飼育をお願いしているところです。 

また、議員からご提案のありました、ペットと同じ室内、空間にいられる

同伴避難所につきましては、今後先進事例を参考にさせていただきながら、

検討してまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑦【質 問 者 ４番 小田部 峰之 議員】        （総務課） 

質問事項 １．公衆無線ＬＡＮについて問う について 

国の支援事業を利用し、整備拡充を進めるべきと考えるが、見解と今

後の見通しは。 

(答 弁) 

大綱１問目「公衆無線ＬＡＮについて問う」についてお答えします。 

 町の公共施設では、これまでに、柴田町太陽の村、しばた千桜橋やＪＲ

船岡駅など公共施設６か所で、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備をしてまいりましたが、

現状指定避難所には整備されておりません。 

 小田部議員からご提案いただいたとおり、避難所にＷｉ－Ｆｉ環境が整備

されれば、災害時の情報の入手、発信にあたっては非常に有効であると考え

ていますが、整備後の通信費や保守などのランニングコストが必要になる

ことや避難所となる生涯学習施設及び小中学校などの教育施設で平常時に

おけるＷｉ－Ｆｉ環境の活用方法など、十分な検討が必要であると考えて

おります。 

 また、大規模な災害があった時に、通信事業者等が公衆無線ＬＡＮの無料

開放や臨時設置などを行う「ファイブゼロジャパン」という公衆無線ＬＡＮ

サービスがあり、避難所等でも実際に活用されております。 

なお、町では今年６月末に防災行政無線のデジタル化整備工事が完了し、

新しい運用が始まったところですが、引き続き、町民への情報発信手段の

多重化や通信手段の強化を進めてまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑧【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】  

  （子ども家庭課・健康推進課・福祉課・教育総務課） 

質問事項 １．ヤングケアラーの実態調査と支援を について 

１）町におけるヤングケアラーへの認識は。 

２）今までヤングケアラーに関する相談はなかったのか。 

３）保健師や民生委員が家庭を訪問した際に、ヤングケアラーの存在に気

づいたことはなかったのか。 

４）小中学校の教師が担任するクラスの中に、ヤングケアラーだと思われ

る生徒はいなかったのか。 

５）町内のヤングケアラーの実態調査の実施を。 

６）ヤングケアラーに必要な支援を、各課横断的に実施することを提案す

る。 

(答 弁) 

大綱１問目「ヤングケアラーの実態調査と支援を」についてお答えします。 

１点目「町におけるヤングケアラーへの認識は。」についてですが、 

家族にケアを必要とする人がいるため、食事や洗濯などの家事、幼い

きょうだいの世話、高齢や病気の親や祖父母の介護など多岐にわたるサポ

ートを日常的に行うなど、大人が担うようなケアや責任を引き受けている

ことで子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が

守られていないと思われる１８歳未満の子どものことと認識しています。 

ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題にかかわること、本人や家族

に支援が必要だという自覚がないケースなど、支援が必要であっても表面化

しにくい構造となっていることから、町および中央児童相談所、警察署、

教育委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関において構成される

柴田町要保護児童対策地域協議会において情報を共有し、必要な支援へ
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つなげることが重要と考えます。 

 

２点目「今までヤングケアラーに関する相談はなかったのか。」につい

てですが、 

今まで相談はありませんでした。幼いきょうだいの世話が不登校となって

いる要因のひとつではないかというケースがありましたが、現在は解決に

至っています。 

 

３点目「保健師や民生委員が家庭を訪問した際に、ヤングケアラーの存

在に気づいたことはなかったのか。」についてですが、 

保健事業において、家庭訪問や乳幼児健診等で家族の代わりに幼いきょう

だいの世話をしている家庭状況などを把握することがあり、必要に応じて

保護者に状況を確認することがあります。養育環境や家庭環境など複合的

な問題を抱えている事が多いため、関係機関と連携して支援を行っています。 

令和２年度の民生委員に対する地域住民からの相談は、全体で９９６件

あり、子どもに関する相談は１９６件ありました。主な相談内容は、子育て

や教育に関するもので、民生委員は、その相談に親身に応じたり、的確な

情報を提供したり、適切なサービスが得られるよう関係機関との調整を図って

いただいています。特にヤングケアラーに関する報告はありません。 

 

４点目「小中学校の教師が担任するクラスの中に、ヤングケアラーだと

思われる生徒はいなかったのか。」についてですが、 

ヤングケアラーについては、６月の教頭会、校長会で話題としており、

必要に応じて、民生委員や行政区長と情報交換を行いながら、状況を把握

していただくようお願いをしております。 

現在まで、小学校では、遅刻や提出物の遅れ、朝食を食べないことがある

などの報告はありますが、その要因が家族のケアをしていると思われる児童

の報告はありません。また、中学校では、本人の体調不良と合わせて、家族
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の通院の付き添いなどのために、不登校となっているケースがありますが、

担任が電話連絡や家庭訪問を行い、体調が良い時間帯に１時間でも登校する

ことや、保健室登校などについて、指導をしております。 

家族にケアを要する人がいる場合や幼いきょうだいがいる場合には、大人

が担うような家事や家族の世話を行い、学校生活に支障をきたすケースが、

一時的なものなのか、常態化しているものなのかという視点を大切にしな

がら、学校との情報交換を密にしてまいりたいと思っております。 

 

５点目「町内のヤングケアラーの実態調査の実施を」と６点目「ヤング

ケアラーに必要な支援を、各課横断的に実施することを提案する。」につ

いては一括してお答えします。 

現在、町では、ヤングケアラーを含めた子どもたちの気になるケースや

家族環境等については、関係機関と連携し、誰一人、孤立することのない

よう対応しておりますので、特に現時点での実態調査は考えておりません。 

今後とも、引き続き連携を深め、気になるケースを少しでも解決するために、

子どもや家庭に対し、必要な支援へとつなげてまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑧【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】 

（総務課・都市建設課・農政課・上下水道課） 

質問事項 ２．流域治水関連法成立後の町の水害対策は について 

１）町の水害対策の考え方はどのように変わるのか。 

２）企業や住民等との協働を進めるために町として何をすべきなのか。 

３）「沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保する制度の創設」について、 

町としてはどのように考えているか。 

４）国・県事業を含めた町内の水害対策事業の、現在の実施状況は。 

５）現在進行中の国・県・町の水害対策事業と、今後予定している事業に

ついて、住民に説明すべきでは。 

６）水防災マップを住民に周知するため、町ホームページへの掲載や大型

のマップを回覧することを提案する。 

７)「船迫小学区に住んでいても古河水門の存在を知らない方が多いと感じ 

る。住民が住んでいる場所から雨水が川まで辿る行程を歩く、出前講座 

の実施を提案する。例えば、船迫４号幹線の起点から古河水門まで歩く、 

役場付近から五間堀排水樋管・三名生排水樋管まで歩くなど。 

(答 弁) 

大綱１問目「流域治水関連法成立後の町の水害対策は」についてお答え

します。 

１点目「町の水害対策の考え方はどのように変わるのか。」、２点目「企

業や住民等との協働を進めるために町として何をすべきなのか。」につい

ては関連しますので、一括でお答えします。 

 阿武隈川と白石川の合流点に位置する柴田町の水害対策については、

上流から下流まで、国や県の河川、ダム管理者、仙台管区気象台、流域

自治体が連携しないと解決は困難と申し上げてきました。 
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 さらに、最近の短時間で記録的な大雨をもたらす気象状況のもとでは、

もはや河川等施設整備だけで命や財産を守りきれるものではなくなり、

「いざ」という時には「自分の命は自分で守る」、「行政はそれを全力で

支援する」といった水防災意識社会の構築を目指し、官民が協働で取り組む

必要があると訴えてきました。 

 今回の流域治水関連法の改正で、４つの柱が立てられましたが、 

１つ目の流域治水の計画体制の強化においては、すでに柴田町は国や県の

河川管理者、仙南４市９町の各自治体、仙台管区気象台をメンバーとする

「名取川・阿武隈川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会」に参加し、

各関係機関との連携体制の強化に努め、令和３年３月３０日に公表された

「流域治水プロジェクト」の策定に関わっております。 

 ２つ目の氾濫をできるだけ防ぐための対策として、すでに、雨水貯留浸透

施設として、国の支援を受け、鷺沼排水区５号調整池の整備に努めており

ます。 

 ３つ目の被害対象を減少させるための対策においては、常設ポンプの設置

や堤防のかさ上げ、雨水側溝の改修、河川の浚渫等、地区単位での浸水対策

を行っております。 

 ４つ目の被害の軽減、早期復旧・復興のための対策として、町消防団、

婦人防火クラブ、自主防災組織、区長、民生委員、防災士及び防災指導員

をメンバーとする「柴田町災害対応連絡会議」を設置し、危機意識の共有化

に努めております。また、地域の防災力の向上を図るために、婦人防火

クラブ、自主防災組織、防災士及び防災指導員の育成、ハザードマップを

活用したマイタイムラインの作成、防災訓練の指導助言等に努めており、

さらに、これまで、民間企業や関係団体とは２３の協定を締結し、災害に

備えております。 

 このように、柴田町は流域治水という言葉は使ってはおりませんが、法律

の改正に先行して、住民や企業等と協働で、治水対策に努めてきております。

そうしたことから、流域治水関連法が施行されても、これまでの町の治水
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対策に大きな変化はありませんが、これまで通りの水害対策をさらに深化さ

