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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。 

  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。 

  初めに、12月７日の安藤議員の一般質問に対し、教育長から補足説明の申出がありましたの

で、これを許します。教育長、どうぞ。 

○教育長（船迫邦則君） 一昨日の安藤義憲議員の一般質問にありました、船迫小学校児童のパ

ソコンへの書き込みがあった件について、補足説明させていただきます。 

  一昨日、船迫小学校に依頼し、夏休み中、児童のパソコンに「暇、暇」の書き込みがあった

かどうかを確認していだきました。船迫小学校では、全ての先生ではありませんが、夏休みに

学級担任が学級の子どもたちの生活の様子などを把握するため、オンラインによる学級会を行

い、学級担任と学級の子どもたちがメッセージを書き込んで情報交換しておりました。このオ

ンラインによる学級会は、学級担任と学級に所属する子どもたちにしか書き込むことや見るこ

とができないもので、書き込みをしますと書き込みをした児童の氏名及び月日も同時に表記さ

れますので、成り済ますことはできないようになっております。 

  オンラインによる学級会の履歴を確認していただいたところ、「暇、暇」の書き込み及び書
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き込みをした児童の氏名と投稿月日を確認することができました。子どもたちが書き込みして

いた内容を一部紹介しますと、「みんな元気ですか」「小鳥ハウスに行ってきたよ」「先生、

リモート学習はできないんですか」などふさわしい内容が主だったのですが、中には「暇、

暇」などのふさわしくない内容も散見されましたので、学級担任は、このような状況を改善す

るため、オンライン学級会に書き込む内容を個人的な内容で投稿しないように保護者に依頼す

るメールを配信したとのことでした。安藤議員からお話のあった注意喚起のメッセージは、学

校から保護者宛てにメール配信したものと思われます。 

  今後も、児童生徒に対しては正しい利用方法を指導し、誤った利用がなされないよう、町内

小中学校と連携を密にしながら、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの適正な活用を進めてまいりたいと思

っておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 安藤義憲君、よろしいですか。（「はい、ありがとうございます」の

声あり） 

  次に入ります。 

  それでは、６番加藤滋君、自席で質問してください。 

○６番（加藤 滋君） 改めておはようございます。６番加藤滋です。大綱２問、質問させてい

ただきます。 

  １．産業展示館の利用者拡大を。 

  しばたの郷土館入口にある産業展示館は、平成６年４月15日に開館しており、柴田町工場等

連絡協議会による町内企業の工業製品などを展示しています。現在は、10企業が自社の工業製

品や食品などを展示しています。産業展示館は、しばたの郷土館が開館している時は自由に観

覧できるので、年間を通して、船岡城址公園の来園者や思源閣への見学などの際に、小学生や

一般の方々が出入りしています。この出入りは完全にフリーの状況であり、見学者数などの把

握はしていません。 

  産業展示館は、町の発展の歴史と、それを支えた地域の様々な企業の活動を紹介することで、

活気あふれる町の産業を浮き彫りにしていくことに役割があると思います。そのためにも、来

館の機会を増やし、見学者の拡大に向けた広報や小中学校への働きかけなど、さらなる工夫が

必要と思います。今後の利用促進などについて伺います。 

  １）産業展示館の開館から27年になりますが、これまでに来館促進につながるような広報は

どの程度実施していたのでしょうか。 
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  ２）産業展示館の存在意義や今後の利用者の増加を図るためにも、利用状況や見学者数の把

握が必要と思いますがいかがでしょうか。 

  ３）社会教育の一環として、町の発展の歴史や地域の企業活動を知るための良い施設だと思

います。小中学校の児童生徒がより多く訪れるよう検討してはいかがでしょうか。 

  ４）町内住民の方が来館するための方策を検討してはいかがでしょうか。 

  ２．家庭ごみの減量に本腰を。 

  我が国が抱える課題としては、人口減少、少子高齢化や社会保障費の増加、また、相次ぐ異

常気象による大規模災害の発生を防ぐ地域の防災・減災などがあります。現在から将来に向け

ての大きな社会問題となっていますが、もう一つの大きな問題が地球温暖化にあると思います。 

  先日、民放テレビ局で福岡県大木町の取組が放送され、各家庭から排出されるごみの資源化

を目指す循環型地域社会システムの内容が紹介されていました。その概要は、各家庭や事業所

から出る生ごみを集め、し尿や浄化槽汚泥と一緒にタンクに入れてメタン発酵させ、発生した

バイオマスガスで充電し施設内に電気と温水を供給する。また、そこで分解されてできた液肥

は、町内の農家に無償で提供し、生ごみを肥料にして土に返す。さらに、この液肥で育てた米

や野菜は、各家庭や給食センターで消費される。その後に各家庭などで発生する生ごみは、再

度循環センターに持ち込まれ、システムが確立するという内容です。 

  温室効果ガスの削減には多様な方法がありますが、私たちは身近な問題としてごみの減量化、

生ごみの削減を図ることで二酸化炭素の排出を抑える努力をする必要があると思います。本町

での各家庭などから出るごみの減量化に向けて、その取組について伺います。 

  １）平成24年７月から家庭ごみの有料化がスタートし、ごみの排出量や分別徹底などを目指

していると思います。燃やせるごみの委託業者収集は、近年では、令和元年度を除き年間約

6,800トンでしたが、令和２年度は約7,000トンと増加しています。どのような理由があると考

えていますか。 

  ２）燃やせるごみの減量は、紙資源や容器包装プラスチックなど分別の徹底がありますが、

現状ではどのような状況でしょうか。 

  ３）家庭などから排出される生ごみは、ごみ全体の約４割を占めるとされており、水分を多

く含んでいるなど、その処理にはかなりの負担がかかると思います。その減量について、本町

の取組を伺います。 

  ４）11月１日に開催されたＣＯＰ26の首脳級会合で、岸田首相は温暖化対策の国際枠組みで

あるパリ協定に言及し「目標の達成に向け、この10年が勝負だ」と強調しています。地球温暖
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化対策としても、大木町のような循環型の処理サイクルが理想と思われますが、本町でも将来

に向けて取り組むことはできないでしょうか。 

  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） 加藤滋議員、大綱２点ございました。 

  まず、産業展示館の利用拡大。 

  １点目、産業展…… 

○議長（髙橋たい子君） 町長、ちょっとお待ちください。（「はい」の声あり） 

  その前にちょっと確認することがありましたので、加藤議員。 

  ２問目ですか、１行目、バイオマスガスで「充電」とお読みしたようですが、原稿のほう

「発電」なんですが「発電」でよろしいですか。（「発電ですか」の声あり）28ページの一番

上。（「発電ですね」の声あり）「充電」とお読みしていました。（「充電、そうですか、す

みませんでした」の声あり）「発電」、はい。 

  すみません、町長。お願いします。 

○町長（滝口 茂君） それでは、１点目、産業展示館は平成６年４月に、町の発展を支えてき

た町内企業の活動や町の産業を紹介する場として、研修室を併設し、しばたの郷土館エリアに

開館しました。産業展示館の施設と展示物等の管理については、町と柴田町内工場等連絡協議

会の間において、覚書が取り交わされています。 

  近年では平成26年度に、施設の存在を知らせるため入り口に看板等の設置や、各企業の製品

を分かりやすく紹介するために展示物のリニューアルを行いました。また、平成27年には、環

境に配慮する取組として天井灯と誘導灯のＬＥＤ化を行い、令和元年度には、施設に興味を持

ってもらい、入館を促すために、桜をデザインしたエントランスパネルの設置、令和２年度に

は、会員企業紹介パネルのリニューアルを柴田町内工場等連絡協議会が行ってきました。 

  産業展示館の広報については、町のホームページで紹介しているほか、しばた観光ＭＡＰや

しばたガイドブックなどの配布物に掲載しています。今後は、そのほかの各種観光パンフレッ

トなどにおいて、積極的に紹介してまいります。 

  ２点目、産業展示館は誰もが気軽に入って見学することができる施設となっていますが、実

際に何人の方が展示館に入場し見学しているかについては、郷土館側事務室側からは確認がで

きませんので、展示館単体としての把握はできていない状況です。 

  見学者数の把握は必要と考えますので、人感センサーなどのカウンターの設置が可能か検討
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したいと思います。 

  ３点目、４点目は一緒に、一括して回答します。  

  産業展示館には、町の発展やそれを支えてきた町内企業の活動も紹介されていますので、特

に柴田の未来を担う小中学生には、町の歴史を知るという意味においては、双方を関連づけて

考えることができる施設となっています。 

  また、町内の工場製品等を知ることができる貴重な場としても捉えておりますので、製造業

等に対して小中学生に関心や興味を持ってもらえるよう、仙南地域広域行政事務組合が発行し、

仙南圏域の施設を紹介しているＡＺ９パスポートに掲載したいと思います。 

  多くの住民が来館することを目指し、しばたの郷土館や資料展示館「思源閣」と併せて産業

展示館を見ていただくため、広報・周知を行っていくとともに、産業展示館の今後の在り方や

展示品の入替えなどについて、柴田町内工場等連絡協議会と協議したいと考えております。 

  大綱２点目、ごみの減量に本腰をということで４点ございました。随時お答えをいたします。 

  燃やせるごみの収集量につきましては、ご指摘のとおり、令和元年度を除いた近年の平均と

令和２年度を比較すると、約6,800トンから約7,000トンと、200トン余り増加しています。 

  この要因としては、近年、食生活スタイルの変化、核家族化による世帯の増加、単身世帯で

の消費行動により廃棄物の量が若干増えております。最も大きな要因は、コロナ禍の影響によ

り在宅時間が長くなり、自宅の片づけや家での食事が増加したことや、新型コロナウイルス感

染症予防のため、マスク等の衛生用品、使い捨て用品の増加があったことなどに起因するもの

と思われます。 

  ２点目、燃やせるごみの削減には、紙資源、容器包装プラスチックの分別の徹底が有効です。 

  前年度実績で、容器包装プラスチックの回収は354.34トン、紙資源は1,024.73トンを分別収

集しました。 

  推移としては、容器包装プラスチックは平均350トンほどで横ばいを示しています。紙資源

については減少傾向であり、ペーパーレス化や大規模小売店舗等で資源回収事業を進めている

ことが原因と考えられます。 

  ３点目、生ごみはその70から80％が水分と言われており、水分の減量は燃やせるごみの減量

につながります。これまでも、各戸に配布しているごみの出し方カレンダーや、ごみの出し方

と分け方の冊子、町ホームページ、出前講座等のあらゆる機会を活用して、生ごみは水を切る

ことのお願いをしてまいりました。 

  加えて、生ごみを減容する生ごみ処理機の購入についても補助金の交付を行ったり、エコラ
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イフ推進会議との協働によりＥＭ菌を利用した生ごみの堆肥化に取り組む活動の普及促進に努

めているところでございます。 

  コロナ禍でも、エコライフ推進会議が作成したＥＭボカシを庁内で配布したところ、120個

が５日ほどでなくなったことから、一定数の方々がＥＭ菌による生ごみ堆肥化に取り組んでい

ると考えられます。 

  ４点目、福岡県大木町のバイオマスタウン事業は、生ごみを別回収し、し尿等と合わせなが

ら有機系廃棄物をバイオガスプラントで発酵させることで生成されるメタンガスをエネルギー

化したり、液肥を肥料として農地に活用するものです。 

  生ごみ等を資源として活用する方法は、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に有効では

ありますが、一方では、臭いを伴う生ごみの収集方法や、農地で液肥等を活用する仕組みの構

築、さらに循環型の処理リサイクルを運営するのに総事業費で約11億円を要しており、その財

源の確保や他の事業との優先順位、様々な観点からも検討する必要がございます。 

  現在、本町における廃棄物処理は、スケールメリットを生かすため、仙南地域広域行政事務

組合により、仙南２市７町で統一した方法で行っており、生ごみについては燃やせるごみとし

て焼却処分しています。 

  平成29年度に稼働した仙南クリーンセンターでは、焼却熱を利用して発電を行い、施設内で

使用する電力を賄っており、余剰分は電力会社に売電することで、循環型社会の形成に寄与し

ております。 

  大木町は人口１万4,000人の農業が盛んな町です。また、ごみ処理も町単独の施設で行うな

ど、本町とは異なる状況もございます。 

  バイオマスタウン事業の導入に当たっては、生ごみ収集どきの悪臭、生成される堆肥・液肥

の需要供給の問題、多額の費用がかかることから、現時点では、現行の方法により廃棄物の処

理を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 加藤滋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それでは、まず、産業展示館の来館促進のほうなんですが、現在、その

見学者、観覧者等の数字は把握していないということではございますけれども、毎年、小学校

３年生ですか、産業展示館というよりはしばたの郷土館に来館される。そのときに産業展示館

をご覧になっているというような話も聞いております。 

  その小学校ですとか中学校への産業展示館を見てくださいというような文書、そういったの
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は送付したことはあるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） ただいま、産業展示館への小学生等への周知について、学校へ

文書等での依頼をしているのかということでございましたけれども、現状等で学校に依頼をし

たことはないと認識をし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。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。 

  非常にいい展示館だと思いますので、子どもたちの将来にとっても参考になるような展示が

いっぱいされておりますので、そういう案内は今後考えていただけないものでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 議員おっしゃるとおりでございますので、機会を捉えまして各

学校に周知をして、見学をしていただけるような取組をしてまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それでは、町内の工場等連絡協議会でございますけれども、37社ほど加

盟されているんですか。それで、現在の工場等連絡協議会の展示がされているわけですけれど

も、それ以外といいますか、協議会自体の現在の活動というのはどういうふうにしているんで

しょうか、教えてください。 

○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） 37社、工場等連絡協議会の会員企業ございます。先ほど町長答

弁でもございましたとおり、協議会と柴田町で協定結びまして施設の管理をさせていただいて

ございますので、主立ったものとしては、その会員企業さんの展示物ということになります。

ただ、それ以外の工場等のものに関しても、量は少ないのでございますけれども、木工製品を

製作している会社とか、特産品であるぜいたく味噌󠄀の展示だったりというようなものの展示を

させていただいている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 工場等連絡協議会自体で、広報といいますか、来館につながるような動

き方はしていないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 工場等連絡協議会の会員さんのところに来られるお客さん等、
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そういった方を、船岡城址公園に来られた際に一緒に展示館を見ていただくということはされ

ているようでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。 

  契約といいますか、覚書を取り交わしているということで、これは３年ごとなんですかね。

それちょっと確認ですけれども。 

○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） 基本的には１年ごとで、４月１日から翌年の３月31日までの１

年間となってございます。ただし、展示期間の満了１か月前までに申出がなければそのまま継

続することにしてございますので、形的には毎年度覚書の取り交わしは行っている状況になっ

ております。（「分かりました、はい」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） その展示物についても、必要な都度更新していく考え方なんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） はい、基本的にはそのような考え方でよろしいかと思います。 

  ただ、先ほど町長答弁でもありました平成26年度に10社の展示品のリニューアルを行ってご

ざいますけれども、残念ながらそこから更新はちょっと確認できていないような状況になって

います。（「はい、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。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） それでは、あと、入場者数というか、来館者数のカウントについては、

今後人感センサーなどのカウンター設置が可能か検討したいというふうに答弁いただきました。

確かに人配置するわけにもいかないですから、そういったやり方が一番いいのかなと思います

けれども、ぜひ実現に向けてご努力いただきたいなと思います。 

  それから、先ほど、小中学生、特に小学生は毎年３年生が来られて、これは全小学校が来ら

れているのか、ちょっと確認したいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 小学生につきまして３年生が来場ということで議員からお話を

いただきましたが、近年につきましては、町内３小学校、学年につきましては船迫小学校が４

年生と６年生、それから東船岡小学校が２年生、西住小学校が２年生ということで来館をいた

だいている状況でございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今の３小学校以外の学校は来られていないということですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 昨年度と今年度はそのような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。 

○６番（加藤 滋君） 私が思源閣にお邪魔したとき、ちょうど小学生、船迫小学校４年生でし

たかね、図書館のほうと、それから思源閣のほうと分かれて見られていたと。それで、「産業

展示館は見たの」とお聞きしたんですが、入ったときにちょっと見てきましたというお答えを

いただきました。どちらかというと、思源閣に来たときに、入り口あるものですから見てくる

というような状況かなと思います。 

  それで、小学生も毎年といいますか、全小学校が、有効な展示館だと思いますので、来られ

るようにお願いできたらなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 各学校は、行事予定を早い時期にもう組んでしまいますので、

なかなかすぐにということにはまいらないかとは思うんですけれども、学校のほうにこういっ

た展示室がありますということでお知らせをいたしまして、思源閣等にお越しの際は必ず見て

いただくというようなことで依頼をしてまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 小学生が来られているということで、中学生もぜひ見ていただきたい展

示館だと思うんですね。小学生と中学生では、やっぱり展示されている企業への受け止め方と

か見方とか思いなんかがかなり違うと思うんですけれども、その辺はどう思いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 受け止め方が違うということで、確かに中学生にもご覧いただ

