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     午前９時３０分  再 会 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は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。 

  これより令和３年度柴田町議会３月会議を開きます。 

  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。 

  また、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、３月会議中、執行部への出席要求

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

い。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 議席の指定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、議席の指定を行います。 

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

ます。 

                                            

     日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において１番石森靖明君、

２番伊東潤君を指名いたします。 

                                            

     日程第３ 開催期間の決定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、開催期間の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。３月会議の開催期間については、議会運営委員会の協議の結果、本日か

ら３月17日までの16日間、うち３月５日、６日及び３月９日から16日までを議案調査及び委員

会審査のため休会とし、実質６日間と意見が一致いたしました。よって、３月会議の開催期間

は本日から３月17日までとすることにご異議ありませんか。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、開催期間は本日から３月17日までと決

定しました。 

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

事の進行を図りますので、ご了承願います。 

  また、３月会議中、報道関係等の取材を許可しておりますので、ご了承願います。 

  次の日程に入る前に申し上げます。 

  ３月会議中、新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクは常時着用の上、発言は簡潔に

行うとともに、発言後の消毒についてご協力をお願いいたします。 

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

ので、ご承知願います。 

                                            

     日程第４ 諸報告 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、諸報告を行います。 

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

といたします。 

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

自席で結構でございますので、よろしくお願いします。 

○町長（滝口 茂君） ３月会議、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、報告をさせていただきます。 

  まず、「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」の計画の登録認定について申し上げます。 

  宮城県南２市９町の自治体、庭園管理者、民間事業者、関係機関が協力し、みやぎ蔵王エリ

アに点在する花風景と観光資源を結び連携させ、ガーデンツーリズムの促進と地域の活性化を

図るため、令和元年８月22日に「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」を設立しました。

設立以降、柴田町が事務局となり、国土交通省のガーデンツーリズム登録制度（庭園間交流連

携促進計画登録制度）への登録を目指し、取り組んできたところです。 

  令和元年度に第２回有識者審査会への登録エントリーを行いましたが、まだ実績が少ないな

どの理由から登録には至らず、継続審議となっておりました。こうした審査会からの意見を踏

まえて、協議会では、各構成自治体から選出いただいた女性メンバーで構成する女性ワーキン

グ部会を立ち上げ、女性の目線からの魅力あるツアーコースの構築のほか、パンフレットやロ
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ゴマークなどの製作に取り組み、このような実績を盛り込んだ計画書を令和３年10月に国土交

通省に提出いたしました。 

  令和４年１月に行われた第４回有識者審査会では、県南地域における蔵王連峰を借景とした

雄大なフラワーガーデンの魅力と地域内に点在する豊富な観光資源、これまでの取組実績や今

後の発展性などが大きく評価され、当協議会の計画が東北で初めて登録されることが決定いた

しました。 

  この審査会には、当協議会を含め、全国から８地区の計画がエントリーされましたが、当協

議会の計画のほか、和歌山県の「わかやま庭園文化と歴史回遊」、北海道恵庭市の「花と暮ら

す恵庭の花めぐり」の３計画のみが登録となりました。登録証交付式は、４月27日に第38回全

国都市緑化くまもとフェアのシンポジウム内で開催される予定となっております。 

  今後は、この協議会を核として、関係団体と連携して、みやぎ蔵王山麓に広がるフラワーガ

ーデンが軸となって、蔵王の恵みである天然資源・食・文化が一体となることで、みやぎ蔵王

の魅力がぎっしり詰まったハーモニー豊かな旅を提供していく予定でございますので、議員各

位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

  ２点目、柴田小学校及び西住小学校６年生による「子ども議会」の開催について申し上げま

す。 

  令和４年２月４日、柴田小学校６年生５人、西住小学校15人が参加した「子ども議会」を開

催いたしました。小学６年生は、社会科の学習で政治の働きや日本国憲法などについて学んで

おり、「子ども議会」に参加することで、社会の仕組みや自分たちが住んでいる柴田町をより

知ってもらいたいとの考えから、毎年開催しております。 

  柴田小学校と西住小学校の合同での開催は、今回で３回目となります。本来であれば５年生

児童を傍聴席に入れた形で開催する予定でしたが、コロナ禍の影響もありましたので、ユーチ

ューブで保護者限定配信を行い、各学校で傍聴する形としました。 

  議会では、児童自らが考えた「笑顔がイイネ！希望と夢で羽ばたく柴田町」のテーマに沿っ

て、８人の「子ども議員」から、自校のマスコットキャラクターを生かした提案や通学路・防

災に関する要望などの身近なもの、町全体の未来に関する質問など、幅広い質問・提案をいた

だきました。 

  提案の際は、質問者は、関連する資料や画像などを使用して、少しでも伝わりやすくなるよ

う工夫を凝らしておりました。資料や画像は、議場内でも見やすくなるよう、プロジェクター

を活用して投影しました。 
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  子どもたちからは、「町のことを分かりやすく教えていただいた。今回の経験を生かして勉

強を頑張ります」という感謝のお手紙を頂きましたので、これからも未来の柴田町を担う子ど

もたちが笑顔で学校生活を送れるよう、より丁寧なまちづくりを目指していきたいと考えてお

ります。 

  以上、柴田小学校及び西住小学校６年生による「子ども議会」の開催についての報告といた

します。 

  令和４年柴田町成人式典について申し上げます。 

  令和４年柴田町成人式典を１月９日、船岡中学校体育館において挙行いたしました。晴れ着

にマスク、会場入り口には検温機器という通常とは異なる門出となりましたが、式典が挙行さ

れた安心感と久しぶりの友人との再会に、ひときわ笑顔があふれた式典となりました。 

  今年は、平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた男性299人、女性255人、合

わせて554人が成人を迎えました。式典への出席者は257人と昨年より増加したものの、首都圏

からの参加や職種の関係などから参加を控えた新成人も多かったのではないかと推測しており

ます。 

  昨年に引き続き、ユーチューブによるオンライン配信を行いましたので、離れた場所から画

面越しに参加された新成人や保護者、そして遠方の親戚の方も、視聴していただけたのではな

いかと思います。式典では、成人としての自覚を静粛という形で表現する新成人に、将来の日

本を担う若者として期待と頼もしさを感じました。 

  新成人の代表２人による「20歳のメッセージ」では、「これまで支えてくれた人たちへの感

謝の気持ちに応えるため、これからは自分が誰かを支えることができるような立派な人間にな

る」という力強い決意が述べられました。 

  今年も、議員各位のほか、多数のご来賓にご臨席を賜ることができませんでしたが、天候に

も恵まれ、多くの関係者からのご協力により、無事に成人式典を終了することができましたこ

とに感謝を申し上げてご報告といたします。 

  次に、「しばた食と農のまちづくり条例基本計画」について申し上げます。 

  農業・農村の抱える課題解決と将来にわたる振興を図るため、平成24年度に制定した「しば

た食と農のまちづくり条例」に基づき、「しばた食と農のまちづくり条例基本計画」を策定し、

安全・安心な食料の供給や地域の特性を生かした農業の振興、農村の経済的発展を目指し、農

業施策を展開してきたところです。 

  今回の第２期基本計画では、ＳＤＧｓの実践と深く関わる農業や農村が魅力ある産業や地域
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として次世代に引き継いでいくため、さらに担い手への農地の集積を図り、経営規模を拡大す

るとともに、特色のある農産物の生産により、農業経営の安定化と集落機能の維持発展を目指

すものです。 

  策定に当たりましては、「しばた食と農のまちづくり条例基本計画策定委員会」と「しばた

食と農のまちづくり条例基本計画策定プロジェクトチーム」で、それぞれ協議を重ねました。

今月下旬には農政審議会の意見を聴いて策定となります。なお、計画策定後は町ホームページ

への掲載等により町民等へ周知を図ってまいります。 

  今後も、計画の基本概念である「誇りと愛着の持てる郷土づくり」を旨として農業・農村の

振興を図ってまいります。 

  今後とも、「しばた食と農のまちづくり条例基本計画」の推進について、議員各位のご支援

とご協力をお願い申し上げ、報告といたします。 

  次に、「第４期柴田町食育推進計画」について申し上げます。 

  町では、平成20年３月に柴田町食育推進計画を策定して以降、学校や食育関係者等と連携し、

食育施策に取り組んできました。平成29年度に策定しました「第３期柴田町食育推進計画」が

令和３年度に終期を迎えることから、第３期計画の最終評価を行い、次期計画となる「第４期

柴田町食育推進計画」の策定を３月に予定しています。 

  第３期計画の最終評価では、食育への関心・意識の改善が図られている一方で、食事を楽し

みにしている子どもたちの割合や若い世代の朝食欠食率などに課題が残る結果となりました。

これらを踏まえ、第３期計画の基本理念「食卓から育む 健康な心とからだ」を次期計画へ引

き継ぎ、「家庭から つながり 広がる 笑顔の食」を基本目標として、食べる楽しみや食に

関心を持ち、心身ともに健康となるよう、家庭を中心とした食育をより一層推進してまいりま

す。なお、計画策定後は町ホームページへの掲載等により町民等へ周知を図ってまいります。 

  今後も食育推進について議員各位のご支援とご協力をお願い申し上げ、報告といたします。 

  報告事項第１点、みやぎ蔵王ハーモニー花回廊の中で、蔵王の恵みである「天然温泉」を

「天然資源」と読み間違えました。本来であれば「天然温泉」の誤りでございます。訂正いた

します。 

  「しばた食と農のまちづくり条例基本計画」の中で、計画の「基本理念」と言うところを

「基本概念」と何か表現してしまいました。正しくは計画の「基本理念」でございます。失礼

いたしました。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 
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  質疑は１人１回です。質疑に当たっては、一般質問に触れないようにお願いいたします。質

疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

                                            

     日程第５ 施政方針 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、施政方針に入ります。 

  町長の発言を許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） それでは、本日、ここに令和３年度柴田町議会３月会議が開催され、令

和４年度一般会計予算をはじめとする関係諸議案をご審議いただくに当たり、私の町政に対す

る基本方針と概要を申し述べ、議員各位及び町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いする

ものでございます。 

  初めに、新型コロナウイルス感染症について、今年こそは第５波のコロナ禍が収束に向かう

のではないかと期待していたところでしたが、ここに来て、オミクロン株による感染者が急速

に拡大し、先行きが全く不透明となっております。 

  ここ３年間にわたるコロナ禍の中で、私たちはこれまでとは全く異なる日常生活を余儀なく

されました。感染防止の観点から、人と人との接触をなるべく避ける対策を求められ、外出や

旅行などの自粛をはじめ、飲食店の休業や営業時間短縮の要請、イベントの中止等の措置が取

られたところです。 

  その結果、外食産業や旅行業、運輸業等の業績が悪化したことに加え、海外からの観光客が

途絶えたことで、インバウンドに支えられてきた面もある我が国の経済は、打撃を受けること

になりました。コロナ禍が落ち着きさえすれば、旅行業やサービス業にも光が差し込み、また、

自動車産業などにおいて問題となっていた海外からの部品供給も、制約の緩和に伴い生産力が

回復し、景気にも明るい兆しが見える年になるのではないかとの期待もあったのですが、ここ

に来てオミクロン株の急速な蔓延によって、その期待も残念ながらしぼむことになってしまい

ました。 

  これからは、ウィズコロナということを前提に、これまでの意識や考え方、生活様式や行動

パターンまでも変えていかなければならない時代となっているのかもしれません。 

  しかし、一方で、コロナ禍を契機に、未来を切り開く新たな流れが胎動しております。一番

の大きな変化は、身近なところでデジタル化が急速に進んでいることです。デジタル化が一層
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進んだことで、都市と地方との地域間での情報格差が解消され、地方にサテライトオフィスを

構える企業も多くなっています。このように、テレワークやリモートでの会議が普及し、場所

や時間にとらわれない働き方ができるようになったことで、自然豊かな地方で、暮らしながら

子育てをしたいという若いファミリー層も増えています。 

  アフターコロナの時代を迎えるに当たり、我が国の経済社会がどのように変わっていくのか、

地方での仕事や生活がどのようになるのか、期待と不安が入り混じっているところでございま

す。 

  そうした中、未来の姿を見据えて国際的な動きとなっているのがＳＤＧｓです。「誰一人と

して取り残さない」ことを基本理念に、2030年までに17の目標を達成し、持続可能な世界を実

現しようとする世界共通の取組です。 

  また、我が国においてもこのＳＤＧｓを視野に入れながら、目指すべき新しい社会としてソ

サエティ5.0を提唱しています。誰もが快適で活力に満ちた、質の高い生活を送ることができ

る人間中心の社会の実現を目指そうとするものです。 

  柴田町におきましても、こうした未来社会の姿を念頭に置きながら、令和５年度から令和８

年度までの４年間に取り組む「第６次柴田町総合計画後期基本計画」を、令和４年度に策定し

てまいります。策定に当たっては、私たちの身の回りで起きている地球温暖化の問題、加速す

る少子高齢化や人口減少問題、仙台都市圏への人口集中、老朽化する社会インフラなど、これ

らの社会問題や地域課題をも直視し、その解決に向けた方向性を示してまいります。そうした

様々な問題や課題があることを認識した上で、未来の都市像を模索すれば、デジタル化の進展

でますます便利になり、インターネットで世界中の人と情報がつながるアフターコロナ時代に

おける未来の都市モデルとは、自然が豊かで、ゆったりとした時間が流れる、人情味あふれた

地方にこそあるのではないかと思っております。ぜひとも、柴田町から、便利で快適でコンパ

クトなガーデンシティ構想を、地方都市の新たな都市モデルとしてプランニングしていきたい

と考えております。 

  令和４年度におきましては、喫緊の課題であります新型コロナウイルス感染症や水害、地震

などの自然災害への対策を最重点に、これまでのリスク管理や経験則を生かしながら対応して

まいります。また、地球規模での持続可能な開発目標ＳＤＧｓの達成といった動きを見据えな

がら、来るべき本格的なデジタル社会に乗り遅れることのないよう、先見力と政策力を発揮し、

柴田町が未来に向かって持続的に成長発展できる道筋を示してまいります。さらに、子どもた

ちや高齢者、弱い立場の人たちに寄り添い、共感性を大事にしながらチャレンジ精神あふれる
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町政運営を心がけてまいります。 

