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     午前９時３０分  開 議 

○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。 

  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。 

  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 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、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２ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き一般質問を行います。 

  １番石森靖明君、自席で質問してください。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。大綱２問質問させていただきます。 

  １．中央教育審議会答申等に対する町の姿勢は。 

  中央教育審議会は今年１月、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０時代の到来や新型コロナウイルスの感染

拡大にみる予測困難な時代など、急速に変化する時代の中で育むべき資質・能力や、日本型教

育が直面する課題等について「令和の日本型学校教育の構築を目指して」として答申しました。

さらに、文部科学省はＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末の導入や、それに伴う個別最

適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指し、新しい時代の学校施設の在り方と推進方策

について、本年８月「Ｓｃｈｏｏｌｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ 未来思考で実空間の

価値を捉え直し、学校施設全体を学びの場として創造する」をキーコンセプトとした新しい時

代の学びを実現する学校施設の在り方の中間報告を公表しました。 
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  特に、この中間報告においてはＳｏｃｉｅｔｙ５.０時代を見据えたＧＩＧＡスクール構想

の実現だけでなく、その先を見据えた新しい時代の学びの姿や、その新しい時代の学びに対応

した学校施設の在り方などについて提言がなされています。さらに、学校施設の整備やそのた

めの財政支援等、国において推進すべき方策についての提言も盛り込まれています。 

  本町においては既に、１人１台の端末が整備されているほか、３Ｄプリンタの先駆的導入や

電子黒板の増設など、新たな時代や教育現場の要望への対応が図られています。また、現在工

事が進行中の武道館等の一部を除き、町内小中学校の大規模改修等が令和２年度までに完了し

ているところでもあります。 

  そこで、今般の答申や中間報告の内容を踏まえ、本町が目指す教育や学校施設等の在り方に

ついて、考えを伺います。 

  １）答申で示されている「ＩＣＴを活用した児童生徒の個別最適な学びと協働的な学び」や

「デジタル教科書・教材の普及促進」について、本町におけるそれぞれの現状や今後の展望は。 

  ２）答申における９年間を見通した新時代の義務教育の在り方について、特に、小中一貫教

育や小学校高学年における教科担任制導入に対する本町の考えや今後の展望は。 

  ３）中間報告の新しい時代の学びを実現する学校施設の姿（ビジョン）で求められている

様々な空間づくりの推進において、町内小中学校の改築や改修が完了した本町においてどのよ

うに対応していきますか。 

  ４）ＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末が実現したことに対応する形で、新ＪＩＳ規格の

教室用机の積極的な整備も求められていますが、本町における整備状況や今後の計画は。 

  ２．乳幼児及び小中学生へのインフルエンザ予防接種及び乳幼児への流行性耳下腺炎（おた

ふくかぜ）予防接種への助成拡大を。 

  現在、本町においては乳幼児や小学生、中学１・２年生を対象としたインフルエンザ予防接

種や、乳幼児に接種が推奨されている流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の予防接種に対する助

成制度はありません。 

  インフルエンザ予防接種の場合、１回当たり接種料金は4,000円から5,000円で、13歳未満の

子どもについては２回の接種が必要であり、特に第２子、第３子と子どもがいる家庭ほど負担

が大きくなります。昨年は流行を見なかったインフルエンザですが、毎年大流行により学級閉

鎖や学校閉鎖が余儀なくされることも散見され、子どもたちの生活や学びだけでなく、家庭に

も大きな影響をもたらしています。 

  また、おたふくかぜの予防接種については、１回当たりの接種料金は5,000円から8,000円で、
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１歳と小学校入学前の２回の接種が推奨されています。おたふくかぜは難聴や不妊の後遺症の

可能性も指摘されており、わが国においては定期予防接種とされていませんが、ＷＨＯでは定

期的に接種すべきワクチンに位置付けています。 

  それぞれの予防接種については任意ですが、県内でも多くの市町村で費用の助成制度を設け

ています。本町としても、安心して出産、育児、子育てができる環境づくりをさらに推し進め

るため、また、子どもたちが安心して生活できる環境づくりの一助としても、現在の中学校３

年生に加え、生後６か月から中学２年生までを対象としたインフルエンザ予防接種及び乳幼児

へのおたふくかぜ予防接種への助成制度を設けるべきであると考えますが、町としての考えを

伺います。 

○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） 石森靖明議員の大綱１問目にお答えします。４点ございました。 

  １点目、ＩＣＴを活用した学びとデジタル教科書の普及についてです。 

  町では、年２回、独自の学力調査を実施しており、その結果を累積して見ることができます

ので、先生方は児童生徒の個別の学習支援に活用することが可能となっております。 

  また、児童生徒１人１台端末を整備したことにより、デジタル教材などを活用した授業を進

めていただいており、文部科学省で開発をしている、公的機関などが作成した問題を学校や家

庭においてオンライン上で学習できる学びの保障オンライン学習システムについても、利用希

望の申請を町教育委員会として行っているところです。 

  デジタル教科書、教材については、昨年度、２つの小学校から指導者用デジタル教科書の購

入希望があり、本年度は国語、社会、算数、理科の授業で活用し、有効であるとの声が届いて

おります。次年度は、他の７校についても活用したいとの要望がありますので、導入する予定

でおります。学習者用デジタル教科書については、文部科学省が次の小学校の教科書改訂時期

である令和６年度を見据え有識者会議において検討するとしておりますので、その動向を注視

してまいります。 

  ２点目、小中一貫教育と教科担任制についてです。 

  町では、各中学校区において、中１ギャップ解消に向けた小中連携の取組を実施することや、

学習規律や生活規律を統一したり、授業での交流を活発化するなど、９年間を見通した指導を

行うことが必要であると考え、平成27年度から英語学習を柱に小中連携英語教育「ＳＡＫＵＲ

Ａ ＰＲＯＪＥＣＴ」推進に取り組み、柴田町のよさを国内外に英語で情報発信できる人材育

成を目指しております。桜まつりの時期には、小中学生が柴田の桜を見に訪れる外国人を英語
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でおもてなしする活動に挑戦してくれています。また、今年10月には槻木小学校を会場に小中

連携英語教育の公開研究会を開催し、講師でお招きした文部科学省の視学官から、小中連携の

指導計画を作成して取り組んでいることなどを評価していただきました。柴田町では、小中一

貫教育ではなく、小中連携教育を継続して進めてまいりたいと考えております。 

  次に、教科担任制による専科指導の充実については、小学校高学年の時期に教科などの学習

内容の理解をより深め、子どもたちの個性に応じた得意分野を伸ばしていくためにも重要であ

ると考えております。今年度は、県教育委員会に５校が加配申請を行い、英語で延べ５名、理

科３名、算数１名の専科教員を配置していただいております。今後も教科担任制の積極的な活

用を図っていきたいと考えております。 

  ３点目、学校施設の様々な空間づくりについてです。 

  近年、柴田町の小中学校施設環境整備として、老朽化に伴う校舎及び体育館の大規模改造工

事、各教室などへのエアコン設置工事、衛生環境整備として洋式トイレの整備工事、ＧＩＧＡ

スクール構想の実現に向けたインターネット環境整備や児童生徒１人１台のコンピューターの

導入など、児童生徒の学習環境整備を重点的に行ってまいりました。 

  文部科学省は、今年の８月に中間報告として、学校施設全体を学びの場として捉えることや、

ＩＣＴの活用などによる学びのスタイルが多様に変容していく可能性など、「新しい時代の学

びを実現する学校施設の在り方」について公表しました。 

  町では、例えば、船岡小学校や西住小学校のＰＴＡルームを学年行事やグループ活動などに

も活用できるように、畳の部屋を床シートの部屋に変更し学びの場としても活用できるように

するなど、内面的な区画整備を図ってまいりました。今後は、大規模改造工事が完了しており

ますので、ソフト面に重点を置き、学校と連携を密にしながら横断的な学び、多目的な活動に

柔軟に対応できるように工夫し、学校施設全体が学びの場、教育の場、表現する場、心を育む

場になるように努めてまいります。 

  ４点目、新ＪＩＳ規格の机の整備についてです。 

  令和３年度から、１人１台のコンピューターが整備され、教科書、ノートなどのほか、コン

ピューターを机に置いて学習しているのが現状です。新ＪＩＳ規格の机は、旧ＪＩＳ規格の机

より幅５センチ、奥行き５センチ広いことから、古くなった机を廃棄し新しい机を購入する場

合は、新ＪＩＳ規格の机を導入しております。新ＪＩＳ規格の机は、コンピューターと教科書、

ノートなどを同時に使用できる一方、教室内の通路幅が狭くなり机間指導がしにくいなどの課

題がありますが、学校と相談しながら、令和４年度、５年度の２か年でそろえてまいりたいと
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考えております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大綱２問目、インフルエンザ関係でございます。 

  現在のインフルエンザワクチン接種に対する公費助成は、予防接種法に基づく定期接種対象

者の高齢者と、任意接種にはなりますが、高校受験に向けて十分に実力を発揮して臨むことが

できるように中学３年生を対象としております。 

  小児につきましては、国においても定期接種化に向けて検討されましたが、有効性には限界

があると示唆され、個人の判断で任意に接種を行うべきものと結論が出されております。 

  公費助成については、生後６か月児から中学２年生まで無償とした場合、80％の接種率で約

3,300万円、1,500円の自己負担をお願いする場合でも2,400万円の一般財源が必要となります。

また、公費助成による経常経費の増加といった課題以外に、医療機関の先生方ともその受入れ

体制などについて十分に話し合う必要がありますので、今後の検討課題とさせていただきたい

と思います。 

  次に、流行性耳下腺炎の予防接種につきましては、平成元年にＭＭＲワクチンが導入されま

したが、比較的高い頻度で無菌性髄膜炎が発生したことから、平成５年以降、ＭＭＲワクチン

の使用を見合わせることになり、現在は単体の流行性耳下腺炎ワクチンが任意で接種する場合

に使用されています。 

  現段階では公費助成の対象とはしておりませんが、国でもより高い安全性が期待できるワク

チンの承認を前提に定期接種化に向けて検討されていますので、国や他自治体の取組について

情報収集をしてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） まず、１問目について質問をさせていただきたいと思います。 

  現在、ＩＣＴを活用して教員用のデジタル教科書あるいは教材等活用されているということ

なんですが、全ての科目ということではなくて、国語、社会、算数、理科ということでよろし

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、確認ですけれども、指導者用の。（「はい」の声

あり） 
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  指導者用のデジタル教科書につきましては、教育長答弁のとおり、そこの科目だけでありま

す。来年度に向けて、小学校、中学校ともに全ての科目という、デジタル教科書に対応してい

る教科書で学校と相談しながら、導入を進めていきたいと思っていました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 学習者用、児童生徒用の教科書については、令和６年度の教科書改訂に

向けて導入を検討していくということなんですけれども、現在、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ、１人

１台貸与されているわけですけれども、導入、例えば令和６年度であれば、あと二、三年後と

いうことで準備を着々と進めて、動向注視しながら準備を進めていかなければいけないという

状況だと思うんですけれども。実際、何教科分の教科書が全てデジタル教科書として採用され

るかということも今後検討の一つだと思うんですけれども、現在貸与されているＣｈｒｏｍｅ

ｂｏｏｋというのは、そのデジタル教科書を使う上でスペック等耐え得るものなのでしょうか。 

○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） 教育委員会で想定しているのは、いわゆるクラウド版ですかね。

クラウド版を想定していまして、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ１台１台にということではないことを

想定しております。ただ、近隣の市町村で今年度モデル的に学習者用のデジタル教科書を入れ

ている市町村のお話を聞きますと、やはりちょっと通信速度が遅くなる場合があるというよう

なことも聞いております。ただ、それに関しましては、文部科学省の令和３年度の予算要求の

関係で、教科書発行業者とか配信事業者に対して、そのデジタル教科書の負荷とか軽くなるよ

うなことを実証、検証しなさいというような予算がついているようですので、それも踏まえて

検討していきたいと思います。 

  また、令和４年度の予算について、文部科学省のほうでは、各小中学校、全て１教科ずつ学

習者用のデジタル教科書を配置するような予算も何か組まれているようですので、そちらのほ

うも実証しながら検討していきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 石森議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 今課長おっしゃったように、確かに令和４年度の概算要求として、学習

者用のデジタル教科書の予算ということで57億円概算要求していて、小中学校を対象としてま

ずは１教科ということなんですけれども。町としては、もしそういった声がけ等があれば、概

算要求なのでどういったことになるか分からないですけれども、今後あれば、まずはテスト的

に入れていくというお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 
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○教育総務課長（佐藤正人君） 文部科学省の概算要求に載っているように全ての小中学校１教

科ずつということなので、内容を確認しながら、実証という形で導入は手を挙げていきたいと

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。 

○１番（石森靖明君） 令和６年度で一気にデジタル教科書に移行となると、生徒たちもきっと

戸惑う部分があったり、さっき課長指摘されたように学校施設内の環境の問題、通信環境の負

荷の問題等もあると思いますので、ぜひ積極的に手を挙げていただいて、せっかく様々な設備

があるわけですので、有効的に活用していただければなと思います。 

  次に、９年間を見通した義務教育の在り方についてということなんですが、教科担任制も含

めて、ただいま教育長から小中連携での教育を進めていきたいということでありました。１問

目の話にも関連してくるんですけれども、町独自の学力調査等々については先生方と学校間

等々で共有されているということなんですが、特にその今のＳＴＥＡＭ教育というところで、

特に理科、算数ですね。理科、算数、ほかにも外国語、英語とかとあるんですけれども、特に

理科、算数の結果などで、ほかの町あるいは県と比べてどのような位置にいるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） まず、理科、算数ということでしたが、ここ２年間はやっぱり読み書

きというところを重視して、ノートをしっかり取ること、これに重点を置いて子どもたちに指

導してもらっておりました。その成果については、学力調査の書くことの国語の部分で、８学

年対象に実施しましたが、４学年が全国平均と同じくらい、４学年は全国の平均を上回ってい

るという状況にございます。算数と理科については下回る学年というのもございましたけれど

も、国語での頑張りというのを子どもたちに伝えながら、向上に向けて努力していければと思

っております。 

  同時に、理科、算数ですので専科、これを活用して、やはり専門的に理科あるいは算数を教

えてくれる、そういった教員を加配して配置してもらえるように、現場と考えを一つにして向

かっ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。 

○１番（石森靖明君） 教科担任制については、県のほうからの理解もあって加配がされている

ということだったんですけれども、一応その答申によれば、令和４年度以降、具体的に小中の

一貫教育について動き出すような文言、そういった論調で書かれているわけなんですけれども、

さらに、令和４年度の文部科学省の概算要求によれば、その小中一貫というか、小中学校、高
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学年における教科担任制の推進として増員する予算も要求されているわけです。それで、さら

