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     午前９時３０分  再 会 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は17名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

  これより令和３年度柴田町議会12月会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  欠席通告が13番大坂三男君からありました。 

  なお、議案等の説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員として町長以下、関

係所管課長等及び監査委員の出席を求めております。 

  また、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、12月会議中、執行部への出席要求

は議会基本条例第５条第２項の規定により必要最小限にとどめておりますことをご承知くださ

い。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 議席の指定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  12月会議の議席は、会議規則第３条第３項の規定によって、ただいま着席のとおりといたし

ます。 

                                            

     日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において14番佐々木裕子さ

ん、15番広沢真君を指名いたします。 

                                            

     日程第３ 開催期間の決定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、開催期間の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。12月会議の開催期間については、議会運営委員会の協議の結果、本日か

ら12月10日までの５日間と意見が一致いたしました。よって、12月会議の開催期間は本日から

12月10日までとすることにご異議ありませんか。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、開催期間は本日から12月10日までと決

定いたしました。 

  なお、開催期間中の日程については、あらかじめお手元に配付いたしました日程予定表によ

り議事の進行を図りますので、ご了承願います。 

  また、12月会議中、報道関係等の取材を許可しておりますので、ご了承願います。 

  次の日程に入る前に申し上げます。 

  12月会議中、新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクは常時着用の上、マイクを使用

する際はマイクカバーの着用及び発言後の消毒についてご協力をお願いするとともに、発言は

簡潔に行うようお願いいたします。 

  なお、換気のため、審議の途中でもおおむね50分ごとに10分以上休憩することといたします

ので、ご承知願います。 

                                            

     日程第４ 諸報告 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、諸報告を行います。 

  議長としての報告事項は、報告書としてお手元に配付いたしましたので、これをもって報告

といたします。 

  町政報告については、町長からの通告がありますので、町長の発言を許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） それでは、町政報告をさせていただきます。 

  まず、新型コロナワクチン接種結果について申し上げます。 

  柴田町の新型コロナワクチン接種状況については、４月26日から高齢者施設の入所者への接

種を優先的に開始し、５月10日から船迫生涯学習センターでの集団接種、６月14日から町内医

療機関での個別接種を順次開始いたしました。 

  当初は、ワクチンの供給量が不透明だったことから予約数が限られ、予約の電話がつながり

づらいなど、一部混乱を招いてしまいました。そのため、途中から予約方法を意向確認による

割当て方式に変更し、接種を進めてまいりました。 

  国から接種完了時期の前倒しの方針が示されたことから、町医師団の協力をいただき、１日

当たりの接種人数を増やしたほか、みやぎ県南中核病院や東北大学病院からの協力もいただき、

日曜・祝日、さらに夜間接種など、接種枠を強化いたしました。 

  その結果、11月28日に、接種を希望した方への接種が無事完了し、接種対象者３万4,461人
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のうち３万165人が２回目までの接種を終え、接種率は87.35％となりました。 

  これから３回目の追加接種に着手することになります。接種対象者は、２回目の接種から８

か月以上が経過し、３回目接種時点で18歳以上の方でございます。さらに、５歳から11歳の方

への接種もワクチンが承認され次第実施となります。 

  今後も広く情報をお知らせしながら、町医師団の協力をいただき、新型コロナワクチン接種

に取り組んでまいります。 

  ２点目、「回覧板・掲示板の今後のあり方」に対する柴田町行政区長会への諮問及び答申に

ついて申し上げます。 

  現在、町や学校、地域からの情報を各行政区にお知らせする手段として、回覧板や掲示板を

活用しております。しかし、新型コロナウイルス感染症対策や情報発信ツールの多様化等の観

点から、回覧板の廃止や中止についての意見が多く町に寄せられました。このことから、令和

３年４月に、町から柴田町行政区長会に対し、「回覧板・掲示板の今後のあり方」について諮

問いたしました。 

  柴田町行政区長会からは、９月30日に「回覧板については、町からの文書や地域行事などの

連絡手段として活用しており、住民同士のコミュニケーションの醸成や単身高齢者の安否確認

などの重要な役割も担っていることから、今後も必要である」との答申をいただきました。こ

の内容は、地域の実情を把握するため柴田町行政区長会が実施した、各行政区長へアンケート

の意見結果を取りまとめた上での答申であるとのことでした。 

  この答申を受け、町としても、地域における回覧板の役割について再認識しましたので、引

き続き、有効で安全な活用方法を検討してまいります。 

  また、掲示板については、修繕も含めた設置箇所の見直しが必要との意見をいただきました

ので、今後、行政区長と具体的に協議を進めるよう考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  ３点目、柴田町総合体育館整備に係る取組状況について申し上げます。 

  官民連携手法による（仮称）柴田町総合体育館の整備につきましては、10月８日に最良の連

携パートナーとなる民間事業者の選定に向け、総合体育館整備に関する募集要項を公表したと

ころです。 

  10月15日には民間事業者向けに説明会を開催し、約20人の出席をいただきました。その後、

募集要項に係る質問の受付や個別対話を実施し、11月25日を締切りとした本事業への企画・提

案への参加表明について、２グループから参加表明書の提出がなされました。今後、この２つ
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のグループからの申出により、個別対話を実施し、今月28日までに企画提案書が提出されるも

のと思われます。企画提案内容については、令和４年１月17日に開催予定の検討委員会におい

て、専門分野ごとの助言をいただく予定です。優先交渉権者の選定については、２つのグルー

プによるプレゼンテーションを経て、令和４年１月下旬までに行います。 

  その後、従来手法との比較も含め、議員全員協議会において議員の皆様に説明し、令和４年

３月に議会にお諮りする予定としております。 

  議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  ４点目、令和３年度ふるさと柴田応援寄附金の寄附状況について申し上げます。 

  今年度の11月末時点での寄附件数及び寄附金額は、累計６万2,886件、11億1,100万円余りと

なっております。 

  昨年度の同時期と比べますと、寄附件数が8,246件の増で、約1.2倍、寄附金額は約１億

7,576万円の増で、約1.2倍となりました。 

  また、11月末時点における寄附者が指定する使い道の内訳ですが、寄附件数の順で申し上げ

ます。 

  １位は「自治体におまかせ」で４万5,334件、８億3,482万6,000円、２位は「桜のまちづく

りに関する事業」で5,194件、6,840万5,000円、３位は「教育に関する事業」で4,742件、

7,620万5,000円となっています。 

  これまで、船岡城址公園を起点に花のまち柴田をテーマとした観光まちづくりやシティプロ

モーションを積極的に進めた結果、花のまち柴田の認知度やイメージが向上し、ファンが増え

たことが寄附の増加につながったものと考えております。 

  今後の主なＰＲ戦略といたしましては、全国の多くの方々からさらなる寄附を頂けるよう12

月第３週の週末に、読売新聞の東京都内版と大阪府内版への広告の掲載、12月と来年２月には、

ＪＲ東日本の東京駅や渋谷駅、新宿駅など、首都圏の主要なターミナル18駅に、デジタルサイ

ネージ広告を掲出いたします。 

  今後もこれまでに以上に、花のまち柴田の認知度の向上やイメージアップを図るためのシテ

ィプロモーション活動に積極的に取り組み、ふるさと柴田応援寄附金の増額に努めてまいりま

すので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  最後に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の進捗状況について申し上

げます。 

  本年度、柴田町では、新型コロナウイルス感染症への対応や住民生活、地域経済を支援する
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17の事業に取り組んでおりますが、その中でも町民や町内事業者を支援対象にした事業の状況

についてご報告いたします。 

  まず、独り親家庭や母子健康手帳を交付した妊婦に一律３万円を給付する「ひとり親家庭・

妊婦等への生活支援臨時給付金事業」については、独り親家庭の対象見込み530世帯のうち、

446世帯に支給し、母子健康手帳交付妊婦は153人のうち、112人に支給しました。 

  緊急小口資金を借りた利用者への生活維持費として５万円を給付する「緊急小口資金利用者

家計支援事業」は、対象見込み100人のうち、67人に支給しました。 

  準要保護の認定を受けている世帯を支援し、児童生徒の就学を援助する「就学援助費受給認

定者家計支援事業」は、現在の対象69世帯の全てに支給いたしました。 

  新型コロナウイルス感染症への対応として実施している「コロナワクチン接種における高齢

者・障がい者等交通弱者に対する移動手段確保支援事業」は、65歳以上の一人暮らしの高齢者

や障がい者などの交通弱者がコロナワクチン集団接種会場への移動手段としてタクシーを利用

した場合に、接種２回分として片道5,000円券を４枚、合計2,000円を補助するもので、10月末

現在で107名の利用がありました。 

  経済的理由により衛生用品の用意が困難な子どもや困っている女性に無償で配布する「コロ

ナ禍等における子どもや女性の負担軽減を図るための支援事業」については、役場庁舎や槻木

事務所、小中学校などで、おおよそ780パックの配布を終了いたしました。 

  売上げが減少した飲食店等で、感染対策の徹底を図る事業者に一律10万円を給付する「新型

コロナウイルス感染症対策実施事業者支援事業」については、対象見込み100事業者のうち、

14事業者に支給いたしました。 

  ７番目、経済的な打撃を受けた店舗に10万円から30万円までを上限に支援金を給付し、事業

の継続を支援する「事業継続支援金支給事業」は、対象見込み、ここで訂正をお願いいたしま

す。580となっておりますが、対象見込数は510の事業者に訂正をお願いいたします。そのうち、

394事業者ということになっておりますが、それを329の事業者に支給しました。対象見込みは

510、そのうち329の事業者に支給しています。 

  ８点目、売上げが減少した事業者等の地代・家賃の負担軽減を図るため、最大10万円を上限

に給付する「事業者家賃支援事業」については、対象見込み100事業者のうち、54事業者に支

給しました。 

  町内事業者の支援につきましては、柴田町商工会などの関係機関と連携しながら、引き続き

周知と支援を図ってまいります。 
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  他の事業につきましても、当交付金を有効に活用しながら、引き続き感染症対策や生活支援、

経済対策に取り組んでまいります。 

  以上、報告いたします。 

  タクシー券、「片道5,000円」で、失礼しました。「片道500円」の誤りでございました。訂

正をいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑は１人１回です。質疑に当たっては、一般質問に触れないようにお願いいたします。質

疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 白内です。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の進捗状況について伺います。 

  １番目で、見込み530世帯のうち、446世帯に支給とのことですが、未支給者にはどのように

対応していくのでしょうか。 

  それから、２番目の緊急小口資金利用者家計支援事業というのは、利用した100人を支援す

るためなのに67人だけというのはどういうことなのか説明願います。 

  それから、５番目の衛生用品なんですが、本当に皆さん助かったと思います。配布は終了と

のことなのですが、町独自として継続ということは考えていないのでしょうか。 

  それから、６番目、７番目、８番目もなんですが、見込事業数と実際に支給した事業者数が

大分差があるんですけれども、実際、町内の状況というのはどうなんでしょうか、この６、７、

８については、申請しなければ支給しないものだと思うんですけれども、しなかったというの

はどういう状況なのか、説明を願います。お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 独り親家庭のほうのですね、対象見込数ということで530世

帯で、うち446世帯に支給ということなんですけれども、こちらにつましては児童扶養手当の

対象世帯、それから特別児童扶養手当の対象世帯に対して３万円を給付するという事業になっ

てございます。こちら、530世帯というのは、予算上、確保している見込みの人数になりまし

て、12月現在、今支給の対象となっているのは実際には446世帯で、全て対象世帯に対しては

支給を完了しているところです。ただ、今後、例えば転入してくる世帯で独り親の世帯等があ

った場合、追加で支給がありますので、そちらの分の予算を確保しているということでござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、福祉課長。 
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○福祉課長（八矢英二君） ２点目の小口利用者100人に対して64件というのはなぜかというこ