けるのが一番よろしいのかなと思いますので。ただ、中学生の場合ですと、職場体験というこ

とで必ずこちらの施設の体験をしていただいております。その際は必ずご覧いただいておりま

すので、幅広くもっとご覧いただけるようにしてまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そうですね。やっぱり小学生にしろ中学生にしろ、町内の企業の活動を

具体的に知るということは将来にもつながるんじゃないかなと思っています。 

  理想かも分かりませんけれども、展示館を見たことによって、その企業に勤めてみたいとか、
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町内に残りたいとか、そういった考えが生まれてくるんじゃないかなと思いますけれども、い

かが思いますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 議員おっしゃるとおりだと思います。町内の産業をご覧いただ

くということは、子どもたちにとって非常に大切で、将来に結びつく展示をしていければ、活

用していければ、子どもたちの将来に有意義な施設ということで考えられますので、ぜひその

ようにしていきたいと考えております。（「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。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 一般の方、というのは町内の方なんですが、カウントしていないのでど

れほど来られているのかちょっと分からないんですけれども、ちょっと私の周りの方に10人ほ

どに聞いてみたんです。産業展示館あるの知っていますか、行ったことありますか。10人に聞

いたところ３人が行ったことあるという答えだったです。３人のうち１人はリコーのＯＢの方

で、自分ところの展示どうしているのかなと見に行ったと。もう２人は、図書館に行ったとき

にちょっと寄ってみたと。ただ、あまり印象に残っていないんだけれどもなと。何年か前の話

なんでしょうけれども。そういうことでした。７人の方は知らなかったから、行ったことも当

然ないわけなんですね。そんな状況、槻木だからそうなのかも分かりませんけれども、船岡の

方に聞いたらその逆になるかもしれませんけれども、私の思いとしては、やっぱりあまり知ら

れていないのかなと思っています。 

  やはり町民の方にも産業展示館に来ていただいて、こんな企業もあるんだとか、展示されて

いる製品や商品、これらなんか見てもらえれば、もしかしたら購買意欲が湧くかも分かりませ

んし、そんな思いもあるものですから、一般の方にも、先ほどいろいろな形でＰＲはされると

思うんですが、もう少ししていただく必要があると思うことから、広報の必要があるんじゃな

いかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 産業展示館の研修室も併せて付随しているところでございます

けれども、こちらにつきましては年間2,000人を超える方がご利用されているということで、

その利用の際も産業展示館をご覧いただいているのかなと認識をしているところですが、やは

り広報活動必要だとこちらでも捉えているところでございます。思源閣の常設展、それから企

画展、様々いろいろな展示をして公開をしておりますけれども、そちらに併せた形で産業展示

館もご覧いただけるように周知をしてまいりたいと考えております。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そうですね、やっぱり広報も必要かなと思いますし、研修室に来られた

方は皆さんご覧になっていると思ってよろしいですね。 

  それと、図書館に来られた方への、お知らせというか案内というか、そんなこともちょっと

考えられないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） 今までは、図書館にお越しの方について特段周知をしておりま

せんでしたけれども、このご提案いただきましたので、図書館においでの方もぜひご覧いただ

きたいということで、お知らせをする表示等をしてまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 先ほど、工場等連絡協議会の活動についても聞いてみたんですが、正直

言って、協議会の皆さんは、この産業展示館の存在価値というんですかね、どのように感じて

いるのか、そんな話はしたことございますか。 

○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） 工場等連絡協議会でのこの展示館の捉え方ということのご質問

でございます。 

  最近ちょっとコロナの流行ありまして、２年ほど、工場等連絡協議会の会議の中に私どもの

ほうで出席していない状況が続いております。以前は担当者が理事会なりに呼ばれたり、あと

は会議の際に呼ばれて、いろいろご意見伺ったりとかしておりましたし、町と商工会と工場等

連絡協議会さんとあと観光物産協会、４者でいろいろ町の課題といいますか、いろいろな発展

的なご意見をいただく会を設けていた時期もございました。事務局でかなり一生懸命な方がい

らっしゃって、その際にそういうことが行われていたということなんですが、現在その事務局

を引き受ける企業さんが、固定することがなかなかできなくて、１年ごとに事務局が入れ替わ

っているような今状況になっていますので、コロナが明けて、またそういう会議の中で呼ばれ

るようなことがあれば、町のほうからもそういうことを確認もしますし、本日いただきました

ご意見なんかもお伝えしながら、前に進めるように行っていきたいなと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ここ２年ほどあまり活動されていないようですけれども。展示物につい

てもリニューアルした後、あまり新製品というかそういうのもないのかも分かりませんけれど

も、そういう意味では、協議会の皆さんはちょっとマンネリ化というか、そういう思いという
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のあるんですかね。 

○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） その辺の考え方というか意識というか、そういったところは確

認はしていないような状況になります。ただ、先ほど申し上げたとおり、事務局が毎年替わる

ような形になってきて、工場等連絡協議会の組織の地盤というかそういったもの、ちょっと弱

くなってきているんではないかなとも考えています。 

  展示物に関しても、今ケースに入っている状況で、触ったりとかできるものというのは10社

のうち１社だけだったと思うんですけれども、そういったものを少し、見せ方というか、見て

いただく方に興味持っていただけるような、そういったものも展示していければいいなと考え

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。 

○６番（加藤 滋君） 産業展示館、非常に存在価値があるというならいいんでしょうけれども、

一般の方そんなに入っていないかも分かりませんし、そういう意味で、子どもたちの社会教育

の一環というのは非常に有効的だと思うんですけれども、今までに、非常に立地というか場所

としてはすごいいいところにあるので、展示館以外に、ちょっと乱暴といえば乱暴なんですけ

れども、何か転用を考え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。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） あそこは平成５年に産業再配置促進施設整備費の補助金を受け

てございます。5,700万円くらいの事業費に対して4,900、5,000万円近くの補助金を受けて建

てたものでございますので、補助で建てられた施設であれば処分制限の期間が設けられていま

す。これが平成24年ですので、もう既に切れてございますので、別な施設に転用ということは

可能かとは思っています。 

  しばたの郷土館の担当の方から内々にご相談いただいたのは、そこを別な形で使いたいんだ

けれどもというようなことで、先ほど申し上げた補助金の処分制限期間調べたという経緯があ

るんですけれども、まだ今そういう状態で、具体的に何に使いたいかとかというところまでは

行っていない状況になっています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） もし考えるんであれば、ちょうど船岡城址公園の入り口でもありますし、

桜に関する、特化したような展示館だとか、桜の写真展だとか。また、郷土館から何かそうい

う打診があったということでいえば、小室達の貴重な作品がいっぱいあると思いますので、そ
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れの展示するような常設展示館みたいなね、そんなことも考えられるんじゃないかなと思うん

ですけれども、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（池田清勝君） ただいま桜に関する展示でありましたり、小室達の展示の関係

ということでご提案をいただいたところでございますけれども、まだそのような話にまでは至

っておりませんので、これからの工場等連絡協議会との話合いももちろん必要になってまいり

ますので、状況を見て打合せをして、どのような形にしていくかというのは詰めてまいりたい

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。 

○６番（加藤 滋君） はい、分かりました。 

  じゃあ、次の質問に移らせていただきます。 

  家庭ごみの減量についてなんですけれども、先ほどお答えいただきました。現状といいます

か、燃やせるごみの日、月曜と金曜なんですけれども、私の近くの集積所もほかもそうなんで

すけれども、かなり山のように積まれているという状況だと思うんです。その燃やせるごみと

して出されている中身というか実態はどんなふうになっているのか、把握したことはございま

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） 燃やせるごみの組成、割合ということのご質問です。 

  これは仙南広域で定期的に、毎年のように、燃やせるごみの袋を実際開けまして、任意に抽

出して、どういうものが入っているかを調べております。 

  本町につきましては、この調査自体は令和元年に台風があった、それで去年がコロナだった

ということで、その少し前のデータにはなりますけれども、燃やせるごみの成分としましては

47％が生ごみだったという報告を受けております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○６番（加藤 滋君） 生ごみが47％。かなり多いですね、これね。 

  そのほかにやっぱり分別が必要なものまで紛れ込んでいるというケースあるんでしょうか。 

○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） きれいに分かれているのかと言われれば、それも100％そうだ

とは言い切れないんですけれども、おおむねこちらの分別お願いしている内容で分かれている

ということです。ただ、いろいろ、例えば、汚れていれば燃えるごみに入ってしまいますよと
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いうような細かい部分もありますので、そういう意味では大方、おおむね分別は進んでいると

理解しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ご答弁いただいた生ごみの減量に向けてですけれども、生ごみ処理容器

の購入に補助金を出していますね。毎年、３台、５台ですか、５台か７台くらい。ちょっと少

ない気が私はするんですけれども、どう受け止めますか。 

○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） 生ごみの処理機については、おっしゃるとおり補助を行ってい

るということで、平成13年からこういった事業をしております。それで、最近５年程度の動き

を見ますと、９台から５台というような動きをしている。内訳等につきましては、電気式の処

理機とＥＭ式というもので、大方電気式で、数字としては低いのかなという印象を受けており

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 答弁の中で、ＥＭボカシを庁舎で配布したところ、120個が５日ほどで

なくなったとご答弁いただいたんですが、これはどういう方に配布しているんですか。事前に

お知らせか何かしているんですか。 

○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） こちらは、そういった団体がありまして、そういった方と協力

をしてその物を作りまして、町民ホールに設置をして、広報はお知らせ版でお知らせをしたと

ころで、自由に取りに来てくださいというやり方をしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ちょっと私、見逃したかも分からないんですけれども、お知らせ版に載

せていたということですか。はい。それで、今年もそれは実施したんですか。これからですか。 

○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） 今年度も実施しておりまして、期間としては１週間程度で先ほ

どの数量がはけ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。 

○６番（加藤 滋君） 四国の徳島市では、密閉式の生ごみ処理機なんですけれども、無料交付

しているというのがあります。当然ごみの減量とか再資源化を目的に、処理容器とＥＭボカシ

をつけて無料で200個交付しているというのがございます。多少お金もかかりますけれども、
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こういった方法を取ると、いわゆる生ごみの減量化につながるんじゃないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 生ごみ処理機につきましては平成13年度から行っているという

ことで、そういったものもやっているんですけれども、ただ、そこから、一部の補助というこ

とで長年やってきたものですから、そういった過去の方との公平性が保てるかどうかという、

ちょっと懸念があります。 

  現在、この件についてもいろいろ内部では協議しているんですけれども、その補助の割合、

２分の１とか３分の１といった補助の割合を出しているんですけれども、その辺を少し上げて

インセンティブを高めていって普及を図りたいというようなこともちょっと検討はしていると

ころです。 

  あわせまして、そもそもその補助事業やっているということを広くお知らせしていきたいと

いうことなので、広報にも力を入れていきたいと考えています。町のホームページお知らせ版

ということでは掲載しておりますけれども、お知らせ版の回数を増やすとか、あとは最近、携

帯電話にごみ出しアプリというものがあるんですけれども、そういったものでプッシュ型の広

報ができないかというようなことを検討している最中でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 補助金出しているのが７件から９件くらい。年間としてはちょっと少な

いような気もするので、思い切った手で少し、生ごみを減らすんだという思いで取り組んでい

ただきたいなと思います。 

  それから、大木町の循環型の処理サイクルについて、総事業費で11億円かかるというような

お話で、検討する必要があるけれども、現状ではちょっと難しいのかなというようなお話があ

りました。 

  大木町では、人口１万4,000人なんですけれども、平成17年くらいに交付金を頂いているん

ですね。バイオマスの環づくり交付金。現在ちょっとないようなんですけれども。だから、こ

ういったことがもしかしたら今も交付金があるかも分かりませんので、調べていただきながら

検討お願いしたいなと思います。 

  それから、その福岡県大木町って小さな町なんですけれども、この循環型のセンターをまち

づくりの一環というふうに捉えてやっているようなんですね。環境ですとか農業、それから食

をつなぐまちづくりの拠点というようなことで、その循環センターを考えているようでござい
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ます。 

  ちょっとデータをお話ししますと、生ごみの資源化により、排出される二酸化炭素は４分の

１になったそうです。燃やすごみの量は、基準年、ちょっと古いんですけれども2005年と比べ、

約４割になったと。２億3,000万円あった処理費用が、13年間の平均で約2,700万円削減された

と。こういうような事例もございますので、検討のほどお願いしたいなと思います。 

  それから、最後に…… 

○議長（髙橋たい子君） 加藤議員、要望でよろしいですか。今の大木町での循環型の処理サイ

クルは。（「はい」の声あり） 

○６番（加藤 滋君） 最後に、仙台市で先日、河北新報の全面広告でこんなものを出していた

んですが、仙台市のごみ減量のキーワードは３Ｒ。１人１日当たりの家庭ごみ排出量400グラ

ム以下が目標です。これはご覧になったですか。 

○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） 正確に記憶はしておりませんけれども、見ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 最近なんですね。11月28日付の日曜日の広告でございました。これで、

仙台市は特に家庭でできる食品ロス削減の取組ということで、現在１人当たり１日の家庭ごみ

の排出量471グラムですけれども、10年間で400グラム以下にしようという取組だそうです。 

  こういうことに取り組んでみてはどうでしょうか。 

○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） 数値的な目標を持ちなさいということのご指摘でいいでしょう

か。（「はい」の声あり） 

  ごみの数量につきましては毎年数字を拾っておりまして、こちらも見ておるというような状

況でございます。最近、燃やせるごみについてなんですけれども、ここ10年間の動きを見ます

と減少傾向にあるという状況でございます。ただ、令和元年が台風、令和２年がコロナという

ことで、若干そこで一旦持ち上げたという今グラフを示しているんですけれども。引き続き現

在の体制を進めて、減量に努めてまいりたいなと考えております。 

○６番（加藤 滋君） いろいろな事例お話しさせていただきましたけれども……（「もう終わ

りです」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） これにて、６番加藤滋君の一般質問を終結いたします。（「９秒残っ

ているよ」「あったよ、まだ」「終わりです。１分前から新たな質問なし」「１分前で終わり
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なんです。１分前で最後の質問で終わりです」「まとめを言おうとしたの。質問終わりますと

いうことを言いたかったんですけれども」の声あり）はい、失礼。 

  はい、どうぞ。（「よろしいですか」の声あり） 

○６番（加藤 滋君） それではまとめなんですけれども。いろいろな事例ちょっとお話しさせ

ていただきました。ぜひ参考にしていただいて、地球温暖化対策、二酸化炭素排出量の削減に

向けて取り組んでいただきたいなと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて６番加藤滋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35分再開といたします。 

     午前１０時２５分  休 憩 

                                            

     午前１０時３５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。 

  ３番吉田清君、自席で質問してください。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清。大綱１問、質問させていただきます。 

  １．買い物難民対策を問う。 

  少子高齢化社会の中で、買い物難民と呼ばれる問題が浮き彫りになってきています。買い物

難民とは、食料品アクセス困難人口、店舗まで500メートル以上かつ自動車利用困難な65歳以

上の高齢者を指します。店舗とは食肉、鮮魚、野菜、果実小売業、百貨店、総合スーパー、食

料品スーパー、コンビニエンスストアなどが含まれます。この定義に当てはまる買い物難民は

2015年時点で全国に824万６千人と、高齢者全体に占める割合は24.6％と高く、およそ４人に

１人が買い物難民に当てはまります。2020年８月時点で65歳以上の高齢化率は28.7％増、75歳

以上では42.1％の大幅増です。高齢者の増加や地域の過疎化、地方の食料供給事情の悪化など

によって、将来的にはさらに増えることが予想されます。 

  この問題は過疎地に限らず交通手段の比較的豊かな中心市街地でも起きており、東京、名古

屋、大阪、といった３大都市圏の都会エリアにも広がっています。さらには全国的に増え続け

る見通しになっております。本町でも令和７年には団塊の世代が75歳以上になるなど、いよい

よ高齢期を迎え、より一層深刻な状況になると推定されています。 
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  私と同じ地域で暮らす高齢のご夫婦からは、「運転免許証を返納し、脚力が低下して歩行も

困難になるなど日常生活での買い物が不自由になった」、「転居して息子夫婦の近くに行くの

も嫌だ」との相談がありました。買い物難民問題への対策としては、官民挙げてのきめ細やか

なサービス支援や、買い物難民がどこにいて、どのような支援を必要にしているかを把握する

ことが必要です。 

  このように、本町においても買い物に不自由な方が大勢いるのではないでしょうか。買い物

難民問題を解決することは、本町にとっても極めて重要なことと考え質問をします。 

  １）本町の現在の高齢化率は。 

  ２）本町の現在の独居世帯数は。 

  ３）本町の現在の高齢者夫婦世帯数は。 

  ４）高齢者のために、買い物についてのアンケート調査を実施したことがあるのでしょうか。 

  ５）高齢化が進むことを考える上で、買い物難民が増えてきている現状を本町ではどのよう

に認識していますか。 

  ６）買い物難民の増加に対して早急な対策が必要だと思いますが、2017年総務省「買物弱者

対策に関する実態調査」の結果報告書では、全国の事例を挙げて事業者で採算が厳しく自治体

と事業者との連携強化が求められているとありました。本町として買い物難民を減らすために

どのような方策を考えていますか。 

  ７）買い物で、はなみちゃんＧＯを利用する方の反応は。 

  以上お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田清議員、買い物難民で７点ほどございました。随時お答えをします。 

