
令和３年度柴田町議会９月会議 

一 般 質 問 答 弁 書 

（再々質問） 



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 につい

て 

１）９月下旬に要求水準書を提示してからの設計では、時間的に間に合わ

ないのではないか。 

２）町長のいうモニタリングは「運営に対する観察」のいわゆる「経過観

察」だと思うが、「安かろう、悪かろう」という建物にならないように独

自の仕様書を作り、設計監理や施工監理をきっちり行う準備はできてい

るか。 

３）防災備蓄倉庫はどんな備品を必要と考え、それを収納するのにどの位

の大きさの倉庫が必要か。 

４）古河下水路改修の経費の一部は組み込まれているのは、具体的な構造

とどこまでの経費を積算して一部として算定しているのか。 

５）槻木体育館は廃止と決めたのではないですか。個別施設計画は何のた

めに作ったのか疑います。総合体育館の説明のように、積み重ねてきた

ことは大事にしていただきたい。 

６）ＳＰＣはいつ作るのか。 

７）防災拠点機能がなくなることで、避難所と防災拠点はイコールでない

と思うが、町民に説明会を開くか。 

(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「９月下旬に要求水準書を提示してからの設計では、時間的に間

に合わないのではないか。」についてですが、 

 ７月２日に公表しました実施方針のスケジュール通り、９月下旬に募集

 再々質問 
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要項及び要求水準書が示され、１２月までに、企画提案書の提出が締め

切られることを承知の上で、民間事業者は町との対話に臨んでいるものと

思っております。 

 民間事業者が募集スケジュール通りに間に合わないとするなら、初め

から、関心を示さないだけかと思われます。 

 

２点目「町長のいうモニタリングは「運営に対する観察」のいわゆる「経

過観察」だと思うが、「安かろう、悪かろう」という建物にならないよう

に独自の仕様書を作り、設計監理や施工監理をきっちり行う準備はできて

いるか。」についてですが、 

 勿論安かろう悪かろうとならないように、民間事業者の運営面のみならず、

設計や施工について、それぞれの実施過程において適切な監視をする仕組み

を構築し、町が求める要求水準の施設整備になるように監視を行います。

仕組みは、事業者選定時から事業者契約時までの間に具体的な内容を検討

することとしています。 

 

３点目「防災備蓄倉庫はどんな備品を必要と考え、それを収納するのに

どの位の大きさの倉庫が必要か。」についてですが、 

再質問で回答した通りです。 

なお、平成２７年度に策定した基本構想以降、平成２８年４月内閣府

（防災担当）から避難所運営ガイドラインが出され、またコロナ禍における

３密を回避した避難所運営が求められていることから、現在、避難者の収容

人数の見直しについて検討しているところです。 

 

４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、具体的

な構造とどこまでの経費を積算して一部として算定しているのか。」につ

いてですが、 

 古河下水路改修経費は、基本設計においては敷地内延長２２５m のうち、
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東側住宅前開渠部分の東端から西側１２５ｍ分についての工事費を組み込ん

でいます。ボックスカルバートによる整備を想定し、概算金額を算定した

ものです。 

 

５点目「槻木体育館は廃止と決めたのではないですか。個別施設計画は

何のために作ったのか疑います。総合体育館の説明のように、積み重ねて

きたことは大事にしていただきたい。」についてですが、 

 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、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。廃止することは決まっていますが、その時期は、住民との合意を得て

行うということです。この件については、議会に説明した際、秋本議員から

特に指摘はありませんでした。過去の議員の言動の積み重ねを振り返り、

斜に構えることなく、取り扱い方針の文面通り、誠実に解釈していただけ

れば、行政の品格にこだわることもなくなるのではないかと推察しており

ます。 

 

６点目「ＳＰＣはいつ作るのか。」についてですが、 

町は、令和４年１月に民間事業者からの企画提案を審査し、優先交渉権

者を選定します。その提案内容がＰＦＩ方式の場合は、町と優先交渉権者

が基本協定を締結した後、すみやかに民間事業者がＳＰＣを設立すること

となります。 

 

７点目「防災拠点機能がなくなることで、避難所と防災拠点はイコール

でないと思うが、町民に説明会を開くか。」についてですが、 

 概要は再質問に回答した通りです。防災拠点となる要素は、避難所、防災

行政無線等の非常用通信施設、防災備蓄倉庫、耐震性貯水槽、非常電源、

防災公園等様々ですが、令和元年台風１９号の水害を経験した住民からは、
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快適な避難所運営を強く求められたところです。確かに、令和２年度以降