とだったんですが、あくまでも利用者100人というのは予算上の見込数でございまして、県の

決定を受けた64件の方は全て申請されて受給しております。ということで一応これは100％の

扱いになるかと思います。 

  あと、５点目の衛生用品に関しましては、町独自で継続してはどうかということなんですが、

今現在、これ３月までは物品があるものとして、そのまま継続させていただきます。来年度以

降についてはまだ検討段階ですので、まだお答えできることではないかなと思います。 

  以上です。 

  失礼します。訂正させていただきます。「64」と申しましたけれども、「67」の間違いでし

た。申し訳ありません。 

○議長（髙橋たい子君） 続きまして、商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 続きまして６番、７番、８番についてのご質問でございます。 

  まず、６番の感染症対策実施事業者への支援についてなんですけれども、まず、こちら県の

飲食店の認証制度というものがございます。各事業者のお店がコロナ対策をしっかり取られて

いるかどうかを確認しまして、県が認証するものになりますけれども、こちらを受けている事

業者が対象になります。また、さらにそのうち、６月から12月の期間で20％以上の減収があっ

た事業者ということの条件をつけさせていただいておりますので、100事業者を見込んでござ

いますが、こちらは県の認証制度を受ける事業者数がそれほど伸びていないということ、また、

さらに減収の割合が20％という条件がありますので、そちらのほうの減収が、これから、年末

に向けて忘年会シーズン始まりますので、そこでまた少し伸びてくるのではないかなと思って

おります。１月31日までの受付でございます。 

  それから、７番目、事業継続支援金についてなんですけれども、こちらも１月の31日までの

受付ということになってございます。こちらに関しては事業者さんへ直接10月11日付で該当す

ると思われる事業者さんへ１回お知らせの通知をお出ししております。 

  それから、８番の家賃支援の事業になります。こちら20％以上の減収があった事業者さんに

対しての支援ということで行っているわけなんですが、令和２年度は、国の制度で50％以上の

減収があった方に家賃給付金という国の制度がありまして、こちら町のほうでは上乗せしてお

りましたが、85件ほどございましたので、まだこれからです、今54件になっていますけれども、

これも１月31日までの申込みを受付してございますので、もう少し伸びてくるのではないかな

と見込んでおります。 
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  なお、最後結びのところでもありましたとおり、商工会と連携を図りながら引き続き周知を

図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  今のところの説明で、ちょっともう少し聞きたいことがあるんですが、６番なんですけれど

も、先ほどのお話で、大体見当はついたんですけれども、実際的にどのくらいのお店がやって

いて、やっていないのかって、どのくらいの割合で今なっているのか、もしつかんでいれば教

えていただきたいということと、こういったことを今お知らせしているということなんですけ

れども、ただ単なる通知という形で流しているのか、それとも繰り返し指導的な話で直接お話

をしているのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 今ご質問ございました感染対策実施事業者への支援ということ

でございますが、すみません。ちょっとホームページのほう、県のホームページのほうにこれ

件数が載ってございますので、ちょっと確認をしていない状況で申し訳ありません。現在県の

認証を受けている事業者数に関しては、すみません、把握してございません。 

  お知らせの仕方についてなんですけれども、ホームページに載っていますので、いずれ締切

りが１月31日までということで申し上げましたので、そこで該当する事業者さんは分かります。

あとは20％減少しているかどうかということになりますので、そこは個別にお知らせをしてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  すみません。今調べていただきまして、柴田町28件の事業者さんが認証を受けているという

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  ただいまから暫時休憩いたします。 

     午前 ９時５７分  休 憩 
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     午前 ９時５８分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第５ 議案第２８号 柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、議案第28号柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第28号柴田町財政調整基金条例の一部を

改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  各会計年度において、剰余金が生じた場合は、地方財政法第７条第１項の規定により、その

２分の１以上を財政調整基金に積み立てるか、町債の繰上償還の財源として充当することが義

務づけられています。今回の条例改正は、地方自治法第233条の２、ただし書の規定を適用し、

歳入歳出予算に計上することなく、財政調整基金への積立てを可能にするために所要の改正を

行うものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、詳細説明をいたします。 

  議案書３ページをお願いいたします。 

  柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例です。 

  地方財政の健全な運営を確保する目的から、国の地方財政法第７条で、決算上、剰余金が生

じた場合にはその２分の１以上を翌々年度までに財政調整基金に積み立てるか、地方債の繰上

償還の財源として充当することが義務づけされております。 

  また、地方自治法233条の２歳計剰余金の処分では、決算剰余金が生じた場合は、翌年度の

歳入に編入するか、条例の定めるところにより、または議会の議決により基金に編入すること

ができるとされております。 

  本町においては、歳計剰余金の予算化は、９月会議に繰越金として歳入予算に計上し、財政

調整基金への基金積立金として歳出予算に補正計上をしております。剰余金が出納閉鎖後、約

３か月程度宙に浮いた状態となっております。今回の改正では、地方自治法第233条の２ただ

し書の規定を適用し、歳入歳出予算に計上しないで、基金に直ちに編入することができるよう



１３ 

改正し、財政調整基金の目的である災害などや、緊急に実施する事業への充当のための財源と

して対応できるようにするものです。 

  議案書の新旧対照表をお願いいたします。 

  第２条、積立て、第１項の次に、第２項として、前項の規定にかかわらず、各会計年度にお

いて、決算上、剰余金を生じたときは、地方自治法第233条の２ただし書の規定により、地方

財政法（昭和23年法律第109号）第７条第４号の規定により計算された剰余金の額の２分の１

以上の額（償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる額があるときはその額を控除

した額）を翌年度の歳入歳出予算に計上することなく積立てすることができる条文を追加いた

します。 

  附則です。この条例は、公布の日から施行としております。 

  なお、基金に編入する場合の決算上の手続は、決算書並びに実質収支に関する調書において

剰余金から基金に編入する金額、翌年度に繰り越すこととなる残額を明示してまいります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  申し訳ありません。地方財政法第７条「第４項」を「第４号」と読んでしまいました。「第

４項」です。訂正いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第６ 議案第２９号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正 

                 する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第６、議案第29号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第29号財産の交換、譲与、無償貸付等に

関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  柴田町行政区集会所等の今後の取扱いについては、集会所等は地区への無償譲渡、その敷地

については無償貸付けとする方針で、令和３年４月の行政区長会、５月の全員協議会で説明い

たしました。本年９月会議で柴田町地区集会所条例の一部を改正する条例及び財産の無償貸付

けについての議案を議会に上程し、議決を受け、現在、第10区自治会が集会所を新しく建て替

えしているところです。今後、各行政区が集会所等を活用し、地域コミュニティの活性化を推

進していくため、条例の一部を改正するものであります。 
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  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、詳細説明をいたします。 

  議案書５ページをお願いいたします。 

  財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例です。 

  本町においては、１行政区１集会所の方針の下、40行政区で39集会所と２新農業構造改善セ

ンターを建設してまいりました。一方、平成18年度策定の財政再建プランでは、集会所等に関

して、指定管理制度への移行と地区への無償譲渡方針とし、平成21年度から全ての集会所等に

おいて行政区と協定を締結し、指定管理制度に移行しております。今年４月に、行政区長会に

おいて、集会所等の今後の取扱い方針について地区への無償譲渡、その敷地を無償貸付けとす

ることで説明を行い、併せて新たに柴田町地区集会所整備補助金を新設いたしました。現在第

10区自治会において、認可地縁団体の認可を受けて、この補助金を活用し、新たに集会所建設

を行っているところで、無償譲渡することにより、集会所利用の自由度が増すことで、利用の

促進が図られ、コミュニティの活性化につながり、さらなる地域コミュニティの推進が図られ

るものと考えております。 

  議案書の新旧対照をお願いいたします。 

  第３条普通財産の譲与または減額譲渡に、第５項を加え、地区集会所条例に規定する地区集

会所、新農業構造改善センター条例に規定する新農業構造改善センターの用途を廃止し、普通

財産として譲与するとした上で、アとイに、自治会、町内会等の住民自治組織、これは現在の

行政区会となります。並びに、認可地縁団体、現在の10区自治会になりますが、認可地縁団体、

それから複数の自治会が連合した組織を譲渡先とするものです。 

  第４条普通財産の無償貸付けまたは減額貸付けに、第３項を加え、集会所を新設する場合ま

たは、用途を廃止し、建物を無償譲渡した集会所敷地を貸し付ける場合に、無償とするもので

す。 

  第４項は条ずれによる改正になります。 

  第５条は文言の整理による改正となります。 

  附則です。この条例は公布の日から施行としております。 

  今後も各行政区の現状確認を行い、地域コミュニティの活性化に向け取組を進めてまいりま

す。 
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  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  すみません。私、「項」と申し上げましたが、「号」になります。「号」を「項」と読んで

しまいました。「号」になります。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第７ 議案第３０号 柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第７、議案第30号柴田町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第30号柴田町国民健康保険条例の一部を

改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和３年８月４日に公布さ

れたことに伴い、出産育児一時金の支給額について所要の改正を行うものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、議案第30号柴田町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例について、詳細説明を申し上げます。 

  議案書７ページになります。 

  今回の補正内容です。 

  ただいま町長が提案理由で申し上げましたとおり、出産育児一時金の支給額に関する金額の

見直しになります。 

  出産育児一時金の支給総額は42万円となっており、その内訳は出産育児一時金40万4,000円

と産科医療補償制度の掛金１万6,000円となっております。産科医療補償制度とは、分娩に関

連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償することなどを目的に、

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しているものです。今回、産科医療補償制度の掛金

が、令和４年１月１日以降、１万6,000円から１万2,000円と引き下げされることになりました。

このとおりですと、出産育児一時金の支給総額が41万6,000円になるところですが、少子化対

策の重要性から、出産育児一時金を40万4,000円から40万8,000円に増額し、支給総額42万円を

維持するとした健康保険法施行令の改正が行われました。このことを受けての条例改正になり
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ます。 

  それでは、改正の内容です。 

  柴田町国民健康保険条例第５条は、出産育児一時金について明記しております。改正前、

「出産育児一時金として40万4,000円を支給する。」を、「出産育児一時金として40万8,000円

を支給する。」と改正するものです。 

  続きまして、附則です。この条例は、令和４年１月１日以後の出産に係る出産育児一時金の

支給について適用するものとしたものです。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第８ 議案第３１号 柴田町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基 

                 準を定める条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第８、議案第31号柴田町移動等円滑化のために必要な町道

の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第31号柴田町移動等円滑化のために必要

な町道の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げ

ます。 

  今回の条例改正は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴い、特定道路等の基準を参酌している移動等円滑化のために必要な道路の構

造に関する基準を定める省令が改正となったことから、基準省令と同様の改正を行うものです。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） それでは、議案書９ページになります。 

  議案第31号柴田町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の詳細説明を申し上げます。 

  改正の内容についてですが、国の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、

いわゆるバリアフリー法の一部が改正されまして、ハード対策に加えて、移動等円滑化に関わ

る施策の充実など、ソフト対策を強化する趣旨の下、改正がなされたものです。 
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  本条例の改正により、法令上の用語として、大きく歩道や自転車歩行者道となっていたもの