  １点目、本町の65歳以上の高齢化率は、本年３月31日時点において30.4％で、宮城県全体で

は28.4％となっております。本町の高齢化率は、県内35市町村中、25番目になっています。 

  ２点目、本町では、毎年３月31日時点で、65歳以上の独り暮らし高齢者世帯数の実態調査を

地区の民生委員にお願いしています。その結果、３月31日時点の独り暮らし高齢者世帯数は

1,352世帯になっており、前年の同時点と比較すると52世帯増加しています。 

  ３点目、２点目と同様、実態調査を地区の民生委員にお願いしておりまして、３月31日時点

の65歳以上の高齢者夫婦世帯数は1,761世帯となっています。前年との比較では83世帯の増加

となっています。 

  ４点目、アンケート調査ですが、令和元年度に第８期介護保険事業計画の策定に関係し、高
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齢者福祉・介護保険を考えるための日常生活圏ニーズ調査を実施いたしました。対象者は65歳

以上の高齢者1,000人を無作為抽出し、612人の方から回答をいただきました。 

  その質問項目の一つに、日用品の買い物をしているかという設問を設け、回答を伺っていま

す。回答内容としては、「自分でできるし、している」「できるけどしていない」と回答され

た方が合わせて95％で、「できない」と回答された方は2.3％で14人という結果でした。 

  高齢化が進むことを考える上でどう認識しているかということでございますが、２点目から

３点目までのご質問に答えたように、65歳以上の独り暮らし高齢者世帯と高齢者夫婦世帯も

年々増加しています。加えて、地域によっては傾斜地が多いなどの問題もありますので、お店

まで歩いたり、自転車で買い物に出かけるということが困難になってくる高齢者が今後増えて

いくものと考えています。 

  その結果、そのような方の外出機会の減少や栄養の偏りが懸念され、高齢者の健康問題へと

つながっていく可能性があるものと認識しています。 

  ６点目、買い物難民を減らす支援策として、消費者を買い物ができる場所に近づけるか、買

い物ができる場所を消費者に近づけるかがあり、流通、交通、福祉の視点からのアプローチが

考えられます。 

  具体的な買い物難民に対する取組としては、１つに、無店舗地区へのスーパー等の設置など

地域に店を造る事業、２つに、食料品や日用品などの移動販売及び宅配など商品を届ける事業、

３つに、商店街等へ送迎する事業、４つに、会食会サービスや配食サービスなどがございます。 

  現在、柴田町内において事業者が行っているサービスは、みやぎ生協で移動販売と宅配を、

イオン船岡店とＡコープ槻木店で配達サービスを、イトーチェーンでお買い物バスの運行と配

達サービスを実施しています。 

  福祉の視点からは、これらの事業が継続的・発展的に実施されていくように生活支援コーデ

ィネーターを中心に事業者と情報交換を行い、高齢者の買い物難民の実態把握を行い、高齢者

の買い物支援に対応してまいります。 

  また、ダンベル体操やノルディックウオーキングなどの介護予防事業をさらに普及させ、高

齢者の健康増進を図り、ご自分で買い物ができる時間を延ばすなどの対策にも力を入れてまい

ります。 

  最後に、はなみちゃんＧＯの運行でございます。デマンド型乗合タクシーはなみちゃんＧＯ

は、日常の買い物や病院への通院などに困っている高齢者などの交通弱者の支援と、町内の移

動手段の充実を図るため、町と柴田町商工会、町内タクシー事業者が連携して平成24年８月に
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運行を始めました。 

  運行を開始してから本年８月で９年目を迎え、利用登録者数も年々増加しており、本年10月

末現在で3,254人が登録しております。登録者を年齢別で見ると、60歳以上の割合が最も多く、

全体の８割を占めており、男女の割合では女性が約６割となっています。 

  はなみちゃんＧＯを利用した町民の利用目的として、令和２年度の実績では買い物目的が約

４割を占め、次に医療機関への通院が３割となっていることから、多くの町民が日常の買い物

にはなみちゃんＧＯを利用しており、今後ますます買い物難民からの需要が多くなるものと考

えております。 

  利用者の反応としては、特段寄せられる苦情等はなく、おおむね好評を得ているものと考え

ております。しかし、一部の利用者からは、町外への運行や予約方法の改善などの要望も少数

あることから、引き続き、町と柴田町商工会、町内タクシー事業者が連携を図り、積極的に買

い物などにご利用いただけるよう、はなみちゃんＧＯの利便性の向上に向けて努めてまいりた

いと考えております 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田清君、再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ありがとうございました。 

  質問した１番、２番、３番の、高齢化率、世帯数は、やはり令和２年から比べると非常に上

がっているということが分かりました。そこでなんですけれども、これは高齢化率、世帯数上

がっているんですけれども、買い物難民と言われる人数は把握されているんでしょうか。 

○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） お答えします。 

  買い物難民として、高齢者としての把握はしておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 独居世帯数、あと３番の高齢者世帯数は増えているのは分かったんです

けれども、この中でも、私が質問したとおり、65歳以上でも車を持っていたり、買い物に不便

じゃない方もいると思うんですよ。自分で買い物できる人もいるんですけれども、この世帯、

人数の中で、買い物難民と言われている人数は把握していないということなんですか。（「さ

ようでございます」の声あり） 

○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） 失礼。そのとおりだと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。（「いいですか」の声あり）商工観光課

長のほうから。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 今のご質問、人数ということでのご質問あったんですけれども、

すみません、パーセンテージということでのデータとしては公表されているようでございます。

農林水産政策研究所から、宮城県内の、これ2015年のデータなので少々古いデータかもしれま

せんけれども、500メートル以上の店舗までの方で自動車を利用できない65歳以上の高齢者の

中で、食料品のアクセス困難人口の割合というもので出ているものがございます。 

  宮城県内では、柴田町は20％以下ということで、県内で第２番目に低いというデータが出て

ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） はい、ありがとうございました。 

  次になんですけれども、４番のアンケート調査を実施したとのことですが、もう少し詳しく

説明していただければと思うんですけれども、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。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） お答えします。 

  アンケート調査というのは、今回、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険計画のために、３

年間、令和３、４、５年の３か年を目標にするために、どのような希望があるか要望があるか

というのを全体的に取るために令和元年に調査されておりまして、そのときに1,000人を対象

に行っております。回収率は、お答えしたとおり、612人となっております。 

  その中で、自分の生活できる範囲ということで、自分の日用品の買い物をしているかという

問合せをしているということです。ちなみに、第８期では、今95％の方が「できる、してい

る」というふうに言っておりますが、３年前、同じように第７期でもアンケート調査をしてお

りまして、そのときは「できる、している」と「できるけどしていない」は88.2％だったとい

うことで、アンケート上は買い物ができる人が増えております。これはいろいろな福祉の制度

でできるようになったとか、そういうものもあるかとも思いますし、いろいろな移動販売とか

が出てきて買い物ができるようになったというのも考えられるかと思います。 

  今のでアンケートの状況になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 今、課長から、アンケートやったということなんですけれども、令和元

年というのは、もう今から遡るとちょっと古いような気がしますけれども、同じように、高齢
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者のこの１、２、３番の調査やったように、令和３年にはなぜやらなかったんですか。いいで

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） このアンケートは、今申し上げたとおり、介護保険の計画を立てる

ために意識調査を行うもので、３年に一度行っているもので、令和元年に行っております。次

回は来年、令和４年度に始まるということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○３番（吉田 清君） なぜこの買い物アンケート調査だけは３年に一度のスパンでやるんです

かね。 

○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） 買い物アンケート調査に限らず、全てのアンケートというか、高齢

者福祉計画が３年ごとに計画されるために、その前、前年度においてみんなの意識調査を行う

ということで、設問は買い物だけではございません。自分の生活圏域がどうなのかとか、どの

ようなことができる、どのようなことを要望しているかというアンケートですので、３年ごと

に取ら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。 

○３番（吉田 清君） 買い物アンケート調査、令和元年にやって、今後３年置きということで

やっていくということなんですけれども、買い物アンケート調査をやることによって、確かに

大変な労力もあるかとは思います。しかし、町民の方にとってみれば、買い物難民者のことま

で町では考えてくださっているのかという、よい意味での認識もされると思うんですね。 

  そういう観点も含め、買い物難民の実態を把握し、適切な対策を講じる上でも、今後もでき

れば毎年調査を実施すべきと提案いたしますが、ご見解をお伺いします。 

○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） 今のところの買い物難民、今申し上げているのは高齢者保健福祉計

画ということで、65歳以上ではございますが、買い物難民という定義に対しましては、高齢者

に限らず障がい者とか、車持っていない方とか、皆さんが対象になるかと思うので、そのアン

ケートという考えでいくと町全体のアンケートにはなるのではないかなと今ちょっと考えまし

た。 

  あともう一つが、先ほど生活支援コーディネーターがいろいろ調整しているという話もしま

したが、その中でも利用者とかその方たちにアンケートは毎回しているというのはございます。



１９５ 

どの辺で移動販売の人が来てほしいとかという希望があって、それに対応するというような流

れもございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 分かりました、ありがとうございます。 

  次に、７番のはなみちゃんＧＯについてなんですけれども、はなみちゃんＧＯはどのような

地域で一番多く利用し、どのような場所に一番行かれたのでしょうか。 

  また、１日の平均人数が分かれば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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） どの地域の方が一番利用が多いかというご質問だったか

と思いますけれども、令和２年度の１年間の実績で見ますと、一番利用の多い行政区は第17Ｂ

行政区となっておりまして、年間延べ利用者数は1,371人となっております。年間利用者総数

からすれば8.9％の利用だったということになります。 

  それから、どこの場所に行ったことが多いかということでしたでしょうか。買い物について

は約４割ぐらいだったんですけれども、医療機関が約３割ということで、令和２年度の実績か

らいいますと、永沼整形外科が一番多かったという結果でございました。 

  あともう一つは、何だったでしょう。（「１日平均」の声あり）１日平均、はい。１日平均

の利用者人数は63.1人です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） はなみちゃんＧＯで大変助かっている人も多くいるというのはそのとお

りだと思うんですけれども、中には、はなみちゃんＧＯは自宅から行くときはいいんですが、

帰りの待ち時間が長かったり、使い勝手が悪いとの声もあります。 

  町にはこのような声や相談、改善要望は、本当に来ていないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 特段の苦情というのはなく、おおむね好評ではあるんで

すけれども、確かに中にはそういった、何ですかね、要望といいますか、声もあることは事実

でございます。 

  その予約の仕方がよく分からないという方もおって、当日の予約は、例えば乗りたい便の１

時間前までに予約していただければ乗ることができますし、例えば帰りの便でも、帰るときに

何時ということでご予約いただければ乗ることができるので、その辺の利用につきましてはこ

ちらでも利用の手引のようなものを作成して、皆さんに分かりやすいものをご提供していけれ
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ばいい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。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 現在、はなみちゃんＧＯ、４台ありますが、台数は足りているんでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 多ければ多いほど余裕は出てくるかと思うんですが、時

間帯によってはなかなか利用が少ないとか、時間帯によっては多いとかということがございま

す。状況見ますと、今の４台で十分運行できているという状況です。もちろん事業所さんでは

持っている台数も限りがありますし、通常運行にも使わなければならないので、その辺の兼ね

合いもあろうかと思います。（「ありがとうございます」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 料金についてですが、１回片道300円、往復すると600円、さらに利用す

るとまた300円とかかるわけですね。中にはやっぱり生活費の中から出す交通費が負担になっ

ていると。できれば定期券などのようなものにして、乗り放題にして、安くなればもっと利用

したいという声もあったんですが、今後、乗車料金や運用状況などの見直しは検討されている

んでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 利用料金につきましては、どの程度にするかというのは、

やはり町の行政サービスという観点もありますし、受益者負担ということもあります。比較と

いうことにはなるんですけれども、近隣自治体においては300円程度ということで、大体その

ぐらいの料金で運行しているということになります。 

  乗り放題ということになりますと、タクシー事業者さんに対してというよりは実施主体の商

工会に補助金で多く支出しなければならない。というのは、事業者さんで車を多く使うことに

なるんだけれども、運賃収入としてはあまり入ってこないということになりますので、その辺

の利便性と費用、兼ね合いは考えなければならない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。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） やはり高齢化になるとお茶飲み友達という人も欲しいというのもあって、

車がなかったり、バス、タクシー使うのもあれなので、一部の人だと思うんですけれども、は

なみちゃんＧＯ使って、あそこの友達に行ったら、今度あそこの友達に行かない、あそこに行

かないかというと、1,200円ぐらいかかっちゃうということだったので、一応そういう話もあ
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りましたので、今後見直しのほう、できればですけれどもよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を……、要望でいいですか。（「すみませんでした」の声あり）

答弁求めますか。（「質問です」の声あり） 

○３番（吉田 清君） 町として、乗合タクシー事業にどのくらい負担されているんですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 事業の実施主体である商工会に対して補助金として出し

ておりますけれども、年間約2,400万円程度となっております。これは令和２年度の実績とい

うことです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） はなみちゃんＧＯもやっぱり、より住民の要望に寄り添った、いつでも

利用したいときに利用できるように、さらに改善していただけるようにお願いいたします。 

  以上です。あと違うのあるんですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 今のは要望ですか。 

○３番（吉田 清君） 要望です。ありがとうございました。 

  買い物難民対策として取り組んでいる地域がありましたので、ご紹介させていただきたいと

思います。 

  宮城県仙台市南中山にあるヨークベニマル南中山店は、買い物難民者対策として、昨年の11

月から開始されています。高齢者を対象に会員を募集したところ、子育て中の世代からも想像

以上に問合せがあり、現在は車両の追加を検討するほど、さらに増え続けているとのことです。

会員登録は年会費無料で、年末年始を除き年中無休で、毎朝９時から11時までの間に電話で注

文を受け付け、配達は午後１時から、配達料金は一律330円。スーパーの店内にある商品であ

れば、花、酒、アイスクリーム、朝刊のチラシの広告商品も配達。会員からは非常に便利だと

好評だそうです。 

  また、配達中にお客様の中に具合が悪い方がいれば、南中山地域包括支援センターに連絡を

して、見守りの仕事もされているとのことです。連絡を受けた南中山地域包括支援センターで

は、職員が電話や自宅を訪れて救急医療などの対応を行っているとのことです。 

  また、本社があるヨークベニマルでは、同じく買い物難民対策として、現在、福島県で３店

舗を運営しています。郡山市、南会津郡、田村郡。その日の午前中に電話をいただければ、温

かい弁当も配達しているとのことです。急に孫が来るとなれば、孫の好きなお菓子やおもちゃ

なども注文があるようです。 
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  以上紹介させていただきましたが、行政が関わるには当然公平性が必要です。また、様々な

課題も多くあります。その上で、町内にあるスーパーや個人事業者、商工会への提案や推進を

図り、ヨークベニマルのように、その日に電話をしてその日に配達をしていただけるような、

また、自宅前で誰もが移動販売車から購入できるように、官民連携による買い物難民対策を、

宮城県の補助金制度、買い物機能強化支援事業などを活用し、宮城県で柴田町が一番買い物難

民のために、町民のために取り組んでいる町だと内外からも言われるように推進すべきと考え

ますが、ご見解をお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） ただいまご紹介いただきました南中山の当日に注文したものを

午後から届けていただけるというサービスなんですが、今は柴田町において行われているもの

としては、みやぎ生協さんのほうで、カタログで注文したものを、当日ではないんですけれど

も、週に何回かの配達というようなことで、それに近いようなサービスは行われているかと思

います。 

  買い物の仕方というのはいろいろやっぱりありまして、実際に商品を手に取って買い物を楽

しまれる方、また、それを買って自分で持ってこられる方もいらっしゃれば、持って歩くのが

大変なのでお店のほうで後から配達してほしいとか、カタログで注文したものを買って、商品

は手に取らなくてもいいという方もいらっしゃいます。多様な買い物の仕方ということもあり

まして、ただいま吉田議員からご紹介いただいた宅配だったり移動販売だったり、本当にいろ

いろな買い物の仕方、楽しみ方というのがあるのかなというようには認識してございます。 

  県で行っている買い物機能強化支援事業ということでご紹介もいただきました。事業者さん

の負担も実際あるようでございます。事業者さんでは、割合ちょっとあったと思うんですけれ

ども、県が２分の１、市町村が３分の１、事業者さんが６分の１ということで、新規事業で取

り組まれる場合に、３年、３年ではないですね、初期の投資のための費用を補助するという制

度があります。最終的には行政からの支援なく事業者さんが独り立ちできるようなということ

でのこちらのその制度、ご紹介いただいた買い物機能強化支援事業がございますので、もしそ

ういう事業者さん、取り組んでみたいという事業者さんが出てまいりましたらば、町としても

側面からのサポートのほう考えてまいりたいと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 前向きな答弁ありがとうございました。 
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  私自身もそうなんですけれども、町としても、住民の小さな声にきめ細やかな対応し、お応