に言うと、例えば想定されているのは中学校の先生が小学校に行って教えるということで、あ

る調査によれば93％の子どもたちがすごく分かりやすかったと。さらに、中学校に進んでから、

顔なじみの先生がいて教えていただくことによって一連の流れができているんだというような

こともあったんですが、本町ではそういった、テスト的に全ての時間ではなかったとしても、

中学校の先生がリモートでもいいと思うんですけれども、小学生にある１単元を教えたりとか、

そういった試みを考えたりはしていないものなのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） ただいまの件でございますけれども、まずは小中一貫の件ですが、小

中一貫校というといろんな形はございますけれども、一つの場所に小学校と中学校が一緒に建

つという条件が大事になってきますので、なかなか実現は難しいだろうと見ております。 

  また、教科担任制については、中学校の先生方のやはり忙しさというのがあって、なかなか

発想ではできそうですけれども、実際やろうとすると難しい。でも、先ほど紹介した10月の槻

木小学校での英語の連携教育の公開では、先生ではないのですが、中学生が英語で話す場面と

いうのを小学生に見せまして、小学生への勇気づけ。中学生にとっては、ある意味で自己有用

感ということでは、小学生のために頑張れたというような思いを持っていただくということが

できている。現段階ではそういう状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ありがとうございます。 

  現在、教科担任制ということで、しっかり実力テスト、学力調査等々で成果も出されている

ということでしたので、今後の動向も注視しながら、しっかりとこういった答申の内容を踏ま

えた教育が本町でもなされるようによろしくお願いしたいと思います。 

  次の３点目に入りたいと思います。学校の学びの空間ということで、ただいまのご答弁によ

れば、船岡小学校、西住小学校のＰＴＡルームを活用して、これまでにないようなグループ活

動等々が行われているということだったんですが、これ、中学校ではこういったスペースはあ

るんでしょうか。 

○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） 例えば、槻木中学校などは多目的ホール、各学年の廊下にオー

プンスペースで設置をされております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 
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○１番（石森靖明君） 恐らくその多目的スペース等々、小学校も含めて特別教室とかも恐らく

使えるようになっているんだろうなとは思うんですけれども。そういったところというのは、

児童生徒というのは、ふだん例えば休み時間とか、放課後とか、朝の始業前とか自由に使って、

いろんな情報を収集したりとか、朝自習したりとかというようなことは活用できるようにはな

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。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 特別教室ですが、安全管理上、ほとんどの学校では施錠してお

ります。自由に児童生徒が入るようなことにはなってはおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 安全管理上、いろんな問題も恐らくあるのかなとは確かに思うんですけ

れども、この中間報告ですと、いろんな場所に児童生徒が行って学び合う、教え合う姿という

のを求めているところでもありますので、ぜひそういった、様々クリアしていかなければ問題

もあると思うんですが、ぜひ自由に学び合える空間として使っていただければなと思っている

ところです。 

  ４点目の机の導入についてお伺いをしたいと思います。令和４年度、令和５年度の２か年で

そろえていきたいということでございました。来年、再来年ということなんですが、現在のと

ころ学校からそういった古いとか狭いとか、学習する上で生徒が狭いので変えてくださいとい

うような要望というのは、どの程度あるんでしょうか。 

○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） 今年度、学校のほうから古くなった机の更新の要望は、全部で

167台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。 

○１番（石森靖明君） 実際に私も議会広報の取材である中学校に行ったところ、どういったこ

とに町に対して要望とかありますかという話をしたら、机と。教科書を同時に広げた場合にや

っぱり狭いんですという話を実際に中学生から聞いたことがあります。やはり先生方もある程

度、遠慮しながら要望する部分がもしかするとあるかもしれないんですけれども、実際その現

場の声として、生徒さんの声としてそういった声もありましたので、２か年度計画ということ

なんですが、ぜひ早急に進めていっていただければなと思います。 

  以上で１問目の質問は終わらせていただきたいと思います。 

  それでは、次に、２問目の再質問させていただきたいと思います。 
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  今、インフルエンザの予防接種については中学校３年生対象ということなんですけれども、

実際にインフルエンザのワクチン接種については、宮城県内35市町村のうち19市町で全額助成

を含めて今助成をされているというところで、仙南２市７町にスポットを当てると、柴田町と

大河原町だけが今実施していないという状況でした。こういった部分について、町のほうでも

情報収集されていると思うんですが、これのお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 季節性インフルエンザワクチンの接種状況ということで、県の

ほうから、今年度の調査した状況ということでいただいております。その中では、35市町村の

うち、助成を全く実施していないところが９市町ございます。助成を実施している自治体とい

うのが26市町村ございまして、中にはやはり６か月から高校生まで助成を対象にしているとこ

ろ、こちらのほうにつきましては10市町ございます。そのうち全くの無料、完全に無料化にし

ているところが２、一部負担が８。また、６か月から中３までということで５市町、この５市

町のうち無料が２、一部負担が３。それから、１歳から中３までということで１町がありまし

て、完全に無料化していると。あとは、１歳から小６までというところがお一つの町がござい

ます。中学３年生ということで助成しているところが柴田町を含めて９市町村ございまして、

そのうち完全に無料にしているのが５で、一部負担では４ということで、県内全体の数字はち

ょっと確認をさせていただいておりましたけれども、ちょっと２市７町の分では集計はしてお

りませんでした。県内の情報ということで提供させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 今のところ柴田町では助成されていないということで、答弁の中に、今

後、検討課題としていきたいということであったんですが、これまでにこのワクチン接種、助

成について検討されたことというのはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） これまでもやはり議員さんとかからそういったご提言というこ

とでいただいておりまして、その際にいろいろと検討はさせていただいております。その中で、

先ほど町長の答弁にもございましたけれども、費用の関係ということもございますし、それか

らワクチンの供給体制、こちらのほうも、実は今年度もそうなんですけれども、ちょっと供給

が少なくて全部には行き届いていないという状況もございます。そういったことで、国のほう

では、通常であれば11月までの供給体制を今回は２週間程度延ばして、12月の半ばまでという

ことで急に先週ぐらいに情報が来まして、昨日、医師団の役員会がございまして、そちらのほ
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うで１か月延ばした形でそういった対応ができますかということを確認をさせていただいた状

況にございます。それから、やはり何といいましても先生方の受入れ体制というのもございま

すので、そういったことも含めて考えていかなければならないということになります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 答弁書の中では無償とした場合とか、多くの市町村、県内の市町村のを

見ると自己負担額が1,000円とか1,500円とかというところで、統一といったらおかしいですけ

れども、足並みをそろえている部分があるのは確かであって、恐らくその例に倣っての答弁な

のかなとは思うところなんですけれども。実際に例えばこういった額を助成した場合、町とし

ても確かに財政的な負担というのは大きくなってくるということは私も重々承知しているとこ

ろなんですが、例えば助成額を逆に1,000円とか1,500円にすることによって、幾らかでも町が

しっかりと子どもたちの安心安全な生活に対して理解を示しているというようなことにもつな

がってくるんじゃないかなと考えるところなんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 今のところ、柴田町は、中学校３年生については無料で受けて

いただいているという状況でございます。先ほどお話しさせていただきましたけれども、県内

の状況を見ますと、やはり自己負担をいただいて、助成額上限で幾らということで設定をして

いるところもございます。そういったことでは、どの年代でということもございますし、あと、

国の予防接種の関係で、実は６歳以下についてはどこまでの効果なのか検討もなされていると

いうこともございます。そういったことから、小学生がいいのか中学生がいいのか、その辺も

含めてやはり検討、町内の医療機関の先生方と相談をしながら。その後は金額的なものも、上

限をつけたらいいのか、どうしたらいいのかを検討していくということで、最終的にはもうち

ょっと時間をいただければと考えているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ぜひ、先ほど私も質問の中で述べさせていただいたように、今はコロナ

の影響もあってなのか落ち着いているような状況で、今年どうなるかという報道なんかもなさ

れていますけれども、一旦流行が始まると止められないというところで、経済的な負担もあっ

て受けられない子どもさんがいれば、やっぱりその方がかかったりとかすることで様々な部分

に影響が出てくるというところはあると思いますので、ぜひ前向きにご検討をいただければな

と思います。 
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  ２点目のおたふく風邪の予防接種について再質問させていただきたいと思います。このおた

ふく風邪については、先ほどの答弁のとおり、以前は定期接種の中に入っていたということだ

ったんですけれども、今は任意だということなんですが。宮城県の中で、これはインフルエン

ザの助成と同じように、多くの市町村で助成がされています。大体２回の接種のうち１回の接

種に対しての助成というところが多いわけなんですけれども、実際の柴田町内の子どもたち、

子どもたちというか、乳幼児の接種率というのはどのくらいなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 医療機関、今接種いただいているところが５か所ございまして、

そちらのほうに確認したんですけれども、ちょっと詳しい正確な情報はいただけておりません。

今回はおたふく風邪のワクチンも入りづらいということがありまして、そういった状況でして、

正確な数字ということでは把握できない状態です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） こちらも先ほどのインフルエンザの予防接種と同じなんですけれども、

これは対象が１歳と小学校の入学前だということ、それから小学生の２回だということと、助

成がほとんど１回だということも含めれば、財政的な負担というか、そういった部分は大きな

ウエートは占めないんじゃないかなと思うんですが、本町でなかなかその助成が進んでいない

理由というのはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） こちらのワクチンの関係ですけれども、こちらも国でその予防

接種に関する検討会ということで検討がなされております。先ほど町長の答弁にもありました

けれども、一時期ＭＭＲワクチンということで接種が進められましたけれども、その際にやは

り副作用というか、そういったものが若干ありまして、そのワクチンが取下げ。今現在、その

単体のワクチンで打たれている状況です。国でもやはりそういった害のない、そういった副作

用、副反応が少ないワクチンの開発ということで、その製薬等、企業に出されているというこ

ともありますので、そういった新しいワクチン、副作用、副反応の少ないワクチンが出てきた

段階でということがありますので、そういった状況を見ながら、町のほうでも将来的にはとい

うことで考えているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 今、副作用というお話あったんですけれども、その当時のＭＭＲワクチ

ン副作用の発症率が0.01％だったという結果を調べておりまして、一方で、そのワクチンを打
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たなかった場合の罹患率というのは10％なんだそうです。なので、その副作用と感染を抑える

という割合を見た場合に、やっぱりできるだけその経済的な負担なしに打てるというような政

策が一つあってもいいんじゃないかなと思うんですが、実際に今後、様々な国のワクチンの開

発であったりとか、そういった定期の接種化についての検討を注視していくということだった

んですが、それと併せて前向きにその助成について検討していっていただくことはできないで

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 助成している自治体ということで、近隣の中では名取市とか岩

沼市がございまして、先ほど石森議員おっしゃったとおり、１回目について助成している部分

がございます。そういった状況もございますし、やはり国の情報、状況を入れながら、できれ

ばそういったことで情報を集めた中で検討していきたいなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 石森議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） インフルエンザの予防接種にしても、今取り上げたおたふく風邪の予防

接種にしても、やはり最終的に子どもたちの安心安全だったりとか、罹患した場合の家庭の負

担であったりとか、そういうところの軽減、あるいは、町として子育て支援をしっかりしてい

るというようなアピールの一つにもなると思いますので、ぜひいずれの予防接種についても前

向きにご検討いただくことを最後にもう一度要望いたしまして、私の質問とさせていただきま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁要りませんね。 

○１番（石森靖明君） はい、要りません。 

○議長（髙橋たい子君） これにて１番石森靖明君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。 

  10時30分再開といたします。 

     午前１０時１６分  休 憩 

                                            

     午前１０時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開をいたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ７番安藤義憲君、自席で質問してください。 

○７番（安藤義憲君） ７番安藤でございます。大綱２問質問いたします。 



７０ 

  １．タブレットを用いた「いじめ」について問う。 

  令和２年11月に東京都町田市の小学６年生女児が「いじめ」により自殺したとの報道があり

ました。ＧＩＧＡスクール構想に基づき配備されたタブレットを使った「いじめ」がもとで自

殺につながったのではないかとの報道内容でした。町内小中学校にもタブレットが配備されて

いますが、利用する上で危惧される点を伺います。 

  １）ＩＤ、パスワードの管理状況はどうなっているのか。 

  ２）ほかのタブレットにログインして入り込むことはなかったのか。 

  ３）ブルーライト対策はしているのか。 

  ４）ネットリテラシー教育はしているのか。 

  ２．ゲーム障害対策は。 

  柴田町教育委員会が調査した令和２年度の資料の中に、平日どのくらいテレビゲームをしま

すかの問いに、１時間以上では小学５年生が67.2％、中学１年生が67.9％、３時間以上では小

学５年生が18.0％、中学１年生が18.6％であり、生活習慣の改善が急務と記されています。 

  大人でも暇を見つけてはスマートフォンなどをいじっている姿をよく見かけますが、ゲーム

依存症、スマホ依存症となってしまう危険性があります。 

  そこで伺います。 

  １）ゲーム依存症、スマホ依存症と見られる児童生徒は。 

  ２）児童生徒に対しての指導は。 

  ３）町民に対しての啓蒙活動は。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目と２問目の２点目まで教育長。２問目の３点

目、町長。最初に、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 安藤義憲議員の大綱１問目にお答えします。４点ございました。 

  １点目、ＩＤ、パスワードの管理についてです。 

  町が導入しているパソコン端末のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋへのログインの際、小学生について

は、タイピングが難しいことも踏まえ、カメラ機能を利用して１人ずつ異なるＱＲコードを読

み込ませる方法でログインしております。ＱＲコードは、担任が責任を持って管理しています。 

  中学生については、セキュリティーを高めるため、初期パスワードを教育委員会で指定して

いますが、個人ごとに変更できるように設定し、それぞれで管理することとしております。 

  ２点目、他のタブレットへの入り込みについてです。 
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  町が導入しているＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋについては、グーグルのサービスを利用しておりま

