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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18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、遅参通告ございません。 

  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。 

  質問者吉田和夫君から資料の提出がありましたので、お手元に配付しております。ご確認く

ださい。 

  それでは、11番吉田和夫君、自席で質問してください。 

○11番（吉田和夫君） 11番吉田和夫でございます。 

  大綱２問質問させていただきます。 

  １．感染者激減でも次の備えを万全に。 

  ７割を超える国民が２回目の新型コロナワクチン接種を終え、新規感染者は直近で204人と

激減した。11月９日時点で、宮城県内でも新規感染者３日間ゼロを記録するなど、観光地やイ

ベントも徐々に緩和されつつある。しかし、海外では再度の感染拡大の兆しが見え始めている。

こうした中で、第６波に備え町民の命と暮らしを守る上から、今までの経験や反省を踏まえ、

３回目のワクチン接種を万全にするため質問する。 
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  １）２回の接種で漏れはなかったか。（在宅や認知症、重度障がい者など） 

  ２）本町の12歳以上の接種率は。１回目、２回目。 

  ３）健康被害救済制度の申請はあったのか。 

  ４）集団接種、町内の医療機関、大型接種会場、その他の接種人数と比率は。 

  ５）コールセンターに寄せられた住民の声はどんなものだったのか。 

  ６）今までになかった最大のワクチン接種を実施してみて、反省点は。 

  ７）３回目の接種者の発送データはできているか。また、優先順位は。 

  ８）地元医師団の協議体制をどう考えているか。 

  ９）寒い時期を迎える接種体制は。 

  10）３月、４月は移動する人が多くなる時期で、住所地が変わる。現状のワクチン接種記録

システムＶＲＳで追えるのか。 

  11）11歳以下の接種は。 

  12）11月中旬に市区町村説明会があったが、新たなものは。 

  13）町民が自宅療養となった場合、食糧支援などできないか。 

  ２．本町に気象防災アドバイザーを検討してみては。 

  近年、全国各地で風水害や地震等の災害が発生し、的確な防災減災の対応が一層求められて

いる。気象庁では、気象庁が提供する気象情報が住民の的確な防災行動に結びつくよう、市町

村、都道府県、関係省庁の地方出先機関等と一体となって、地域の防災に貢献するための取組

を進めている。国としても、内閣府政策統括官（防災担当）から各都道府県消防防災主管部長

あてに、令和３年４月12日付けで、「地方公共団体における気象防災業務支援のための気象庁

等による取組等について」が発せられている。 

  本町のさらなる防災の意識向上のためにも、地域防災支援の取組や、研修会など専門知識を

生かした気象防災アドバイザーの活躍を検討できないか伺います。 

  すみません、アドバイザーの活用を検討できないか伺う。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田和夫議員、大綱２点ございました。 

  大綱１点目、コロナワクチン関係でございます。13点ございました。随時お答えします。 

  １点目、柴田町では、ワクチン接種が始まった当初の予約については、ご自分で取っていた

だくようにしておりましたが、電話がつながらないなどの声を多数いただきました。そのため、

予約が取れていない方全員に対して、ワクチン接種に関する意向調査を行いました。ワクチン



１１９ 

接種を「希望する」と回答いただいた方につきましては、11月30日までに２回目の接種が終了

いたしました。なお、新たに１回、２回の接種を希望される方につきましては、12月以降も予

約枠を設けて対応してまいります。 

  ２点目、12歳以上の接種率です。11月30日現在、12歳以上の接種対象者３万4,461名に対し

ての接種率は、１回目３万540名で、88.62％、２回目３万165名で、87.53％となっております。 

  ３点目、健康被害救済制度に対して正式な申請は、今のところございませんが、２名の方

から申請したい旨の連絡をいただいております。 

  ４点目、11月30日現在、ＶＲＳに登録された２回目まで接種が終了した人数は、３万165名

となっております。接種会場別の内訳ですが、船迫生涯学習センターが１万7,903名で59.35％、

町内医療機関は5,664名で18.78％、大規模接種会場は1,542名で5.11％、職域接種は2,070名で

6.86％、町外医療機関等その他は2,986名で9.90％となっております。 

  ５点目、コールセンターに寄せられた住民の声はどんなものだったのかについてですが、予

約受付開始当初は、電話がつながりにくく、また予約も取れなかったことから、予約体制につ

いての苦情が多く寄せられていました。町民に対して実施した意向確認後は、「自分がいつワ

クチン接種できるのか」の問合せが増えました。その他、「接種会場は車椅子でも大丈夫か」、

「体調が悪くなった場合の対応」などの問合せもありました。 

  ６点目、反省点ですが、ワクチン接種に係る予約方法を途中から意向確認による割当て方式に

変更しましたが、高齢者に対しましては、初めから意向確認をした上で割当てしていれば、混

乱せずに接種を希望する高齢者に、安心してワクチンを接種していただけたのではないかと感

じております。 

  また、柴田町では船迫生涯学習センターを集団接種会場としておりますが、もっと広い接

種会場を準備できれば、接種体制を強化することが可能となり、接種スピードを上げられた

と思っております。 

  ７点目、３回目の書類の発送ですが、３回目の接種対象者は、２回目接種から８か月経過し

た方が順次対象となりますので、優先順位というものはありません。３回目の接種券につき

ましても、順次発送する予定としております。 

  ８点目、医師会との医療体制です。先日11月16日に町医師団の先生方と、３回目の接種体制

について、先生方の意見をいただきながら、実施方法等について協議しました。11月17日に厚

生労働省の自治体説明会が開催され、３回目の接種に供給されるワクチンの種類や、５歳から

11歳へのワクチン接種開始見込みが示されましたので、今月再度、医師団の先生方にお集まり
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いただき、接種体制などについて協議いただく予定となっております。 

  ９点目、寒い時期の接種体制です。来年２月以降、順次、高齢者が３回目接種の対象となっ

てきます。積雪等により足場も悪くなりますので、雪かきを実施するほか、外で待つことのな

いように調理室を待合スペースに活用するなどしっかりと対応していきたいと考えております。 

  また、集団接種会場の船迫生涯学習センターは、ホールには暖房が入りますが、玄関ロビー

には暖房がありませんので、換気にも気を配りながら寒さ対策を行ってまいります。 

  10点目、住所が変わった場合の対応の仕方です。ワクチン接種後に転入された方でも、接種

履歴がシステムに登録されていれば、履歴を確認することはできますが、接種券を発行するた

めには申請が必要となりますので、町ホームページなどで周知してまいります。 

  11点目、11歳以下の接種です。11月17日に開催された厚生労働省の自治体説明会で、５歳か

ら11歳のワクチン接種について説明がありました。５歳から11歳に使用するワクチンについて

は、現在、薬事承認の申請中ということもありますので、正式な通知を待って、町医師団と

接種体制について協議する予定としております。 

  12点目、市町村説明会での内容です。８点目及び11点目でも触れましたが、３回目の接種に

供給されるワクチンの説明がありました。これまで、町ではファイザー社製のワクチンを取

り扱ってまいりましたが、３回目接種についても既にファイザー社製のワクチンが、18歳以上

の者に接種可能なワクチンとして、薬事承認されております。さらに、大規模接種会場や職

域接種会場で使用されてきたモデルナ社製のワクチンも薬事承認され次第、市町村に３回目

の接種ワクチンとして供給されることの説明がありました。 

  また、５歳から11歳へのワクチン接種について、12歳以上で接種していたものとは別のフ

ァイザー社製のワクチンが、小児用として薬事承認申請中であり、承認され次第、接種開始

時期や接種方法などの詳細情報が示されるとの説明もありました。 

  13点目、仙南保健所に確認したところ、10月１日から自宅療養者に対しては食料支援の必要

の有無にかかわらず、３日分の食料品とパルスオキシメーターが県から送付されるようになっ

ているとのことでした。自宅療養者に対しては、これまで県が食料支援を行っておりますので、

今後感染拡大により県の対応が難しくなった場合には、町でも食料支援ができるように、県と

連携体制を協議してまいります。 

  大綱２点目。気象アドバイザーの検討です。 

  気象アドバイザーは、気象庁ＯＢやＯＧ等に国土交通省が委嘱しております。平時の役割と

しては、防災気象情報の読み解き方法等について、自治体職員や住民に対し勉強会や講話な
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どを行っています。また、災害発生が見込まれる際には、自治体の災害対策本部等に駐在し、

幹部職員を含む防災業務を担う職員へ、地域の特性を踏まえた気象解説を実施するなど、自

治体側のスタッフとして防災業務の支援も行います。実際に、自治体職員として採用されて

いる場合や、講師依頼を受けて対応しているものなど、任用形態は様々のようでございます。 

  町では、これまでインターネットやテレビ、仙台管区気象台からの情報提供などにより気象

情報を入手しており、特に災害発生が見込まれる際には、仙台管区気象台とのホットライン

により、最新の気象状況や今後の見込み等を解説いただいて、防災業務へ活用してまいりま

した。 

  今後は、気象防災アドバイザーの制度や活用事例を十分に調査、研究し、町の防災減災につ

ながるよう進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田和夫君、再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ありがとうございました。12歳以上の接種については、町長の答弁にも

あったとおり、80％、85％以上を超えておりますので、おおむね予定どおり、希望者全員接種

できたのだろうと思うのですけれども、近隣の市町村と比較等についてはなされたのでしょう

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） 近隣の市町と比較しているのかという状況ですけれども、ＶＲ

Ｓというワクチン接種記録システムの集計ということで出ております。それが、時期、毎日で

はなくてある程度の期間を置いて、県から報告が上がってきます。それを見ますと、最初はや

はりちょっと開きはありましたけれども、最近では同等の接種率になっているということで、

確認をさせていただいております。詳しいデータ、今日手元に持ってきていませんでしたので、

見た中ではそういった状況になってございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 国の内容等について周知などありましたけれども、ＮＨＫの調査だと

75％を超えて先進７か国では第１位になっている。それ以上超しているという認識ではおりま

す。おおむね良好かなと思っております。また、救済措置ですね。健康被害救済措置の申請、

先ほど２名あったんですけれども、その２名の状況は今どのよう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。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） ２名の方が申請するのではないかということで、まだ正式に申
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請ということではないんですけれども、必要な書類等主治医の先生方とやり取りさせていただ

きながら、今準備を進めているところでございます。 

  １名の方につきましては心筋炎ということで、若い男性の方だったんですけれども、そちら

の方が一時入院されましたが、現在は退院されているという状況でございます。もう一方は女

性の方なんですけれども、目にぶどう膜炎を発症しまして、そちらが今主治医と情報のやり取

りをさせていただいていると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。 

○11番（吉田和夫君） そうすると、ひょっとしたらその２名が救済措置の申請をするかも分か

らないという状況ですね。そのほかに、例えばこれはアナフィラキシーショック、当日会場で

なったのか。あるいは自宅に帰ってから具合が悪くなってというようなもの、どちらだったん

でしょう。 

○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） このお二方につきましては、当日症状が出たわけではなくて後

ほど体調が悪くて、こちらで電話等で相談をいただいて、それならそういう診療機関で受診を

してくださいということでお話をさせていただいて、そういった形で、その経緯で進めてきた

という状況でございます。当日搬送されたということではございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ４点目の集団接種の比率、非常に私もどのような比率であったのかなと

いうことでぜひともお聞きしたかったんですけれども、やはり船迫生涯学習センターでの集団

接種が約60％ということでした。大規模接種会場、結構来たのかなと私は想定していたんです

けれども、結局は７％弱というものだったんですね。 

  比率から見ると今後の対応というか、３回目接種の会場については同じ会場を想定している

んでしょうか。どうでしょうか。 

○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） 先日も11月16日に医師団の先生方とご相談をさせていただきま

した。その中で集団会場ということで同じ会場、現在も12月も４日と25日、１月も２回、１回

目、２回目、それから新しく12歳になられた方の対応ということで、継続をしておりますので、

そのまま３回目ということでまた増やして対応していきたいということと、個別接種も先生方

の意向を確認させていただいて、どのくらい接種可能かということも、数を確認させていただ

いた上で計画を立てているという状況でございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） コールセンターの件だったんですけれども、コールセンターでも当初の

予約状況とか、そういう困難の声が随分あったと思います。コールセンター、今回の補正予算

でも2,500万円かかっておりますので、大事な声をきちんと把握をして分析していただきたい

なと思うんですね。コールセンターだけじゃなくて、役場にも苦情とかっていうのも結構あっ

たとかというのを聞いているんですけれども、役場のほうには苦情とか、また予約状況だとか、

コロナ関連に関する苦情なかったんですか。 

○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） やはり、５月、６月、早い方では４月くらいからそういった苦

情といった形では健康推進課に電話でいただきましたし、直接窓口に来られて、私も何件か対

応させていただきましたけれども、そういったことで苦情を寄せられたことはございます。た

だ、先ほど町長答弁しましたとおり、意向確認した後、こちらから割り振りということで予約

を取った部分がございます。その後はかなり落ち着いてきまして、特にそういった苦情という

苦情という形ではなくなったという状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 私のところにもそういう苦情なんかも結構来たのもあったんですけれど

も、「コールセンターに電話するんですよ」とお話ししても、役場の人が対応していると思っ

ている人も結構いたんですね。役場職員が対応した態度が悪いとか、そういうのはなかったよ

うですけれども、そういう苦情なんかも一切なかったんでしょうかね。対応が悪いとか口の聞

き方が悪いとか、そういうのはなかったですか。 

○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） そういったことで電話よこされる方というのはそういうものと

して電話、最初から入ってきますので、やはりちょっとしたことでも態度が悪いとか、何だ、

その態度なんていうことで怒られている方も、実際はいらっしゃいました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） それでは、最初のほうにもお話ししたんですけれども、コールセンター

の会場を見ていますかということで、見ていなかったんですけれども、私は岩沼市のコールセ

ンター会場には、実際に行ってみました。職員、アルバイト、10人ぐらいで対応していたんで

すよね。黒板にはいろいろ条件とか状況とか、いろいろ書かれてあったんですけれども、一回

どういうところで対応しているかというのは、これから３回目、だんだん数は少なくなってく
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ると思うんですけれども、課長、自ら足を運んで一回、様子見たらどうなんですかね、会場、

コールセンター。 

○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） 直接私、前にそういったお話をいただいたんですけれども、コ