えしていただきたいと思います。 

  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて３番吉田清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。 

  11時20分再開といたします。 

     午前１１時０９分  休 憩 

                                            

     午前１１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。 

  10番桜場政行君、自席で質問してください。 

○10番（桜場政行君） 10番桜場政行です。大綱２問、質問いたします。 

  １．中学校の部活動指導員の現状は。 

  令和元年度６月会議において、部活動指導員の活用について質問をいたしました。 

  部活動指導員は、教員の負担軽減と活動の質を高めるために、校長の監督を受け、部活動の

技術指導や大会への引率などを行うことを職務として、平成29年４月に学校教育法施行規則の

改正により新しく制度化されたものです。 

  部活動指導員は町教育委員会が任命し、特別職非常勤職員（今年度に当たっては会計年度任

用職員）の身分を有する者で、校長の監督を受け部活動の技術指導を行い、大会への引率や顧

問として職務に従事します。従来の外部指導者のような生徒への技術指導だけとは違い、責任

を伴う職務を行うことになるため、今後、学校や保護者などからの意見や部活動指導員制度を

導入している自治体の事例を参考に、導入に向けて体制整備を検討すると答弁をいただきまし

た。 

  宮城県では、令和２年度まで外部指導員として各市町村へ派遣し、令和３年度から部活動指

導員への移行と伺っていますが、本町の中学校の部活動指導員の現状は。 

  ２．地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の活用を。 

  地域活性化起業人は、専門的な知見を持つ人材を３大都市圏にある民間企業が、受け入れ自

治体の要望に応じて、社員を一定期間派遣し、自社のノウハウや知見を生かして自治体と協力

し、地域の活性化につながる業務に従事する制度です。 
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  派遣する民間企業は、社会的貢献、事業拡大の可能性、社員の人材育成などのメリットがあ

り、受け入れ自治体にとっても、マーケティング技術を生かした観光客の誘客や地域特産品の

開発や販路開拓、企業のノウハウを生かした地域中小企業支援や、中心市街地活性化の実施、

専門的知識を生かしたデジタル化の推進など、双方にとってメリットが大きい制度になってい

ます。 

  また、最大のポイントは、この派遣事業に対して必要な経費を国が交付金で助成するという

ことです。 

  総務省のホームページからは、各自治体の募集状況を確認することができます。 

  2021年９月時点で、地域活性化起業人を募集するのは73団体88人となっております。 

  制度を実施する場合、①実施要綱を作成、②公募、③業務委託契約締結、④負担金を交付税

対象の560万円から支出、⑤起業人を受け入れ、という流れになります。 

  地域活性化起業人は、地域おこし協力隊とは異なり、移住や住民票の異動について明確な規

定はありません。 

  しかし、都市圏から人材を期限付で呼び込む、地域課題を解決するという制度設計は地域お

こし協力隊に近いものがありますが、関係人口の創出という点でより効果を持つと言われてい

ます。本町においても民間のスペシャリスト人材を活用した地域の課題解決のため、地域活性

化起業人の活用について伺います。 

  １）地域活性化起業人制度をどのように捉えているのか。 

  ２）地域活性化起業人の活用を検討したのか。 

  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、教育長、２問目、町長。最初に、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 桜場政行議員の大綱１問目、部活動指導員の現状についてお答えしま

す。 

  本町の中学校部活動支援についてですが、令和２年度までは宮城県が実施していた運動部活

動外部指導者派遣事業を活用しておりました。 

  その後、宮城県では、令和３年度から部活動指導員制度に移行し、各市町村教育委員会に対

し、教育支援体制整備事業費補助金を活用した制度の導入を促しておりました。 

  これを受けて、柴田町でも部活動指導員制度の導入に向けて取り組んでまいりましたが、令

和２年度当初から新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校の長期間にわたる休校や、

部活動の対外試合や活動時間の制限がかかるなど、本来の活動ができない期間が今年度も続い
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たこともあり、部活動指導員の導入には至りませんでした。 

  本年度の町内３中学校の部活動支援につきましては、ボランティアの方々による支援をいた

だいているほか、今年の10月に仙台大学が中心となって発足した「仙南地域におけるスポーツ

活性化支援コンソーシアム」における各中学校と仙台大学が連携して部活動の充実及び教員の

負担軽減を図るため、中学校に仙台大学生を派遣して技術指導を支援する令和３年度仙台大学

部活動支援事業として、11月から仙台大学生を中学校の部活動へ技術指導支援のため17名派遣

していただいております。 

  部活動指導員は、議員ご質問のとおり、教員の負担軽減と活動の質を高めるために、校長の

監督を受け、部活動の技術指導や顧問としての大会への引率などを職務として従事し、町教育

委員会が任用するものであります。 

  次年度には、１校３名程度の部活動指導員の導入を目指して、先進地区の情報収集に努め、

規則等の策定を行うなど、任用に当たっての体制整備を図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） ２問目、地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の活用でございます。 

  １点目、地域活性化起業人制度は、平成26年度から制度が開始された地域おこし企業人制度

を拡充し、対象受入れ自治体を拡大する形で令和３年度から新たに創設された制度です。 

  制度の概要は、地方公共団体が３大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、

そのノウハウや知見を生かしながら地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事して

もらい、地域活性化を図る制度です。令和２年度までの地域おこし企業人制度においては、定

住自立圏に取り組む市町村または過疎地域などの条件不利地域を有する市町村のみが対象の制

度でした。それが、地域活性化起業人制度に変わり、３大都市圏外の全ての市町村が対象自治

体となったことから、本町も受入れ可能団体となりました。 

  議員がおっしゃるように、この制度は、事業に要する経費を国が特別交付税で措置されます。

その内容は、起業人の受入れに要する経費が１人当たり年間560万円まで全額措置。また、起

業人の受入れ準備の経費や起業人が発案・提案した事業に要する経費についても、それぞれ年

間100万円、措置率0.5で措置されることになっています。 

  観光振興や地域産品の開発や販路拡大、行政のデジタル化など、地域の課題解決に向けて、

民間企業において培われた専門知識や業務経験、人脈などを生かした取組が可能となりますの

で、地方創生においては有効な制度であると捉えております。 
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  ２点目、活用の検討でございます。 

  宮城県内においても新制度になり、今年度から活用する自治体が出てきております。本町に

おいても、制度の活用を検討するため、総務省主催の説明会や県の移住・定住市町村連絡会議

などに参加しての情報収集を行っているところです。 

  町としては、この制度を活用して、専門的な知識やノウハウ、人的ネットワークを持ち、柴

田町から国内外へ広く観光の魅力を発信したり、より効果的なシティプロモーションが展開で

きる人材や、ＩＣＴによる行政のデジタル化を推進できるプロフェッショナルな人材を募集し

てまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 桜場政行君、再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 令和元年の６月会議において執行部の答弁を聞くと、私自身は令和３年

の４月から部活動指導員の導入をすると考えておりました。ただし、先ほどの答弁を聞くと、

コロナ禍の影響があってなかなか進まなかったというお話でございましたが、今回の答弁をち

ょっと聞いた段階で、じゃあ令和４年度４月から導入するのかどうかが僕にはちょっとどちら

に受け取っていいのか分からなかったんですけれども、まずはその辺はどうなのかお聞かせく

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） 教育委員会としては、部活動指導員制度の導入は、令和４年度

から導入をしたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） そうすると、４月までもう残り三、四か月というところでございますよ

ね。 

  それで、ちょっとそれを踏まえてお聞きしたいんですけれども、令和元年そして令和２年、

コロナ禍で先生たち、特に中学校の先生たちを対象にして今お話ししているんですけれども、

部活動の停止とか授業の縮小というか短縮とかいろいろあったんですけれども、勤怠システム、

令和元年から導入したということで、令和元年と、それで令和２年で、今のような状況で先生

たちの超過勤務の時間、月平均としたらどのくらいか把握しておりますかね。 

○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） 中学校の先生ということでお答えいたしますと、令和元年度、

月平均して１人当たり58時間、令和２年度、月平均して約60時間という結果になっております。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 平成29年度は実は45時間というお話で、それとあと平成30年度は56時間

というお話だったんですけれども、コロナ禍の状況においても、例えばコロナ対策とかそうい

ったものに、例えば部活動だって平日だけとか全体に短い時間なんですよね。そういった中で、

若干この超過時間が私からするとちょっと伸びているように感じるんですけれども、その辺は

どのような影響があったのか把握しておりますかね。 

○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） 私ども、令和２年度は、コロナ禍の影響により休校とかありま

した。４月、５月ですね。それでその後、子どもたちの履修時間を確保するために、夏休みの

短縮、冬休みの短縮等ありました。それで、先生たちの時間外の時間がそんなに増えはしない

だろうと思っていたんですが、やはり影響を見ると、学校始まってからコロナの影響が先生た

ちにもありまして、やっぱり年末……、学校開けてからだんだん増えていったという状況を確

認はしておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 把握しているかどうか分かりませんけれども、コロナの影響でちょっと

時間外が増えたということは、どのように捉えたらよろしいんですか。 

○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） コロナがだんだん感染が広がり始めて、教育委員会もそうなん

ですけれども、学校のご家族、関係者等でコロナの検査を受けることになった、濃厚接触者に

なったというと、県に報告とか、あとその児童生徒のやり取りの時間も、先生の勤務時間外に

影響を及ぼしているのかなと思いました。（「補足」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 補足、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） コロナの影響ということで、まず朝の段階、子どもたちの検温等をし

てから校舎の中に入れるという、やっぱり７時半頃にはもうスタンバイしていないといけない

状況になりますし、帰りは消毒作業、途中からは支援員等の配置できてきたのですが、支援員

が配置されるまでは、机、椅子の除菌作業、こういったのに時間割かれておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） ここでちょっと１つ確認したいことがあって、実は平成28年度の一般質

問で、中学生の先生方の働き方改革で質問して答弁があったんですけれども、中学校では部活

による時間外勤務の超過が主となっており、部活動を行う日を設定するなど工夫したというこ
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となんです。当時は恐らく平日の週１の休みもなかったし、土日のどちらかも休みということ

が決めていなかったんですけれども、これはこれでしようがないかなと思ったんですけれども、

私が令和元年の一般質問で、部活動の指導の時間は時間外勤務の超過の主ではないような答弁

をいただいたんですよ、実は。それで、どっちが、今の教育委員会としては、部活動は実際は

先生たちの超過勤務には本当は微々たる時間であり、先生たちはもっと多くの仕事があります

よね。僕はどちらかというと、先生たちの働き方改革を考えて、時間外が少なくなるので、な

るべくだったら部活動指導員の導入をしたほうがいいような捉え方をしたんですけれども、実

際はこれを導入しても、先生たちの時間外というのは極端に短くなるとか、そういったものは、

今の教育委員会としてはどのようにお考えなんでしょうか。 

○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） 部活動の時間、この時間帯は子どもたちだけで活動するというのが本

当は理想なんでしょうけれども、安全確認を常々先生方が行いながらの活動になります。この

部活動が終わった後に、次の日の授業の準備等入りますので、やはりかなり先生方にとっては

大変さ背負っている状況でありますので、平日であれ土日祝日であれ、指導員の方がお手伝い

いただけるということになると、やはり大分軽減化が図られるのでないかなと期待していると

ころです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） この部活動指導員に関しては、宮城県議会の９月定例会で県議の方があ

る程度提言をいたしておりました。 

  その内容は、部活動指導員に関し、活用がほとんど進んでいない。その制度の周知が必要だ

というような提言を行っておりました。本年度は県立高19校、県立中学校２校、７市町の12校

で配置実績があることを説明した教育長は、市町村によって費用負担や指導者の人材不足が課

題としてある。実施効果を広く周知しながら、市町村に部活動指導員の活用を働きかけたいと

述べておりますが、本町において、この教育長が言った費用負担や指導者の人材不足の課題と

いうの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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 費用面、これもあるということは事実でございますけれども、そのこ

とよりもやはり人材がなかなか見つからないというところが現状です。３中学校のふだんお手

伝いいただいている人材を聞いて、じゃあこの方だったら指導員としてふさわしいなというよ

うな方々がもっとスムーズに見つかればよかったのですが、なかなか学校サイドとしてもそう
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いう人材を見つけることが困難な状況にあるという現状です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） ちょっと人材不足が課題というお話はお聞きしました。 

  費用の負担と人材不足、そのほかに、導入するに当たって、本町において何か課題というも

のは、何か考えられるものがございますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。（「なければ大丈夫です」の声あり）教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） そのほかの課題ということですけれども、今、部活動指導員と

して学校教育に理解のある方とか、そういう方に来ていただくことであれば、ほかに問題はな

いのかなとは思いますけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 令和４年４月から部活動指導員の導入ということで、この部活動指導員

が実際顧問抜きに例えば大会に参加するときなんかには、やっぱりいろいろな規則等の改正が

必要だと思うんですけれども、この辺はどのようになっておりますか。 

○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） 今年度の中体連の例をお話ししますと、部活動指導員でも、中

体連が主催する研修会が今年度４月と６月にあったそうなんですが、そちらをどちらか受講し

ないとまずは駄目だと。あとは、国で言っている部活動指導員の要件に当たる人ですね、中体

連では二十歳以上とか言ったりしているんですけれども、そういう人でなければ引率はできま

せんよというような中体連の通知は拝見しておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 例えば、引率だけじゃなくて、大会に、そんなことはあり得ないと思う

けれども、顧問の先生なしで指導員だけで参加して試合ができるというような、そういったと

ころまではっきりもう決まっているんですかね。 

○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） 今お話ししたのは、令和３年度の宮城県中体連の大会要項の部

活動指導員の扱いというものの中で、顧問に代わって引率する場合は、中体連の中で、20歳以

上であること、主催者からの要望があった場合、大会運営に協力する姿勢があること、他校と

兼務しない、あとは先ほどお話しした、中学校体育連盟の主催する研修会を受講していること、

あとは教育免許法に基づく免許を有する者、スポーツ協会の公認スポーツ指導員資格を有する

者、また、学校で校長が認めていらっしゃる方というようなことであれば、引率は認められて
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おりましたが、実際は、話を聞くと、部活動指導員であっても、やはり顧問の先生も一緒にい

て、大会に入る場合は外部コーチとして登録して大会に入っていたのをちょっと耳にしており

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 私、中学校の先生たちに確認したら、その部活の種目によっても違うの

かと思いますけれども、私が聞いたのは、部活動指導員であっても、ベンチ、要するに監督者

としてそこにベンチ入りすることができる許可は出ているというお話でございました。 

  それから、答弁で言っていましたけれども、各中学校３名という数字は、おおよそ県のほう

からはもう了解を得ている数字なんでしょうか。 

○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） 実は、今回私どもの考えているというか、部活動指導員を導入

するに当たって、県からの通知、そちらを待っているところでございます。例年、昨年ですと

２月頃通知が来まして、こちらの部活動指導員申請するかというような照会が来ます。そちら

のほうを正式に申し込むんですが、３名と言ったのは、例年、補助金要綱の中で１校３人程度

というところがありますので、今年度も多分そうだろうと。県のほうにも確認はしております

ので、多分そこは変わらないんだろうと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○10番（桜場政行君） そこまで大体決まっているとしたら、部活動指導員の報酬といいますか

給与はどのような形になりますかね。 

○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） そちらも交付要綱の中に、勤務する時間とか報酬も載っており

ます。週６時間の年間35週、時間で言いますと210時間、そして今年度の要綱で言いますと

1,600円を想定しているというようなことですので、近隣の導入している市町村を見てもほと

んどが1,600円程度なので、本町でも1,600円程度にしたいなとは考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 先ほどの答弁で、例えば採用条件は受講をまずするようなお話ありまし

たよね。そのほかに、例えば、私も持っているんですけれども、スポーツ少年団の指導員をし

っかり持っているとか、そういった制約とかという条件は、人柄がよくて、しっかりとそのス

ポーツに取り組める人材であれば、そういった条件なしにしても指導員になれるというふうに

捉えてよろしいんですかね。 
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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） 部活動指導員制度を導入している市町村によっては、先ほどの

スポーツの資格を持っている方、あるいは教員免許ということで限定している市町村もござい

ますが、先ほどちょっとお話ししましたけれども、やはり一番は、技術指導もさることながら、

部活動、学校教育の理解のある方でということで、先生の資格とかスポーツ指導者の資格とか、

そこは必ずということは考えてはおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○10番（桜場政行君） ４月の導入までのスケジュールを教育委員会はどのように今考えていら

