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一 般 質 問 答 弁 書 

（再質問） 



①－1 

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 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)職域接種を再度交渉し、少しでも早くワクチンが打てる体制を確約でき 

ないか。 

２）未接種一覧を作成し、優先される妊婦さんや学校の先生など直ぐに対 

応取れるよう工夫はできないか。 

３）集団免疫を作るうえからも一人でも多く接種するよう早急に普及啓発

に努めてはどうか。 

４）多くの自治体でコロナ陽性早期発見のため、工夫しながらＰＣＲ検査

を助成し早期発見のため実施している。学校の先生方や保育士など１２

歳以下の子ども達と接する方を優先するなど検討してみてはどうか。 

(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」についてお答えします。 

１点目「職域接種を再度交渉し、少しでも早くワクチンが打てる体制を

確約できないか。」についてですが、 

仙台大学では、職域接種を断念した後、大学と連携協定を結んでいる

スポーツ関連の民間会社からワクチン接種の案内があったことから学生

たちに紹介し、ワクチン接種を進めていると聞いております。 

 

２点目「未接種一覧を作成し、優先される妊婦さんや学校の先生など直

ぐに対応取れるよう工夫はできないか。」についてですが、 

 妊婦の方々につきましては、優先枠を設け、８月３０日付けで個別に通知

させていただき、すでに予約を受け付けております。 

また、小中学校の先生方につきましては、先生方の未接種者リストを町

 再質問 
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教育委員会に取りまとめていただき、キャンセルが出た際に学校へ連絡し、

ワクチンが無駄にならないよう接種を進めております。 

 

３点目「集団免疫を作るうえからも一人でも多く接種するよう早急に普

及啓発に努めてはどうか。」についてですが、 

現在１０月末までの予約を受け付けており、１１月以降の接種体制に

つきましても、現在、町医師団と協議しているところです。今後、ワクチン

接種日程が決まり次第、お知らせ版などで周知し、接種を希望される全て

の方が接種できるよう啓発に努めてまいります。 

 

４点目「多くの自治体でコロナ陽性早期発見のため、工夫しながらＰＣＲ

検査を助成し早期発見のため実施している。学校の先生方や保育士など１２

歳以下の子ども達と接する方を優先するなど検討してみてはどうか。」につい

てですが、 

 現在ワクチン接種の対象となっていない１２歳未満の子どもたちと接する

小学校の先生や保育士などに対して、ＰＣＲ検査を受けやすい環境を整備

することは大切だと考えております。しかし、先にお答えしましたとおり、

仙台市役所１階で実施しているＰＣＲ検査につきましては、通常医療機関の

１０分の１程度で受けることが可能となっていますので、町としては、

小学校の先生や保育士なども含め、ワクチン接種希望者全員が少しでも

早くワクチン接種が受けられるよう、全力を挙げることを優先したいと

考えております。 

 

 

 

 



②－1 

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】    

 （まちづくり政策課・都市建設課） 

質問事項 １．「花のまち柴田」の推進を について 

１）行政区と相談し、どのように進めていく予定なのでしょうか。 

２）新栄通りの四季桜の管理体制はどうなっているのでしょうか。 

３）ふるさと納税に寄附していだいた方への御礼状と一緒にパンフレット

を送付してはどうか。 

４）カレンダーは、誰に、どのようにして配布するのか。販売していくこ

とを考えてもいいのではないでしょうか。 

(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「行政区と相談し、どのように進めていく予定なのでしょうか。」

についてですが、 

「まちなか景観形成事業」で実施した、新栄通線沿線の公共用地へのヤエ

ベニシダレザクラなどの植栽は、土壌に根付くまでは、約１年～２年程度

の時間を要することから、まずは、一定期間は町で管理することをお伝えし、

根付いたことが確認できれば、行政区がどのくらい維持管理に関わること

ができるか相談したいと考えています。 

 

２点目「新栄通りの四季桜の管理体制はどうなっているのでしょうか。」

についてですが、 

町道樹木剪定に係る９月補正予算が成立しましたので、早急に枯れている

桜や、弱っている桜について対応してまいります。 

また、アメリカシロヒトリの被害についてですが、新栄通線沿線について

も直営で２回消毒を実施しましたが、本年度は町内全域で大量発生しており、

 再質問 
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対応に苦慮しているところです。なお、状況を確認し対応してまいります。 

 

３点目「ふるさと納税に寄附していだいた方への御礼状と一緒にパンフ

レットを送付してはどうか。」についてですが、 

昨年度は、ふるさと納税に寄附していただいた方へ、町長からの御礼状

に寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書を添えて、約９７，０００通

を委託業者から郵便発送しています。 

ご提案いただきました「オープンガーデンパンフレット」を同封すること

についてですが、委託業者では、作業工程上、御礼状にパンフレット等を

同封して郵便発送するといった体制はとれないようです。 

例えば、「オープンガーデンパンフレット」を郵便で発送するとした場合、

令和元年度に６，５００部発行した際の単価は、１２２円、角形２号郵便

料金２１０円、合わせて１通あたり３３２円の経費と封筒代などが必要と

なります。 

また、年１回開催されるオープンガーデンには、毎年３，５００人を

超える方が来場され、大変なにぎわいとなっていますが、来場者を受け

入れる駐車場やガーデンのオーナーの皆さんの応対にも限度があり、急激な

来客の増加は、混乱を招き、オーナーの皆さんの負担も増えることが想定

されます。 

 ふるさと納税に寄附していただいた方へパンフレットをお送りする経費

やオープンガーデンに協力いただいている皆さんの負担を考慮し、全国に

「オープンガーデンパンフレット」を配布することは、慎重に考えたいと

思っております。 

 

４点目「カレンダーは、誰に、どのようにして配布するのか。販売して

いくことを考えてもいいのではないか。」についてですが、 

花のまち柴田のＰＲのため、花のまち柴田の事業にご協力いただいた方
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をはじめ、希望する方へ幅広く、公共施設等で無料配布したいと考えてい

ます。 

今回のカレンダーは、素材（写真）収集やデザインは、出来るだけ職員

自らが行う事で費用を抑え、発行部数を多くしたいと考えております。

当初から、販売・利益を目的としたカレンダーの作成を計画したものでは

ありませんので、ご理解ください。 
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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）今後、メールやＬＩＮＥ
ラ イ ン

での情報提供サービスについて、どの程度の 

登録を目標に取り組んでいくのか。 

２）ＳＮＳやメール配信サービスの登録を呼びかける際には登録者からの

声を盛り込むことで、「バンドワゴン効果」による登録者の増加も考えら

れます。さらに、例えば、健康ポイントの加点項目に「ＬＩＮＥやメー

ルへの登録」を追加するなど、インセンティブを用意することも有用と

考えますがいかがでしょうか。 

３）台風８号の対応として自主避難所４か所を開設したことの周知につい

て、本町が持つ様々な情報発信媒体のうち、町内に設置している屋外拡

声器設備はなぜ活用されなかったのでしょうか。また、携帯無線機や防

災ラジオへは漏れなく情報伝達ができたことを確認しているのでしょ

うか。 

４）東京都瑞穂町において、町ホームページに「防災行政無線放送内容」

のページを設け発信情報を閲覧できるようにしており、本町においても

参考にできると考えますがいかがでしょうか。 

５）ホームページのトピックスに掲載された情報についても、メールや 

ＬＩＮＥにＵＲＬ
ユーアールエル

を記載するなどの方法により、積極的に発信してはど

うか。 

６）ＦａｃｅＢｏｏｋ
フ ェ ー ス ブ ッ ク

は、新型コロナウイルス関連の情報や災害時における

情報発信ツールとしては活用しないという理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 再質問 
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(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「今後、メールやＬＩＮＥ
ラ イ ン

での情報提供サービスについて、どの

程度の登録を目標に取り組んでいくのか。」についてですが、 

柴田町と同じメール配信サービスを利用している県内の３自治体（１市

２町 ９月８日時点）の登録状況を調べたところ、それぞれの人口比は、

２．３７％、２６．０９％、６．６８％で、柴田町は、人口３７，３９５人

に対し、メール配信サービスに４、０６４アドレスの登録があり、人口比

１０．８７％となります。 

 情報取得媒体は、パソコンや従来型の携帯電話からスマートフォンへ

シフトし、また、メールによる情報伝達は、職場などでの利用に限られる

ようになってきていますので、メール配信サービスの利用登録者については、

目標とする数値の設定は難しいところです。 

ＬＩＮＥについては、現在、２，６３１人の登録となっています。メール

配信サービスにおいて最も登録が多かった４，５００アドレス相当の友だち

登録を令和４年度の目標値と考えております。 

 