ールセンターの会場、どういったところかというところまでは確認しておりません。ただ、常

に担当とのやり取りということで、例えばコールセンターに対しての苦情とか、そういったこ

ともありましたので、そういったことは逐一連絡を取らせていただいて、対応させていただい

たということがございます。ですから、一緒に成長してきたようなところもありますので、今

のところはそういったことはなくなっているのかなということでは思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 大切な交流だと思いますし、また住民の方についてはコールセンターと

きちんと認識している方もおられますし、役場の職員が対応していると勘違いしている方もお

られます。担当課でちょっと顔を出しただけでも随分違うかなと思いましたので、頭に入れて

おいてほしいなと思います。 

  それと、全体的に実施してみて、こんなところがもう少しやればよかったなという反省点な

んかあったでしょうか。町長答弁ではその接種の予約方法、途中変えたので、混乱起こしたと

いうものもありましたけれども、大きく変更箇所とかというのは反省点とかというのはなかっ

たでしょうか。 

○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） 町長の答弁あったとおりでございます。やはり、一番は最初は

ワクチンの供給が十分に来なかったということもありまして、その多くを受け入れなかったと

いうこともありますし、スタートした時点でどのくらい時間的に対応できるのかというのも分

からなかったので、最初は２時間当たり80人ということからスタートしまして、最終的にはそ

の２倍の156人まで増やしたという経緯もございますので、やはり最初は本当に慎重に慎重に、

事故のないようにということで進めてきました。そういうところについてはやはり、この数を

こなすことによって体制も進化してきた部分もございますので、そういったところで３回目に

ついては、その流れで対応できるのかなと考えているところでございます。 

  あとはやはり、会場の広さですね。やはり、コロナ禍ということもありまして、十分にソー

シャルディスタンスというんですかね、幅を取って対応できるのかということであれば、町長

の答弁にもありましたように、あそこでは若干入り口とかも手狭だったのかと思うんですけれ
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ども、ほかにその対応できるような場所もということもありますので、その辺については回転

をよくして、対応していくということなのかなということでは考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ３回目の接種データについては、もう既に私も確認しております。ホー

ムページにも10号、11号ですか、ホームページにも掲載されておりますので、私も確認いたし

ました。７月31日までに２回目を終えた方に、既に発送されております。船迫生涯学習センタ

ーでの集団接種か、町内のかかりつけ医か、お任せか、また町外の場合とかって今意向調査、

行っております。 

  この７月31日まで終わった方のみならず、今柴田町では３回目の接種についてこのような取

組をしているというのも、私は必要じゃないかなと思います。ほかの市町村では、今市で行っ

ている、どういう状態で今進めているかというところも、きちんとご案内しているところもあ

ります。そうすると、例えばお茶飲み、今あまりしないかも分かりませんけれども、お話しし

たときに、七十何歳で７月までだから、今意向調査やっていますよねという口コミで受診率を

アップすることもできますし、口コミが一番だと思うんですけれども、全町民に向けての３回

目に取り組む姿勢なり状況なり、お話はどうなんでしょうか。 

○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） 先週、第11報ということで、全戸配布でお知らせをさせていた

だきました。それについては、今後のスケジュールを載せさせていただきました。やはり、ホ

ームページとかにも載せてはございますけれども、一番の情報としては町の中では全戸配布と

いうのが一番なのかなということで、そのような事務手続を取らせていただいております。今

後も逐次そういったお知らせする内容については、今度は12報、13報ということで段階的に全

戸配布でお知らせをさせていただければと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 今まで、私も方法をホームページなんかも見せていただいたんですけれ

ども、今回10号と11号、２つまだ載っています。前回のやつだと１つ消えるんですよね。新し

いのだけあって、ページ数の影響なのかは分かりませんけれども、少し２号、３号と続けて見

れば経過なんかも見られるのかなと、これはそう思います。また、この質問も書いたのが１か

月ぐらい前なんですね。そうすると、この１か月間の間に目まぐるしく変わっているのがよく

分かりますし、担当者も本当に大変だなと思います。８か月後に３回目というのがポピュラー

になっておりますけれども、２か月前倒しで６か月後の実施は市町村の判断によるとなってい
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ます。柴田町では６か月は可能ですか。 

○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） 今、意向確認を取らせていただいております。それも含めて、

最初から６か月に前倒ししろと言われても、それはちょっと難しい状況にあります。ですから、

国でも一度そういったことが情報として流された後、11月17日に説明会があったんですけれど

も、その際に確認された内容では８か月以降後を原則とするということで話されています。そ

の後で、議員さんがおっしゃるように、自治体の状況に応じてということであります。 

  そういったことについては、例えば新たなコロナウイルスの株、今オミクロン株と言われて

おりますけれども、そちらが蔓延するような状況であれば前倒しなのかなということでは考え

ておりますけれども、最初から６か月前倒しで進めろというのはなかなか難しいかなと。体制

が取れた後に、後ろの方々を前倒ししていくのは大丈夫なのかな。ということで、スタートの

ところをいきなり２か月前倒ししろというのは、集団接種体制、個別接種体制、どちらを取っ

てもなかなか厳しいということで、今は考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ここ１週間でも随分変わっています。ＮＨＫでも既に１週間ぐらい前に

６か月、市町村の判断で実施という字幕で、私も写メでこの字幕だけは何回もいろんなものを

撮ってあるんですけれども、６か月で市町村実施と、１週間で、でも厚労省なんかでは８か月

を原則とするとなりまして、やはり８か月なんだと思いました。おととい国会開会しまして、

岸田総理も６か月前倒しのほうのお話がありましたけれども、市町村ではどう捉えていますか。 

○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） この前の説明会があったときに私も聞いたんですけれども、ま

だ６か月前倒しするようなニュアンスも若干残ったなということで、医療機関の先生方、先日

も医師団の役員会がありましたので、そういったところでどうなんでしょうということでお話

をさせていただきましたけれども、まだ正式に決まっていないということもありますし、ただ

急に前倒し、２か月前倒しというのは厳しいだろう、できても一、二週間じゃないのかという

ことの話は出ております。 

  といいますのは、実は柴田町の集団接種会場で一番最初に２回目終了された方が、５月30日

になります。そこから８か月後ということで、２月１日からそういった体制が取れればいいの

かなと考えていたんですけれども、２か月前倒しということは、もう12月１日から始めなくち

ゃいけないということですので、もう既に期限来ているので、なかなか難しいということで、
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やはりその２月を若干でも前倒しできないかという相談が、これからになるのかなということ

では考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） まだまだ変化に変化出てくると思うんですけれども、11月26日に厚労省

の予防接種室から各都道府県市町村に通達が出ています。これは６か月で実施の条件として出

ていました。いわゆるクラスターが発生した場合、また市町村が実施主体で実施できますよと。

条件が３つあって、該当する根拠。いわゆる集団接種が発生したんだと、２つ目には対象者の

範囲、施設全部なのか、ここの施設に、この一部分だけなのか。３つ目、対象見込み数、何人

とかというのですね。これがきちっと決まれば県と協議して６か月でやってもいいというのが、

11月26日に出ていたんですけれども、これもひょっとして古いのかなと思っているんですけれ

ども、こういう条件あるということは本町では把握しているんでしょうか。 

○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） そういう書類は回ってきておりますので、確認はさせていただ

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。 

○11番（吉田和夫君） 分かりました。あと一つ気になったのが、寒い時期に生涯学習センター、

もっと広い会場とあったんですけれども、多くの市町村ではかえって大きいところよりもう少

し小さいような、それは暖房とかという、冬場に迎えるということで計画を変更なんかされて

いるんですけれども、本町としては船迫生涯学習センターなんでしょうか。確認します。 

○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） そもそも、集団接種会場を設定するときにやはり冷暖房完備と

いうことがありましたので、そういったことも前提に会場の設定をさせていただきました。体

育館ということも考えられたんですけれども、夏場の暑い時期にどうなんだということがあり

まして、それでは冷暖房がある船迫生涯学習センターということで設定をさせていただきまし

た。ただ、入り口部分については暖房がないので、先ほど町長答弁申し上げたとおり、そうい

ったところの対策を取りながら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） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） うちのほうも、厚労省にも冬場対策のストーブとか暖房とかどういう状

況になっているんだと問合せしたら、そういうところもこれから加味しますとかって、11月上

旬だったんですけれども、全部見られるようでございますし、あと補助資料を皆さんにお渡し
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しました。 

  以前、９月会議でも本町で食料支援できないかというお話はして、それは保健所での対応だ

という一辺倒だったんですけれども、何でほかの市町村でやっているのにできないんだろうと

思ったんですけれども、そういう文書を見て、先ほど町長できるという話があったんですけれ

ども、もう一度担当課の課長から、それを見て可能なのかどうかお伺いします。 

○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） 先ほど町長答弁にありましたように、県に確認した段階ではま

だ県で十分対応できるというところでございました。それが、もっとひどくなれば、手が回ら

なくなればということがございますので、その段階で県とまた協議しながら必要になればそう

いった対応を取っていかなければならないかなと、町長答弁の繰り返しになりますけれども、

そういった状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） やはり、町民の命を守る上からも、これからひょっとしたら第６波はと

んでもない数になるんじゃないかという人もおられますし、自宅療養の方は何万人、何十万人

という方が前回おられましたので、例えばそういう人が色つかっているわけでもありませんの

で、明日食うものがないというと歩かれては困るわけですよね。じっと自宅待機してください、

１週間分の食料ここにありますという類いで、多分ほかの市町村なんかは支援する。仙台市で

も支援しています、東京都でも。コロナ行政自宅待機、食糧支援というと、たくさん出てきま

す。新潟県各市町村がまた独自にやっておりますし、一回調べてもらってもいいんですね。業

務者などと問合せしながら契約を結んでいるところありますし、いろんなパターンがあります。

ぜひ本町としてもプラスアルファの、県でも構いませんし、ないかも分かりません。あった場

合、自宅でも心配ありませんよ、10日分食料ありますのでという、こういう対応をぜひ進めて

いただきたいと思います。 

  大綱２問目でございます。気象防災アドバイザーが２週間経過したんですけれども、どのよ

うに感じますか、気象防災アドバイザーというもの。多分初めて聞いたのかどうか分かりませ

んけれども、感想はどうでしょうか。 

○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） 気象防災アドバイザーの感想ということのお尋ねでございました。

議員質問ありましたように、気象庁の事務連絡、令和３年４月12日、こちらでも第１項めに気

象庁が推進する地域防災支援の取組についての（１）平素の取組というところがございます。
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そこでは、気象庁は地方公共団体との顔の見える関係の構築という項目が書いてございます。

こちらでは、顔の見える関係を構築するとともに、それぞれ地方公共団体の職員と情報交換を

実施していますという内容が記載されています。コロナ禍なので、こういった気象庁の職員と

直接対面でというのはないんですけれども、ウェブとかそういうものを使って、何回か気象庁

の職員とそういった情報交換や、顔の見える関係をつくってございます。その中で、気象庁か

らの情報提供として、気象防災アドバイザーという話はいただいてございました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 資料提供に入れなかったんですけれども、「あなたのまちに気象防災ア

ドバイザーを」という気象庁のパンフレット。それで町長答弁のとおりの内容なんですけれど

も、東北でもまだ宮城県と青森県が採用しているようなんですけれども、気象防災アドバイザ

ー、福島県郡山市でもアドバイザーを契約しているところがあります。その契約状況まちまち

なんですけれども、状況は把握しているんでしょうか。（「契約状況」「契約状況、いろんな

パターンがあるという」の声あり） 

○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） 契約状況につきましては、様々というところで、委嘱、役務契約、

雇用契約というものはございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 今回問題提起ということでお話ししていただいて危機管理監の脇あるい

は町長の脇あたりにおいて、非常事態のときには気象状況を見ながら、今この状況を過ぎたと

いう判断材料の一つに、あるいは平時には市町村に出向く、行政区に出向いて講演会、研修会

の担当、そうすればもっと力強い防災意識と的確な指示が出るのかなと思って、早めに検討し

たほうがいいんでないかなということで、問題提起をさせていただいたんですね。これで、前

からそういうものを知って検討し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。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 気象庁からの情報提供で、こういった気象防災アドバイザーの制

度というのはあるのは存じていましたが、具体的に検討したということはございませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ぜひ、こういうのもあるということで、意識づけをしていただいて、あ

るいは講演会にお願いするとか、そういうことも可能なようなので、柴田町は結構進んでいる

んですね。学校の防災意識なんかは一生懸命講演会なり演習会とかやっておりますので、引き
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続いて防災意識を高める上からも行ってほしいなと、注視していただきたいなと思います。私

からは以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて11番吉田和夫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１８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。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ４番小田部峰之君、自席で質問してください。 

○４番（小田部峰之君） ４番小田部峰之です。大綱２問質問させていただきます。 

  １．消火栓や防火水槽の目的看板の更新を。 

  町内の消火栓や防火水槽の目的看板ですが、全面がさびついているもの、文字が読みにくい

もの、支柱がさびて穴が開いているものなどが散見されます。近所の方から「これってちょっ

とひどいですね」と指摘されました。早めの更新が望ましいと思います。 

  また、各地区にある火の見やぐらですが、塗装の剝がれやさびなど老朽化しているように見

えるものがあります。私が生まれる前に設置されたものだと思いますが、現在の利用実態と今

後の取り扱いを伺います。 

  ２．本町の観光姿勢を問う。 

  先日、知人と共にみやぎ大菊花展を見に行きました。一休みしようと観光物産交流館の喫茶

コーナーに行ってみたところ、営業していないようでしたので尋ねてみたら「13時半で終わり

ました、ここは菊花展とは関係ありません」と返事が返ってきて、違和感を覚えました。 

  プロモーションでの良質な印象は、ふるさと応援推進事業に結果が出ていて喜ばしいことで

す。実際に行ってみて、どのような印象を受けるのかは人それぞれだと思いますが、「もう一

度行ってみたい」「今年も行かなくては」と感じていただけるのは、ちょっとした気遣い一つ

なのではないでしょうか。イベントなどに合わせて喫茶コーナーの営業時間設定を柔軟にする

ことはできませんか。 

  見解をお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 
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  その前に、確認をさせてください。 