に、本庁舎の耐震化や防災行政無線のデジタル化が行われたことで、さま

ざまな防災機能のうち、平成３０年度の基本設計に盛り込んでいた災害対策

本部の（代替機能）ウエイトが下がった分、より避難所としての機能の

ウエイトが増したことは間違いありません。 

 なお、平成２４年にスポーツ・文化ゾーン整備方針（試案）を示して以来、

基本設計に至るまで、防災拠点の大きな柱となる「いざ」というときの安全

で快適な避難場所の整備方針は、一貫して変わっておりませんので、防災

拠点という機能がなくなるわけではありません。 

 多くの町民は、防災拠点イコール避難所とイメージしている方がほとんど

ではないかと推察しております。 

 １０月に、３か所で予定している住民説明会において、詳しく説明して

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】     （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）８つの項目の分析結果、「現在の都市計画が抱える課題の抽出と分析」、

「まちづくりのターゲットの検討」、「目指すべき都市の骨格の検討」、

「課題の解決策と施策の検討」、「誘導施策と目標値」はどのような解

析になったか。  

２）ワークショップでの住民意見を反映させることを優先し、それによっ

てはスケジュールを組み直すと考えて良いか。見解を伺う。 

３）柴田町の４つのクラスターをつなぐ軸となる公共交通として、デマン

ドタクシーとお買い物バスでつなぐという回答ですが、どうでしょう

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

を問う」についてお答えします。 

１点目「８つの項目の分析結果、「現在の都市計画が抱える課題の抽出

と分析」、「まちづくりのターゲットの検討」、「目指すべき都市の骨格の検

討」、「課題の解決策と施策の検討」、「誘導施策と目標値」はどのような解

析になったか。」についてですが、 

「現在の都市計画が抱える課題の抽出と分析」については、主な課題

として、人口減少、用途区域外での開発件数の増加、市街地のほとんど

が洪水浸水想定区域であることの３点を回答しております。 

「まちづくりのターゲットの検討」としては、課題である、市街地の

ほとんどが洪水浸水想定区域であるという課題に対し、減災・防災対策

を講じながら、既存市街地の都市機能を維持するとともに、人口減少の

中にあっても、利便性の高いエリアへ誘導・集積することで、「質の高い

 再々質問 
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コンパクトシティ」の構築を図ることであると考えています。 

「目指すべき都市の骨格の検討」においては、既存市街地である船岡駅

周辺、槻木駅周辺、国道４号沿線の船迫地域、東船岡駅周辺地域の４つの

拠点に、地域特性にあった都市機能の集積を図り、さらに、この４つの

拠点と農村部を道路ネットワークで結ぶコンパクト プラス ネットワーク

型の都市像を描いていきたいと考えているところです。 

なお、「課題の解決策と施策の検討」、「誘導施策と目標値」については、

先にお答えした、「課題」・「ターゲット」について、策定委員会等でご意見

をいただいた内容を踏まえ、専門家である宮城大学指導のもと、策定委員会

等の中で、具体的に施策を検討していくことになります。 

 

２点目「ワークショップでの住民意見を反映させることを優先し、それ

によってはスケジュールを組み直すと考えて良いか。見解を伺う。」につ

いてですが、 

先の産業建設常任委員会、議員全員協議会でお示ししたスケジュールに

沿って計画策定を進める計画でおりますが、策定委員会、ワークショップ

等での意見が深まってくるようであれば、スケジュールを再調整すことは、

やぶさかではありません。 

 

３点目「柴田町の４つのクラスターをつなぐ軸となる公共交通として、

デマンドタクシーとお買い物バスでつなぐという回答ですが、どうでしょ

うか。」についてですが。 

柴田町が４つの拠点をつなぐ新たな公共交通機関として規定しやすいの

は、循環バスやコミュニティバスの運行かと思われます。しかし、これ

までの民間の路線バスやＪＲバスの路線の乗車効率が悪化し、順次路線を

廃止せざるを得なかったこと、また、「なとりん号」や「岩沼市民バス

（ｉＢＵＳ
あ い ば す

）」、さらに、角田市の定時型のタクシーの乗車状況を見るにつけ、

相当の大幅な財政負担をしなければ継続的な運行を維持継続することは
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困難であることは、明白であります。４つの拠点をつなぐ公共交通体系が