２点目「ＳＮＳやメール配信サービスの登録を呼びかける際には登録者

からの声を盛り込むことで、「バンドワゴン効果」による登録者の増加も

考えられます。さらに、例えば、健康ポイントの加点項目に「ＬＩＮＥや

メールへの登録」を追加するなど、インセンティブを用意することも有用

と考えますがいかがでしょうか。」についてですが、 

メール配信サービス、ＬＩＮＥの登録呼びかけの際には、登録してよか

ったという登録者の声を盛り込むことで、「自分も登録してみよう」という

行動心理が働くこともあるかと思いますので、石森議員よりいただいたご

意見を参考に、より多くの方にご利用いただけるよう登録の呼びかけをして
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まいります。 

健康ポイントの加点項目に「ＬＩＮＥやメールへの登録」を追加するなど

のインセンティブの用意についてですが、しばた健康づくりポイント事業は、

健康づくり事業に参加した者に対してポイントを付与し、付与されたポイ

ントを図書カードと交換することにより、町民の健康づくり事業への積極的

参加及び健康に対する意識の向上を図り、健康寿命の延伸につなげること

を目的としております。 

健康ポイントは、健康づくり事業にいつ、だれが参加したことが分かる

ものを提示いただき、原則、参加事業１回につき１ポイントを付与します。

メール配信サービス、ＬＩＮＥに以前登録した方への対応や、誰が登録した

かの確認が難しく、ポイント付与時の判断に困難が伴うといった技術的な

面から、導入は難しいと考えております。 

 

３点目「台風８号の対応として自主避難所４か所を開設したことの周知

について、本町が持つ様々な情報発信媒体のうち、町内に設置している屋

外拡声器設備はなぜ活用されなかったのでしょうか。また、携帯無線機や

防災ラジオへは漏れなく情報伝達ができたことを確認しているのでしょ

うか。」についてですが、 

台風８号の対応において、自主避難所４か所を開設したことの周知の際、

屋外拡声器については雨風等の気象状況を勘案し、緊急性が高い状況では

なかったこともあり、今回は使用を見送らせていただきました。しかし、

住民が屋外拡声器による緊急情報に慣れるよう、あらゆる機会に活用して

まいります。 

次に、防災行政無線（携帯無線機及び防災ラジオ）については、特に異常

もなく正常稼動し、総務課に配備しているモニター用携帯無線機及び防災

ラジオでも明瞭に聞こえており、住民からも情報が聞こえなかったなどの

連絡も特段なかったことから、携帯無線機や防災ラジオをお持ちの方には
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漏れなく情報伝達が出来たという認識でございます。 

 

４点目「東京都瑞穂町において、町ホームページに「防災行政無線放送

内容」のページを設け発信情報を閲覧できるようにしており、本町におい

ても参考にできると考えますがいかがでしょうか。 

防災行政無線についてはデジタル化に伴い性能が向上しており、放送内容

についても機械による音声合成で放送しますので、以前より放送内容が

聞き取りやすくなっております。しかし、台風時など屋外の気象状況等に

よっては、聞き取ることがどうしても困難な場合も考えられますので、

まずは、防災行政無線で放送する内容については、同じ内容をホームページ、

メール配信サービス、ＬＩＮＥ等を用いて広く住民の皆様に情報伝達して

まいります。 

 

５点目「ホームページのトピックスに掲載された情報についても、メー

ルやＬＩＮＥにＵＲＬ
ユーアールエル

を記載するなどの方法により、積極的に発信して

はどうか。」についてですが、 

ご提案いただきましたとおり、メールやＬＩＮＥでも積極的な情報発信

に努めてまいります。 

なお、例えば、「陶芸教室参加者募集。申し込み先着順１０名」といった

情報は、情報取得手段によって公平性が損なわれることのないように、

広報紙「お知らせ版」の配布時期と同期をとりながらホームページや

ＬＩＮＥで情報提供するようにしています。 

 

６点目「ＦａｃｅＢｏｏｋ
フ ェ ー ス ブ ッ ク

は、新型コロナウイルス関連の情報や災害時

における情報発信ツールとしては活用しないという理解でよろしいでし

ょうか。」についてですが、 

ＦａｃｅＢｏｏｋは、平成２７年１月に開設し、柴田町の知名度を高め
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ることを目的として、主に町の景色やイベント等を紹介しています。 

ホームページなどには、担当者がページの更新作業を行い、他の職員が

内容を確認したうえで公開するといった承認機能がありますが、Ｆａｃｅ

Ｂｏｏｋには、このような誤った情報掲載を防止するための機能を備えて

いませんので、住民の皆さんへの情報提供を主目的とした運用は行っており

ません。 

しかし、災害発生時などで住民の皆さんの身の安全を守るために必要な

情報は、ＦａｃｅＢｏｏｋからの発信も予定しています。 



④－1 

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）①設計の他に防災機能を考えれば時間がかかり、現在の計画では９月

下旬に発表して１月に行う予定になっているので間に合わないと考

えるが、可能な理由は何か。 

②ＳＰＣをいまだに作らずリース方式しか残らないと考えると、公共

の要望水準がきちんと施工できているのか。また、工事仕様書及び

工事監理の専門職が必要になるが、その準備はできているか。 

２）①三名生地区、西住小学校エリアの住民の避難先までのルートをどう

考えているのか。 

②防災備蓄倉庫はどの程度の大きさが必要か。 

３）古河下水路改修の経費の一部は組み込まれているのは、どういう構造

で積算し、どこまで工事費に算入したのか。また、単にトンネル状にす

るのでなく、維持管理に必要な構造にすることを考えるが、宮城県土木

事務所との協議は行ったのか。行ったのであればその見解も伺う。 

４）①船岡体育館、槻木体育館と新総合体育館は「運営面での機能の集約」

を図るとあったが、具体的な説明を求める。 

②新総合体育館と槻木体育館、船岡体育館は、４０年程度同時に存在

することになるのか伺う。 

５）災害時には避難所、防災拠点として使うと町長は説明してきたが、そ

れを変えるのであれば、町民に説明するのが筋と申し上げたが、説明し

なくて良いと考える根拠の説明を求める。 

 

 

 再質問 
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(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。 

１点目「①設計の他に防災機能を考えれば時間がかかり、現在の計画で

は９月下旬に発表して１月に行う予定になっているので間に合わないと

考えるが、可能な理由は何か。」についてですが、 

これまで総合体育館建設については、住民懇談会や行政区長会、スポーツ・

文化関係団体との意見交換、さらに議会において、将来の総合体育館の

あり方や基本方針、整備方針、整備する施設や防災機能、施設の規模や資金

計画等の内容について十分に詰めて、基本構想、基本計画、基本設計を作成

したところです。これらを踏まえた実施方針では、今後の募集要項を９月

下旬に公表し、１０月から１２月までを企画提案の募集期間とし、１月に

審査をする予定で進めております。今回、スケジュールが間に合わないの

ではないかというご質問でしたが、提案募集を行う前の７月の早いタイミ

ングで、実施方針として町の方針やスケジュールを示し、さらに、町職員

と民間事業者との対話を８月１２日までの約１か月で１２社と行ったこと

から、このスケジュールでの民間事業者の意向も確認できましたし、アド

バイザーからの助言もありますので、実現は可能だと判断しております。 

 

「②ＳＰＣをいまだに作らずリース方式しか残らないと考えると、町の

要求水準がきちんと施工できているのか。また、工事仕様書及び工事監理

の専門職が必要になるが、その準備はできているか。」についてですが、 

 現在の実施方針にあるように、ＰＰＰ手法の中から民間事業者が事業手法

を選択し、提案していただくことになります。ＰＦＩ方式によるＳＰＣの

立ち上げにつきましては、優先交渉権者が決定し、町と基本協定を結んで

からの設立になりますことから、現時点ではＰＦＩ方式も選択が可能です

ので、リース方式のみが残るとは考えておりません。 

また、今後、町の要求水準が満たされるかどうかは、官民の合意の下に
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モニタリングの仕組みを構築し、長期にわたり選定事業者を監視していく