  小田部議員、大綱１問の質問の中で、防火水槽の目印看板、これ「目的」とお読みされたよ

うなんですが。「目印」でよろしいですか。 

○４番（小田部峰之君） 「目印」です。 

○議長（髙橋たい子君） 分かりました。それではお願いいたします。 

○町長（滝口 茂君） 小田部峰之議員、大綱２点ございました。 

  まず１点目、現在、町内には消火栓が451基、防火水槽は166基設置されております。これら

の目印看板についてですが、消防署では消火栓や防火水槽の点検を行っており、その際に劣化

している標識があった場合には、町で準備した新しい標識へのつけ替えをお願いしています。 

  小田部議員のご指摘のとおり、劣化した標識について全て交換し切れていない状況ですので、

今後も消防署と連携しながら計画的に標識の交換、修繕に努めてまいります。 

  また、火の見やぐらについては町内に６基残っております。かつては、地域住民に火事をい

ち早く知らせる役目がありましたが、現在は通信環境が整備され、火事が発生するとすぐに消

防に連絡が入り、鐘を鳴らさなくても消防署のサイレン音が火事を知らせてくれるため、火の

見やぐら本来の役割は終えており、現在は消防団のホース乾燥塔として利用されている状況で

す。老化が目立ち、塗装の剝がれが散見されている状況ですので、危険度の高い火の見やぐら

については消防団と調整の上、ホース乾燥塔に切り替えてまいります。 

  大綱２点目、観光姿勢でございます。船岡城址公園内にある柴田町観光物産交流館さくらの

里は町と一般社団法人柴田町観光物産協会の間において、指定管理に係る基本協定を締結し、

管理運営が行われています。協定書の中では、施設の開館時間を午前９時から午後５時までと

し、休館日を毎週月曜日と定めていますが、指定管理者が特に必要と認める場合には指定管理

者の権限で変更することが可能となっており、大菊花展などのイベント開催時には休館日も休

まず営業しています。また、さくらの里内の喫茶コーナー花菜カフェは、柴田町観光物産協会

と経営者がテナント契約を締結し、営業しております。契約においては、テナントの営業時間

はさくらの里の開館時間内で経営者の判断で決定されています。 

  今回いただきましたご意見を、町から柴田町観光物産協会指定管理者と経営者にお伝えしま

したが、令和２年度以降はコロナ禍の影響を大きく受け、利用者が少ない状況が続いているこ

とから、経営を継続するために売上げと経費のバランスを保ちながら、採算が取れる範囲内で

の営業を続けざるを得ないとのことです。アフターコロナにおいては、今回のようなご指摘を

受けることがないよう、花のまち柴田のブランド化を進める観光まちづくりの意義について改
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めて再認識していただけるよう申し入れてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 小田部峰之君、再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） ありがとうございます。火の見やぐらなんですけれども、これ文化財

的な意味合いで今後も保存するお考えとかはないでしょうか。 

○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） 火の見やぐらの文化財としての登録ですね。議員おっしゃったよ

うに、議員が生まれる前から建っていたというところで、そうした文化財的な、埼玉の川越市

ですか、ああいった感じでというのもあるかと思うんですけれども、なかなか６か所見たんで

すけれども、ペンキ塗り直してもそういう要素があるのかどうか。そこは私ちょっと判断でき

かねたんですが、そうですね、川越のようなものだったらあるのかなと思うんですけれども、

そこは検討しておりませんでした。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） ホース乾燥塔に切り替えるというのは、どういうことを意味するんで

すか。どういうふうにするんですか。 

○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） 現在、火の見やぐらの高さというんですか、そういうのを利用し

て国旗掲揚塔のようにひもでつり上げて、消防団でホース乾燥塔として利用されている現状で

ございます。基本的なところは、火の見やぐらを撤去しまして、そこにホース乾燥塔を新たに

新設をするという考えでございます。ただ、６個のうち白幡集会所の敷地内にあります火の見

やぐらにつきましては、近くに野外拡声器の鉄塔が立っていますので、その辺は新設のロープ

乾燥塔ではなくて、野外拡声器に、そこを活用してホース乾燥塔として活用できたらなとは考

えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） そしたら、白幡の今話が出たんですけれども、白幡の火の見やぐらに

テレビのアンテナがつけてあるんですけれども、それは移すということになりますよね。 

○議長（髙橋たい子君） 大丈夫ですか、危機管理監。答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） テレビのアンテナが誰が所有していて誰がつけているのか、その

辺のところを確認して、その後の火の見やぐらを撤去した後どうするかというのは、その後の
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話になるかと思いますけれども、まずは現状確認しないと難しいのかなと考えます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。次に、観光のほうに移らせていただきます。コロナの

影響でカフェの営業時間を短縮せざるを得なかったということですが、ちょっと貼り紙の１枚

もあれば皆さん納得できるのかなと思ったんですが、その場合どうでしょうか。 

○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） ただいま、貼り紙の掲示はというご質問いただきました。これ

に関しましては掲示物、店内にこれから掲示はしてまいりたいとは考えてございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） それでは、経営者がテナント契約締結しているというので、経営者の

判断でということなので、あまりこちらから言うのもおかしいのかもしれないんですけれども、

一応ランチタイムは例えば11時から14時までとか、ティータイムで14時から17時とか、こうい

う設定だと利用しやすいか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。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） １回お昼休んでお昼の時間と夕方の時間というやり方されてい

らっしゃる店舗、飲食店の方多いのかなと思います。ただいまご意見いただきましたことは、

経営者の方にはお伝えしてまいりたいとは思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） それから、エフエムいわぬまなんですけれども、これをこの間ちょっ

と聞いたんですけれども、スタンプラリーのお知らせだったと思いますけれども、会議での報

告のようなアナウンスだったのでちょっと残念に思ったんですけれども、興味をそそるような

親しみやすい言葉で宣伝広報に利用したほうがいいのかなと思ったんですが、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） エフエムいわぬまさんとは定時的な放送、町のイベントなり情

報を提供していただくということで契約をしていまして、記事というか、コメントするように

ということで、締結はしてございます。その放送の内容というか仕方というところは、すみま

せん、パーソナリティーさんとかいろいろあると思いますので、そういうところは私直接ＦＭ

の内容とかも聞いていなかったということがありますので、エフエムいわぬまにはそういうこ
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とはお伝えしていきたいなとは思いますが、エフエムいわぬまのパーソナリティーさんのいろ

んなスキルとか、そういったものも関係してくるのかとは思いますので、伝えてはいきたいと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） エフエムいわぬまの週間番組表というのを見ると、花のまち柴田のイ

ベント開催実行委員会が提供ということになっているんですが、これは職員さんがしゃべって

いらっしゃるのかなと思ったんですが、どうでしょうか。 

○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） イベント実行委員会ということで、今お話しいただきました。

確かに、すみません、先ほどパーソナリティーさんということでお話ししたんですが、実際に

インタビューというか、お話しするのは町の職員の場合もございます。それから、実行委員会

の委員の方、どなたかに行っていただくということもあります。ですので、その辺は慣れてい

ない部分があるので、原稿を読むような形で単調な口調になってしまったということは確かに

あるのかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。有効に活用していければなとは思います。大体聞きた

いこと聞けましたので、これで私の質問終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて４番小田部峰之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55分再開といたします。 

     午前１０時４６分  休 憩 

                                            

     午前１０時５５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。 

  13番大坂三男君、自席で質問してください。 

○13番（大坂三男君） 13番大坂三男です。大綱３問質問させていただきます。 

  １．仙南広域圏及び柴田町の地方創生の課題と今後の取組は。 

  2015年度から2019年度まで実施された地方創生の１期目が終わり、2020年度から２期目が始

まっております。地方創生の目的は「少子高齢化に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとと
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もに、東京圏への人口の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境の確保と地域経済の活

性化を図って、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく」とうたわれております。こ

れは内閣府の地方創生推進事務局からの情報です。 

  しかし、地方創生が進められても合計特殊出生率は低迷し、東京圏への人口集中についても

改善されていない。さらに、一時期、国が進めたインバウンド政策で恩恵を受けていた地方経

済も、コロナ禍において大きな打撃を受けたものとなっています。 

  令和２年10月１日現在の国勢調査によると、宮城県内の各圏域人口の増減率は仙台都市圏で

0.85％プラスとなったのみで、その他の６広域圏はマイナスとなっております。仙南広域圏で

はマイナス６％、１万642人の減少です。仙台都市圏との格差は広がるばかりであり、柴田町

もマイナス3.19％、1,261人の減少でありました。 

  また、高齢化率についても、高齢化率が高い順10位以内に仙南地域の自治体が４つも入って

おり、仙南広域圏は人口減少と高齢化の深刻度が増してきています。こうした状況によって、

仙南広域圏においては医療、福祉、商業、地域公共交通、地域のコミュニティといった生活機

能の確保がますます困難になってきています。今後、国の第２期のまち・ひと・しごと創生総

合戦略においては、新たな概念としてＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ5.0及び国土強靭化などが加

わるとなっておりますが、果たして自治体の現場でこれらの概念を消化しながら地域の課題を

解決し、地方創生が成功できるのか心配であります。 

  コロナ禍が落ち着いてきている今、アフターコロナに向けて柴田町の課題や仙南地域の広域

的な課題の解決について、町長はどのように考え、対応していくつもりなのか伺います。 

  １）柴田町は地方創生関連交付金等を活用し、ほとんど国のお金で太陽の村や船岡城址公園

の整備など観光まちづくりを進めてきたと思いますが、その成果をどう考えているのか。 

  ２）地方創生を進めていく上では、各自治体間の連携が大変重要だと言われているが、これ

まで柴田町で具体的に進めた地域連携事業はあったのか。その成果と課題は。 

  ３）地方自治体の行政区域を越えて生ずる広域的で共通の課題を効率的に解決する仕組みと

して広域行政があるが、町長から見て広域行政に係る運営上の課題や、今後広域で処理すべき

課題についてはどう考えておりますか。 

  ４）かつて、広域的な行政課題の解決に向けて総合的、効率的に解決していくための方法や

制度として、市町村合併があると喧伝され、各地で平成の大合併が進められた。それから10年

以上経過し、合併自治体やその住民にとって合併の効果が発揮されているのか大変気になると

ころであります。 
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  今後の柴田町の地方創生や、仙南広域圏における課題解決の観点から、合併は本当に有効な

のか。逆に、弊害が多いのかどうかを、柴田町民の立場で注視していくことが重要であると考

えるが、町長の見解はいかがか。 

  ５）コロナ禍の中で、人々の働き方、暮らし方が大きく変わりました。アフターコロナ時代

の動きに対応するためには、地域主導型の政策力が大きなカギを握ると思う。柴田町や仙南広

域圏における人口減少問題や、仙台都市圏への集中を是正する政策はありますか。 

  ６）仙南広域圏で一番人口が多い柴田町が、もっとリーダーシップを発揮し、国や県を巻き

込んで地方創生を牽引すべきではないか。仙南広域圏における柴田町が果たすべき役割を伺い

ます。 

  ２．公共施設トイレの環境改善を。 

  本年度９月会議の一般会計補正予算で、総合運動場と東船岡駅のトイレ改修が決まりました。

私は、その際の質疑で、小中学校を含め公共施設の洋式トイレに、温水洗浄便座設置の提案を

行いました。その後、設置に向けての検討は進んでいるか伺います。 

  １）先日、地域福祉センターを訪問し、トイレの状況を調査しました。和式４、洋式12、多

目的トイレ３基の個室のトイレがありましたが、全て温水洗浄便座は未設置でありました。公

共施設全てのトイレを、一気に温水洗浄便座化するのは難しいとしても、高齢者施設や生涯学

習センターなど一般町民が多く利用する施設は、優先的に進めていくべきであると考えるが、

いかがか。 

  ２）多目的トイレと出入り口がカーテン仕切りの個室以外は、前側、いわゆる出入り口側の

スペースが狭く、立ち上がるときに頭がドアにぶつかる状態になっていました。高齢者が多く

利用する施設であり、この問題も早急に是正すべきではと思うが、いかがでしょうか。 

  ３）災害時の避難所や避難場所になる小中学校のトイレ問題は、大変重要であります。停電、

断水によって屋内トイレが使えなくなることを想定し、マンホールトイレの製品セットを購入

し、準備している自治体があります。当然、登校する学校の児童生徒も使用することにはなり

ます。本町にはそのような備えはあるのか。なければある程度準備しておくべきではないのか。

ちなみに、東松島市では、小中学校や市民センターなどの16か所に126基を設けております。

本年９月には、国土交通大臣から循環のみち下水道賞、防災・減災部門賞を受賞したことが報

じられました。柴田町でも、非常時に備えて準備する考えはないか伺います。 

  ３．太陽の村のリニューアルでにぎわいづくりと交流人口の増加を。 

  太陽の村は、キッズバイクパークや木育あそびの部屋も加わり、子どもたちや家族連れに好
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評のようであります。今後、さらに施設やサービスの拡充に取り組み、交流人口の増加やにぎ

わいづくりを目指すべきだと考え、質問します。 

  １）国道４号「しまむら、幸楽苑」前交差点から太陽の村に行く経路の案内標識が、目立た

なく分かりづらい。もう少し分かりやすく、かつ目立ちやすい表示にすることが必要ではない

か。 

  ２）いこいの森分岐点周辺からレストハウス前駐車場に向かう道路は、カーブがきつく道幅

も狭く、多くの車両やバスなどの大型車両の通行には不適である。道路の新設か、拡幅などを

行って改善しなければならないのではないか。 

  ３）最近、愛犬と飼い主らが野外で思う存分遊ぶエリアとして、各地でドッグランが開設さ

れ人気を博している。近隣では、名取市、岩沼市、川崎町、蔵王町にある。また、仙台市では

新たに市街地の榴岡公園に、ドッグランやバーベキューの施設を整備しました。仙台市では、

郊外や周辺部にドッグランが数か所ありますが、本年10月からは都心部の榴岡で運営すること

によるニーズ調査や、収益調査の社会実験を始めたと報じられていました。柴田町にもドッグ

ランを造ってほしいという要望がたくさん多いです。ファミリーで太陽の村に来て、素晴らし

いロケーションと大自然の中でいろんな遊びや冒険をするとともに、ペットと一緒に思い切り

楽しむことで心身共にリフレッシュできる施設となり、柴田町のネームバリューがさらに向上

されることが期待されます。柴田町にドッグランを設置する考えはないか伺います。 

  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） 大坂三男議員、大綱３点ございました。 

  まず１点、仙南広域行政関係で６点ございました。随時お答えします。 

  まず、地方創生の成果でございますが、直接的な成果として挙げられるのは、花のまち柴田

として、柴田町の認知度が格段に高まったことです。２つに、柴田町に訪れる外国人観光客が

年間7,600人を超え、昨年、観光庁から仙台や松島、蔵王といった宮城県の主要な観光地と肩

を並べる「外国人が訪れるまち」として選定されております。３つ目、四季折々に咲く花をテ

ーマに、年間を通して人を呼び込める通年観光地になったことです。 

  次に、間接的な成果といたしましては、令和２年度のふるさと納税による寄附額17億円に結

びついたことです。２つに、地方創生臨時交付金など国の交付金を活用したことで、駅や観光

地のトイレ改修整備や、小中学校の感染対策が一般財源をなるべく使わず実施できたことです。

３つ目、柴田町職員の企画力や政策力が磨かれ、着実に稼ぐ力が身についてきたこと、などが
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挙げられます。 