せていくことに全力を挙げてまいります。 

 なお、今回の流域治水関連法の改正であらためて位置付けされた、田んぼ

ダムの検討や各戸貯留浸透施設（貯留タンク、雨水浸透ますなど）の整備、

さらに土地利用・住まい方の工夫の取り組みについては、現在策定中の立地

適正化計画の中で居住誘導を図ることなどを盛り込んでまいります。 

 

３点目「沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保する制度の創設につ

いて、町としてはどのように考えているか。」についてですが、 

この制度の創設により、沿川の保水・遊水機能を有する農地などの低地を、

貯留機能保全区域として都道府県知事が指定することにより、盛り土などの

開発行為については事前の届け出が必要となるため、防災・減災の有効な

一手段であると思います。 

 

４点目「国・県事業を含めた町内の水害対策事業の現在の実施状況は。」、

５点目「現在進行中の国・県・町の水害対策事業と今後予定している事業

について住民に説明すべきでは。」については関連しますので、一括でお

答えします。 

令和３年度における水害対策についてですが、 

工事関係では、 

① 西船迫一丁目地区雨水対策工事です。この工事は、西船迫６号公園の

東側地区の雨水対策工事ですが、現在、詳細設計が完了し９月に発注

を予定しています。 

② 船岡大住町地区雨水対策工事です。この工事は、船岡字大住町地区に

強制排水ポンプを２基設置するものですが、８月１７日（火）に工事

が完成しています。 

③ 下名生剣水地区雨水対策工事です。この工事は、下名生字剣水地区に

強制排水ポンプを２基設置するものですが、７月１５日（木）に工事
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が完成しています。 

④ 鷺沼排水区雨水整備工事です。この工事では、現在、鷺沼５号調整池

の中央部の掘削を実施しており、掘削後に底版コンクリートの施工を

行うものです。調整池工事は次年度以降も継続し、導水路、底版部の

アンカー、維持管理用の斜路、防護柵、ポンプ等の機械設備の施工

を行い、令和５年度前期の完成を目指しています。 

⑤ 五間堀排水機場の更新工事です。外構改修工事は、８月から着手し、

令和４年１月末に完了予定となっております。電気設備更新工事も、

８月から着手し、令和４年２月末に完了予定となっております。 

⑥ 四日市場排水機場の更新工事です。施設全体の機能診断委託は８月に

発注しており、非常用自家発電機更新工事は、１０月に発注予定で、

令和４年２月末に完了予定となっております。 

 

更に委託関係では、町管理の普通河川の浚渫について、昨年度同様、国の

緊急浚渫推進事業債を活用し、槻木五間堀川など５河川について、非出水期

の１１月以降に実施してまいります。 

次に、柴田町土地改良区へ管理委託している槻木旧用水路の船迫字千代川 

付近 約１６０メートルの浚渫については、９月に発注を予定しています。   

今後、補正予算で対応する水害関係の事業は、冠水被害軽減のため、

①東船迫地区排水管設置実施設計委託（古河水門付近） 

②槻木上町・白幡地区雨水対策実施設計委託（槻木上町二丁目、槻木白幡

一丁目、槻木白幡四丁目地内） 

③船岡若葉町地区雨水対策工事（若葉１号公園西側） 

④下名生新前田地区雨水対策工事（下名生集会所付近）、 

また、水路側壁強化対策として、槻木旧用水路の表蔵王ゴルフ場内の約８０

メートルにわたる槻木旧用水路切梁設置工事を補正予算に計上しております

ので、お認めいただければ、早期に発注したいと考えています。 

また、国の事業では、阿武隈川における令和４年３月完成を目指して
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いる、下名生地区堤防拡幅工事、白石川の堤防強化工事や河道掘削など、

計画どおり進んでいる旨、国土交通省仙台河川国道事務所から情報を得て

います。 

一方、県の事業では、白石川における河道掘削や支障木伐採、堤防舗装

などが進められています。 

なお、国の事業及び県の事業については、今後、国土強靭化事業により

実施するので複数年続くとの連絡を受けています。 

次に、水害対策事業についての町民への説明についてですが、町では、

水害対策事業を実施する場合、行政区長と相談し、利害関係が発生すると

思われる、付近住民の方々に、工事内容や工事期間、連絡先など「工事の

お知らせ」として周知しています。また、必要に応じて工事説明会を実施

しているところです。 

 国・県においても、事業を実施する際においては、同様の周知がなされて

いることを確認しています。 

 

６点目「水防災マップを住民に周知するため、町ホームページへの掲載

や大型のマップを回覧することを提案する。」についてですが 

 水防災マップについては、令和元年１０月に発生した台風１９号時の教訓

から、川や排水路、用水路などがどのような流れで町内を巡っているか、

最終的にはどこに流れるか、水門はどこについているのか、そして、管理者

は誰なのかなど見える化し、一枚の図面にまとめたものです。 

 すでに、議員の皆様のほか、行政区長にも配布し、地区住民が何時でも

閲覧できるよう集会所などへの貼り出しをお願いしています。コロナ禍の

中で、回覧版を回すことに対する苦情も寄せられていますので、住民への

回覧は考えておりません。ホームページへの掲載については、今後、検討

してまいります。  
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７点目「船迫小学区に降った雨水が古河水門を経て白石川までの流れ込

む行程を歩く出前講座の開催」についてですが、 

令和２年８月に、船迫小学区内の第２９Ｃ行政区から「地域防災に関する

出前講座」の要望があり、区民１９人が参加して出前講座を開催しました。 

初めに、雨水幹線の起点部である林道上野線の起点部で、現地説明

を行った後、集会所で学区内に降った雨がどんな経路を通り、白石川に

流れ込むかを地図などの資料を用いて説明しております。 

町としても、雨水施設の働きと整備状況や現況について、地域にお住いの

皆様に知っていただける機会でもありますので、行政区や団体・グループ

等から、ご要望があれば、出前講座を実施させていただきます。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書）  

順⑧【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】 

（総務課・まちづくり政策課） 

質問事項 ３．第５次しばた男女共同参画プランは覚悟を持って推進を 

について 

１）審議会等における女性委員登用率の現状値３７．５％を目標値３５％ 

以上としている。なぜ、５０％にしないのか。 

２）政策形成能力・業務遂行能力を高める研修の強化を図り、女性管理職

登用への積極的改善措置を講ずることが必要なのでは。 

(答 弁) 

大綱３問目「第５次しばた男女共同参画プランは覚悟をもって推進を」

についてお答えします。 

１点目「審議会等における女性委員登用率の現状値３７．５％を目標値

３５％以上としている。なぜ、５０％にしないのか。」についてですが、 

「第５次しばた男女共同参画プラン」の策定に当たっては、国が示した

基本的な考え方や「第４次宮城県男女共同参画基本計画」との整合を図り

ながら、事業の成果やその課題を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の

拡大等の社会情勢の変化にも適切に対応することとし、本年３月に策定しま

した。 

「第５次しばた男女共同参画プラン」においては、ご指摘いただいた

目標値の設定については、県の計画である令和７年度までに３５％の目標値

との整合を図り、目標値を３５％と定めたところです。 

次に、町の審議会等における女性委員登用率ですが、まず、調査対象と

なっている町の審議会や各種委員会などは全部で２６機関ございます。

全２６機関の女性委員登用率の平均値は、令和２年４月１日現在で３７．５％

でした。また、直近の本年４月１日現在では、さらに０．８ポイント上昇

し３８．３％となっています。いずれも平均値では目標値を達成し、
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柴田町は県内の自治体でもトップレベルの女性委員登用率となっています。 

一方、全２６機関のうち女性委員登用率の目標値３５％を達成したのは半数

の１３機関でした。残りの１３機関については３５％を下回り、目標値を

達成できませんでした。一部の機関の中には有資格者等の委員要件により、

目標値の達成が難しい機関もありますが、町としては、まずは全ての対象

機関が目標値の３５％を達成できるよう目標値を３５％以上としたもの

です。 

今後は、各審議会等の改選時期を把握し、関係団体から委員の推薦を得る

場合や町が選任する場合にあたっては、女性の参画を強く促してまいります。 

 