ようになりますので、秋本議員が今回抱かれた不安や疑念については払し

ょくされるものと考えております。 

 

２点目「①三名生地区、西住小学校エリアの住民の避難ルートをどう考

えているのか。」についてですが、 

避難所までのルートについてですが、短時間で記録的な大雨が降る最近

の気象状況においては、町が避難ルートを設定することは困難です。町民

の皆様には、全戸配布している防災マップを活用し、自分自身や家族の

避難所及び避難経路は、あらかじめ確認しておくようお知らせしています。

さらに、地震や大雨などの災害種別、自宅や地域の状況によっても避難方法

が変わってきますので、住民一人一人がマイ・タイムラインを作成しておく

ことは大変重要であることから、今後とも出前講座や防災訓練など、さま

ざまな場面で、作成をお願いしてまいります。 

 

「②防災備蓄倉庫はどの程度の大きさが必要か。」についてですが、 

 今回、総合体育館には防災機能を求めますが、従来の発注方法とは異なる

性能発注となりますので、民間事業者のさまざまなアイデアによる防災機能

が提案されることを期待しているところです。 

 

３点目「古河下水路改修の経費の一部は組み込まれているのは、どうい

う構造で積算し、どこまで工事費に算入したのか。また、単にトンネル状

にするのでなく、維持管理に必要な構造にすることを考えるが、大河原土

木事務所との協議は行ったのか。行ったのであればその見解も伺う。」に

ついてですが、 

 都市下水路につきましては、暗渠にするための工事費を積算しており、

敷地の東側から延長１２５ｍ分を算入しております。 

なお、大河原土木事務所との協議はそもそも不要ですので、大河原土木
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事務所の見解はございません。 

 

４点目「①船岡体育館、槻木体育館と新総合体育館は「運営面での機能

の集約」を図るとあったが、具体的な説明を求める。」についてですが、 

船岡体育館及び槻木体育館と総合体育館の運営面での機能集約については、

住民がスポーツ大会やスポーツイベント、運動を楽しめる体育館、また、

町主催の健康教室やセミナー等、健康づくりの場としての体育館といった

機能を１か所に集約するということです。 

 

「②新体育館と槻木、船岡の体育館は、４０年程度、同時に存在するこ

とになるのか伺う。」についてですが、 

槻木体育館は将来廃止・除去する計画ですが、廃止する時期については、

地域や利用団体と調整していくことになります。今後４０年間に結論を出す

ことにしたもので、この方針に対し、地元住民や議会から異論は出されて

おりません。 

 

５点目「災害時には避難所、防災拠点として使うと説明してきたが、そ

れを変えるのであれば、町民に説明するのが筋と申し上げたが、説明しな

くても良いと考える根拠の説明を」についてですが、 

 平成２４年７月１８日に、議員全員協議会に示したスポーツ文化ゾーン

整備方針（試案）においては、３スポーツ文化ゾーン整備基本方針（２）

施設整備に係る基本的な考え方の中で、「防災機能を備えた施設づくりを提唱

し、災害時には地域防災拠点として施設や敷地等を活用し、災害時の避難

場所としての機能を有する施設整備を目指す」としております。 

このスポーツ文化ゾーン整備方針（試案）のもとに防災機能を備えた総合

体育館の土地の取得、基本構想、基本計画、基本設計を作成し、議会や

住民懇談会等で説明しております。その際、町民や議会から特に異論は

出ていません。これまでの一貫した説明によって、多くの住民は避難所と
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いう防災機能を備えた総合体育館ができるものと期待しており、秋本議員

が仰る無理筋に賛同する町民はほとんどいないのではないかと思っており

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）①計画策定の前提として、どのような課題があって、どのように分析

したのか。  

②ワークショップの意見の集約やフィードバックに十分な時間をとる

のか。 

２）①時間がよめる公共交通体系が必要と考えるが、デマンド型乗合タク

シーがあればすべてうまくいくと考えているか。 

②高密度化して効率的な交通システムがＣＯ2対策となると考えるが、

その見解は。 

(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

を問う」についてお答えします。 

１点目①「計画策定の前提として、どのような課題があって、どのよう

に分析したのか。」についてですが、 

現状と課題については、主に国勢調査や宮城県が行った都市計画基礎

調査等のデータを活用し、人口、産業、土地利用、都市施設、都市機能、

災害特性、交通、財政の８項目について、それぞれ分析を行っています。

分析には、宮城県内の市町村、人口５万人弱程度の類似市町との比較を

行い、その分析については、策定委員を委嘱している宮城大学の先生の

指導のもと行ってきました。 

主な課題としては、 

１つに、人口減少と老年人口の増加、 

２つに、用途地域外での開発件数の増加、 

３つに、用途地域内に９１％が居住しているにも関わらず、想定最大

 再質問 
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規模降雨による洪水浸水想定区域が用途地域内のほとんどに該当してい

ることです。 

次に、土地利用については、仙南地域のほとんどで地価の減少傾向にあ

るなか柴田町においては、横ばいから上昇傾向にありますし、また、医療・

商業・福祉等の都市施設が用途地域内の徒歩圏に分布するなど、利便性の

高い市街地が形成されています。 

町民アンケートにおいても、日常生活における利用頻度が高い、食料品・

日用品店舗・金融機関などは、重要度も高く、満足度も高いとの回答結果

が出ております。 

こうした現状から見える本町の方向性としては、交通結節点である船岡駅、

槻木駅や、主要幹線道路である国道４号、県道角田柴田線沿線に都市機能や

住居が集積しコンパクトな暮らしが楽しめる従来の市街地を、人口減少・

高齢化を迎える中においては、その機能をさらに維持・向上させる必要が

あると考えています。 

一方、市街地のほとんどが洪水浸水想定区域となっていることから、

立地適正化計画における防災指針を検討し、防災・減災を考慮した、誘導区

域を定め、長期的な展望のもと誘導を図りながら、「質の高いコンパクト

シティ」を構築し図っていく必要があると考えています。 

さらに、東船岡エリアについて、先の回答で申し上げたとおり、地域から

の要望が高く、民間の進出意欲の旺盛なエリアであり、官民協働で都市機能

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

高いエリアとして施政方針へ盛り込んだしだいです。このことについて、

国等へ経過等説明を行った際に、防災面での課題については、 

１つに、都市基盤の整備によって対策がおこなえること、 

２つに、防災面での新たな誘導を図る受け皿となる地域としても、防災・

減災へ向けた新たなまちづくりを図る上でも効果的な方針である、 

との意見もいただいています。 

都市計画のマスタープランは、まず、住民の将来へのまちづくりへの期待



④－8 

や地元の要望を踏まえた中で、町が様々な整備手法を考え原案をまとめ

専門家のアドバイスを受けながら住民とのキャッチボールをしてつくり

上げていくのが基本です。 

柴田町の未来像を住民に示していくことは、政治家である町長の大きな

責務であります。 

 

②「ワークショップの意見の集約やフィードバックに十分な時間をとる

のか。」についてですが、 

先の産業建設常任委員会や、最初の答弁でも申し上げたように、町民ワーク

ショップは、４地区で各２回計画しております。このワークショップについて

は、豊富な経験と専門的な知識をもった、宮城大学の先生に、全体を総括する

ファシリテーターを依頼しておりますので、より効率的に意見の収集等

ができるものと期待しています。また、現在は各地区２回を計画しておりま

すが、必要に応じて、回数を増やすこともやぶさかではないと考えています。 

 

２点目①「時間がよめる公共交通体系が必要と考えるが、デマンド型乗

合タクシーがあればすべてうまくいくと考えているか。」についてですが、 

１点目でも申し上げたとおり、本町の既成市街地は公共交通結節点で

ある、船岡駅、槻木駅を中心とした徒歩圏に、住宅・都市機能等がコンパクト

に集約された市街地が形成され、その市街地である用途区域内には、町内

全体の人口の８割が居住しております。 

また、県内の市町村及び類似市町と比較したところ、本町は、歩道の

設置率が高く、車の保有率が低い結果となっていることから、自動車に依存

しないで行動が可能となる都市構造となっているものと考えています。 

そのため、現在ある定時的な公共交通体系を活用し、さらに、現行のデマ

ンド型タクシーのほか、民間事業者による「お買い物バス」などがより効率的

に運行できるよう、拠点間を結ぶシームレスな道路ネットワークや安全で快適

なグリーンネットワークの構築が必要であります。徒歩・自転車・タクシー・
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デマンド型タクシー・鉄道等の多様な交通手段による人の動きがさらなる