  ２点目、これまでの地域連携事業です。これまで、取り組んできた自治体間での地域連携事

業として、まず観光の分野では平成28年度から柴田町がリーダーシップを取り、大河原町と連

携して取り組んできた「一目千本桜ブランド化事業」、令和元年８月には２市９町による官民

連携組織「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」を設立し、官民が連携してガーデンツー

リズムの推進に取り組んでおります。平成27年２月には、丸森町が主体となり、宮城県南の４

市９町の一員として「宮城インバウンドⅮＭＯ推進協議会」の立ち上げに参加し、訪日外国人

観光客の誘客に努めてきました。次に、地域公共交通の分野では、阿武隈急行沿線の３市２町

を中心とした連携組織「阿武隈急行沿線開発推進協議会」により地域の足の確保に取り組んで

おります。 

  次に、地域医療の分野では、住民の安心な暮らしを支える地域の医療体制の拡充を図るため、

みやぎ県南中核病院と他の医療機関との機能分担など、仙南地域の保健医療関係機関が一体と

なって取り組んでおります。 

  地域連携での成果といたしましては、１つに、効率的な行政運営が図られた点、２つに、連

携自治体が一体となった観光振興により、新たな周遊コースや滞在コンテンツの造成につなが

り、地域観光のレベルアップが図れた点、３つに、医療機関との間で地域医療に関する情報の

共有化が図られ、特にみやぎ県南中核病院を中心に地域医療体制を充実することができた点な

どの効果が挙げられます。 

  一方で、課題ですが、どの事業においても自治体間に温度差がある点です。２点目、温度差

があるゆえに、意思決定や費用負担の調整に時間がかかる点です。また、国や県などからの補

助金や交付金が途絶えてしまうと、連携組織の継続が難しくなってくる点などの課題が挙げら

れます。 

  ３点目、柴田町長から見た課題でございますが、現在、柴田町が行っている広域行政につい

ては、仙南１市３町で運営しているみやぎ県南中核病院と、仙南２市７町で運営している仙南

地域広域行政事務組合の２つがあります。 

  まず、みやぎ県南中核病院の運営について、柴田町長の立場から見た問題点としましては、

病院経営の赤字に伴う追加負担金の問題、公立刈田綜合病院の医師不足などに伴う１市３町以

外の白石市や周辺地域からの救急患者が増加し、病院の運営を圧迫していることでございます。

３つ目、今後、受入患者数の増加に伴い、みやぎ県南中核病院の施設の拡張の際の増設経費の

負担問題などが挙げられます。 
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  次に、仙南地域広域行政事務組合の運営について、私の立場から見た問題点といたしまして

は、１つに、普通地方公共団体を構成員とする特別地方公共団体であるため、住民からの目が

届きにくく、公務員としての自覚を欠く職員がいたという事実がございます。２つ目、構成市

町の負担金で運営しているため、事業費負担の問題で調整に時間がかかることです。３つ目、

廃棄物処理や火葬業務、視聴覚教材センター業務、消防業務と、間連性のない事務を行ってい

るので、縦割り行政となっており、組織に一体感がないことなどが挙げられます。 

  今後、私の立場から見た広域で処理すべき課題としては、交通弱者の足を確保するための地

域公共交通への一体的な取組が必要だろうと思っております。２つに、地域医療の問題、課題

として、公立刈田綜合病院や各町が抱える国民健康保険病院など、仙南医療圏における病院の

再編問題があります。３つに、仙南地域における各自治体が連携した中での広域観光の推進が

ございます。４つ目、仙南地域全体でのＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた取組などが、今

後広域行政の中で検討していかなくてはならない課題だと考えているところです。 

  ４点目、合併の有効性についてでございます。平成の大合併は自治体の財政危機を克服し、

新たな地域の新たな地平を開くものとして、国主導で行われました。しかし、合併は１つに合

併してスケールメリットを働かせれば、広域的なまちづくりが可能となり、地域が発展すると

いううたい文句でしたが、現実は本庁の置かれた旧市町と支所が置かれた旧市町との間で格差

が広がり、周辺部は衰退するばかりであります。２つに、国の合併支援策の一つである合併特

例債を使って、新しい施設の整備を行った結果借金が増え、一方で老朽化した公益施設の統廃

合が進まないことから、財政危機に直面している合併自治体も多くなっています。３つに、行

政の効率化の観点から議員や職員が削減された分、行政と住民との距離感が広がり、住民サー

ビスの向上どころか、住民の声が届きにくくなっております。合併した自治体にまとまりや一

体感が欠如し、地域のアイデンティティーが希薄になったことが、地域の活力を低下させる最

大の要因であると考えております。 

  ２回目の三町合併に直面した私の経験や、宮城県内で合併した８つの自治体の合併後の動向

から私なりに学んだことは、１つに、合併は単なる行政区域の変更であり、それ自体は何の効

果も及ぼすものではないということであります。２つに、地域に閉塞感が漂ってきますと、自

分たちの力や政策で困難を打破することを諦め、安易に合併すれば何とかなると呪文を唱える

ようになってくるということでございます。３つに、合併は我が国が経済成長し、都市が膨張、

拡大していった追い風が吹く時代には、その有効性を発揮しやすいのですが、一方で人口が減

って都市が縮小していく時代に、住民との距離感を広げる合併は、現状維持どころか後退を余
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儀なくされるということでございます。合併は、何でも解決できる万能薬という幻想を捨てて、

地道に自分たちの政策力を発揮し、住民との協働の下に地域課題を解決していくほかはないと

いうのが私の持論でございます。 

  ５点目、一極集中主義の解消でございます。近年、自然豊かな地方での暮らしに関心を持つ

若者や、子育てのことを考えてワーク・ライフ・バランスが取りやすい地方で、働きたい、暮

らしたいという若者が増えています。こうした、地方への移住を求める若者の動きを、チャ

ンスと受け止めた移住定住対策が重要であると考えております。 

  人口問題や仙台都市圏への集中を是正する政策ですが、まずは働く場所の確保として工場

団地の造成や企業誘致、また、新しい仕事起こしができる情報環境の整備を図る必要がある

と思っています。 

  次に、環境問題や子育て支援など、柴田町において先進的で魅力的な独自政策を打ち出すこ

とで、それに共感する人たちを呼び込む政策が必要でございます。さらに、快適でハイカラな

都市環境を整備した中で、多くの住民が生き生きと元気にまちづくりに参加し、にぎわいをつ

くり出していくことでございます。 

  また、仙南広域圏での人口減少に対する政策としましては、仙南中核工業団地を造成し、企

業誘致していく政策に即効性はあります。しかし、この政策は宮城県が動かないと実現は難し

いので、各自治体が連携して取り組めるサイクルツーリズムや、ガーデンツーリズムといった

新たな切り口からの広域観光を推進し、多くの観光客を仙南地域に呼び込み、交流人口や関係

人口の拡大や、仙南地域ならではの地域ビジネスの創出によって移住定住につなげ、仙南地域

全体での人口減少の抑制に努めていく必要があると考えております。 

  ６点目、仙南広域圏で柴田町が果たすべき役割でございます。近年、住民の生活様式は行政

区域を越えた広域的なエリアでの活動となっております。また、人口減少や少子高齢化社会の

進展に伴い、都市と農村との格差や地域医療、公共交通の維持、広域観光など、広域から行政

課題が深刻化しています。こうした課題を解決していくためには、行政だけで対応していくこ

とは困難であり、住民や事業者、専門家と協働したまちづくりが求められます。さらに、各自

治体間が連携を強化した中で、地域の課題解決に取り組む必要がございます。 

  たまたま、柴田町は現在、仙南広域行政事務組合のまとめ役としての立場を与えられており、

さらに広域行政事務組合以外においても、仙南地域の各自治体に共通する課題、例えば地方創

生やふるさと納税に関して、他の自治体から相談される場合も多くなっています。人口が減る

時代においては、従来型の政治的なリーダーシップは必要とされず、柴田町独自の政策力で仙
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南地域を牽引するシティマネジャーとしてのリーダーシップが求められる時代になってきてお

ります。今後、柴田町を発展させることにおいても、まずは仙南地域全体を視野に入れ、ロー

カルに考えながらもグローバルに行動し、柴田町が率先して仙南地域でのリーダーシップを果

たしてまいりたいと考えております。 

  次に、大綱２点目、トイレの関係でございます。１点目、２点目は一括でお答えをいたしま

す。 

  地域福祉センターは、児童から高齢者に至るまで多くの方に幅広く利用される総合的な拠点

施設でございます。また、災害時には、ボランティアセンターが設置され、ボランティア活動

の拠点にもなります。 

  そのため、この12月会議において利用率の高い地域福祉センター西館の東側トイレについて、

高齢者等が利用しやすいよう和式便器を洋式化するとともに、温水洗浄暖房便座とし、また多

目的トイレをオストメイト対応とします。さらに、入り口のドアから便器までの間隔を広くす

るとともに、各個室に手すりを設置します。なお、西側トイレについては、令和４年度の当初

予算で措置してまいります。 

  生涯学習センターのトイレについては、全て洋式化しておりますので、温水洗浄暖房便座の

設置については、財政状況を勘案しながら、予算化に向けた準備を進めてまいります。 

  ３点目、マンホールトイレです。マンホールトイレについては、県内でマンホールトイレ

の導入が進んでいる東松島市に問い合わせたところ、１か所で６基のトイレを設置する場合、

概算の設置費として約2,000万円の費用がかかったとのことでございます。なお、この設置費

用に関しては、国から半額の補助制度があったようでございます。 

  災害時、マンホールトイレは非常に有効なものですが、一方で設置費用が高額であることや、

設置場所として避難所の駐車場等になることが想定され、避難者の駐車場スペース等が少なく

なってしまうことも考えられますので、まずは、今後建設を計画している総合体育館において、

マンホールトイレの設置を検討してまいります。 

  太陽の村でのにぎわいづくりでございます。３点ございました。 

  １点目、看板。国道４号線の西船迫一丁目の交差点から太陽の村までに、平成29年度の地方創

生事業で案内看板を４か所整備しております。平成29年４月に、らぽるの森がオープンしたこ

とで、１つの看板のデザインを、太陽の村とらぽるの森の２つに分けたことから、文字などが

小さめとなり、決して目立ったものとは言えない状況でございます。今後、経年劣化が進み、

看板の張り替えが必要となったときには、新たな目立つデザインについて検討してまいります。
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なお、改めて太陽の村までの経路案内標識の必要性については調査してまいります。 

  ２点目、アクセス道路ですが、現在のアクセス道路については、狭小で急勾配なため、平成

28年３月策定の太陽の村再整備化計画においては、途中からのルート変更と拡幅改良が計画さ

れております。今後、該当するような補助事業等を考慮しながら検討してまいります。 

  なお、既存道路については、経年劣化により舗装状況が悪くなっていたものを、令和２年度

に改修しております。大きなイベント開催時には、太陽の村園地、下側の駐車場を併用してお

り、当分の間は、必要に応じて警備員配置等での相互交通により運用してまいります。 

  ３点目、ドッグランの設置でございます。 

  平成28年３月策定の太陽の村再整備化計画においては、ドッグランも一つの選択肢としてあ

りました。県内にあるドッグランの多くは、ホームセンターや公園の一角に設置する場合が多

く、ドッグラン利用者や、ほかの目的での来場者も対象とするレストランなどを併設するなど、

太陽の村と同様に多角的な運営をしている場合が多いようです。 

  近隣でドッグランを運営する団体に伺ってみますと、最近は、県内外でドッグランの開園が

相次いでいることから、登録者数は減少傾向にあるようです。また、施設の点検や修繕のほか、

犬の迷惑行為や放置行為を禁じたり、衛生的な課題を解決するためのおやつの禁止やふんの持

ち帰りなどのルールを徹底させるためには、専任の担当者が常駐することが望ましいとのこと

から、経営的には厳しいようでございます。ドッグラン設置により、これまでにはないニーズ

の掘り起こしにはつながりますが、太陽の村の運営管理の課題や、近隣の動向を調査しながら

設置について検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 大坂三男君、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 長い、丁寧な答弁ありがとうございました。いっぱい答弁いただいたん

で何を再質問するか、選択が迷っておりますが、地方創生いろいろ交付金があったりして、こ

こ近年これが非常に国全体で叫ばれておりまして、その一つの理由として高齢化とか、地方の

人口減少とか都市圏への人口集中というのが、やはり一番大きな問題になっているなというこ

とは改めて認識しました。 

  それで、仙南広域圏においての地方創生の在り方について、考えてみる必要があるのかなと

いうことで、今回問題提起も含めて質問させていただいたわけですが、答弁の中でいろいろや

はり広域全体で何かをやろうとすると、なかなか難しいなというのがよく分かりました。とい

うのは、それぞれ独立した自治体なので、それが全て合意した上で物事を進めるというのは、
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やはり大変なんだなというのは、その理由として分かりましたし、私も広域行政事務組合の議

員として前にも何年か務めたことがありましたし、このたび再びそこに臨んで、一般質問なん

か議員がしますと、理事長が、答弁側がなかなか答弁できないんですよね。というのは、やは

り全部の構成自治体の首長というか、理事さんたちが合意しないと答弁できないので、答弁で

きませんということが多くて、ああ、そういうものなんだな、地域連携でやっていくというこ

とはというふうに強く感じました。 

  その中で、一つの連携という意味で、広域連携という意味では、制度論として合併というの

が一つの手法かなということも感じますので、今回合併についても、平成の大合併ということ

で、もう15年近くなりますが、それがどのように進行しているのか、本当に住民にとってメリ

ット、デメリット、どうなっているのかなということで、お聞きしたんですが、まず今後制度

として、やはり地域連携を強化していったほうがいいのか。今も合併自体は制度としてあるん

ですから、そっちに進んだほうがいいのか、その辺、町長はどういう判断をされているのかな

ということをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど回答しましたように、合併をなぜするんだ、誰が言い出したのか