２点目「政策形成能力・業務遂行能力を高める研修の強化を図り、女性

管理職登用への積極的改善措置を講ずることが必要なのでは。」について

ですが、 

令和３年４月１日現在、職員数は男１５７人、女１４０人、計２９７人

となっており、課長職にふさわしい年齢に達した女子職員が少ないという

年齢構成等の要因によって、庁議や議会へ出席する女性課長職がいない現状

となっています。しかし一方で、保育所長や児童館長など女性管理職は８人

おります。また、課長補佐職においては、全課長補佐職４５人中、女性

が１８人で４割を占めています。年代ごとに女性職員の数にバラつきはあり

ますものの、今後は管理職候補となる女性職員が増えてまいります。管理職

への登用にあたっては、男女関係なく組織の管理能力、率先力、リーダー

シップ、政策力等の適格性を考慮し、選任してまいります。できる管理職を

増やすためにも、引き続き、マネジメント研修や政策形成研修などの専門

研修へ積極的に参加させ、管理職としての人材育成に努めてまいりますし、

また、日頃の業務の執行の中で、住民を牽引する力やコミュニケーション力

や説得力を磨き、管理職として適正な能力が身に付くよう育成指導を図って

まいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑧【質 問 者 １６番 白内 恵美子 議員】 

（財政課・スポーツ振興課） 

質問事項 １．町の生き残りをかけてＰＰＰ／ＰＦＩ事業を考えるべきで

はについて 

１）ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に否定的だった滝口町長がＰＰＰ手法を検討する

までに至った心の変化と、町長と職員の間でどのような議論がなされた

のかについて伺う。 

２）（仮称）柴田町総合体育館建設のビジョンは。 

３）８月１９日の第２回建設検討委員会では、委員からどのような意見が

出されたのか。 

４）新型コロナウイルス感染症拡大により、今後は国・地方自治体とも財

政状況が更に厳しくなる。体育館は規模を縮小し建設費の抑制を図るべ

きでは。 

５）今後、町が生き残る手段としてＰＰＰ／ＰＦＩ事業を考えているか。 

(答 弁) 

大綱１問目「町の生き残りをかけてＰＰＰ／ＰＦＩ事業を考えるべきで

は」についてお答えします。 

１点目「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に否定的だった滝口町長がＰＰＰ手法を検

討するまでに至った心の変化と、町長と職員の間でどのような議論がなさ

れたのかについて伺う。」についてですが、 

白内議員が最初にＰＰＰを提案した平成２６年以降の議事録を読んでい

ただければわかると思いますが、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に否定的だった訳で

はなく、ＰＰＰ／ＰＦＩイコール、オガールプロジェクトと頑なな考え方

に賛同しなかったというのが正しい捉え方です。 

これまで、一般質問や決算総括質疑においては、紫波町のオガールプロ

ジェクトがＰＰＰ/ＰＦＩの最も優れたモデル事業として取り上げられま
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した。その成功要因は、キーパーソンがいて、専門家同士のネットワーク

があり、使い勝手の良い資金調達が容易だったという好条件がうまく絡み

合った結果です。そのため、このエリア開発を伴った大規模なＰＰＰ／ＰＦＩ

事業手法をそのまま柴田町の総合体育館建設に係る手法として当てはめる

のは困難と申し上げてきたところです。しかし、一方で、今後税収の伸び

が期待できなくなる中で、民間が持つ多様なノウハウや技術や資金を活用

し、事業コストの適正化や質の高いサービスを提供していくためには、官民

連携による事業手法を学ぶ必要があるとの認識は持っておりました。 

さらに、白内議員からの容赦のない学習指南もありましたので、職員を

民間団体が主催する官民連携フォーラムに参加させたり、平成３１年２月

には、さらに一歩踏み出し、国土交通省東北ブロックプラットフォーム

サウンディングに参加させてきたところです。 

当初ＰＰＰに対する白内議員の高邁な考え方を理解できなかった職員も、

先進事例や専門家や民間企業に学び、ＰＰＰ／ＰＦＩによるオガールプロ

ジェクト以外でも、リース方式、定期借地権方式、賃貸借方式、ＤＢＯ

方式などでの、多様な成功事例を見聞したことで、ＰＰＰ手法を活用した

事業執行に自信が持てるようになりました。ＰＰＰ手法による総合体育館

建設に係る令和３年度実現可能性調査コンサル委託料の予算化については

職員から町長に提案があったものです。このようにＰＰＰ手法に対して、

私の心に変化が起きたのではなく、職員がＰＰＰ手法について学び、調査

検討を重ね、事業ノウハウを蓄積することで、これまでのＰＰＰ手法に

対する内向きな姿勢から、ポジティブな姿勢に変わったとお考え下さい。 

 

２点目「（仮称）柴田町総合体育館建設のビジョンは。」についてですが、 

小さな子供たちから高齢者まで、健康な毎日を過ごすために「するスポ

ーツ」やスポーツイベントを「見るスポーツ」の拠点として、また、いざと

いう時には避難所となる総合体育館を核とした賑わいのある拠点づくりを

通して「創造性豊かなまちづくり」を目指すものです。こうした将来ビジ
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ョンを掲げながら、多くの住民や利用者、スポーツ関係者や文化団体等と

の数多くの意見交換を行いまとまった基本方針が 

「町民が生涯現役でスポーツを楽しめる体育館」 

「安心・安全な機能を備えた体育館」 

「文化的事業・イベントに使用できる体育館」の３点です。 

 

３点目「８月１９日の第２回建設検討委員会では、委員からどのような

意見が出されたのか。」についてですが、 

第２回の委員会では、委員長の進行により、建築関係有識者からは、

建築コストを減少することができる工夫について、ＰＰＰ／ＰＦＩ関係

有識者からは、ＰＰＰ／ＰＦＩについての基本的な考え方や注意点等に

ついて、スポーツ関係有識者からは、公式競技や町民利用による稼働率

も念頭に置くことなど、それぞれの専門分野の見地から意見を述べていた

だきました。詳しくは、後日、委員会での論点を整理したものを議員各位

に配布いたします。 

 

４点目「新型コロナウイルス感染症拡大により、今後は国・地方自治体

とも財政状況が更に厳しくなる。体育館は規模を縮小し建設費の抑制を図

るべきでは。」についてですが、 

議員がおっしゃるとおり、人口減少、少子高齢化など行政を取り巻く

環境が厳しさを増す中、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による

地域経済の低迷による税収の減収、感染症対応経費の増大により、今後の

自治体の財政状況の悪化が懸念されているところです。 

しかし、総合体育館の規模縮小がそれらの解決に単純に結びつくとは

考えておりません。 

体育館の建設規模については、７年間にわたり、住民、スポーツ団体

や文化団体、利用者等と意見交換し、総合体育館建設への想いを基本方針

に集約し、また、基本設計に反映させておりますことから、初めから、規模
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を縮小し建設費の抑制を図ることは考えておりません。常に住民の声を大切

にしている白内議員ですので、ご理解いただけるものと思っております。 

しかし、民間事業者の創意工夫により、建設コストや運営コストの低廉化

は大いに期待するところです。 

総合体育館の建設規模については、住民等の想いに応えられるよう、

また、柴田町の体育振興施策が十分に発揮できるよう、民間事業者から

の提案を募集する際に、募集要項や要求水準書等に必要な条件を明記し、

柴田町の身の丈に合った最適な規模や運営手法の選択をしてまいります。 

 

５点目「今後、町が生き残る手段としてＰＰＰ／ＰＦＩ事業を考えてい

るか。」についてですが、 

総合体育館建設に限らず、町は、第６次総合計画前期基本計画において、

将来にわたっての持続可能な財政運営を目指して、公共施設の適正管理を

掲げておりますので、今後のまちづくりの手法の一つとして、民間活力の

導入を視野に入れております。 

こうしたことから、今後も、ＰＰＰ手法の対象となる事業においては、

民間とのパートナーシップにより、事業発案の段階の際に、サウンディ

ング等を通じて民間事業者から意見を聞く機会を設け、民間活力の導入に

より、魅力あるまちづくりの推進に努めてまいります。 

 しかし、一方で、町の業務全てにＰＰＰ手法が当てはまる訳ではありま

せんし、また、柴田町には、民間が参入意欲を示すＰＰＰ/ＰＦＩ手法の対象

となる事業があまり多くありません。 

 さらに、ここにきて、緊急防災減災事業債や公共施設等適正管理推進

事業債等の有利な資金調達が可能となったことや、ふるさと納税で令和

２年度には約１７億円もの資金が確保できましたことから、当面、柴田町が

生き残りをうんぬんする場面に直面することはないと申し上げておきます。 
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 白内議員の指摘通り、改めてＰＰＰ/ＰＦＩは町の課題全てを解決する魔法