っしゃるんですか。簡単にお話しください。 

○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） 各学校、人事異動とかもありましたけれども、これから、学校

のほうからはいろいろどこの部活が今の時点で欲しいというのを聞いていますので、学校と相

談しながら決めていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 先ほど教育長の答弁にもありましたけれども、人材の確保が恐らく一番

大変だという答弁でございましたが、その辺は教育委員会としてはどのようにこれからその人

材の確保に取り組んでいくのか、もし考えがあったらお聞かせください。 

○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） 部活動指導員は会計年度任用職員となりますので、原則公募と

なります。近隣の市町村では公募しても集まらないという事例もありますので、その場合は学

校さんとか関係する団体等、スポーツ振興課の協力を得たいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 公募がまず限定ということでございますが、その前に、例えば私の考え

では、現小学生にスポーツを教えているスポーツ少年団の指導者にお声をかけてもらう。割と、

小学生にスポーツ少年団で指導している指導者というのは、時間があったら本当はボランティ

アでも何でも中学生も実際教えたいんですよね、時間があれば。中には、私が知っている人で

も、実は中学校もやりたいんだという人も何人かおられるんですよ。その方法も一つ。 

  もしくは、実はこれに当たって現職の先生たちにお話を聞いている、何名かですけれども聞

いているんですけれども、今の大会だと柴田郡を中心にまずやりますよね、それから３地区大

会行って県大会をやるんですけれども、その柴田郡、刈田郡、伊具郡、これもう１つにくくっ
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て、もうトーナメントでやりましょうという話が出ているらしい。働き方改革。でも、そうな

っちゃうと、リーグ戦と違って１試合で終わる、負けて終わる中学校も出てくるわけですよね。

そうなってくると、とにかく練習時間も少ないし、いやもうこんな状況だったら、僕はどちら

かというと、部活動というのはやっぱり授業だけでは得られない子どもたちのコミュニケーシ

ョンも含めて本当に大事な時間だと捉えている先生たちは、もう高校行っちゃおうかなとかと、

そんなことを言っている先生たちがいるんです。でも、考えてみると、その先生たちが中等部

のスポーツ少年団を個別に設立して申請をすれば、それは先生たちの恐らく時間外に入らない

ので、そういう先生も探せば中にいるのかなと思いました。 

  それから、柴田町体育協会。自分たちがいろいろなスポーツをやっている方たちがいますが、

そういう人たちというのはやっぱり、そのスポーツに小学校、中学校、高校、大学を通してや

っている方も中にはいるので、そういった方たちにお声をかける。また、そういった、トータ

ル的に、これは別に部活動指導員だけじゃないんですけれども、そういった指導ができる方た

ちの人材バンクなんていうのも、体協とかも含めてお願いをすればよりいいのか。そのときに

は、その人材バンクに登録したときに、審判資格、何々の種目の審判資格も持っていますよみ

たいな、その辺までしっかりとやってくれたらいいのかなと、私個人的に思っているんですけ

れども、どのように思いますか。 

○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） やはり人材の確保というのが非常に大変だと思います。今のご

意見ちょっと参考にさせていただいて、先ほどもお話ししましたけれども、やっぱり学校の中

に入り込んでいただく方なので、学校の理解、学校教育のほうのですね、理解をしていただく

方をまず第一に考えなければいけないなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を、スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） 補足いたします。 

  ちょっと飛躍するかもしれませんが、令和５年度から学校の部活動を地域に移行するという

方向で国が示しております。その場合については、もう学校長の支配下から離れて地域におい

て活動していくことになりますので、スポーツ振興課としましても、令和４年度に体協、スポ

少なりといろいろ話合いの場を設けたり、また、こういった方向性があるよという国の意向を

周知するように努めてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 
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○10番（桜場政行君） そうですよね。私もそれは最後のほうにちょっと質問させてもらおうか

と思いましたけれども、要するに、令和５年からは、全ての学校じゃございませんけれども、

まず皮切りに休日、要するに土日祝日、これはもう先生たちが部活から全く離れてもいい。そ

れが徐々に全ての中学校に変わってくるということですよね。それも踏まえて、僕、これから

はスポーツ振興課の方たちに、こういった状況あと２年あるよ、恐らく柴田町に来るのにはも

しかすると３年、４年あるのかもしれませんけれども、今スポーツ振興課の課長がお話をした

とおり、そのようなイメージでこれからの児童生徒のスポーツの在り方をしっかりと取り組ん

でほしいと思うんですけれども、改めてその見解を伺いたいと思いますがいかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） まず、教員のその働き方改革と同時に、やはり少子化に

よって競技スポーツがなかなかできなくなっていると。今、国のほうで有識者による検討会議

が開かれております。令和４年の７月に１回目のこの提言がなされるということで、スポーツ

振興課としましてもアンテナ高くしまして取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） １問目、ちょっとまとめにはならないんですけれども、例えば12月から

２月の、今、柴田町の中学校の部活の時間って把握はなさっておりますか。 

○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） 先週、私ちょっと船岡中学校にお邪魔して、部活の時間を聞い

たんですが、今は暗くなるので、船岡中学校だと４時半で部活終了しておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○10番（桜場政行君） そのとおりです。部活の時間は４時から４時半の30分。週１回、祝日は

週１というような状況で、この時間だったら先生たち部活にはさほど支障がないのかなとは感

じておりましたけれども、ただし僕もずっと中学校、高校と運動やってきましたけれども、こ

の時期って本当からすると、５月、６月の大会に向けて本当は体力を増進する大事な時期なん

ですよね。そういうこともあるんですけれども、決まり事なのでしようがないですけれども、

とにかく４月導入に当たっていろいろ課題ございますけれども、しっかりと取り組んでいただ

きたいと思います。 

  １問目は終了いたします。 

  ２問目の地域活性化起業人。これ答弁どおり、しっかりと検討して導入に向かって町として

は進めていきたいという捉え方でよろしいでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） はい、そのとおりで調整をし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。 

○10番（桜場政行君） 地域活性化起業人というのは、例えば身分というのかな、どういう方、

会社に籍を残しながら来るという形ですよね。それが会計年度任用職員なのか、どういう立場

になるのか僕もちょっと調べて分からなかったんですけれども、お答えをお願いしたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 今、桜場議員おっしゃったように、身分は会社の社員と

して残ります。それで、こちらのほうに派遣していただいて、町長が委嘱するという形になり

ます。それで細かな内容については、会社と自治体が協定を結んで、それで活動していただく

というような内容になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） 答弁に、この制度を活用して専門的な知識、ノウハウ、人的ネットワー

ク、およそ効果的なシティプロモーション人材やＩＣＴによる行政のデジタル化を推進するよ

うな内容で書かれておりましたけれども、私この起業人を町で一所懸命今取り組んでくれると

いうお話を聞いて大変うれしかったんですけれども、一つお願いしたいのが、庁議なんかで、

庁議でですよ、それは町長かまちづくりの課長かは分かりませんけれども、まずそれぞれの課

で、その課に対して課題、もしくはこれから取り組みたい事業、もしくは今事業やって優れて

いるんですけれどももっと優れた事業にしたいというようなものをまず挙げてもらう。それを

しっかりと精査をした中で、今度はそういった企業があるのかどうかという形で動いてほしい

という希望があるんですけれども、そういうことって可能ですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 横文字で申し訳ないんですが、ローカルイシューと言いまして、私が調

べてみると、今、地方自治体で、全ての自治体に当てはまるわけではありませんが、55項目ご

ざいます。これ全て対応していかなければならない。例えば、一番取り組まなければならない

のはやっぱり地域経済の活性化、人口減少ということで、昨日、大坂議員にも答えたと思うん

ですが、それぞれの課で課題を持っております。教育総務課であれば今言ったような問題もあ

るし、学力の問題。福祉課では独り暮らしの問題。町民環境課ではエネルギーですね、省エネ

ルギー関係項目。各課がそれぞれ課題を持って取り組んでいると。それを庁議でもって私がコ
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ントロールして、充塡する予算、そこをつけているというのが実情です。各課はこの55項目全

て把握している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。 

○10番（桜場政行君） いや、だから、課題は課題としてまずそういうの挙げてもらって、町長

それもうしっかりと承知しているということでございますが、僕、課題だけじゃなくて、やは

り今やっている事業で、こういったプロフェッショナルな人が来たらもっとこの事業が町民に

喜んでもらえるようなことができるんじゃないかとか、そういったこともできる、この事業を

使えばそういうことも可能じゃないかと思ったんですよ。よく課題、課題だけに対してのもの

がほとんどそうじゃないですか。そうじゃなくて、やっている事業に対してもっとよりよい事

業にするというための人材だって、これは使えるのかなと私は思ったんですけれども、その辺

はどのように捉えているか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 先ほど答弁にありましたように、これを具体的に柴田町で活用していく

ときにイメージできるのが、今一番柴田町で力を入れている観光行政、それからシティプロモ

ーションなんですが、もう今までのやり方では限界に来ていると思っておりましたので、別な

観光関係の方々とネットワークをつなぐ上でも企業の発想を入れないといけないということで

例示させていただきました。 

  これからはデジタル化の時代なので、業務効率を上げていかないといけない。そうすると、

決算表で実はいろいろ職員残業してやっている面がありますので、新たなシステムを導入して

業務の効率化を図る。そのときに専門的な知識がないといけないということで、そういう方々

を派遣してもらって企業とつながれていけば、業務の効率化につながるんではないかなと思っ

ております。例でいうと、今回、年末調整、会計年度任用職員の入れ替わりで、うちの秘書さ

んも総動員して相当時間がかかっているということがありますので、そういった面でプロフェ

ッショナルな人材を、この人材派遣でいただければいいのかなと思います。 

  ただ心配なのは、癒着というところを取られかねないのではないかと、これがちょっと心配

な面ですね。企業のほうは、派遣するからにはメリットを考えてあります。桜場議員のように、

自分の会社に利益あるようにというようなところなものですから、その兼ね合いでちょっと心

配な面がある。それは協定書にきちっと結んで活用していきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） この制度は何度もお話しするとおりに、やっぱり相手あってのことなん
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です。マッチングしないといけないということがあるのでね。ただし、総務省主催の説明会や

県の移住・定住市町村連絡会議等参加して情報収集を行っていくということがありました。そ

のほかにも、実は民間でもそういった研修を行っているんですよ、実は。できればそちらのほ

うも積極的に参加してほしいと思うんですけれども、いかがなものでしょうかね。特に今はオ

ンラインということでやっているんですけれども、そういったお考えはございませんかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 確かに企業のほうから、あ、企業のほうで知らないと。

それで、自治体のほうもよく分からないということが多々あったようです。なので、マッチン

グするためには双方で、需要供給の関係もありますけれども、そこら辺をよく認識してやって

いかなければならないということで、そういった機会があれば私どものほうでももちろん情報

はアンテナ高くして参加するという方向で今までも参加してきましたし、もし情報があればご

提供いただければ参加したいとは思っております。 

  ただ、派遣企業の人材ということで、いろいろなところでお聞きしますと、なかなかそのマ

ッチングがうまくいかないと。派遣するほうの会社でも人材がなかなか手を挙げてくれないと

いうことがございます。どちらかといえば自治体と企業の関係性だとか、あるいは人と人との

つながり、そういったところで一本釣りに近い形ですかね、そういった形で導入しているとこ

ろが多いような傾向はあるようです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） スポーツ振興課の課長が今日出席なされているのであえてお願いしたい

んですけれども、地域活性化起業人を使って、12月会議の一般質問でマラソン大会、さくらマ

ラソンに関してお二人から一般質問が出ました。これを調べてみると、この地域活性化起業人

でそれらしい事務局をやってくれるような、それらしい人も、企業も、中を調べてみるとある

んですよ。その辺しっかりと調べてもらって精査をして、できればまちづくり政策課の課長あ

たりに、こういった人も起業人がいるみたいな、その辺までちょっと提案していただきたいと

思うんですけれども、その辺は可能ですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） ちょっと勉強不足ですので、そちら改めて勉強しまして、

まちづくり政策課長とお話したいと思います。申し訳ありません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○10番（桜場政行君） もう時間なので。とにかくいい制度で、柴田町としては前向きに取り組
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んでいくということなので、しっかりと、私の場合、トライ・アンド・エラーで、政策がもし

これが失敗しても、すぐに効果を出せということは一切言いません。とにかく新しい企画に対

して前向きに取り組んでほしいということを要望いたしまして、私の一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） これにて10番桜場政行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15分再開といたします。 

     午後０時０５分  休 憩 

                                            

     午後１時１５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。 

  14番佐々木裕子さん、自席で質問してください。 

○14番（佐々木裕子君） 14番佐々木裕子です。大綱２問、質問いたします。 

  １．今後のイベント開催及びおもてなし対策等は。 

  コロナ感染拡大から１年半余りがたち、国は新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言・まん

延防止等重点措置を９月30日に解除。宮城県内においては、ワクチン接種が進むにつれ感染者

の減少が見られたこともあり、コロナ禍ではありますが、各自治体でイベント等の開催が増え

つつあります。イベントの大・小に関わらず開催することで人が繰り出し賑わうことが活性化

にもつながり、町が元気を取り戻します。 

  我が町も小さなイベント等を始め、みやぎ大菊花展や福祉まつりが開催されたことで、行政

区においてもいこいの日や催し物などを始めたところもあります。そのような中、今後の町イ

ベント等の開催や、おもてなしの一環としての柴田町でしか買うことのできないお土産品の掘

り起しや開発など、また、お客様を迎えるに当たりサイン設置や歩道等の整備において、お伺

いいたします。 

  １）コロナ禍において、来春のしばた桜まつり開催について町はどのようにお考えでしょう

か。 

  ２）船岡城址公園において今後開催予定イベント等で新たな企画は。 

  ３）柴田町特産としてお土産品の掘り起しや開発などはどのような状況にありますか。 

  ４）お客様を迎えるに当たり身体に障害がある方や車椅子でおこしの方などもスムーズに移
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動ができるように、サイン設置や歩道など、今後の整備予定は。 

  ２．ヘルプカード・ヘルプマークの配布及び周知状況は。 

  ヘルプカード・ヘルプマークは、障害のある子どもたちや大人の方が助けを必要とするとき

に、カードを示すことで周囲の配慮や手助けをお願いしやすくなると同時に、手助けが受けや

すくなり、障害のある方が不安なく生活する上で、心情的な障壁を取り除く一つの方法として、

家族や常に支えている方々の思いと願いを込めて作成されたものです。 

  柴田町では、平成30年２月１日から配布が始まり現在に至ります。 

  そこで伺います。 

  １）これまでどのような方々に配布されているのか。 

  ２）手助けを必要としている方々への周知・情報発信は、この数年どのような形で行われて

きましたか。 

  ３）手助けをする側の方々への周知・情報発信についてもどのように行われてきましたか。

お伺いいたします。 

  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） 佐々木裕子議員、大綱２点ございました。 

  まず大綱１点目、イベント関係でございます。 

  １問目と２問目は一括でお答えをいたします。 

  １点目、コロナ禍において、来春のしばた桜まつり開催についてですが、現在の感染者数の

水準が続くのであれば、来春のしばた桜まつりは、新型コロナウイルス感染症感染防止対策を

取りながら開催する予定です。 

  しかし、今後の社会経済活動が活発化することが予想されることを踏まえ、第６波の到来を

警戒する声や、変異種であるオミクロン株の感染者が国内でも発生していることから、今後の

推移を注視していきたいと考えております。 

  そのため、来年のしばた桜まつりについては、コロナ禍前の平成31年４月の規模で開催する

ことにしたいと考えております。 

  ２点目、船岡城址公園において今後開催予定イベント等で新たな企画はということですが、

アフターコロナ時代を見据えた観光地域づくりを行うために、女性や若者など多様な外部人材

を活用し、新たな発想でのイベントの企画が必要であったり、また、イベントでのターゲット

を明確に絞り込んだ上でのＰＲ方法の工夫が必要です。 
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  船岡城址公園でのイベントは、３月から12月まで２か月単位で実施しておりますので、新た