す。全てがクラウド上で管理され、グーグルの高いセキュリティーにより守られておりますの

で、ほかの人が入り込むことは非常に困難であると認識しております。 

  また、ＩＤの設定は教育委員会で管理し、パスワードについては、１点目で説明いたしまし

たとおり個人ごとに管理をしているため、他人のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋに入り込んだ事例はご

ざいません。 

  ３点目、ブルーライト対策についてです。 

  児童生徒１人に１台を整備したＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ用に、反射低減及びブルーライトカッ

ト効果のある全面吸着式の保護フィルムを全台数分購入し、対策を講じております。また、Ｃ

ｈｒｏｍｅｂｏｏｋを使用する際には、30分に１回は20秒以上、画面から目を離して遠くを見

るなどして目を休めることとし、画面を見続ける時間が長くならないように各学校に周知し配

慮していただいております。 

  ４点目、ネットリテラシー教育についてです。 

  小学校では、道徳の授業や長期休業前などに、インターネットの利便性だけではなく、怖さ

や危険性があることも伝えながら、それぞれに正しい判断力が身につくよう指導を行っており

ます。 

  中学校では、技術科の「情報の技術」の単元において、ネットワーク構成、情報を伝える仕

組み、情報セキュリティーに関することなど、１人１台端末に関する正しい利用方法を指導し

ております。 

  また、以前から、児童生徒や保護者を対象に、専門業者や大河原警察署生活安全課の協力を

得てインターネットの脅威について学習しており、今後も継続していくよう各学校にお願いし

ております。今年度は、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを夏季休業期間中に家庭へ持ち帰る際に、利用

上の注意点などをまとめた自作の資料を作成、配付し、保護者の協力を得ながら活用を進めて

おります。 

  また、セキュリティー確保についても、児童生徒が悪質な有害サイトなどにアクセスできな

いようにフィルタリング機能を活用して対策を講じております。 

  次に、大綱２問目の２点についてお答えします。 

  １点目、ゲーム依存症、スマホ依存症についてです。 

  ゲーム依存症は、人間関係や健康面に問題が生じても制御が利かず、ゲームに没頭し続け、

日常生活に支障を来す状態をいいます。2018年にＷＨＯがゲーム依存症を病気として認定し、
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精神疾患として位置づけています。また、スマホ依存症は、スマートフォンが使えないために

ストレスを感じている状態を指し、スマートフォンが近くにないと不安であったり、操作でき

ないといらいらしたりする場合に依存症の可能性があるとされています。 

  現在のところ、ゲーム依存症、スマホ依存症の実態は捉えることが難しいのが現状でありま

すが、医療機関などの受診が必要となった児童生徒はおりません。 

  ２点目、児童生徒への指導についてです。 

  ゲームやスマートフォンの使い方の指導については、時間を決めて行うこと、睡眠時間を確

保すること、規則正しい生活を送ることなどの生活面の指導と併せて行っております。また、

町の全ての小中学校では、ご家庭の協力を得ながらネット依存を防止する取組として我が家の

ルールづくり運動を行い、家族の協力を得ながらテレビやスマートフォンの活用について自分

のルールづくりをして、テレビの見過ぎやスマートフォンの使い過ぎを防ぐ策を講じておりま

す。また、学校保健だよりでも、ゲーム障害やスマホ依存に伴う健康への影響について情報提

供し、注意喚起を図っています。 

  我が家のルールづくり運動については、三者面談等においても取組状況を話題にしてもらい、

ゲームやスマートフォンの使い方の程度が高いと認められる場合には、ご家庭の協力を得て、

ルールの見直しを図ること、家庭での話合いを設けることなど、児童生徒が改善に向けて歩ん

でいくことができるよう指導、助言を行ってまいります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目の３点目、町長。 

○町長（滝口 茂君） ３点目、町民に対する啓蒙活動です。 

  ゲーム障害に特化したものや全町民に向けてということではありませんが、子育て中の保護

者への啓発が大切と考え、スマートフォンやテレビ等の利用の仕方について、新生児訪問や乳

幼児健診でパンフレットを配付し、注意喚起しています。 

  また、毎月23日を「ノーテレビ・ノーゲームデー」とし、読書や読み聞かせなどにより家族

とのコミュニケーションを深める時間をつくる取組の勧めを、お知らせ版や町のホームページ

に掲載しています。 

  ゲーム障害予防には、規則正しい生活や適切な生活習慣も重要と思いますので、これからも

引き続き乳幼児健診等で生活習慣に関する啓発を継続して取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 
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○議長（髙橋たい子君） 安藤義憲君、再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 今、教育長から答弁ありましたけれども、タブレットにログインしてい

る、入り込むことはなかったというお話をいただきました。実際に、これはＣｈｒｏｍｅｂｏ

ｏｋのほうに入り込むことはなかったということなんでしょうか。一般のノートあたりに入り

込むことがなかったということなんでしょうか。それ、ひとつ確認させてください。 

○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） 児童生徒に配付しているＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋには、入り込ん

だことはございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それじゃあ、夏休み中に児童生徒にこのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを持たせ

て帰らせたということはそれは聞いているんですけれども、船迫小学校のその夏休み期間中に、

暇というメッセージがほかの子どものＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ、タブレットに流されたという事

実は把握していないんですか。 

○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） その事実は把握はしておりません。それ以降だと思うんですが、

多分子ども同士のチャット機能か何かを活用されたのかなと思うんですが、今現在はその子ど

も同士で通信するチャット機能というのは止めております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それで、止めているということでしたけれども、学校で「児童が持ち帰

っているＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋについて、Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ内において、明らかに学習と関

係のない個人的なやり取りをしている児童がいます。様々なトラブルの要因となる可能性があ

りますので、このような投稿をさせないようにご配慮願います」という文書、Ｃｈｒｏｍｅｂ

ｏｏｋの中において出されました。それは確認しているんですね。そして、それを受けて止め

ているということなんですね。どうなんでしょうか。 

○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） グーグルのＣｌａｓｓｒｏｏｍの中に投稿されているものとい

うのは、今現在、誰がというのは分かるようになっているんですね。今、学校に関係ない投稿

がされているというような報告というのは、ちょっと把握はしておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） そして、学校としても様々なトラブルの要因となる可能性があるという
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ことを認識しているからこそ、そういうチャット機能を止めたり、あるいはそういうメッセー

ジを流したりというふうになっていると思うんですけれども、この様々なトラブルの要因とな

る可能性がありますというところ、文言なんですけれども、学校サイドとしては、その様々な

要因となる可能性がという言葉の様々な要因とは、何を想定されているんでしょうかね。 

○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） 様々な要因というのは、実際にＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを活用し

ている中でどうしてもユーチューブの動画とかを学校でも使っていますので、そちらを見ざる

を得ないところはありますが、先ほど答弁で申したようにフィルタリングを結構強めにかけて

おります。そういうところが学校のほうでちょっと心配なところなのかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） ちょっと違うような気がするんですけれども、この学校のほうでは。い

わゆる外部のユーチューブであれグーグルであれ、そういうものに対してのこと、意味合いで

おっしゃったように受け止めたんですけれども。冒頭、大綱１問で質問させていただいたよう

に、町田市の小学校の件を踏まえて考えると、そういうことを想定した上においてこういう注

意事項になったんじゃないかなと私は思うんですけれども、それと、今の課長の話だと全然ち

ょっと視点が違うような気がしますが、いかがでしょうか、その辺のところ。 

○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） 町田市の事件に関しましては、報道でしか私も分からないんで

すけれども、ＩＤ、そして一番問題なのはパスワードがみんな一緒だったと、あとはチャット

機能とかが使えるようになっていたということで、一部の報道では、なりすましで、いわゆる

掲示板のようなところにいじめの書き込みがあったりとか、そういうことがあったという報道

がありました。柴田町でもこの辺は十分に注意して、Ｃｌａｓｓｒｏｏｍの中の掲示板とかそ

ういうのは、今では、誰がこう投稿したとか、そういうのは当然学校の中で分かるようになっ

ているんですね。そういうこともありまして、いろいろ制限をかけているところではあるんで

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） ログインすることができないように調整されていたということで、今は

そういうふうなことはないと。この船迫小学校では、こういう事実がありました。ほかの小学

校、中学校では、先ほどの答弁ではなかったということですけれども、実際的にあったという

ふうに受け止めてもしようがないのかなと思うんですよ。船迫だけの事案ではないような気が
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します。一度、小学校、中学校のほうのそのようなところがあったのかなかったのか確認した

いなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 安藤議員、ほかの船迫小学校以外の学校でそういう事例があったかな

かったということの再質問ですか。 

○７番（安藤義憲君） はい、そういうことです。 

○議長（髙橋たい子君） 教育総務課長、どうぞ。 

○教育総務課長（佐藤正人君） Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの入り込み等については、ほかの、ほか

のというか、小中学校からこちらのほうにそういう報告は上がっておりません。 

  また、あと、小学校のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋに関しては、パスワードを入れる画面というの

が出てこないようになっています。開いてすぐに一人一人に合わせたＱＲコード、それを画面

で写してということになりますので、そのＱＲコードを写した紙というんですかね、そちらは

担任の先生がちゃんと管理しているということになっているのが今の現状でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 疑ったら切りがないと思うんですけれども、実際的に船迫小学校でそう

いう事案があったということは、ほかの小中学校でも事実あったんではないかと疑ってしまう

ところもあります。なお調べて確認されていって、いい方向に利用法を進めていってもらいた

いなと思います。 

  それから、町田市の事件は、昨年の11月に起きた事案でございました。けれども、このタブ

レットを使っているようないじめ、そのいじめに関してはなかったということでありますけれ

ども、そのこと自体の調査とかというのはしているんでしょうか。タブレットを使ったいじめ

とか、そういうふうなところの事案があったかないか。それをお願いいたします。 

○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） いじめにつきましては、毎月、学校のほうから上がってきます

ので、その時点ではタブレットということは上がってきておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） そういう事案がなかったと。 

  今後、このいじめの調査の中にタブレットあるいはスマートフォン、スマートフォンという

のは小学生、中学生にちょっとまだ早いかなと思うんですけれども、それを使ったいじめとか

という調査は、今後考えられましょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 
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○教育総務課長（佐藤正人君） 毎月、学校から上がってくるいじめの報告の中には、その何が

原因かというのが上がってくるようになっていますので、その中で、該当するようなことがあ

れば報告をもらうようになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それで、ブルーライトなんですけれども、長時間そういうふうなタブレ

ットとかスマートフォンとか見ることによって視力障害、あとそれから、家庭の中においての

音量の問題なんだろうと思いますが、イヤホンであれヘッドホンであれ、そういうふうなもの

を利用しての視力障害とか聴力障害、こういうのもタブレットを利用する上において危惧、心

配しているところでございますが、このブルーライトというのは、もともと波長の短い光で、

目の奥まで届く非常にエネルギーの強い光であると定義されております。このＣｈｒｏｍｅｂ

ｏｏｋ、子どもたち利用しているんですけれども、その視力障害等の危惧というか、現象が起

きているということはないんでしょうか。なかったんでしょうか。 

○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） Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの持ち帰りにつきましては夏休みに持ち

帰り、学校では毎日のように使っている状態なんですが、そのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋによるブ

ルーライトの影響とかというような声はまだいただいてはおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） ネットリテラシー教育でございますが、パソコンとかそういうのを使っ

ている上においての事案なんですけれども、ネット情報とか、情報を正しく理解するために運

用能力を進めていかなければならないとしてあるんですけれども、そのリテラシー教育を学校

でも現場として、子どもたち、児童生徒にそれを進められているのか、あるいはまだ早いから

必要ないと思われるのか。その辺のところ、教育委員会としてどういうふうに把握、考えられ

ているかお願いします。 

○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） ４点目で教育長の答弁の中でもございましたように、中学校で

は、技術科の授業の中でネットワーク構成、情報を伝える仕組み、セキュリティーに関するこ

となど、いろいろな正しい利用方法を指導しております。 

  小学校では、道徳の授業とかを使いまして、インターネットの利便性だけではなく脅威や危

険性があることを伝えながら、それぞれに正しい判断が身につくようにというような指導を行

っておるところでございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 新聞記事の中に、全国74自治体、県といわゆる政令指定都市なんであり

ますが、デジタル端末の使い方の調査をした結果、74の自治体のうち14自治体がいじめ、誹謗

中傷などのトラブルがあったと確認されているということも記事にありました。このいじめ、

誹謗中傷というものを放置すると、いわゆる深刻ないじめにつながってしまうというところが

懸念されたところでございました。早期にトラブルを把握し再発を防ぐ対策を講じるべきだと

記してあったんですけれども、このことに関して教育委員会としては、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

を有効活用するためにも、ほかの児童生徒のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋに入り込むこともなかった、

あるいは止めてあるということですけれども、なおそこを子どもたちのいじめ、誹謗中傷、そ

ういうところに発展しないような指導、教育というものをお願いしたいと思います。いかがで

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） いじめについては、いじめという訴えがあったならば、組織として早

期に対応するということを大事にしております。 

  先ほどの船迫小学校の件も、こちらで情報としては持っていなかったわけですけれども、早

い段階でそういった情報をいただければありがたかったなと思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 教育総務課長、よろしいですか。教育長の答弁でよろしいですか。 

○教育総務課長（佐藤正人君） はい。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） それでは、大綱２問目のほうなんですけれども、調査では１日３時間以

上ゲームをしている児童生徒が18％以上いるとなっています。３時間以上ということは、単純

なんですけれども、３時、４時に下校してから、うちに帰ってから就寝するまでの間。４時か

ら８時、９時までの間の５時間余りの間のほとんどをゲームに費やしている子どもたちが18％

いると受け止められるんですけれども、そういう子どもたちに対しての指導というものをどう

いうふうにされているのか。それを伺います。 

○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） 先ほど教育長答弁の中でありましたけれども、我が家のルール

づくり運動ということで年度初めに、ゲームやスマートフォン使用に関しての約束事ですね、

時間や時間帯とか、そういうのを家族で話し合う、それを学校と家庭でルールづくりを促して
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いるところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） この長時間ゲームをすることによって、依存症というものにつながって

いくんだろうというふうに受けますが、ゲーム依存症になると、どうしても睡眠不足になり倦

怠感を感じたり、精神的には暴力的になったりふさぎ込んで心のバランスが崩れてしまう。学

校現場にしてみれば、授業に集中できない、そして不登校となる子どもが出てくると。学校生

活に大きな影響を及ぼすものでございます。生活習慣の改善が急務と記されておりましたが、

今の答弁の中に含まれているのかなと思いますけれども、どういう対応をするのか。町民に対

してどういう啓蒙活動をしていくのか。長時間テレビゲームなどをしている児童生徒のうち、

不登校あるいは不登校傾向になるような児童生徒はいないんでしょうか。その２点お願いしま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。さきの質問に対しては教育総務課長。２点目につい