民間活動の活性化にもにつながるものと考えています。 

 

２点目②「高密度化して効率的な交通システムがＣＯ2 対策となると考

えるが、その見解は。」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、 

「質の高いコンパクトシティ」では、拠点地域において、一定の人口密度

を確保する必要があると考えています。集約化した町営住宅の誘導とは、

高層の町営住宅化を図るという事ではなく、駅などの公共交通結節点など

の徒歩圏内に町営住宅を建設し、交通システムに頼らないで歩いて暮らせ

るまちづくりを進めることがＣＯ２対策につながるものと考えています。 
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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．柴田町にも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 

一歩進んで、「借り上げタクシー」方式を導入できないか。 

 (答 弁) 

大綱３問目「柴田町にも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「一歩進んで、「借り上げタクシー」方式を導入できないか。」に

ついてですが、 

みやぎ県南中核病院行きの「借り上げタクシー」の導入についてですが、

角田市の実証試験における現時点での運行回数や利用率の結果を見ると、

角田市長のお話しのとおり、あまりにも利用者が少ないと思ったところです。

さらに名取市の「なとりん号」や岩沼市の「ｉバス」などの乗車人数を見る

と、定時発着のバスやタクシーの利用はそう多くないと考えております。

その理由は、不便で利用しにくいの一言に尽きるようです。 

また、別の課題として、槻木地区の町民の中には、岩沼市の南東北病院

に通院される方が多いという事も耳にしますし、その他にも、診療科に

よっては角田市や名取市、仙台市にも通院されている方もおり、公平性を

考慮すると、みやぎ県南中核病院への運行だけで良いのかという問題も

生じてきます。 

今後、角田市で１２月２８日まで実施する実証試験の結果や運行コスト、

角田市の運行継続に向けた最終判断を注視してまいりますが、現時点では

導入は困難だと考えております。 

 

 再質問 
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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．広報啓発活動 について 

ペットの同行避難を進めるため、平常時から受入体制の整備や飼い主を

含めた住民への啓発が必要であるが、ホームページや広報しばたなどへの

周知広報についての町の考えは。 

(答 弁) 

大綱１問目「広報啓発活動」についてお答えします。 

 吉田議員ご提案のとおり、避難所でのトラブルをなくし、円滑に避難所を

運営していくためにも、ペットの飼い主やペットを飼っていない住民へ周知

することは必要であると考えています。特に飼い主には、ペットと同行避難

をするためには、日ごろからペットのしつけや健康管理を行い、ペット用

ケージなどの避難用品や備蓄品の確保など、準備しておかなければならない

ことが数多くあることを自覚していただくことが重要です。 

 今後、ペットの同行避難について、ホームページや広報紙などでの周知を

考えておりますが、町にペット（犬）の登録や予防接種の案内などの際に

お知らせする方法など、周知方法についても検討してまいります。 

 再質問 
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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・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）調査研究報告書を、町ではどのように活用するのか。 

２）実態調査で中学２年生の 5.7％がヤングケアラーとの結果を、どのよ

うに受け止めているか。 

３）ヤングケアラーと自覚している生徒は中学２年生で 1.8％、全日制高

校２年生で 2.3％だった。自分から相談する生徒は０に近いのでは。 

４）支援に向けた報告書の中で、ヤングケアラー支援のポイントとなる施

策は。 

５）支援に向けた報告書には、学校においてヤングケアラーを把握する取り

組みが記載されているが、教育委員会としてはどのように取り組むのか。 

６）支援に向けた報告書には、地方自治体における現状把握の推進として、

地方自治体単位で実態調査を行うことが有効である、と記載されている。

答弁では現時点での実態調査は考えていないとのことだが、実態調査を

実施すべきなのではないか。 

(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「調査研究報告書を、町ではどのように活用するのか。」について

ですが、 

これまで、ヤングケアラーに関する調査は、各市区町村の要保護児童対策

地域協議会を対象に実施されてきましたが、今回の調査は、要保護児童対策

地域協議会に加え、子ども本人、学校を対象とした初めての全国規模の調査

となっております。 

調査研究の目的が、「ヤングケアラーと思われる子どもをより正確に把握

 再質問 
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するため、中学生や高校生に対して実態調査を実施し、教育現場や要保護

児童対策地域協議会等においてヤングケアラーと思われる子どもに対応

できる仕組みづくりの検討を行うための資料とすることを目的とする」

となっております。回答割合は低かったものの、中学生、高校生に対する

アンケート調査が実施されたことで、全国の中高生のおおまかな傾向が調査

結果として示されておりますので、今後の参考にしたいと考えております。 

 

２点目「実態調査で中学２年生の 5.7％がヤングケアラーとの結果を、ど

のように受け止めているか。」についてですが、 

この実態調査は、全国の公立中学校の約１割にあたる１，０００校を

無作為抽出し、ＷＥＢ上でアンケート回答を行うもので、調査対象校に在籍

する中学２年生、約１０万人のうちの５，５５８人から調査回答を、また、

全国の公立高等学校の約１割にあたる３５０校を無作為抽出し、調査対象校

に在籍する高校２年生、約６万８千人のうちの７，４０７人から調査回答

を得ていますが、家庭や家族の世話をしている家族が「いる」と回答した

中学２年生の割合が５．７％だったという、初めての全国規模の調査結果

が示されたものと把握しています。 

 

３点目「ヤングケアラーと自覚している生徒は中学２年生で 1.8％、全日

制高校２年生で 2.3％だった。自分から相談する生徒は０に近いのでは。」

についてですが、 

この設問では、一方で、自分はヤングケアラーに「あてはまらない」、

「わからない」と回答した生徒が、中学２年生で９７．５％、全日制高校

２年生で９６．８％となっており、家族のケアをすることで自分自身の権利

を侵害されていることを自覚していない生徒や、そもそもヤングケアラーに

ついての認知度が低いのではないかとの考察もされており、自分から相談

する生徒は少ないのではないかとも考えられます。 

相談が寄せられた際には、町および中央児童相談所、警察署、教育委員会、
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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、必要な支援へつなげていく

こと、また、ヤングケアラーという言葉についての認知度も低いことから、

広報などを利用して広く知っていただくことも必要と考えております。 

 

４点目「支援に向けた報告書の中で、ヤングケアラー支援のポイントと

なる施策は。」についてですが、 

支援に向けた報告書の中では、厚生労働省・文部科学省として取り組む

べき施策として、 

一つに、ヤングケアラーの早期発見・把握、 

二つに、悩み相談や福祉サービスへのつなぎ、教育相談体制の充実、適切

な福祉サービス等の運用の検討といった支援策の推進、 

三つに、社会的認知度の向上、がヤングケアラー支援のポイントとして

挙げられています。 

町としては、ヤングケアラーの認知度向上など、国が取り組むべき施策

に基づきながら、福祉、介護、医療、教育等関係機関が常に情報を共有

して連携し、必要な支援につながっていくものと考えております。 

 

５点目「支援に向けた報告書には、学校においてヤングケアラーを把握

する取り組みが記載されているが、教育委員会としてはどのように取り組

むのか。」についてですが、 

子どもの中には、自分がヤングケアラーであることの自覚がなかったり、

また、家族の状況を知られることが恥ずかしく、声をあげることをためら

ったりする場合もあります。 

学校において、ヤングケアラーを早期に発見するためには、教職員が

ヤングケアラーの概念について、理解をすることが大切でありますので、

機会を捉え、校長会、教頭会において周知し、職員会議等において、定期的

に課題として取り上げ、ヤングケアラーの認識を深め、教職員が、その
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特性を踏まえて、本人や保護者と接することや、学区内の民生委員の方々

との情報交換を行いながら、家庭における子どもの状況を把握し、必要に

応じて、子ども家庭課や福祉課等とケース会議を行い、学校から行政機関

へのつなぎが円滑に行われることができれば、ヤングケアラーの早期発見・

早期支援につながっていくものと考えております。 

 