な企画というよりは、これまでのイベント、さらにブラッシュアップし、まずは東北エリアを

対象とした観光戦略を強化してまいります。 

  ３点目、お土産品の開発です。 

  町では、地域の特色ある特産品を開発するため、特産品開発等事業補助を行っております。

今年度行われている特産品開発は、酢を製造している事業者による料理に使うお酢として、シ

ードルビネガーやワインビネガーの開発が行われています。また、これまで柴田町商工会女性

部では、町内の特産品を詰め合わせにした特産品小包セットの販売を行っています。 

  農産物加工品としては、農産加工施設下名生ふぁーむの「パドロンの佃煮」や、地元の特産

品である「ぜいたく味噌󠄀」を使った「パドロン味噌󠄀」、雨乞の柚子を原材料とした「柚子パウ

ダー」、「柚子こしょう」及び「ゆずふぶき」などを開発しています。しかし、まだまだお土

産品として観光客に選んでもらえる商品になっていないのが現状です。 

  １つの商品を市場に出して観光客や消費者に選んでいただくためには、地域ならではの素材

に磨きをかけ、オリジナルパッケージの制作やＰＲ戦略、プロモーション活動など、一貫した

生産加工販売が基本となります。しかし、役所の補助事業を活用して開発された商品の多くは、

競争原理が働く市場においては、なかなか選んでもらえる商品にはなっていないのが現状です。 

  今後は、単なる「ものづくり」としての商品開発ではなく、地域の人々の働き方や生活文化

を背景とした地域全体の魅力を磨いていく中で、都市との交流人口や関係人口の拡大を通じ地

域の特産品やお土産品を選んでいただくといった、地域挙げての一貫した取組体制を構築して

いく必要があります。体制づくりには時間が必要となりますので、取りあえずできるところか

ら取り組むために、昨年度、仙台市の勾当台公園にあるＲоｕｔｅ ２１７ｓ’Ｃａｆｅ ＴＯ

ＨＯＫＵで提供した町内産ユズを使用したメニューのレシピを町内飲食店に共有し、参加店舗

期間限定メニューとして提供する事業を進めているところでございます。 

  ４点目、今後のいろいろな整備でございます。 

  ＪＲを利用して船岡駅から船岡城址公園へお越しになる体の不自由な方や高齢者のために、

船岡駅には車椅子用エレベーターの設置や、公園内やしばた千桜橋には傾斜が緩やかなスロー

プの設置、山頂まではスロープカーを利用できるなど、様々な工夫を凝らした整備をしていま

す。 

  また、昨年度の訪日外国人旅行者受入環境整備事業においては、訪日外国人旅行者が船岡城

址公園までスムーズな移動ができるよう、船岡駅前に観光地や施設等を示した地図の案内板の
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設置や、イベント開催時などに設置し船岡駅から観光物産交流館さくらの里へ誘導する看板を

作製しました。 

  今年度は、目の不自由な方が円滑な移動ができるよう、船岡駅前広場及び駅前通りの歩道の

点字ブロックを濃い黄色に着色する工事の実施や、役場前通りの歩道及び船岡城址公園山頂ま

での園路に照明灯を設置し、夜間でも歩行者が安心して通行できる環境整備を行います。 

  今後の整備計画については、今年８月の全員協議会で情報提供いたしました船岡城址公園の

整備計画に基づき、利用者が安心して公園を利用できるよう、サインの設置や園路施設等の改

修を行ってまいります。 

  大綱２点目、ヘルプカードの配布及び周知の方法でございます。 

  １点目、ヘルプマーク・ヘルプカードは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難

病の方、その他にも妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かり

にくい方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるものです。 

  令和２年度は54件、令和３年度11月時点で31件配布しており、これまでの総数301件配布し

ております。 

  利用者は、てんかん、過呼吸、貧血、糖尿病、股関節障害、言語障害、精神障害の方などで、

主に、電車などで移動するときに必要としているようでございます。 

  ２点目、周知の状況でございます。これまで、お知らせ版、ホームページに掲載するほか、

公共施設でポスターを掲示したりしております。 

  令和３年度は、町民環境課の待合に設置されている行政情報モニターを使い、ヘルプマー

ク・ヘルプカードの情報発信を行っています。 

  現在、コロナ禍において人と人との交流が減り、ヘルプマーク・ヘルプカードを使う場面に

出会うことがあまりなかったことから、思った以上には広がっていないのが実情でございます。 

  ３点目、手助けをする側への周知・情報発信でございますが、理解促進研修・啓発事業など

を実施した際に、ヘルプマーク・ヘルプカードの周知を図るとともに、実際に手に取っていた

だき、必要とされればお持ちいただき、普及に努めております。 

  今年は、広報しばたの特集として、12月号から数回にわたり障害福祉について情報の発信を

する予定です。その中でも、ヘルプマーク・ヘルプカードの周知を図ってまいります。 

  今後は、手助けをする側として、事業者にヘルプマーク・ヘルプカードのポスター掲示につ

いて協力を要請してまいります。 

  以上でございます。 
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  仙台で行われるのは、「Ｒоｕｔｅ ２２７ｓ’Ｃａｆｅ ＴＯＨＯＫＵ」でございます。訂

正いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木裕子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは１問目の１点目になりますね。開催予定ではあるということ

なので、取りあえずそちらのほうに開催できればいいなと思います。それに、今回は散策路や

休憩所、デッキなども新たにまた設置されて、整備がなされましたので、また新たな形で景観

をお客様に喜んでいただけるものかなと思って楽しみにしているところです。 

  ２問目、これまでのイベントを磨き上げるという答弁をいただいております。その磨き上げ

るということですけれども、女性の方やそういう方に入っていただいてということでしたけれ

ども、イベントなどを企画する会社などプロの力をお借りする、そういうお考えはございます

か。お伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 今ご質問いただきました外部人材といいますか、企業さんへの

委託とかそういったことはあるのかというご質問なんですけれども、今考えているのは、企業

さんへ委託、もしくは委託した際に、若者もしくは女性ということで、そういう視点を取り入

れていければということで、首都圏などの方々を町のイベントの企画だったり体験していただ

きまして、そういう方々からのご意見をいただいて、情報発信を行っていきたいなと考えてご

ざいます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） そういうふうにプロの力も借りることも必要だと思うんですよね。い

ろいろな目線が全然違うので、そういうことは必要だと思いますので、進めていただければな

と思います。 

  ３番目になります。特産品としての開発ですけれども、そちらのほうは、今答弁いただきま

したとおり、酢を使ったワインビネガーとかそういうものを作られているようですね。あとは

「ぜいたく味噌󠄀」とか、そういうのがございました。 

  先日、私、「柚子パウダー」を頂きまして、それと「ぜいたく味噌󠄀」を合わせてみました。

それでユズみそを作ってみたんですけれども、そのような、販売のときにコラボ、売っている

商品、置いてある商品、それをコラボして買っていただくような、そういう置き方というのか

な、販売の仕方、単品だけではなくそういうふうにコラボして買っていただいて、例えばレシ

ピもつけるとか、こういうものが作れますよという、そういうレシピもつけて商品化するのも
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いいのかななんて思ったんですけれども、そういうお考えはどうでしょうか。 

○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） 今、大変いいご提案いただいたなと思います。確かにそのユズ

のパウダーですか、あとはそういう「ぜいたく味噌󠄀」を組み合わせてというような、そういう

レシピですね。やっぱり商品だけの説明ではなくて、こういう食べ方ができますよということ

をすると、より具体的に消費者の方に伝わるのではないかなと思います。私も料理好きなので、

ぜひ作ってみたいなと思います。 

○14番（佐々木裕子君） 試してみてください。コラボできる商品というのはたくさんあると思

うので…… 

○議長（髙橋たい子君） 少々お待ちください。再質問ございますか。（「失礼いたしました。

ごめんなさい」の声あり）どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） よろしいですか。はい。 

  コラボできる商品というのはたくさんあると思いますので、ただいま酢とかそういうのも出

てきておりますので、そういうものに絡めて、特産品ではなくても、野菜をこういうふうに使

っている、その上にかけるなり、そういうこともできると思うので、そういうレシピなども考

えて出していただければ、もっと商品販売につながるのかなと思います。 

  それから、土産品として、なるべくだったら手軽にバッグに、買ったらバッグに入るような

形で、さくらサミットに作られた扇子というのがあったと思うんですけれども、ああいうもの

をもっと販売する方法に向けて考える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。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） さくらサミットにお配りした扇子ということで、一回作ってご

ざいますので、再度生産するとなりますとコストのほうも、単価自体も下げられるのではない

かなと、あと数ですね、ロットを増やせば増やすほど単価は下がっていくのかなとは思ってご

ざいます。これに関しましては、多分、製作して販売するとなると観光物産協会さんとかにな

ってくるのかなと思いますので、そういったところにも働きかけていきたいなと思っておりま

す。 

  また、扇子だけでなく、以前に外国人旅行者向けのオリジナルの風呂敷だったりとか、あと

最近ですとコロナでマスクの需要が大きかったものですから、ウレタンマスクを作ってそれを

ノベルティーとして作っている実績もございますので、そういったものも併せて打診していき

たいなと思います。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今、答弁いただきまして、うれしく思います。ぜひ進めていただきた

いと思います。 

  それからあと、私も出かけた際にはその土地でお土産を買ってお金を落とす、落とさなけれ

ばならないという気持ちでいるのでお土産を買うんですけれども、ついついお土産というのは

がさになりますよね。がさになったり、重さが出たり。重くて持ち歩くのが大変ということで、

私はその場からもう送っていただくようにしているんですね、持ち歩かないで。柴田町のさく

らの里ではそういうことを、送れるような体制づくりというのはお考えになっているんでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） さくらの里にいらっしゃるお客様のほとんどが車でお越しにな

っていらっしゃるということですので、そういうご要望というのは年に１回あるかないかだそ

うです。ＪＲで来られるお客さんも確かにいらっしゃいます。桜まつりのときなんかは特にそ

ういう方が多いのかなと思っております。要望のほう、そういうことが、ご意見、声が大きく

なるということであれば検討に値するのかなとは考えてございますので、その際には観光物産

協会に、これも働きかけていきたい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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 声が大きくなればということでしたけれども、やっぱり１人でも２人

でもそういう方がいらっしゃるということは、またリピーターで来ていただけるお客様につな

がると思うので、やっぱり思いやり、優しい思いやりですよね。ちょっとした思いやりだと思

うんですね、これも。皆様方の、来ていただいた方々への優しさ、それにつながると思います

ので、ぜひ検討いただければと思います。 

  では、あと、お土産品コーナーなんですけれども、ここもプロの方に入っていただいて、一

度ディスプレーとかを行ってもらってはいかがでしょうか。 

○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） そういう専門家に入っていただいてというご意見でございます。 

  さくらの里の売店に関しては、結友さんの直売所なんかも入っていますので、お土産品だけ

ではなく、そういう農産物もちょっと取り扱っているということがありますので、スペースの

ほう大きく取れればよろしいのかなとは思うんですけれども、そういう事情もございます。お

土産品の面積どのくらい増やせるのか分からないんですけれども、売れるものを重点的に置い
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ているような現状ではないかなと思っております。 

  ディスプレーのそういう見せ方というんですかね、そういうのは、我々消費者、買う際にも

やっぱり重要視する部分ではないかなと思っておりますので、これもどういったそういう人材、

プロの方いらっしゃるのか分かりませんけれども、そういったところちょっと調査しながら、

やれる部分は取り組んでいきたい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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） プロの目線というのは、どういうふうに置けば売れるかというのを本

当に把握しているので、やっぱりそういう目線というのは大事だと思うんですね。それをやっ

ていただくことでまた売上げも上がっていくような状況につながると思いますので、ぜひお願

いしたいと思います。 

  続きまして、花のまち柴田として、四季折々に花の即売会を行っておりますけれども、その

ときにみんな同じ値段、金額、何もなしでただ置いてあるだけなんですね。そこにやっぱり、

その際ラッピングとか、もっと大きめの、値段はちょっと高くなるかもしれませんけれども、

目を引くような大きなものを二、三点出展いただくというようなお考えはございませんでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） ただいま花のイベントのときにラッピング等考えてはどうかという

ご意見を頂戴いたしました。 

  実際、ラッピングがいいと商品も何倍にも見えるということはございます。ただ、通常の花

屋さんでの販売とかと違いまして、一どきにたくさんお客さんがお見えになるものですから、

その分がこなせるかどうかというところもございますので、アイデアとしてはとてもありがた

いアイデアですので、それが現実にできるかどうかというのは、また実際の販売をする人たち

と話合いを進めながら、可能であればそういうことも考えていきたいなと考えています。 

  それからあと、目を引くものというお話がございました。こちらも基本はロットで作ってい

るものですから、そのものに対して特別なものが用意できるかというのは、生産者の方とよく

話し合いながら、この次の栽培に向けてということも出てこようかと思いますので、詰めてい

きたいなと考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 今答弁いただきましたけれども、今は金額に関係なく求める方もおい

でなので、ラッピングを全部してくださいではなくて、何点か置いて、ラッピングがなくなれ
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ばもう、ラッピングしたものがなくなればそれで終わりで結構です。やっぱりちょっとした工

夫で販売につながり、あとコストもちょっと高めにできるのかなという思いから質問させてい

ただきました。それを進めていただければありがたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 要望でよろしいですか。 

○14番（佐々木裕子君） 要望、じゃあ要望といたします。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次の２問目のヘルプカードに移らせていただきたいと思います。あ、ごめんなさ

い、間違いました。下の、すみません、４問目ですね。失礼いたしました。 

  お客様を迎えるに当たり、イベント会場、先ほど答弁いただきました中で、船岡駅から船岡

城址公園までのサインですか、そういうのを設置していただいたということだったんですけれ

ども、柴田町でいろいろな催物を行っている、図書館とかそういう中でもやられているんです

けれども、そこに来た際、お客様が入り口が分からなかったとかという、そういう意見も出て

おります。 

  まず駅に、やっぱりイベントを行う場合には、今日はこういうことをやっていますよとか、

まず１週間ごととか１か月ぐらいのそういうイベントの情報のサインとかそういうものがあっ

て、それでイベントの日にはそこまで誘導できるようなサインがあれば、おもてなしとして優

しいおもてなしにつながるのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） ただいま、図書館の入り口が分かりづらいというご意見いただ

きましたので、こちらにつきましては担当課のほうにも伝えてまいりたいなと思います。 

  また、駅に今月のイベント情報みたいなそういう表示ですかね、そういったものも、駅のス

ペース、多分つけるとすれば、人がいらっしゃる際には下のほうでは見えないので、ちょっと

高いところに設置したりとかというようなことが必要になってくるんではないかなと思うんで

すけれども。予算が許すのであれば、デジタルサイネージみたいなものを本来は活用していけ

れば一番いいのかなとは思うんですけれども、費用の問題とかいろいろ出てまいりますので、

その表示の仕方についてはこちらで検討させていただければなと思います。 

  また、船岡駅から観光施設まで、船岡城址公園もしくは展望デッキまでの道順を示す看板設

置、これ仮設のものになってしまいますけれども、令和２年度に訪日外国人旅行者受入環境整

備緊急対策事業費の補助を使いまして作成してございます。イベントのときに立て看板を立て

て道順を示すようなものになるんですけれども、そういったところに、例えばマグネットで、

今こういうイベント開催していますよとかというような表示の仕方もできますので、そういっ
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た活用も考えていければなと思っております。（「はい、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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） ぜひ皆様に優しいおもてなしができるような形でお迎えしていただけ

ればなと思います。よろしくお願いいたします。 

  それから、御館橋なんですけれども、御館橋から上っていくと結構坂が急なんですけれども、

あそこ急な坂と知らずに車椅子で上られた方がおりまして、本当に大変な思いをしたというこ

とをお聞きしました。そのときにちょうど通りかかった方々がいて手助けしていただいて、よ

うやく上まで上れたということだったので、やっぱり障害のある方や高齢者の方など、御館橋

のほうからはちょっと、若い人でもきつい、私たちでもちょっときついようなところなので、

その辺優しいサインの設置というんですか、そういうものを設置していただければありがたい

んですが、その整備についてはどのようにお考えになられますか。 

○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） そういうケースもあるかなというふうには思っております。事

前に下のほうで、この先坂がちょっと急ですよ的な、そういう優しい言葉での表示というのは

できるかと思いますので、それは取り組んで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。 

○14番（佐々木裕子君） それは早急に作っていただければありがたいなと思います。今、光の

ページェント、そういうのも行われておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。要望い

たします。 

  それでは、歩道等についてなんですけれども、現在、先ほども答弁にありましたとおり、役

場の庁舎の前とか、それから船岡城址公園までとか、今歩道の修繕が始まっております。あの

整備は、今途中で止まっているのかな、ちょうど庁舎の前と歩道が重なり合ったところなんで

すけれども、そこはまだちょっと段差があるように見えたんですが、そこはこれから整備され

るのかどうか。その辺お伺いしたいと思うんですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 歩道の整備についてですけれども、役場前は庁舎の改修で一部

直すんですけれども、うちのほうで今回、役場から消防詰所までの間、Ｌ型側溝といって車道

と歩道を分離する部分ですね、少しではありますけれども、20枚程度、壊れた箇所の修復なん

かさせていただきました。来年度も実は、修繕費でもって、壊れたそういうＬ型ブロックとか、

そういった歩道の一部については直していこうと考えてい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。 

○14番（佐々木裕子君） 今答弁いただいたんですけれども、ちょうど本町通りになるんですか

ね、本町通りに入る、ちょうど庁舎が角になって、あと信号から本町通りに入るところがちょ

うど段差にまだなっているんですけれども、一度そこはじゃあ見ていただければありがたいと

思います。もしできるのであれば、早めに補修いただければありがたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 早速今日終わりましたら見て、対処できるようであればすぐに