ては、町民に対しては健康推進課長。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） ゲーム依存症等による不登校とかということなんですけれども、

実際、不登校の子どもたちの要因というのが、これだけとかということではなくて、複合型と

いうのが今非常に多いので、これによることだけというような限定的なものはなかなかつかみ

づらいかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） まず、町民に対する周知をどのようにしているのかということ

でございますけれども、健康推進課が直接町民の方と接する機会としまして、最初に赤ちゃん

訪問というのがございます。そういったときに、やはり今の親の方々、スマートフォンを見せ

て子どもを子守をさせるような状況もございますので、そういったところの注意喚起。できれ

ばスマートフォンではなくて、親と子が直接コミュニケーションを取っていただくようなこと

をお話をさせていただくということです。 

  あともう一点。１歳６か月健診、そちらのときにも「すくすく１歳６か月」というパンフレ

ットがございますので、スマートフォンとかそういったものに頼らずに、親が直接子どもに接

してくださいというお話をさせていただいております。そういった状況です。 

  あとは、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、毎月23日をノーゲーム・ノーテレビデ

ーということで、図書館でホームページに掲載しておりますし、それからお知らせ版にも毎月

掲示させていただいて、注意喚起をしていくということで考えております。 
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  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。 

○７番（安藤義憲君） 赤ちゃんのときから、赤ちゃんのいる家庭に対しての指導とか訪問とか

というような話でしたけれども、実際的に町内の医療機関等において、この依存症の子、診療

を受けているというような人がいるのかどうかというのは把握されておりますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 直接そういったゲームとかの依存症で診療に当たられていると

いうことは、確認はできておりません。ただ、毎月、心の健康相談ということで、精神科医の

先生にいらっしゃっていただいてその相談窓口を設けていますけれども、その際に、ここ３年

間で１件、そういったゲーム依存に関する相談というようなことで受けられたということは把

握してございました。 

  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。 

○７番（安藤義憲君） それで、学校現場の話になるんですけれども、現場としては、学年１ク

ラス35人と仮定しまして、３時間以上ゲームをしている子どもたちが18％いるということで、

35人の18％というと大体６人から７人くらいの子どもたちが、３時間以上のゲームをしている

子どもがそれぞれのクラスに６人、７人がいるというふうになる。一応計算的にはなるんです

けれども、その35人のうち６人、７人がクラスにいるということは、授業に多大な影響を及ぼ

しているんではないかなと思うんですけれども、学校の先生たちはそのことについて、どうい

うふうな話をされているのか、教育委員会としてその話を聞いて、どういうふうに対応してい

くか。その辺のところを教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 学校の先生方は、子どもたちに対して、自分の授業がどう受け止めら

れているのかというところをアンケート調査しております。子どもたちの選択肢の中に授業が

よく分かるという項目がございまして、これをプラス傾向で捉えているのが小学校だと９割以

上でよく分かるよという反応を示してくれています。中学校も８割以上の子どもたちがよく分

かるよという回答をしてくれています。そういった子どもたちの思いを受けて、やっぱり特効

薬はないのですが、一つ一つ話合いなりで積み重ねを行って、対処をしていっていただいてい

るのが現状でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○７番（安藤義憲君） 特効薬はないということでしたけれども、実際的に授業にそういうふう

な、アンケートではそういう結果ではあるけれども、それでも、事実、実際的に現実的にそう

いうふうな子ども、６人、７人の子どもがいることが授業に及ぼす影響というのは、ある程度

は出てきているんではないかなと思うんですね。先生たちの負担というのは大きいだろうと思

うんですけれども、できるならばそういう子どもたちの指導もきちんとしていってもらいたい。

そして、保護者、おうちの家庭での協力ももらっていかなければならないというの、これ当然、

教育長であれ課長さんが話していたとおりでございます。ぜひこういうスマートフォン、ゲー

ムに依存して一日に何時間も過ごすようなことのないような指導を進めていっていただきたい

と思いまして、質問を終わります。 

  ありがとうございます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて７番安藤義憲君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩をいたします。 

  11時20分再開といたします。 

     午前１１時１１分  休 憩 

                                            

     午前１１時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開をいたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  16番白内恵美子さん、自席で質問してください。 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。３問質問いたします。 

  １．持続可能な社会づくりの担い手を育む教育の推進を。 

  2015年にＳＤＧｓが国連サミットにおいて採択され、2019年には「持続可能な開発のための

教育：ＳＤＧｓに向けて」がユネスコ総会と国連総会で採択されています。持続可能な社会づ

くりの担い手を育む教育（ＥＳＤ）は、日本が提唱したものです。気候危機が叫ばれる現在、

ＥＳＤは待ったなしの状況です。 

  平成29年３月31日付けの小学校・中学校の学習指導要領前文に、「持続可能な社会の創り手

となることができるようにすることが求められる」と明記されました。学習指導要領に前文が

設けられたのは初めてのことであり、全体で最も重要な部分と言えます。この前文を教育委員

会は、どのように受け止めたのでしょうか。また、ＥＳＤについて、どのように進めていく考

えでしょうか。 
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  そこで伺います。 

  １）学習指導要領前文の「持続可能な社会の創り手」を、教育委員会はどのように受け止め

たのか。 

  ２）私は今年６月会議の一般質問において、住民が生物多様性に関心を持つよう周知・啓発

に努めることを提案した。答弁は「柴田町では、生物多様性の言葉さえ聞いたことがない住民

が圧倒的多数である」とのことだった。現在、町内小中学校ではＳＤＧｓや生物多様性につい

て、どのような教育を行っているのか。 

  ３）ＥＳＤについて、教育委員会としての考えを伺う。 

  ４）仙南の自治体の中で、ＥＳＤの推進拠点となるユネスコスクールに加盟している学校が

増えている。ＥＳＤ推進のため、町内の小中学校でも加盟を検討すべきでは。 

  ２．障害を理由とする差別の解消を。 

  宮城県は、令和３年４月１日付けで「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人

も共生する社会づくり条例」と「手話言語条例」を施行しました。条例施行から半年が過ぎま

したが、柴田町としての動きが見えてきません。町としての今後の取組について伺います。 

  １）私は2019年の３月会議において、障害者差別解消法施行後の町内の機運について一般質

問を行っている。答弁は「町では差別解消に関する対応要領を策定し、職員研修を実施してい

る。まずは、職員から差別解消の機運を高めていく」とのことだった。職員の差別解消の機運

は高まったのか。 

  ２）住民や事業者における差別解消の機運は高まったのか。 

  ３）県の条例の前文には「全ての県民が、障害や障害のある人に対する理解を深め、障害を

理由とする不当な差別的取扱いを身近な課題と捉えてこれを解消し、建設的な対話を通じて、

互いに理解し合い、歩み寄るとともに」とうたわれている。今後、全ての住民が理解を深める

ために、町としてどのように取り組んでいくのか。 

  ４）住民の理解を深めるには、身近なところで目に見える変化が必要だと考える。第一段階

として、聴覚に障害のある方とのコミュニケーション手段である筆談ボードを、公共施設の窓

口や飲食店、スーパー等に設置することを提案する。筆談ボードを設置している明石市では

「筆談入門ガイド」を作成しているので、参考にしてはどうか。 

  ３．選挙の投票率向上の取組を。 

  10月31日に執行された衆議院議員選挙・知事選挙の柴田町の投票率は、最下位の仙台市や石

巻市、大崎市、七ヶ浜町に続く低さとなりました。なぜ他の自治体より低いのか、分析は行っ
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たのでしょうか。20代、30代の方が投票に行かない理由に「投票立会人に見られるのが嫌だか

ら」との声があります。少し工夫すれば済むことではないでしょうか。投票率向上のための今

後の対策について伺います。 

  また、今回の選挙では投票所の変更がありました。新型コロナワクチン接種のため船迫生涯

学習センターが使用できないことから、船迫小学校の体育館へ変更したものです。今後は、災

害等の発生により投票所の変更があり得ることから、今回の事例をしっかり検証しておくべき

と考えます。投票所の変更は初めてのことであり、職員は何に苦労し、住民は何に戸惑ったの

でしょうか。 

  １）今回の選挙で投票率が低かった要因をどのように考えているか。 

  ２）年代別の投票率は。 

  ３）投票率が低かった年代への投票を促す対策が必要では。 

  ４）若い世代に選挙に関心を持ってもらえるように、投票立会人を18歳から25歳位の若い世

代を対象に公募してはどうか。 

  ５）投票の際、視覚に障害のある方に対し投票用紙に記入しやすいよう枠を貸し出している

が、今回の利用人数は。枠を利用できることは知られていないのでは。どのように周知に努め

ているか。 

  ６）投票所を船迫小学校体育館に変更したことにより、会場設営や投票日の対応で職員が苦

労した点は。 

  ７）投票所の変更を認識していない方も多かったようだが、住民からはどのような苦情が出

され、どのように対応したのか。 

  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、３問目、町長。最初に、

教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 白内恵美子議員の大綱１問目にお答えします。４点ございました。 

  １点目、学習指導要領前文の受け止めについてです。 

  前文には、これからの学校教育の目的及び目標が示されており、子どもたちがよりよい社会

と幸福な人生の創り手及び持続可能な社会の創り手となることができるように育むことが求め

られています。 

  学校教育において持続可能な開発のための教育を進めることは、個人の行動変容を促す観点

から、持続可能な社会の実現に貢献できるものと思っております。 
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  ２点目、ＳＤＧｓや生物多様性の学習についてです。 

  例えば、槻木小学校では、世界を変えるための17の目標のうちの目標11、住み続けられるま

ちづくりの視点から、高齢化が進む町の現状を自分のこととして捉え、自分たちに何ができる

のかということについて具体的に考える取組を行い「お年寄りを手助けしたり、積極的に挨拶

したり、できることをしたい」と感想を述べていることなどを河北新報で取り上げていただき

ました。 

  また、ソーラーシステムが導入されている槻木中学校では、エネルギーの問題について、持

続可能な社会を目指す方策について考えることを授業で取り上げています。ほかにも町内の小

中学校では、各教科や総合的な学習の時間に、持続可能な社会づくりのため自分たちに何がで

きるのか、身近なものとして関心を持たせることを授業の中に取り入れています。 

  次に、生物多様性についてですが、小学校理科の「生き物の暮らしと環境」の単元などで、

環境の変化に伴い生物多様性がこれまでにない早さで刻一刻失われつつあることや、世界各地

で自然保護活動が展開されていることなどについて学んでいます。 

  ３点目、ＥＳＤの捉えについてです。 

  ＥＳＤは、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。 

  ２点目で説明しましたとおり、町内の小中学校では、ＳＤＧｓや生物多様性の考え方を取り

入れた様々な学習に取り組んでおります。子どもたちが学習を通して、環境問題、エネルギー

問題、人権問題など現代社会の問題を自らのこととして主体的に捉え、身近なところから解決

に向けた行動や学習を進めることによって持続可能な社会をつくることを目指していくために

は、知識理解の定着にとどまらず、学びを生かし、様々な問題を自分の問題として行動し実践

する力の育成が大切であると考えております。 

  ４点目、ユネスコスクール加盟についてです。 

  ユネスコスクール加盟校では、グローバルなネットワークを活用し世界中の学校と交流する

ことができますし、年に数回、ユネスコスクールの活動報告が記載されている情報誌が送付さ

れるとともに、ユネスコが行う様々な活動に参加する機会を得ることができます。 

  現在、町内の小中学校でユネスコスクールに加盟している学校はありませんが、学校ではＳ

ＤＧｓを身近なものとして取り上げ、ＥＳＤの考えに即し持続可能な社会の担い手を育てるた

めの教育に取り組み始めておりますことから、学校の意見を聞きながら加盟について検討して

まいります。 

  以上です。 
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○議長（髙橋たい子君） ２問目、３問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 大綱２問目、障害を理由とする差別の解消をについてでございます。 

  １点目、職員から差別解消の機運を高めていくということだったがと、その後の対応です。 

  平成28年４月から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。こ

の法律では、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。このことから、

本町職員が適切に対応するため柴田町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領を策定し、障害を持っている方への適切な対応が行えるよう窓口職員を対象に職員研修

を実施してきましたので、徐々に機運は高まってきていると思われます。今後も継続して研修

を行い、障害のある方との関わり方や対応について職員の理解を深めてまいります。 

  ２点目、住民や事業者における差別解消の機運は高まったかということです。 

  これまで、合理的配慮の義務づけは国や自治体のみで、民間事業者は努力義務となっており

ました。令和３年５月に合理的配慮の提供を民間事業主に義務づける改正障害者差別解消法が

成立し、３年以内に施行されることになります。今後は義務として、事業主にも負担にならな

い範囲で合理的な配慮の提供が求められることとなります。 

  町では、町内の事業者と連携しながら、障がい者の雇用、産業の育成などを行っております

ので、徐々に機運は高まってきていると思っております。 

  さらに、一般住民の行動にもつなげていかなければなりませんが、昨年度からのコロナ禍で

自粛生活を余儀なくされたことから、実際に差別解消の機運に結びつく場面はそう多くはあり

ませんでした。改めて、障がい者団体に生活で困ったことはないか、区別や排除されたことは

ないか聞いておりますが、特にその団体からは差別を受けたことはないということでございま

した。 

  ３点目、県の条例では、障害や障害のある人に対する理解を深め、差別の解消、互いに理解

し合い歩み寄ることとされているが、今後、町の全ての町民が理解を深めるため、どのように

取り組むかということでございますが、国の計画では、障がい者が社会のあらゆる活動に参加

し、その能力を最大限発揮して自己実現ができるよう支援するとされています。柴田町におい

ても、令和２年度に第３次柴田町障害者計画を策定し、令和３年度からこの目標の実現に向け

て歩み始めているところです。「だれもが生きるよろこびを実感できる、自立と共生のまち柴

田」を基本理念に掲げ、実現に向け３つの基本方針「一人ひとりが輝き、自立した生活が送れ

る」「一人ひとりが自分の生き方を選べる」「一人ひとりが尊重しあい、支えあう」を柱に、

障がい者の施策の充実に努めてまいります。 
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  策定された計画においては、障害への理解、差別解消のための啓発を行うとされております