が、歩行者専用道路や、自転車歩行者専用道路など新たに加わり、より詳細に定義づけされた

ものです。 

  また、旅客特定車両停留施設の新設または改築する際の基準を新たに定めるものとしていま

す。 

  なお、本条例は国で定める基準省令を参酌して定めるものでございます。 

  それでは、改正内容についてです。 

  最初に、章立ての改正です。 

  第１章、総則ですが、第２条から第２条の２が加わりました。 

  第２章、「歩道等」から、「歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造」になります。 

  また、第３章から第５章までは、それぞれの構造という文字が加わりました。 

  第６章、旅客特定車両停留施設の構造として、第30条から第40条までが新たに追加されまし

た。 

  第７章については、条ずれの改正及び第１章から第６章の改正になった文言の整理を行うも

のでございます。 

  次に、条文についてです。 

  第２条第１項第１号は、有効幅員の規定に、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路を追加

するものです。 

  また、立体横断施設に設ける施設の規定に、旅客特定車両停留施設を新たに加えるものでご

ざいます。 

  次に、10ページです。 

  第２条の２については、災害時の適用除外規定の追加でございます。 

  第３条から第６条については、前段の章立てで説明したとおり、「歩道等」の表現から「歩

道等及び自転車歩行者専用道路等」の構造になるものです。 

  次に、ページ飛びまして13ページです。 

  第６章ですが、旅客特定車両停留施設の構造について新たに規定されたものですが、この旅

客特定車両停留施設とは、道路法施行規則では、バス・タクシーなどのターミナル施設のこと

でございます。 

  条文についてです。 

  第30条が、通路について、第31条が、出入口について、第32条が、エレベーターについて、



１８ 

第33条が、傾斜路について、第34条が、エスカレーターについて、第35条が、階段について、

第36条が、乗降場について、第37条が、運行情報提供施設について、第38条が、便所について、

第39条が、乗車券等販売所、待合所及び案内所について、第40条が、券売機について規定して

います。 

  次に、20ページになります。 

  第41条以降につきましては、条ずれの改正及び第１章から第６章の改正になった文言の整理

を行うものでございます。 

  23ページの附則です。この条例は公布の日から施行する。 

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時30分再開といたします。 

     午前１０時２０分  休 憩 

                                            

     午前１０時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第９ 議案第３２号 権利の放棄について（町有地貸付に係る債権） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第９、議案第32号権利の放棄について（町有地貸付に係る債権）

を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第32号権利の放棄についての提案理由を

申し上げます。 

  今回の権利の放棄は、町有地貸付料の債権の時効を長年経過し、債務者が所在不明等で債務

履行の見込みがなく、回収不能となった権利について放棄するものであります。 

  詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますよう

お願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、議案第32号権利の放棄について詳細説明をいたします。 

  議案書25ページになります。 
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  今回の権利の放棄につきましては、駐車場として町有地貸付料に係る債権について、地方自

治法第96条第１項第10号の規定により、議会の議決をお願いするものです。 

  町有地貸付料は、私債権に分類され、民法の規定が適用され、納期限の翌日から起算して５

年を経過し、かつ債務者から時効の援用として、時効が成立している旨の主張がなされること

により時効が成立するものです。 

  また、私債権のため、債権を回収するためには、自力による強制執行権は認められず、債務

の存在及びその範囲を確定するために、裁判所への訴えの提起が必要となり、そのためには地

方自治法第96条の規定に基づき、議会の議決が必要となるものです。 

  今回の町有地貸付料は、債務者に対し、督促、催告などを行ってから、時効期間の５年が満

了し、長年経過し、債務者の所在が行方不明などにより、連絡ができなくなっており、債務履

行の見込みがなく、回収が著しく困難であるため、権利の放棄について議会の議決をお願いす

るものです。 

  １、放棄する権利、町有地貸付料（駐車場使用料）に係る債権９件になります。 

  船岡西二丁目については、雇用促進住宅の脇にある駐車場になります。西船迫二丁目のほう

は仙南ガスの脇にある駐車場として貸している土地になります。 

  ２、放棄する金額は、17万1,917円です。 

  ３、放棄する権利の相手方は、記載のとおりとなります。 

  今回の議決後、滞納繰越分として、会計処理で不納欠損処分を行いたいと考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１０ 議案第３３号 権利の放棄について（高額療養費貸付に係る債権） 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第10、議案第33号権利の放棄について（高額療養費貸付に

係る債権）を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第33号権利の放棄についての提案理由を

申し上げます。 

  今回の権利の放棄は、高額療養費貸付基金の貸付けを受けていた債務者が死亡したことなど

により、回収不能となった権利について放棄するものであります。 

  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお
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願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、議案第33号権利の放棄について、詳細説明を申し上

げます。 

  議案書27ページになります。 

  記載の権利の放棄につきまして、地方自治法第96条第１項第10号の規定により、議会の議決

をお願いするものです。 

  放棄する権利につきましては、高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例に基づいた

高額療養費貸付基金に係る債権12件になります。 

  放棄する金額です。68万7,789円です。 

  放棄する権利の相手方は、記載のとおりです。 

  記載されている債務者12件につきましては、全て亡くなられた方、転出後に所在不明となっ

た方などとなっております。 

  権利放棄の理由ですが、高額療養費貸付金は、当事者間の合意に基づき発生する債権であり、

私債権となります。私債権の時効は民法が適用されます。私債権の場合、時効成立させるため

には、民法第145条により、時効の援用が必要となります。時効の援用とは、時効期間満了後、

債務者が時効の利益を受けるため、時効が成立したことを主張することです。しかし、今回の

場合、債務者の死亡、行方不明などにより、連絡不能となり、回収が不可能となったまま債権

として残っているもので、なおかつ、時効の援用を主張する者も不在なことから、地方自治法

第96条第１項第10号の規定により、権利を放棄することの議会の議決をいただくお願いをする

ものです。 

  なお、現在も高額療養費貸付制度を行っておりますが、貸付金が回収不能となった事象を受

けまして、平成19年度に事務手続方法を見直しまして、高額療養費貸付金の受領及び償還に関

する委任状を町長に提出いただくことで、借受人に貸付金が渡ることなく、町から医療機関へ

代理で支払い、高額療養費が確定し、国民健康保険会計から支出があった段階で基金に戻し入

れる方式としていますので、今後は回収できなくなることはなくなりました。 

  以上、権利の放棄についての詳細説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１１ 議案第３４号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 
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     日程第１２ 議案第３５号 令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

     日程第１３ 議案第３６号 令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

     日程第１４ 議案第３７号 令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

     日程第１５ 議案第３８号 令和３年度柴田町水道事業会計補正予算 

     日程第１６ 議案第３９号 令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第11、議案第34号令和３年度柴田町一般会計補正予算、日

程第12、議案第35号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算、日程第13、議案第

36号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算、日程第14、議案第37号令和３年度柴田町後

期高齢者医療特別会計補正予算、日程第15、議案第38号令和３年度柴田町水道事業会計補正予

算、日程第16、議案第39号令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算、以上６件を一括議題と

いたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第34号令和３年度柴田町一般会計補正予

算、議案第35号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算、議案第36号令和３年度

柴田町介護保険特別会計補正予算、議案第37号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正

予算、議案第38号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算、議案第39号令和３年度柴田町下水

道事業会計補正予算についての提案理由を申し上げます。 

  議案第34号につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止または縮小

した予算について減額するとともに、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、みやぎ県南中

核病院負担金、ワクチン接種関連委託料、米価下落緊急支援対策事業補助、デジタル防災行政

無線戸別受信機の購入に要する経費などを追加で措置するものです。また、ふるさと柴田応援

寄附金の増に伴い、ふるさと柴田応援推進事業に要する経費について補正するものです。これ

らの財源として、歳入では町税、国県支出金、諸収入等の補正を行っております。併せて、

（仮称）柴田町総合体育館整備事業等の債務負担行為の追加及び、変更並びに地方債の変更を

行うものです。歳入歳出それぞれ19億9,345万2,000円を増額し、補正後の予算総額を174億

8,928万7,000円とするものです。 

  議案第35号につきましては、普通交付金の増額によるものです。 

  歳入につきましては、普通交付金の増額、保険基金安定繰入金の確定見込みによる増額であ

ります。歳出につきましては、保険給付費の増額であります。併せて債務負担行為の追加を行

うものです。歳入歳出それぞれ１億円を増額し、補正後の予算総額を39億524万5,000円とする
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ものです。 

  議案第36号につきましては、歳入については、国庫補助金の増額となります。歳出について

は、地域支援事業費の増額などとなります。歳入歳出それぞれ759万8,000円を増額し、補正後

の予算総額を32億9,975万5,000円とするものです。 

  議案第37号につきましては、保険基盤安定繰入金の減額によるものです。 

  歳入につきましては、保険基盤安定繰入金の確定見込みによる減額であります。歳出につき

ましては、後期高齢者医療広域連合納付金の減額であります。併せて債務負担行為の追加を行

うものです。歳入歳出それぞれ276万8,000円を減額し、補正後の予算総額を４億2,399万4,000

円とするものです。 

  議案第38号につきましては、収益的収入支出及び資本的収入支出のいずれにおいても、収入

及び支出の補正はなく、新年度から継続して業務を行うための債務負担行為を補正するもので

あります。 

  議案第39号につきましては、負担金の収入及び企業債償還金の支出の補正をするものであり

ます。また、新年度から継続して業務を行うための債務負担行為を補正するものであります。 

  資本的収入は352万5,000円増額し、補正後の予算総額は10億8,473万8,000円となります。資

本的支出は458万7,000円増額し、補正後の予算総額は13億8,924万円となります。 

  以上、各種会計の補正予算の概要を申し述べましたが、詳細につきましては担当課長が説明

いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。初めに、議案第34号について、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、詳細説明をさせていただきます。 

  議案書29ページをお願いいたします。 

  議案第34号令和３年度柴田町一般会計補正予算です。 

  補正予算の総額ですが、19億9,345万2,000円を増額し、補正後総額を174億8,928万7,000円

とするものです。 

  今回の補正の主なものにつきましては、ふるさと柴田応援寄附金の増額見込みに伴い、ふる

さと柴田応援推進事業に要する経費の補正、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策に

よる子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に係る増額補正となります。 

  次に、35ページをお願いいたします。 

  第２表債務負担行為補正の追加で、次のページにわたって31件の事業になります。これらの

大半は、令和４年度当初から遅滞なく事業を実施するために、今年度中に契約行為、準備行為
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など事前手続を行うため、記載のとおりの期間、限度額を設定するものです。 

  36ページをお願いします。 

  （仮称）第３次柴田町環境基本計画策定支援業務委託料、期間、令和３年度から令和４年度

までの２か年事業として設定し、計画策定を行ってまいります。 

  次に、（仮称）柴田町総合体育館整備事業、期間が令和４年度から令和23年度の20年間、限

度額40億7,000万円は、ＰＰＰ手法による公募型プロポーザル方式による提案を募集するに当

たり、事業予定対価として、限度額の設定を行うものです。 

  次に、変更５件については、リース料の契約額確定に伴い、限度額の減額変更となります。 

  次に、37ページをお願いいたします。 

  第３表地方債補正です。変更１件となります。旧葉山児童館解体工事の確定に伴い、公共施

設等除却事業費の起債限度額を360万円減額し、限度額を990万円に変更するものです。 

  次に、40ページになります。 

  歳入です。主なものについて説明をさせていただきます。 

  １款１項１目個人町民税１節現年課税分5,074万9,000円の増は、現年調定額から収入見込額

による増となります。 

  12款１項１目地方交付税2,137万9,000円の増は、震災復興特別交付税の確定による増額補正

となります。 

  次に、16款１項１目民生費国庫負担金２節社会福祉費負担金、障害者総合支援給付費負担金

1,097万1,000円の増、障害児給付費負担金1,190万7,000円の増は、サービス利用者増による給

付費負担金の増額交付の決定見込みによる補正となります。４節児童福祉費負担金の保育給付

費2,799万9,000円の増につきましては、対象児童数の増に伴い、子どものための教育・保育給

付費交付金として、保育給付費の増額交付決定見込みによる補正となります。 

  16款２項２目民生費国庫補助金７目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金２億

8,250万円、８目子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金642万円については、国の新

型コロナウイルス感染症対策予備費により措置され、子育て世帯の子ども１人につき５万円を

支給する事業に係る経費を補正計上するものです。３目衛生費国庫補助金５節新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業費補助金5,619万3,000円の増は、３回目のワクチン接種事業に

係る経費を増額補正するものです。 

  42ページになります。 

  17款１項１目民生費県負担金２節社会福祉費負担金1,468万1,000円の増は、国庫支出金と同
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様にサービス利用者の増による給付費負担金等の増額交付決定見込みの補正となります。 