  令和４年度の予算の概要を申し上げます。 

  コロナ禍における財政運営も足かけ３年となります。国では多額の国債を追加発行して新型

コロナウイルス感染症の対応に努めた結果、財政が大きく悪化しましたが、ここに来てコロナ

禍からの経済回復に一定の見通しが見えてきたとの見解を示しています。 

  また、総務省の令和３年度地方財政対策を見ると、地方税や地方譲与税の大幅な増収により

地方の財源不足額が縮小したことで、令和４年度の臨時財政対策債は大幅に抑制される見通し

です。しかし、国税や地方税の増収を見込んでも、なお約２兆6,000億円の財源不足が見込ま

れるなど、地方財政は依然として厳しい状況となっています。こうした国の動向を念頭に、予

算編成を行ったところ、柴田町の令和４年度一般会計予算は、前年度比5.8％増の138億2,260

万円と、柴田町の当初予算としては最大規模となりました。主な要因は、新型コロナウイルス

感染症に係るワクチン接種事業について約１億8,000万円を計上していることや、社会保障関

係費の増大などによるものです。 

  まず、歳入につきましては、町税で前年度比約4,000万円増の41億7,452万円を計上いたしま

した。地方消費税交付金は、消費税の落ち込みが回復傾向にあることから、9,700万円増の８

億8,600万円を見込んでおります。今回の予算編成の特色の一つとも言えるのが、町債が昨年

度より40.7％の大幅減となったことです。総務省の令和４年度地方財政計画によって抑制され

る見込みとなった臨時財政対策債を約３億4,000万円の減としたことや、令和３年度国の補正

予算により、事業の前倒しが可能となったことなどから、５億9,450万円に抑えることができ

たものです。その結果、令和４年度末での町債残高は167億8,621万円となる見通しです。 

  歳出につきましては、第１位が民生費で43億8,618万円、第２位が総務費で27億8,113万円、

第３位が衛生費で15億6,868万円となりました。特に、新型コロナウイルス感染症に係るワク

チン接種事業を盛り込んだ衛生費が、みやぎ県南中核病院や仙南地域広域行政事務組合への負

担金が増えたことによって、前年度より約３億2,000万円の増となっております。また、社会

保障経費が年々増加傾向にある民生費では、障がい者の就労継続支援や放課後等デイサービス

の利用が増加したこと、コロナ禍で受診を控えていたことによる子ども医療費が令和４年度に

は増える見通しとなることから、約２億2,000万円の増となりました。 

  性質別に見ると、令和２年度から始まった会計年度任用職員制度の影響などにより、人件費

がさらに約１億2,000万円の増となりました。また、令和元年度に実施した小中学校における

空調設備整備工事の元金償還が始まることなどにより、公債費が約9,562万円の増となりまし
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た。これに扶助費を合わせた義務的経費は4.4％増の約61億3,000万円となり、全体の44.3％を

占めることになりました。 

  これらの要因により、一般会計と４つの特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計を合わ

せた令和４年度の予算総額は、251億1,697万6,000円となりました。 

  令和４年度の当初予算の編成においては、歳入と歳出に約10億円もの乖離が生じました。そ

のため、子育て環境の充実を図る児童福祉や教育に係る事業については、ふるさと柴田応援基

金から６億6,800万円の繰入れを行うとともに、最終的な財源不足については、財政調整基金

から２億7,611万1,000円を繰り入れました。財政のやりくりを一歩誤ると、一気に財政危機に

陥る危険性をはらんでいるのが今の財政の実情です。まさに「重荷を背負って遠き道を行くが

ごとし」の状況であり、将来を見据えた上での財政運営を常に心がけていかなければならない

と考えております。 

  今後、デジタル社会への対応や脱炭素社会へ向けたグリーン社会の実現などの経費の増加が

想定されます。加えて、施設の老朽化に伴う改修や修繕などの負担も重くのしかかってきます。 

  そうした厳しい財政状況を少しでも改善していくためには、公共施設等総合管理計画に基づ

いた施設の見通しや、民間活力の導入、またデジタル社会に即応した業務改革や業務改善を推

進し、仕事の効率化を図る必要があります。アフターコロナの時代を見据えながら、次なる柴

田町の明るい未来を切り開いていくためにも、事業の効果を最大限引き出せるよう、適正な予

算の執行に努めてまいります。 

  次に、主な施策の概要について申し上げます。 

  令和４年度の主な施策としては、柴田町の新たな都市モデルとなる四季折々に自然の彩りが

心地よい、歩いて楽しいガーデンシティ構想の実現を目指し、１つに歩いて暮らせるコンパク

トなまちづくり、２つに移住・定住を促進するための仕事づくりや子育て環境の整備、３つに

将来のまちづくりを担う子どもたちの育成、４つに「花のまち柴田」のブランド化による稼ぐ

力の醸成、５つに行政のデジタル化と官民連携や広域連携の推進です。このような４つの観点

から率先してアプローチをしてまいります。 

  歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりについてです。 

  アフターコロナ時代において、地方が新しい生活や仕事の受皿となるためには、町なかの基

盤を再構築し、さらに町なかの魅力を高めていく必要があります。 

  現在、柴田町にふさわしいコンパクトなガーデンシティ構想の実現を想定した、都市計画マ

スタープランと立地適正化計画を策定中です。この計画の中に、槻木駅エリア、船岡駅エリア、
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船迫エリアに、新たな市街地の形成を目指す東船岡駅エリアを加えた４つのエリアと農村部と

をシームレスに結ぶコンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造を盛り込みたいと考えて

おります。この４つのエリアのそれぞれの特色を生かして、行政、商業、文化、業務拠点を主

とした都市拠点や、医療、商業、行政施設が集積した地域生活拠点として位置づけ、今後、生

活の利便性を高める都市機能や災害リスクの少ない、居心地のよい居住空間の形成を誘導し、

魅力的なまちをつくってまいります。 

  次に、具体的にガーデンシティ構想の実現を図る上で、取り組まなければならない都市デザ

インの要素は４つです。 

  まず、１つ目の要素として、最優先に取り組むのが安全安心なまちづくりです。これまで、

令和元年の台風19号による水害を教訓に、排水路や側溝の改修、河川のしゅんせつや排水ポン

プ車の購入、常設ポンプの増設などを行ってきました。令和４年度には新たに、大雨時に松ヶ

越地区からの避難道路を確保するために、松ヶ越地区入り口付近での道路改良に向けた取組に

着手します。 

  また、東船迫地区の水害対策の一環として、新たに古河水門付近の堤防の上を横断する排水

施設を敷設するほか、引き続き、緊急浚渫推進事業の実施や、局地的に冠水被害に見舞われる

地区での水害対策の強化に努めてまいります。 

  鷺沼排水区雨水整備事業につきましては、大雨時の被害を軽減するため、現在進めている鷺

沼排水区５号調整池整備工事を、令和５年度の完成を目指して加速させてまいります。 

  農業水利施設の整備につきましては、災害の発生予防や拡大防止のため、ため池の修繕や、

排水機場の機械設備の更新工事に取り組みます。 

  また、国においては、下名生地区における阿武隈川の堤防の拡幅や、前田排水樋管の改築、

県においては、西船迫沢砂防堰堤事業を予定し、自然災害への未然防止に努めることになって

おります。 

  しかし、最近の短期間で記録的な大雨が降る気象状況の下では、治水や砂防施設の整備だけ

で水害を防ぐことにはもはや限界があることが指摘されています。やはり今後は、“いざ”と

いうときには、自分の命は自分で守り、行政はそれを全力で支援するといった水防災意識社会

の構築にも力を入れていく必要があります。 

  水害や土砂崩れといった災害発生に係る情報や避難情報については、住民一人一人が自発的

に適切な避難行動が取れるよう、令和３年７月から運用を開始したデジタル防災行政無線シス

テムにより、迅速に伝達してまいります。また、情報弱者の方への伝達手段の一つとなってい
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る防災ラジオについては、これまでの貸与要件を見直し対象者を広げて、令和４年度も貸与を

促進してまいります。さらに、自主防災組織を中心とした防災・減災活動の活発化や、住民主

体の避難行動の促進を図るため、ハザードマップを活用したマイ・タイムラインの普及に努め、

「逃げ遅れゼロ」を目指してまいります。 

  交通安全や防犯対策につきましては、事故や犯罪を未然に防止するため、重点的に通学路の

危険箇所の解消を図るとともに、令和４年度において、防犯灯3,000基を一気に最新の明るい

ＬＥＤ灯に交換することにしております。これにより、電気料金やＣＯ２を削減しつつ、夜間

における交通安全と防犯対策の強化を図ります。また、地域での防犯力を高めるために、地域

住民による見守りのほか、防犯実動隊や各小学校の見守り隊、交通指導隊による巡回パトロー

ルや通学路での街頭指導を行い、地域の目による交通安全と犯罪抑止力の強化に取り組んでま

いります。 

  ２つ目の要素は、自然と人が共生できる環境の創造です。まずは、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問題に対応し、柴田町の持続的な発展に向け

「第３次柴田町環境基本計画」を策定してまいります。行政、住民、企業等の役割分担を明確

にし、「雑木林に囲まれた緑と花が心地よいまちで暮らしたい」といった、未来の「ありたい

姿」を描き、パートナーシップの下に地球と地域が抱える環境問題にみんなで取り組み、地域

でのＳＤＧｓの実践に努めてまいります。 

  次に、身近な生活環境の整備については、老朽化した道路や橋などの維持管理を徹底すると

ともに、令和４年度においては、町道富沢16号線の早期完成に向けて国の交付金の獲得に全力

を挙げるとともに、町道槻木145号線における狭隘道路への取組や、さくら歩道橋の大規模改

修によるアーチ橋の再生、また町道中名生16号線先の農道橋をはじめ、11か所の農道橋の安全

点検等を行い、老朽化の度合いや通行量を総合的に勘案しながら計画的な改修に努めてまいり

ます。 

  一方、県においては、主要地方道白石柴田線（旧国道４号）船岡工区の改修や、主要地方道

亘理村田線成田工区における道路改良に着手することになっています。 

  水道事業につきましては、老朽管対策として西船迫四丁目地区や松ヶ越一丁目地区に加え、

新たに中名生西洞明田地区、船岡東一丁目地区の配水管布設替工事を行い、県から受水した水

を各家庭や事業所等に、安全で安定的に供給してまいります。 

  下水道事業につきましては、船岡上大原地区、上名生新大原地区に加え、剣崎二丁目地区の

汚水管渠の整備に取り組み、都市生活の快適さと公共用水域での水質保全を図ります。 
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  ほ場整備事業につきましては、中名生地区、下名生地区、富上地区、葉坂地区に続き、新た

に入間田地区を県の事業採択に加えていただけるよう働きかけてまいります。 

  また、公共施設を快適に利用していただくために、山下町営住宅の老朽箇所の改修や、比較

的高齢者の利用が多い地域福祉センターや生涯学習センターに設置されている洋式トイレを、

計画的に洗浄機能つきトイレへ切り替えてまいります。 

  ３つ目の要素は、生活に潤いをもたらす都市緑地の整備です。特に、身近な公園や緑地につ

いては、コロナ禍の中で自粛生活を余儀なくされたこともあって、息抜きや軽い運動を行う場

所として見直されています。今後の公園等の整備につきましては、令和４年度に新たな公園施

設長寿命化計画を策定し、西船迫一丁目公園や北船岡１号公園、若葉１号公園、山崎山公園、

葛岡山公園、槻木駅西緑地などにおいて、遊具の設置や園路、花壇、トイレなどの整備を行っ

てまいります。南浦公園につきましては、子どもたちが楽しく遊べる公園としてばかりでなく、

地域の行事等を通して地域住民同士が触れ合うコミュニケーションの場や、イベント等を通し

て多くの人と人とが交流する場としてリニューアルが図れないか、ワークショップを開催する

など、将来の公園の在り方や管理の方法について検討する、新たなパークマネジメントの導入

に向けて取り組んでまいります。 

  また、太陽の村では、令和３年７月に木育あそびの部屋がオープンし、木のおもちゃを使っ

た遊びなど、未就学児を中心に若いファミリー層から大変好評を博しております。令和４年度

においては、斜面を利用しての大型遊具の設置について測量費を予算計上し、子どもたちの体

力づくりの場として、また子育て世代を中心とした家族連れが遊び、憩い、集う場として、太

陽の村の魅力をさらに向上させてまいります。 

  今後とも、町なかに四季折々に花が咲く花木に囲まれた景観を形成し、幼児向け遊具や高齢

者用の健康遊具を備えた魅力的な公園を整備し、親子連れや高齢者など、町民が訪れ交流する

にぎわいの場づくりを行ってまいります。 

  ４つ目の要素は、一人一人が健康で主体的に社会参加ができるようにすることです。安全で

快適なまちを舞台に、多くの町民が生き生きと元気にまちづくりや地域活動、ボランティア活

動に参加し、住民主体の活動が活発化していくことは、まちに新たなエネルギーが蓄積され、

まちが活気づく原動力にもなります。そのためにも子どもからお年寄りまで、多様な世代一人

一人が心身ともに健康で、自分らしく社会に参加し、活躍できるようなまちにしていかなけれ

ばなりません。安心ネットの構築のために、地域医療体制の充実や地域包括ケアシステムの深

化、フレイル対策などを実施するとともに、若者や子育て世代を含む地域全体でより住みやす
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い地域の形成を目指す、新しいコミュニティづくりなどを支援してまいります。 