６点目「支援に向けた報告書には、地方自治体における現状把握の推進

として、地方自治体単位で実態調査を行うことが有効である、と記載され

ている。答弁では現時点での実態調査は考えていないとのことだが、実態

調査を実施すべきなのではないか。」についてですが、 

ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェ

クトチームの立ち上げ等を議題とした第１回会議が令和３年３月に開催

されてから、プロジェクトチームとりまとめ報告（案）を議題とした第４回

会議が令和３年５月に開催、７月に報告書がホームページ等で掲載される

までの経過が数か月ですので、国としてもヤングケアラーの支援に向けた

本格的な取り組みは始まったばかりと考えます。 

国においては、令和４年度の厚生労働省予算概算要求にヤングケアラー

支援のための経費が盛り込まれ、体制強化事業として、都道府県、市町村

単位で実施する実態調査の費用が計上されているようですので、今後、

町としましては、国が本格的に取り組み始めたヤングケアラー支援施策の

動向を注視してまいります。 
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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）「名取川・阿武隈川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会」では、

住民やＮＰＯ等の多様な意見を聴取し計画に反映させているのか。 

２）防災教育の充実を図るには、次世代に引き継ぐため災害伝承の調査

や検証が必要である。今後の町の取り組みについて伺う。 

３）森林や農地の持つ洪水低減機能の重要性を再確認し活用することが

必要ではないか。また、山間地等の土地利用の在り方を防災の観点か

ら根本的に見直すべきではないか。 

(答 弁) 

大綱２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「名取川・阿武隈川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会では、住民

やＮＰＯ等の多様な意見を聴取し計画に反映させているのか。」についてで

すが、 

町では流域治水関連法成立の前から、住民や企業等との協働で治水対策に

努めてまいりました。今後もこれまでの対応に変わりはありませんので、

引き続き「名取川・阿武隈川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会」及び

「名取川・阿武隈川下流等流域治水協議会」において、国や県及び関係機関

と連携を図りながら、国や県の助言、指導を適切に活かした水害対策を推進

してまいります。 

  

２点目「防災教育の充実を図るには、次世代に引き継ぐため災害伝承の調査

や検証が必要である。今後の町の取り組みについて伺う。」についてですが、 

 再質問 
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町内の小中学校では、総合的な学習の時間において、防災に関する授業を

行っております。内容については、地域の過去の災害事例や災害発生のメカ

ニズムなど、発達の段階に応じた学習になっています。また、過去の災害を

知っていただくために、町の防災出前講座でも、柴田町で起きた災害などに

ついて説明をしており、加えて生涯学習施設には、令和元年台風１９号の資料

の備え付けも行っています。 

今後も、このような取り組みを継続しながら、国や県の助言、指導を参考に

しながら対応してまいります。 

 

３点目「森林や農地の持つ洪水低減機能の活用と、山間地等の土地利用の

根本的見直し。」についてですが、 

柴田町が構成員となっている「名取川・阿武隈川下流等流域治水協議会」

には、林野庁東北森林管理局等が参画しており、河川の上流域での森林整備等

の重要性を共通認識としております。森林整備での治水効果ですが、定期的

な間伐で、林内への日光を確保し、下草や低木が育つことにより、土壌の

隙間（孔
こう

隙量
げきりょう

）が増え保水容量が増加します。また、下層植生の繁茂により、

地表が保護され降雨に伴う土壌流出の抑制につながります。町では、町有林の

定期的な間伐をはじめ、下刈りや枝打ちを実施することで、森林整備の推進を

図っております。手入れ不足の民有林の整備については、令和２年度から森林

経営管理制度に着手しております。令和６年度から間伐等の森林整備に着手

する予定となっており、山地災害が懸念される箇所を優先的に取り組む方針で

あります。農地につきましても、ほ場整備事業予定区域における、田んぼダム

の導入に向けて、関係機関と協議を進めてまいります。 

なお、防災・減災の面からも、森林の有する土砂流出防止機能や洪水緩和機

能については非常に有効なものですので、流域治水の取り組みと連携しながら、

土地利用の考え方も含め、取り組んでいくよう考えています。 
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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）なぜ県の目標値に合わせなければならないのか。柴田町が目標値を達

しているのであれば、より高い数値を目指すべきではないのか。 

２）女性委員の登用率が３５％を下回っている１３機関に対し、積極的改

善措置により３５％を上回るように努力すべきでは。関係団体から推薦

を得る場合には、男女半々になるよう依頼すべきでは。 

３）女性職員の政策形成能力等を高める研修の充実を。 

４）女性職員の研修が充実し女性管理職の登用率が高まれば、優秀な人材

が集まるのでは。 

(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「なぜ県の目標値に合わせなければならないのか。柴田町が目標値

を達しているのであれば、より高い数値を目指すべきではないのか。」につい

てですが、 

答弁書にも記載しましたが、女性委員登用率の目標値を３５％に設定した

理由は、令和２年４月１日現在で、調査対象全２６機関のうち目標値を達成

できたのは半数の１３機関で、残りの１３機関は目標値を達成できなかった

現状から、まずは全対象機関の目標値の達成を目指すため目標値を３５％

以上と設定したものです。 

議員からご提案いただいた、より高い目標値を目指すことについては、

今後、町長の諮問機関である「柴田町男女共同参画推進審議会」のご意見を

聴きながら検討してまいります。 

 

 再質問 
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２点目「女性委員の登用率が３５％を下回っている１３機関に対し、積極

的改善措置により３５％を上回るように努力すべきでは。関係団体から推薦

を得る場合には、男女半々になるよう依頼すべきでは。」についてですが、 

特に、女性委員登用率が目標値の３５％を下回っている１３機関について

は、所管課に対し女性の登用が進むよう積極的に働きかけ、全ての対象機関

が３５％の目標値を達成できるよう努力してまいります。また、関係団体

から委員の推薦を得る場合にも、強く女性の参画を依頼し、男女半々になる

よう努力してまいります。 

 

３点目「女性職員の政策形成能力等を高める研修の充実を。」、４点目「女性

職員の研修が充実し女性管理職の登用率が高まれば、優秀な人材が集まるの

では。」については関連しますので、一括でお答えします。 

職員研修には、階層別に設定された研修や、危機管理能力の向上、ハラス

メント対策などの専門的な研修があります。その中で、女性職員を限定とし

た研修は特に設けられておらず、職員に対しても、男女関係なく研修へ参加

させています。先の答弁でもお答えいたしましたが、今後も積極的に研修へ

参加させるとともに、日頃の業務の遂行の中で様々な力を身につけることで

職員のスキルアップを図り、さらには、管理職としての能力や適格性を備えた

人材の育成が図られるよう努めてまいります。 

一方、職員の採用に関しましては、一昨年からＳＰＩ試験を導入したことで、

町内外から多くの受験者があり、優秀な人材が集まっております。しかし、

他の自治体との併願者が多く、なかなか本採用に繋がらないケースもある

のが現状です。今後は、女性管理職の登用率を高めるとともに、職員一人

ひとりが自信と誇りを持ち、生き生きと働ける環境を整えながら、柴田町

職員として働く魅力を発信し、より優秀な人材の確保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 ４．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) ビジョンは、もっと何がしたいか、何ができるか、どんな未来を実現

させたいのかを盛り込むべきではないのか。また、「創造性豊かなまちづ

くり」で事業者や住民に何が伝わるのだろうか。 

２）新型コロナウイルス感染症拡大の財政へ与える影響は計り知れない。

今ならまだ見直しができるのでは。 

３）官民連携を取り入れるのであれば、基本設計にこだわらず、民間の自

由な発想を引き出すためは、従来のハコモノからの脱却が必要では。 

４）緊急防災減災事業債や公共施設等適正管理推進事業債の説明を求める。

また、どのように活用する考えなのか。 

 (答 弁) 

大綱４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「ビジョンは、もっと何がしたいか、何ができるか、どんな未来

を実現させたいのかを盛り込むべきなのでは。「創造性豊かなまちづくり」

で事業者や住民に何が伝わるのだろうか。」についてですが、 

基本方針を作成するに当たり、多くの住民や利用者、スポーツ関係者や

文化団体等、さらに議会との意見交換を行いました。住民等の意向を踏ま

えてまとめた基本構想や基本計画の中では、「スポーツの持つ可能性を探求し、

誰もが生涯に渡ってそれぞれのニーズに応じてスポーツと関わり、健康で

人とのふれあいや繋がりのある豊かなまちとスポーツライフを創造する」

といった、「創造性豊かなまちづくり」を将来像として描いたものです。

今回のＰＰＰ手法による総合体育館の建設におきましては、総合体育館を

 再質問 
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核とした、新たなにぎわいのある拠点が形成できるような、優れた提案を