の杖にはなりえないことを悟らせていただきました。改めて認識しながら

も、まずは、ＰＰＰ手法を活用した成功事例を積み上げてまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 修正版 

順⑨【質 問 者 １３番 大坂 三男 議員】       （総務課） 

質問事項 １．消防団員の処遇改善を について 

１）柴田町消防団員の報酬等の実態と今回明示された標準額との差はどの 

くらいで、その理由は。また同規模自治体や周辺自治体と比較してど 

うなのか。 

２）総務省の周知に対応して処遇改善に取り組むべきと思うがどうか。 

３）消防団員個々人の年間の活動状況に大きな違いがあり、年額報酬に反 

映させた方がよいのではという意見もあるがどうか。 

４）出動報酬について、「その出動の態様（訓練や警戒）や業務の負荷、活 

動時間等を勘案し均衡のとれた額に定める」と、消防庁長官通知にあ 

るが、どう解釈し、生かされているのか。 

５）定員不足に対する補充対策として今回の待遇改善策を活用できないか。

６）報酬以外に消防団および消防団員の業務遂行のために必要な設備、道 

具、備品、着衣等で改善を求められているものはないのか。ある場合 

はどう対処するのか。 

(答 弁) 

大綱１問目「消防団員の処遇改善を」についてお答えします。 

１点目「柴田町消防団員の報酬等の実態と今回明示された標準額との差

はどのくらいで、その理由は。また同規模自治体や周辺自治体と比較して

どうなのか。」についてですが、 

令和３年４月１３日付消防庁長官通知で発出された「消防団員の報酬等

の基準の策定等について」において、消防団員の報酬等についての標準額

について示されました。そのなかで年額報酬は「団員」階級の者について

は３万６，５００円が標準額とされました。また、これまでの出動手当に

代わり出動報酬が創設され、その額は災害（水火災・地震等）に関する出
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動については１日あたり８，０００円が標準額とされました。 

一方で、「柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例」で定められている消防団員の報酬等についてですが、「団員」階級の者

の年額報酬は３万１，６００円であり、標準額より４，９００円下回って

おります。また、出動手当については水火災等の災害、警戒、訓練、会議

等に関する出動について１回につき２，３００円となっており、水火災等

の災害に関する出動手当については標準額より５，７００円下回っており

ます。 

 消防団員の報酬等については、地域の実情に応じて各市町村の条例で定

められているところでありますが、今回、総務省消防庁が制定した「消防

団員の報酬等の基準」における年額報酬３万６，５００円については、地

方交付税単価として示されており、地方交付税は地域の面積、人口などの

諸条件によって調整され交付されております。例えば、「団長」階級の年額

報酬は地方交付税単価が８２，５００円となっているのに対し、柴田町の

年額報酬は１４万９，７００円であり、６万７，２００円高くなっており

ます。地方交付税単価はあくまで地方交付税を算定するための基礎数値で

あり、必ずしも地域の実情に応じた金額になっているわけではないため、

標準額との差が生まれてしまっている状況です。 

 なお、消防団全体として町の年額報酬と地方交付税単価で計算したもの

を比較した場合では、町の年額報酬の方が４６万５，１００円高くなって

います。 

水火災または地震等の災害時の出動報酬については、１日８，０００円

が標準と定められましたが、これは、警戒・訓練等に比べ活動時間が長く

なることから１日＝７時間４５分を基本とし、予備自衛官の訓練召集手当

や最低賃金の全国平均額との均衡を考慮され、１日あたり８，０００円程

度が適当であると定められたものです。現状、町の出動手当は水火災また

は地震等の災害、警戒・訓練等の全ての出動について、１日あたりではな

く、１回につき２，３００円となっていることから、標準額との差が出て
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おります。 

 同規模自治体や周辺自治体との比較についてですが、仙南２市７町にお

いて、「団員」階級の年額報酬は一番低くて１万３，５００円、一番高くて

４万７，８００円、柴田町は３万１，６００円で上から４番目になってお

ります。出動手当については、出動種別毎に金額に差をつけているところ

や、出動種別にかかわらず全て一律のところなど様々であり、一概に比較

は出来ないものの、どの市町も１回につき２，０００円から３，０００円

が多くなっている状況です。 

  

２点目「総務省の周知に対応して処遇改善に取り組むべきと思うがどう

か」と５点目「定員不足に対する補充対策として今回の待遇改善策を活用

できないか」は関連しますので、一括でお答えします。 

全国的に消防団員の減少に歯止めがかからず、柴田町においても令和元

年度２９４人、令和２年度２８４人、令和３年度２７７人と団員数は減少

傾向にあります。また、災害の多発化・激甚化に伴い、消防団に求められ

る役割もより多様化している中、消防団員の処遇の改善は必要であると考

えます。 

今回総務省消防庁より示された「消防団員の報酬等の基準」を基に、近

隣市町の動向も勘案し、消防団と協議のうえ十分な検討を行い、消防団員

の処遇改善を行ってまいります。 

 

３点目「消防団員個々人の年間の活動状況に大きな違いがあり、年額報

酬に反映させた方がよいのではという意見もあるがどうか。」についてで

すが、 

年額報酬については、発災時には直ちに出動するための即応体制をとる

ために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動

に対する基本給的な性格を持つ報酬となっております。年間を通した活動

状況に応じた報酬については、出動手当の部分が対応しておりますので、
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年額報酬については性質的に全団員に階級毎の額を支給すべきものと考え

ます。 

 

４点目「出動報酬について、「その出動の態様（訓練や警戒）や業務の

負荷、活動時間等を勘案し均衡のとれた額に定める」と、消防庁長官通知

にあるが、どう解釈し、生かされているのか。」についてですが、 

現在の出動手当については、出動種別にかかわらず１回２，３００円と

なっておりますが、今後、消防庁長官通知で発出された「消防団員の報酬

等の基準の策定等について」で示された基準に基づき、出動内容や時間を

勘案し、報酬等の金額を検討してまいります。 

 

６点目「報酬以外に消防団および消防団員の業務遂行のために必要な設

備、道具、備品、着衣等で改善を求められているものはないのか、ある場

合はどう対処するのか」についてですが、 

消防庁長官通知で発出された「消防団員の報酬等の基準の策定等につい

て」で示された基準において、装備や被服に係る経費等については、年額

報酬や出動報酬等とは適切に区分し、市町村において適切に予算措置すべ

きであると示されております。 

これまでも消防団の活動において必要な装備や被服等については、町で

予算措置しております。また、幹部会議等で要望をいただくこともあり、

今後も話し合いの場を持ちながら、必要な装備、被服等については対応し

てまいります。令和２年度にはライフジャケットや雨衣について全団員に

配備を行いました。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑨【質 問 者 １３番 大坂 三男 議員】    （スポーツ振興課） 

質問事項 ２．ＰＰＰ（官民連携）による総合体育館建設の進捗状況は に

ついて 

１）計画で令和４年３月までの完成予定が示されたが、いまだに建設工事

開始に至ってない。町民から不満や非難の声が出ている。町民に町はき

ちんと説明すべきではないか。 

２）「安かろう悪かろうの体育館ができてしまう」「利用料金が高くなり、 

使い勝手が悪くなるのではないか」「地元事業者の仕事を奪うのではな 

いか」といった心配ごとをどのように払拭するつもりなのか。 

３）①なぜＰＰＰ採用の検討となったのか、そのメリットを示していただ

きたい。 

②建設実現の可能性をどのように見通しているのか。懸念材料は。 

４）建設検討委員会、整備推進本部、選定委員会の役割、権限について明

らかにすべきでは。特に選定委員会の委員のメンバーは。 

５）①ＰＦＩ、リース、定期借地権方式等について、実際はどのような手

続で事業手法の選定を行うのか。 

②選定に当たっては、コストに着目するのか、質の高いサービス提供

などの度合いで選定するのか。 

③従来方式採用は難しいのか。 

６）①基本設計と要求水準書が、かけ離れたものにならないようにするべ

きだと思うがどうか。 

②避難所となるため、エアコンが必須要件だと思うが、要求水準書に

確実に盛り込まれると考えてよいか。 

７）①体育館運営について、町体育協会や総合型地域スポーツクラブとの

関係性はどのようになるのか。 

②低額の料金で気軽に利用できる施設にする考えなのか伺う。 
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８）整備手法の決定は、最終的に議会が判断することとなるが、それはい

つどの段階になるのか。従来方式と同じ手続、手順か。違う場合は事前説

明が必要だと思うがどうか。 

(答 弁) 