  緊急を要する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては、令和３年11月

末までに２回目の接種を完了した18歳以上の方２万8,552人のうち、まずは、一般高齢者への

３回目の接種を令和４年２月１日から開始しております。順調にいけば令和４年６月末までに

は、18歳以上で追加ワクチン接種を希望する方全員に対し、ワクチン接種を終える予定として

おります。 

  新たな健康対策事業につきましては、新生児に対する聴覚検査費用を助成し、検査の受検率

の向上を図り、聴覚障害の早期発見に努めることで、音声言語発達等への影響を最小限に抑え

られるよう取り組んでまいります。 

  ２点目、移住・定住対策でございます。 

  地方が抱える最大の課題である人口減少問題を克服するためには、移住・定住を促す政策に

全力を挙げていかなければなりません。まず、町外から人を呼び込み定住に結びつけていくた

めには、関係人口の増加や移住・定住対策の充実強化を図ることが大変重要になってきます。

若者にとって移住の決め手となるのが、地域に魅力的な働き場所が確保されていることや、教

育や子育て施策が充実していることであり、テレワークやリモートワークが可能となる情報環

境が整備されていることにあります。 

  コロナ禍の影響で「地方へ移住したい」、ワーク・ライフ・バランスの実現のためにも「地

方で働きたい」という若者の新たな動きを見据え、まずは、東京有楽町のふるさと回帰支援セ

ンター等において、柴田町の魅力や移住・定住に際しての支援施策について、きめ細かに情報

発信してまいります。次に、主に地元の若者の視点で柴田町の魅力を発見し、磨きをかけるこ

とができるような市民ライターを養成し、移住・定住先として柴田町を選んでいただけるよう

に、住民と協働で情報発信してまいります。何といっても若者が移住先でどんな仕事をするか

が大変重要なポイントです。柴田町としては、若者が都会で培った情報技術やものづくり技術、

デザイン力などを生かして仕事おこしができるような環境を整備します。また、農村地域の自

然や景観、歴史、伝統文化など豊かな里山に引かれて、古民家に宿泊する都会の方々が少なく

ありません。そこで、田舎暮らしに憧れる都会の人を対象に、地域の資源を活用した新たなビ

ジネスを生み出そうとする地域おこし協力隊員や、起業意欲を持つ若者を支援し、地方への移

住・定住につなげてまいります。 

  特に若いファミリー層にとって、自然豊かな柴田町で、ゆとりを持って子育てができる環境

が整備されているかは、移住に踏み出す際の大きな鍵となります。「（仮称）第２期柴田町子
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どもの未来応援プラン」を策定し、自然豊かな中で子どもたちが心身ともに健やかで、たくま

しく育つことができる環境を整備してまいります。新規事業として、柴田町において不安を持

つことなく、安心して子どもを産み、育てることができるよう、子ども家庭支援員を配置し、

それぞれの家庭に合ったサポートを行います。また、保育所等においてＩＣＴによるデジタル

化を進め、保護者へのきめ細やかな情報提供や保育士等の業務の効率化を図ってまいります。 

  待機児童の解消に向けては、令和５年４月に、民間事業者がゼロ歳から５歳までを対象とし

た60人定員の保育所を、槻木四日市場地区において開所できるよう国と協議をしておりますの

で、町も支援してまいります。 

  ３点目、将来のまちづくりを担う子どもたちの育成でございます。 

  将来のまちづくりの担い手となる子どもたちの教育環境の充実についてですが、これまで、

児童・生徒の学力や学習意欲の向上に向けた取組について、国のＧＩＧＡスクール構想に基づ

き、児童・生徒への１人１台のパソコンの配備や、特別教室の電子黒板、各小学校の３Ｄプリ

ンタなどの情報機器を整備してまいりました。今後は、デジタル教材や動画などＩＣＴを効果

的に活用し、分かりやすく親しみやすい授業を通して、知識や技能の定着を図るとともに、思

考力、判断力、表現力を養いながら、子どもたちがお互いに協力し合い、主体的に学ぶ力を育

んでまいります。また、英語学習については、令和４年度も小中学校に外国語指導助手のＡＬ

Ｔを４人配置し、ふるさと柴田町のよさについて英語で情報発信ができるＳＡＫＵＲＡ ＰＲ

ＯＪＥＣＴや放課後英語楽交を引き続き実施してまいります。ここで学んだ英語力を使って、

桜まつりに訪れる外国人観光客をおもてなしするＪＯＶ活動に参加し、まちづくりに貢献する

ことで、柴田町への愛着や誇りを育む、いわゆるシビックプライドを醸成してまいります。さ

らに、学校教育環境の整備につきましては、校舎や体育館、武道館、そしてグラウンドと大規

模な改修を順次進めてまいりました。令和４年度は、子どもたちからも要望があった、学校遊

具やテニス用オムニコートの整備費用を予算計上し、子どもたちの期待に応えてまいります。

加えて、現在、児童・生徒が使用している古くて狭くなった机、約2,200台を、令和４年度、

令和５年度の２か年で、新しいＪＩＳ規格に基づいた机に取り替えるなど、さらなる教育環境

の充実を図り、将来のまちづくりを担う子どもたちの育成に努めてまいります。 

  ４点目、「花のまち柴田」のブランド化による稼ぐ力の醸成でございます。 

  今後、柴田町が未来都市の実現に向かって持続的な歩みを続けていくためには、政策の裏づ

けとなる財源の確保が重要な課題となってきます。なぜなら、歳入において柴田町が使い道を

制限されないお金、いわゆる自主財源は、歳入全体の47.5％しかありません。こうした財源状
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況から、税収以外にも新たな財源を確保していかないと、新規事業が全くできなくなるおそれ

があるからです。柴田町ではこれまで、税収以外の資金を稼ぐために、「花のまち柴田」をテ

ーマに観光戦略やプロモーション活動を展開し、ふるさと納税の寄附金の募集や、施設へのネ

ーミングライツを導入し、民間資金の調達を図ってきました。 

  そうした観光戦略の取組が功を奏し、令和４年１月末現在のふるさと納税の寄附金は、前年

の同時期を超えた金額となっています。令和２年度で集まった約17億円の寄附金については、

その半分を活用し、学校の校舎、体育館、武道館などの整備をはじめ、トイレの洋式化や水害

対策などに充て、子どもたちの教育環境の整備や町民の皆さんの暮らしの向上、生活環境の改

善に努めてきました。 

  ところが、コロナ禍以前において、我が国の経済を支える大きな柱の一つとなっていたイン

バウンド観光は、コロナ禍の中で厳しい状況に直面しており、今後の見通しも立っておりませ

ん。しかし、一方で、新たな観光トレンドの芽も生まれています。それは、近場で観光スポッ

トを巡るマイクロツーリズムという流れです。まさにこの流れは、日帰り客をターゲットにし

た「花のまち柴田」のブランド化を目指した柴田町の観光戦略と軌を一にするものであります。 

  今後、四季折々に歩いて楽しいウオーカブルな歩行空間の整備や、多様な魅力を備えた公園

や緑地の整備を図ることで、さらなる観光地としての魅力を高め、その魅力を毎年多くのふる

さと納税の寄附金が寄せられている首都圏や関西圏を中心に、フェイスブックなどのＳＮＳや

プロモーション動画の制作、タウン情報誌、新聞広告など、様々なＰＲチャンネルを使って発

信するプロモーション活動を積極的に展開してまいります。 

  特に、令和５年は、白石川堤に桜が植樹されてから100年の記念の年となります。そこで、

大河原町と連携し、令和４年度と令和５年度において、記念キャンペーン事業を実施いたしま

す。令和４年度は、昔の白石川堤一目千本桜での花見の風景をテーマにした思い出フォトコン

テストなどを実施して、町内外に話題づくりをアピールしてまいります。 

  今後とも、観光まちづくりの推進力をさらに高め、ふるさと納税に結びつけるとともに、ク

ラウドファンディングやネーミングライツを活用しながら、自ら資金を稼ぐ力を養い、財政基

盤の強化につなげてまいります。 

  ５点目、行政のデジタル化と官民連携や広域連携の推進でございます。 

  我が国の経済社会や地域社会の変化によって、次々に起こる地域課題に対し、行政がそうし

た課題解決に取り組めば取り組むほど、業務量は増えるばかりです。一方で、近年公務員への

成り手が不足し、マンパワーの低下が懸念されています。 
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  今後10年先を見据えた中で、町政を持続的に運営していくためには、行政のデジタル化によ

る業務の効率化はもとより、官民連携や広域連携、これまで以上に職員のスキルアップを図っ

ていかなければなりません。行政のデジタル化の一歩として、令和４年１月からマイナンバー

カードを使った各種証明書のコンビニ交付を開始しました。また、住民サービスの向上を図る

ため、今後のワンストップサービスの第１弾として、ご遺族手続案内窓口を町民環境課に設置

しました。 

  また、令和４年度においては、柴田町が目指すべきデジタル社会における仕事の進め方や、

デジタル技術やデータを活用した中での、多様な町民ニーズへの対応と行政サービスにおける

利便性の向上、さらに、職員のＩＣＴスキルアップを図るために、（仮称）柴田町ＤＸ推進計

画の策定に向けた取組に着手してまいります。まず手始めに、行政手続のオンライン化やＷＥ

Ｂ口座振替受付サービスを導入し、利便性を向上させてまいります。 

  次に、柴田町における官民連携事業の先駆けとなった（仮称）柴田町総合体育館の建設につ

いては、令和４年１月に優先交渉権者が決まりました。事業概要は、バスケットボールコート

２面分の広さを確保した上で観客席を設け、冷暖房設備を完備し、防災（避難所）機能を備え

たものとなっています。事業方式は建物賃貸借方式とし、民間事業者が体育館を整備し、町が

建物を賃借することになりますが、維持管理と運営は民間事業者が行います。今後、令和６年

12月までに利用開始できるように、設計業務のモニタリングを実施し、完成後は子どもからお

年寄りまで使い勝手がよく、いざというときには安全な避難所として活用できる総合体育館を

建設してまいります。 

  また、地方においては、人口減少という地域課題を抱え、一方で、経済社会のグローバル化

やデジタル化が急速に進展しています。そうした中で地方自治体が生き残っていくためには、

広域的な自治体間での連携が大変重要になってきます。これまで大河原町と連携した「白石川

堤一目千本桜観光連携推進協議会」や、２市７町での「みやぎ仙南サイクルツーリズム推進会

議」、さらには、柴田町がリードし、２市９町の自治体と民間団体などで立ち上げた「みやぎ

蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」を中心に、仙南地域の各自治体が連携してみやぎ蔵王の花

園や自然、歴史文化、グルメ、レジャー施設などの魅力を全国にアピールしてきたところです。

今回、「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊」が「北海道ガーデン街道」や「ガーデンネックレス横

浜」、「宮崎花旅365」など、ネームバリューが高い一流の観光地と肩を並べ、東北地域で初

めて国土交通省の庭園間交流連携促進計画（ガーデンツーリズム登録制度）に認定されました。

この認定をきっかけに、仙南地域全体を見据えた広域圏の活性化と庭園文化の普及のために、
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柴田町がさらなるリーダーシップを発揮してまいります。 

  次に、職員のスキルアップについては、行政手続のオンライン化や情報システムの標準化、

共通化など、ＩＣＴスキルを磨きながら業務改善を図り業務効率を上げるとともに、効率が上

がった分、職員が本来担うべき役割である一人一人の町民に寄り添い、町民が抱える個々の課

題の解決や地域の課題解決に積極的に向き合えるようにしてまいります。常に現場に出向き、

住民の声を聴くことを基本に、事業者や専門家とのつながりを深め、専門性とコミュニケーシ

ョンスキルを磨いた上で、課題解決に向けての政策立案ができ、実行に移せる職員を育ててま

いります。 

  おわりに。 

  最後に、現在進めている役場庁舎や保健センターの改修工事は、令和４年３月末までに完了

します。見違えるようにきれいで明るくなった庁舎は、職員はもとより町民の皆様からも高い

評価を得ています。有利な交付税措置が受けられる緊急防災・減災事業債や公共施設等適正管

理推進事業債を活用し、約12億円の起債事業とはなりましたが、機に乗じて庁舎の耐震化とリ

ニューアルを決断して本当によかったと思っております。 

  今後とも、職員と共に心機一転、アフターコロナ時代における柴田町の未来像であるガーデ

ンシティ構想の実現に向けて、果敢にチャレンジしてまいります。 

  私自身、今後とも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、

シティマネージャーとして仙南地域の発展を牽引できるよう、リーダーシップを発揮してまい

ります。 

  当面、令和４年度においてもコロナ禍での町政運営となりますが、たとえ困難に直面したと

しても、これまでの一貫した政治姿勢と行政経験や政策力をもって着実に成果を上げていくこ

とで、ガーデンシティ構想の実現といった柴田町の未来像に対する町民の皆様の理解を深めて

まいります。 

  議員各位及び町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

  若干ちょっと読み間違いがありましたので訂正をさせていただきます。皆さんのところには

ページはいっていないのかな。 

  令和４年度の予算の概要の中で、「総務省の令和４年度の地方財政対策」を「３年度」と読

んでしまったようです。「４年度」に訂正をさせていただきます。 

  その下、「地方消費税交付金は、消費税の落ち込み」と、「税」を入れてしまったようです

が、「消費の落ち込み」の誤りです。 
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  それから主な政策、「４つ」と言いましたが、実は「５つ」でございますので、ここも訂正