民間事業者に期待しているところです。 

 

２点目「新型コロナウイルス感染症拡大の財政へ与える影響は計り知れ

ない。今ならまだ見直しができるのでは。」についてですが、 

柴田町において、現在、新型コロナウイルス感染症拡大による財政への

影響は特に出ておりません。 

特に、令和３年度の９月補正予算では、繰越金、地方交付税の上振れ分、

さらに、ふるさと納税の残金を活用した結果、財政調整基金等は１７億

３千万円余り、スポーツ振興基金６億円、図書館建設基金３億円、学校給食

センター基金３億円をコロナ禍の中でも確保したところです。 

こうしたことから、あえて実施方針を見直すまでもなく、これまでの方針

のとおり民間事業者からの提案募集を進めてまいります。 

 

３点目「官民連携を取り入れるのであれば、基本設計にこだわらず、民

間の自由な発想を引き出すためは、従来のハコモノからの脱却が必要で

は。」についてですが、 

平成３１年２月に策定した基本設計には、これまで住民懇談会、行政区長、

利用者、スポーツ・文化関係団体、さらに議会との意見交換により出された

さまざまな意見を集約し、作成したものです。 

一方で、町が示した基本設計を要求水準としてしまいますと、民間事業者

の裁量権を制約してしまいます。そのため、今回は住民等の思いが盛り

込まれた基本設計をベースに、民間事業者の知恵やノウハウや資金等の活用

を図るＰＰＰ手法を導入することにしたものです。 

いくら、従来のハコモノからの脱却を訴え、民間の自由な発想を引き出す

といっても、総合体育館を実際に利用する住民やスポーツ団体の意見や要望

を全く反故にして総合体育館を建設することは、行政や議会に対する不信

や不満を増幅させるだけです。 
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４点目「緊急防災減災事業債や公共施設等適正管理推進事業債の説明を

求める。また、どのように活用する考えなのか。」についてですが、 

 緊急防災減災事業債は、地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災

減災対策に取り組んでいけるようにするもので、消防団の車両の更新等に

よる消防団の機能向上に活用できるのではないかと考えております。 

 公共施設等適正管理推進事業債は、個別施設計画に位置づけられた集約化

又は複合化を図る事業であって、全体として延床面積が減少する事業が該当

します。今後、公共施設等の複合化をする際に活用を考えております。 
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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）団員の要望として、長靴と襟付き長袖インナーがかなりいたんでいる 

ので、更新してほしいという要望が多い。早急な対応を。 

２）地下式消火栓が多く、スタンドパイプが必要となるが、班によっては

不足しているところがあるので配備してほしいとの要望がある、早急な

対応を。 

３）仙台大学の学生に団員になっていただいた例がある。団員不足対策と

して同大学に学生団員募集のための協力を依頼できないか。 

４）町内の企業に企業内消防隊等の内部組織を有しているところがあるか

把握しているか。また自衛隊船岡駐屯地ではどうか。 

５）大災害時に上記仙台大学や企業、自衛隊(正式出動以外)に応援してい

ただけるよう、協定しておく方法もあると考えるがどうか。 

(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「団員の要望として、長靴と襟付き長袖インナーがかなりいたん

でいるので更新してほしいという要望が多い。早急な対応を。」について

ですが、 

長靴については平成２５年度、長袖インナーについては平成２９年度に

購入し、全団員に配備しております。消防団の被服については、ある程度

在庫を準備しており、年数の経過や破損により交換が必要になった場合には、

通常は直接柴田消防署に行っていただいて、新しいものを配布しております。

再度、消防団には被服の在庫の種類などについて周知し、円滑な消防団活動

に努めてまいります。 

 

 再質問 
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２点目「地下式消火栓が多く、スタンドパイプが必要となるが、班によ

っては不足しているところがあるので配備してほしいとの要望がある、早

急な対応を」についてですが、 

消防ホースを地下式消火栓に繋げる際、深さなどの状況によってはスタ

ンドパイプが必要になるケースもありますが、必ずしもスタンドパイプが

ないと消防ホースが繋げられないというわけではありません。 

現在、９つの班にスタンドパイプが配備されておりますが、消火用機材

としては軽量で、また消防車両が進入できない道路狭隘
きょうあい

地域などでは、

有効な初期消火活動が期待できますので、消防団の会議等の場においてその

意向を確認しながら対応してまいります。 

なお、１１月に予定している消防団の機能別訓練の場において、地下式

消火栓とスタンドパイプの運用要領等に関して、周知してまいります。 

 

３点目「仙台大学の学生に団員になっていただいた例がある。団員不足

対策として同大学に学生団員募集のための協力を依頼できないか」につい

てですが、 

町には、消防団活動をする学生の地域貢献活動を認証する「柴田町学生

消防団活動認証制度」があります。令和３年８月１日付けで、仙台大学の

学生１名が消防団に入団しておりますが、大学の講義で消防団の認証制度

について情報を得たことがきっかけの一つとしてあったようです。 

以前より、学生に対する消防団への加入促進のため、同大学にポスター

やチラシの設置などの依頼をしてきた経緯がありますが、今後、学生に

消防団活動を直接説明する機会なども予定しておりますので、団員確保

対策として、同大学にはこれからも学生団員募集のための協力を依頼して

いきたいと考えております。 

 

４点目「町内の企業に企業内消防隊等の内部組織を有しているところが

あるか把握しているか。また自衛隊船岡駐屯地ではどうか」についてですが、 
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消防法令において、防火管理が義務付けられる防火対象物のうち一定の

大規模・高層建築物の管理権原
けんげん

者には、火災等の発生時において、初期

消火、消防機関への通報、避難誘導など、火災等による被害を軽減するため

に必要な業務を行う、自衛消防組織の設置が義務付けられています。 

町内では、リコーインダストリー株式会社東北事業所、山崎製パン株式

会社仙台工場、昭和電線ケーブルシステム株式会社仙台事業所、北日本電線

株式会社船岡事業所、仙台大学の５つが自衛消防組織を設置しており、

陸上自衛隊船岡駐屯地については、消化、通報、避難及び救護等を行う

駐屯地消防隊を編成しているとのことです。 

 

５点目「大災害時に上記仙台大学や企業、自衛隊(正式出動以外)に応援

していただけるよう、協定しておく方法もあると考えるがどうか」につい

てですが、 

自衛消防組織を設置している事業所等との協定締結については、今後の

課題として先進事例や協定の有効性などについて調査、研究していきたい

と思います。 

なお、船岡駐屯地では、敷地外の近傍において火災を認知した場合、

敷地内への延焼を防ぐ目的で、出動するとしているようです。 
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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）による総合体育館の進捗状況は について 

１）建設手法は別として早急に総合体育館をつくるということで良いのか。 

２）整備手法の比較検討にあたり、従来方式は業者指名等による入札方式

と考えてよいのか、またＤＢＯ方式との比較検討は行わなかったのか。 

３）従来方式による場合の資金調達方法や後年度の公債費の償還計画等の

財政状況の概略を新、元議員らにもわかるよう早急に示してほしい。 

４）令和３年度予算執行に当たっての議会の提言事項にある「将来の財政

に与える影響や利便性確保の検討」や「住民等への詳しい情報提供」な

どの提言をどう受け止めているのか再確認したい。 

５）町民説明会はいつ行う予定か。 

６）選定委員会の委員は職員が中心となるようだが、専門性を伴う評価を

職員が正しく行うことができるのか、専門家もメンバーに入れるべきで

はないか。 

７）要求水準書作成時に基本設計にはなかった機能や設備等、付帯要素の

追加を検討するとなると、事業規模が拡大し将来の財政運営に支障が出

ることにならないか考えを伺う。 

８）仙台市など大都市と違い、柴田町クラスの総合体育館で運営企業が独

立採算制を担保できるのか心配な面もある。町が運営に対し支援するこ

とになることがあり得るのか。 

 (答 弁) 

大綱２問目「ＰＰＰ（官民連携）による総合体育館の進捗状況は」につ

いてお答えします。 

１点目「建設手法は別として早急に総合体育館をつくるということで良

いのか」についてですが、 

 再質問 
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ご質問にもありましたとおり、総合体育館の建設が遅れていることへの