ので、お知らせ版を使い障害を持つ方への支援について年２回掲載しております。また、さら

に理解を深めるために、令和２年度においては、理解促進啓発事業研修会「発達障がいと共に

生きる～上手なつきあい方～」を開催しております。 

  町民一人一人が障害について理解することは、障害を理由とした不当な区別や制限といった

差別に気づき、平等に暮らせる地域社会をつくるための心遣いを身につけることにつながりま

す。 

  令和３年度は、広報しばたの特集として、障害の理解について周知しております。「誰もが

暮らしやすい社会をめざして」と題して、１回目は「広めよう心のバリアフリー」、２回目は

「合理的配慮（視覚と聴覚の障害）」についてお知らせしていくこととしております。 

  また、教育面でも総合学習で福祉教育を行い、障がい者に対する理解と手助けの仕方などを

教えております。 

  ４点目、公共施設の窓口や飲食店、スーパーなどに筆談ボードの設置を提案するということ

でございました。 

  現在、筆談ボードは、福祉課窓口、槻木事務所窓口に設置されています。他の公共施設窓口

において、筆談ボードを使う機会はなかったようでございます。 

  筆談は、聴覚に障害のある方にとって有効なコミュニケーションの手段であります。しかし、

実情を見てみますと、福祉課の窓口に来られる方はスマートフォンやタブレットを上手に利用

されている方が多く、また、筆談ボードでなくても、身近な物を利用してコミュニケーション

を図ることができております。義務化された民間事業者の合理的配慮の提供の一つとして筆談

ボード等を設置するかどうかについては、各事業者の判断によって行われるべきものだと考え

ております。 

  提案いただきました明石市の筆談入門ガイドにつきましては、分かりやすく説明されており

ますので、柴田町でも利用について考えてまいります。 

  大綱３点目、選挙の投票率向上の取組をについて、７問ございました。随時お答えをいたし

ます。 

  １点目、今回の選挙で投票率が低かった要因をどのように考えているかということでござい

ます。 

  第49回衆議院議員総選挙の宮城県の投票率は55.87％で、柴田町は55.41％となりました。前

回、第48回衆議院議員総選挙（小選挙区）の投票率は、宮城県が52.83％、柴田町が53.54％で
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すので、今回、柴田町の投票率は1.87％上昇しております。投票率の県内順位が１つ上の大和

町とは0.06％、その上の名取市とは0.56％の差ですので、柴田町の投票率が極端に低いという

ことではございません。 

  投票率が低かった要因とのことですが、柴田町だけで投票率が低い要因を分析することは困

難です。しかし、投票率が低いのは全国的なことでありますので、一般論として挙げられてい

る要因は、政治に関心がない、政策の違いが分からない、投票しても何も変わらない、投票に

行くのが面倒などが投票に行かない理由として挙げられております。 

  ２点目、年代別の投票率。 

  柴田町では、投票状況の管理を選挙人名簿で行っており、年代別の投票率を集計するには選

挙人名簿から１冊ずつ抽出する必要がありますので、柴田町全体での年代別の投票率の把握は

できません。 

  第７投票所となっている柴田町役場は電算システムを導入しておりますので、町全体の投票

動向を表すものではございませんが、この第７投票所での年代別投票率をお知らせいたします。

一番高かった年代の投票率は65歳から69歳までの75.15％、２番目が75歳から79歳までの

71.72％、３番目が55歳から59歳までの70.80％となっており、65歳以上の投票率が67.32％と

高くなっております。一方、投票率の低い年代は、20歳から24歳までの年代が27.27％、18歳

から19歳までが29.85％となっております。 

  ３点目、投票率が低かった年代への投票を促す対策が必要ではということでございます。 

  投票率の向上に向けては、町選挙管理委員会で選挙啓発のチラシを全戸配布したり、選挙当

日においては、中間速報で投票率が低い地区などに広報車による巡回広報を行い、選挙の周知

と棄権防止に努めております。しかし、根本的な投票率の向上に結びつけるためには、まずは、

政治や政治家への不信感を払拭すること、政治家が選挙の争点を明確にし、選挙の結果が自分

たちの生活に大きく影響していくという実感を持っていただくことが大事であると考えており

ます。さらに、学生特有の問題として、県外に進学した学生の多くは実家から住民票を移さな

いため、わざわざ選挙のために帰省しないといった面があります。一方、不在者投票は、手続

が煩わしいと考えているようでございます。 

  若者の投票率を高める即効薬は見つかりませんが、地道に子どもの頃から選挙や政治につい

て学んでもらい、選挙に関心を持ち、自らの１票が地域や生活を変えていくという意識を育て

ていくことが必要でございます。町で毎年実施している選挙の出前講座も、その一つだと考え

ております。 



８７ 

  ４点目、若い世代に選挙に関心を持ってもらえるように投票立会人を18歳から25歳の若い世

代を対象にしては、公募してはどうかということでございます。 

  １点目でも回答したとおり、18歳から24歳までの若い年代の投票率は低い傾向にあります。

若い世代に政治や選挙への関心を持ってもらうためには、議員のおっしゃるとおり、政治や選

挙が自分自身の生活に直接関わっていると実感してもらうこと、より身近な存在であると認識

してもらうことが一番の方法です。 

  今回の若い世代を対象に投票立会人を公募してはどうかとのご意見ですが、選挙管理委員会

でも、柴田高校に声がけし、授業等の一環として投票立会人として従事できないか検討してい

たようでございます。今回の選挙は、選挙期日の決定から告示日まで１週間程度と、準備期間

がかなり短かったことから断念いたしましたが、選挙管理委員会からも同様の意見がございま

すので、先進地の事例等を見ながら公募について検討していきたいと思います。 

  ５点目、投票の際、視覚に障害のある方に対して投票用紙に記入しやすいよう枠を貸し出し

ているが、知られていないのではというご意見でございました。 

  この視覚に障害を持つ方用の記入枠は、平成29年に柴田視覚障がい者福祉協会「四季さく

ら」の皆さんに選挙の出前講座を行った際、「代理記載でなく自分自身で投票用紙に記入した

い」との要望があり、選挙管理委員会事務局の職員が手作りで作成したもので、前回の第48回

衆議院議員総選挙から活用しております。投票所においては、目が不自由な方や、投票用紙に

記入しづらいとの声があった際に、職員から貸出しを行っております。今回の選挙においては、

４人の方が利用し、投票していただきました。 

  これまで積極的に周知はしておりませんでしたので、今後、選挙管理委員会において選挙チ

ラシやホームページ等へ掲載、投票所内における職員からの声がけ、また柴田視覚障がい者福

祉協会「四季さくら」とも連携を取りながら、活用していだだけるよう周知してまいります。 

  ６点目、投票所を船迫小学校体育館に変更したことによる苦労した点です。 

  今回の選挙は、宮城県知事選挙と同日選挙となったこと、予想されていた投開票日から期日

が早まったことにより、公示日から選挙期日までの日数が短かく、準備期間が十分に取れない

中での選挙となりました。 

  選挙管理委員会でもできる範囲の中で早めの準備はしておりましたが、１つに、選挙資材の

搬入日等の小学校との調整、２つに、投票所駐車場等の整備、３つに、警備会社への依頼と調

整、４つに、投票所掲示物の作成など、通常の業務にプラスして準備しなければならず、その

対応に苦慮していたようです。 
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  投票所の変更を認識していない方も多かったと、どのような苦情が出ているかということで

ございます。 

  投票所の場所の変更についての周知は、選挙管理委員会で、９月15日のお知らせ版、選挙啓

発チラシ等に掲載しておりました。しかし、当日、間違って船迫生涯学習センターに行った方

も多数おられたようです。今後、投票所等が変更となった場合には、その地区の有権者に対し、

全戸配布やはがきなどでの周知が必要かと考えております。 

  また、投票所の出入口に車椅子用のスロープを設置できず、足の弱い方やつえを使用してい

る方、車椅子で投票に来られた方は、職員が手を貸したり声がけをしながら対応いたしました

が、全ての方からスロープを準備すべきとのご意見をいただきました。 

  その他、誘導員は配置しておりましたが、投票所までの案内看板がなく、入り口が分かりづ

らいとの意見もございましたので、次回の選挙に向け改善してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 白内恵美子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） １点目の持続可能な社会づくりの担い手を育む教育の推進についてで

す。学習指導要領の策定過程において発表された中央審議会の答申には、「持続可能な開発の

ための教育（ＥＳＤ）は次期学習指導要領改訂の全体において基盤となる理念である」とあり

ます。策定された学習指導要領の前文と総則に、持続可能な社会の創り手の育成が掲げられま

した。各教科においても関連する内容が盛り込まれたと思うのですが、かなり盛り込まれてい

るのでしょうか。確認です。 

○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） それぞれの教科、細かくちょっと承知をしていないんですが、

今回の学習指導要領に持続可能な社会づくりの担い手を育む教育というのがかなり大きく載っ

ておりますので、各教科においてその分、そのところをですね、含まれていると思っておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 日本ユネスコ国内委員会教育小委員会では、「教育の質の向上を意識

して進められている日本のＥＳＤの実践と、学校と地域との協働による取組、それを支える政

策の組合せは、世界的にも優れたものであると確信している」とあります。ＥＳＤの実践は教

育の質の向上となるという考えをどのように受け止めていますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 
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○教育長（船迫邦則君） 私たちが今接している社会問題というのは、やっぱり過去の経験とい

うものがなかなか生かされない、過去の延長線上に答えがないという点で、非常に困難な状況

にあります。ですから、子どもたちにはやはり自分のこととして問題を受け止めさせて、自分

なりに考える。友達とそのことを話し合うというような活動を大事にしていかないといけない

ということで、現場では今そういう方向で頑張ってもらっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 県内でもユネスコスクールに加盟している学校がありますけれども、

把握していますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

○教育長（船迫邦則君） ２市７町では、白石市、それから丸森町、角田市等が加盟校としての

活動を行っていると聞いております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 大河原町も全校加盟しているんですけれども、その加盟しているとこ

ろからの情報というのは得ているんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 得ております。いろいろ取組内容等についても、本当に身近な形での

取組がなされているんだなと感じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 柴田町でも加盟を検討するという答弁はありましたけれども、全校加

盟できれば本当に子どもたちの教育の質の向上にもつながるというところから、これからの時

代を生きる子どもたちのために、しっかりと世界の状況等も学ぶためにも加盟すべきだと思う

んですが、再度伺います。教育長としてはどのようにお考えですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 各学校の取り組んでいること自体、ＳＤＧｓに関わるものを取り組ん

でおりますので、そういったところを各学校長と確認しながら、前向きに検討していきたいと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 続いて、障害を理由とする差別の解消についてです。平成30年６月１

日施行の柴田町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の第７条に、

「町は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要に応じ適宜に研修
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及び啓発を行うものとする」とあります。これまでどのような研修を行ったのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めますが大丈夫ですか、課長。もう一度言っていただきます

か。大丈夫ですか。 

○福祉課長（八矢英二君） 大丈夫です。 

○議長（髙橋たい子君） 福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） お答えします。 

  今までの研修の実施状況としましては、平成30年度に、最初に職員に対しての研修が行われ

ました。この要領が発せられましてから、その要領もホームページに掲載され、その要領に対

して職員研修を行ったことに対して視覚障がい者福祉協会と聴覚障害のほうのみみサポサロン

とかから先生を招きまして、職員においては研修を行っております。その研修の内容について

もホームページで掲載されております。 

  その後、令和元年度と令和２年度と、毎年研修の計画はあったものではございます。ただ、

令和元年につきましては、その計画時点で大雨が、台風が来られたり、コロナがあったりして、

ちょっと計画ができなかったというのがございます。 

  令和３年度においても、視覚障がい者の情報交流会、あと、みみサポサロン等は、３回から

４回今行われておるところでございます。令和３年度においても一般向けの研修を最初は計画

しておったところですが、ちょっと集めることができないかということで、今現在、職員向け

の研修だけを考えております。大体１月頃に職員向けの研修は行うことにしております。 

  以上でよろしかったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 職員研修を行ったことで、変わったことはありますか。その後、何か

に取り組んだとか。ありますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

○16番（白内恵美子君） もし考えるようであれば、いいです。次の質問に行きます。 

○議長（髙橋たい子君） ちょっとお待ちください。今の質問よろしいでしょうか。 

○福祉課長（八矢英二君） 職員の認識は変わったかなと思います。ただ、毎回言われないと、

少数の障害を持った方に対する扱いというのが継続ができるかどうかというのはありますので、

毎年の認識を持っていただく研修は必要かと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） それで、なかなか具体的に変えていくというのは難しいので、私が質
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問の中に入れておいた筆談ボード等というのは、見える形を取らないと、職員もですが、住民

の方も気づかないんですよね。ですから、福祉課とかだけにあるということではなく、それだ

って見える形になっていないので、きちんと筆談ボードがありますというちょっとした分かる

マークを置いておいて、そして筆談ボードもあれば、誰が見ても、必要じゃない一般の方が見

ても、あ、窓口にはちゃんとこういうふうにして障がい者に対応するんですねというのが分か

ると思うんですよ。それは、別に役場だけではなくて、公共施設の窓口全て、それから飲食店

等やいろんな買物をするところのレジのところにあったりとかすれば、皆さん気づく。そこか

ら意識が変わってくるんじゃないかなと思うんです。だから、筆談ボードは必要な人が使うだ

けと考えるよりは、皆さんに分かっていただく、理解していただくためにも必要なものだと思

うんですが、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今回のアイデアとしていただきました筆談のガイドブックですね。

あれを見ていて、分かりやすく、これを広めていくと、筆談ボードを使うというのも一つです

が、そのほかメモを使うとか、物を指してこれは何というようなしぐさをするとか、そういう

ことが簡単にできるような社会にしていければ一番いいのかなと思います。今言った公共施設

の窓口に今ある筆談ボードは、確かにここにありますよ、筆談で話せますよという表示をすれ

ば、さらに広がるのかなと思います。先ほどのガイドブックみたいなのをチラシとしてまたお

知らせしていければ、皆さんに理解も得られるのかなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 視覚障がい者や聴覚障がい者への情報交流会というのは、町が主催す

るわけではないので、毎年開催はしているんですが、そこに何人ぐらい町民が参加しているか

というのは把握していますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 視覚障害者情報交流会については、一応、年に１回あるのが毎年人