ということを考えてもらえば、すぐ分かると思うんですね。合併すれば、あの当時広域行政圏

ができて一体的な行動が取れるはず、そして地域全体が発展するということだったんですが、

それは私の考えでは先ほど回答した都市が膨張する、経済が拡張しているときには、合併のメ

リットのほうが表に出て、マイナス面が隠されているということでした。ところが、時代が変

わりまして、人口が減る時代ですとマイナスのほうが表に出てきているのが実情です。 

  これからの行政運営というのは、やはり住民と離れたらうまくいかないと。今までは行政が

リーダーシップをといって道路、橋造った何かといましたけれども、大体そういうナショナル

ミニマムは達成されましたので、これからは一つ一つの個性を出す、町の。そのときには住民

が踊らないことにはどうにもならないと、住民が踊るということは、行政と近くないといけな

いというのが、私の考えでございます。 

  ですから、今までですと各自治体それぞれ、このままいったら財政危機で破綻するという強

迫観念で合併しましたけれども、国は逆にそう言いながらも地方独自の地方創生であったり、

がんばる交付金だったり元気交付金だったり、市町村を支援する方に実は動いております。で

すから、ここをうまく活用できるというのが一つ。 

  それで、広域行政は町一人ではできませんので、やはり各自治体と連携すると。そのときに
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今理事長させていただきますが、各首長さん方、お互いのまず主張はありますけれども、最終

的には今まとまる方向でいるというのが、仙南の首長の考え方でございます。そういった意味

では各自治体がそれぞれ独立しながらも連携すると、そのときの問題点をやはり首長さん方が

腹を割って話し合って、仙南は一つの行動は一緒、考え方は違っても最後にはまとまるという

雰囲気が今ありますので、こういう取組をしていくべきではないかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 大坂議員、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） その合併の話で、当時賛成派、反対派あって、議論があったんですが、

柴田町が合併しなければ、じり貧になって財政破綻するんだということを推進派の方、よくＰ

Ｒしておりました。ただ、その後二度にわたって合併は破綻したんですが、そのときに町長は

柴田町は自立戦略でいくんだということをはっきり明言して、自立戦略という形でやってきた

と思うんですが、今振り返ってその自立戦略がどうだったのかということの評価を、町長はど

う考えておるのかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） あのとき、今でも思い出します。反対派から柴田町はじり貧だというこ

とで、さんざんチラシを流されました。でも、先ほど言ったように、柴田町単独、柴田町だけ

いったら恐らくじり貧になったと思います。ところが、国が地方に目を向けて新たな政策、元

気交付金、がんばる交付金、そういう制度をつくっていただいた。その次に地方創生つくって

もらった。最近ではふるさと納税という制度をつくってもらった。この制度を、柴田町はおか

げさまで職員と共に、住民と共に活用できたということが、この自立戦略につながったと。で

すから、国の制度と柴田町の意欲、これがうまくかみ合ったというのが私の見方でございます。 

  一番は、今まで多分合併したらやれなかったのは学校ですね。あのとき、平成29年に槻木中

学校改築すると合併計画書に載っていたと思うんですが、それでなくても全て今学校整備、終

わっております。プラス、庁舎の改築なんか載っていませんでしたので、もちろん本庁舎が大

河原町のときは、柴田町の庁舎なんか忘れられると思うんですが、ですからやはり自立戦略は

政策力と判断と職員の企画力、町長全て企画できませんので、そういったものをうまくコント

ロールしながら、あと各首長さんとの連携ですね。ですから、今回一番いいのは、国で連携し

ないと補助金あげませんと条件付だったので、それが大河原町と今まで猫と、トムとジェリー

ってよく言っていたんですけれども、分かりますね、仲よくけんかしたんですけれども、簡単

に言えば。それは連携しないともうお金来ないから、そこはお互いに連携しながらやると。 

  ですから、今は自分たちの町をきちんと、何というんですか、自立させながらそういう連携



１４５ 

することが町だけではなくて、ほかの仙南の自治体の首長さん方ともやれるようになったし、

今各自治体の首長さんも自分の得意な分野、大河原町でいうとサイクルツーリズムとか、丸森

町でいうとインバウンドとか、要するに自分たちの得意の政策を打ち出し、それに温度差はあ

るんですけれども、柴田町は一緒にやっていくということなので、そういった意味では自立戦

略を取ったほうがよかったな、やれることがやれたなと、これからも自立しながらも連携して

いくと、それには常に国からの情報を集めて自分で政策力を磨いて、職員と共に議論して住民

と一緒に行動していく、こういう独立した政策がこれからも必要だろうと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） やはり連携、仙南圏域の連携というのは強化していくべきだと、私も今

までの話の中で思います。ぜひ、政策力、企画力、職員の皆さん、柴田町は企画力がすばらし

いなと私も思っておりますので、それをぜひ首長の政策力、企画力、リーダーシップを仙南圏

域全体に波及させて、地方創生にさらに取り組んでいただきたいと思います。 

  次、時間がありませんので、大綱２問目のトイレの件です。今回は、地域福祉センター何件

かやっていただくようですが、その後の具体的な話があったようですけれども、地域福祉セン

ターの西側なんですか、その後というのは。それにしても、答弁の中身聞きますと、取組が中

途半端かなと。ほかの公共施設も含めて。その後来年度以降、もうちょっと具体的な計画を示

してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めますが、具体的な答弁を。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） トイレの洋式化というのは各施設で終了しまして、大坂議員言うよう

に洗浄便座、それに関して各施設において各学校、生涯学習センターそれぞれ各課において所

管している施設において、設置に関してどのようにまず数を確認をし、工事内容をどうできる

か。洗浄つき便座の場合はある程度電気を使いますので、その電気工事が必要なのか。そうい

うことも含めて、今各施設において検討していただいております。調査検討しております。そ

ういうことで、金額的にも概算でどのくらいかかるかということも、今、算出をお願いしてお

りますので、令和４年度の新年度予算においてどこから取り組んでいくか。生涯学習センター

から、今回地域福祉センターが３か所あるうちの１か所しかしておりませんので、もう１か所

まだあるかと思います。そちらは令和４年度でということになっておりますので、そのほかの

施設、どちらを優先していくかという部分は今後当初予算の調整の中で検討してまいりたいと

思います。ですので、数が多いですので、計画的にやらざるを得ないんですが、どこから優先

にするかに関しては、今後各課と調整してまいりたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） マンホールトイレについても数が少ないようですので、ぜひ今後もこれ

についても少しでも増やすような方向でやっていただきたい、調査、検討していただきたいと

思います。 

  次に、太陽の村の関係なんですが、ドッグランね、答弁の中で自治体でどんどん増えていて、

その分薄まるから柴田町でやっても、設置するのも消極的な答弁に受け止めたんですけれども、

いわゆる住民サービスでございますので、採算ベースに合うとか、合わないとかという、人を

つけなきゃならないとかということ、いろいろあると思うんですけれども、どこでも入場料は

取っておりますし、私も何件か見てきまして、いろいろ対応はあります、形は。それと設備も、

仙台の榴岡のドッグランなんかも、ただ木くいをぽんぽん打って、そこにネットをふわっと張

るくらいで、あの仙台市がやっているんですよ。私も驚いてきましたね。普通は金属のネット

とかでちょっとしっかりしたやつを設置しているところが多いんですが、必ず平らで広い芝生

とかということではなくて、わんちゃんなんかも結構起伏があったり、山だったり林だったり

していたほうが、すごく喜んで走り回っている様子も見えるので、太陽の村にはすばらしいそ

ういう適地がずっと東側、西側、それから何の森でしたか、林の中なんかも利用できるのかな

と思いまして、ぜひやっていただくということで住民サービスの一環なんだと、それがまた柴

田町のプロモーション等に生かして、ふるさと納税につなげていくようなことでやっていただ

きたいと思うんですが、町長の見解をぜひ伺いたいと思います。よろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 実は、犬の愛好家からは柴田町長は犬が嫌いだ、だから花に投入してい

るんだという悪いうわさが広がっているようでございます。違うんですね。ちょっと横にそれ

ましたけれども。実は選挙のときまでわんちゃん飼っていたんですが、選挙の期間中に死んで

しまったと。それからもう動物は飼わないということだった。犬は飼っていたと。 

  そういうふうに、町民から何人かから実は言われているんです。ですから、太陽の村、残念

ながらコロナ禍で売上げが落ちているので、まずは大型の遊具、今寄附が集まってやっていま

すので、その中からドッグランが採算に合えばいいんですけれども、やはり観光物産協会との

調整もありますので、そちらも考えていかないといけないのかなと思っております。太陽の村、

名取市のように、自転車で多くの人を集めるのには相当金かかるので、改めてドッグランって

どのくらいのお金でやれるかどうか具体的に調査させまして、そんなにお金がかからないとい
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うんであれば、エリアを観光物産協会と調整して進める方向で調べさせてもらいたいと思いま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○13番（大坂三男君） 榴岡に行ってみたら、休みの日、キッチンカーが来て、結構それで皆さ

ん遊びながら利用していると、だから売上げも上がるんだと言っていましたけれども、柴田町

にキッチンカーが補助金か何か出して設置したというか、購入したという記憶もあるんですが、

その辺ぜひ、そういうキッチンカーを配置してのドッグランというのもいいのかなと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） お答えします。 

  キッチンカーについては、はらからさんのキッチンカーが、もしかすると来ているところか

もしれないと思います。あとはそれを配してのドッグランということになりますと、先ほどか

らお話ししておりますスペースの確保と人員確保と、その都合がどうしても出てまいりますの

で、軽々にできるという状況ではないと思います。先ほど町長が申しましたように、まずはど

ういうふうにできるのか、できないのかどうか。そのところの調査から始めたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） これにて13番大坂三男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１時再開といたします。 

     午前１１時４５分  休 憩 

                                            

     午後 １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。 

  ８番佐久間光洋君、自席にて質問してください。 

○８番（佐久間光洋君） ８番佐久間光洋です。大綱２問お伺いいたします。 

  １．手話言語条例の制定を求める。 

  今年４月１日に、宮城県は手話言語条例を施行いたしました。塩竈市は、一足早く2020年４

月１日施行。名取市は今年９月にパブリックコメントが終了して、次の段階へと進んでおりま

す。 

  柴田町は仙南地方では早くから手話への関心を示し、町による講習会が開催され、その後手
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話サークルによる活動が続いており、普及に努めてきました。こういった活動により、手話に

よる会話は生活の中に溶け込み、ごく普通のコミュニケーションと捉えるようになったと感じ

ております。 

  しかし、ふだんの生活の場面や災害の場合などの情報保障で行き届いていない面もあるのが

現状ではないでしょうか。手話言語条例には、手話の普及を掲げているものが多く見受けられ

ます。柴田町としてもなお一層の普及を目指して条例を施行し、利用しやすいサービスの提供

を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  ２．デジタルを活用した予測防災の実現を。 

  近年、度々発生する内水氾濫に対する予測システムについて提案いたします。これは氾濫の

基本的要因となる排水路の水位を観測し、そのデータを配信して、誰でも状況を知ることがで

きるようにするシステムです。情報を受け取るのはスマートフォンで、いつでも誰でも閲覧で

きます。個人個人が自分の状況に見合った判断をできるようにするというものです。予測は、

30分後あるいは１時間後にはこの程度になるとの大まかなものになるだろうと考えております

が、具体的な時刻や数字が示されれば、今何をすればいいか判断できるようになるはずです。

自主防災組織としては、その地域の実情に見合った素早い対応を促すことになるものと期待い

たします。 

  原理は、水路の水位と地盤の高さの比較です。地盤の高さは、個人の宅地の入り口や家の前

の道路などの地点をあらかじめ測っておいて、結果を持ち主の方にお知らせをしておきます。

また、避難所や大きな交差点など目印となる所も、同様に測っておきます。地盤の高さは固定

なので、あとは水位がどのようになっているかが分かれば、危険度の具合がリアルタイムで把

握できます。 

  水害の要因とされる水系は、船岡側と槻木側の大きく２つあり、最初にこれらの水系の水位

を観測できるようにして、順次観測網を広げていきます。予測システムは実際に起こったデー

タを蓄積して、次の事態に生かすのが目的で、データと蓄積が予測の精度を上げることにつな

がりますし、雨量計などのデータも欲しいので、将来的に拡充させていきたいと考えています。 

  このシステムを実現させるために必要なことは、水位を測るセンサーとインターネットにつ

なぐＩｏＴ技術、ある場所の高さを測る技術。この２つの要素です。ある地点の高度、標高で

表しますが、今はＧＰＳで測定できます。それもセンチメートル単位の精密なもので、手に持

てる大きさの受信機とスマートフォンだけで行えるようになりました。これは、正確な位置の

分かっている基準局と、測るために移動する移動局の２台の受信機で成り立ちます。この２台
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は、インターネットを通じてデータのやり取りをして、正確な数字を算出するというものです。

通常の測定には、移動局の１台だけ持っていれば事足りますので、町内の至るところで実施し

たとしても、それほどの費用にはなりません。今回は防災での利用を想定しての使い方ですが、

固定局の設置により、農業や建設機械の自動運転の精密誘導の基準局となりますし、一般の地

形測量にも使えます。その他の利用としては考え方次第で、今年行われたオリンピック開会式

で見せた1,800台のドローンが繰り広げたアトラクションも、この技術を用いたものです。ま

さに、ポジショニングのインフラと言えるものですが、固定局の設置は十数万円程度でできま

すし、実際我が家の屋根に設置して現在稼働中であり、実験済となっております。 

  さて、ネット上で行うサイトの運用に関してですが、皆様にお知らせする水位の高さの表現

は、一般的に標高という単位を用います。ＧＰＳ測位で得られた値は大きく違いませんが、厳

密には一致しません。それを自治体が発表すれば問題となる恐れがありますので、ここは第三

セクターのような団体が任意の基準で発表するという形態が望ましいのではないかと考え、町

は運用に関して資金面でのバックアップをするという形がいいのではないかと思います。 

  自治体と民間による公民連携は、「ワンチームしばた」として住民の力を発揮しての防災対

応となり得るものと確信しております。 

  そこで質問いたします。 

  １）２台の受信機とも、上空の衛星からの電波を受けて動作するので、高い位置であるほど

受信状態は良くなります。とりわけ、固定局は常に最上の状態で受信したいので、太陽の村か

船岡城址公園の頂上付近に設置したいと思いますが、設置することは可能でしょうか。 

  ２）槻木に流れる水系の取水口は白石川ですが、降雨時に取水を止めるなどの制御をしてい

ますか。また、船岡の五間掘水系の上流は西住地区になりますが、その上流の大河原町の水は

流入しないのでしょうか。あるいは制御されているのでしょうか。 

  ３）正確な予測のためには要素となるデータが必要になります。降雨量は大きな要素となり

ますので、今年設置の役場庁舎にある雨量計のデータはぜひとも使いたいと思いますが、公開

はできますか。または配信できるような構造になっていますか。 

  ４）限られた時間で全部説明するのは不可能なので、後日事業の計画を提出して全体像を伝

えたいと考えていますが、今日の質問で基本的なところはご理解いただけたものと思います。

町としてどのように受け止め、どのように対応するのか伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 
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○町長（滝口 茂君） 佐久間光洋議員、大綱２点ございました。 