  次のページになります。 

  ７目商工費県補助金１節新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給事業費補助金8,308

万円の減は、４月、５月の営業時間短縮の協力要請に全面的に協力した事業者の協力金が確定

したことによる減額補正となります。２節新型コロナウイルス感染症対応事業者支援市町村補

助金1,300万円は、第３期の事業者支援事業に係る事業経費として県が補助するものです。地

方創生臨時交付金事業継続支援金支給事業に充当するものです。 

  19款１項２目ふるさと応援寄附金15億円の増は、寄附額の増加傾向から今後見込まれるふる

さと柴田応援寄附金を補正計上するもので、合計で25億円を見込んでおります。 

  22款４項２目雑入宮城県市町村振興協会支援金1,048万1,000円につきましては、市町村振興

くじのサマージャンボの収益金から市町村が行う新型コロナウイルス感染症対策事業に対し交

付されるものです。 

  44ページになります。 

  23款１項１目総務債360万円の減につきましては、地方債補正で説明いたしましたが、旧葉

山児童館解体工事の確定に伴う内容での補正計上となります。 

  45ページになります。 

  歳出です。各科目にわたり職員手当等、共済費の職員人件費の補正を行っております。これ

につきましては、11月会議で議決いただきました期末手当の給与改正に伴うものとなります。

また、事業費の確定見込みなどによる増減を計上しております。 

  46ページ、２款１項２目企画管理費14億9,143万7,000円の増は、歳入でも説明いたしました

が、ふるさと柴田応援寄附金15億円の増額を見込み、その経費となる７節報償費から13節使用

料及び賃借料まで、返礼品や業務委託、決済等システム利用料等を増額補正しております。24

節積立金７億5,000万円の増は、寄附金15億円の２分の１相当額を基金に積み立てるものです。 

  次に、47ページ、５目財政財産管理費12節委託料、庁舎・保健センター駐車場整備工事設計

委託料190万9,000円、14節工事請負費4,015万円の増については、今回の耐震補強等工事には

含まれない駐車場の舗装など、整備工事を行うものです。17節備品購入費300万円は、保健セ

ンターの会議用机などの管理用備品経費を計上するものです。 

  次に、51ページになります。 

  ３款１項１目社会福祉総務費14節工事請負費1,500万円は、地域福祉センタートイレの洋式

化などの工事費となります。３目障害者支援事業費18節負担金、補助及び交付金4,575万8,000
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円の増は、利用者の増により障害福祉サービス給付費等の増額補正となります。 

  54ページ、お願いします。 

  ３款２項10目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費２億8,892万円の増は、国のコロナ

克服・新時代開拓のための経済対策による子ども１人につき現金５万円を支給する事業に係る

経費３節職員手当等から18節負担金、補助及び交付金までを補正計上するものです。 

  次に、56ページになります。 

  ４款１項５目健康推進総務費18節負担金、補助及び交付金、みやぎ県南中核病院企業団負担

金4,906万8,000円に関しては、コロナの影響により病院への追加支援をする負担金となります。 

  次に、仙南夜間初期急患センター運営経費負担金に関しては、令和２年度分の事業費精算に

よる赤字補塡分となります。 

  次に、４款１項７目予防費6,751万円の増は、３回目の新型コロナウイルス予防接種事業に

係る経費を増額補正するものです。 

  58ページをお願いします。 

  ６款１項７目稲作総合対策費18節負担金、補助及び交付金、米価下落緊急支援対策事業補助

1,900万円は、米の価格が下落した農業者を支援するため10アール当たり4,000円を補助するも

のです。 

  59ページをお願いします。 

  ７款１項１目商工振興費8,305万円の減は、４月、５月の新型コロナウイルス感染症拡大防

止協力金確定に伴い減額の補正計上をするものです。 

  61ページになります。 

  ９款１項５目災害対策費17節備品購入費、デジタル防災行政無線戸別受信機（防災ラジオ）

825万円の増については、国の戸別受信機の配備促進事業を活用し、国無償貸付け150台、町単

独事業として２倍の300台を購入し、450台を整備するものです。単独事業費分として70％を特

別交付税措置により財源手当てが行われます。 

  63ページ以降、10款２項小学校費、３項中学校費、５項社会教育費、６項保健体育費におい

ては、各施設の燃料費、光熱水費について、原油価格高騰の影響から増額補正を行っておりま

す。 

  69ページ以降の給与費明細書、地方債の現在高の見込みに関する調書については、今回の補

正において給与、町債の補正がありましたので、補正前、補正後の比較となります。 

  また、議案第34号関係資料、地方債の償還計画及び残高見込みも補正後の地方債残高での償
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還見込みとなります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第35号及び議案第37号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、詳細説明を申し上げます。 

  議案書75ページをお開きください。 

  議案第35号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算です。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39

億524万5,000円とするものです。 

  77ページをお開きください。 

  債務負担行為の補正の追加です。 

  国民健康保険システム利用料及び国民健康保険税システム電算処理業務委託料の追加ですが、

これは令和４年度当初から遅滞なく事業を実施するために、今年度中に契約行為など事前手続

を行うため、記載のとおり期間、限度額を設定するものです。 

  79ページをお開きください。 

  歳入です。 

  初めに、４款１項１目保険給付費等交付金9,867万円の増額ですが、これにつきましては市

町村国保が支払う保険給付費等の費用が県から交付されるもので、保険給付費等の増額が見込

まれるため補正するものです。 

  次に、６款１項１目一般会計繰入金655万6,000円の増額ですが、国民健康保険税の軽減措置

による減収分を国、県が補塡する保険基盤安定繰入金などの確定見込みによるもので、ルール

分として一般会計より繰り入れる額を増額するものです。 

  ６款２項１目財政調整基金繰入金522万6,000円の減額ですが、これにつきましては一般会計

繰入金の増額による組替え分と葬祭費増額分の財源とするため、財政調整基金に繰戻しをする

ものです。それにより12月補正後の基金残高は、４億2,459万6,309円となります。 

  次に、80ページになります。 

  歳出になります。 

  主なものについて説明をさせていただきます。２款２項１目一般被保険者高額療養費9,867

万円の増額、２款５項１目葬祭費40万円の増額ですが、今後の歳出見込額を算出した結果、そ

れぞれ増額補正するものです。 

  ３款１項１目国民健康保険事業費納付金、一般被保険者医療給付費分は、財源の組替えとな
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ります。 

  ５款１項１目特定健康診査等事業費135万6,000円の増額ですが、今後の歳出見込額を算出し

た結果、それぞれ増額補正するものです。 

  以上となります。よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第37号後期高齢者医療特別会計補正予算について詳細説明を申し上げます。 

  議案書91ページをお開きください。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ276万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ４億2,399万4,000円とするものです。 

  93ページになります。 

  債務負担行為補正の追加です。 

  後期高齢者医療保険料電算処理業務委託料及び後期高齢者医療システム利用料の追加ですが、

令和４年度当初から遅滞なく事業を実施するために、今年度中に契約行為など事前手続を行う

ため、記載のとおり期間、限度額を設定するものです。 

  95ページをお開きください。 

  歳入になります。 

  ３款１項２目保険基盤安定繰入金276万8,000円の減ですが、後期高齢者医療保険基盤安定負

担金の確定による繰入金の減額となります。 

  次に、歳出になります。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金276万8,000円の減ですが、保険基盤安定繰入金

276万8,000円の減により、広域連合への納付金を減額するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第36号について、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） それでは、議案第36号令和３年度柴田町介護保険特別会計の補正予

算について詳細説明をいたします。 

  議案書83ページをご覧ください。 

  今回の補正予算については、先ほど町長が申し上げたとおり、国庫補助金の増額補正及び歳

出予算の保険給付費等の補正となります。 

  第１条です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ759万8,000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ32億9,975万5,000円とするものです。歳入歳出予算補正の区分、金

額及び補正後の予算額は、次ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 
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  第２条の債務負担行為補正は１件の追加となります。 

  85ページをご覧ください。 

  第２表債務負担行為補正となります。 

  この事業につきましては、令和４年度の年度初めから執行予定の事務事業で遅滞なく事業を

執行するために、令和３年度中に契約行為などの事務手続を事前に行うため、債務負担行為を

設定するものです。期間につきましては、住民情報システムとの関わりで、令和７年度まで、

限度額につきましては記載のとおりです。 

  歳入の補正について説明いたします。 

  87ページをご覧ください。 

  ３款２項国庫補助金の４目保険者機能強化推進交付金382万1,000円と５目介護保険保険者努

力支援交付金377万7,000円については、介護予防事業の実施によるものと取組の評価に対する

交付金となります。 

  歳出の補正について詳細説明をさせていただきます。 

  88ページをご覧ください。 

  主な予算科目のみの説明とさせていただきます。 

  １款総務費２項１目賦課徴収費54万円の増額については、平成30年度と令和元年度分の保険

料について過誤納還付金が見込まれるため、補正するものです。 

  ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付費2,500万円の減額から、６目居宅介護サー

ビス計画給付費300万円の減額につきましては、それぞれ年度内の給付見込みによる補正とな

ります。 

  次ページになりますが、４款地域支援事業１項１目介護予防・生活支援サービス事業759万

8,000円の増額につきましては、年度内の事業費の支出見込みによる補正となります。 

  ８款予備費54万円の減額につきましては、過年度分の収入還付金の財源とするため、予備費

から総務費に組み替えたものです。 

  以上で詳細説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第38号及び議案第39号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 議案書97ページをお願いいたします。 

  議案第38号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算につきまして説明申し上げます。 

  今回の補正は、収入及び支出の補正はなく、第２条としまして、１件の債務負担行為の補正

を行うものです。 
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  山田沢・船迫外配水施設機器点検委託料について、配水場とポンプ場を合わせて９施設に設

置されている配水、送水設備の点検を行い、故障による断水や減水等の事故防止を図る委託で

あります。 

  令和３年度水道事業会計補正予算については以上でございます。 

  続きまして、議案書99ページをお願いいたします。 

  議案第39号令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算について説明申し上げます。 

  初めに、第２条です。予算第４条の資本的収入及び支出についての補正です。 

  収入です。 

  第１款資本的収入の既決予定額に352万5,000円増額し、補正後の額を10億8,473万8,000円と

するものです。 

  支出では、第１款資本的支出の既決予定額に458万7,000円を増額し、補正後の額を13億

8,924万円とするものです。 

  次に、第３条です。予算第５条の債務負担行為について追加３件となります。下水道台帳管

理システム利用料ですが、下水道管理を行う上で必要なシステムであり、令和４年４月から令

和８年度までの５年間使用する下水道台帳システムのリース料とソフトウェア保守点検であり

ます。マンホールポンプ保守管理委託料は、令和４年度当初から遅滞なく事業を執行するため

に記載のとおり、期間及び限度額を設定するものです。法適化運用委託料については、令和２

年度からスタートしました下水道事業会計でありますが、年度初めの５月に決算作業に当たる

ことや、貸借対照表等作成に係る助言を受けることや、日常経理作業にあっては、実運用の改

善に係る指導助言を求める委託料であります。 

  続きまして、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の詳細につきまして説明させていた

だきます。 

  105ページをお願いします。 

  資本的収入支出補正予定額実施計画明細書になります。 

  収入については、１款４項１目負担金ですが、公共下水道受益者負担金の納入に当たり、一

括納入の申入れ等により352万5,000円の増額補正であります。支出においては、１款２項１目

企業債償還金ですが、算定根拠の見直し等により企業債元金償還558万7,000円の増額補正を行

うものです。 

  また、３項１目予備費については100万円の減額補正を行うものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 本件６件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１７ 議発第３号 柴田町議会委員会条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第17、議発第３号柴田町議会委員会条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

  提出者の趣旨説明を求めます。６番加藤滋君の発言を許します。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。 

  ただいま議題となりました議発第３号柴田町議会委員会条例の一部を改正する条例について

の提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、重大な感染症の蔓延防止及び災害の発生などで委員会の開催場所への招

集が困難と委員長が判断するときに、映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に確認し

ながら通話をすることができるオンライン会議システムを活用して委員会を開催できるよう条

例の一部を改正するものです。 

  また、委員は、委員会にオンライン会議システムを活用して、委員会に出席を希望するとき

は、あらかじめ委員長の許可を得ることとするものです。 

  なお、オンライン会議システムを活用した委員会においては、秘密会とすることはできない

ことを規定するものです。 

  なお、施行期日は、令和４年４月１日からといたします。 

  以上、同僚議員のご賛同をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 附則の部分ですが、「４月１日」とご発言をされたようで、「１月１