数としては報告が来ております。令和２年度では、２回行われまして８名と12名、令和３年度

におきましては８名が受けております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） その中で、当事者さんは少ないんですよね、支援者も参加しています

から。私も何度か参加したんですけれども、そこで紹介されている便利な日常生活用具という

のがあるんですね。それは本当に便利だなと、こういうのがあったら助かるんじゃないかなと
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感じるものがたくさんあるんです。ただし、当事者の方の参加が少ないために、それを手に取

ってこう感じていただくことができない状況なんですね、今。ですから、もっと必要な方に必

要な情報は届けなければいけないなと思うんですが、今のその情報交流会の宣伝の仕方では十

分に届いていない。こういうことがあるよということが届いていない。もっと工夫すべきなん

じゃないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今の視覚障害者情報交流会は、県の主催事業でございます。そちら

に町の職員も行って、その利用される方の日常生活用具にどんなものがあるかとか、町の職員

が多分お知らせしていたものだと思われます。県の広報等にも出ておりますし、町の広報にも

出ております。ただ、広くお知らせするには、視覚障害者情報交流会のお知らせをするにして

も、周りの方からしか本人に情報が行かないのかなと思われますので、できるだけ家族の方と

か周りの方からお知らせできるような流れをつくっていきたいなと今思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 私は、今回、令和３年度版障害者白書、これを読んでみました。国の

障がい者施策の取組が掲載されていて、やはりしっかり理解することが必要だなと感じました。

町では、この障害者白書を何か活用していますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 大変申し訳ございません。白書自体はちょっと見ておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） この白書には、付録として、令和２年度障害者週間、心の輪を広げる

体験作文の入賞作品が掲載されています。これを住民の方や事業者へ、啓発の一つとしてこの

作品を読む機会を提供すべきだと思ったんですが、町として考えるべきではないでしょうか。

とてもいい内容です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今ご紹介にあずかったので、中身を確認させていただきまして、オ

ープンにできるものであればホームページとかで検討させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 白書には、参考資料として、障がい者に関係するマークの一例も紹介

されています。裏表紙にもこのようにマークがしっかり、中にもしっかり書いてあるんですが、

マークも紹介されているし、表紙は障害者週間のポスターが、それからこの題字は障害のある
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書道家の金澤さんのものが使われています。ですから、もっともっと、この国が発行している

もので利用できるものは、どんどん利用すべきだと思うんです。せっかくあるんですから、し

っかりと利用していただきたいと思います。いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） ご意見ありがとうございます。また勉強させていただきたいと思い

ます。あと、利用できるものは使っていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 今回いろいろ調べていて、やっぱり柴田町として障害を理由とする差

別の解消に積極的に取り組むためには、町としての障害者差別解消法が必要だなと感じました。

町として、策定する、制定する考えはないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） 今現在、町長の答弁でもありましたが、今からまだ県の条例にのっ

とっていく。その枠を超えていくものが柴田町としてある場合は、町単独の条例として必要か

と思いますが、宮城県条例の中でできる、のっとっていくというのが今の流れになっておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） それだと、なかなか住民の方に知らせることが難しい。県の条例が施

行されて半年以上たっても、特に何ら変わらないんですよね。やはり町としてしっかりと差別

解消法を策定して、皆さんに知らせていくということが必要だと思うんです。これは、しっか

りと検討していただきたいと思います。 

  最後に、選挙の投票率向上の取組ですけれども、ひとつ私も考えてみました。どうしたら投

票率を上げられるかなと。有権者になったことを意識してもらうために、18歳の誕生日に有権

者になったことを知らせるバースデーカードを送付してはどうでしょうか。経費は63円掛ける

人数分で済みますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。選挙管理委員会書記長。 

○総務課長併選挙管理委員会書記長（鈴木俊昭君） いろいろアイデアがあるかとは思いますが、

18歳のバースデー、それも一つのアイデアとして検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） すぐにできることもあります。成人式の案内状を送付する際も、有権

者であることを再認識してもらえるような言葉を入れてはどうでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。選挙管理委員会書記長。 

○総務課長併選挙管理委員会書記長（鈴木俊昭君） 成人式の際に配付している資料の中に、選

挙公報とか選挙についてのパンフレットを入れさせていただいております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） その際に、何か二十歳の人たちの心をつかむような言葉、キャッチフ

レーズか何かがあると変わってくるのかなと思うんですが、若い世代から投票率アップのため

のアイデアを募ってはいかがですか。今だとスマートフォンで簡単に応募できるようにするこ

とが可能だと思うんですが、若い人たちの声をしっかりと聞いた上で対策を考えるということ

は必要なんじゃないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。選挙管理委員会書記長。 

○総務課長併選挙管理委員会書記長（鈴木俊昭君） 当然、当事者が若い人でございますので、

若い人の意見を取り入れながら、何かいい方法があればそれを検討していくのも一つの方策だ

と考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 答弁で世代別の投票率が１か所の投票所だけですが出ていましたけれ

ども、20歳から24歳までで27.27％、18歳から19歳までが29.85％というのは、やはりかなり低

い状況になっているので、ここ当ての対策というのは必要だと思うんです。ですから、本人た

ちから何が原因で選挙に行かないのかも聞くということは大事だと思うんですが、いかがです

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 選挙管理委員会ではないんですけれども、実は2021年に、日本トレンド

リサーチで政治に関するアンケート調査をきちっとやっぱりやっているんですね。それで、も

う理由が出ております。先ほど言ったそのバースデーカードで通知をする。それ以前の問題で

ありまして、一番は、ここでまとめて言っているところは、30代以下の半数近くは、政治に対

して自分事、自分に直接関係のあることとは関心がないというのが一番の原因でございます。

もう一つが、これはショックだったんですが、３割以上の方が不満があることの意思表示とし

て選挙で投票に行かないと、そういう選択をしているんだということでございます。先ほど答

弁しましたように、学生は住所を地元に置きながら都会に出ておりますので、その旅費等を払

わない限り投票率は上がらない。 

  我々も政治に関心を持ったのは、やっぱり子どもを持って社会の中で過ごしていると、いろ
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いろ政治に気づいて始まるということなので、これはもちろんやれることはやりますが、若者

の政治は、やっぱり政治家が、政治自体がですね、住民の声が反映されるような選挙の仕組み

まで考えていかないと、これは解決がつかないと思っております。小選挙区で落ちても比例復

活で受かるというような、こういう選挙制度がある限り、残念ながら投票率が増えるというこ

とはますます少なくなっていくだろうというのがこのトレンドリサーチの考えであり、私も同

感なので、お披露目した次第でございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて16番白内恵美子さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩をいたします。 

  午後１時20分再開といたします。 

     午後０時１１分  休 憩 

                                            

     午後１時２０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。 

  ２番伊東潤君、自席で質問してください。 

○２番（伊東 潤君） ２番伊東潤です。大綱２問についてお伺いいたします。 

  １．保健施設の安全性を問う。 

  最近、連日のように…… 

○議長（髙橋たい子君） 伊東議員、確認します。今、「保健施設」とおっしゃいました。 

○２番（伊東 潤君） 「保育施設」。 

○議長（髙橋たい子君） 「保育」ですね。 

○２番（伊東 潤君） すみません。 

○議長（髙橋たい子君） はい、どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） １．保育施設の安全性を問う。 

  最近、連日のように悪質な事件が新聞記事、ニュースで報道されています。 

  そんな中、11月９日午前、県内の認定こども園に刃物を持った男が侵入し、間もなく男性職

員らに取り押さえられる事件が起きました。犯人は逮捕後「子どもを殺して死刑になるために

やった」「子どもなら簡単に殺せそうだと思った」「１人殺しても死刑にならないので、最低

２人以上殺したかった」と話しています。 



９６ 

  この事件を受け、宮城県などは10日、児童福祉施設での子どもの安全確認を求める通知を出

しました。県の通知によると、市町村など向けに児童の安全確保のため職員の役割を明確化し、

関係機関との連携を確認するなど、未然防止や迅速な対応につなげる取組を徹底しています。 

  そこで伺います。 

  １）町内の保育施設、児童館の不審者対策は。 

  ２）安全管理マニュアルを作成し、職員への周知体制を…… 

○議長（髙橋たい子君） 伊東議員、失礼。今、「安全管理」と。「危機管理」と書いてありま

すが、どちらですか。 

○２番（伊東 潤君） 「危機管理」マニュアルを…… 

○議長（髙橋たい子君） はい。 

○２番（伊東 潤君） ２）危機管理マニュアルを作成し、職員への周知体制を整えていますか。 

  ３）日頃から、職員の不審者対策の訓練を行っているでしょうか。 

  ４）施設周辺地域と連携し、不審者情報を取得する体制は整っていますか。 

  ２．防災教育の必要性を問う。 

  未曾有の被害をもたらした東日本大震災から、10年余りが経過しました。また、近年は大規

模な被害が全国で相次いでおり、令和元年東日本台風では県内でも内陸部を中心に甚大な被害

が発生し、柴田町でも広範囲にわたり被災しました。宮城県知事は、大規模な災害の発生時に

は、行政の対応だけでは限界があり、県民一人一人の自助と地域の協力による共助が必要不可

欠とし、県では各地域の自主防災活動と企業による地域防災活動を促進し、その中心的な役割

を担う人材の育成を目的として、平成21年度に施行された震災対策推進条例により宮城県防災

指導員を創設しました。 

  私は、今年10月30日に宮城県防災指導員養成講習を受講し、地震、津波及び風水害等に関す

る基本知識や備える防災対策を学びました。 

  講習では、ＤＩＧ（災害想像力ゲーム）や、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）といったゲーム感

覚で地域の防災対策や災害時の対応を考えていく訓練を５～６名で数班に分かれて行われまし

た。 

  当日参加して驚いたのは、中学生が参加していたということです。正直、防災指導員は各地

域で選ばれた年配者が主だと思っていましたが、柴田町では槻木中生５名、船岡中生１名、大

河原町では大河原中生４名で内２名は西住小出身だったそうです。親子以上に離れている方々

と同じ目線で訓練を受けるという大変貴重な経験をしました。 
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  そこで伺います。 

  １）今後も定期的に講習が行われると思いますが、町としては中学生の参加を促すのか伺い

ます。 

  ２）中学校区ごとに、その地域の方々も交え年齢を問わずにこうした訓練を行う考えはあり

ますか。 

  ３）午後の訓練で、たまたま同じ班になった方が大河原町の教師で、本人は白石市出身で大

河原地域には詳しくないので参加したと話していました。地元出身でない先生が多い中でこう

した先生がいるとは大変心強く思いました。柴田町としては、生徒ばかりでなくて教職員にも

参加を促せないか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

○町長（滝口 茂君） 伊東潤議員、大綱２点ございました。 

  大綱１点目、保育施設の安全性を問うということで４問ほどございます。 

  １点目、今回の登米市の事件を受けて、県より、児童福祉施設等における児童の安全の確保

について再確認するよう通知がありました。内容は、危機管理の観点から現状を点検し、問題

点を把握するための点検項目が示されております。まず、不審者対策に関する日常の安全管理

としては、職員の役割を明確にし、職員会議で取り上げるなど職員の共通理解を図っているか。

防犯のための避難訓練等を実施しているか。門、フェンス、玄関等の設備、施錠等の状況を点

検しているかなどの点検項目が挙げられています。次に、緊急時の安全確保としては、施設内

に不審者が立ち入った場合の職員間の情報伝達や児童の避難誘導、警察への通報体制を整備し

ているかなどについての点検項目が示されています。 

  町内の保育施設の安全管理については、日頃から職員会議などで職員の役割を確認し共通理

解を図るとともに、大河原警察署と連携しながら、未然防止や事案発生時に迅速に対応できる

よう徹底しております。改めて児童の安全確保のための点検項目を再確認し、安心安全の保育

環境を維持できるよう努めているところです。 

  ２点目と３点目は関連がありますので、一括でお答えします。 

  町内の全ての児童福祉施設において、自然災害や不審者侵入、事故や感染症への対応として

個別ごとに危機管理マニュアルを作成しており、年間計画の中で定期的に避難訓練を実施して

おります。不審者対応の訓練については、保育中に子どもたちと一緒に実施するもの、職員が

様々な場面を想定した内容の机上訓練があり、子どもたちの安全の確保及び誘導を迅速に行え

るよう職員の役割分担の明確化と共通理解を図りながら、常に緊張感を持ちながら実施してお
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ります。さらに、町の安全講習会として、12月15日に大河原警察署生活安全課による防犯講座

及び不審者対応訓練が第一幼稚園を会場として開催されますので、町内保育施設等に周知し、

参加させる予定です。 

  また、危機管理マニュアルは、内容も年々更新した最新版として活用しており、職員への周

知は年度初めに職員会議で情報を共有し、職員へ配付、常時確認できるよう事務所にも備えて

おります。 

  これからも緊急事態に備え危機管理意識を高めながら訓練を実施し、職員の安全対応能力の

向上に努めてまいります。 

  ４点目、保護者や施設周辺の近隣住民、学校や見守り隊、警察などから不審者情報が寄せら

れた場合や、教育委員会から不審者情報の提供があったときは、子ども家庭課から各施設にフ

ァクシミリやメールにより情報を提供しています。また、各施設においても、町の防犯メール

配信サービスや宮城県警察のみやぎセキュリティメールに登録して、職員自らが情報収集に努

めております。これからも、地域との連携を強化しながら、児童の安全確保に努めてまいりま

す。 

  大綱２点目、防災教育で３点ほどございました。 

  １点目、10月30日に実施された防災指導員養成講習は、地域の防災リーダーを養成すること

を目的として、宮城県が主催し実施している事業です。今回中学生が受講した経緯としては、

７月に行われた各学校の防災担当教員が集まる安全主任担当者会議において、他市町村の中学

生が防犯指導員として認定されている事例を紹介し、町内の中学校へ個別に募集したところ、

受講の申込みがあったものです。 

  防災指導員養成講習は、来年度以降も継続される見通しであり、若い世代が防災について学

ぶことは非常に有意義なものと考えておりますので、引き続き中学生への個別募集は継続して

まいります。 

  ２点目、防災指導員養成講習で行われるＤＩＧは、地図を使い様々な情報を書き込みながら

災害の危険性などを見える化し、その対策などをみんなで考えるものです。ＨＵＧは、専用の

カードセットを使い、避難所運営の訓練をゲーム感覚で行う訓練です。 

  なお、柴田町社会福祉協議会では、ＤＩＧ、ＨＵＧ等の出前講座を開催しており、毎年、自

主防災組織の防災訓練や町内小中学校において実施しています。 

  ３点目、防災指導員養成講習については、県のホームページや町のお知らせ版で募集してお

り、どなたでも応募できます。 
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  宮城県に確認したところ、小中学校の安全担当主幹教諭になっている教職員は、防災指導員