をお願いいたします。 

  それから、「町道中名生16号線」と申しましたけれども、実際は「農道中名生16号線」とい

うことで、町道ではありませんので、訂正をお願いいたします。 

  「西船迫１号公園」を「西船迫一丁目公園」と読んだようでございますので、「西船迫１号

公園」の誤りでございます。 

  あとはちょっと語尾の間違いでございますので、大きな間違いはないということにさせてい

ただきます。 

○議長（髙橋たい子君） お諮りをいたします。施政方針に対する質疑は、当初予算審査の際に

総括質疑の中で行います。これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。 

  なお、令和４年度各種会計予算についての総括質疑の要旨は、議会運営委員会の協議の結果、

本日午前９時30分まで議長へ提出となっております。 

  総括質疑は３名の議員から提出がありましたので、お知らせをいたします。 

  総括質疑は３月８日に行います。 

  お諮りいたします。日程第６、諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて、日程第７、議案第50号固定資産評価審査委員の選任について、以上２件は人事案件であ

りますので、議員全員協議会にお諮りしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。 

  これより直ちに委員会室において議員全員協議会を開催いたしますので、ご参集をお願いい

たします。 

  それでは、ただいまから休憩いたします。 

  議員全員協議会終了次第、再開いたします。午前11時５分再開といたしますので、よろしく

お願いいたします。 

  全員協議会終わって休憩となります。失礼。 

     午前１０時４４分  休 憩 

                                            

     午前１１時０５分  再 開 
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○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第６ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（髙橋たい子君） 日程第６、諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてを議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについての提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員髙橋正人氏が令和４年６月30日をもって任期満了となります。 

  髙橋氏は、平成31年４月から柴田町の人権擁護委員として、人権擁護に関する啓発活動や各

種相談など人権思想の普及に力を注がれており、仙台法務局大河原支局管内の活動では、子ど

も委員会委員として、いじめや不登校、虐待などの子どもをめぐる人権問題に熱意を持って取

り組んでおります。また、円龍寺の住職として地域住民の信頼も厚く、地域福祉推進の中心的

な役割、担い手としてご活躍されております。 

  つきましては、これまでの経験で得た知見をもって人権思想の普及、高揚に努めていただけ

る適任者として髙橋正人氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものです。 

  何とぞご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入りますが、議会運営基準により討論は省略いたします。 

  これより諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての採決を行います。 

  本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、諮問第３号人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについては、これに同意することに決定いたしました。 

                                            

     日程第７ 議案第５０号 固定資産評価審査委員の選任について 
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○議長（髙橋たい子君） 日程第７、議案第50号固定資産評価審査委員の選任についてを議題と

いたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第50号固定資産評価審査委員の選任につ

いての提案理由を申し上げます。 

  現在、固定資産評価審査委員としてご活躍いただいております佐藤英世氏が令和４年４月12

日をもって任期満了となります。 

  佐藤氏は、東北学院大学大学院法学研究科において、行政法の教授として教鞭を執り、固定

資産評価審査委員会設置の目的である固定資産の価格に係る不服審査の専門的知識を有してお

り、人格的にも温厚で、職務遂行能力も十分兼ね備えた方であります。 

  昨今、固定資産評価に関する住民の関心度も高くなっており、行政不服審査等に対応できる

知識を兼ね備えた佐藤英世氏を再任したく、ご提案申し上げる次第であります。 

  何とぞご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入りますが、議会運営基準により討論は省略いたします。 

  これより議案第50号固定資産評価審査委員の選任についての採決を行います。 

  本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、議案第50号固定資産評価審査委員の選

任については、これに同意することに決定いたしました。 

                                            

     日程第８ 議案第５１号 町道路線の変更について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、議案第51号町道路線の変更についてを議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第51号町道路線の変更についての提案理

由を申し上げます。 

  今回の町道路線の変更は、中名生字六角前46から中名生字八幡216に位置する町道中名生17
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号線の路線終点を変更するものです。 

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

いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） それでは、詳細説明をいたします。 

  議案書７ページをお開きください。 

  議案第51号町道路線の変更についてです。 

  今回の変更に当たっては、道路法第10条第３項の規定に基づき、お願いをするものでござい

ます。 

  それでは、お配りしています議案第51号関係資料をご覧ください。 

  Ａ４、１枚のカラーのものでございます。 

  最初に図面の表記についてです。 

  凡例にありますように、青色の破線で示していますのが変更前となります。赤色の実線が変

更後となります。道路の起点が丸印、終点部を矢印で表しています。この町道中名生17号線は、

いわゆる三名生街道と接続する町道中名生12号線を起点としまして、終点の中名生字八幡と結

ぶ路線でございます。当該路線の延長を減とする部分が中名生地区のほ場整備事業エリアとな

りましたことから、ほ場整備事業により、現在の道路の位置、それから形状が著しく変更とな

ることから、道路終点位置の変更をお願いするものでございます。 

  延長については、変更前が711メートルです。変更後については83.5メートルとなり、627.5

メートルの延長減となるものでございます。 

  それでは、議案書７ページにお戻りください。 

  議案書のほうで路線名、起点、終点をご説明します。 

  今回の変更路線です。町道中名生17号線です。起点は新旧とも変わりません。柴田町大字中

名生字六角前46地先です。終点になります。変更前が、旧が柴田町大字中名生字八幡216地先、

新については、柴田町大字西洞明田26－1地先となります。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第９ 議案第５２号 柴田町債権管理条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第９、議案第52号柴田町債権管理条例を議題といたします。 
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  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第52号柴田町債権管理条例についての提

案理由を申し上げます。 

  金銭の給付を目的とする町の権利は、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の

規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる「強制徴収債権」、

強制徴収債権以外の「非強制徴収債権」に分類されます。これらの町の債権管理に関する事務

処理を明確化するとともに、回収が困難と見込まれる一定の要件を満たす債権の放棄について

も必要な事項を定め、当該事務の適正化及び公平かつ円滑な行財政運営を行うための条例を制

定するものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、柴田町債権管理条例について詳細説明をいたします。 

  議案書の９ページから11ページにかけて、11条から成る条例になります。 

  町の債権管理に関する事務処理を明確化し、効果的・効率的な債権回収のため、債権管理台

帳の整備や滞納者に関する情報を共有することで、債権管理のより一層の適正化を図るもので

す。 

  議案第52号関係資料、柴田町債権管理条例の概要により説明をさせていただきます。 

  条例の内容です。 

  第１条は、条例を定める目的となり、町の債権管理の事務処理について必要な事項を定め、

適正化を図るものです。 

  第２条は、条例で使用する用語についての定義規定になります。第１号は町の債権について、

第２号は強制徴収債権について、具体例として、町税、国民健康保険税、介護保険料等がこち

らに当たります。第３号は非強制徴収債権について、非強制徴収公債権として行政財産使用料

など、私債権として水道使用料、町営住宅使用料などが該当いたします。 

  第３条は、法令又は他の条例との関係について規定しており、法令や他の条例がまず優先す

ること、債権の管理について、この条例により事務処理することを規定しています。 

  第４条は、町長の責務について、町の債権には企業会計の水道、下水道事業も含み、適正な

管理を行う責務規定となります。 

  第５条は、台帳の整備について、適正な債権管理を行うため、統一的な債権管理台帳を作成
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するものです。なお、台帳には、システムにより閲覧できる記録も含むものといたします。 

  第６条は、督促について、納期限を過ぎても納付しない場合に期限を指定して納付の催告す

ることを規定しております。 

  第７条です。債務者に関する情報の共有についてです。債権管理に関する事務を効果的に行

う必要がある場合のみ、必要な限度において関係課で利用することができるものとするもので

す。 

  第８条です。滞納処分について、町税等の強制徴収債権が督促をしても納付されなかった場

合に、資力があるにもかかわらず納入しない債務者に対し、地方公共団体自ら差押え等の滞納

処分を行うことを規定しております。ただし、資力がないなどの一定の事由に該当する場合は、

徴収猶予や滞納処分の停止などの措置を行うものです。 

  第９条は、強制執行についてになります。非強制徴収債権として、非強制徴収公債権と私債

権について、督促をしても納付されなかった場合に、資力があるにもかかわらず納入しない債

務者に対し、強制執行等を行うことを規定しています。ただし、資力がないなど一定の事由に

該当する場合は、徴収停止や免除などの措置を行うものです。 

  第10条は、債権の放棄について、非強制徴収公債権と私債権について、第１号から第５号に

該当する場合に限定して債権の放棄をできることを規定しています。第２項においては、債権

を放棄した場合には、議会に報告することとしております。 

  次に、申し訳ありません、議案書11ページをお願いします。 

  第11条、その他は、委任規定となります。この条例に定めるもののほか、または施行に関し

必要な事項について、規則で定めるものとします。 

  附則です。施行期日を令和４年４月１日からとしております。 

  第10条について、もう一度説明をさせていただきます。 

  第１号から第５号までに該当すれば債権放棄をできると規定しております。 

  第１号に関しては、破産法または会社更生法等の規定により免責をされた場合が該当します。 

  第２号においては、債務者が死亡し、その相続が限定承認があった場合、また相続人全員が

相続放棄をした場合、または相続人がいない場合を想定しております。 

  第３号は、債務者が著しい生活困窮状態にある場合、または地方自治法施行令の第171条の

２、つまりこれは滞納処分をした場合、それから滞納処分等を行った後もなおそれが債務が全

額弁済されない場合、債務者が無資力またはそれに近い状態の場合には、債務の履行の見込み

がないと認められる場合ということになります。 
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  第４号においては、徴収停止の措置を行った後、相当の期間経過した後においてもなお債務

を履行させることが著しく困難、不適当である場合、つまり資力の回復がないという場合には、

執行停止をかけてから一定期間たった場合に債権放棄をできる規定になります。 

  第５号、町の債権のうち、こちらは消滅時効について時効の援用が必要なものに関して、消

滅時効に係る時効期間が満了したものということで、12月議会においても、債権放棄の議案を

いただいた例としても、債務者の時効の援用がないがために債務整理ができていなかったもの

に関して、こちらの規定において時効の援用がなくても債権放棄できる規定ということで設け

させていただきました。 

  以上になります。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１０ 議案第５３号 柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第10、議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を

改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に

伴い、本条例の定義規定において引用する法律を改めるものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） それでは、議案書13ページをお開きください。 

  議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例です。 

  この条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、令和４年４月１日に廃止となる、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律からの引用としている個人識別符

号、要配慮個人情報、独立行政法人等の定義を個人情報保護に関する法律からの引用に改める

改正を行うものです。 

  それでは条文の説明になります。 
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  13ページをご覧いただきたいと思います。 

  第２条第１号中、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第２条第３項」を「個

人情報の保護に関する法律第２条第２項」に、14ページになります。同条第２号中、「行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律第２条第４項」を「個人情報の保護に関する法律第

２条第３項」に、同条第３号中、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第

２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律第２条第９項」に改めるものです。 

  附則です。この条例は令和４年４月１日から施行する。 

  以上、柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例の詳細説明といたします。よろしくお

願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１１ 議案第５４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第11、議案第54号職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第54号職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じ

る措置」により、人事院規則が改正となることに伴うものです。 

  主な改正内容は、非常勤職員の育児休業及び部分休業のうち「引き続き在職した期間が１年

以上」との取得要件を廃止するとともに、「妊娠又は出産等についての申出があった場合にお

ける措置等」及び「勤務環境の整備に関する措置」についての規定を新たに設けるものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） 議案書15ページをお開きください。 

  議案第54号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての詳細説明をいた

します。 

  令和３年６月９日に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律を改正する法律が公布されました。それに基づきまして人事院規則が改正され、妊娠・出
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産・育児等と仕事の両立支援のための休暇・休業等に関する措置が一体的に講じられることと

なり、その中で、非常勤職員の育児休業及び育児時間の取得要件の緩和等の措置が令和４年４

月１日から施行予定となっております。 

  今回の条例改正は、育児・介護休業法及び人事院規則の改正の趣旨を踏まえ、地方公務員法

で、地方公共団体の職員の勤務時間、休暇、その他の勤務条件についても、国家公務員法の内

容等を踏まえることを求められていることから、柴田町においても同様の措置を講ずるべく、

必要な改正を行うものです。 

  それでは、条文の説明をいたします。 

  第２条、育児休業をすることができない職員。これまで、改正前は「引き続き在職した期間

が１年以上」と明記されておりましたが、引き続き在職した期間が１年以上という要件を廃止

するため、改正前の条例、第２条第１項第４号「（ア）任命権者を同じくする職（以下「特定

職」という。）に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員」を削除し、改正後は、

第２条第１項第４号（イ）を（ア）に、（ウ）を（イ）とし、併せて必要な改正を行うもので

す。 

  16ページをお開きください。 

  同様に、非常勤職員の部分休業の取得要件のうち、引き続き在職した期間が１年以上との要

件を廃止するため、改正前の第17条第１項第２号ア「特定職に引き続き在職した期間が１年以

上である非常勤職員」、及びイの「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で

定める非常勤職員」を削除し、改正後は、第17条第１項第２号に、改正前の第17条第１項第２

号イの要件を加える改正を行うものです。 

  また、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するための必要措置を講じるため、第21条と

して「妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等」について、第22条として

「勤務環境の整備に関する措置」についてを新たに設けるものです。 

  附則です。この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  以上、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明といたします。どう

ぞよろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１２ 議案第５５号 柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例 
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○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第12、議案第55号柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第55号柴田町非常勤消防団員の定員、任

免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  全国的に消防団の団員数は減少しており、本町においても同様の傾向にあります。昨今、大

雨や地震などの大規模な自然災害が多発化・激甚化しており、地域の消防・防災の中核的存在

である消防団に求められる役割が多様化しています。こうした中、令和３年４月13日に消防庁

長官から非常勤消防団員の報酬等の基準が示されたことから、本町においても、消防団員の処

遇改善を図るため、報酬額等の改正を行うものです。 

  また、消防団員の定員数については、昭和41年の条例制定時から改正を行っていないことや

実人数と乖離があることを踏まえ、実情に応じた定員数に見直すものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） それでは、議案第55号柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案書19ページになります。 

  令和３年４月13日に消防庁長官から発出された消防団員の報酬等の基準の策定等についての

通知に示された基準を踏まえ、報酬額等を改定するものでございます。 

  また、消防団員の定数については、昭和41年の条例制定時から改正を行っていないことや実

人数と乖離があることを踏まえ、実情に応じた定員数に見直すものでございます。 

  まず１点目、消防団員の定員の引下げについてご説明します。 

  改正後、第２条第１項になります。消防団員の定数については、消防組織法の規定に基づき、

町の条例で定めています。現在の条例の定員数350名に対し、令和４年２月１日時点の団員数

は277人であり、充足率は79.1％と乖離が大きい状況です。消防団員の総数については、国は

「業務を円滑に遂行するために地域の実情に応じ必要な数」と示しており、柴田町においては

昭和41年に制定した条例定員が今まで変わっておらず、条例制定時からこれまでに常備消防も

充実し、実情に応じた定員数に見直しを図るものです。具体的には、350人から300人へと改正

を行いますが、現在の実情に合わせ、小型ポンプの運用要員を基準に必要な人員を積み上げて
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算出を行った数が300人となります。 

  続いて２点目、消防団員の報酬額等の改正についてご説明します。 

  全国的に消防団員の減少に歯止めがかからず、柴田町においても、令和元年度294人、令和

２年度284人、令和３年度277人と、団員数は減少傾向にあります。また、災害の多発化・激甚

化に伴い、消防団に求められる役割は、より多様化・複雑化しており、一人一人の負担が増加

している消防団の労苦に報いるためにも、報酬・出動手当をはじめとした団員の処遇の改善が

必要であると思われることから、令和３年４月13日に消防庁長官から発出された消防団員の報

酬等の基準の策定等についての通知に示された基準を踏まえた上で、報酬額等の改正を行うも

のです。 

  具体的には、まず改正後、第14条第２項の団員階級の年額報酬についてです。現行３万

1,600円であるところを、国で定めた標準額３万6,500円まで引上げを行うものです。 

  次に、改正後、第14条第３項の団員の出動報酬についてですが、こちらも国で定めた基準を

踏まえ、水火災、地震等の災害に関する出動手当を出動報酬とした上で、出動１日当たり標準

額である8,000円とするものです。４時間以内の出動については、4,000円といたします。災害

に関する出動報酬については、仙南の近隣市町との均衡を取った額となります。 

  それでは、20ページをお開きください。 

  その他、災害以外の２号警戒から４号会議の出動についても、出動手当から出動報酬となり

ますが、額については現行の１回2,300円となります。この出動報酬の２号警戒から４号会議

については、災害出動と比較をすると、ある程度活動時間が決まっており、１日に２回出動す

ることもあることから、団員の処遇改善に沿った運用を今後も図っていくために「１回につ

き」という表現にいたしました。 

  また、改正後、第15条第１項になります。これまで費用弁償としていた出動手当を出動報酬

にすることから、団員の出動に伴い実費が生ずることも踏まえ、町の非常勤特別職に対する費

用弁償の取扱いを例に、出動１日につき500円を費用弁償として支給することといたします。 

  その他の改正点としては、19ページをお開きください。 

  改正後、第10条第１項は、国の「○○市（町村）消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例（例）」の改正の中で、災害に関する文言の整理があったことから、それに合わせ、

今回災害に関する文言の整理を行うこと及び改正後、第14条第１項報酬が年額報酬と出動報酬

の２種類になったこと。20ページをお開きください。改正後、第14条第４項から第６項は文言

の整理によること、第７項は出動報酬の支給に関する追記となります。 
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  また、改正後、第15条第２項は、費用弁償の支給例としている柴田町職員等の旅費に関する

条例の改正、こちらは平成３年に改正されてございますが、これに伴う表記の改正がなされて

いなかったため、今回併せて文言の整理を行うものです。 

  次に、21ページになります。 

  改正後、第18条の見出しは、字句の改めを行うものです。 

  附則になります。この条例は、令和４年４月１日から施行いたします。 

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１３ 議案第５６号 柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実動隊条例の一部

を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第13、議案第56号柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実

動隊条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第56号柴田町交通指導隊条例及び柴田町

防犯実動隊条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、令和３年４月に消防庁より示された非常勤消防団員の報酬等の基準に基

づき改正される柴田町消防団員の報酬及び費用弁償に準じ、柴田町交通指導隊員及び防犯実動

隊員においても、隊員階級の年額報酬及び費用弁償について改正するものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） それでは、議案第56号柴田町交通指導隊条例及び柴田町

防犯実動隊条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案書23ページをお開きください。 

  今回の改正理由は、柴田町交通指導隊員及び柴田町防犯実動隊員の報酬等については、柴田

町非常勤消防団員に準じて規定されていることから、議案第55号柴田町非常勤消防団員の定

員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に合わせて所要の改正を行うものです。 

  柴田町交通指導隊条例及び柴田町防犯実動隊条例の一部を改正する条例。 

  第１条、柴田町交通指導隊条例の一部を次のように改正する。 
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  まず、費用弁償についてですが、改正前の第10条を全部改正し、第１項として、「隊員が第

５条の規定に基づき任務に従事した場合は、１日につき500円を費用弁償として支給する」を

新たに規定するものです。 

  第２項として、改正前の第10条の規定内容に変更はありませんが、柴田町職員等の旅費に関

する条例の改正に伴う改正がされていなかったため、文言の整理を行い規定するものです。 

  次に、別表の改正です。 

  隊員階級の職務報酬の年額、現行３万1,600円を３万6,500円に引き上げるため、改正するも

のです。 

  議案書24ページをお開きください。 

  第２条、柴田町防犯実動隊条例の一部を次のように改正する。 

  この改正は、第１条の柴田町交通指導隊条例の一部改正と同様です。 

  附則になります。この条例は、令和４年４月１日から施行するものです。 

  以上、詳細説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１４ 議案第５７号 柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第14、議案第57号柴田町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第57号柴田町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴い、未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額の減額等を行う

ものです。あわせて、被保険者に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額、

被保険者均等割額、世帯別平等割額を見直すものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。税務課長。 

○税務課長（安彦秀昭君） それでは、議案第57号柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の詳細説明を申し上げます。 
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  主な内容についてですが、今回の改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健

康保険法等一部改正法の施行に伴い、関係政令が令和３年９月10日に公布され、国民健康法等

の改正事項として、未就学児の国民健康保険税被保険者均等割額を５割減額する措置が講じら

れましたので、条例の整備を行うものです。 

  また、国民健康保険事業の宮城県統一化に伴い、保険給付費等の財源のために納付する納付

金の算定基準となる標準保険税率における後期高齢者支援金等分の税率が年々上昇傾向にあ

り、現行の国民健康保険税率との乖離が大きくなっています。宮城県国民健康保険運営方針で

は、県内保険税水準の統一化を推進するため、市町村の現行税率と標準保険税率を公開する、

いわゆる見える化を図る方針となっています。統一化に向けて乖離幅を縮小するために後期高

齢者支援金等分を増額し、医療保険分を同額減額し、税率の調整を行うものでございます。 

  率の増加と減少が同率となるため、医療保険分と後期高齢者支援金等分の合計額では、改正

前と改正後の率の増減はありません。そして、被保険者が刑務所等に収監された場合に対する

保険税の減免措置が規定されていますが、減免を受けようとする者は、納期限前７日までに申

請しなければなりません。しかし、被保険者が単身の場合は、退所後の申請となり、減免対象

とならないため、複数人世帯と同様の減免申請が可能となる措置を規定するものでございま

す。 

  それでは、条文についてご説明いたします。 

  議案書25ページをお開きください。 

  柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例です。 

  第３条第１項から第23条第１項までは、国民健康保険税率の改正についてです。 

  別紙、お配りしている議案第57号関係資料をご覧ください。 

  この資料は、国民健康保険税率改正の内訳です。７割軽減世帯等各軽減世帯と軽減のない世

帯、いわゆる一般世帯の税率の改正についてです。各種別の改正後、改正前、増減額につい

て、そして右端になりますが、該当する条例・条項について記載しております。 

  各項目の上段が医療保険分で、下段が後期高齢者支援金等分となっています。後期高齢者支

援金等分の税率を増額し、医療保険分の税率を同額減額し、調整を図る改正です。 

  再び議案書25ページをご覧ください。 

  資料内容に記載のとおり、条例、第３条第１項は、一般世帯の医療保険分の被保険者所得割

額を「100分の6.85」から100分の0.75を減額し、「100分の6.10」と改正し、次に、26ペー

ジ、中段になります。 
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  第６条は、後期高齢者支援金等分の所得割額を「100分の1.75」から同額の100分の0.75を増

額し、「100分の2.50」と改正するものです。 

  次の第５条から第23条第１項まで、均等割額、世帯平等割額、そして軽減世帯についても同

様の改正を行うものです。 

  31ページをご覧ください。 

  第23条第２項は、未就学児に係る被保険者均等割額の減額規定です。第１号は医療保険分

で、第２号は後期高齢者支援金等分です。それぞれ被保険者均等割額を５割軽減し、２分の１

の額にするものです。 

  32ページをご覧ください。 

  第25条の２は、国民健康保険税の減額についてです。第２項は、減免を受けようとする者は

納期限前７日までに申請するとなっていますが、「ただし、納期限前７日までに申請すること

ができないことにつき相当の理由があると町長が認めるときは、この限りでない。」を追加す

るものです。 

  次に、33ページをご覧ください。 

  条例の附則になります。地方税法及び国民健康保険税条例における未就学児に係る均等割額

の減額措置の規定が加えられたことによる改正です。 

  40ページをご覧ください。 

  改正の附則になります。 

  第１項は施行期日です。この条例は令和４年４月１日から施行するものです。ただし、第３

条及び第５条の見出しの改正規定等については、公布の日から施行するものです。 

  第２項は適用区分になります。この条例による改正後の柴田町国民健康保険税条例の規定

は、令和４年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例によるものです。 

  以上で、詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いいたしま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１５ 議案第５８号 高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第15、議案第58号高額療養費貸付基金の設置及び管理に関
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する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第58号高額療養費貸付基金の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、制度の改正に伴い、医療費が高額になった際の一定以上の窓口での個人

負担がなくなったこと、高額療養費貸付基金の利用件数、金額が減少していることから、基金

の額を500万円から400万円に減とするものです。 

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

願いいたします 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、議案第58号高額療養費貸付基金の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について、詳細説明を申し上げます。 

  議案書41ページをお開きください。 

  今回の改正内容ですが、町長が提案理由で申し上げましたとおり、高額療養費貸付基金の額

の見直しになります。 

  高額療養費貸付制度は、窓口負担が高額となり支払いが困難な世帯に対して、生活の安定を

図ることを目的に、高額療養費に該当する分の資金を貸し付ける制度です。 

  しかし、平成19年度に限度額適用認定証の制度が導入されてからは、窓口で限度額適用認定

証を提示しますと、高額療養費に該当する部分を支払う必要がなくなりました。そのため、平

成19年度以降は、貸付制度を利用する方が一部に限られ、貸付件数、金額とも減少しておりま

す。 

  12月会議におきまして、平成14年度以前に貸し付けされ、回収不能となっておりました12

件、68万7,789円の債権の権利の放棄について可決をいただきましたので、現在の基金の額は

431万2,221円となっています。 

  そこで、貸付件数、貸付金額が減少していること、また債権の放棄が認められたことによ

り、基金の現在高が431万2,211円に減少したことを受けまして、今回基金の額を端数調整させ

ていただき、400万円と改正するものです。 

  それでは、改正の内容です。 

  高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例第３条は、基金の額を明記しております。

改正前「基金の額は500万円とする」を「基金の額は400万円とする」と、改正するものです。 
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  続きまして、附則です。この条例は、公布の日から施行するものです。 

  説明は以上でございます。ご審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１６ 議案第５９号 柴田町都市公園条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第16、議案第59号柴田町都市公園条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第59号柴田町都市公園条例の一部を改正

する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、二本杉町営住宅建替事業の一環で整備を進めております二本杉公園の名

称と位置の変更を行うものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） それでは、補足説明をいたします。 