でも対処をしたいと思います。（「はい、すみません」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○14番（佐々木裕子君） ありがとうございます。これもやっぱり優しいおもてなしにつながる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、２問目のヘルプカードに移らせていただきます。 

  先ほどの答弁をいただきまして、まだまだちょっと周知が足りないのかなという思いもあり

ます。 

  これまで区長会とか、それから民生委員さん等など、団体への情報発信というのは行われて

おりますか。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） お答えします。 

  各種団体への説明というのはしていないかと思います。ただ、民生委員さんの場合は、多分、

ちょっと私も確認してはいないんですが、福祉制度なのでこれは知っていると思います、民生

委員の場合は。ただ、ほかの団体とかにはしていないかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） これからますます高齢化になっていきますので、やっぱり区長さんた

ちのほうからも発信していただけるような形で、地域の人たちに、優しい思いやりの心を持っ

ていただけるような形で、自分たちも手助けが必要となるときはいずれ来るんですけれども、

その手助けをしてもらう側、してあげる側、それの両方の方々にもっとどういうものかという

ものを知っていただきたくて、今日こういうふうに町で刷ったものを用意したんですけれども、

ごめんなさい、私の手落ちでここに出すことができなかったんですけれども、取りあえずこう

いうものを用意して、町で大きいポスターにしたものです。それを小さくしたものなんですけ

れども、こういうものをまだ分かっていない方もいらっしゃるんですね。この前、私、十数人
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の方にちょっとお伺いしたら、全然、３人ぐらいしか知っている方がおりませんでした。だか

ら、ちょっとまだまだ周知が足りないのかなという思いがありますので、地域ごとにこういう

ものを情報発信していただけるような形で、区長さんへのそういう情報発信をしていただくよ

うな形につなげていただければありがたいなと思うんですけれども。 

○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） 住民の集まる会議とか集会に、今見せていただきましたチラシを配

布して、希望者にはカードを配布するという方法を今後とも考えていきたいと思います。 

  なお、区長さんもそうなんですが、議員の皆さんもこのカードをよく見たことがない人もい

るかと思いますので、（「だと思います」の声あり）今回終わった後に皆さんに１セットお配

りしますので、できるだけ、自分で使っても構わないんですけれども、誰か足腰の悪い方とか

妊婦の方とかそういう方にお配りいただくように。それもまた一つの周知かと思いますので、

ご協力を後でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。（「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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） ありがとうございます。何か今日お持ちいただいたんですね。それを

後で議員にも頂けるということなので、皆さんに周知をいただく。そしてまた、町のほうでは

１人でも多くの方に情報発信などできるようお願いをしたいと思いますが、どのような発信に

していかれますか。 

○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） 申し訳ありません。今日はお持ちしていないので、あしたお届けい

たします。 

  それと今の質問ですが、さらなる周知方法として、手助けを行う立場の方、つまりお店の方

に対しまして、店頭にポスターを貼っていただくとか、一緒にチラシをお渡ししてお願いをし

ていこうかなと今回考えております。あと大きなお店に関しまして、宮城県でヘルプマークの

啓発協力会とかというのがあって、イオンさんとかヨークさんはちょっと入っていたようでご

ざいます。ですから、もしかするとそちらは入っているのかもしれません。確認、後でします。

（「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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） もう本当に皆さんの助けてもらう、助けてあげる、そういう心が柴田

町の中に広がるように、周知を本当にお願いしたいと思います。 
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  ありがとうございました。私の質問はこれで終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて14番佐々木裕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。 

  ２時５分再開といたします。 

     午後１時５６分  休 憩 

                                            

     午後２時０５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。 

  15番広沢真君、自席で質問してください。 

○15番（広沢 真君） 15番広沢真です。大綱１問質問します。 

  １．町内の民間業者による開発事業を問う。 

  数年前から町内で民間業者によるミニ開発が目立っています。ミニ開発による住宅の供給は

価格が安く賃貸の家賃感覚の支払いで住宅を手に入れられるため、比較的若い世代に需要が高

く町にとっては新住民が転居してくるなどのメリットもあります。 

  しかし、同時にデメリットとして、自治体の町づくりの考えにそぐわない開発であったり、

欠陥住宅の温床になったりする側面や取り付け道路の管理や雨水排水など、全国で経年ととも

にトラブルも多発しています。町として現状をどう捉え将来を見据えてどう考えるか伺います。 

  １）ミニ開発が増えている現状についてどう考えているか。 

  ２）とくにメリットとデメリットを考えての町の将来像は。 

  ３）その他の民間開発の傾向についてはどうか。 

  以上伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 広沢真議員、大綱１点目、ミニ開発関係でございます。 

  １点目と２点目は関連しますので、一括でお答えをいたします。 

  最初に、ミニ開発とは一般的に1,000平米未満の土地を細分化し、敷地面積が100平米未満な

ど、小規模な宅地の分譲や建て売り住宅にすることと言われています。 

  ミニ開発については町に開発する旨の届出義務等がないため、専用住宅の建築数については、

詳細に把握することは困難です。また、農地を宅地化し分譲する場合など、1,000平米を超え

た開発については、町の開発指導要綱に基づき指導しています。 
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  令和元年度では６件の開発申出があり、46戸の住宅建築がなされ、令和２年度では６件の開

発申出があり、37戸の住宅建設がなされています。 

  町としてデメリットを挙げるとすれば、用途地域の指定がなされていない地域での開発は、

スプロール化を招き虫食い状態に宅地化が進むという意味では、接続道路やライフラインの整

備など、別な問題も生じるおそれがあることは否めません。また、建物が軒を接して立ち並ぶ

ため、災害時における延焼のおそれや避難の遅れなど防災上の問題も指摘されています。さら

に、日照の阻害や生活騒音などによる近隣間のトラブルもあるようです。 

  一方、メリットとすれば、人口減少社会において、他市町から多くの住民が移り住み、人口

減少に歯止めがかかるという視点では、歓迎できることであります。また、空き家などを取り

壊し、新たな住宅が建つという意味では、地域の環境保全と活性化につながるものと考えてお

ります。 

  ３点目、その他の民間開発の傾向です。 

  住宅建築のための開発以外では、令和元年度と令和２年度で、太陽光発電施設の設置による

ものが２件申出がありました。なお、太陽光発電施設などは、主に耕作放棄地や山間部などに

設置されている現状となっております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 広沢真君、再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） まず、私がここで言っているミニ開発、何言っているのやという方もい

らっしゃるかもしれませんので、分かりやすい実例言います。 

  皆さん１度以上は目にされていると思いますが、最近町内で、狭い敷地内に同じ規格で４軒

とか５軒建って新しく売りに出されている住宅というのが非常に目立つと思います。そのこと

を想定しながら取り上げています。 

  それで、今のご答弁にもあったとおり、1,000平米を超えない宅地開発というのは、実は行

政の許認可が要らない開発になります。ですから、ある意味、より自由に民間が開発をしてい

るという傾向があるということです。逆に言うと、例えば、このミニ開発において、住宅街、

住宅を造る際には、当然公共のインフラ等との接続も考えなくてはならないんですが、その際

も含めて、まるっきり町との間での協議の場というのはないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 古い家を壊して、小さい敷地に分割して家を建てるなどの場合、

道路占用が伴う場合については、うちのほうに道路区域協議ということで出されます。ただ、
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従来の側溝が入っていてそのまま利用できるなんていう場合は、道路占用を伴わない場合は、

全く私どもは知る余地はないということになります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 例えば、そのもともと宅地だったところではなく、農地等を宅地に転用

して、それで新たにそういうインフラ設備をするという場合にはどうなるでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 1,000平米を超える場合には、当然、町で開発指導要綱に基づ

いた協議がなされて、排水の方法ですとか、あるいは他課からのごみ集積所の問題ですとか、

様々な角度から協議されるんですが、1,000平米以内ですと、側溝が入っていない場合、当然

うちのほうに、水を流したいんですけれどもということで相談がされます。そういった場合は、

側溝入れてこうしたらいかがですかという指導まではできるんですけれども、もう従来に整備

してある場合、田んぼであっても意外と側溝があったりとかというケースもあるので、そうい

った場合は何の指導もできなくなってしまいます。今、建築確認上でも、昔は町を通して確認

申請が出ていたんですが、今は民間から直接土木事務所とかに出たりという状況ですので、私

たちのほうに情報が来るのは３か月から６か月間遅れてしまうんですよ。あそこでこういうこ

とをやっているというのがまるっきり分からないケースも多々あると。ただ、年間に何軒建築

して、そのうち建て売り住宅は何軒だったという情報だけは、うちのほうに最後の最後、３月

の末に来るということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 私が今想定しているミニ開発による分譲住宅といった場合には、敷地の

中で共同で管理する土地というものが必ず発生します。多分専門用語からいえば、専有部分と

共用部分というふうになると思いますが。その際も、例えば引込み道路だったりあるいは排水

路だったりが敷設される場合に、もともと開発されてその中にできる引込み道路というのは、

町道認定しない限りは私道になるわけですよね。その私道の脇にあるもともとあった排水路な

んていうのも含めて、町の管理の範囲内に収まるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 今の指導とすれば、例えば自分たちの水、下水道区域であれば

雨水だけが側溝に流れるということですけれども、３軒連続して、例えば1,000平米の土地に

３軒建てたと、300平米ずつにした、田んぼから転用して990平米辺りの土地をやったなんてい
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う場合は、私たち本当全然関知する部分というのは当然ないんですが、側溝が従来入っていな

かった場合というのは水が流せないので、必ずうちのほうに道路協議を通じて来ます。そうい

った場合は、自分たちの水は一定のところに必ず１か所にして放流してくださいよと。あるい

は、側溝がない場合は、道路敷地、水路用地に側溝入れてくださいよとか、そういった指導は

させていただいています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） その場合、例えば、道路も側溝も設置しましたといった場合に、当然そ

こに住宅建つわけですけれども、例えば経年劣化による修繕が必要になった場合でも、それは

あくまでもその土地所有者、私有地・私道ですから、公共の管理にはならないという理解でよ

ろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 最近問題になっているのは、実はそういうところでございまし

て、場所によっては、連続した側溝があっても、一部に農地とかあるために、その部分につい

ては蓋がかかっていないとか、そういったところって柴田町内にも随分あるんですね。うちの

ほうでは道路台帳に、ここは民地の申請でもって自分たちの申請で蓋がけをしましたよという

マーキングをして、そこは町で設置したものでないので、いざというときは自分たちでやって

もらいますよということで一筆取り交わします。ですから、分かる範囲といえば、それを見な

いと分からないんですけれども、あと基本的には入れた人の責任ということでやっていただい

ています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 恐らく、今、新築の住宅を購入されている方というのは、そういう部分

をどれぐらい説明されているのかということもあるんですけれども、恐らくは想定されるのは、

売買契約書の約款の端っこのほうにちっちゃく書いてあって、将来もしかしたら負担が増える

かもしれませんが今まだ大丈夫ですのでどうぞというような形のセールスで行われているとい

うのは想定されるんですね。だから、そういう場合も含めて、ただ、いったって分譲住宅です

から、突き詰めて言えばついの住みかとして買う人がほとんどだと思うんです。そういう方々

が住んで、10年、20年たった後の補修が必要になる。例えば道路もそうですし、側溝もそうで

すし、あとそのほかのインフラでいえば、今日は上下水道課長いませんけれども、上下水道の

要するに本管から枝管を出して、共有部分に枝管を出して、そこからさらに個別の住宅に枝管

を出すということになって、それも共用管理で、恐らく補修になった場合には個人負担という
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ことになるケースだと思うんですね。 

  そういう部分、例えば、同じような分譲のマンションなんかを考えますと、将来的な補修の

負担に堪えるために管理組合つくって、修繕積立金というのをやって、10年を想定しているよ

うですけれども大体、その大規模修繕に備えた修繕積立金というのをやっていくわけですけれ

ども、ここに町内でできている小規模の住宅集団というのは、恐らくそういう互助的な仕組み

ができていないんではないかなと思うんですけれども、何かこういう情報というのはあります

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 私の答えられる範囲かどうかというのは別ですけれども、例え

ば行政区でもって、ここ１つの班にしてくださいよとかということで、例えば自治会費の徴収

ですとか、そういったことはやっていると思うんですね。だから１つのコミュニティを形成し

ようとはしているんですけれども、いざ何かやろうとした場合に、例えば積立てだとかそうい

ったことについてはどうなのかという疑問はあります。（「すみません、無理な質問しまし

た」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そういった場合、その互助的な仕組みがない場合に、いってもそれぞれ

が希薄な関係のまま集団で住んでいるということにもなりかねないわけですけれども、10年、

20年たっていざ補修がというときに、共有部分というのは当然みんなでお金を出し合って補修

しなければならないということなんですが、そういうことが、全国のトラブルの例を見まして

も、十分説明をされて理解がないまま居住されている方というのがあって、いざその補修が必

要になった、多額の現金負担が必要になったといった場合に、とても無理だ。あるいはそのほ

かの実例を見ますと、例えば、ついの住みかとして買ったけれども、どうしてもそこから引っ

越さなくてはならなくて住んでいる人が欠けてしまった、あるいは病気で亡くなってしまって

支払い能力がなくなったから売り渡したというようなことも起こってくると、要するにその残

った人たちの負担というのはより一層増えるわけで、そういった場合にどうするかということ

があって、最終的に行政何とかしてくれという陳情なんかが出てくるケースが多々あるという

ように聞きます。 

  そういった場合の想定というのは、町としてどういうふうに考えられているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） うちのほうに今までミニ開発によって売れ残った、あるいはす
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ぐ経済的な事情でというケースの相談は１件も受けたことはございません。ただ、町民環境課

あたりの相談窓口にどれだけ来ているというのは承知していませんけれども、うちのほうとし

ては聞いてはおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） ちょっと質問意図が伝わらなかったと思うんですけれども、将来的に共

有部分の修繕等が必要になった場合に、個人負担を出し合って修繕をするといった場合に、費

用負担が大変だからできないというふうになった場合に、自治体に対して何とかしてくれとい

うような申入れをしてくるケースというのが全国的にもあると聞いているんですが、そういっ

た場合の対応というのはどう考えるかということです。 

○議長（髙橋たい子君） 都市建設課長。答弁を求めます。 

○都市建設課長（水戸英義君） 過去にも議会への陳情で、共有名義の私道を町で町道指定して

くれというような議案があって、否決されたという事案があったと思います。いわゆるまさに

そういう事例かなと思いますが。正直、私的な財産のものについて町が直接関わるということ

は当然できないので、自分たちで何か解決する方法を探ってもらうという指導になろうかと思

います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） それで、その対象になる施設というのが、例えば一つ、引込み道路を取

ってみても、引込み道路自体は、実際にそういう案件見てもらうと分かるんですけれども、袋

小路になっていて、接続が１か所でそのほかは行き止まりになっているという道路が結構多い。

それが共通の特徴なんですけれども。それと同時に、下水道、水道などの施設も含めて、共用

部分と自分のところの専有部分との施設、両方を個人負担でやる、多分同じ時期に来ると思う

んですけれども、というトラブルが絶対に起こり得ると私は考えています。 

  そういった場合、例えば、今の勢いでそのミニ開発による分譲住宅が増えていくと、それを

認めるかどうかは別として、町に対する陳情などが増えてくる可能性があると思います。 

  そういう部分も含めてどう対応するか。例えばそのインフラを改善、改修しないことによっ

て水害が憎悪するなんていうふうになった場合に、じゃあ町はどう判断するのと問われた場合

に、受け入れざるを得ない場合というのも出てくると思うんですが、ただ単にそれを簡単に受

け入れてしまうと、我も我もとなってくる可能性があるので、そのあたりの対応もきちっと想

定に置いていかないと後で苦労するんではないかなと思うんですが、その辺についてどう考え

るでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 中道路、いわゆる位置指定道路という扱いなんですが、必ず４

メートル道路に２メートルは接していないと駄目だということなんですけれども。当然両側に

側溝が入って、雨水なんかはその側溝に流してということになります。あるいは、持ち分何分

の１ということでなっていると思いますが、陳情があって、例えば将来的には町道にしてくれ

というような要望は増える可能性もあります、確かに。以前の陳情と同じ状況がまたある可能

性もあります。ただ、正直言いますと、あのときは当然議会にかかってご判断をいただきまし

たけれども、町の姿勢とすれば、当然、私的なものを町がぶん止まりの道路についてもらうと

いうことはあり得ません、今後とも。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） そういった場合に、その行政と町民の間に、当然理不尽な部分はあるん