日」に訂正をお願いいたします。 

○６番（加藤 滋君） 失礼いたしました。 

  施行期日、令和４年「４月１日」からと言いましたけれども、「１月１日」からの訂正です。

失礼いたしました。 

○議長（髙橋たい子君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議発第３号柴田町議会委員会条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから休憩をいたします。 

  11時30分再開といたします。 

     午前１１時１７分  休 憩 

                                            

     午前１１時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第１８ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第18、一般質問を行います。 

  お諮りいたします。一般質問は、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、議会運

営基準によらず質問者１人当たり質問、答弁合わせて50分を目安としたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、一般質問は、議会の新型コロナウイル

ス感染防止対策に基づき、議会運営基準によらず質問者１人当たり質問、答弁合わせて50分を

目安とすることに決定いたしました。 

  これまで一般質問者への答弁書は、終了後、回収となっておりました。議会から申出をいた

しまして、質問した議員にお渡ししていただけることになりました。ただし、答弁書は、答弁

日の３日前に作成しておりますので、質問当日の答弁は、答弁書そのままでないことを条件と

して了承していただきましたので、ご理解をお願いいたします。 

  したがって、答弁書はあくまでも参考であり、会議録が正式なものとなりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、通告順に発言を許します。 

  なお、当局には、議長から質問の要旨を通知しておりますので、質問、答弁は簡潔、的確に

行うよう要望しておきます。 
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  それでは、17番平間奈緒美さん、自席で質問してください。 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美です。大綱２問質問いたします。 

  １．登下校時の安全確保は。 

  昨今、登下校時の児童生徒の命を奪う交通事故・事件が大きな問題となっています。文部科

学省では、地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業として、登下校の安全対策にスクールガー

ド・リーダー増員による見守りの充実や、スクールガードなどのボランティアの養成・資質向

上を図っています。本町では、子どもたちの安全確保の取組として、小学校ごとに地域の方々

が主体となり、見守り隊を組織し、登下校時の見守り活動を行っています。しかし、長年活躍

されてきた見守り隊の方々が引退するなどその数が年々減少傾向にあることから、現在の活動

を継続していくために主体となる組織として見守り活動の維持を図るべきです。 

  そこで、学校、地域、保護者の連携体制はどうなっているのか質問します。 

  １）学校、地域、保護者の登下校時の見守り活動は。 

  ２）スクールガード・リーダーは地域のつなぎ役として町全体を担っていただいていますが、

増員はできませんか。 

  ３）各学校での見守り隊の募集方法は。 

  ４）見守り隊の養成・資質向上策は。 

  ５）学校ごとに組織体が異なっているため、交流する場がありません。意見や情報交換を行

えるよう（仮称）柴田町見守り隊連絡協議会を立ち上げてはどうでしょうか。 

  ２．スポーツに観光資源をどう生かすか。 

  スポーツと景観・環境・文化などの地域資源を掛け合わせ、戦略的に活用することで、まち

づくりや地域活性化につなげる取組が全国で進められています。スポーツへの参加や観戦を目

的とした旅行、スポーツと観光を組み合わせた取組であるスポーツツーリズムや住民向けの健

康増進・地域交流イベントの開催などが代表的な取組です。本町で開催している柴田さくらマ

ラソンは、桜をメインとした「観光×マラソン」と、ボランティアの「地域交流×応援」が重

なり、スポーツイベントして確立してきたところでした。しかし、新型コロナウイルス感染症

の影響で、残念ながら３年連続中止となる結果になってしまいました。 

  これからのまちづくりへの大きな一歩とするため、町で行われているスポーツイベントを観

光にどう生かしていくかが問われます。 

  そこで質問いたします。 

  １）柴田さくらマラソンの継続について、町の考えは。 
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  ２）桜の下で走るマラソン大会をはじめ、里山を自転車で走るサイクルツーリズム、太陽の

村のキッズバイクパーク、地域の歴史や景観を楽しみながら歩くフットパスなど、本町にはス

ポーツによる多くの観光資源があります。これらをつなぐ地域振興の考えは。 

  ３）自治体、スポーツ団体、民間企業、各種団体などが一体となった、スポーツを活用した

まちづくりを推進する地域スポーツコミッションについて、町の考えを伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目、教育長。２問目、町長。最初に、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 平間奈緒美議員の大綱１問目についてお答えいたします。５点ござい

ました。 

  １点目、登校下校時の見守り活動についてです。 

  町内の全ての学校において、児童・生徒が登校する時間帯に、学校の先生方は、学校周辺を

中心に交通安全の誘導を行い、見守り隊を含む地域の方々や交通安全指導隊の方々には、交差

点や車の交通量が多い通学路などで交通安全の誘導を行っていただいております。ある学校で

は、児童が集まる通学路までの区間、保護者の方々で交通安全の誘導を行っていただいており

ます。 

  ２点目、スクールガード・リーダーの増員についてです。 

  柴田町のスクールガード・リーダーは、平成18年度に、宮城県の地域ぐるみの学校安全体制

整備推進事業で、宮城県から１名が委嘱されたのが始まりで、平成21年度からは、柴田町のス

クールガード・リーダーとして、柴田町教育委員会が委嘱し、各小学校単位の通学路の巡視や

交通安全指導を行うほか、各地域の見守り隊や学校・交番など関係機関から危険箇所や見守り

隊の課題等について情報収集し、教育委員会に報告をいただくなど、柴田町のために熱心に活

動していただいております。平間議員がおっしゃるように、見守り隊の人数が減少傾向にある

中、地域のつなぎ役として町全体を担うためにも、複数名のスクールガード・リーダーを養成

することができるのかどうかについて、学校・地域と連携し検討してまいります。 

  ３点目、見守り隊の募集方法についてです。 

  各小学校では、１年を通して、見守り隊との顔合わせ会や感謝の会など、見守り隊との交流

会を開催したり、学校運営に多大な貢献をしていただいていることから、感謝状贈呈式などを

開催しております。また、日頃の見守り隊の活動の様子なども含め、その様子を学校だよりや

ホームページなどに掲載し、地域の方々に日頃の見守り隊の様子について理解をいただいてい

るところです。学校での見守り隊の募集方法についてですが、全ての学校ではありませんが、
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学校独自で見守り隊募集などのチラシを作成し、保護者に配布・周知しております。そのほか、

学校は、地域で開催している見守り隊連絡会議などに参加し、地域の実情や子どもたちの様子、

見守り隊の増員などについて意見交換を行っております。 

  ４点目、見守り隊の養成についてです。 

  毎年７月に宮城県教育委員会のスクールガード・リーダー養成講習会の事業に申請し、槻木

生涯学習センターを会場に、子どもたちが安心して登校、下校できるよう、交通安全に関する

情報や見守り活動のポイントなどについて、宮城県教育委員会や大河原警察署から講話をいた

だいた後、参加者がグループに分かれ、通学路の危険箇所や日々の見守り活動で感じているこ

と等について意見交換を行っております。令和２年度・３年度は、新型コロナウイルス感染症

の影響により実施できませんでしたが、令和４年度以降も継続して見守り隊の養成・資質向上

に取り組んでまいります。 

  ５点目、見守り隊の連絡協議会についてです。 

  通学路の安全確保の取組として、２点目でお答えしましたが、見守り隊の人数が減少傾向に

ある中、地域のつなぎ役として町全体を担うためにも、複数名のスクールガード・リーダーの

養成に取り組むと同時に関係機関と連携を図りながら、（仮称）柴田町見守り隊連絡協議会の

立ち上げについて検討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大綱２問目、スポーツに観光資源をどう生かすかについてであります。 

  １点目、柴田さくらマラソンの継続について、町の考えはについてですが、第１回から第６

回まで実行委員会の事務局を町教育委員会で担っていましたが、財政再建プランによる業務の

見直しや職員の定員適正化によりマラソン大会を休止しました。その後、平成22年に「参加と

協働のまちづくり」の実践事業として、柴田さくらマラソン実行委員会が住民主導で設立され、

平成24年に前回同様、陸上自衛隊船岡駐屯地で第８回大会が開催されました。そして、平成27

年には会場を白石川左岸河川敷とし、ハーフマラソンコースを設定したことに伴い、参加者が

増加しております。 

  このような経緯で、住民の熱意により立ち上げた団体が企画・開催し、町も側面的な支援を

行ってきたことで、直近の第13回大会では町が事務局をしていた第６回より約2,000人も多い

約3,300人も出場するイベントに成長したことは、実行委員会の功績と考えております。 

  しかし、実行委員会役員からのお話をお聞きしますと、委員の高齢化の問題やイベント規模
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の拡大、より安全な大会運営を求められることにより、業務量は増加していると推察しており

ます。 

  町の観光資源である桜を生かし、最近ではインバウンド効果も発生しているスポーツツーリ

ズムでございます。 

  今後も、協働まちづくりの一環として、実行委員会と話し合い、柴田さくらマラソンの継続

的な支援に取り組んでまいります。 

  ２点目、これからのスポーツイベントと桜やアジサイ、マンジュシャゲ、菊、イルミネーシ

ョンといった四季折々の花めぐりや、柴田歴史観光ガイドの会が実施する船岡城址公園歴史ツ

アーや、船岡城下町ツアーなどの歴史的な史跡めぐりが楽しめる観光資源等を絡めて、スポー

ツツーリズムで地域振興を図ることは、交流人口拡大はもとより、地域活性化や地域人財の育

成にもつながるものと考えております。 

  令和元年11月には、柴田さくらマラソン実行委員会からもご協力をいただき、タイの旅行会

社と連携し、タイの消費者向けのスポーツツーリズム商品として、柴田さくらマラソンと一目

千本桜、蔵王雪の壁を満喫するツアーを企画し販売いたしました。現地での売れ行きも大変好

調で、早くに定員に達してしまい、追加募集するなど対応に追われる勢いでした。本来であれ

ば昨年の４月には、タイから30名を超えるツアー客が、柴田さくらマラソンに出場する予定と

なるなど、新たな切り口からの観光戦略と期待しておりましたが、残念ながら新型コロナウイ

ルスの感染拡大により、ツアーは中止となってしまいました。 

  今後、アフターコロナに向けては、まずは、国内旅行会社などの関係機関と連携して、国内

からの誘客を強化し、再び、多くのインバウンドを柴田町に呼び込めるように、スポーツイベ

ントや観光資源の磨き上げを行い、国内外での知名度を高めたスポーツイベントや観光地づく

りを進めてまいります。 

  ３点目、地域スポーツコミッションは、スポーツと景観、環境、文化などの地域資源を有効

に組み合わせながらスポーツによる地域経済の活性化を目指すものです。 

  現在、全国では159の地域スポーツコミッションが設立され、県内には２団体があります。 

  まず、スポーツコミッションを設立し、運営していくためには、４つの要件があるようでご

ざいます。 

  １つに、地方公共団体や体育協会、総合型地域スポーツクラブなどのスポーツ団体、民間企

業、商工会、大学、観光産業などが一体として活動していること、２つに、時限的なものでは

なく、常設の組織であること、３つに、年間を通してスポーツイベントの誘致や開催、地域活
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性化に向けた幅広い活動を行うこと、４つに、単発の競技種目に特化することなく、幅広い活

動をすることが求められています。 

  設立された地域スポーツコミッションの実態を見てみると、設立については、主に自治体が

自治体主導で行っており、また、運営面においては多くの地域スポーツコミッションは、経済

的な自立が非常に困難な状況のようでございます。 

  柴田町において、スポーツを活用したまちづくりを推進する上でも、その起点となる地域ス

ポーツコミッションを設立していくためには、何といっても、スポーツ関係団体の意欲的な取

組がなされるかどうか、また、ノウハウを持った職員や運営資金をどのように継続的に確保し

ていくか様々な困難を乗り越えていかなければならないと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 教育長、どうぞ。 