  議案書43ページをお開きください。 

  議案第59号柴田町都市公園条例の一部を改正する条例についてです。 

  今回の改正は、令和３年９月９日に契約を締結し工事を進めている令和３年度二本杉町営住

宅建替事業二本杉公園整備工事が令和４年３月15日までに完成する見込みであることから、北

船岡町営住宅１号棟北側に位置します二本杉公園を廃止し、北船岡集会所北側に整備している

公園を北船岡中央公園とするものでございます。 

  それでは、関係資料をつけておりますので、そちらをご覧ください。 

  この資料は、公園の位置関係を示したものでございます。改正前の公園の場所を黄色で表示

しています。赤色の箇所が改正後の公園の場所となります。名称、面積、所在地について、あ

とは記載してございます。 

  なお、新たな公園の名称についてですが、公園整備前に北船岡地区の行政区長をはじめ、自

治会役員、それからＰＴＡ、周辺住民の方々とワークショップを重ねた中で、名称について議

論しまして参加者総意でもって決定されたものでございます。 

  それでは条文についてです。 
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  議案書44ページをお開きください。 

  今回は別表についての改正です。最初に下段の改正前についてですが、公園名称が二本杉公

園、位置が柴田町北船岡二丁目４番116から、改正後、公園名称が北船岡中央公園、位置が柴

田町北船岡二丁目４番125とするものです。 

  附則です。この条例は、公布の日から施行する。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１７ 議案第６０号 財産の取得について（図書館整備用地） 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第17、議案第60号財産の取得について（図書館整備用地）

を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第60号の財産の取得についての提案理由

を申し上げます。 

  今回提案する財産の取得は、図書館整備のための用地取得であります。平成30年11月30日及

び令和２年12月25日に締結した土地売買に関する覚書により、菊地充子氏と令和３年12月28日

に土地売買仮契約を締結したので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 議案書47ページをお願いします。 

  議案第60号財産の取得について、図書館整備用地取得に関する案件です。 

  土地所有者と令和３年12月28日、取得のための土地売買仮契約を締結したことから、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を

求めるものです。 

  議案第60号関係資料をご覧ください。 

  今回の図書館整備用地取得事業については、平成30年11月30日に5,265平方メートルの用地

のうち、建設業者と賃貸借をしていた998平方メートルを除く4,266平方メートルを8,102万

5,949円で購入する土地売買契約書を締結し、取得していました。残りの土地については、賃



３９ 

貸借契約が終了し、更地となった場合に、当初の土地単価で取得する旨の土地売買に関する覚

書を取り交わしておりました。その後、権利関係の手続にさらに時間を要することになったこ

とから、覚書の期限を令和３年12月31日まで延長したものです。 

  令和３年11月に土地所有者より権利関係の整理が完了したことから土地の買取り申出があり

ましたので、現況を確認し、覚書に基づき、998平方メートルを1,896万8,829円で購入する仮

契約を取り交わしたものです。 

  関係資料２ページをご覧ください。 

  黄色実線で囲まれているところが先行して取得した土地です。赤色実線で囲まれたところが

今回取得する土地となります。今回、図書館整備用地として同一の事業に供する目的で取得す

ることから、平成30年度分と合わせると、取得金額が700万円以上で、面積が5,000平方メート

ル以上となることから、議会の議決に付さなければならない財産の取得となるものです。 

  取得財産について説明をいたします。 

  議案書47ページをお願いいたします。 

  １、取得する土地は、しばたの郷土館北側、柴田町船岡西一丁目422番１と422番６の２筆で

す。 

  ２、地目及び地積は、畑4,266平方メートルと畑998平方メートルの合計5,265平方メートル

の土地です。 

  ３、取得金額です。合計で9,999万4,778円です。１平方メートル当たりの単価は１万8,992

円となります。 

  ４、取得の相手方は記載のとおりです。 

  ５、取得理由です。図書館整備用地としての取得となります。 

  以上、財産取得に関わる説明となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

  ただいまから休憩いたします。 

  １時５分再開といたします。 

     午後０時０５分  休 憩 

                                            

     午後１時０５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  次の議題に入る前に、議案第53号柴田町個人情報保護条例の一部を改正する条例の説明につ
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いて、総務課長から訂正の申出がありましたので、これを許します。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） すみませんでした。14ページなんですが、「同条第４号」と読むべ

きところを「同条第３号」と読んでしまいました。改正部分があるところは「同条第４号」で

ございましたので、訂正方をお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 日程に入ります。 

                                            

     日程第１８ 議案第６１号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 

     日程第１９ 議案第６２号 令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

     日程第２０ 議案第６３号 令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

     日程第２１ 議案第６４号 令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

     日程第２２ 議案第６５号 令和３年度柴田町水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第18、議案第61号令和３年度柴田町一般会計補正予算、日程第

19、議案第62号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算、日程第20、議案第63号

令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算、日程第21、議案第64号令和３年度柴田町後期高

齢者医療特別会計補正予算、日程第22、議案第65号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算、

以上５件を一括議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第61号令和３年度柴田町一般会計補正予

算、議案第62号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算、議案第63号令和３年度

柴田町介護保険特別会計補正予算、議案第64号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正

予算、議案第65号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算についての提案理由を申し上げます。 

  議案第61号につきましては、歳出では事業費の確定による減額補正となっておりますが、ほ

場整備事業、東船岡小学校校庭整備工事、槻木中学校防球ネット改修工事等に要する経費につ

いて増額補正し、歳入では、事業費確定に伴う国県支出金の財源補正を行うとともに、施設使

用料、ふるさと柴田応援寄附金の減額、財政調整基金への戻入れなどの補正を行うものです。

あわせて、繰越明許費の追加、債務負担行為の追加及び変更並びに地方債の変更を行うもので

す。歳入歳出それぞれ６億1,137万5,000円を減額し、補正後の予算総額を180億6,784万3,000

円とするものです。 

  議案第62号につきましては、普通交付金の増額などによるものです。歳入につきましては、

普通交付金などの増額、財政調整基金繰入金の減額となります。歳出については、保険給付費
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などの増額、保健推進事業費などの減額となります。歳入歳出それぞれ２億574万4,000円を増

額し、補正後の予算総額を41億1,098万9,000円とするものです。 

  議案第63号につきましては、歳入については、介護給付費負担金、調整交付金の減額など、

歳出については、保険給付費、地域支援事業の減額などとなります。歳入歳出それぞれ4,099

万2,000円を減額し、補正後の予算総額を32億5,876万3,000円とするものです。 

  議案第64号につきましては、歳入については後期高齢者医療保険料の増額、歳出につきまし

ては、後期高齢者医療広域連合納付金の増額となります。歳入歳出それぞれ980万7,000円を増

額し、補正後の予算総額を４億3,380万1,000円とするものです。 

  議案第65号につきましては、主なものは人件費、受託工事費及び工事負担金に係る補正を行

うものです。収益的収入は157万4,000円減額し、補正後の予算総額は13億972万5,000円となり

ます。収益的支出は209万7,000円減額し、補正後の予算総額は10億9,303万7,000円となります。

資本的収入は455万5,000円減額し、補正後の予算総額は8,042万3,000円となります。資本的支

出は８万円減額し、補正後の予算総額は５億3,510万6,000円となります。 

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

いたしますので、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。初めに、議案第61号について、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） それでは、詳細説明をさせていただきます。 

  議案書49ページをお願いいたします。 

  議案第61号令和３年度柴田町一般会計補正予算です。 

  補正予算の総額ですが、６億1,137万5,000円を減額し、補正後総額を180億6,784万3,000円

とするものです。 

  今回の補正の主なものにつきましては、12月に成立した令和３年度国補正予算事業の新たな

内示、交付決定に伴う事業費を計上しております。また年度末の補正となりますので、ふるさ

と柴田応援推進事業など、事業費の確定や確定見込みによる歳入歳出の増減について補正をし

ております。 

  55ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費補正の追加で、追加16件になります。国の補正予算に伴い、補助の内示、

交付決定を受けた事業について、年度内に完了しない見込みとなることから、令和４年度に繰

越事業費を計上するもので、２款総務費、マイナンバーカードでの転入転出手続のワンストッ

プ化のための住民情報システム改修委託として戸籍住民基本台帳事務事業363万円。３款民生
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費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業5,380万3,000円、子育て世帯への臨

時特別給付金給付事業200万6,000円。８款土木費、大規模盛土造成地変動予測調査委託料392

万7,000円、さくら歩道橋の橋梁補修事業として道路メンテナンス事業１億1,918万4,000円、

町道富沢16号線道路改良事業として防災・安全社会資本整備交付金事業２億100万円、葛岡山

公園ほか公園施設の長寿命化対策工事として都市公園等維持管理事業3,130万円。10款教育費、

教育総務一般管理事業、学校施設環境改善交付金事業として東船岡小学校校庭整備工事6,000

万円、船岡中学校給水設備改修工事7,560万円、槻木中学校防球ネット改修工事2,000万円、学

校等における感染症対策等支援事業として小学校費654万2,000円、中学校費344万3,000円の12

事業が国補正予算に係るものとなります。 

  また、町単独事業分として４事業があり、２款総務費、庁舎管理事業4,015万円は、庁舎・

保健センター駐車場整備工事が現在施工している耐震補強等工事との兼ね合いから年度内に事

業が完了することが困難となったこと、町税・国保税徴収事務事業363万円は、軽自動車の保

有関係手続をインターネット上で一括して行うことを可能とするサービスに係るシステム改修

業務委託が国において導入スケジュールが遅れ時間を要することとなったこと、３款民生費、

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（特例分）50万3,000円は、補助分と同じく年度内完

了が困難となったこと、10款教育費、槻木生涯学習センター維持管理事業64万9,000円は、冷

温水機部品交換修繕において半導体不足により修繕部品の納品の時期が遅れ年度内に完了する

ことが困難となったことなどから繰越明許費として計上するものです。 

  次に、57ページをお願いいたします。 

  第３表、債務負担行為補正は、追加１件、変更７件の事業になります。 

  追加１件は、学校給食センター４月分の賄材料費で、年度当初から遅滞なく事業を実施する

ため、今年度中に契約行為など事前手続を行うために債務負担行為を設定するものです。 

  次に、変更７件は、契約が確定などに伴い限度額の減額変更となります。一番下の（仮称）

柴田町総合体育館整備事業、限度額40億7,000万円は、当初ＰＰＰ手法による事業予定対価と

して限度額の設定をしたものでしたが、今回プロポーザルにより民間手法を活用した建物賃貸

借方式による体育館整備事業が提案され、提案金額40億6,330万1,000円を提示した事業者を優

先交渉権者と決定したことから、限度額をこの提案額に変更し減額するものです。なお、期間

については、令和４年度から令和23年度までは変更ありません。 

  次に、58ページをお願いいたします。 

  第４表、地方債補正です。変更７件になります。 
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  ほ場整備事業負担金は、今回の国補正予算で認められた中名生・下名生農地整備事業、葉坂

農地整備事業、富上農地整備事業負担金分として4,040万円を増額し、限度額を変更するもの

です。狭あい道路整備促進事業費から緊急防災・減災事業費については、それぞれ事業費の額

の確定見込みにより限度額を減額変更するものです。学校教育施設等整備事業費は、国補正予

算の学校施設環境改善交付金事業として、東船岡小学校校庭整備工事、船岡中学校給水設備改

修工事、槻木中学校防球ネット改修工事分として１億600万円を増額し限度額を変更するもの

です。災害復旧費は、阿武隈急行災害復旧事業の国補助採択を受け、430万円を計上し限度額

を変更するものです。 

  次に、61ページをお願いします。 

  歳入になります。 

  国県支出金の交付額決定見込み、また繰入金の減額、収入見込み等に伴う補正となります。 

  １款１項２目法人現年課税分645万4,000円の増から５項１目都市計画税866万円の減までは、

収入見込みの額による増減となります。 

  次に、62ページになります。 

  15款使用料及び手数料については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減など歳入

見込みによる減額補正となります。 

  次のページ、63ページ。 

  16款２項１目総務費国庫補助金５節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金868

万9,000円の増は、令和３年度国庫補助事業の地方負担額で算定された交付限度額の決定見込

みによる増額補正となります。 

  ２目民生費国庫補助金２節保育士等処遇改善臨時特例交付金191万9,000円の増は、私立保育

園、小規模保育事業所の保育士等の収入を３％程度引き上げる処遇改善を措置するもので、国

が全額補助するものです。 

  次に、５目教育費国庫補助金5,877万3,000円の増は、国補正予算に対応した３節学校施設環

境改善交付金、５節学校保健特別対策事業費補助金の交付見込額による増額補正となります。 

  66ページになります。 

  19款１項２目ふるさと応援寄附金６億8,000万円の減は、ふるさと納税の寄附額の動向から

ふるさと柴田応援寄附金を減額補正するもので、合計で18億2,000万円を見込んでおります。 

  20款１項２目基金繰入金１億1,257万2,000円の減ですが、財政調整基金に7,531万1,000円、

スポーツ振興基金に1,794万円、図書館建設基金に1,900万円をそれぞれ組み戻しするものです。
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これにより、財政調整基金の残高ですが、約16億4,950万円となります。スポーツ振興基金の