弱いといわれても、現実問題として、運行経費が賄えない空気を運ぶような

公共交通システムの導入は困難です。町としては、デマンド型タクシーの

さらなる利便性の向上を図ることや、また、日常生活で利用頻度・重要度

が高い食料品・日用品店などの施設利用に関しては、民間事業者による

お買い物バスなどの活用が効率的であると考えています。 
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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 

１） 中核病院までの足の確保を町民の「安全保障」と考えれば、多少の

経費増は安心と相殺されると考える。改めて検討を求める。 

(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「中核病院までの足の確保を町民の「安全保障」と考えれば、多

少の経費増は安心と相殺されると考える。改めて検討を求める。」につい

てですが、 

 まず、角田市の実証試験において、なぜ思ったほど利用客が伸びていな

いのか、それはもともと中核病院までの潜在需要が少ないのか、それとも

定時運行のタクシーが一日３便しかない不便さにあるのか、その要因は

様々なようです。 

 今回、その改善策として議員からご提案があった、タクシーの補助券＋

２人以上の乗車を条件に、利用者側で話し合って決める利用方法では、ます

ます利用者にとって不便になるのではないかと推察しているところです。 

次に、町民の安全保障の視点から考えるにしても、乗車率を高めるため

には、これまで以上に運行頻度も高める必要がありますし、それに伴う多額

の運行経費を安全保障の名のもとに財政負担を行うことの是非や、住民

サービスの公平性の観点からの検討が必要になってくると考えております。 

 したがって、当面は角田市の実証試験の終了を待って、運行実績や運行

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。 

 再々質問 
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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】      

（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）災害伝承については、小中学校の児童生徒だけでなく大人を対象とし

た講座が必要ではないか。 

２）水害防止には町有林や民有林の整備が重要であることを、住民に理解

していただくための対策が必要では。 

３）水害対策事業の住民への説明は、多くの方に周知する工夫が必要では。 

４）水防災マップは見ていない方が多いことから、広報しばたで特集を組

むなどして住民に周知することを提案する。 

５）第２９Ｃ行政区が実施したような雨水幹線の起点部から水門に至るま

で歩く講座を、新型コロナウイルス感染症が収束したら積極的に宣伝し

数多く実施することを提案する。 

(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「災害伝承については、小中学校の児童生徒だけでなく大人を対

象とした講座が必要ではないか。」についてですが、 

水害歴史の伝承は、防災減災の観点から極めて重要です。柴田町の水害

被害の歴史的状況は、大正１２年の白石川船迫地区直線改修を機に大きく

変わりました。改修前は、大正２年の大洪水で船岡・槻木１．６メートル

の浸水深を記録した外水氾濫がありましたが、改修後は内水氾濫が柴田町

の主要な水害となりました。特に、近年では令和元年台風１９号により甚大

な被害が出ておりますので、この水害記録はホームページに掲載すると

ともに、生涯学習施設に所蔵して広く町民にお知らせするとともに、防災

 再々質問 
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出前講座などでも周知を図っているところです。 

これに加え、近年の水害対応については、私自身、機会があるたびに

住民懇談会や自主防災組織連絡会等で、柴田町特異の水害発生のメカニズム

や水害の歴史について説明しているところです。 

しかしながら、外水氾濫の記憶が遠い昔となった今では「命を守るため

の早めの避難」については忘れ去られています。このことから、防災減災

のため大事なことは１０００年に１度のハザードマップを認知し、マイ・

タイムラインの普及を進めることが、町としては重要であると考えています。  

今後とも、住民の命を守るため、一人の犠牲者を出さないためにも、

柴田町における水害発生のメカニズムや水害の歴史にも触れた防災出前

講座に努めていきます。 

 

２点目「水害防止には町有林や民有林の整備が重要であることを、住民

に理解していただくための対策が必要では。」についてですが、 

令和２年度から、森林経営管理制度業務に着手し、森林所有者１，１６５名

に、森林経営に関する意向や実態把握を目的としたアンケートを送付して

おり、その中で、森林整備についての啓発を行っているところです。令和

４年度以降は、行政区単位で説明会を開催し、手入れ不足の人工林が増え、

土砂災害の発生の危険性が高まっていることもご理解いただくよう努めて

まいります。また、広報誌等を活用して森林整備の重要性を周知してまいり

ます。 

 