大綱１問目「ＰＰＰ（官民連携）による総合体育館建設の進捗状況は」

についてお答えします。 

１点目「計画で令和４年３月までの完成予定が示されたが、いまだに建

設工事開始に至ってない。町民から不満や非難の声が出ている。町民に町

はきちんと説明すべきではないか。」についてですが、 

総合体育館建設については、基本構想や基本設計を議会に説明するたびに

議会からは従来手法ではなく、官民連携手法を導入することを再々提案され

たことから、その調査研究のために、約２年の歳月を要したものです。 

ＰＰＰ手法の導入を検討するに至った現在までのおおまかな経緯につきま

しては、広報しばたでお知らせしておりますが、今後も、あらゆる機会

を通して、総合体育館の進捗状況を説明してまいります。 

 

２点目「安かろう悪かろうの体育館ができてしまう」「利用料金が高く

なり、使い勝手が悪くなるのではないか」「地元事業者の仕事を奪うので

はないか」といった心配ごとをどのように払拭するつもりなのか。」につ

いてですが、 

実施方針では安かろう悪かろうとならないために、建物の建設や運営に

ついて、官民双方の合意の下で、モニタリング（監視行為）を実施する

ことにしております。最終的に優先交渉権者が決まった場合には、例えば、

土地に関しては町、建物については民間事業者といったように、リスク分担

を決めるようになるので、特に心配はしていません。 

また、地元事業者の仕事を奪うという意見ですが、そもそもＰＰＰは

地元事業者の仕事を奪う制度ではありません。公共事業の発注は、公平、

公正であるべきで、ＰＰＰによる性能発注については、従来の仕様発注と
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違い、民間事業者が提案する余地が拡大するということです。また、地元

自業者の活用を採点表で重点配分する優遇策をとることも可能です。地元

自業者がＰＰＰ／ＰＦＩについて、大手企業と共に取り組むことで、ノウ

ハウを吸収することができ、事業運営能力の強化が図られるものと認識して

います。 

 

３点目「①なぜＰＰＰ採用の検討となったのか、そのメリットを示して

いただきたい。」についてですが、 

一般的には、民間事業者の技術力や創意工夫によって、適正なトータル

コストや質の高い公共サービスを住民に提供できることが期待されます。

また、余剰地を活用し、民間事業者が経済活動を行うことによって地域に

にぎわいが創出される効果もあります。今回、そうした官民連携による

効果については、これまでの一般質問等において、議会から強く要望され、

また厳しく指南されてきたことや、さらに、町においても、国土交通省の

サウンディングに参加し、先進事例や専門家や企業から学び調査研究を

重ねその有効性を認識するにいったことから、ＰＰＰ手法を検討すること

にしたものです。 

 

「②建設実現の可能性をどのように見通しているのか。懸念材料は。」

についてですが、 

現在、体育館建設に係る実施方針を公表し、民間事業者１２社と対話を

行っております。ほとんどの民間事業者が、国や地方自治体に対し、得意と

するＰＰＰ手法を提案し、中には、実践経験のある民間事業者もいるので、

実現性は高いと感じているところです。 

懸念材料としましては、議会の中で、初めに１１ｈa の塩漬けの土地を

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を使って、エリア全体の有効活用を図ろうとした紫波町

のオガールプロジェクトと防災機能を備えた総合体育館の建設を目的として

ＰＰＰ手法の活用を検討する柴田町の場合とでは、活用するＰＰＰ手法が
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異なるのに自分の意見に固執すること、また、シンボルとなるような総合体

育館へのこだわり、さらに総論賛成各論反対といったダブルスタンダード、

さらに、「角を矯めて牛を殺す」ような議論が起きることが最大の懸念材料

です。 

 

４点目「建設検討委員会、整備推進本部、選定委員会の役割、権限につ

いて明らかにすべきでは。特に選定委員会の委員のメンバーは。」につい

てですが、 

まず、建設検討委員会ですが、一つに総合体育館の全体を形づくる要求

水準書や募集要項について助言をしていただくこと。二つに民間事業者から

提案された事業内容や事業者選定に係る助言をしていただくこと。ただし、

検討委員会には、優先交渉権者を選定する決定権はありません。 

次に、整備推進本部につきましては、町長をトップに庁議メンバーで構成

しています。協議事項につきましては、一つに体育館建設に関する事項、

二つに体育館附帯整備に関する事項、三つにその他体育館のことに関する

事項です。目的としましては、（仮称）柴田町総合体育館の建設実現に向け、

厳しい財政事情を踏まえながら、官民連携手法の導入を検討し、事業コスト

の適正化や質の高いサービスの提供を図ること。また、ＰＰＰによる総合

体育館建設が効果的でかつ一体的に展開できるよう各課との横断的な連携

体制を整備するため設置しております。 

さらに、選定委員会についてですが、委員は職員で構成する予定にして

おります。町の課題解決に向け直接向き合い、具体的な事業を責任を持って

動かしている職員をメンバーとして選定する予定です。専門性をより高め

るために、事前に、専門家やコンサルタントの指導を受けることにしてお

ります。協議事項については、募集要項等の整理、評価基準や提案書を審査

し、優先交渉権者を選定します。 
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５点目「①ＰＦＩ、リース、定期借地権方式等について、実際はどのよ

うな手続で事業手法の選定を行うのか。」についてですが、 

事業手法につきましては、建設に向けた官民連携の実施方針では、ＰＦＩ

はもとより、リース方式や定期借地権等を活用する手法などの中から選択

可能としております。 

現在の検討状況では、いずれの事業手法も実現の可能性があることから、

事業手法を限定することは、考えておりません。 

なお、実際に提案された事業手法については公募型プロポーザルを実施

し、検討委員会からの助言をいただきながら、選定委員会において審査し、

選定していくことになります。 

 

「②選定に当たっては、コストに着目するのか、質の高いサービス提供

などの度合いで選定するのか。」についてですが、 

コストやサービス水準などの評価基準については、現在、検討中です。

議員のお見込みのとおり、柴田町の身の丈に合った最適な民間事業提案を

選定するために、さまざまな評価項目を設定することとなります。その際、

行政側が重要視する項目については、配点を多くすることが一般的となって

います。こうした評価基準につきましても、選定委員会での検討を踏まえ、

９月下旬に公表する予定ですので、申し訳ございませんが、現時点で具体的

な考え方をお示しすることは差し控えさせていただきたいと思います。 

 

「③従来方式採用は難しいのか。」についてですが、 

従来手法のメリットとしては、町の意図することが直接反映されること

や価格重視の競争入札といったことがあげられます。また、従来手法でも、

実施設計等は民間に委託することとなりますので、基本設計を基にしつつも

設計事業者の持つノウハウがある程度生かされます。 

しかし、ＰＰＰ手法よりは民間の創意工夫や運営ノウハウを最大限生かし

きれない側面があります。 
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また、従来手法では、建設時において、建設費用の一定額、いわゆる

頭金（現金）を確保してからでなければ着手できません。現在、頭金と

なるスポーツ振興基金は約５億５千万円ですので、後年度の財政負担を

平準化するためにも、１０億円程度の頭金が必要となるますので、さらに

４～５年建設着手が遅れることになります。そこで、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の

成功事例が全国的にも増えつつありますことから、今回、ＰＰＰ／ＰＦＩ

手法の導入を検討したところです。 

 

６点目「①基本設計と要求水準書が、かけ離れたものにならないように

するべきだと思うがどうか。」についてですが、 

要求水準書には、町が総合体育館に求める公共サービスの範囲や実施に

関しての条件等を定めるものです。最大の目的は、要求水準を必要最小限の

ものとすることで、民間事業者の創意工夫やアイデアの余地を増やし、

事業費の最適化やサービスの向上を図ることにあります。今回の基本設計

の取り扱いについては、基本設計をそのままサービス水準に設定しますと

ＰＰＰ手法の利点が失われることになりかねませんので、これまでみんなで

合意した基本設計をベースに、提案事業者が変更することは可能としており

ます。 

 

「②避難所となるため、エアコンが必須要件だと思うが、要求水準書に

確実に盛り込まれると考えてよいか。」についてですが、 

８月１９日に行われた検討委員会におきまして、建築関係有識者から最近

の冷暖房についての紹介があり、設置する上でのコスト削減方法なども

示されました。また、町民代表である防災関係有識者からも、最近の異常

気象や町民の健康を第一に考えて欲しいとの意見が出ております。 

冷暖房設備を設置するとなれば、設置費用やランニングコストも増加し

てまいりますが、要求水準書に盛り込むかどうか前向きに検討してまいり

ます。 
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７点目「①体育館運営について、町体育協会や総合型地域スポーツクラ