残高は、後で、歳出のほうで説明させていただきます。歳出において積立金3,000万円を計上

しておりますので、合わせて約６億4,790万円、図書館建設基金残高は約３億1,900万円となり

ます。 

  68ページになります。 

  23款町債につきましては、先ほど地方債補正で説明しました内容での補正計上となります。 

  次のページ、69ページ、歳出になります。 

  歳出については、年度末の補正となりますので、事業費確定や確定見込みによる増減につい

て補正計上しております。 

  主なものについて説明させていただきます。 

  次のページ、70ページです。 

  ２款１項２目企画管理費６億8,146万5,000円の減は、歳入でも説明いたしましたが、ふるさ

と柴田応援寄附金の減額を見込み、その経費となる７節報償費から13節使用料及び賃借料まで

返礼品等の経費を減額補正しております。 

  24節積立金４億4,084万4,000円の減は、経費相当額を差し引き、基金に積み立てるものです。 

  次に、74ページになります。 

  14目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費777万8,000円の減は、事業内

訳のとおり、各事業の確定見込み等による増減額となります。また、国庫補助金の増額に伴う

財源の組替えとなります。 

  次に、81ページをお願いします。 

  ３款２項１目児童福祉総務費18節負担金、補助及び交付金、幼児教育・保育事業所新型コロ

ナウイルス感染症対策支援金200万円は、町単独事業として、私立保育園・幼稚園、小規模保

育事業所等の感染症対策の強化のための支援金を交付するものです。 

  次に、83ページになります。 

  ８目施設給付費161万9,000円の増は、歳入でも説明いたしましたが、私立保育園、小規模保

育事業所の保育士等の収入を３％程度引き上げる処遇改善措置として補助するものです。 

  次に、88ページをお願いします。 

  ６款１項10目ほ場整備事業費4,042万円の増は、国の補正予算で認められた中名生・下名生

農地整備事業負担金2,200万円、葉坂農地整備事業負担金1,380万円、富上農地整備事業負担金

462万円を補正計上するものです。 
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  次に、94ページになります。 

  10款１項２目教育管理費１億5,237万8,000円の増は、国補正予算の学校施設環境改善交付金

事業として、東船岡小学校校庭整備事業、船岡中学校給水設備改修事業、槻木中学校防球ネッ

ト改修事業の12節実施設計委託、工事監理委託料、14節工事請負費などを増額補正するもので

す。 

  24節積立金、学校教育施設整備基金積立金1,000万円の増は、今後の教育施設の改修等に備

え、基金に積み増すものです。 

  96ページ、97ページになります。 

  10款２項小学校費、３項中学校費では、国補正予算に対応した学校等における感染症対策等

支援事業の感染症対策として、10節需用費の消耗品費、17節備品購入費を増額するものです。 

  次に、100ページになります。 

  10款６項１目保健体育総務費24節積立金3,000万7,000円は、スポーツ振興基金積立金に利子

分と今後の事業推進のために積み増すものです。 

  最後に、102ページになります。 

  12款公債費１項２目利子749万5,000円の減は、一時借入金の借入れの見込みがなくなったこ

となどから減額補正するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第62号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 議案書109ページをお開きください。 

  議案第62号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算です。 

  第１条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億574万4,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ41億1,098万9,000円とするものです。 

  114ページをお願いします。 

  歳入です。主なものについてのみ説明をさせていただきます。 

  ４款１項１目保険給付費等交付金１節普通交付金２億738万8,000円の増額ですが、保険給付

費の事業確定見込みによる増額補正となります。 

  次に、６款１項１目一般会計繰入金688万2,000円の増額ですが、これは財政安定化支援事業

の確定見込みによる増額分をルール分として一般会計より繰り入れるものです。 

  ６款２項１目財政調整基金繰入金853万円の減額ですが、これにつきましては、特定健康診

査等事業や保健推進事業費の事業確定見込みに伴い、その財源となる財政調整基金の減額や組
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替えによる基金への繰戻しを行うものです。それにより財政調整基金の残高は４億4,357万

8,309円になります。 

  次に、115ページになります。 

  歳出です。 

  ２款１項１目一般被保険者療養給付費２億738万8,000円の増は、今後の歳出見込額によるも

のです。 

  ５款１項１目特定健康診査等事業費64万1,000円の減は、特定健康診査の事業確定見込みに

よるものです。 

  次に、116ページになります。 

  ５款２項１目保健推進事業費82万3,000円の減は、保健事業費の事業確定見込みによるもの

です。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第63号について、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） それでは、議案第63号令和３年度柴田町介護保険特別会計の補正予

算について詳細説明をいたします。 

  今回の補正予算については、介護保険介護給付費負担金、財政調整交付金の確定見込みによ

る減額補正及び歳出に係る介護保険給付費、地域支援事業の支出見込みによる減額補正を行う

ものです。 

  議案書117ページをご覧ください。 

  第１条です。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,099万2,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ32億5,876万3,000円とするものです。歳入歳出予算補正の区分、

金額及び補正後の予算額は、次ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  120ページをご覧ください。 

  債務負担行為の変更につきましては、第２表、債務負担行為補正のとおり、契約金額の変更

による限度額の減額を行うものです。 

  122ページをご覧ください。 

  歳入の補正について説明いたします。 

  １款１項１目第１号被保険者保険料については、本算定後のおのおのの保険料の確定見込み

による増となります。 

  ３款１項１目国庫負担金、介護給付費負担金2,031万円の減額につきましては、国庫負担金
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確定見込みによる減となります。 

  ３款２項１目国庫補助金、調整交付金は、一般分の確定により2,832万6,000円の減額。 

  ６目災害臨時特例補助金９万1,000円は、災害等により収入が減少した方を対象とした介護

保険料軽減相当分について国から補塡されたものです。 

  ７目介護保険事業費補助金118万2,000円は、介護保険法改正に伴う介護保険システムの改修

費用について国から２分の１の補助を受けたものです。 

  ５款１項１目県負担金、介護給付費負担金1,181万円の減額につきましては、県負担金確定

見込みによる減となります。 

  123ページをご覧ください。 

  ６款１項１目財産収入、利子及び配当金2,000円は、介護給付費準備基金の利子となります。 

  ７款１項１目繰入金、介護給付費繰入金381万6,000円の減は、介護保険事業の事務費につい

て支出見込みが確定しましたので、一般会計から繰り入れる分を減額するものです。 

  ９款３項３目雑入1,000円の減額については、介護事業者が情報提供を求めるときにコピー

代を徴していたものですが、令和３年度から情報共有し連携することとし、無償としたため減

額するものです。 

  歳出の補正について詳細説明をさせていただきます。 

  124ページをご覧ください。 

  １款総務費１項１目一般管理費263万5,000円の減額については、介護保険システムの改修が

完了したため、予算額と最終契約額の差額を減額するものです。 

  ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付費4,345万6,000円の減額につきましては、年

度内の給付見込みによるものです。 

  ４款地域支援事業２項１目包括的支援事業費84万8,000円の減額から、125ページ、４款３項

１目一般介護予防事業費127万2,000円の減額につきましては、介護予防事業や会議などが新型

コロナウイルス感染症予防対策などで一部を中止したため減額するものです。 

  ５款１項１目基金積立金760万1,000円の増額につきましては、地域支援事業の追加分として

保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力支援交付金が交付されましたので、基金へ積

み増しとするものです。 

  以上で詳細説明とさせていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第64号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、議案書127ページをお願いします。 
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  議案第64号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算です。 

  第１条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ980万7,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ４億3,380万1,000円とするものです。 

  131ページをお願いします。 

  歳入です。 

  １款１項１目特別徴収保険料686万4,000円、２目普通徴収保険料294万3,000円の増額補正で

すが、これにつきましては、被保険者の異動に伴う現年度分保険料の増によるものです。 

  次に、歳出です。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金980万7,000円の増ですが、これにつきましては、

保険料の増額に伴って広域連合への納付金を増額とするものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第65号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 議案書133ページをお開き願います。 

  それでは、議案第65号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算の詳細説明を申し上げます。 

  ただいま町長が申し上げましたが、今回の補正は、人件費、受託費及び工事負担金の補正を

行うものであります。 

  初めに、予算第２条の業務の予定量についてですが、主要な建設改良事業、既決予定額から

８万円減額しまして３億5,715万5,000円に補正を行うものです。 

  第３条は、予算第３条の収益的収入及び支出についての補正です。 

  収入です。 

  第１款水道事業収益、既決予定額から157万4,000円減額し、補正後の額を13億972万5,000円

とするものです。 

  支出です。 

  第１款水道事業費用、既決予定額から209万7,000円を減額し、補正後の額を10億9,303万

7,000円とするものです。 

  第４条では、予算第４条の資本的収入及び支出についての補正です。 

  収入です。 

  第１款資本的収入の既決予定額から455万5,000円減額し、補正後の額を8,042万3,000円とす

るものです。 

  次ページ、134ページをお願いします。 
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  支出です。 

  第１款資本的支出、既決予定額から８万円減額し、補正後の額を５億3,510万6,000円とする

ものです。 

  第５条では、予算書第７条の経費において既決予定額から58万2,000円減額し、補正後の額

を4,034万円とするものです。 

  次に、議案書143ページをお開き願います。 

  収益的収入支出補正予定額実施計画明細書になります。 

  収入です。 

  １款１項３目受託工事収益の１節給水工事収益157万4,000円の減額は、消火栓設置箇所数を

減じたことによる減額であります。 

  支出です。 

  １款１項１目原水及び浄水費並びに４目総係費における手当と法定福利費の増額及び減額は、

人件費の確定見込みによる補正をお願いするものです。 

  ３目受託工事費の23節工事請負費154万3,000円の減額は、上の段の収入の給水工事収益の理

由によるものであります。 

  次に、144ページをお願いします。 

  資本的収入支出補正予定額実施計画明細書になります。 

  収入です。 

  １款２項１目工事負担金455万5,000円の減額ですが、葉坂地区のほ場整備事業、水道移設工

事の完了における負担金の精算によるものであります。 

  支出です。 

  １款１項２目水道工事費の手当でありますが、人件費の確定見込みによる手当の減額と増額

の補正をお願いするものであります。 

  詳細説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件５件に対する質疑は、後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第２３ 令和３年度１２月会議時 文教厚生常任委員会付託 

           陳情第８号 「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと

健康を守るための意見書」採択を求める陳情書の提出につ

いて 
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○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第23、令和３年度12月会議において文教厚生常任委員会に

付託いたしました陳情第８号「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を

守るための意見書」採択を求める陳情書の提出についてを議題といたします。 

  本件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。委員長、桜場政行君の発言を許しま

す。 

○文教厚生常任委員会委員長（桜場政行君） それでは、委員長報告をいたします。 

  令和３年度柴田町議会12月会議において、文教厚生常任委員会に付託されました陳情第８号

「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための意見書」採択を求

める陳情書の提出についての審査結果を報告いたします。 

  令和４年１月27日に委員会を開催し、委員会討議を行うなど慎重に審査した結果、下記の理

由により不採択とすべきものと決しました。 

  当該陳情は、経済活動や国民生活に深刻な影響を及ぼし、医療をはじめとした社会保障・社

会福祉体制の脆弱さを鮮明にして、国民の命と健康が脅かされる事態を招いた新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により、医療、介護、福祉をはじめ社会保障拡充の重要性が明らかとなった

ことから、国民の命と健康、暮らしを守り、新たなウイルス感染症や大規模災害などの事態に

備えることが喫緊の課題であるとし、国民が安心して暮らせる社会実現のために必要な施策を

講じるよう国に対して意見書の提出を求めるものです。 

  慎重に審査を行った結果、以下の意見が出され、文教厚生常任委員会として採択することは

ふさわしくないとの結論に達し、総員で不採択とすべきものと決しました。 

  １、逆進性の高い消費税を減税するなどの対策については、新たな財源の確保の問題や国の

施策に逆行していることから採択すべきではない。 

  ２、国庫負担を増額して75歳以上の窓口負担２倍化の中止を求めることについては、国政に

批判をすることになりかねず、また財源確保等の問題で、子ども子育てなどのほかの福祉施策

への影響が懸念されることから不採択とすべきである。 

  ３、宮城県では、現在、４病院の統合・合築について話し合われているところであり、公

立・公的病院の再編統合や病床削減見直しに関する要望事項に関しては、議会として意思表示

をすれば今後の議論に影響が出るおそれがあることや、要望先として国でよいか疑問が残るこ

とから不採択とすべきである。 

  以上報告いたします。文教厚生常任委員会委員長桜場政行。 

○議長（髙橋たい子君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。 
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  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより陳情第８号「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るた

めの意見書」採択を求める陳情書の提出についての採決を行います。 

  この陳情に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。 

  これより、原案について採決いたします。 

  お諮りいたします。この陳情は、陳情を採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立なしであります。よって、この陳情は不採択とすることに決しま

した。 

  ただいまから休憩いたします。 

  ２時再開といたします。 

     午後１時４５分  休 憩 

                                            

     午後２時００分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第２４ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第24、一般質問を行います。 

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

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

にご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

ス感染防止対策に基づき、議会運営基準によらず、質問者１人当たり質問答弁合わせて50分を
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目安とすることに決定いたしました。 

  それでは、通告順に発言を許します。なお、当局には議長から質問の要旨を通知しておりま

すので、質問・答弁は簡潔、的確に行うとともに、残り時間１分を目安にまとめに入るよう要

望しておきます。 

  それでは、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） それでは、大綱１問、７項目質問いたします。 