３点目「水害対策事業の住民への説明は、多くの方に周知する工夫が必

要では。」についてですが、 

町が実施する水害対策については、地域を絞った対策のため、今までも

行政区長のご意見を参考に、利害関係のある住民の方々にお集まりをいた

だき説明会を実施したり、工事についてのお知らせなど配布し周知して

おりました。町の水害対策全般については、区長会、消防団、自主防災組織、
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婦人防火クラブ連合会、ＢＣ会等あらゆる機会をとらえて説明している

ところです。 

 また、国や県が実施する事業については、各機関がそれぞれの考え方で

対応していくものと思われます。 

 

４点目「水防災マップは見ていない方が多いことから、広報しばたで特

集を組むなどして住民に周知することを提案する。」についてですが、 

一般質問で、お答えしていますが、すでに、町議会議員の皆様のほか、

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

張り出しをお願いしているので、広報しばたで改めて特集などは考えて

おりません。 

なお、ホームページへの掲載や防災に関する出前講座等で広くＰＲして

まいります。 

 

５点目「第２９Ｃ行政区が実施したような雨水幹線の起点部から水門に

至るまで歩く講座を、新型コロナウイルス感染症が収束したら積極的に宣

伝し数多く実施することを提案する。」についてですが、 

 第２９Ｃ行政区の防災講座は、講座の中で雨水幹線の起点部からの雨水

の流れなどについて資料を用いて説明したもので、現地を歩いて説明した

ものではありません。 

現在、出前講座は、町のホームページやお知らせ版などで講座のメニュー

をお知らせして実施しております。その中の防災出前講座では、町の担当者

と主催者側の間で、参加者の人数、年齢、素養や講座の内容・テーマなど

について、事前に詳細に調整を図り、実際の講座では参加者の様々な要望

にお応えしながら開催しているところです。したがいまして、これからも

第２９Ｃ行政区で行ったような講座内容での防災出前講座を実施し、町民

の皆様の水害に対するニーズにきめ細かく対応しながら、防災意識の向上

に繋が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）具体的に「するスポーツ」は何で誰が行うのか。「見るスポーツ」は何

で誰が見るのか。また、具体的に総合体育館の周囲の風景をどのように

描き、どうような賑わいを作るのか。 

２）官民連携を目指すのであれば、もっと明確で誰にでも分かるビジョン

が求められるのではないか。 

３）役場庁舎の耐震改修工事により、災害対策本部の代替機能がなくなっ

たのであれば、基本コンセプトが大きく変更となるので、全体を見直す

必要があるのではないか。 

４）より多くの住民の声を聴くことが必要で、将来の財政負担を含めて説

明するべきではないか。 

５）ライフサイクルコストを抑えるには規模の縮小が必要であり、今後、

人口の減少や税収が減っていくことで町の財政を圧迫させることを避け

るため、適正な規模の再考を求める。 

６）答弁では「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」とある。あまりにも楽観的な考えなのでは。 

(答 弁) 

大綱２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「具体的に「するスポーツ」は何で誰が行うのか。「見るスポー

ツ」は何で誰が見るのか。また、具体的に総合体育館の周囲をどのように

描き、どうような賑わいを作るのか。」についてですが、 

「する」スポーツとは、総合体育館において競技スポーツや体を動かす

 再々質問 



②－5 

健康運動やスポーツ教室を通じて、スポーツライフを楽しむことです。 

「みる」スポーツとは、スポーツ大会やイベント、プロスポーツを観戦

することです。 

柴田町の子どもたち、青少年、若者、そして高齢者だけでなく、多くの

スポーツライフを楽しむ方が利用します。 

主催者は町であったり、総合体育館を運営する民間事業者であったり、

柴田町体育協会、総合型地域スポーツクラブ、各種競技団体等さまざまです。

各種大会・イベント等が開催されることでスポーツを通じた賑わいづくり

が想定できます。 

 