ブとの関係性はどのようになるのか。」についてですが、 

近隣自治体においては、民間企業が地元の法人格を有する体育協会と

事業体を構築し、体育館を効率的、効果的に運営している例もございます。 

一方、現在、町の体育協会や総合型地域スポーツクラブは、任意の団体と

して活動しておりますことから、特別目的会社の関連企業や協力企業として

は参入できない状況にあります。 

しかし、民間事業者の提案によっては、両団体関係者の雇用や、体育館

運営やスポーツ関連事業での協力関係が構築されることも予想されます。 

 

「②低額の料金で気軽に利用できる施設にする考えなのか伺う。」につ

いてですが、 

町としましても、生涯にわたってスポーツに親しみ、使い勝手の良い

体育館であるべきと思っております。検討委員会におきましても、体育関係

団体の委員から、体育館の利用に際して、さまざまな配慮が求められていま

すので、現在措置している使用料の減免制度や新たな支援制度等も考慮し

ながら検討してまいります。 

 

８点目「整備手法の決定は、最終的に議会が判断することとなるが、そ

れはいつどの段階になるのか。従来方式と同じ手続、手順か。違う場合は

事前説明が必要だと思うがどうか。」についてですが、 

ＰＦＩ事業であれば予算を担保として進めることが必要となりますので、

はじめに、補正予算として債務負担行為、次に優先交渉権者との契約案件

の審議となります。また、ＰＦＩ以外の提案の内容によっては、さまざまな

審議のパターンが考えられますが、このことについては、応募内容が明ら

かになった時点で、議会への提出案件が決まることになります。 

いずれも議会への最終判断をお願いする時期は、令和４年３月会議での

議案審査で行われることになります。 
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なお、それ以前に、全員協議会において、従来方式の整備手法とＰＰＰ

による整備手法とが比較検討できるよう説明して参りたいと考えておりま

す。私としては、議員の皆様とＰＰＰ手法について情報共有が出来るよう、

何度となく事前説明会が開催できればと考えておりますので、議員から

も説明会の開催についてよろしくお願いいたします。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑨【質 問 者 １３番 大坂 三男 議員】  

         （まちづくり政策課・財政課・農政課・商工観光課） 

質問事項 ３．ふるさと納税寄附金の積極活用を について 

１）ふるさと納税の実績が年々増えてきた要因はなにか。また、人気の返

礼品は何か。 

２）本町にとって、ふるさと納税の果たす役割とこれまでの成果をどう捉

えているか。 

３）将来このような国の制度がなくなることがあるのか、その時には地方

の財政はどうなるのか。 

４）今後、さらに寄附を増やすためにいくつか提案する。 

  ①より多くの人の目に触れやすい環境をつくるために、より多くの「納

税サイト」で扱ってもらうよう働きかけてはどうか。 

  ②さらに積極的なＰＲ方法として「独自のＷＥＢサイトの構築」「ほか

のＷＥＢサイトへの広告掲載の拡大」「新聞広告などによるシティプ

ロモーションの発信強化」の取組を提案する。 

  ③ふるさと納税のピークは毎年１２月頃だと聞いたが事実か。その理

由は。極端なピークを回避して分散させる対策も必要では。 

  ④柴田町のファンになっていただくためにも返礼品の情報や寄附金の

活用事業の紹介、イベント情報などダイレクトメール等で、寄附者

とのコミュニケーションが必要では。 

  ⑤老朽化しているスロープカーの更新は喫緊の課題である。寄附金を

活用して、どのようにリニューアルに取り組むのか。さらに、太陽

の村の冒険遊び場の整備計画についても具体的に示してほしい。 

(答 弁) 

大綱３問目「ふるさと納税寄附金の積極的活用を」についてお答えします。 
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１点目「寄附金額が年々増えてきた要因はなにか。また人気の返礼品は何か。」

についてですが、 

増えた要因は、外的な要因と内的な要因の二つに分かれます。外的な要因

といたしましては、ふるさと納税の市場規模が年々拡大していることや、

令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、

外出自粛などによる「巣ごもり需要」が主な要因として考えられます。 

 次に、内的な要因といたしましては、年々、返礼品の数を増やしてきた

ことや、返礼品内容等の見直しによる品質の向上などを図ってきたことだと

捉えております。また、平成２９年度から始めた首都圏への新聞広告など、

観光まちづくりを核としたシティプロモーションにより、少しずつでは

ありますが、全国で「柴田町」の認知度や好感度が高まったことなども

要因の一つと考えています。 

 人気の返礼品につきましては、令和２年度の状況ですと、はらから福祉会

が製造している「牛タン製品」が好評を得ており、全体の返礼品の約６割を

占めています。今後も、「牛タン製品」に続く魅力ある返礼品の開発等に

積極的に努めてまいります。 

 

２点目「本町にとって、ふるさと納税の果たす役割とこれまでの成果をどう

捉えているか。」についてですが、 

 一つに、地域の資源等を生かした返礼品の提供を行うことで、地域産業

の振興や地域経済の活性化、雇用の創出や賃金の引き上げなどにつながった

ことや、ふるさと納税をきっかけに「花のまち柴田」に興味を持ってもらい、

町のイメージアップや町への関心を持ってもらえる柴田町のファンづくり

に役立っていることです。 

 少子高齢化社会の進展やコロナ禍等の影響により、今後も地方税などの

落ち込みが予測されることから、自主財源を確保し、行政サービスの向上を

図る上でも、ふるさと納税はますます重要性が増してくると考えております。 
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 これまでに寄附されたふるさと納税につきましては、大型プロジェクトの

推進や水害対策、道路整備、子育て支援、学校教育環境の整備などに充当し、

住民サービスの向上に大きく寄与し、十分な成果を上げているものと捉えて

います。 

 さらに、令和２年度の寄附件数が前年度の約２倍になったことや、令和

３年度現時点においても、ふるさと納税は順調であることから、今年度も

「花のまち柴田」を支援してくださる「関係人口」や「つながり人口」は、

さらに増加するものと期待しているところです。 

 

３点目「ふるさと納税制度がなくなることはあるのか、その時には地方の

財政はどうなるのか。」についてですが、 

 昨年度、全国のふるさと納税の総額は、過去最高の６千７２４億円の受入

額となり、我が国の経済の中に組み込まれておりますことから、ふるさと納税

制度が、突然無くなることはないと思っております。 

 さて、ふるさと納税制度が始まった当初は、返礼品はありませんでした。

しかし、自治体がふるさと自慢の特産物を送るようになり、寄附者も簡単

な手続きで特産品や返礼品を選べるようになったことで人気が高まりま

したが、一部マスコミからは「官製通信販売」とも言われる面もあります。 

 また、多額の寄附金をいただいた自治体がある一方で、寄附者が多い

自治体では、何十億という住民税が流出している現状もありますので、今後、

何らかの制度の見直しが行われる可能性があるのではないかと思っており

ます。 

 仮に、柴田町において、ふるさと納税がなくなったとしても、充当できる

事業や基金への積立等が通常の予算ベースに戻るだけですので、財政に影響

を及ぼすことはありません。 

 今後も、寄附金を翌年度以降の政策的経費に使えるよう残したり、基金

に積み立てたりするなど、有効に使わせていただき、仮に、ふるさと納税
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制度が無くなったとしても、安定した財政運営が出来るように努めてまい

ります。 

 

４点目「さらに寄附を増やすためのご提案」についてですが、 

 １つ目、現在、本町の寄附受付を行っているふるさと納税のポータル

サイトは、「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天ふるさと納税」の３つ

です。現在は、後発のポータルサイトが多くありますが、この３つのポー

タルサイトは、ふるさと納税への参入が早く、しかも、数ある中でも主要

なポータルサイトとなっており、多くの寄附者が利用しています。 

 確かに、より多くの受付窓口があれば、寄附が増える可能性は高いとは

考えますが、今後、新たに導入する際には、返礼品の供給体制やポータル

サイトへの掲載方法、事務の処理量などを考慮した上で、取り入れるか

どうかを検討してまいります。 

 

 ２つ目、「独自のＷＥＢサイトの構築」については、構築と運用に係る

経費やマンパワーなどが必要となってくることなどから、現時点では、課題

が多いと考えております。今後、構築することで町に大きなメリットがあ

るのであれば、検討の余地はあるものと考えています。寄附受入額上位の

自治体では、独自のＷＥＢサイトと並行して、主要なポータルサイトでの

寄附受付やＰＲも行っておりますが、寄附受付などは、ほとんどが主要な

ポータルサイトの利用となっており、独自ＷＥＢサイトの利用は、１％にも

満たない状況であるようです。 

また、「ほかのＷＥＢサイトへの広告掲載の拡大」については、総務省が

示している寄附金額に対しての広告宣伝に係る経費の割合に制限がある

ことから、今後、他の広告等との兼ね合いを鑑みながら、有効な広告手段の

一つとして調査研究をしてまいりたいと考えております。 

さらに、「新聞広告などによるシティプロモーションの発信強化」について
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は、平成２９年度に初めて首都圏に新聞広告を掲載いたしました。今年