○教育長（船迫邦則君） １点目の答弁の中で、「交通安全指導隊」と言った部分がございまし

たが、「交通指導隊」に訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 平間奈緒美さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、見守り隊、スクールガード・リーダーについて伺いたいと思います。 

  積極的な、今後複数名のスクールガード・リーダーを養成することができるかどうか検討し

てまいりますというご答弁をいただきました。国で行っている地域ぐるみの学校安全体制整備

推進事業の中でも、スクールガード・リーダーの育成、支援等も行っておりますので、こうい

ったものを活用して、増やしていくことを考えられないのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 国の地域ぐるみの事業を利用してスクールガード・リーダーを

増やしていけないかということなんですが、例年宮城県の保健体育安全課を通して１月、２月

頃に各教育委員会のほうに事業の案内が来ます。今年度、それも含めましてこの事業を、スク

ールガード・リーダーの報償とか、そういうのも対象になってくるというような補助金の説明

も今年度の要綱には載っておりますので、これを確認しながら進めていきたいと思っておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今現在、お一人でやっているということで、町内６小学校区、毎日の

ように各学校区の朝、もしくは夕方、回っていただいて、非常に活躍をして、いろいろな相談
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事だったり、あとは地域の実情とかを把握していただいていらっしゃるんですけれども、やは

りお一人では限界があると思います。今後、例えば中学校区にお一人ずついることで、さらに

見守りの安全対策が図られるのではないかなと思いますので、ぜひ中学校区ごと、要するにあ

とお二人、今後の継続も含めるとお一人だと、例えばの話はあんまりしたくないんですけれど

も、お辞めになったときとかを考えると継続という意味を考えると、最低でも２人以上という

のは必要だと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 今ご質問あったように、現在のスクールガード・リーダーをや

られている方からも、度々私も直接後継者のこととかご相談を受けております。私たち教育総

務課のほうでも考えておったのは、複数名というのは、できれば人材がいらっしゃれば、平間

議員がおっしゃったように、中学校区ごとに１人ずつというのが望ましいのかなとは考えてお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） いろいろ考えるとやっぱりせめて中学校区ごとにお一人ずついると地

域の状況なんかももっともっと状況が把握できると思いますので、お願いいたします。 

  次に、見守り隊について、スクールガードのほうについてなんですけれども、今見守り隊の

方々が着用しているビブス、帽子と旗等は町のほうで支給されているということなんですけれ

ども、ビブスについてはどういった状況になっているのか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） ビブスは、昨年度配付したのはございませんけれども、昨年、

協力隊の方からこういったものがいいよ、欲しいというような要望が上がったものがありまし

て、メモ帳ですね、車とか、車のナンバーを控えたいという要望がありましたので、そのメモ

帳のセットは配布をさせていただいておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 私も見守り隊をやらせていただいているので、メモ帳は頂いておりま

す。 

  やはりもちろんそういったメモ帳、何かあったときのメモをするとかというのは必要だと思

いますけれども、さらに今着用しているビブスというのが各学校で組織体が違うので、一概に

こういうふうにしてほしいということはできないんですけれども、例えば先ほど言った地域ぐ

るみの学校安全体制整備推進事業の中でもそういったものも活用できると思うんですね。ビブ
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ス、特に各学校ごとに見守り隊組織ごとに、多分ビブスも形も何も違うと思うんですね。そう

いったものを例えば町として統一したものにすることで、町全体で見守っているんだよという

ことができるのではないかと思うんですけれども、そのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 実は、令和４年度の予算に向けて、担当者との話の中で薄い、

ジャンバー形式のものをちょっと考えてはいました。先ほど答弁いたしました、町として同一

のものというのも、平間議員からご提案のありました見守り隊の連絡協議会ですか、もしその

中で議論できる時間があればそれも議論していきたいなと思っておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 前向きなご回答をありがとうございます。 

  やはり各組織体で本当に違いますので、一概にこうしてくれということはなかなか難しいと

は思うんですけれども、私が最初にやったときに、自主購入だったんです。今回、船岡小学校

で新しいビブスを作って、学校でつくったかその辺は確認できなかったんですけれども、メッ

シュタイプのを学校から貸与していただきまして、今そちらを着用しているんですけれども、

その予算がどこから出てきたか、どこでつくったかというのが学校でちょっと把握できていな

かったんですけれども、それは町で学校のほうに、予算をつけたわけではないということでよ

かったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） すみません。そこはちょっと把握しておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 分かりました。 

  今後連絡協議会、仮称というか、検討していただけるということでしたので、それが立ち上

がってからでもいいので、着用するものに関してはできるだけ、私としては町内皆さんが学校

の名前は違っても同じものを着られるような体制づくりをぜひお願いしたいと思います。 

  それと、あとこの見守り隊なんですけれども、やっている方たちからのお話を聞くと、学校

でも保護者の方にご案内だったりはしていますけれども、なかなか一般住民の方に周知がされ

ていないということで、結構心ない言葉をかけられたりされていることもある反面、子どもた

ちから毎朝、夕方、登下校時に挨拶をするときに、元気をもらったりということも聞いており

ます。やはり一般の方々、一般町民の方々に周知をする上でも例えば教育委員会として町のホ

ームページや先ほど話題になりました回覧板とかで、見守り隊の募集チラシを作成して、一括
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で１回出していただいて、詳しくは学校にということの案内、見守り隊というのはこういう活

動をやっていますよというのを周知するような広報をしてはどうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） それも担当者との中で、実は近隣の岩沼市なんかは広報紙にち

ょっと載せたり、そういうことをしているので、ただ、見守り隊の立ち上がり、何ていうんで

しょう、基になっている地域というのが学校であったり、地域であったりというのもあるので、

そういうところもそれぞれ募集をされているとかあります。学校でもホームページとか、そう

いうふうに載せているところもありますけれども、そういうところからいろいろご意見を伺い

ながら検討していきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 分かりました。 

  それでは、やはり見守り隊が減少傾向にあるということですし、どうしても見守り隊の役割

というのが非常に負担になっているという現状もあるということで、例えばこういった冊子が、

「やってみよう登下校見守り活動ハンドブック」、表紙だけカラーで、中身は白黒なんですけ

れども、見守り隊のこういった活動を丁寧に説明している冊子があります。これを文部科学省

では冊子としては配布しないで、各市町村で印刷してくださいと書いてあったんですけれども、

ぜひこういったものを活用して、見守り隊の方々、せっかく手を挙げていただいた方に渡して

いくというお考えはないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 「登下校見守り活動ハンドブック」ですね、今おっしゃったの

は。これは先ほど答弁でも申しましたけれども、県と一緒にやる研修会のときにもこの資料と

いうか、ハンドブックを配布していたというお話を聞いておりましたので、ただ、令和２年度

と令和３年度はやっておりませんので、こちらのほうの活用について検討していきたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 本当に詳しく書いてありますし、今までやっていた方でも改めて読む

とこういうふうなものなんだなというのがよく分かりますので、ぜひ改めてまた検討していた

だきたいと思います。 

  見守り隊の先ほど言いました連絡協議会、今後検討していきますということなんですけれど

も、大体いつぐらいに結論というか、そのあたりを伺いたいと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） いつという期日はまだ決めてはいないんですが、なるべく年度

内、今いらっしゃるスクールガード・リーダーといろいろお話をしながら、どういった方向が

いいのかと、どういった組織がいいのかを十分話し合いまして、できれば年度内に立ち上げて

みたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） どうしても見守り活動というのは子どもたちの安全確保もですけれど

も、挨拶を交わすことで子どもとのコミュニケーションが取れたり、あとは地域とのコミュニ

ケーションが取れることで特に見守り隊の方々は毎日、子どもたちと朝だったり、夕方だった

り関わっていることで、子どもの変化なんかにも気づけるときもあるというのを伺っておりま

す。今後一層学校と連携を取っていただきながら、保護者の方も見守り隊、地域に任せるだけ

ではなくて、ぜひ保護者の方も見守り隊の活動に一緒になって参加していただけるような体制

づくりをつくっていただきたいと思います。 

  それでは、大綱２問目に移りたいと思います。 

  それでは、大綱２問目、さくらマラソンの継続について町の考えを伺いました。このマラソ

ンも住民主導で始めてから、2015年からハーフが始まりまして、昨年度、そして来年度もちょ

っと中止になってしまったということなんですけれども、やはりマラソン、企業の連携、先ほ

ど町長答弁でもありましたとおり、旅行会社がタイ向けに行ったツアーや、あと保険会社が作

成したカレンダーにマラソンの写真を使ってもらったり、あと地域の振興として、地域のマラ

ソンのイメージキャラクターを柴田町出身の我孫子三和さんに描いてもらったり、このハーフ

が始まってから、本当に大きな経済効果を生んでいるものと感じております。 

  そして、13回大会には、猫ひろしさんがゲストランナーとして参加したり、地域として、桜

だけではなく地域交流の場としても非常に大きな役割を果たしてきたと思います。あと、学校

では柴田小学校の大黒舞や、槻木小学校の吹奏楽部、そして、槻木中学校におかれましては、

来ていただける方にきれいな柴田町を見てほしいということで、大会やる前に清掃活動をして

いただいておりました。このマラソンは特に企業なんかも興味を持ってビジネスにつなげられ

ると思ったんでしょうね、とってもいろいろな企業が入ってきて、大きな大会になりつつあっ

たんですけれども、非常に残念なことに中止、そして来年の大会も中止せざるを得ないという

ことになってしまいました。この中止になった要因というのは町のほうとしては把握していま

すでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） 今年度の総会ですね。私も呼ばれまして出席しました。

大変大きく成長してきた大会でしたけれども、やはりコロナの感染と、また役員の方からお話

を聞きますと、大変なその業務量だということも聞いております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） まさしくそのとおりで、特に新型コロナウイルス感染症のそれの対策

を取るためだけでも非常に業務量が増えていたということで、委員会の高齢化や、業務体制と

いうことが一住民、住民によるまちづくりということで始めた大会で、住民主導による大会と

いうのがなかなか難しくなってきたというのが現状でございます。今までも私もこのマラソン

については何回か一般質問をさせていただいて、住民主導で復活もしてきてということもあり

ましたけれども、今後、話合いをして、マラソン大会の継続的な支援に取り組んでいくという

ご回答をいただきましたけれども、実際どのような支援に取り組んでいただけるのか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） まず、町の事業もコロナで中止せざるを得ない状況にお

いて、マラソンもやはり中止かということで、ほかの自治体もなかなかマラソン大会中止の状

況が多いようです。今後の方向としては、まず、こちらのほうでも具体策は持っておりません

ので、一度実行委員の皆さんと話し合って、何が実行委員会で困っていることなのかとか、ち

ょっと細かいところはやはり直接会ってお話ししないと把握できないと感じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 本当にそのとおりで、ぜひ話合いを持っていただいて、進めていって

いただきたいと思います。 

  私の今回の一般質問は、町に全部お任せするということではなくて、町と一緒になってやっ

ていきたいというところで、いろいろ２問目、３問目で提案させていただいたというところに

なります。どうしてもそういったスポーツイベント、マラソンだけに特化しないでなんですけ

れども、スポーツイベント、行政だったり、そのやっている人たちがやっていても難しいとこ

ろも組織体にしても運営にしても難しいというところがあって、その地域スポーツコミッショ

ンを立ち上げることで、いろいろな分野の方たちといろいろな話をして、どうやってスポーツ

イベントを盛り上げていくかというところが今回の質問のテーマとさせていただいたところで

す。特に答弁でもいただいておりますとおり、運営体、大変難しい、厳しいというところも十

分把握はしておりますが、そこに一スポーツをやっている企業さんだったり、そういうところ
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に例えば声がけをして、一緒に入っていただく、この中には民間企業も入っているので、そう

いったところを活用していってはいかがでしょうかというところなんですけれども、お願いい

たします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） なかなか立ち上げ、スポーツ振興課としましても、まず