２点目「官民連携を目指すのであれば、もっと明確で誰にでも分かるビ

ジョンが求められるのではないか。」についてですが、 

多くの住民や利用者等の意見を集約した中で、新たな総合体育館像を描き、

さらに建設に向けた基本方針をまとめております。（仮称）柴田町総合体育館

整備事業に関する官民連携事業実施方針に、この基本方針を盛り込み、

柴田町の身の丈に合った総合体育館の建設を目指しています。 

今回は、新たな総合体育館像を基本方針に基づいて建設することが目標

ですので、従来の事業手法から官民連携による事業手法に変わったからと

いって、将来像や基本方針を変更するというのは本末転倒ではないかと

考えております。 

 

３点目「役場庁舎の耐震改修工事により、災害対策本部の代替機能がな

くなったのであれば、基本コンセプトが大きく変更となるので、全体を見

直す必要があるのではないか。」についてですが、 

スポーツ・文化ゾーン整備方針で示された災害時の防災及び避難場所と

しての機能で想定されたのは、避難所、防災行政無線等の非常用通信施設、

防災備蓄倉庫、耐震性貯水槽、非常用電源設備、防災公園等です。 

平成２７年３月に策定した（仮称）柴田町総合体育館基本構想をはじめ、
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基本計画、基本設計においてもその基本コンセプトは「安心・安全な機能

を備えた体育館」として踏襲されております。特に、令和元年１０月に台風

１９号の水害を経験した住民等からは、快適な避難所運営に重点を置くよう

申し出があったことを踏まえ、（仮称）柴田町総合体育館整備事業に関する

官民連携事業実施方針にも盛り込んだところです。 

確かに、庁舎の耐震化や防災行政無線のデジタル化によって、災害対策

本部の代替機能としてのウエイトは下がりましたが、だからといって、いざ

という時の避難場所としての機能の整備方針は一貫して変わっておりません。

そのため、今回議員が指摘するような基本コンセプトの大幅な変更には

あたりませんので、全体を見直す必要はないと考えております。行政区長

や町民からもそうした全体への見直しに対する申し出は全くありません。 

 

４点目「より多くの住民の声を聴くことが必要で、将来の財政負担を含

めて説明するべきではないか。」についてですが、 

この７年間、住民、行政区長、利用者、スポーツ・文化団体等と住民

懇談会や意見交換を通してまとめ上げ、集約したものが基本設計であるにも

かかわらず、ある時には、「官民連携を取り入れるのであれば、住民等の

意向が詰め込まれた基本設計にこだわらず、民間の自由な発想を」と指摘し、

一方では、より多くの住民の声や若者の声を聴けという、こうした一貫性

がない質問に対しましては、回答に戸惑うばかりです。 

改めて申し上げますが、主に利用する各スポーツ競技団体の若者の意見等

を聴く際においても、また、住民懇談会や意見交換会においても、必ず総合

体育館建設に係る資金計画や将来の財政負担については十分に説明してお

ります。 

 

５点目「ライフサイクルコストを抑えるには規模の縮小が必要であり、

今後、人口の減少や税収が減っていくことで町の財政を圧迫させることを

避けるため、適正な規模の再考を求める。」と６点目「答弁では“当面、
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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”とある。あ

まりにも楽観的な考えなのでは。」についてですが、一括でお答えさせて

いただきます。 

 人口が減少していく地方において、一般論として将来に不安や心配を抱く

のは理解できます。 

 しかし、一方で、不安や心配は現実の行動不足から起こるものとも言わ

れています。未来を語る前に、現状を正しく知る必要があります。 

 政治家は未来に責任を負うことは当然ですが、一方で、政治家は現実から

しかスタートできないのもまた真理です。まず、柴田町の現状を正しく

お伝えします。 

１つに、人口が減っても連動して個人町民税が減る訳ではありません。

柴田町の個人町民税の推移を見ますと、近年のうち人口が最も多かった

平成２４年度の人口が３８，５６６人の時に、個人町民税は１５億１２４万

１千円でした。平成２８年度には、人口が５５１人減少し、３８，０１５人

となったにもかかわらず、個人町民税は１６億１，５１９万６千円と１億

１，３９５万５千円増えています。その理由は、人口減少による地方税の

減収対策として、国の税政改正が行われたからです。 

 ２つに、税収を補完する形でふるさと納税制度が創設され、柴田町は令和

２年度に約１７億円余りの寄附金をいただいていることです。 

 ３つに、令和２年度の町債残高は１６６億円と前町長時代の１５８億円

を超えていますが、そのうち、６４億円は臨時財政対策債です。これは、

後年度地方交付税で補填されますので、実質的な町の借金は１０２億円で

あることです。この借金は、白内議員が要望した学校や体育館等の老朽化

対策、小中学校へのエアコン設置等の積み上げによるものです。起債残高

が１６６億円となっておりますが、令和２年度決算に基づく柴田町健全化

判断比率においては、①実質赤字比率―、②連結実質赤字比率―、③実質

公債費比率については、早期健全化基準２５％に対して３．７％、④将来

負担比率は、早期健全化基準３５０％に対し、３２．８％と大きく下回って
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おります。その理由は、有利な地方債を活用しているためです。こうした