度の計画といたしましては、首都圏への新聞広告掲載に加え、昨今は大阪府

の寄附者数が伸び始めてきており、また、議会からの提言にもありましたので、

新たに関西圏への新聞広告掲載などを計画しております。新聞広告については、

ふるさと納税未経験者へのアプローチとして、有効な手段ですので、今後

も継続して実施したいと考えております。 

 

３つ目、大坂議員ご承知のとおり、ふるさと納税の寄附受付のピークは

１２月となっています。その要因は、寄附者自身の年間の収入や所得がほぼ

確定し、ふるさと納税での税額控除額の目安がわかるのが１２月であるとい

うのが最大の理由ではないかと考えています。本町の場合は、年間の寄附金

額のうち、令和２年度が約４割、令和元年度は約５割が１２月に集中して

います。 

また、ご心配いただいております返礼品の状況については、いくつかの

課題がございます。本町の返礼品の中で多く選ばれているのが、はらから

福祉会の牛タン製品であり、福祉施設としての様々な要件により、一般の

事業所のような量産ができないのが実情です。閑散期に可能な範囲で在庫

を増やすなどの対応はとっていますが、人気が高い返礼品だけに、常時受注

が多く、返礼品の発送時期を延ばすなど、調整しながら製造をしておりますが、

なかなか在庫を増やすことが難しい状況にあります。果物など、季節もの

の返礼品があれば、ある程度の分散も可能ですが、通年取扱いの食品では、

寄附のタイミングまでコントロールするのは難しいと考えております。 

 

４つ目、すでに取り組んでいる自治体では、寄附をきっかけに寄附者へ

の情報発信など積極的に実施しているところもあるようです。ただし、寄附

の際の個人情報等を当該寄附の事務処理以外に使用することには制限が

あります。そのような課題を解決し、どのような方法で「柴田町のファン」
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や「つながり人口」を拡充できるか、調査、研究をしたいと考えております。 

 

５つ目、まず、スロープカーのリニューアルへの取組についてですが、

今後のふるさと納税の寄附金額の状況をみながら、最初に、耐震性を強化

するため、橋脚と基礎部分の補強や長寿命化を図るための橋脚の塗装、

利用者の安全や快適性を向上させるため山頂駅の改修を行います。次に、

レール部分と車両の更新に早急に取り組んでいきたいと考えております。 

また、太陽の村につきましては、平成２２年度に策定した「柴田町太陽

の村交流拠点再生化計画」を平成２７年度に見直し、太陽の村全体を冒険

遊び場として位置付け、自然豊かで雄大な眺望のもと、子どもから高齢者

までが遊び・憩い・集う場として整備を行うための「太陽の村再整備化計画」

を策定しました。その計画に基づき、平成２８年度のふわふわドームを始め

とする幼児遊具の設置と、らぽるの森の開設、平成２９年度のサイン整備、

令和元年度の冒険遊び場キッズバイクパーク整備事業による太陽の家

リニューアルとキッズバイクパークの整備、令和２年度の総合交流ターミ

ナルほか３か所のトイレ改修まで実現いたしました。今年度は、施設点検

管理環境向上対策事業において、太陽の村周遊コースの整備と植栽による

景観形成を実施いたします。今後は、園地内の階段通路の改修、子どもの

冒険心をくすぐる多様で魅力のある遊具の設置及びアクセス道路の改良

が残されておりますので、ふるさと納税を有効に活用しながら順次整備を

図ってまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑨【質 問 者 １３番 大坂 三男 議員】 

      （総務課・都市建設課・農政課・上下水道課・教育総務課） 

質問事項 ４．流域治水とマイタイムライン作成への取り組み について 

１）流域治水について、町の現状認識と今後の取組についてどう考えてい 

 るか。 

２）マイタイムラインについて、町内すべての家庭で作成することを推奨 

する考えはないか。そのためのＰＲや支援を行えないか。 

３）町内の学校で防災教育として「作り方学習」などを実施する考えはな 

いか。 

(答 弁) 

大綱２問目「流域治水とマイタイムライン作成への取り組み」について

お答えします。 

１点目「流域治水について、町の現状認識と今後の取り組みについてど

う考えているか。」についてですが、 

 白内議員にも答弁しましたとおり、町としても近年頻発化している水害

に備えるため、行政だけではなく流域全体のあらゆる関係者が総力をあげて

取り組むことが重要であると考えており、今後も流域治水の考え方によって

町の水害対策を推進してまいります。 

  

２点目「マイタイムラインについて、町内すべての家庭で作成すること

を推奨する考えはないか。そのためのＰＲや支援を行えないか。」につい

てですが、 

令和２年１月に町の防災マップを全戸配布いたしました。この防災マップ

には、マイタイムラインの作成を啓発支援するための内容を掲載しており、

町として、マイタイムラインの作成を推奨しているところです。 
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また、防災関係の出前講座や自主防災組織の集まりなど、様々な場面で

マイタイムラインのＰＲも実施しています。 

 

３点目「町内の学校で防災教育として「作り方学習」などを実施する考

えはないか。」についてですが、 

「マイタイムライン」の作成については、家族構成や生活環境に合わせ、

あらかじめ避難行動を家族全員で共有を図ったり、児童・生徒の危険の予測・

危険回避の能力の育成を図るうえで、有効であると考えております。 

各学校でのマイタイムラインの作り方学習についてですが、東船岡小学校

では、５学年の総合的な学習の時間の中で、令和２年１月に作成された

柴田町の新しい防災マップ ハザードマップを活用し、地震を想定したマイ

タイムラインの作成を行い、今年度は、それをもとに洪水災害等のマイ

タイムラインの作成を予定しております。 

また、船岡中学校では、全学年の総合的な学習の時間に防災の知識や情報

を学び、自宅付近の危険箇所や浸水状況を確認し、マイタイムラインの作成

を、「〇〇
まるまる

家
け

のタイムライン」として各家庭で作成してもらうように促して

おります。 

いずれにしても、各学校では、総合的な学習の時間等の中で、近年の

台風・大雨による洪水災害など、自然災害のメカニズムの学習をしたうえで、

柴田町社会福祉協議会等の協力をいただき、出前授業を活用するなどして、

各地域の浸水地域を想定して、グループで地図を囲みながら、避難場所や

連絡手段をどうするかなどシミュレーションする活動を行うなど、自然災害

に関する防災学習を実施しております。 

いざという時に、各家庭でご家族の命や財産を守る行動ができるように 

これまでも各学校において、過去に発生した災害の資料を基に、災害から

身を守る方法や近年多発している災害時の「自助・共助・公助」の大切さ

など学習してきておりますが、洪水災害等、発生事前の防災行動としての

「マイタイムライン」の作成について、町の「出前講座」を活用するなど、
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関係課と連携しながら、今後も小中学校における防災教育の充実に努めて

まいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑩【質 問 者 ６番 加藤 滋 議員】       （健康推進課） 

質問事項 １．健康づくりのための家トレ３０の有効性は について 

１）自宅で簡単にできる運動でよい企画と思うが、参加状況や実施状況が

見えない。何人がチャレンジしているのかの状況把握が必要と思うが

いかがか。 

２）昨年の達成者１８１人をどのように評価しているか。 

３）実施後、参加者の健康づくりへの有効性は確認できているか。 

(答 弁) 

大綱１問目「健康づくりのための家トレ３０の有効性は」についてお答

えします。 

１点目「自宅で簡単にできる運動でよい企画と思うが、参加状況や実施

状況が見えない。何人がチャレンジしているのかの状況把握が必要と思う

がいかがか。」についてですが、 

家トレ３０は、コロナ禍において不要不急の外出を控え、感染リスクを

低減させるために、参加開始手続きをせずに参加できる企画としています。 

 「おうちでできるトレーニング」を広報しばた６月号に掲載し、実施の

流れや記録用紙、図書カード交換申請書が記載された用紙を全戸配布しま

した。さらに、町ホームページへの掲載、健康推進課窓口へも配置しました。

今年度は身体の筋力トレーニングだけでなく、マスク生活による口の筋力

低下を防ぐため、口の体操を含めた運動を加え、１００日間、３０分以上

継続して実施、記録していただく内容となっています。 

 ８０日以上実施できた場合は、電話で予約の上、図書カード交換申請日

にお越しいただき、５００円図書カードと交換します。その際、実践して

の感想を伺った上で、頑張りを称えつつ、継続して取り組まれることを

お勧めしています。 
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したがいまして、記録用紙の提出や図書カード交換申請の電話予約が