立ち上げるにはということで、非常に検討いたしました。この外郭団体、外郭団体といいつつ

も、実態は、全国でも約８割方が自治体主導で行っているようです。これはスポーツ庁と観光

庁がタイアップして進めていることで、全国で今159あるコミッションを170までという目標を

掲げているようです。そこで、本町の場合、まず、体育協会や観光物産協会等でそのコミッシ

ョンとか考えられるんですけれども、今のところはこの一つの例えばさくらマラソンについて

も、いわゆるもう既に企業が入っている。また、スポーツコミッションは、よく合宿などを誘

致する、そういう場合も仙台大学が手を挙げていろいろとされている。そういう中でこのコミ

ッションを立ち上げるために、その民間企業等と話し合うということがなかなか現時点ではス

ポーツ振興課としては業務量的に難しいという判断になりました。スポーツコミッションがそ

の自立していくための業務になってしまうのではないか、いわゆる仕事のための仕事になって

しまうのではないかということで、若干その企業に優先して声がけをするということは、今の

ところはできないと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 一概に組織を立ち上げるといってもなかなか難しいのは十分承知して

いるんですけれども、スポーツ合宿にしても、今太陽の村を拠点としてスポーツ合宿というこ

ともありますし、今点と点になっているところを線で結ぶ、このスポーツコミッションという

のは一つの提案であって、それだけにとどまらないで、点と点になっているものを１つにして

いくということを逆に考えていただければいいのかなと思うんですけれども、それに関してい

かがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） 確かに今一つの事業ごとにスポーツと観光が結果として

結びついている状況です。これ一つ取っても、そのイベントそのものが例えばキッズバイクパ

ークであったり、さくらマラソンであったり、融合を既にされていると、私は思っております。

新たにスポーツコミッションでこういった点と点を結んでいくということがいわゆる新たな業

務となって、どうしてもスポーツ振興課では考えてしまうんですけれども、一体化して一つの
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事業を成功させていくという点では、現状でもいいのかなとも思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今回、よく言われていたのがマラソンの事務局というのは、以前に財

政難ということで柴田さくらマラソンは休止になったという経緯があって、それを100％町に

お願いするということではやっぱりいけないと思って、こういった組織体を改めてつくること

によって、事務量もマラソンだけに特化しないということを念頭に置いた質問とさせていただ

いたところなんです。今、課長おっしゃったとおり、こういう組織をつくらない、それでもマ

ラソンのほうは今後実行委員会の皆さんと話合いをして、今後どうしていくかということを改

めて話合いをしていくということなんですけれども、それによっては例えば今事務局が担って

いる事務量を見ると、やっぱり結構な量になりますので、それを見て、例えばちょっとスポー

ツ振興課ではできないよという回答になるかもしれないということですよね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） 地域スポーツコミッションのその要件の中に、通年、１

年間を通して様々な事業を展開していくというのがあります。いわゆる町で行っている２点目

で町長答弁したような多くの事業が、その地域スポーツコミッションが担っていくという点で

は、組織的には１つにまとまるということで効率的かもしれません。ただし、現状のそのスポ

ーツコミッションの課題というのがスポーツコミッションや、スポーツ庁や、ほかのシンクタ

ンク等でも今研究されていまして、なかなか自立、自走できていないという実態があります。

結局財源の問題、または柴田町のようにその部分的、一つのイベントごとにうまくはいってい

ても、それを一緒にまとめるという作業が非常に困難である。いわゆるそのデメリットといい

ますかね、そういったことから全国の自治体の中でも１割に満たない数に落ち着いているのか

なと思っています。 

  なお、そういった議員の思いというものを否定するわけではございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 本当に大きな組織体をつくる、今課長もおっしゃったとおり、各イベ

ントごとにはそれぞれに成功はしているけれども、せっかくこういう多くのイベント、特にス

ポーツに関するイベントということで、やはり一体になってやるというのが理想なのかなとい

うところではありました。なかなかこの考えというのも難しいところで、隣の角田市も一つ手

を挙げている、県内の一つの自治体でもありますけれども、角田市でもいろいろなところで

様々な側面にぶつかりながらやっていっているのかなというのは伺っておりましたが、ただ、
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やはり柴田さくらマラソン、こうやって大きくなって、よく小さくしたらいいんじゃないなん

て言われますけれども、今回、総会でもご存じのように規模を縮小してやる前提でいたんです

けれども、なかなかできなかったということもあるので、話合いでどういうふうになっていく

か分かりませんけれども、来年はもう中止が決まっていますので、ぜひ再来年大会に向けても

う今からスタートしないと本当に大変な業務量になっております。特に何がって、さっきも言

いましたけれども、感染症対策が一番大変でした。やはり一番お金の予算的な、費用的な面も

大変だったということもありましたので、ぜひ終わりだから、実行委員会が解散してしまう可

能性もありますし、続けていく上での町の新たな話合いをするだけではなくて、この場で決意

を持ってお話をしていただければいいかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） 実行委員の会長さんや会計の方といろいろとお話をしま

すと、やはり本当に大変になってきたというふうに生の声は聞いてございます。町長答弁にも

ありましたとおり、非常に大きく成長したイベントでございまして、住民協働のまちづくりの

一つの大きなイベントを町としても側面支援していくということでは以前と同じように取り組

んでまいりたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今までも側面支援ということでいろいろな支援をしていただいている

わけですけれども、やはり事務局というのは一番大変なところでありますので、そのあたりも

ぜひ腹を割って話をしていただいて、やっていただきたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて17番平間奈緒美さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  １時30分再開といたします。 

     午後０時１７分  休 憩 

                                            

     午後１時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ９番平間幸弘君、自席で質問してください。 

○９番（平間幸弘君） ９番平間幸弘です。大綱２問質問をさせていただきます。 
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  １．柴田さくらマラソンの継続を。 

  2022年４月に開催予定であった柴田さくらマラソンが中止となり、その結果、３年連続で未

開催となりました。 

  実行委員会ではコロナ禍での開催を可能にするため感染防止対策のほか、参加者数や種目の

見直しを行いながら、その方向性を模索していました。しかし８月から９月にかけての爆発的

な感染者数の増加により、今後の状況に不安を感じ、残念ながら中止を決定したところです。 

  春の桜まつりと同時期に開催することで、観光客を呼び込めるイベントでしたが、町として

今後の柴田さくらマラソンをどのように考えているのか伺います。 

  １）柴田さくらマラソンも観光資源の一つと捉えていますか。 

  ２）実行委員会がマラソンの運営を行っていることに対し、町の考えは。 

  ３）継続したいと考えていますか。 

  ４）実行委員会事務局を町で担当できませんか。 

  ２．原油高騰の影響をどう捉えているか。 

  現在、平成19年以来の原油高騰に対し、国の備蓄燃料放出が検討されています。 

  今回の原油高騰の影響を受け町内の農業では、令和３年度産米の概算金下落の影響もある中、

米乾燥機燃料代の増や、花卉鉢花の生産者にとっては冬季の燃料代の負担増があります。商工

事業者においても、その影響が出ていると察しますが、燃料高騰分を商品や製品単価に反映で

きる状況にはないと思われます。また、一般家庭への影響も大きいと考えられますが、町とし

て支援策などの考えを伺います。 

  １）農業関係への影響は把握していますか。 

  ２）商工業関係への影響は把握していますか。 

  ３）一般家庭への影響は把握していますか。 

  ４）これら原油高騰に対する支援策はありますか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます、町長。 

○町長（滝口 茂君） 平間幸弘議員、大綱２点ございました。 

  １点目、平間奈緒美議員と若干かぶる面がございますが、お許しください。 

  柴田さくらマラソンは、平成27年の第９回大会から会場を白石川左岸河川敷とし、ハーフマ

ラソンコースを設定したことで、町外からの参加者も大幅に増え、また、外国人も参加するよ

うになったことから、観光資源の一つとなっていると認識しております。 
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  また、県内外の参加者増によって、花のまち柴田の知名度アップにつながっているものと感

じております。 

  ２点目、実行委員会がマラソンの運営を行っていることへの評価。 

  柴田さくらマラソンの運営については、住民主体の実行委員会でマラソン大会を開催し、ボ

ランティアの確保、マルシェ等による観光イベント等の創意工夫により、毎年参加者や来場者

が増加し、年々発展していることは、実行委員の皆さんの多大な努力の功績と捉えております。 

  ただし、先ほどの平間奈緒美議員への答弁にもございますが、平成22年に「参加と協働のま

ちづくり」の実践事業として、柴田さくらマラソン実行委員会が住民主導で設立されてから10

年以上もたったことで、実行委員の高齢化による実働力の低下や予算規模の拡大、安全対策等

の強化による業務量の増加等によって、このまま実行委員会が主体となっての柴田さくらマラ

ソンはおのずと限界が来るものと推察しております。 

  ３点目と４点目は一括でお答えします。 

  こちらにつきましても、先ほどの平間奈緒美議員への答弁のとおり、柴田の桜を観光資源と

して、また協働によるまちづくりの一環として柴田さくらマラソンを継続して支援したいと考

えております。 

  事務局を町が担当することについてですが、町が主体となって第６回大会を開催した当時、

スポーツ振興室の職員体制は７人でしたが、現在は４人となっております。当時の体制におい

ても人的な労力が大きかったことや、財政再建の絡みで経常的な人件費を抑制しなければなら

なかったことから、柴田さくらマラソンを休止せざるを得なかった経緯がございます。 

  今後の柴田さくらマラソンの実行体制については、役場の関与度合いを含めて実行委員会と

話し合ってまいります。 

  大綱２点目、原油高の影響で４点ございました。 

  １点目、農業関係でございます。 

  町内では、施設園芸の生産者が、冬期間に輪菊やトルコギキョウなどの切り花及びカーネー

ションやサイネリアなどの鉢花を加温栽培のため、重油等を使用しています。株式会社ジェイ

エイ仙南サービスのＡ重油の令和３年12月上旬の配送価格は、昨年同時期より約４割、一昨年

より約２割の上昇となっており、原油高騰の影響を受けています。また、原油が原材料の農業

用資材及び肥料も値上がりをしていることから、多くの農業者が影響を受けることになります。 

  ２点目、商工関係者への影響です。 

  町や柴田町商工会に対し、商工業関係事業者からの原油高騰による相談は、今のところ受け
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ておりません。 

  また、町の融資制度である中小企業振興資金の申込書内の「資金の使途」や「金融機関の所

見」の中では、原油高騰を理由としたものは現時点において見られない状況となっております。 

  ３点目、一般家庭でございますが、原油高騰での一般家庭への影響について、特に調査は行

っておりませんが、一般家庭への影響として、ガソリン価格や灯油価格などの物価の高騰によ

り会計を圧迫していると思われます。 

  ４点目、これらに対する対策でございます。 

  今回、原油価格が７年ぶりの水準まで値上がりし、全国的に農業者や商工業者の収益が圧迫

されるとともに、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしております。 

  原油高騰の影響を受けた中小企業者に対し、円滑な資金調達を支援するため、セーフティネ

ット資金（保証５号）及び緊急経済変動対策資金がありますので、これらの融資制度を商工会

とともに周知し、利用を促していきたいと考えます。 

  農業関係では、燃油価格高騰分を補塡する施設園芸等燃油価格高騰対策の制度があり、申込

みが12月17日まで延長されました。12月１日に実施した鉢花生産者による現地検討会において、

この補塡制度と施設園芸における省エネ対策として、機器利用技術や温度管理技術について、

宮城県大河原農業改良普及センター職員と農政課職員が説明しております。 

  今後も関係機関と連携して、必要な施策を検討してまいります。 

  なお、一般家庭への支援策については、原油高騰に限らず、コロナ禍の影響により厳しい状

況にある方々の生活や暮らしを包括的に支援してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間幸弘君、再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） １点目のさくらマラソンについてなんですが、町のほうにもいろいろと