ことから、当面、柴田町が生き残りをうんぬんする財政状況に直面すると

は考えておりません。 

 ４つに、私が町長に就任する前の平成１３年度決算における財政調整

基金等は約２億１千万円、令和３年度９月補正予算後は約１７億３千万円

となっています。この１９年間においてリーマンショックや東日本大震災

を経験した後でも約１５億２千万円の基金と体育館、図書館、学校給食

センター建設基金に約１２億円、合計約２７億２千万円の積み増しを行って

おります。 

 なお、平成２３年３月の東日本大震災への緊急的な対応として必要と

なった資金は８億７千万円でしたので、現在の基金残高が１７億３千万円

あれば、東日本大震災の倍の災害が発生しても、資金が不足することはない

と考えております。 

 現在、主に利用する若者をはじめ、スポーツ関係者からは「武道館が

併設されていない体育館は、総合体育館とは呼べない」と、規模の拡大を

求める声があります。これまで多くの住民や利用者等との意見交換を踏まえ、

どうにか意見を集約したのが現在の規模ですので、これをベースに、民間

事業者からの事業提案を募集していくことにしております。 

 最後に、多くの課題がある中で、一つ一つ目の前の困難を乗り越え、

将来への不安や心配の芽を摘んでいくのが首長の責務なのです。 



 

③－1 

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 

 各種ＳＮＳやＷＥＢサイト、ふるさと納税サイト等の有効活用や、新聞

雑誌、デジタル広告等の利用など、知識や知恵や手段を総動員し、本気で

取り組んでほしい。 

 一般質問で私は「これから、ふるさと納税の司令塔となる専門の組織を

ぜひ立ち上げて欲しい」と提案したが「今後、体制強化が必要かどうか検

討していく」という曖昧な答弁であった。この問題は重要かつ喫緊の課題

だと思う。あらためて町長の早急な決断を切望するが如何か。 

(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。 

 ふるさと納税に関するＰＲ活動につきましては、平成２７年度には、県内

では初となる「ふるさと納税のポータルサイト」を導入し、平成２９年度

からは、首都圏への新聞広告や鉄道車両搭載の雑誌に広告を掲載するなど、

限られた予算の中ではありますが、工夫をしながら、プロモーションを

積極的に実施してまいりました。返礼品につきましては、地域産品が少ない

中ではありますが、知恵を絞り、幾度となく見直しを行い、商品力を高めて

まいりました。これまで本気で取り組んできた結果として、寄附金額が１７

億円を超えたことは、これまでの職員の頑張りと、関係機関や返礼品提供

事業所等との密な連携による大きな成果ではないかと考えております。 

さらに今年度は、議会からも提言がありました関西圏への新聞広告や、

東京都内の主要駅でのデジタルサイネージ広告などを積極的に展開して

まいります。また、少ない地域産品から、新たな魅力ある返礼品を生み

出すことは容易なことではありませんが、これまでの知識、経験を生かし、

 再々質問 
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知恵を絞り出して新たな返礼品の開発等にも取り組んでまいります。 

 次に、組織体制でございますが、再質問でお答えしましたとおり、これ

までも、まちづくり政策課が中心となり、必要に応じて関係各課と連携を

図ってまいりました。現行のふるさと納税では、地域産品が豊富で魅力ある

返礼品が多い自治体に寄附金が多く集まる傾向でありますので、組織体制

を強化し、実施する様々な取組に比例して寄附金が集まるものではないと

考えております。マンパワーが必要なことも十分に理解しておりますが、

返礼品の在り方や税額控除など、ふるさと納税制度の見直しの声も聞こえ

ておりますが、そういった動向を注視しながら組織体制の強化に努めてま

いります。 
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