養成講習の受講が必須となっており、防災主任になっている教職員は任意での受講をお願いし

ていると回答をいただいた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） はい。 

○町長（滝口 茂君） ちょっと読み間違いが、他市中学生のほうかな。中学生が「防災」指導

員、「防犯」と読んでしまいました。「防災指導員」、訂正します。 

○議長（髙橋たい子君） 伊東潤君、再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 大綱１問目ですけれども、今現在、実際各施設、船岡保育所、槻木保育

所、第一幼稚園になりますが、防犯用品として、例えばさすまた、防犯スプレー、防犯カメラ

等の備えはございますか。お聞きします。 

○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） 町内の保育施設、町立保育所に限って申しますと、さすまた

は準備してございますが、防犯カメラについてはない状態です。そのほか、あと、さすまたで

すと、女性が多い職場なもんですから、なかなか使いこなせないというところもございますの

で、催涙スプレーといいますか、そういった形の防犯用品のほうも準備しているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 今、さすまたですね、備えていると課長…… 

○議長（髙橋たい子君） 伊東議員、マイクをもっと近づけていただけますか。 

○２番（伊東 潤君） はい。さすまたですけれども、備えてあると言われましたけれども、各

施設何台備えていますか。お聞きします。 

○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） さすまたでございますけれども、町立の保育所、３保育所ご

ざいますけれども、３本から４本という形で配置している状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） この最近の新聞を読みますと、石巻の防犯講習会ということで、さすま

た使用法など署員が的確指導ということで、実際警察署でその使い方の指導をされているよう

な記事が載っていました。そこで、この柴田町内でもさすまたの使用法の講習とか、そういっ

た考えは持っていらっしゃるでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 
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○子ども家庭課長（大山 薫君） 今回、ちょっと先ほど２点目のほうで町長が答弁いたしまし

たけれども、12月15日に大河原警察署生活安全課の方を講師に迎えまして、さすまたといいま

すか、そういった形の防御の訓練という形で実際に指導を仰ぐということになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 登米市で起きました事件で犯人は１メートルの柵を越えて園庭に入って

きたということですけれども、今、柴田町内のその施設の外回りの柵ですか、これは何メート

ルぐらいのを設置している状態かお聞きします。 

○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） 町立の保育所でございますと、保育所の周囲をフェンスとい

う形で囲っております。高さ的には、子どもさんが遊んで乗り越えられないようなくらいの高

さになっております。ですので、ちょっと大人の方ですと、足をかければ乗り越えることが可

能かなというような高さになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） あんまり高くしても閉鎖的なイメージを持つと思うので、ちょっとそれ

は、あまり高くしてもあれかなとは思いました。 

  それで、今後やっぱり、登米市であったけれども、柴田町でもいつこういった事件が発生す

るか分かりません。先ほど町長が答弁されました12月15日に第一幼稚園で訓練、防犯講座及び

不審者対応訓練が開催されると聞きましたので、やっぱり今後いつ柴田町に起こるかちょっと

分かりませんので、そういった対応をお願いいたしまして、１番目の質問を終わります。 

  次、大綱２番目の質問をさせていただきます。 

  今回、先ほど町長が答弁されましたので、中学生参加のいきさつというのは分かりました。

それで、当日このＤＩＧ、ＨＵＧでは、同じ班に船岡中学生１名が私と同じ班に参加していま

した。その生徒に聞くと、東船岡小学校出身で、やっぱり２年前の東日本台風で怖い思いをし

た。それとあと、大河原中の生徒の中にも、西住小出身の生徒も２名参加していました。やは

り水害が今でも怖かったとイメージがあって、それで、こういった災害について勉強したかっ

たということを伺っております。こうした災害を経験に生かし、いかに対応したらいいのかと

いう思いでこのように考えている生徒がいることは事実です。町教育委員会として、今後こう

いうふうに講習に参加させる方向を先ほど答えられていましたけれども、進めていくという形

でよろしいか確認です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 
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○教育長（船迫邦則君） この講習会への参加のみならず、これまで２年に一遍、町で行ってい

る防災訓練には中学生が参加してきておりますので、こういった機会を紹介しながら進めてま

いり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。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。 

  それで、今回の答弁でちょっと私もほっとしたというか、やっぱり災害も不審者もそうです

けれども、いつ起こるか分からないんですよね。常日頃の備えあれば憂いなしというくらいに、

やっぱりこれを超した対策ということはないと思うんです。無限に。常日頃からそういった災

害に対しての危機感を、大人だけじゃなく中学生から、中学生以上からそういった取組にかか

るということを私は評価いたしております。 

  それと、ちょっと私ごとになりますけれども、私はもう58歳で、柴田町には、３年間は仙台

市にいたんですけれども、55年間お世話になっております。槻木は下町で生まれて、上町、そ

こと四日市場、船岡東、そして今は西船迫に住んでおりますが、上町にいるときで８・５豪雨

のときに、私、二十歳過ぎた頃ですけれども、ちょっと水害に遭いまして、家は床下浸水でし

たけれども、車はもう半分まで水が浸ってしまって駄目になりました。 

  今は西船迫に住んでおりますが、先日、区長さんの話を聞きますと、２年前の東日本台風で

は22台の車が水没したそうです。ここまでは水が来ないだろうという思いがあったのだろうと

思います。今後も想像を超えた災害が起こる可能性があります。災害、これ、水が来ないと思

うんでなくて、それは自助の精神で、自らが車を避難させるべきだと思っております。そうい

った情報を結構聞くんですよ、町で何もしてくれなかったとか。行政では、先ほど村井知事の

あれでも、行政では限界があると思うので、やっぱりこれからは自助、各自身が危機感を持っ

て、何年来の大雨が降りますとか気象庁で言っていれば、やっぱりそのような状態になります。

そういった状態にもしなりましたらそれを想定して、自助、共助を本当大切にしていければな

と思いました。 

  それで、中学校区ごとにこういった防災講習、ＤＩＧ、ＨＵＧゲームなんかも結構中学生で

も理解しやすくて、中学生の目線から見た危険度というか、それをちょっと細かくマップなん

かでも。例えば槻木中学校区であれば、例えばこっち、白幡、上町、下町で、それとあと、柴

田小学校区の人とまた全然状況が違うんですね。それ、全体的にやるんじゃなくて、その地区

ごとに分けてできれば、地域の方も一緒にコラボしてそういったお互いに共有した考えで、そ

ういった講習を望んでおりますけれども、今後、柴田町としてはどういった考えをしていくか
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お聞きいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 今、伊東議員から、ＤＩＧ、ＨＵＧ等のこういった手軽にできる

ゲーム等の講習会、研修会というんですかね。これを中学生、中学校学区ごとにおいてやって

はどうですかというお尋ねがございました。伊東議員が参加してお分かりになったかと思うん

ですけれども、ＨＵＧは避難所運営ゲームということで、それぞれ地図を前に11から15のカー

ドで状況を出しながら、どうするんだこうするんだというものでございます。ＤＩＧのほうは、

ディザスター・イマジネーション・ゲームということで、災害をイメージしながら、その場そ

の場の前提に基づいて、水害なのか、地震なのか、それとも津波なのかといったので状況を出

しながら、皆さんと話し合いながら災害のイメージを持っていただくというような大まかな定

義かと思います。 

  それで、議員おっしゃるように地域ごとにやるという話もあるんでしょうけれども、やっぱ

り地域。中学校区という大きなくくりよりも、やっぱり初めはその住んでおられる地域の皆様

がそういったゲームをしていって、理解を得られた段階で中学校区、小学校区とか、そういっ

たエリアを展開するのがいいのかなと思っています。 

  町長答弁にもありましたとおり、社会福祉協議会では、このＨＵＧ、ＤＩＧというのを小学

校、中学校、結構出前講座で行って、好評を得ているということでございます。ちなみに、今

年の12月、槻木中学校でＤＩＧの予約が入っているというような社会福祉協議会からの話も聞

いていますので、まずはその地区で、それぞれの地区の防災指導員の皆様がその講習会で培っ

ていただいた知見を生かしていただいて、地区のほうでこう盛り上げていただいて、それを小

学校区、中学校区というふうに発展させていきたいなと考えてございます。 

  以上であります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 説明ありがとうございました。 

  質問といいますか、やっぱり今回参加した中学生もいずれか社会に出て、家庭を持ち、家族

を守る立場になっていくと思います。こうした教育が、今中学生の段階から数多くの生徒が身

につけていけば、将来のいろんな災害が起こる……。災害を防止するために一人でも多くこの

柴田町で出てくれば、もっと安全な災害に強い町ができると思いますので、今後もよろしくお

願いします。 

  以上です。 
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○議長（髙橋たい子君） 以上で質問を終わりということですか。 

○２番（伊東 潤君） はい、以上で終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて２番伊東潤君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。 

  午後２時再開といたします。 

     午後１時５０分  休 憩 

                                            

     午後２時００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。 

  ５番森裕樹君、自席で質問してください。 

○５番（森 裕樹君） ５番森裕樹です。大綱２問質問させていただきます。 

  １．子どもたちの安全対策の徹底を。 

  11月９日に、宮城県登米市の認定こども園に刃物を持った男が侵入するという大変ショッキ

ングな事件が起こりました。幸い、子どもや園職員への被害はありませんでした。警察は建造

物侵入の疑いで容疑者を逮捕し、供述では「最低でも２人以上殺して死刑になりたかった」と

述べるなど、本当に身勝手な動機による犯行で、対応の判断を誤れば大惨事となる可能性もあ

りました。 

  今回の事件で子どもの命を救ったのは、不審者に対する防犯マニュアル、そして日頃の訓練

だと考えます。今回の事件では、職員４人がかりでしかも素手で取り押さえたということです。

しかし、子どもたちだけでなく職員の安全もしっかり守ることも大事ではないかと考えます。 

  今、国内では様々な凶悪犯罪が各種メディアで報じられており、今後模倣犯が出てくる可能

性もあります。本町でも早急に対応しなければならないと考えます。 

  そこで、本町の公立幼稚園、保育園、小学校、中学校の指導やマニュアル作成状況はどうな

っているのか伺います。 

  ２．「ご遺族手続き支援コーナー」設置の進捗状況は。 

  今年の２月会議において質問した「ご遺族手続き支援コーナー」の進捗状況について伺いま

す。 

  町の答弁は「関係各課職員によるワーキンググループを立ち上げ死亡に関する手続の洗い出

しや事務フローの作成、申請書を何度も書かせない窓口の実現方法など、ワンストップで対応
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するための課題の洗い出しに取り組んでまいります。なお、国が提供するお悔やみコーナー設

置自治体支援ナビについては、その後のシステムバージョンアップの際での活用や類似した他

のシステム等の導入も検討してまいります」ということでした。 

  死亡時の行政手続は一生に何回も経験するものではなく、ほとんどの方々が初めてで何をど

うすればいいか戸惑う方も少なくないと思います。今できる行政サービスを町民の皆様に行っ

ていくべきだと考えます。例えば手続に必要な申請書を一括して一枚で作成できるようにする

ことや、高齢者や字を書くことが困難な方への支援などを行えるように「ご遺族手続き支援

（おくやみ）コーナー」を設置し、ご遺族の方が安心してそのコーナーだけで手続が完了でき

るよう、受付窓口の一本化に取り組むべきだと思います。 

  現在、この「ご遺族手続き支援コーナー」の進捗状況を伺います。 

  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） 森裕樹議員、大綱２点ございました。 

  １点目、これは前の伊東議員と重なる面もありますので、ご了承いただきます。 

  各学校においては、文部科学省が定めている「学校の危機管理マニュアル作成の手引」に従

って防犯マニュアルを作成し、職員会議や校内研修等を通して、教職員の適切な災害時の対応

の徹底を図っております。 

  マニュアルについては、想定される自然災害や不審者侵入への対応など個別に作成し、災害

等の発生時の対応の具体的な手順や対処法などを記載しております。 

  各学校では、各災害時に備えた避難訓練や不審者対応訓練について、学校全体で防災、防犯

意識を高められるよう、授業時間を想定した訓練だけでなく、休み時間などの様々な場面で実

施することで、いつ発生しても児童生徒が自ら考え安全に行動できる力を身につけられる訓練

を実施しております。また、教職員は、想定される事態を基にマニュアル記載事項を確認し、

自ら技能を身につけるよう取り組んでおります。 

  第一幼稚園においても、防災マニュアルを作成し、職員会議や園内研修等を通じて、職員の

適切な災害時の対応の徹底を図っております。 

  町の公立保育所、私立保育所については、さきに伊東議員に答弁したとおりです。 

  11月の登米市の認定こども園で起きた刃物を持った不審者が園内に侵入した事件を受け、今

後、模倣犯が出てくる可能性もあることから、柴田町では、12月15日、第一幼稚園を会場に、

各保育所及び町内の私立幼稚園の職員を対象に、大河原警察署の協力を得て防犯講座及び不審
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者対応訓練を実施することにしました。子どもたちの安全を守るだけでなく、職員の安全もし

っかり守ることができるよう危機管理意識の醸成に努めてまいります。 

  大綱２点目、ご遺族手続支援コーナーの設置の進捗状況でございます。 

  役場１階窓口関係の庁舎耐震補強工事も終わり、１階フロアにつきましては各課受付カウン

ターが一望できるような構造となり、初めてのお客様でもご案内がスムーズにできるようにな

りました。 

  議員から提案のありましたご遺族手続支援コーナーについてですが、ご遺族の方が手続で迷

わないよう、役場に行ったら最初に寄る町民環境課の窓口受付カウンターに、ご遺族手続案内

窓口として表示プレートを設置してまいります。 

  まず、町民環境課の窓口で故人の生前の状況を聞き取りをした上で、大半のご遺族が健康推

進課、福祉課、税務課など１階のフロアでの手続が多くなっていることから、１階各課カウン

ター１か所を活用し、臨機応変に職員が出向き、各種死亡届手続窓口としてワンストップで手

続ができるよう支援してまいります。 

  以上でございます。失礼、安全対策、防犯マニュアル、防災マニュアル……。 

  １問目、学校の危機管理マニュアルの手引に従って、「防犯」と読んでしまいましたが、

「防災マニュアル」、こうで。いいです。失礼しました。読み間違いです。 

○議長（髙橋たい子君） 森裕樹君、再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ご答弁ありがとうございます。 