協力をいただき、東船迫のコース内の舗装等、積極的にしていただいて、とても走りやすい、

そしてまた普段は散歩しやすいようなコースになっているのかなと思うところです。 

  ただ、今、答弁にもありましたように、実際町としては継続したいという前向きなお話をい

ただき、ただ、その実行委員会ですね、これがどうしても高齢化しておるというところがあり

ます。 

  この財政再建当時の第６回のその前ですね、第６回大会をしたときにスポーツ振興室の職員

体制が７人、現在４人ということで、なかなかその事務局を町でというふうなところも難しい

のかなとは思うのですが、何かこう今後その実行委員会と話し合って、さらに継続的な支援を
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していただけるということなんですが、実際のところどの程度まで町として支援を考えている

のかお聞かせいただければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） どの程度まで支援をということですが、現在、実行委員

会のほうから町にお願いしたいことということで、非常に分かりやすく一覧表で提示されてお

ります。スポーツ振興課が窓口となって、関係機関や関係課が役割を担うことができればやっ

ていたんですが、そちらをまず継続してやるということはいいかと思うんですけれども、その

ほかのまた細かいことについては、やはりお話合いをして、具体的に何が町でできるのか、何

がというか、現実的に町のほうで何ができるのかを判断した上でないと、この場ではお話しで

きないと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 実行委員会と今後話合い、先ほど同僚議員、平間奈緒美議員のほうにも

答弁いただきました。実行委員会と話合い、サポートを進める、継続的な支援をしたいという

前向きなご回答をいただいております。ただ、もちろん実行委員会が全体としては今のメンバ

ーはさくらマラソンを継続したいというふうに前向きに動いてはおります。ただ、いかんせん

その高齢化があるので、その辺をぜひ町のほうでもサポートいただけないかということでござ

いましたので、前向きな今答弁をいただいたので、今後実行委員会としても話し合いながら進

めていければなと思います。 

  令和４年度も残念ながら中止となりましたが、その分時間が取れますので、令和５年度に向

けていろいろ活動していければなと思うところです。 

  それでは、原油高騰に対しての質疑に入らせていただきます。 

  重油もそうですね、農業関係ではやっぱり重油が昨年より４割高くなっているというところ

で、大分影響は受けているのかなというふうに思います。農業関係には農業関係の対応があり、

商工業には商工業の対応がありますけれども、一つ、商工業事業者の方で、中小企業振興資金

の申込書内の資金の使途やその金融機関の所見の中で、原油高騰としたものは現時点において

見られない状況となっているということなんですが、これはコロナの影響の中に潜り込んでい

るんじゃないかなというふうにも思うんですが、その辺、どういうふうに判断していますでし

ょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 原油価格の高騰の部分がコロナに潜り込んでいるんではないか
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というご質問なんですけれども、まず、町の振興資金の制度自体をご利用いただいている事業

者さんの数というのがそれほど多くない状況になってきてございます。この傾向に関しては令

和２年度昨年度のコロナ禍の時期から続いている状況なんですけれども、なかなかその辺のコ

ロナとの関連性というのは見えてきていないというのが実情でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 一つ商工業向けの中小企業者に対してのセーフティネット資金（保証５

号）ですか、それから緊急経済変動対策資金、これに関してこの制度の利用を促していきたい

という答弁ですが、こちらの、正直に言います。金利等はいかほどになっているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） セーフティネット資金（保証５号）に関しては、融資の利率は

年1.3％、それから緊急経済変動対策資金に関しましては、年1.45％という数字になっており

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） であれば、こういう状況ですので、もっと使いやすくするように町で利

子補給等を考えられないのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 利子補給というお話でございますけれども、今現在、このセー

フティネット資金（保証５号）、それから先ほど申し上げました緊急経済変動対策資金に関し

ては、出てきたばかりというか、始まってきたばかりのもので、なかなかまだこの制度を利用

されている方というのも見えてきていない状況になっておりますので、利子補給ということで

ご質問なんですけれども、東日本大震災のときに町の資金制度のほうでは利子補給をやったと

いう実績はあるんですけれども、今のところまだこのセーフティネット等に関しての利子補給

というところの検討まではちょっと至っていないという状況になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） であれば、もっと要するに使いやすい敷居を下げるという意味でも利子

補給は検討すべきかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 1.3％と1.45％という利息なんですけれども、これの全額なの

か一部なのかというような、あと期間とか、そういったものも考えていかなければならないの

かな、もしやるとした場合ですね。考えていかなければならないのかなと思っていますので、
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利用状況のほうはあくまでもそちらのほうの見極めをさせていただいて、そこの中で実施につ

いて検討していきたいと考えております。実施するかどうかですね、すみません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） それについてはどうか考えて、町長、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 私もですね、セーフティネットの資金を貸しているところ、それから緊

急経済変動対策資金を貸しているところが、柴田町にあるのかどうかちょっと商工観光課長に

フォローしてもらわないと分からないということなので、まず、課長からそこをフォローして

いただいてから、ちょっと考え方を述べたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） セーフティネットに関しましては、日本政策金融公庫というこ

とでなっております。緊急経済のほうも同じになるのかと思っています。セーフティネットに

関してはあくまでも柴田町は、その事業者さんが対象になる事業者さんかどうかを認定すると

いうような関わり方をしております。ですので、実際認定はしたもののその方が借りているか

どうかというところまではちょっと追い切れていないという状況もございます。 

○町長（滝口 茂君） 日本の政府系の政策ということになりますと、このコロナ対策、それか

ら原油の高騰でもしかすると利用する場合に、国の制度として利子補給ということが考えられ

ないこともないのかなと思っております。 

  それで、このセーフティネットとか緊急経済対策よりも、私としては分かりやすく住民に知

らしめている継続支援金、これは７月から12月まで対象にしておりますが、私としてはそのコ

ロナ対策、原油の高騰を含めて、来年の１月からまた６か月間の間で事業継続支援金を制度化

していったほうが分かりやすいのではないかなと思っております。これに対しては今国の臨時

国会で審議されております地方創生臨時交付金１兆2,000億円、今補正予算盛っておりますの

で、国の補正予算が成立すれば、柴田町に対する内示額が出てくるはずですので、その資金を

使って、私としてはこの利子補給よりも事業継続支援金、柴田町の場合は20％から49％まで10

万円、50％20万円、１か月300万円を超えたら10万円と、この制度を継続していったほうがい

いのではないかなと、今時点では思っているところでございます。 

  あくまでも国の臨時交付金の額によって、その対象者、例えば独り暮らしのお年寄り、それ

から生活困窮者、事業者、農業関係も、この事業継続支援金をきちんと経理していれば対象に

なりますので、１反歩米価下がった4,000円のほかにもきちんとして経営されている方はこち
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らも対象になりますので、ぜひ使っていただくような支援策を考えていきたいと思っておりま

す。国の支援策が示されたら、本来であれば補正予算を組みたいんですが、時間がないという

ことなので、もう議会のお許しをいただければ、全員協議会に支援すべき項目一覧表を出して、

これに基づいて国に申請させていただきたいという説明会は開催したいなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） ぜひそちらのほうしていただければなと思うところです。 

  それから、農業関係では、施設園芸等燃油価格高騰対策の制度があるということで、12月17

日まで申込み期間があるということで、１日に鉢花生産者には現地検討会で説明したとあるの

ですが、実際今のところその申込み状況等はいかがなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 施設園芸等燃油高騰対策の申込み状況ということでございます。こ

の制度は積立方式の補塡制度で、国が積立てのうちの２分の１を補塡いたします。発動の基準

価格が83.1円、１リットル当たりです。ただ、適用を受けるための要件というのがちょっと高

うございまして、３年間で燃油使用料の15％以上を削減する目標の取組計画を設定する必要が

ございます。戸別訪問をいたしまして、説明をしてまいりましたけれども、本町の農家の方々

は既に様々な対策を取り組んでいらっしゃいまして、なかなか申込みをするというところまで

にはハードルが高いというのが現状でございます。今のところは申込みはございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） その15％減というところは機器等を更新していかなければ難しいのかな

と思うんです。そうするとやっぱり幾らこういう制度があるので使ってくださいって言っても、

なかなか使えないと思うんです。それに対して町としての考え等ありますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 町の施策といたしましては、燃油高騰分としてピンポイントの支援

はございませんけれども、特に影響がございます花卉農家に対しまして花卉生産販売戦略対策

事業ということで、低コスト技術導入に要する資材の補助を用意してございます。例えば加温

機が古くなってきますと、効率も悪くなってきますので、そういうものに対する導入の補助と

いうこともご利用いただけるものと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） あくまでもそういったものは補助ということで、燃費の悪くなったよう
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な暖房とか、更新というふうな形になるのかなと思いますが、それにしたって、やっぱり農家

さんの負担はそこで発生してくるわけです。それで、例えば15％燃料をカットできたとしても、

それはそれでコスト高にはなっているのかなと思うんですが、直接的に燃料油高騰に対しての

支援策というのは何か考えられないものなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 確かに農家さんのそれぞれの影響があるということは重々承知して

おりますけれども、殊、農家さんだけではございませんので、全体的なところも見ながらとい

うことで燃油価格の高騰の推移を見ていくということで今は答弁させていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） そうですね、この辺やっぱり農政課のほうと農家さんと密接に情報を交

換しながらサポートしていただければなと思うところです。 

  それでは、一般家庭向けのその支援ということで、十数年前でしょうか、灯油券を配ったこ

とがあったと思うんです。あのときに確かレギュラーガソリンが180円ぐらいになったような

時代だったと思うんですが、今回、そこまでは行っておりませんけれどもね、何かこう一般家

庭に対してコロナ禍でその収入が減った、そういう中でもあるかと思うんですが、直接的な支

援策というのは考えられないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほども答弁いたしましたが、原油の高騰ということで、実は灯油しか

炊いてない時代ですと政策も打ちやすかったんですが、灯油券だけ配ると、電気だけでやって

いる家庭との問題もございましたし、それから国のほうで実は今回18歳以下の方々に対して５

万円の現金と５万円のクーポン券が支給されて支援すると、非課税世帯についても国のほうで

10万円ということで支援をしておりますので、町としてはそうした支援の中でも特に困ってい

る人ということであれば、やっぱり普通の家庭よりも独り親の方々は大変だろうということ、

それから妊婦さんも大変だろうと、それから小口資金ですね、これは融資を受けている方で、

実際生活に直結しますので、この小口資金を借りている方、これも柴田町やっておりますので、

こういう方々、それから準要保護の方々、生活保護の方々、それから在宅でお年寄りを見てい

る方々、それから障がい者の方々、そういう方々を対象に、原油ということではなくて、生活

全般に支援をしていくべきではないかと考えております。 

  なかなか基準を決めますと、特別定額給付金のように全員に配れるだけの財源がございませ

んので、やっぱり分類分けしていかなければいけないと。そうすると分類分けのぎりぎりの
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方々から反発を食うということなので、その辺がちょっと難しい面がございますが、前回やっ

たときに、特に町に対する苦情はありませんでしたので、地方創生臨時交付金の額が前回並み

であれば、こういう一般家庭への支援ができると。それから先ほど言ったように、中小企業の

方々についても支援策ができると。そこには農業者も入るということなので、やっぱり全体で

統一性がないといけないということなので、農家の方々だけというわけにはいかない、農家の

方々は別な制度で今回農業経営計画を立てた人には１反歩4,000円、足らないという意見もあ

りますが、２市６町でそういう方向で今日も予算化提案させていただきましたけれども、別な

支援もあるということなのでね、何で農家だけ、何で商工業だけ、何で独り暮らし、こういう

発想が必ず出ます。そのときに最適調和で町としてはやらざるを得ないということもご理解い

ただきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 今後のそのコロナ対策の補正等の中で対応していただけるのかなと思い

ます。確かに農家だけ、商工業者だけというと偏りも感じられる方もいらっしゃると思うので、

いずれ町内全家庭、今のコロナ禍の全事業者、そして原油高騰の中での苦しいその生活の少し

でも改善が見られるような政策を打っていただければなと思うところです。 

  以上、私からの質問は終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて９番平間幸弘君の一般質問を終結いたします。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日午前９時30分から再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時０３分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大川原真一が記載したものであるが、その内容に相違ないこと

を証するためここに署名する。 

  令和３年１２月６日 
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