  １点目、手話言語条例です。 

  県の手話言語条例は、手話が言語であることの認識の下に、手話の普及等に関する施策を推

進するとされています。手話に対する県民一人一人の理解を深め、手話を広く普及し、聾者が

手話を使用して暮らしやすい地域社会を実現することを目指しています。 

  柴田町では、まずは県条例に則した県の施策との連携を図り、手話の理解と普及を行ってま

いります。 

  初めに、聾者のコミュニケーションを広めるために、手話に興味のある方を対象とした手話

教室を開催したいと思います。また、手話通訳者の育成については、町単独での実現は困難で

すので、広域的な事業として実施してまいります。 

  また、障害のある方の地域活動や社会参加について、町民に広く理解していただくことが最

優先事項であると認識しておりますので、障がい者への理解と手話が言語であることの周知に

努め、障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進してまいります。 

  町条例の制定については、住民との間で共感や納得が生まれ、条例の制定に向けての盛り上

がりや熱気が必要と考えております。町として手話言語条例が必要だという機運の高まり状況

を勘案しながら、条例化について検討してまいります。 

  大綱２点目、デジタルを活用した予測防災の実現をということで、４点ございました。 

  これについては、回答にないんですけれども、後で詳しく説明していただかないとちょっと

分からないという前提でお話をします。 

  １点目、提案いただいた情報だけでは、予測システムの固定局に使用する受信機の形状や大

きさ、電源や建屋、空調等の設備の必要性など不明であるため、設置が可能かどうかの判断は

難しいのが実情でございます。 

  ２点目、農業用水である槻木用水については、大河原町にある韮神堰から取水しております。

大雨が予想される場合には、事前に柴田町土地改良区の職員が取水口を閉鎖しており、堰から

流入することはありません。また、船岡用水については、白石市の内親堰から取水しており、

大雨が予想される場合には、同様に柴田町土地改良区の職員が取水口を閉鎖しております。

ただし、大河原町内の一部用水路周辺での雨水が流入することから、新山岸地区内の水門から

鷺沼排水路に落水させ、白石川に排水する処置を講じ制御しています。 

  ３点目、役場庁舎に設置している雨量計のシステムは、災害対応用に内部のみで確認できる

仕様になっておりますので、直接配信はできません。 
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  なお、国土交通省の川の防災情報や宮城県の河川流域情報システムのウェブサイトでは、余

目と入間田の雨量情報が随時確認できますので、できればこちらをご利用していただきたいと

思います。 

  ４点目、内水氾濫を予測できるというシステムについては、非常に興味深く考えております

が、今回の提案だけでは概要を把握することが難しいので、今後、詳細な事業内容について教

えていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 佐久間光洋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） では、手話言語条例の話から質問いたします。まず、宮城県は４月１

日に施行するということで発表になっております。半年以上たったわけですが、宮城県が言語

条例を施行したことで、担当課として何か変わったことがありますか。また、これから何かや

ろうという計画があるのかお伺いいたします。 

○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） 今現在、手話に関する事業というのは手話講習会とか県の手話養成

講座などをやっております。今年改めてやる事業としてはない、今までどおり行っていくとい

うところです。これから何か特別なことをするのか、すみません、入っておりませんでした。

もう一度申しますと、柴田町としては今までの手話講習会と県の手話通訳者の研修会、これは

２市７町でやっておるわけですが、そちらに参加されていただくようにしております。今後も

継続していくということで、また進めていきたいと思います。 

  これから何かするのかということですが、今のところ特別なことはまだ考えておりません。

ただ、別の方の質問にありましたとおり、広報の周知で広めていくということで進めておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） さっきの最初の質問にありましたとおり、柴田町は結構早くからやっ

てはいるんですね。少なくとも、30年はたってはいると思うので、当時できれば窓口あたりに

手話の通訳者でも配備できればということで、そういったことを目標に考えて活動していた時

期もあったわけですが、なかなか実現となると相当難しいものはあります。どこの市町村でも

そういう方がいるということは、まず私も知ってはいないし、確認もしてはおりませんから、

そういったことの実現というのは相当難しいんだろうとは思います。でも、今回宮城県が４月

１日の施行でやったということで、それを遡る１年前には塩竈市でもやっていると。それから



１５２ 

名取市が今継続中であるということで、個別にやっているところもあるわけで、仙南地域とし

て早くからそういったことをやっておったという柴田町に関しては、さっき仙南のリーダーシ

ップという言葉も出てきましたから、そういった意味でも一足早くやるぐらいの意気込みはあ

っていいだろうと思います。 

  実際、聾啞者の方が、例えば窓口を利用するというときに、ちょっとしたことでも気軽に行

くというものではないですよね。それが現実なんです。実際、込み入った話でどうしても行か

なきゃならないという場合には、手話通訳者を依頼して県の事業でそうした派遣事業というの

がありますから、そういった形で行くということもできますけれども、それも簡単な話ではな

いです。その辺がちょっと現実的には問題なのかなとは思います。 

  最近のニュースで見たんですけれども、これは群馬銀行の話でした。手話通訳ができる端末

を窓口に設置しましたという話です。それぐらい、いわゆるアプリでそういうことができるよ

うになった時代なんだなと思いましたよね。そっちだったらば、人員を配置するよりははるか

に楽かなという感じもするわけです。 

  でも、そういった対応をすることによって、それでここに住んでおられる聾啞者の方々はそ

の今例に出したのは銀行でしたけれども、銀行の姿勢とか考え方が実感できるということにな

るだろうと思うので、町として推進ということを掲げるのであれば、やはりそういった形で通

じるような、伝わるようなことをやっていただきたいなと思います。 

  多分、宮城県が４月１日にそういう条例を施行したということを知っている人は、ほとんど

の方がいないのが現状なのかなと思いますから、やはり文字とか言葉とか、あるいはそういう

話で、そういうことが会話に上ってくるということを通して、町の姿勢が伝わっていくのかな

と思いますので、その辺のことを踏まえて考えていただければなと思います。 

  例に出して、通訳のアプリがあるといったことの例はお話ししましたが、そういったものが

あるということはご存じだったのか伺います。これは、手話だけでなくて英語とか８か国語、

私が調べたのでは８か国語、あといろんなやつを見比べますと、35か国語があるとか、無料の

ものから有料のものまでいろいろありますので、有料のものがあるということは、相当信頼し

ていいのかなと思いましたが、そうした現実を把握しているのか。そういったことを実現に検

討できるのか。その辺をお伺いいたします。 

○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） 最後のほうの群馬の手話アプリに関しましては、私もテレビで見て

大変いい技術だなと思っております。今後、導入に向けて高額でない場合とかだと検討してい
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きたいとも思います。 

  あと、先ほど手話の意思疎通支援事業ということで、２人ほど利用している方がおられるん

ですけれども、そんなに難しく使うわけではなくて、料理教室に通いたいとか、講習会に参加

したいので、その時間帯だけ使いたいとか、そういう使い方をしておられます。なので、そん

なに難しく堅苦しく来るわけではなくて、使いやすいものだと思われます。今後とも使えてい

ると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 佐久間議員にお願いでございます。一問一答式でございますので、１

つずつ質問していただきたいことと、質問は簡便によろしくお願いします。（「努めます」の

声あり）再質問ありますか。 

○８番（佐久間光洋君） 今、お話しされた例は、多分若い人のことなのかなという感じで聞い

ておったんですけれども、年齢も様々おりまして、今回コロナに関連していろんな助成金とか

そういったことがあったんですけれども、通知は行っているんですけれども、なかなか申し込

むというところまで一歩踏み込めないという方がおったので、いろいろ説明して後押しして何

とか申請しろということになったんですけれども、やはりそういった壁があるかなと、そのと

きは感じました。だから、今お話しされた例のように気軽に行けるものがあるのであれば、そ

ういったことも周知して、本当に相談できるという体制を整えていただきたいなと思います。

これは要望です。 

  ２問目に移ります。 

  予測システムについてですが、実際にものがないので、結局は私が自分で造って本当に動く

のかどうか実験したというものなんです。何年か前に定額給付金というのが出ましたときにそ

れを使って買ったと。だから、機材の費用としてはその程度のものだということです。 

  大きさとかなんかが分からないから見当つかないという話なので、これはいずれ具体的な話

を持っていって、お願いしに上がるというか、相談しに行きたいと思います。 

  ２番目の質問の取水の関係なんですが、そうするとこれは白石川の韮神堰から取るものにつ

いては、一切水が入らないということなんですね。大河原町のほうは、私も堰見てきましたけ

れども、多分一定量超えると、オーバーフローした分が大河原町のほうに流れて、白石川に流

れていくということで、その一定量超えるまでの分は船岡に流れてくるということなんですね。

それ、確認いたします。 

  最終的には水の量まで計算したいなと考えておりましたので、雨量計とかなんかの接続とい

うことを質問に出したんですけれども、できれば細かいところ、計算できるような点に行く行
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くは配置したいという計画も持っております。その辺のところは一気に説明できないので、一

応計画書出しますが、そういった前提の話で考えておるということでございます。（「質問」

の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 確認事項がございまして、いいですか、その回答は。 

○８番（佐久間光洋君） じゃあ、ちょっと一旦切ります。今言った私の理解でいいですね。船

岡のほうはあるところまでは制御できるけれども、それ以降は流れてくると。船迫水系はぴた

っと止められると。端的に言って、こういったことで間違いないですか。 

○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） ただいまのお話についてはおっしゃるとおりでございます。（「分

かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、町の雨量計についてはそれはリアルタイムでは出せない

ということなんですけれども、後から情報公開という形で見るということになりますか。 

○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） データですけれども、ＣＳＶデータで蓄積されていますので、後

から雨量というのを見ることは可能でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、現在は時間ごとに見ているとかということ、表示される

とかということではなくて、データのあれをそのときにアクセスして、データとして取るとい

う行動なんですか。 

○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） この役場の庁舎に設置していますのは、答弁で町長が申したとお

り災害対策用ということで、リアルで雨量計がつながっていまして、その場で役場では見てお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 今、このぐらいだという表示があるということなんですね。（「は

い」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 許可を得て答弁なり質問してください。答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） そのとおりでございます。（「分かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 
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○８番（佐久間光洋君） 最後の質問になりましたけれども、結局結論が具体的に分からないか

ら何ともできないということなので、ここでそれをぎりぎり答えろというわけにいきませんか

ら、いずれまたプランを持って行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて８番佐久間光洋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。 

  １時40分再開といたします。 

     午後１時２７分  休 憩 

                                            

     午後１時４０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。 

  12番秋本好則君、自席で質問してください。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。２問質問させていただきます。 

  １．柴田町環境基本計画と温室効果ガスの削減計画を問う。 

  近年、100年に一度という自然災害が起こるようになりました。これは、我が国だけの問題

ではなく全世界的に起きている異変で、原因は地球温暖化によることが国連の決議でも明らか

なところです。 

  我が国はＣＯ２削減計画を更新し、2030年度目標値を2013年度比で46％減に引き上げました。

また、2050年カーボンニュートラルも宣言しています。振り返って柴田町を見ると、庁舎の改

修に伴い電力量の急増が予想され、現在のＣＯ２26％減が妥当な数字か疑わざるを得ません。

見直しをすべきではないでしょうか。 

  そこで伺います。 

  １）ＣＯ２削減目標である26％減の目標設定を変える計画はありますか。 

  ２）令和２年度の柴田町公共施設の電気代、使用車両用燃料代の総額を把握していますか。 

  ３）使用電力を減らしながらＣＯ２削減を進めるために、ＣＯ２排出係数の少ない電力会社

に切り替えていくことも手段の一つになると思いますが、見解を求めます。 

  ４）太陽光発電の経費を計算しますと、現在でも東北電力からの購入単価とは１キロワット

当たり10円から13円程度の差が出ます。柴田町全体でのＣＯ２削減を目指すステージでは、柴

田町が太陽光発電の助成をすることや、発電パネル設置希望者を集約してパネル設置を行うこ
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とで、実際に町内に差額分の資金が回り、実経済の好循環にもなります。また、第三者所有モ

デル（ＰＰＡ）を導入することも有効と考えますが、見解を伺います。 

  ５）一般家庭でのエネルギー利用では３分の２が熱に変換されて消費されています。電力か

ら熱への変換は一番効率が悪く、メガジュール換算ではガスの半分になっています。その意味

で、ＣＯ２フリーの木材を使ったペレットストーブの普及を図ることも、エネルギー削減の方

策となると考えます。 

  宮城県では、仙台市、栗原市、登米市、加美町、大衡村が助成制度をつくっていますが、柴

田町でも導入するべきではないでしょうか。 

  ６）第２次の環境基本計画は平成24年から８年間の期間を設定しています。第３次計画の計

画はありますか。また、第２次計画にあった環境町民会議はどう実現していますか。 

  ７）国の改正地球温暖化対策推進法では、全ての市町村で地域脱炭素化促進事業の促進に関

する方針として、地域ごとの配慮事項「環境配慮」、「地域貢献」が求められています。また、

住民や関係団体への意見聴取や地域協議会での協議も求めています。柴田町はどのように対応

していきますか。 

  ２．避難所の運営と備品は。 

  避難所の運営と備品についてお伺いします。 

  １）内閣府作成の「避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会報告」に、備蓄品

目リストがあります。これに基づく備蓄品目リストを作成していますか。 

  ２）同報告では家庭で備蓄するもの、避難所で備蓄するものが分けられており、住民への啓

発事項では３日分の食料、飲料水、毛布等の備蓄に努めることが書かれています。しかし、避

難時には家庭用備蓄品の持参は求めていません。柴田町では持参を要求していますが、どうい

う理由からでしょうか。 

  ３）災害対策基本法が改正され、市町村が行う事務についてもガイドラインがまとめられて

います。その中で、福祉避難所の確保、運営のガイドラインがありますが、柴田町での対応を

伺います。 

  ４）災害の種類、程度によって避難者の人数は変わると思います。収容人員と備蓄品量を関

連付けていますか。また一次避難所、二次避難所での備品リストの違いはありますか。 

  ５）防災マップを見ますと、避難所は土砂災害時、水害時、震災時と３つのパターンごとに

避難所が指定されています。分けた理由を伺います。また、槻木を例にとりますと水害時の避

難場所がありません。災害時に町民が逃げ惑うことになりませんか。 
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  ６）電力の復元性や回復力もこれからの避難所では求められます。対策を伺います。 