  １問目の子どもの安全対策徹底をというところで、先ほどの伊東議員とも質問の内容が大分

かぶるので、質問をちょっとかいつまんでというとあれなんですけれども。 

  まず、町内保育施設に、12月15日、大河原警察署生活安全課でその不審者対応訓練があると。

それを町内保育施設等に周知する、参加しませんかというような周知をお願いするということ

だったんですけれども、現段階でどのくらいの参加が希望されておるでしょうか。 

○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） 12月15日の第一幼稚園を会場とした大河原警察署からご協力を

いただく防犯講座及び不審者対応訓練の参加ですが、今まだ参加者の取りまとめを行っている

ところですが、コロナ禍ということもありまして、１つの施設についてできれば１名またはど

うしてもということで２名で、多分人数的には二十数名になるんではないかと思われます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 保育園というか、児童施設、公立以外の部分というのもあるとは思うん
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ですけれども、その人数というよりもその園単位というか、そこで参加を希望されているとい

う方たちは、まだこう表明されている幼稚園というか、認定保育園でもいいので、そういった

ところがあるのであれば教えていただきたいなと思います。 

○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） 教育総務課のほうからご案内したのは、私立幼稚園をご案内し

ていまして、今ちょっと情報では、忘れましたけれども、どこかの幼稚園さんはもう既に独自

で訓練をやられているよというご連絡いただいていましたので、ほかの３私立幼稚園さんはご

参加いただくような内容だと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 町立の保育所以外の小規模保育施設が８か所、私立の保育園

が１か所、それからあと運営を委託しているんですけれども、むつみ学園と、それぞれ子ども

家庭課から、こういった研修があるので参加してはどうですかとご案内を差し上げているとこ

ろです。あと、各施設で都合が、その日の園の行事等もありますので、都合のつく方に参加し

ていただいてということでご案内しているところです。今のところちょっと欠席しますという

連絡は、子ども家庭課では受けていない状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） その大河原警察署生活安全課によります防犯講座及び不審者対応訓練と

いうものなんですけれども、ちょっと踏み込んでお聞きしたいんですけれども、実際に例えば

実践的にというか、園庭を使ってとか、その館内でもいいんですけれども、実践を必ずする訓

練というのでよかったのかちょっと確認お願いします。 

○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） ちょうど昨日、第一幼稚園と大河原警察署との打合せを行った

ばかりでございまして、内容としては、今の第一幼稚園でマニュアルどおりのまずは動きを警

察署の人の目の前で見せてみて、そこでいろいろ講評をいただく。あとは、不審者に警察署の

人になってもらって、さすまたの使い方の講習会も行う。あとは、いろいろ事前に、こういう

ことが聞きたい、こういうことが不安だというような質問、講習会のときに警察の方に聞きた

いというようなことも前もっていただきまして、それについての講評というか、指導をしてい

ただく予定でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 
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  そういう実践型の訓練ということなので、その公立だけでなく、私立の保育園、幼稚園にも

参加をぜひしていただければなと思いますので、積極的なお声がけをよろしくお願いいたしま

す。 

  先ほども私の質問の中では各学校ということで、小中学校のほうでですね、幼稚園、保育園

だけでなくなんですけれども、対応していかなければならないのかなと思います。小学校、中

学校においても、先ほど保育園には準備されている、常備されているということだったんです

けれども、さすまた等は、その防犯グッズというか、そういったものというのは小中学校には

全部配備されているのかをお聞きします。 

○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） 現在９小中学校全てに、さすまたは配置をしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） 先ほどの防犯講座及び不審者対応訓練というものは幼稚園単位でやる、

幼稚園の部分でやるということだったんですけれども、小中学校単位では、やるということは

考えてはおられますでしょうか。 

○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） 各小中学校においては、先ほど答弁の中にもありました防災マ

ニュアル、各学校でいろいろその対応ごとのマニュアルがありまして、それに基づいた訓練を

結構な頻度というか、計画を立ててやっておるところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） というと、そのマニュアルがメインで、実践的なものは今のところでは

考えていないということでよろしいですか。 

○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） それぞれ不審者対応訓練につきまして、実践的に時間を設定し

た、先ほど答弁でもありましたように、児童生徒自らが考えて行動できるような実践的な訓練

は各学校で行っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） その小中学校であるマニュアルというところなんですけれども、先ほど

町長答弁にありました自ら技能を身につけるよう取り組んでおるということなんですけれども、

自ら技能を身につけるというのは、具体的にはどういったことを身につけていくというか。中

に書かれているものを身につけるというのは、具体的にちょっとどういうこと。 
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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） ここでの訓練だけではなく、要は学校のほうでは、その学校に

入ってくる不審者、侵入の対応とか、あと、学校外の不審者に遭遇した場合とかの学習もして

おるところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） そのマニュアルなんですけれども、小中学校も、幼稚園、保育園も含め

て、今回の登米市の事件では職員の方々が自ら犯人を取り押さえたという、幸いにも職員の

方々は大事には至りませんでしたが、職員の身の安全をちゃんと守れるようなマニュアルには

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。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 第一幼稚園の場合の不審者対応マニュアルということですけれ

ども、まず、不審者かどうかという確認を職員がしまして、そこで正当な理由でない場合は退

去するとかということで、当然危害を加えるおそれはないかをそこで確認しながら、まずは子

どもたちの安全を守るというようなところもありますけれども。 

  実際、第一幼稚園などは女性しか職員がいないので、その事件を受けて、すぐに園内でお話

合いをしたそうでございます。実際には、今施設的な見直し、鍵をかけるところはかけるとか。

あとは、見直して追加事項のところでは、保育室は施錠する、事務室施錠するとかですね。あ

とは、先ほども言いましたように、さすまた２本に催涙スプレーも購入をするというようなこ

とで。でも、どうしてもさすまたを持っても女性の方しかいないので、その辺がちょっとやは

り不安だというところは声があります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） やはりもちろん子どもたちの命を守るというのは、本当に、最優先でし

なければならないとは本当に思うんですけれども、職員の方々も、自分の身を挺してというよ

りも、まず自分の命も守っていただくような。子どもの命を守るのももちろんなんですけれど

も、自分の命を守るような動きなんかもしっかりと取れるようなマニュアルというものを、検

討をしていただける機会があれば検討していっていただきたいなと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 先ほどの12月15日の警察の方に来ていただいて防犯の講習会を

やっていただくときに、その際に、この第一幼稚園のマニュアルどおりの動きをやった中でい
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ろいろご指摘があるかなとは思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  そういった訓練等々を行った経緯というか、後とか、保護者の方々にこういった訓練をこう

いう形でしましたよというような、保護者の方々に安心とか与えられるようなその報告という

ものはするんでしょうか。 

○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、森議員おっしゃったように、今回の警察の方に来ていただ

いた防犯講習会の内容とか結果等は、第一幼稚園から保護者のほうに通知するようにしたいと

思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） やはりこういったショッキングな事件の後なので、保護者さんも大分不

安な気持ちになっているかと思います。幼稚園、保育園の中でしっかりとしたこういったマニ

ュアル化、そして、そういった訓練もしているんだよということが安心にもつながっていくか

と思いますので、そういった周知もよろしくお願いいたします。 

  凶悪な犯罪がいつ起きるかは分かりませんので、引き続き関係機関と連携して、子どもの命、

そして職員の方々の安全をしっかり守っていけるようによろしくお願いいたします。 

  大綱１問目の質問を終わらせていただきます。 

  大綱２問目に入らせていただきます。 

  先ほど町長答弁にありましたが、ご遺族手続支援コーナーというところを設置していただけ

るというような回答をいただいたと思うんですが、今回、庁舎も耐震の工事が終わりまして、

そういったスペースが持てるようになったということで、本当にありがたいなと思っておりま

す。始めるに当たって、いつ頃から開始を予定されているのかというのをちょっとお聞きした

いです。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 開始時期というご質問ですけれども、この遺族の手続のコーナ

ーということについては、従来から町民環境課のほうでそういう総合的な案内、受付をして関

係するところにつないでいたということは、従来からしていたところでした。さらに、今般、

庁舎の改修がございまして、そのレイアウトを見てまた新たにちょっともう一回整理をして、

もっといいものにつくり上げましょうというような話を積み上げてきたところです。流れとし
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ては大まかにもう出来上がっていますので、それをいつするかということですので、12月もし

くは１月に関係課の担当者会議を持ちたいというところで進んでおります。内容につきまして

は、町長答弁のほうでも申し上げたとおりということですので、そういった内容を各課で改め

て確認をして、フローをしっかり持って手続に当たりたいなと考えております。時期につきま

しては、その打合せが終わればもうすぐにできるということですので、年度内にはそういった

新たな形で出来上がるだろうということです。 

  ただ、表示を、プレートをちょっと今考えているんですけれども、どういったプレートにし

ようかというところがなかなか定まらなくてですね。ちょっとカウンターに置くタイプとか、

あとは、ちょっとこう看板で示すタイプとかいろいろ考えておりまして、ただ、そのプレート

がいつできるかというのはちょっとまだ定かではない。ただ、できれば年度内ぐらいを目指し

たいなというところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  今月の１日だったんですけれども、仙台市で、ご家族が亡くなられた際の各種手続というこ

とで、多岐にわたることが多くて複数の窓口の手続と。先ほど課長おっしゃいましたけれども、

窓口は一緒でやはり担当課につなぐといっても、その１か所じゃなくて、そこに移動していく

ということがやっぱり、どうしても老夫婦の場合、連れ合いが亡くなったときというのはどう

してもお年を召した方になっていくと思いますので、そういったところが軽減されるというこ

とがすごく重要なのかなと思います。 

  ご遺族サポート窓口というのを若林区役所に、仙台市は初めて設置したということなんです

けれども、その仙台市の利用の流れというか、利用方法というか、そういったものをどういっ

た形でやっているのかというものをちょっとご紹介したいなと思ったんですけれども。利用希

望日の４開庁日前までに、市ホームページや電話により原則として事前に申込みをしていただ

くと。次に、担当部署により、申込みのときの情報を基に区役所内の各担当部署において必要

な手続の抽出を行う。そして、原則として事前に申込みをいただいているわけですから、手続

をあらかじめこういったものが必要だというものを抽出して、ご遺族サポート窓口でその情報

を集約すると。その後、利用者に連絡をして、必要な手続や持ち物等をご遺族サポート窓口か

ら利用者の方に連絡をして、予約日に来庁していただくと。手続については、あらかじめ住所、

氏名などを印字した書類をもう準備して、もう判こだったら判こを押すだけの状態にするとい

うような準備までするというスムーズな手続というのが、こううたって今こちらでやっている
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んですけれども。 

  今課長がおっしゃったとおり、その町によって、行政によっては、いろいろなその流れとか

やり方というのは違っていいと思うんですね。だから、やっぱり本町のオリジナルのやり方と

いうものをしっかり、一番町民の方々にとって分かりやすく、そして、やりやすい、手続しや

すい環境。そして、職員の皆さんはちょっとご苦労をなされるかも分からないですけれども、

そういった窓口にですね、亡くなられた方々のお気持ちに寄り添うというような気持ちでして

いっていただければなと思います。 

  このシステムは年度内に開始予定ということなんですけれども、それについての周知方法な

んかはどのように考えておりますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） まず、仙台市若林区の例を挙げていただきましたけれども、こ

れは12月１日に、県内では多分珍しいほうだと思います。事務的なやり方として、デジタルで

その各システムをつないでというやり方を仙台市のほうはされると。小さい自治体では、なか

なかそういうことが適さなくて、ワンストップの窓口を設けて職員が出たり入ったりというこ

とをするのが多いということです。仙台市の動きは初めてでしたので、若林区で試験的に導入

ということですので、こういった動きは改めて注視していきたいなと思っております。 

  遺族の手続そのものは、やっぱり大事な方を皆さん亡くされて非常に悲しい状態でいらっし

ゃるわけですから、そういった手続をちょっと、そういった気持ちを配慮しなければならない

なということは考えております。なお、しょっちゅうする手続でもないので、大分戸惑って来

られるんだろうなと思います。遺族に寄り添う観点、それから心理的負担の軽減のために、関

係する手続の円滑化というのはしっかりまた努めてまいりたいと思います。 

  今回、実際どういうイメージになるかというお話なんですけれども、死亡届というのは、今、

一般的にはその業者さんが皆さん入っているということなので、業者さんが死亡届というもの

を最初に出します。これ、最初の第一の手続になります。窓口でそれを受けた場合に、死亡に

関係する手続のリストというものを今作っておりまして、これは大体30項目のチェック欄があ

ります。これを業者さんに渡して、最終的には遺族のほうに伝わるということで、それを多分

皆さんご覧になっているはずです。そこには、こういった手続で該当しますか、しませんか。

関係課はここです、連絡先はこうです、必要な書類はこうですというような表になっておりま

して、それを多分ご覧になっていると。その紙を皆さん持ってきて、町民環境課のほうに来て

ですね、そこでまた実際職員と対面をして、どの手続が必要かというのを今確認をしていると。
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これを継続していきたいなということであります。 

  特にその新たなものがスタートするというイメージではないんですが、正式に町民環境課を

最初の窓口にしますということを大々的に広報していきたいなということですので、あらゆる

広報手段を使って浸透していきたい。ただ、実際はご遺族がそれを見るわけですから、その一

覧表の用紙というのがあるんですけれども、そこに少し分かるように強めに書いて、まずはご

相談があれば町民環境課のほうに来てほしいんだというところをアピールしていきたいなと思

います。一般的に広めるのも大事ですけれども、まずは亡くされた方を対象にターゲットを絞

って広報していきたいなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○５番（森 裕樹君） ありがとうございます。 

  このコーナーをしっかりと準備していただいて、そして進めていっていただけることになっ

たということで、本当に感謝しております。課長のお話にもありましたが、仙台市がこうだか

ら、柴田町もこうじゃなきゃならないということでももちろんありませんので、しっかりとこ

の本町のオリジナルの進め方で、町民の皆様に寄り添う行政サービスというものをしていって

いただければなと思います。 

  以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて５番森裕樹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３１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。 
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