あるまで、参加人数の把握が難しい事業となっています。昨年度は参加者

の感想から、親子や夫婦、孫と祖父母など家族内で誘い合い、一緒に取り

組まれた参加者が多い状況が見えました。また、一人では難しくても誰かと

一緒だと楽しく運動を継続できたという声が聞かれました。 

 

２点目「昨年度の達成者１８１人をどのように評価しているか。」につ

いてですが、 

昨年度の達成者１８１人の内訳は、 

６歳～９歳は６人、 

１０歳～１９歳が１３人、２０歳～２９歳が８人、 

３０歳～３９歳が１８人、４０歳～４９歳が２０人、 

５０歳～５９歳が２１人、６０歳～６９歳が４１人、 

７０歳～７９歳が４７人、８０歳～８９歳が７人となっています。 

学生や働く世代の方の参加が半数近くありました。小学生から高齢者まで

全ての年代の方が自発的に健康づくりに取り組むきっかけに繋がったと

考えております。 

また、健康づくりポイント事業への参加歴のない方も半数以上おり、町が

実施する保健事業への新規参加者の拡大に繋がったと考えております。 

 

３点目「実施後、参加者の健康づくりへの有効性は確認できているか。」

についてですが、 

 昨年度の参加者の感想では、「毎日運動する習慣がついた」「これからも

継続したい」との内容が多数寄せられました。 

児童・学生の体力づくり、働く世代の生活習慣病予防、高齢者のフレイル

予防など、健康意識の高揚及び健康の保持・増進に繋げるうえで有効な事業

であると考えております。 

今年度も家トレ３０に参加しての感想などを確認してまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑩【質 問 者 ６番 加藤 滋 議員】         （総務課） 

質問事項 ２．防災ラジオの貸与は計画通りか について 

１）当初の申請予定者は何人だったのか。また、説明会未実施の８行政区 

からは、なぜ要望がなかったのか。 

２）社会福祉施設や優先避難所に設置したとあるが、当初計画にあったの 

か。また、この施設等での活用はどのように想定しているか。 

３）今後の貸与計画の進め方はどのように考えているか。 

(答 弁) 

大綱２問目「防災ラジオの貸与は計画通りか」についてお答えします。 

１点目「当初の申請予定者は何人だったのか。また、説明会未実施の８行

政区からは、なぜ要望がなかったのか。」についてですが、 

防災ラジオの貸与対象者は、７５歳以上の単身の高齢者や身体障がい者

（補装具装着）の方で、１，０５５人でした。 

また、説明会についてですが、全４２行政区のうち３４行政区で防災

ラジオの説明会を実施し貸与を行いました。残り８行政区のうち７行政区

については申請者が僅かであったため、説明会方式ではなく戸別に訪問し、

防災ラジオの説明・貸与を行っております。なお、残り１行政区については

申請対象者がいなかったものです。 

 

２点目「社会福祉施設や優先避難所に設置したとあるが、当初計画にあ

ったのか。また、この施設等での活用はどのように想定しているか。」に

ついてですが、 

令和２年度から今年６月末まで、町の防災行政無線のデジタル化整備工事

を実施しておりましたが、当初から、この工事の中で防災ラジオは社会福祉

施設や優先避難所などへ３４台設置する計画で進めており、計画通り設置
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したものです。 

社会福祉施設等においては、入所者及び通所者の安全を確保するために、

また、優先避難所においては、避難者の速やかな災害関連情報の取得手段

の一つとして活用を想定しております。 

 

３点目「今後の貸与計画の進め方はどのように考えているか。」につい

てですが、 

今後は、貸与対象者の年齢等範囲の拡大について検討を行うとともに、

地域の支援者である自主防災組織や民生委員などにも貸与していく方向で

考えております。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑪【質 問 者 ９番 平間 幸弘 議員】       （上下水道課） 

質問事項 １．上水道の普及状況は について 

（１）本町の上水道の普及率の現状は。 

（２）今後の普及計画は。 

(答 弁) 

大綱１問目「上水道の普及状況は」についてお答えします。 

１点目「本町の上水道の普及率の現状は。」についてですが、 

令和３年７月３１日現在、本町の給水区域内人口３７，３７９人に対し、

給水人口は３７,３５１人であり、上水道の普及率は９９.９３％となって

おります。町の水道水が利用できない又は利用せずに井戸水などを使用

して生活されている方が１１世帯２８人おります。この中には平間議員が

おっしゃるとおり、町の水道本管から給水管を布設するのが困難な場所に

お住まいの方もいます。 

水道使用にあたって必要となる工事としては、町の水道本管の末端から

給水すると仮定した場合、給水地までの管の布設距離が長いほど口径が

大きい水道管の布設工事となり、標高が高い場所に水を供給する場合には、

通常の水圧では安定しないため、水圧を高めるポンプ装置が必要となります。

また、距離が長く、水道の利用頻度が少ない（管内の水が停滞する）と水質上

の問題が発生する恐れがあるため、あらためて管の水の塩素濃度を高める

ことが求められます。 

現在、水道の布設を望まれている数名の方から相談を受けております。

町からは住民に対する説明や意見聴取は行っておりませんが、個々の相談

には応じてまいりました。 
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２点目「今後の普及計画は。」についてですが、 

水道が未普及となっている１１世帯のうち、宅地内に止水栓が設置され

ていても水道を利用していない３世帯には、今後、衛生的で安定した水道水

を使用していただけるよう、宅地内の給水装置工事の実施を促していきたい

と考えております。 

次に、富沢猪倉地区の２世帯及び東北電力仙南変電所付近の２世帯に

つきましては、現時点で布設されている配水管の末端からの距離が非常に

長く、新たに配水管を布設して給水することは物理的にも衛生的にも困難と

判断しております。そのため、水道以外でも持続的に衛生的な水が利用

できるような対策を検討していかなければならないと考えております。 

また、宅地付近まで町の水道本管が埋設されている４世帯については、

現状の本管水圧で水道の使用が可能であり、かつ水道の利用を希望される

場合において、財源の可能な範囲内で本管整備の延伸を推進してまいります。 

なお、平成２９年度に策定した町の水道事業経営戦略において、将来の

給水内人口予測をもとにした令和４年度の給水普及率の目標値を１００％

としたものです。今後とも、全町民が水道の利用やその他の衛生的な手段

によって、公衆衛生の向上と増進が図られるよう努めてまいります。 
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令和３年度柴田町議会９月会議一般質問（答弁書） 

順⑪【質 問 者 ９番 平間 幸弘 議員】      （都市建設課） 

質問事項 ２．町道富沢１６号線の今後の工事計画は について 

１）今年度の工事計画と時期は。 

２）次年度以降の工事計画は。 

３）工事完了年度はいつか。 

(答 弁) 

大綱２問目「町道富沢１６号線の今後の工事計画は」についてお答えし

ます。 

はじめに、町道富沢１６号線道路改良事業は、全体事業費１５億４千７百

万円で、平成２２年度から令和３年度末までの進捗率は６３.８％になる見込み

です。工事着手から１０年が経過し、交通量も増加し早期完成が望まれて

います。 

しかし、令和２年度までの交付金の配分率は、要望額に対し２０％～

３０％で推移するなど、事業遅延の大きな要因となっていました。 

令和３年度は、６月会議の補正予算でご提案申し上げたとおり、要望額

に対し６８.２％の配分がなされるなど、明るい展望も見えてきています。 

 

１点目「今年度の工事計画と時期は。」についてですが 

すでに、議案第１７号で工事概要について詳細説明を申し上げましたが、

主な工事内容は、 

①町道富沢１６号線内を横断する五間堀左岸低地排水路の橋梁を撤去し、

新たにボックスカルバート設置（Ｌ＝９.１ｍ） 

②道路側溝整備（Ｌ＝７１８ｍ） 

施工時期につきましては、１０月から工事に着手し、令和４年３月末日

の完成を予定しています。 
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２点目「次年度以降の工事計画は。」３点目「工事完了年度はいつか。」

については、関連がありますので一括でお答えいたします。 

令和４年度以降の工事計画についてですが、事業完成までには、側溝や

盛土、道路構造物、舗装など多くの工事が残っていますが、まずは、水稲

栽培に影響がないよう側溝整備を優先にし、次に主要地方道亘理村田線の

接続部から順に完成に向けて仕上げていきたいと考えています。 

仮に、４年度以降、毎年度２億円の事業費が確保できれば、令和６年度 

の完成が見込まれます。しかし、令和３年度の配分でも６８.２%でしたので、

配分次第で、完成時期はずれ込むことになります。 

今後も、事業の完成に向け、適正な交付金の配分がなされるよう、国に

対し強く要望してまいります。 
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