  ７）政府は避難情報に関するガイドラインを改定し、５月20日より施行しています。これに

よると警戒レベル４ではこれまでの避難勧告、避難指示から避難指示に一本化され、対象地域

からの全員避難が求められています。柴田町ではこれにどのように対応しますか。 

  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） 秋本好則議員、大綱２点ございました。 

  まず大綱１問目、柴田町環境基本計画と温室ガスの削減計画についてでございます。 

  １点目、ＣＯ２削減目標が26％減の目標設定を変える計画ということでございます。 

  本年６月に策定いたしました第３次柴田町地球温暖化防止実行計画については、地球温暖化

対策の推進に関する法律や、国が策定する地球温暖化対策計画に即して策定することとなって

おり、計画期間も令和12年度末までの10年間と同様としています。 

  本計画策定後、地球温暖化に関する国際会議の開催により、国は関係法令の改正や、令和３

年10月22日には地球温暖化対策計画の改定をしたところです。 

  本町の地球温暖化防止実行計画については、毎年度、燃料の使用量や電気の使用量などを

確認しながら、目標や取組についてワーキンググループや柴田町地球温暖化防止実行計画推進

委員会の中で見直しをすることとしております。計画を見直す際には、国の計画において温室

効果ガスの削減目標が26％から46％に引き上げられたことから、本町の計画についても、柴

田町地球温暖化防止実行計画推進委員会の中で、46％への見直しを検討することとなります。 

  町の事務事業として、さらなるＣＯ２削減への意識の向上や、省エネルギー、特に電気の節電、

公用車のエコドライブ、次世代エネルギー車両の活用など、計画に挙げた行動を徹底していき

たいと考えます。 

  ２点目、町公共施設の電気代、使用車両燃料代の総額ですが、令和２年度の実績で、車両

燃料代が312万8,640円、電気代が１億457万7,898円の支出がありました。電気代の主な内訳

は、学校施設で2,548万9,938円、防犯灯で1,680万2,121円、庁舎使用分で1,401万6,902円、児

童福祉施設で1,044万777円、スポーツ関連施設で971万1,551円、残りは学習センター施設や給

食センターなどで2,811万6,609円となります。 

  ３点目、ＣＯ２排出係数の少ない電力会社に切り替えてはという点です。 

  我が国におけるＣＯ２の排出割合は、電力由来によるものが４割程度と大きく、ＣＯ２排出

係数の少ない電力の使用は、ＣＯ２の削減につながります。しかし、電力の安定供給がなされ
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ることや料金の妥当性、安定性やリスク管理等も考慮しながら、各契約者が電力会社を選定す

るものと考えます。 

  ４点目、町が太陽発電の助成をすることや、太陽光パネル設置希望者の集約ですが、太陽光

発電設備費用は、年々下落傾向にあり、以前よりも導入しやすい状況となっています。設備費

用の補助は宮城県で行っていることから、その活用を勧めてまいります。また、設備の導入に

当たっては、各世帯の考え方や事情において行われるものであることから、町が設置希望者を

集約する考えはございません。 

  次に、第三者所有モデル（ＰＰＡ）につきましては、土地建物の所有者は発電パネルの初期投

資が不要または低価になるという利点はありますが、10年から20年の長期契約となることから、

契約期間中の対象物件の処分等が制限されること、契約終了後の設備の破損や消耗に伴う発電

量が減少すること、維持管理費の負担が発生すること、廃棄処分の方法や費用が必要となるこ

となどの懸念される点も考えられることから、ＰＰＡの導入については、慎重に検討をしなけ

ればならないものと考えています。 

  ５点目、ペレットストーブへの補助でございます。木質ペレットストーブは、温室効果ガス

削減の面では有効であると認識していますが、一方では導入に30万円程度の費用がかかること

や、固定して使う必要があることから、昨今の狭い住宅事情に合わないことなどによって、ま

だ一般的な暖房器具とは言い難いものとなっています。また、県内５つの自治体で昨年度、木

質ペレットストーブの助成実績は合計10基にすぎないことから、今後一般的な暖房器具として、

ある程度の普及する兆しが見えてきた段階で検討したいと思います。 

  ６点目、町の基本計画３次計画でございますが、それと環境町民会議の実現ですが、（仮

称）第３次柴田町環境基本計画につきましては、現在環境問題として注目されているＳＤＧｓ

や地球温暖化、カーボンニュートラルなど刻々と変化する環境課題に対応するため、専門家の

コンサルティングを受けながら、令和４年度末の策定に向けて作業を進めております。内容と

しては、前計画の検証を含めた町民への意識アンケート調査の実施や、町事業全体での課題の

洗い出しなど、住民や企業にも理解を得ながら推進する計画を策定することと考えております。 

  このプロセスとして、来年度早々に（仮称）柴田町環境基本計画策定町民会議を設置し、

住民の意見を取り入れながら、計画の策定を目指します。 

  ７点目、改正地球温暖化対策推進法における町の対応です。本年６月に改正になった地球温

暖化対策推進法の改正項目の一つとして、地方創生につながる再生可能エネルギー導入促進の

ため、地方公共団体による温暖化対策の実行計画制度の拡大があります。 
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  事業者が実施する地域脱炭素化促進事業に対して、市町村は地域の脱炭素を促進する促進区

域や地域環境の保全のため、地域ごとの配慮事項を定め、事業者と地域住民の円滑な合意形

成を図るための協議の場として、協議会を設置するよう努めることとするというものでござい

ます。 

  事業者にとっては、町の実行計画に基づき認可された事業者として、関係許可手続のワンス

トップ化や、環境影響評価法に基づく配慮書手続の省略といった特例を受けることができ、

地域の脱炭素化が促進される効果があるとされています。町といたしましては、今後、国が定

める促進区域の設定に関する基準や、県が定める環境配慮基準に基づき、地域環境の保全へ十

分な配慮をする観点を確保しながら、現在策定中の（仮称）第３次柴田町環境基本計画へ盛り

込むべきかどうかを含めて検討してまいりたいと考えております。 

  大綱２問目、避難所の運営と備品でございます。７点ございました。随時お答えしてまいり

ます。 

  １点目、町では設備品目リストを内閣府作成のものに基づいて作成しているのかということ

でございます。 

  内閣府で示されている最新の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」に

は、避難所における必要な備品として、食料、水、毛布など19種類ほど記載されています。町

では、このうち12種類を備蓄しておりますが、そのほかここに記載されていない16種類を合わ

せた28種類の備蓄品について、避難所ごとに区分したリストを作成し、管理をしております。 

  ２点目、町では避難時に家庭用備蓄品の持参を要求しているが、その理由はということでご

ざいます。 

  災害対応として、町ではまず命を守ることを最優先に考えており、台風の接近においては排

水機場等の稼働の準備、土のうやバリケードの用意、移動式排水ポンプ車の手配と配置、河川

や水路、傾斜地におけるパトロールや水位の状況確認等、限られた職員の中で全力を挙げて水

害や土砂災害への対応準備を行っております。そのため、避難をする方に対しては原則的に

避難を開始するまで時間的に余裕がある場合や、自主避難される場合には、自分の身は自分

で守るという観点から、水や食料、毛布などの持参をお願いしているものです。机の上の報告

書とは異なる臨機応変な現場対応とお考えいただきたいと思います。 

  なお、令和元年度台風19号関連では、「避難準備・高齢者等避難開始」の発令時は、水、食

料、毛布等の持参をお願いしましたが、その後の避難勧告や避難指示等の発令時にはお願いし

ておりませんことを申し添えたいと思います。 
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  ３点目、福祉避難所の確保、運営のガイドラインへの対応でございます。 

  町では、災害発生が予想される場合、自主避難や避難指示等による避難所は、地域防災計画

に位置づけられた避難所としております。避難所においては、慣れない環境で少しでも快適に

過ごしていただくため、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児にも対応した居住スペースの確保

に努めています。 

  現在、福祉避難所につきましては、福祉事業所６団体９施設と協定を結び、要配慮者の避難

生活の支援を図ることとしています。しかし開設するのは、災害救助法が適用され、かつ要

配慮者が一般の避難所からの移動が必要となった場合となっています。 

  今回改正されたガイドラインでは、一般の避難所では避難所生活に支障のある要配慮者が利

用可能な施設をあらかじめ指定しておき、避難所開設時には迅速に避難できるようにしておく

ものですが、施設には入所者もおり、さらに避難者を受け入れるとなると施設職員も限られた

人数となっていることから、対応に苦慮することが予想されます。そのため、災害発生時にお

いてすぐにガイドラインに基づく福祉避難所を開設できる状況にはありません。 

  今後、災害発生時に必要となる要配慮者への支援や体制整備については、改めてガイドライ

ンに基づいた対応が可能となるようにするには、どのような問題点を解決していかなければな

らないのか施設側と話し合ってまいります。 

  ４点目、収容人数と備蓄品量との関連でございます。 

  町の優先避難所となっている６施設については、同じ品目のものを準備しておりますが、収

容人数により若干ですが、備蓄品の量には差があります。さらに、コロナ禍で優先避難所とし

て追加した槻木小学校、船岡小学校、柴田高校の３施設の備蓄品については、他の優先避難所

より少ない品目となっています。 

  なお、柴田町の一次避難所は、各地区の自主防災組織で指定した集会所などになっており、

備蓄品は町で用意したものや、自主防災組織が独自に購入したものなどがございます。 

  ５点目、防災マップで土砂災害時、水害時、震災時の３つに分かれている理由でございます。 

  避難所を土砂災害や水害、震災などに分けているのは、災害の種類によって避難所として適

さない場合があるためです。特に水害に関しては、千年に一度の大雨による河川の氾濫を想定

していることから、多くの避難所が浸水エリアに入っている状況です。 

  なお、水害時の避難所について令和２年８月に改定をかけており、槻木地区では槻木生涯学

習センターが３階、槻木小学校が２階以上という表記に変更し、全戸配布でのお知らせをして

おります。 
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  ６点目、電力の復元性や回復力も避難所では求められるということでございますが、優先避

難所となっている船岡生涯学習センターと船迫生涯学習センターでは太陽光発電設備があり、

優先避難所９施設には、ポータブル発電機を配備しています。 

  ７点目、避難情報に関するガイドラインの改定により避難指示と全員避難が一本化された件

でございます。 

  令和３年５月20日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、災害時に市町村長が

発表する「避難勧告」と「避難指示（緊急）」が「避難指示」に一本化されました。 

  全員避難の考え方ですが、危険な場所から避難することであり、避難所へ行くことだけが避

難ではございません。安全な親戚や知人宅、ホテルや旅館、場合によっては自宅の２階なども

避難先として想定されます。なお、避難情報を発令するタイミングについては、これまでどお

り、気象情報や河川の水位の状況など様々な情報を基に、関係機関と連携をとりながら判断す

ることになります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 訂正がございます。 

○町長（滝口 茂君） ４点目の追加、優先避難所の追加は、槻木小学校、「船岡中学校」、柴

田高校の３施設でございます。失礼します。 

○議長（髙橋たい子君） 秋本好則君、再質問ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） それでは、ＣＯ２問題からお聞きをしたいと思います。この間の予算説

明でもありましたけれども、第３次の柴田町環境基本計画が始まるということなんですが、こ

の中に地球温暖化対策法第21条の第４項のところに、これは市町村については努力目標なんで

すが、実行計画進めていくと、政策の実行に関する目標を定めることと努めることとなってい

るんですが、これを第３次の基本計画の中に入れるという形でよろしいでしょうか。 

○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） ただいま、ご質問いただきました計画の件ですけれども、まず

法律で規定しております第21条で規定しております計画についてなんですが、本年６月に策定

しました地球温暖化防止実行計画というものがございまして、これは全市町村に対して策定を

義務づけるものだということでございます。これと同じく、第21条にまた規定がございまして、

その区域、行政区の区域に関して対策を講じなさいという計画、俗にいう区域施策編というも

のです。最初の計画を事務事業編、これは役場庁舎が一事業所として温室効果ガスの削減をす

るものだということに対して、役場庁舎ではなくて区域全体に対して削減策を求めるというも
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のでございます。 

  今のご質問は、地域施策編を入れるのか、入れないのかというご質問なんですけれども、現

在、第３次柴田町環境基本計画の策定をしておりまして、10月１日に庁舎内部の対策策定委員

会ということで、10月１日に第１回目を開催して進めているところだということでございます。

答弁でも申し上げましたが、来年度末までを完成目標として策定をするということです。 

  こちらの地域施策編につきましては、その法律の中が国がやるもの、市町村がやるもの、事

業者がやるもの、国民がするものという大きな分け方がございまして、地方自治体も大きく２

種類に分かれているということになっています。これは政令指定都市、20万人以上の中核都市、

そちらの自治体がやるものが義務づけられる、それ以外の市町村については義務づけがないと

いう状況でやっています。ただ本町としましては、先ほどの柴田町環境基本計画の中に盛り込

むかどうかというところを含めて、今後の検討課題としたいということで、計画策定の中で進

めてまいりたいなということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 私、単純に含むか、含まないかということだけ聞きましたので、その一

言で済むと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほどの中で、含むか含まないかということを、これから検討すると受け取ってよろしいで

すね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） そのとおりです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか、どうぞ。 

○12番（秋本好則君） これからＣＯ２削減することで、先ほどいろんな値段のことをお聞きし

たんですけれども、単純に言いまして燃料代と電気代が合わせて１億700万円ほど出てくると

思うんですね。これを46％減、軽く半分とすると半分を使わなくなるということで、かなりの

削減効果になりますよね。こういったことはどのようなことで柴田町の実経済に影響するかと

いうことも、これからは大事な考えの一つの形と考えられると思うんです。そして、そのお金

が実経済に回ることによって、新たな産業と捉えることもできると思いますし、これは環境省

で出している資料でもいろいろ削減というとマイナスの方向ばかりのイメージなんですけれど

も、そうじゃなくて新しい方向にもっていくことによって、新しい産業を興すこと、例えば太

陽光発電を5,000キロワット導入することによって、５キロワット、世帯としての1,000世帯分

の燃料を新たに生み出しますよという書き方しているので、新たな産業を１つ興すんだという
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気持ちも大事だと思うんです。 