不満や非難の声もありますので、総合体育館の建設は急がなければならない

と思っております。 

これまでの総合体育館建設に向けた経緯につきましては、９月８日の全員

協議会で情報提供したとおり、平成２４年度から今まで、議会への説明を

はじめ、住民懇談会や、スポーツ・文化団体、さらに議会との間で意見交換

を重ねてきたところです。 

しかし、議会への説明のたびに、民間活力の導入を提案されてきました

ので、ここ２年間はその調査や研究に費やしてまいりました。 

 この結果、ある程度の建設資金を蓄えてからでないと建設に取りかかれ

ない従来方式に比べ、ＰＰＰ手法によれば、イニシャルコストがあまりかか

らず将来の財政負担を平準化することができることを認識したところです。

最終的には、議会での判断になりますが、町としてはＰＰＰ手法による総合

体育館建設に向け、準備を急いでまいります。 

 

２点目「整備手法の比較検討にあたり、従来方式は業者指名等による入札

方式と考えてよいのか、またＤＢＯ方式との比較検討は行わなかったのか。」

についてですが、 

 従来手法による場合は、競争入札となります。 

 また、ＤＢＯ方式については、ＰＰＰの概念に含まれるものでありますが、

ＤＢＯで総合体育館を建設する場合も、従来の手法とほぼ同じで、町が建設

着手時に資金を準備することになります。 

このように、資金繰りの面でＤＢＯ方式は従来方式に近いものとなります

ので、改めて比較は行っておりません。 

 

３点目「従来方式による場合の資金調達方法や後年度の公債費の償還計画

等の財政状況の概略を新、元議員らにもわかるよう早急に示してほしい。」

についてですが、 
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 ＰＰＰ手法による優先交渉権者が決まってから、民間事業者が提案する

事業費と従来手法による事業費とを比較検討できるように、現在の地方財政

制度において活用できる地方債や補助金のスキームを確認したうえで、お示し

してまいります。なお、従来手法における一般的な資金調達方法や公債費の

償還方法については、事前に説明することはやぶさかではありません。 

 

４点目「令和３年度予算執行に当たっての議会の提言事項にある「将来の

財政に与える影響や利便性確保の検討」や「住民等への詳しい情報提供」な

どの提言をどう受け止めているのか再確認したい。」についてですが、 

 ＰＰＰ手法の導入による総合体育館の建設は、町としても初めての大規模

プロジェクトとなりますので、この民間手法を導入するメリットをはじめ、

今年度のアドバイザリー委託料等の予算の執行状況や、建設費用、維持管理・

運営費等の将来負担まで、議会や住民の皆様に説明していかなければなら

ないと思っております。 

 議会からの提言につきましても真摯に受け止め、建設コストだけでなく

運営コストも含め、あらゆる面から検討できるよう、今後も情報提供に努め

てまいります。 

 

５点目「町民説明会はいつ行う予定か。」についてですが、 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染対策をとりながらの開催

となりますが、１０月以降に予定したいと現在検討しております。 

 

６点目「選定委員会の委員は職員が中心となるようだが、専門性を伴う評

価を職員が正しく行うことができるのか、専門家もメンバーに入れるべきで

はないか。」についてですが、 

 民間事業者から提案された事業内容については、検討委員会の委員に、

それぞれの専門分野に関する事項について、確認していただきます。 

 選定委員会では、検討委員会の委員から助言をいただくとともに、アド
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バイザリー契約を結んだ三井住友トラスト基礎研究所の支援を受けながら、

適正な評価を行ってまいります。 

 

７点目「要求水準書作成時に基本設計にはなかった機能や設備等、付帯要

素の追加を検討するとなると、事業規模が拡大し将来の財政運営に支障が出

ることにならないか考えを伺う。」についてですが、 

 民間事業者から提案を募るための募集要項には、事業期間において、町が

負担していくことができる金額を予定対価として表記します。この予定対価

が上限となりますことから、民間事業者は、この金額以下で可能な事業を

提案することになります。 

 

８点目「仙台市など大都市と違い、柴田町クラスの総合体育館で運営企業

が独立採算制を担保できるのか心配な面もある。町が運営に対し支援するこ

とになることがあり得るのか。」についてですが、 

 民間事業者が独自の発想や創意工夫により、総合体育館の運営を独立採算

事業として提案してくることについては、特に拒むものではありません。

仮に、このような運営方法が採択された場合、町が民間事業者の経営に対し、

支援することは現実的ではありません。 

 しかし、スポーツ関連事業や教室など協働で事業を行うことは、検討でき

るのではないかと考えております。 
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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的活用を について 

１）令和３年４月から８月までの本町の受納金額実績は 

２）このままの勢いが続けば令和２年度実績を上回るのではないか。町長

の腹積もりを伺う。 

３）全国１位の都城市と柴田町の寄附金額は一桁違う。このような違いは

どのようなところから生じるのか。 

４）魅力的な返礼品開発に取り組むとあるが具体的にはどうするのか。 

５）リピーターを増やすために、旅行券など体験型の返礼品を加えること

は考えられないか。 

６）スロープカーのリニューアルについて、もう少し計画的に進めて欲し

い。年次計画を示すべきでは。 

７）「ふるさと納税」に関係する担当課は複数にわたると思うが、縦割りの

不自由さは無いか。 

８）「館山ばかりにお金を使っている」という批判の声をどう受け止めてい

るか町長に伺う。 

(答 弁) 

大綱１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。 

１点目「令和３年４月から８月までの本町の受納金額実績は」について

ですが、 

 令和３年度の８月末現在のふるさと納税の実績について、 

寄附件数が２万７千２６７件、寄附金額が４億３千１９６万１千円 

となっています。 

 なお、令和２年度の８月末現在で比較しますと、 

 再質問 
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寄附件数が、３，１１０件の増で約１．１３倍、 

寄附金額は、４千７９３万６千円増の約１．１２倍となっています。 

 

２点目「このままの勢いが続けば令和２年度実績を上回るのではないか。

町長の腹積もりを伺う。」 についてですが、 

令和３年度の４月、５月については、前年度を下回る推移となっていま

したが、６月以降は前年度を若干上回るペースで推移しています。 

行政サービス向上を図る上でも、ふるさと納税による自主財源の確保は、

大変重要です。しかし、寄附という性質上、様々な要因が影響しますので、

現在のペースを保持したまま推移するかは不透明です。まずは、新聞広告

を始めとするシティプロモーション活動や新たな返礼品の追加などを行い、

現計予算の１０億円を確実に確保できるよう努めてまいります。 

 

３点目「全国１位の都城市と柴田町の寄附金額は一桁違う。このような

違いはどのようなところから生じるのか。」 についてですが、 

ふるさと納税制度で「返礼品」が贈られるようになった平成２６年度ごろ

から、宮崎県都城市は、平成２７年度に初めて全国１位になるなど、常に

全国上位に位置しています。 

都城市と柴田町の寄附金額の違いにつきましては、考えられる大きな要因

としましては、都城市には、ふるさと納税が始まる前から、全国で評価され、

認知度が高い畜産物や農産物などの「特産品」が数多くあることだと捉え

ております。特産品の宝庫とされ、返礼品となる数多くの特産品が、全国

の寄附者から評価され、多額の寄附金額につながっているものと考えており

ます。現に、都城市のふるさと納税では、１，０００品を超える「返礼品」

がラインナップされています。 

柴田町としましては、今後も引き続き、継続したプロモーション活動と

知恵を絞った返礼品の開発を行うとともに、寄附受入額が全国上位の自治体
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のＰＲ活動などを参考にしながら寄附金額の確保に努めてまいります。 

 

４点目「魅力的な返礼品開発に取り組むとあるが具体的にはどうするのか。」 

についてですが、 

 現在、年末の導入に向けて新たな返礼品の調査、検討中でありますので、

具体的なものは申し上げられませんが、一つの返礼品に偏らず、少しでも

平準化に近づけ、特定の返礼品に大きな偏りがでないように新たな返礼品

の開発等に取り組んでまいります。 

 

５点目「リピーターを増やすために、旅行券など体験型の返礼品を加えるこ

とは考えられないか。」 についてですが、 

 総務省では、「旅行券」については「金銭類似性の高いもの」に該当し、

「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」としての見解を示していま

すので、単に「旅行券」を返礼品に加えることは考えておりません。 

 また、体験型の返礼品については、他の自治体では、ユニークなものも

ありますので、体験型を受け入れることが可能な体制がとれるのであれば、

交流人口を拡大する上でも有効な手段ですので、今後の検討の余地はある

ものと考えております。 

 