ですけれども、町民と行政との間に感情的な対立というのが潜在的に残るという可能性は当然

ありますよね。だから、そういう部分も含めて想定をしていただきたいなと思います。 

  それと同時に、今は個別の住宅との関係での想定です、ただ、町域全体を考えた場合に、そ

のミニ開発、要するに町の開発のコントロールに関わらない地域が点在して増えてきて、まち

づくりのゆがんだまちづくりがあちこちにぽつぽつとできるというようなことになると、町の

全体的なまちづくりに関わっても思うどおりにいかない部分というのが出てくるんじゃないか

なと思うんですが、そのあたりをどう考えるでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） たまたま今日、都市計画図持ってきましたけれども、うちのほ

うで、都市計画区域の中でも用途のこの色塗りをしている部分ですね、住居系、工業系、商業

系ありますけれども、そういった範囲ですと、当然、住宅地域、商業地域、工業地域、それぞ

れ、この辺までなったら貼りついてもらうといいねという前提の下やっているわけで、それ以

外の例えば今開発増えているのが、正直、総合体育館の南側の新田側ですかね、とか、四日市

場、いわゆる用途地域でいうところの白地の部分、都市計画区域内には入っていても用途の指

定がない無指定の部分も多いです。それはまさにスプロール化、都市が拡大していっていると

いうことにもなります。 

  ただ、悪いことなのかというと、人口が増えるという意味では、先ほども回答しているとお

り、格安な値段で住宅が買えるという意味では、当然お求めやすいので誰でも来られる状況に

なりますが。インフラの整備として、最初からその部分って想定していないでという部分もあ
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るのでね、後から整備費がかかってしまうとか、あるいは今度つくっている都市計画マスター

プランでも整理しなくてはならないんですが、例えば浸水想定区域でかなり危険なところに住

宅が建てられているということまでは、こちらに情報が入らないと何もお伝えできないという

ことにもつながってくるので、そういった意味では、都市づくり、まちづくりという意味では

危険性もはらんでいるということだと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 実際にミニ開発で分譲された住宅の中には、販売される前にもう既に水

害に遭っている建物なんかもあったりして、開発業者そのものは、実際にそこが水害地域なの

かどうかということは考慮されずに建てられる場合もあるんじゃないかなという部分。そして、

それが例えば分譲住宅を買う人に対して十分伝えられているかどうか。そんなの知らなかった

というふうなトラブルが起こる可能性もあるなと思っているんですが。 

  そういう部分も含めたゆがみというのが、今の現状だとそこまで水害ひどい地域に建ってい

るというわけではないですが、ただ今後生まれてくる可能性もあると思うんですけれども、そ

のあたりを予想できますでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） なかなか、極めて難しい質問だったなというふうに思います。

ただ、売手側については、当然、今、不動産取引何とかという一定の法律の下で、伝えるべき

ことを伝えなければならないことになっているので、よもや防災マップの情報ですとか、ここ

はこういう地域でこうだ、だからこういう家の造りにしました、高さにしました、道路から何

センチ上げて造っていますとか、例えば壁面後退は何ぼしましたよという情報は当然出すべき

ものでありますので、よっぽど、若干言葉悪いですけれども、悪徳でなければ、当然お伝えを

しているという認識です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 悪徳の業者であって、もしそういう住宅があったとしたら欠陥住宅にな

ると思うんですが。そういう部分でいえば、そういうことはないと思いたいですけれども、た

だ、都市計画と離れたところで次々と家ができている。それで、特に私、最近ネットで航空写

真で柴田の町域を見ますと、住宅地の中にぽつりぽつりとある農地が少しずつミニ開発によっ

て住宅に変わっている現状があると思います。 

  それが、その先ほど言われていたスプロール化に当てはまるかって、そうではなく、例えば、

需要も当然、住宅の需要もあるんですが、農地として扱い切れなくなる人も増えているんでは
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ないかなと思うところなんです。実際のその農地の宅地への変更という現状はどうなのか、ち

ょっと農政課長にお伺いしたいんですが。すみません。傾向として。 

○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） ただいまの住宅地内に点在する農地に対する転用ということでござ

います。 

  まず、最近目にする傾向としましては、先ほど来出ていますように、住宅地を取り壊しても

う一度整理すると。それから、その周辺部ということで、空いている農地を転用するというと

ころも当然出ています。それについては、第３種の市街地ですと、農振農用地以外の第３種の

農地ということで、開発自体は何の問題もないということになりますので、申請があれば、よ

ほどのことがない限り認めざるを得ないということになります。 

○15番（広沢 真君） おっしゃるとおり、実際、農地を宅地に転用したいというと…… 

○議長（髙橋たい子君） 広沢議員。再質問を許します。 

○15番（広沢 真君） 農地を宅地に転用したいと言えば、実際は希望どおりにせざるを得ない

という現状だというのは私も理解しているんですが、ただ、一層、その何ていうんでしょう、

地権者と住宅メーカーの関係だけで、自治体の思惑と関係なく開発が進んでいくというのは、

非常に危機感を感じています。 

  特に農地からの宅地転用で、私、危機感を感じているのが、ちょっと特定の土地を挙げます

が、若葉町と仙南自動車学院の間の水田です。あそこの土地というのは、皆さん共通の認識に

なっていると思いますが、船迫地区の水害対策において、その軽減のために重要な土地に結果

的になっているということは、皆さん共通の認識だと思うんですが。例えば、今の流れで農地

が宅地に転用されるといった場合に、あの土地がミニ開発のターゲットになって、それぞれの

地権者との間で自治体が全く、３か月から何か月、情報を遅れてつかむといっても、そういう

交渉が進んで、ある日突然土盛りが始まってということになった場合のことを想定すると、や

はりその柴田町の町域においての水害対策という点でも大きなダメージになるんではないかな

と思うんですが。もしあそこがミニ開発によって開発されてしまったとしたら、あの船迫地区

の水害って私はひどくなるんじゃないかなと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 以前も秋本議員のほうから同じような質問がございました。そ

もそも農地なのでね、当然、盛土するためには農業委員会に届出をしなければならない。ある

いは、1,000平米を超えてしまったら、町に開発協議を出さなくてはならない。そういったこ
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とを考えれば、農政課でも私たちのほうでも必ず目に入る。あるいは事前協議がなされるもの

と思います。 

  ただ、水害対策、あるいはあの場所についてということだけを考えれば、はっきり申し上げ

て、ゆゆしき事態だということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） それで、今おっしゃっているとおりなんですが、ただ、必ずしもあそこ

全体を一気に開発するということでなければ、要するに1,000平米にならなければ、ミニ開発

で自治体との関係での協議を経ずに売買契約が結ばれて、開発行為が行われるということもあ

り得るのではないかなと私は考えたんですが。 

○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） まず、その1,000平米以下の開発の申請がなされたと。開発の申請

というよりも、農地転用の許可の申請がなされたということになれば、地域自体としては農地

として残さなくてはいけないという強い制限がございませんので、その時点では、まずは、農

業委員会議を経てということになりますが、基本的には認めざるを得ないというところになり

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 現状でいえば、先ほどからの話の流れのとおり、少なくとも、違法では

ない、法制限下ではない1,000平米以下の開発であれば、今のところ止めるすべがないという

ことであれば、あそこを分割して開発してしまうということも含めて考えられるわけですよね。

そうなった場合の、先ほどの都市建設課長の言葉じゃないですが、あまり想像したくない結果

につながると思うんです。 

  その点で、やっぱりあそこがなってしまえば、それこそ水害が憎悪するというのが普通に考

えても分かると思うんですけれども、じゃあどうやってそうならないようにするかという点で

は、今のところ、いっても、農振にかかればそのままという話なので。それで、何か規制がか

けられるかと、そのほかの手段で、ということは考えられますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 今、実は、防災担当が窓口になって、国の流域水害対策におけ

る、いわゆる特定河川の浸水対策法等の一部が改正されて、様々な会議、いわゆる協議会が持

たれるようになりました。その中で、柴田町については、いわゆる阿武隈川、それから白石川

両方の協議会に入らせてもらって、様々な協議をしています。 
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  その中で、貯留機能保全区域の指定という項目があります。どういったものかというと、こ

れ宮城県が指定するようになるんですが、その協議会で、ここの地区の農地とか、ここの地区

を保全したほういいね、あるいは、水の貯留のための機能として確保したほうがいいねという

場所が明らかになった場合、ただ様々条件あるんですが、川から幾らの範囲にあるとか、たま

たま条件ありますけれども、そうなれば、地権者の了解をもらって、様々な手続を経て、その

区域を貯留機能保全区域として指定すれば、開発については抑えられる見込みが出てくるとい

うことです。ただ、法整備が進んで、やっと11月１日に公布になったので、様々、国から来る

のというのは、いわゆる法改正されても割とちょっと遅めなんですね。これ説明会等で、事前

に私らもらった情報を基に今しゃべっていますけれども、そういった保全区域なるものを指定

することも最終的には提案できる可能性もあるということです。一縷の望みは出てきたなと、

私も正直思っています。 

  ただ、当然、地権者なり、あるいは下水道の雨水の区域でもありますので下水道でしたり、

都市計画の分野、あるいは農政の分野、防災の分野、その中にうたうということは、地域防災

計画なんかの見直しやらという様々な計画の見直しもどおんと出てきて、その中でうたえばと

か、そういった条件が様々出てきます。あるいは、内水のマップなんかの作成ですとか、いろ

いろ多分、様々な、下水道の計画の見直しですとか、恐らくこういう指定をしようとしても、

計画の見直しだけで想像するに数千万円くらいはかかってしまうような事態になるかもしれな

い。もうちょっと簡易的に省略してもらって、じゃあここしようというわけには、当然役所で

すからいかないわけで、誰が見ても危ないと分かっているものについては、数字でもって示さ

れない限り現実的ではないと判断されますので、そこは極めて難しいところだと。物理的にお

金かかって、計画を見直しするのもしようがないという方向に行かざるを得ないということで

す。 

  ただ、先ほども言いましたように、流域治水という考え方で、そういった貯留機能の保全区

域を設定できますよというところまで来たというのはいいことだなと思っているし、流域治水

なので、川そのものを傷めないでくれと、水を出さないでくれと、川を守ってくれというのが

基本にあるので、どうも私たちは早く水を出したいという考えの下に言っているのと、一方で

は川に出すなということで言っているのと違うところあるんですが、最終的には方法とすれば

一緒の部分があるということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 希望が全くないというわけではないというところは理解はできますが、
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ただ、最終的に地権者の財産権の問題にもなってしまうので、どれだけの強制力があるかどう

かということも含めて、規制をかけるというのはなかなか困難が伴うと思います。 

  その背景には、やっぱり農業の問題で、今、農地を維持して耕作、作付をしても、十分な収

入が得られずに経費が赤字になるという現状もあって、より一層、農地を手放してもいいかと

考える方が増えていると思うんです。特に今年のように米価が大幅に下落すれば、そういう傾

向というのは強まる可能性があるんですが。 

  それで、私考えたのは、規制をかけられるんであればかけてほしいと思いますが、むしろそ

の農地を維持して保全するということに対して何らかのメリットを感じてもらうというような

ところで、例えば町独自の制度になるときついかもしれないんですが、将来的なインフラ整備

のことなんかを考えると、どっちが負担が軽くなるかということも考えていただいて、例えば

その当該の水田地域に農地を保全している人に対してインセンティブをつけて、例えば固定資

産税の減額でありますとか、あるいはその農地を維持することに対する補助金なんかを独自の

制度として考えることはできないかなという提案も含めて考えてきたんですが、いかがでしょ

うかね。 

○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） 今たまたま特定のところ、船岡字関についてということでのお話か

と思います。 

  その中で、今お話があった固定資産税の減額だとか、それからあともしかすると所得の補償

だとか、そういったものは仕組みとしては考えられないことではないと思います。ただそれは、

１か所だけのことではありませんので、町としてその対応ができるかどうか。それから、全体

的なバランスとしてそれが可能かどうか。それも含めて検討することはやぶさかではないと考

えます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 別な側面で、例えばその特定の地域、当然、農地を保全するという点で

は町域全域を考えるべきなんですが、特に重大な地域と考えれば、取りあえず真っ先に保全し

なければならないところに対して手を差し伸べるということがあると思うんです。 

  例えばその基準として、今進行中であるその都市計画マスタープランであるとか立地適正化

計画の中で特別なカテゴリーを設けて、農地を保全するとともに水害を防除する特別な土地だ

という指定を設けて、そこに対してインセンティブをつけるなんていう考え方はできないでし

ょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） マスタープラン、都市のあるべき姿、20年後を見越してつくる

ということですけれども、立地適正化計画の中でも、当然、居住誘導する区域、あるいは都市

機能を誘導する区域、様々な区域に分けます。ただ、下資料として根底にあるものというのは、

人がこういう状況で住めるのか、あるいは過去の災害から見てどうなのかとか、様々な観点か

ら導き出して、最終的には居住誘導区域を決めていくということになります。 

  ただ、マスタープランの中、あるいは立地適正化の中で、こういった施策をやれば防災の観

点からどうだとかということまではうたうことはかなわないということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○15番（広沢 真君） いっても、一朝一夕で実現するような中身ではなく、根底にある農地の

保全の問題や、それから、短期的なメリットからいえば、町長の答弁にもありましたとおり、

新規の転入者が増えて住民が増えるというメリットもあることはあるんです。ただ、私はむし

ろそのデメリットのほうだけが大きくのしかかってきているので、その部分を含めた、考えた

質問をしています。 

  ただ、やっぱり全体的に、何ていうのか、違法ではないと言いながら開発がされているわけ

ですけれども、ただ、違法ではないからといって開発をして、地域住民に対して大きな迷惑が

かかったという事件が最近多発していると思うんです。例えば、直近でいえば、静岡県の熱海

市の宅地開発の盛土の問題で、土砂崩れが大きくなって、その当時の開発した業者がどこかに

行ってしまっていて、それで、最終的に市に監督責任があったんじゃないかなんていうふうな

話に今なっていますけれども、そういう話とか、あるいは今全国で多発しているのは、太陽光

発電のメガソーラーの設備を、環境保護をうたって、それで山林を広域に伐採して土盛りをし

て、現地住民の皆さんには土砂の流出などの事故が起こっているというような事例がたくさん

あります。 

  一番近いところにも、皆さん新聞報道でもご存じのとおり、丸森町の耕野地区ですよね。耕

野地区では贈賄事件などにも発展してきているので非常に注目をされていますが、それもあっ

て、しかも土砂の流出なんかが激しくなってきているために、丸森町民の反対の意思が大きく

なって、今、丸森町、報道でも出ていますからご存じの方もいると思いますが、開発の規制の

ための条例を検討しているということも出されています。 

  そのほかにも、違法ではないからということで開発がかかって、しかし実際には自治体の負

担が増えている例でいえば、私が聞いて目にしているところでは、例えば６号線を上り方面に
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南下していくと、阿武隈山地のあちこちで崩して海岸の堤防の材料にした土地というのがたく

さんあるんですが、逢隈の団地辺りでは、大雨が降ると、その山の土と思われる赤茶けた土が

大量に流れてきて側溝が埋まるという現象があって、結局それをしゅんせつしたりしているの

が町の負担だったりするというようなこともあって、結果的には、違法じゃないから開発を止

めることができないということもありながらも、実際には自治体の負担、結果的にはその町民

の負担も増えているということがあるので、何らかの規制というか、要するに我々が本当に困

ったときに、いや待てよというふうにストップをかけられるような法的な手段、法的な手段だ

けではなくあらゆる手段を考えておく必要があると思うんですが、そのあたりはいかが考える

でしょうかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 様々な、正直、問題があるところもあります。一番最初にミニ

開発が始まったのは、下名生の剣水地区がスタートだったかなと思います。開発によって伸び

てきた。その隣は区画整理をしたということでなってきたんですけれども、小さい、例えば開

発指導要綱でもって500平米ならどうだとか、そういう、じゃあ800平米ならどうだとか、そう

いうことでもないんですよね。いち早く、例えば、うちのほうだったら道路占用で、道路を使

わないと盛土ができないとか、あるいは宅地の大工さんの仕事ができないとか、そういう情報

が入ればある一定の指導はできるんですが、何とも今のままだったら、情報も、当然、家を新

築するという情報すら来ない中では、いや難しいのかなと正直思います。何か、何かないかと

は思いますけれども、いや難しいですよね。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○15番（広沢 真君） 私もいろいろ探して、質問できるようになって１年ぶりぐらいの声を出

しての質問なんですが、温めても、皆さん去年やるつもりだった質問今やっていますから、そ

れ以降の各地で起こった問題はいろいろ出てきましたが、それに対する抜本的な解決というの

はまだ出てこないですね。 

  そういう点では、今後もテーマとして私は取り組んでいきたいと思いますし、ぜひアイデア

も含めて町としても取り組んでいただければなと思います。 

  ちょっと大きなテーマになって、最後漠としてしまいましたが、私の質問これで終わりたい

と思います。 

○議長（髙橋たい子君） これにて15番広沢真君の一般質問を終結いたします。 

  以上で一般質問通告に基づく予定された質問は全部終了いたしました。 
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  これをもって一般質問は終結いたします。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日午前９時30分再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時５４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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