  そうした上で、今どのような形で省エネを進めていくかという一つの方向性が出てくると思

うんですが、今柴田町の庁舎が新しくなりました。そうすると、これを一つの機会として、今

ここに国の機関なんですが、省エネルギーセンターというのがあるんですね。これは国の機関

なものですから、ここで診断をしてくれるわけです。どのくらいのどういうことを注意すれば

いいのかということを担当者が来て説明してくれます。この費用を頼みますとＡ診断とＢ診断

と２通りあるんですが、一番大きなＢ診断で専門家２人が来て診断をして、その説明をしてく

れるということを選んでも１万6,500円なんです。これを一度、町の庁舎の診断を行って、そ

の診断の結果説明するときには柴田町全職員というか、各施設の担当者の前で説明しますとい

う返事をもらっているんですが、そういうことを取り入れていくということも、一つのこれか

らの省エネの方策になるんじゃないかと思うんですが、どうでしょう。 

○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、前段で話がありました46％削減の件ですけれども、こち

らは使用量を抑えるということではなくてそれぞれの燃料代、電気代をＣＯ２に換算して26％

から46％に下げる。一般的に量は下がってくるんだと思いますけれども、経済効果もあるのか

と思います。それに浮いたお金を別な産業を興すというところまではまだ至ってはおりません。 

  後段の省エネ最適化診断というお話ですけれども、確かに数万円、一、二万円の経費で診断

できるということのようでございます。ただ、庁舎の診断につきましては、法的な根拠がある

のかどうかというところから含めて、検討に入りたいということでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 庁舎をどのような形でエネルギー使わなくうまくやっていこうかという

ことは、財政的な立場からも非常に大事だと思うんですけれども、１万6,500円で受けられる

診断だったら、受けたほうが私は得かなと思うんですが、それをまた検討しないといけないん

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、今ご提案をいただいたところでしたので、この制度がま

ず法的にどうなのか。庁舎がそれをする義務があるのかどうかというところからまず入りまし

て、その実施の必要性を検討しなければならないという認識でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 
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○12番（秋本好則君） 分かりました。国でいろんなこれから支援策が出てきているんです。例

えば、脱炭素移行省エネ推進交付金というのが来年度出るということで、今環境省は概算要求

額として200億円請求しております。そして、この中の一つにＢの計画がありまして、これは

自家消費型太陽光発電あるいはＺＥＢネット・ゼロ・エネルギー・ビルですか、それと断熱改

修といったものに対する助成が出てきまして、それらの４分の３、あるいは２分の１くらいが

助成対象になるんですね。非常に有利なことがこれから決まってくる。いろんなことがこれか

ら出てくるんですけれども、ただ、こういった補助を受けるためには、こういった診断を受け

るということがこれから前提になってくるという話になってきているんですね。そういうこと

を考えた上で受けたほうが、私はいいんじゃないかと思うんですが、これも検討だということ

であれば、ぜひ検討して前向きの方針を出していただきたいと思います。 

  こういうことは、地域脱炭素移行省エネ推進交付金、地方公共団体向けなんですが、200億

円来年度の予算に入ってくるという情報は入っていますか。 

○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） 200億円概算要求したということの話は聞いております。 

  ただいまのＺＥＢのお話をいただいたところでしたけれども、ネット・ゼロ・エネルギーと

いうことでエネルギー消費が少ないということだと。これ、細かく見ていきますと2030年以降

にそういった制限をかけていくんですよということ。ビルもそうだし一般の家庭もそうだと。

ＺＥＨ、そちらもやっていくんだということで、今現在はそこまでの強い縛りはないというこ

とですけれども、そちらの方向に向かって目指さなければいけないものだとは考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） この計画の中で、Ｂの自家消費型太陽光発電あるいはＺＥＢ、そういっ

たものに一つのパターンがありまして、この中の一つを見ると例えば役場の庁舎ということも

一つの対象になるものですから、ここのところでどのくらいの省エネをするかということも事

業交付金の対象になるということなんですね。ですから、ぜひ考えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 今のは要望ですか。 

○12番（秋本好則君） 要望です。国・地方脱炭素実現会議というのがありまして、そこで脱炭

素のロードマップというのが発表されているんですね。これに事細かくいろんな情報が出てい

るんですが、その中で全体像としまして取組１に脱炭素先行地域をつくるということで、日本

全国で100か所の脱炭素先行地域を決めていって、そこに集中的に資本を集中していこうとい

う内容になっています。それで、脱炭素の地域の、さっき庁舎って言いましたけれども、こっ
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ちのほうが庁舎入って、間違いました。先ほどの脱炭素先行地域範囲の類型の中に施設群とい

うパターンがありまして、その中では市町村役場が一つの施設群に入っているんですね。こう

いったものについて、先行地域100か所として手を挙げていったものについては、集中的にい

ろんな補助あるいは支援をしていこうという話になってきているんですが、まだ間に合うと思

うんですけれども、この100か所に手を挙げるということは考えられませんでしょうか。 

○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） ざっくり言いますと、この地域に特定の場所を定めまして、そ

こに先ほどおっしゃったＺＥＢとかＺＥＨとか、再生可能エネルギーをどんどん投入していく

という事業であります。これは全国、2030年まで100か所ということのようですので、年間に

すると10か所程度になるかなとは見ていますけれども、かなり先進的な取組を要求されるとい

う事業になっています。これは庁舎だけのお話ではなくて一般住民の方を巻き込んでというこ

とになってきますので、まずは住民の方の理解と協力というところは避けられませんので、そ

の事業を持ち込むまでの土壌ではない、環境ではないというところで、今後いろいろ先進事例

が出てきますので、いいものとして、参考として見せていただいて、よければ今後、事業とし

ては令和12年度までということになっておりますので、まだ時間がありますので、慎重に検討

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。 

○12番（秋本好則君） 柴田町せっかく第３次の計画のところで職員会議を開く、設定するとい

うことになっておりますので、これを町民を巻き込むということを一つの手段に使えていけれ

ば、脱炭素の先行区域の範囲の類型として行政区の一つとして、ビジネス商業エリアの中に町

役場という一つの単位が入っていますので、当然これは年度でできると思いますので、もしそ

れで100区域の中に柴田町が入るということになったら、大変なメリットがあると思うのでぜ

ひ検討していただきたいと思います。これも要望です。 

  それと、先ほどの電力会社の件なんですが、今東北電力では調整後のＣＯ２の排出係数が

0.521㎏-CO2/kWhになっていますが、これはいいほうだと思いますか。それとも悪いほうだと

思いますか。 

○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） この地域の大手電力会社の状態ですけれども、東北電力のこと

でよろしいですか。今年１月に東北電力が新聞に折り込みチラシを入れておりまして、そちら

で状況の説明をしております。内容を見ますと、化石燃料の石油、石炭、液化天然ガスが81％
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ということになっておりまして、再生可能エネルギーが水力発電を合わせますと十五、六％の

状態だということで、今後はこの割合を国が変えていくことを求めていく、再生可能エネルギ

ーを増やしていくんだという動きがありますので、そういったところは期待をしていきたいと

ころでございます。全国的に大手電力会社10社ございますけれども、別に特段比較をしたとい

うことはございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そこでやはり0.521㎏-CO2/kWh、全国の電力会社の平均が0.444㎏-

CO2/kWhなものですから、やや悪いほうに入っているということで、先ほど町長の答弁から地

域貢献とかいろんなこと考えながら、電力会社選んでいくという話がありましたけれども、東

北電力の経営内容、柴田町は株主になっていると思うんですが、私も株主になっているもので

すから、いろんなデータが送られてくるので、それを見ますと発電事業での利益というのはほ

とんど上がっていないんですよね。プラマイゼロなんです、ほぼ。一番電力会社で利益を上げ

ているのは配電網なんです。宅配料という形ですね。これが電力会社、各電力会社全てそうだ

と思うんですが、そういう形で今経営を支えているというのが宅配料なものですから、たとえ

電力会社を変えたとしても電力は電線を伝わってくるわけですから、その宅配は払うわけです

から、全く東北電力の営業に関係ないということになると思います。ですから、少しでも全体

のＣＯ２減らすためには、少しでも排出量の少ないところに切り替えていくということも、当

然視野に入ってくると思うんですが、最初から入れないという、決定ではないですね。 

○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） いろいろ新電力のお話かなとお受け取りしましたけれども、新

電力の中では再生可能エネルギーを電源構成としているというところも、多々あろうかと思い

ます。ただ、ちょうど１年前にそういった電力会社の電力の高騰もありまして、非常に混乱し

たという記憶がございまして、もう少しそういった会社が成熟していただけるということがあ

れば、安心してそういったところに切り替える、大手電力会社との比較にできるということも

考えられますので、もう少し時期を待ちたいと思っております。庁舎としてはです。一般の方

は一般の方で判断していただくということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 考えますか、考えませんかしか聞いていませんので、なるべく簡単にお

願いしたいと思います。（「失礼しました。直します」の声あり） 

  これ、お願いなんですが、この電力について、私は省エネのこと突っ込んできたものですか
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ら、いろんなデータを集めておりまして、平時の使用電力量というのは１回データをいただい

たことがあるんですが、その後で学校にエアコン入るとかその後の電力量というのが不明なも

のですから、１回入れた後の各公共施設の電力量のリストありましたら、見せていただくこと

はできますか。 

○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） 冒頭で申しました第３次地球温暖化防止実行計画の中では、毎

年電力量を調査して毎年それを検証していくという作業をしておりますので、それは全て議員

の方のみならず、一般の方に公表していくということで考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） それと、全体的なＣＯ２削減を考えていったときに、太陽光発電という

のは農地にも太陽光発電をすることができて、ソーラーシェアリングという形があるんですが、

これはさほど農家に対して影響ない程度で、農地にソーラーパネルをつけるということがあり

まして、農地法自体が今そっち側に改正になっていますが、ちょうど農政課長いらっしゃるの

で、ソーラーシェアリングについてご見解ありましたら伺いたいと思います。 

○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） ただいまお尋ねがございました営農型の太陽光発電ということだと

思います。こちらについては、あくまでも底地の分は農地として活用するということが前提に

なっています。ということで、実際農地として活用する、その上物に支柱を何本もずっと立て

て、大きな太陽光パネルを張っていくという仕組みになります。そうしますと、やはり何てい

うんですか、日照時間が減ったりだとか作業効率が落ちてきたりだとか、そういうところもご

ざいますので、なかなか仕組みとしてはございますけれども、柴田町の農家さんに引き合いが

あるかどうかというのはまだ未知数でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○12番（秋本好則君） それでは、第１問については以上で終わらせていただきたいと思います。 

  第２問目に移らせていただきます。 

  避難所の件なんですが、分からなかったのは昨年９月議会のところで、今、亡くなりました

けれども斎藤義勝議員の話に、今までの避難者の一番大きいマックスの状態で1,373人だとい

う回答があったのを、私記憶しているんですが、これは令和元年台風19号のときでその辺の資

料を調べますと、床上浸水が625件あって全体で1,373人ということは１戸当たり大体2.2人ぐ

らい避難しているのかな、ざっと計算してですね。そして、逆に槻木地区について考えますと
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ここのハザードマップ見ると３メートルから５メートルの浸水区域になっています。そうする

と２階に床まで水がかぶると計算、最悪の場合ですけれども、そういう計算になるので、今こ

こにいるここの槻木小学校３階に逃げなさいということになっているんですが、ここのところ

に逃げてこられるだろうという人を計算すると、白幡、上町、下町、四日市場、この辺で

4,593人、1,963戸、これに2.2を掛けますと4,318人になります。それが柴田町にずっと残って

いる方が半分いたとして、半分は地域外に避難されたとしてそれでも2,000人ですね。それが

この槻木生涯学習センターの３階に入れますか。どうなのかお聞きしたいと思います。 

○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） お答えします。入りません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） どうすればいいんですか。 

○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） 町長答弁にもありましたように、避難とは難を避けることでござ

います。したがいまして、今秋本議員がおっしゃった半分は安全な親戚とか家族とか、そうい

ったところに、残った場合の仮定で今お話しされていると思うんですけれども、槻木生涯学習

センターだけでなくて槻木小学校校舎も避難所と指定してございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 実際、槻木の今私は白幡にいるんですが、鉄道越えて向こうのほうに逃

げるということは、この大雨のときはまず考えられないですね。ですから、半分の方が雨降っ

たときには柴田町から逃げるんだという計算しても、半分でも2,000人ですよという形なもの

ですから、無理に質問しているわけでありませんので、ただこういう状況ですということだけ

は皆さんに知っていただきたいし、本当に大変なときには離れていただくということも、早急

に話をする必要もあるんじゃないかなと思ったものですから、述べさせていただきました。 

  それと、避難の人数なんですが、先ほどのところでは人数が出てこなかったんですが、各避

難所の定員は去年９月会議で言われた、例えば槻木生涯学習センターであれば590人が定員と

考えてよろしいのでしょうか。 

○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） そのとおりでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） その人数と備品の数というのは全くリンクしているわけですか。どうい
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う形で備品の数を出しているんでしょうか。 

○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） 数量につきましては、１対１でリンクしているということではな

くて西住公民館とか農村環境改善センターは若干少ないというところで、ほかは大体同じよう

な数で準備をしてあります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○12番（秋本好則君） イコールで持っているのは非常に危険だと思うんですよ。私もいろいろ

調べてみて、例えば大阪市の一つの避難計画マニュアルなんですが、そこを見ますといろんな

状況でこの施設に何人入ってくるかということを想定しておりまして、人数を出してそれに２

割増しの計算しているんですね。なぜかというと、そこを通った人も逃げてくるかもしれない、

その辺の不確実性があるということで２割増しをやっているんですが、そういうことを柴田町

では考えないんですか。 

○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） 現在の計画では、先ほど申しましたように、優先避難所について

はほぼ同じような数量で持っています。社会福祉協議会に各避難所のバッファじゃないんです

けれども、そういうものを用意しています。したがいまして、地震で使えない避難所とか、い

ろんな状況来ますので、その状況で社会福祉協議会から各避難所に持って行くということにな

ります。社会福祉協議会でバッファとして持っていると申しましたが、やはり令和元年台風19

号で浸水したということもございますので、早く総合体育館を完成させてそちらをバッファ、

倉庫として中心部にありますので、それぞれの槻木、船岡、入間田に持って行けるのかなと思

っています。 

○議長（髙橋たい子君） これにて秋本好則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分から再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時３０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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