６点目「スロープカーのリニューアルについて、もう少し計画的に進めて欲

しい。年次計画を示すべきでは。」 についてですが、 

 令和３年８月２０日の議員全員協議会において、船岡城址公園整備計画

（第Ⅱ期）としてお示ししております。今回ふるさと納税に新たに設けた

寄附の使い道「“桜のトンネル”を行くスロープカー整備等に関する事業」

等の寄附金を活用し、まずは、来年度で橋脚の補強や塗装を行い、安全確

保を図り、スロープカーのレールや車両の更新については、その後の寄附

金額の状況をみながら予算化してまいります。 
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７点目「「ふるさと納税」に関係する担当課は複数にわたると思うが、縦割

りの不自由さは無いか。」についてですが、 

 現在、ふるさと納税業務につきましては、まちづくり政策課が所管し、

担当しております。関係課とは、業務を行う上で必要に応じて情報共有を

図り、連携していますので、縦割りの不自由さはありませんが、今後、更なる

ふるさと納税寄附金を確保するための体制強化が必要かどうか検討して

まいります。 

 

８点目「「舘山ばかりにお金を使っている」という批判の声をどう受け止め

ているか町長に伺う。」 についてですが、 

 以前から、一部で「舘山ばかりにお金を使っている」という声があることは

聞いておりますが、偏った情報を鵜呑みにし、正確な情報が伝わっていない

ものと考えております。 

 白石川堤一目千本桜や船岡城址公園の桜の魅力と返礼品が結びつくこと

によって、令和２年度は約１７億円の寄附金を確保することができ、その

半分の約８億７千万円を住民サービスの向上に役立てております。これま

でも、事業の実施にあたっては、町全体を見据え、緊急度や必要性などを

総合的に判断した上で取り組んでおります。 

 令和２年度に実施した雨水対策事業や一般町道維持管理改修工事等の

安全安心の環境整備、小中学校の教育環境整備、交通防犯対策事業、子ども

たちのチャレンジの場である太陽の村のにぎわいづくりなどは、ふるさと

納税があったからこそ可能となった事業です。 

 今後も引き続き、ふるさと納税を活用しながら、町全体を見据え、緊急度

や必要性などを総合的に判断した上で事業を実施してまいります。 
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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⑨【質 問 者１３番 大坂 三男 議員】      （農政課・総務課） 
 

質問事項 ４． 流域治水とマイ・タイムライン作成 について 

１）流域治水の取り組みの一つとしての「田んぼダム」について、着目

し検討したことはあるか。どこを対象にし、協力要請や保証はどうす

る。実現可能性は。 

２）今後、小中学校で取り組むマイ・タイムラインづくり学習について、

町でバックアップしていくべきではないか。 

(答 弁) 

大綱４問目「流域治水とマイ・タイムライン作成」についてお答えします。 

１点目「流域治水の取組みとしての田んぼダム」についてですが、 

「田んぼダム」は、水田の排水口へ堰板
せきいた

を設置し、排水に時間をかける

ことで、流出抑制により下流域の湛水被害リスクを低減するものです。効果

を検証するために、県内では令和３年度から大崎市の千刈
せんがり

江
え

地区がモデル

地区に設定されており、農地・農業水利施設の多面的機能を活かした取り

組みに注目しているところです。 

町では、ほ場整備事業を進めており、その事業計画の中で「田んぼダム」

の導入を検討しています。具体的には、令和４年度に同事業の施行申請を

予定している船迫地区、令和５年度に施行申請予定の成田地区です。今後も

ほ場整備事業打合せのなかで、関係機関と協議をすすめながら準備してまい

ります。 

 

２点目「今後、小中学校で取り組むマイ・タイムラインづくり学習につ

いて、町でバックアップしていくべきではないか」についてですが、 

町ではこれまでも、毎年行われている小中学校の防災担当者（安全担当主

 再質問 
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幹教諭）会議には、町の防災担当者が出席し、防災の取り組みについての

意見交換や防災に関する研修などを行ってまいりました。この中でもマイ・

タイムラインの説明や必要性などの話し合いも進めてきております。 

今後、小中学校でマイ・タイムラインづくりの学習の場があった際には、

町の防災担当が直接説明することなども考えられますので、様々な面でバック

アップできるよう、引き続き小中学校との連携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）何人が参加しているのか把握が必要ではないか。町長へのメッセージ

はがき方式等で受け付ける方法もあると思うがどうか。 

２）町民へのＰＲを「からだ測定会」の参加者への声がけや健康診査時配

布するなどはいかがか。 

３）図書カード交換時に、やってよかったことやその効果などを記入する

アンケートをとってはどうか。 

４）取り組みやすい気候の期間などにできないか。 

(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「何人が参加しているのか把握が必要ではないか。町長へのメッ

セージはがき方式等で受け付ける方法もあると思うがどうか。」について

ですが、 

ご提案いただいたはがき方式での参加申し込みについては、全世帯分の

はがき購入や料金受取人払等の費用の増加などが生じてくるため、費用対

効果も考慮して参加者把握を考えていく必要があると思います。 

今後、住民が気軽に参加できるなどの利便性も考えた上、参加者の把握

ができるよう工夫し、町民に喜ばれる健康づくり事業の企画、事業展開を

図ってまいります。 

 

２点目「町民へのＰＲを「からだ測定会」の参加者への声がけや健康診

査時配布するなどはいかがか。」についてですが、 

 より多くの町民が参加していただけるよう、今年度は記録用紙の全戸配

 再質問 
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布やホームページへの掲載のほか、メール配信やラインでも周知を行いま

した。また、からだ測定会を含めた保健事業の参加者へも声がけしており

ます。  

今後は、広く住民に周知するため、ご提案いただいた健康診査での周知

等を参考にＰＲしてまいります。 

 

３点目「図書カード交換時に、やってよかったことやその効果などを記

入するアンケートをとってはどうか。」についてですが、 

ご提案いただいたとおり、今年度は記録用紙のひとこと感想に追加して、

図書カード交換申請時に、簡単なアンケートに協力いただく予定です。

アンケートの実施により、健康の保持増進につながったかを客観的に評価

できる指標にしたいと考えております。 

 

４点目「取り組みやすい気候の期間などにできないか。」についてですが、 

 ご指摘のとおり、現状では暑い時期を含めた実施期間となっておりますが、

年末年始のイベント時期を除いた期間になっており、図書カード交換時期

の積雪等の心配を除いて設定しておりました。今後は、季節や実施日数

なども含め取り組みやすい時期についても、再度、考えてまいります。 
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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）説明会への参加者（申請者）が３７％と想定よりかなり少なかったと

思うが、その理由はどんなことだったか 

２）優先避難所で避難者の速やかな災害関連情報の取得手段のひとつとし

て活用とあるが、避難している方への災害情報取得手段のためなのか 

(答 弁) 

大綱２問目「防災ラジオの貸与は計画通りか」の再質問についてお答え

します。 

１点目「説明会への参加者（申請者）が３７％と想定よりかなり少なか

ったと思うが、その理由はどんなことだったか」についてお答えします。 

加藤議員ご指摘のとおり、防災ラジオの貸与について、申請された方は

想定よりもかなり少ない人数でした。この少なかった理由について考えられ

ることは、防災ラジオは貸与であり譲渡ではなかったこと、高齢者が多かっ

たことから機器の取扱いに不慣れな方が多いと思われること、逆にスマート

フォンなどの情報伝達機器をすでに持っている方で防災ラジオを必要と

しない方などが考えられます。 

また、貸与の説明会に参加された方の中で、説明を聞いたうえで辞退され

た方がいましたが、理由については、防災ラジオの使い方が説明を聞いても

わからないため、持つことが不安になったという方もいらっしゃいました。 

 

２点目「優先避難所で避難者の速やかな災害関連情報の取得手段のひと

つとして活用とあるが、避難している方への災害情報取得手段のためなの

か」についてお答えします。 

優先避難所へ配備している防災ラジオは、情報伝達を多重化することに

 再質問 
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より、情報伝達の漏れをなくすことを目的としています。災害時には様々

な状況が想定され、防災ラジオは停電時にも電池で使用することができます。 

また、防災ラジオは町からの情報だけではなく、国から発信されるＪ-

アラートの情報を自動的に受信することもできるので、時間をかけずに緊急

情報を放送することが可能です。 
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