  １．都市計画マスタープランと立地適正化計画策定による今後のまちづくりを問う。 

  都市は生き物であるとよく言われます。最近、柴田町においても、船岡、槻木両地区へのド

ラックストアの進出や新たな医療機関の開院があり、そしてミニ開発が宅地で進み、建売り住

宅等が売りに出されていたりする実態を多く目にします。さらに、槻木四日市場地区には民間

の保育所が開所されるということも町から発表されました。 

  一方で、高齢化社会の影響は深刻で、空き家、空き地の増加とともに、馴染みの商店が店を

たたむなど、町なかの空洞化も進んでいます。 

  このように柴田町は、スクラップアンドビルドの動きが活発化していると思います。今後、

人口が減少していく一方で、コロナ禍を契機に一気に進んだデジタル化と、それに伴う暮らし

方や働き方の変化によって、柴田町のまちづくりが、今後どのように変わっていくのか、関心

のあるところです。 

  町は現在、都市計画マスタープランと立地適正化計画を策定中で、先日、その途中経過につ

いて産業建設常任委員会に報告され、併せて議員全員に報告資料が提供されました。 

  私が国土交通省をはじめ、各種のネット情報などから概略を把握したところによると、都市

計画マスタープランは、地域経済社会の変化や、自然災害リスクにも対応しながら、長期的視

点に立って、都市の将来像を明確にして、その実現に向けて大まかな道筋を明らかにするもの

であり、立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版であり、都市機能誘導区域と居

住誘導区域を設定し、必要な都市機能施設の誘導を行うとともに、居住環境を整える施策を実

施することでコンパクトなまちづくりの形成を目的とするものと認識しました。さらに、地域

公共交通網や道路網の整備を行って拠点間をネットワークで結ぶ施策も必要としています。 

  そこで、以下７項目について質問いたします。 

  １）今回の情報提供資料の中に、都市計画マスタープラン等に盛り込まれる将来のまちづく

りに対しての理念や未来の都市像、さらに、その実現に向けての基本方針は示されていない。

改めて柴田町としてのまちづくりの将来像や都市構造について、どうあるべきと町長は考えて
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いるのか。その根本的な理念や理由等について説明を願いたい。また、町長が従来から提唱し

ているコンパクトシティ構想と、どう関係するのかについても伺います。 

  ２）今回の資料で、居住誘導区域、都市機能誘導区域や誘導施設の考え方が示されておりま

すが、町として具体的に誘導すべき事業を想定しているのか。都市計画マスタープランには、

理念だけでなく具体的な方策についても書き込む必要があるのではないか。 

  ３）住み良いまちづくりの要素として、公共交通の充実が欠かせない。各生活拠点や都市拠

点間を結ぶ公共交通の整備、さらに市町村を越えた日常の生活においては、広域的な視点から

の、例えばみやぎ県南中核病院への移動手段についても検討すべきではないか。 

  ４）今回示された船岡駅周辺の都市機能誘導区域内に入るということで図書館が位置づけら

れたと思うが、これで図書館を建設する際に事業費の２分の１が担保されたことになると考え

てよいか。従来は図書館建設に関し支援制度が無かっただけに、立地適正化計画に基づく教育

文化施設の整備に国の支援制度が活用できるようになるのは大変朗報である。今後、実際に支

援を受けるためには、どのような進め方をしなければならないのか伺います。 

  ５）居住誘導の一つの方策として町営住宅の新設は考えられないか。並松住宅、神山前住宅

は老朽化しているし、空き室も多い。立地適正化計画の事業の中で建て替えをできないか。 

  ６）コンパクトプラスネットワーク型のまちづくりを進めていく上で、都市部と農村部を結

ぶ道路網の整備は欠かせません。東船岡駅周辺にコンパクトなまちをつくる上で、新栄通線を

阿武隈急行の高架橋まで延伸することが必要であると思います。新栄通線の延伸は構想に入っ

ているのか伺います。さらに、集落間を結ぶ道路として町道富沢16号線の早期完成も重要な課

題である。先日この路線については、２億円の補正予算が成立しました。年度末になぜ急に予

算の増額になったのか理由を伺いたい。そして、この予算を執行すれば整備率はどのくらいに

なるのか。また、完成までに必要な事業費の総額がいくらになるのか伺います。 

  ７）人口減少が避けられず、町の空洞化が進み、財政状況が厳しいなかで、コンパクトシテ

ィといった新しい都市づくりに財源を確保できるのか、財政の現状と今後の投資的財源の見通

しを伺いたい。この計画を実現していくためには、トップの強いリーダーシップと政策に対す

る知見とぶれない姿勢が必要である。この構想を提示する町長が責任を持って実現に向けた取

組を全うしなければならないと思うが、見解を伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 都市計画マスタープランと立地適正化計画策定による今後のまちづくり
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ということで、７点ございました。随時お答えします。 

  １点目、将来の都市構造でございます。 

  現在策定を進めている都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の上位計画として、宮城

県が策定した都市計画区域マスタープランや仙南広域景観マスタープラン、本町の第６次柴田

町総合計画があり、これらの計画に即した計画であることが前提条件となります。 

  総合計画においては、四季折々の自然が豊かで、しかも便利で快適な質の高いガーデンシテ

ィの構築を目指すこととしております。 

  このガーデンシティの実現に向けては、槻木駅、船岡駅、船迫エリア、さらに東船岡エリア

を加え、コンパクトに集約した４つの都市市街地と農村部を結ぶコンパクトプラスネットワー

ク型の都市構造の構築を図ることとしております。 

  具体的には、国県道及び新栄通線などの都市計画道路や町道富沢16号線などの幹線町道をネ

ットワークの骨格としていきたいと考えております。 

  なお、本計画の策定に当たっては、公共・公正かつ専門的な第三者の意見を踏まえることを

目的として、宮城大学の２名の先生と、教育、福祉、商業、金融等の関係者の方々で構成する

策定委員会において意見を伺いながら計画案を策定しておりますので、素案ができ次第、情報

提供していきたいと考えております。 

  ２点目、誘導区域に具体的に誘導すべき事業でございます。 

  居住誘導区域には、将来的に、災害リスクの少ない範囲に住民の居住を誘導することとして

おります。都市機能誘導区域には、都市機能を集約させ、生活サービスを効率的に提供するこ

とを目的に、医療、福祉、商業、教育文化、金融、行政施設等を都市機能誘導施設として定め

ています。 

  現在、町として想定しているのは、集約化した町営住宅を誘導区域へ建設したいと考えてお

ります。また、各拠点への誘導と併せて、コンパクトな都市構造の骨格となる道路ネットワー

ク網の検討に当たっては、都市計画道路の見直しを行うとともに、災害リスクの低減に向けた

各種事業にも取り組んでいきたいと考えております。 

  ３点目、拠点間を結ぶ公共交通でございます。 

  柴田町における公共交通は、ＪＲ東北本線と阿武隈急行線の２つの鉄道路線に、町内に３社

ある民営タクシー、そして柴田町商工会が運営するデマンド型乗合タクシーがあります。これ

から柴田町が目指すコンパクトシティの実現のためには、こうした公共交通をどう発展させて

いくかが住みよいまちづくりの鍵を握ると考えております。 
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  これまで町では、他の自治体が導入している循環バスや、ＩＣＴやＡＩの技術等を活用した

ＡＩバス、さらに巡回バスとデマンド交通との組合せなど、他の自治体の事例を基に、今後の

柴田町にふさわしい地域公共交通として、どのような交通システムが可能かどうか検討してま

いりました。 

  しかし、柴田町では、10年間、ドア・ツー・ドア方式ではなみちゃんＧＯを運行するデマン

ド型乗合タクシーが町民に浸透し、好評を得ております。そのため、これからの地域公共交通

の仕組みを考える場合、新たに停留所などを設け、そうした乗降ポイント間を走行する交通体

系を導入することはなじまないのではないかと考えております。 

  コンパクトなガーデンシティにおける地域公共交通については、デマンド型乗合タクシーの

事業の拡充やタクシーチケットの交付による運賃補助などを組み合わせた交通体系が柴田町に

適した地域公共交通施策ではないかと考えております。 

  ４点目、図書館の建設関係です。 

  立地適正化計画を策定・公表した市町村等においては、国土交通省が所管する都市構造再編

集中支援事業の支援を受けることが可能となります。 

  この事業は、令和２年度に創設されたもので、立地適正化計画に基づき、町や民間事業者等

が行う公共公益施設の誘導・整備等に対して国が集中的な支援を行うものです。対象となるの

は、道路、公園、下水道、図書館などの教育文化施設、公営住宅等の公共施設整備のほか、都

市機能誘導施設に位置づけられた医療施設、福祉施設、子育て支援施設などの整備にも活用が

可能な事業となっています。国の補助率は、都市機能誘導区域であれば原則２分の１の補助、

居住誘導区域であれば45％となっています。 

  図書館建設事業については、立地適正化計画に基づき、実施区域、目標、期間等の事業を記

載した都市再生整備計画を策定し、国に提出することで、交付金事業として取り組むことが可

能となります。そのため、立地適正化計画が作成された時点では、まだ補助事業が担保された

ということではなくて、補助事業を実施する要件を満たした段階ということとなりますことを

ご理解願います。 

  ５点目、並松・神山前の町営住宅の建て替えです。 

  本計画に基づく事業として、都市構造再編集中支援事業の中で、町営住宅の建て替え事業に

取り組むことは可能です。一方で、柴田町公営住宅等長寿命化計画においては、並松町営住宅、

神山前町営住宅は、集約化し建て替えの方針となっていることから、公営住宅等整備事業を活

用して事業を行うことも可能となっています。 
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  事業申請に当たっては、国や県の指導を仰ぎながら、この２つの事業のうち、条件のよいほ

うを選定して取り組みたいと考えております。 

  ６点目、新栄通線と町道富沢16号線の関係です。 

  将来の都市構造において、新栄通線は、拠点間を結ぶ都市の骨格を形成する重要な路線であ

ると考えています。大沼通線から高架橋までの新栄通線の延伸については、虫食いによる乱開

発を防ぐための面的な整備と併せて行うことが重要であると考えております。 

  町道富沢16号線の補正予算の経緯としては、令和３年10月に国土交通省より追加執行可能額

の調査があったことから、私が直接県の土木部長に出向いて、事業費２億円、国費２分の１、

１億円の追加要望をお願いしてきたところでございます。なぜならば、平成22年から事業を実

施して今年度で既に12年が経過しているにもかかわらず、交付金の配分額が年々縮小され、事

業が大幅に遅れていたことがありました。その都度、国や県に対し粘り強く交付金の増額につ

いて要望した結果がようやく実を結んだものであり、柴田町に配慮してくれた県庁職員の尽力

に感謝するところでございます。 

  なお、全体事業費15億4,700万円で、今回の２億円を加えると、執行額が11億8,700万円とな

り、整備率は、事業費ベースで76.7％となります。完成までに必要な事業は、残り約３億

6,000万円となります。 

  ７点目、投資的財源と構想への取組でございます。 

  今後の少子高齢化の流れを受け、高齢者の増加による扶養費の増加、老朽化する施設の修繕

費、一方で、生産年齢の減少による歳入の減が予想され、町の財政としては、さらに厳しい財

政運営になると予想しております。 

  そのため、ふるさと納税やクラウドファンディング、ネーミングライツによる稼ぐ力の醸成

や国の交付税措置が見込める有利な補正債の活用、さらに本計画を策定することで、都市構造

再編集中支援事業など国の支援を受けることが可能となるように、常にアンテナを高くし、新

たな国の施策に柴田町が積極的にチャレンジすることで投資的財源の確保に努めてまいります。 

  最後に、このコンパクトシティの実現についてですが、コンパクトなガーデンシティ構想は、

アフターコロナにおいて柴田町が持続的に発展していくための都市政策として自信と責任を持

って提案したものです。しかし、この構想の実現は、数十年先を見据えた困難を伴う事業でも

あります。また、首長だけでなく、行政がしっかりとした都市政策の下に、仕掛けをつくり、

多くの住民や民間事業者等を巻き込み、まちづくりの推進力を高めていくことが必要となりま

す。そこでの首長の役割は、このガーデンシティ構想がこれからの柴田町の成長発展には有効
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であることを町民の皆さんに粘り強く訴えていく情熱を持ち続けることであり、この都市政策

を裏づける財源をしっかり確保して、着実に、目に見える形で成果を示し、町民の信頼を勝ち

得ることであります。さらに、しっかりと職員を指揮し、職員がコンパクトシティの実現に向

けて一貫した姿勢で仕事が進められるようにすることがリーダーの責務だと考えております。

まちづくりへのたゆまぬ情熱、都市政策力、財源調達力、そして町民等へのシビックプライド

の醸成による推進力が、この構想を実現する鍵になると思っております。 

  以上です。 

  これから増えるのは「扶助費」ということで、「扶養費」と読んだようですけれども、「扶

助費」。あくまでも原稿なので、ないものとして。 

○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） これが最終的に決定して示されるというのは、いつ頃になるのかなとい

うことと、そのときに議会の議決とか議会の関わりというのはどうなっていくのか、その辺ち

ょっとお伺いしたいと思います。最終的決定というのはどういう状態でなるのか。 

○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） スケジュール的なことについて私のほうからお答えさせていた

だきます。実は昨日３月１日に第３回目の策定委員会をさせていただいて、委員の方々から

様々なご意見を頂戴しています。そのときには、都市計画のマスタープラン上必要な基本理念

とか様々お示しをさせていただいてご意見を賜りました。 

  そこで、今後のスケジュールですが、３月23日に第４回目、最終の策定委員会を開催しまし

て、その後、町の推進本部、いわゆる庁議メンバーで構成します皆さん方に一度お示しをしま

す。それが３月の末頃。それから、４月頭、１日から２週間以内、14日ぐらいまでの間に議会

への情報提供をしようと考えておりました。ここでは、マスタープラン、あと立地適正化の案

の状態で皆さん方にお示しをしたいと考えてございます。その後、４月の中旬から住民説明会、

それからパブリックコメントを実施したいと。このパブリックコメントについては、30日以上

しなければならないという定めがございますので、５月の中旬くらいまでパブリックコメント

を求めると。その後に、都市計画審議会に諮問・答申をさせていただいて、６月の頭に公表と

いう形を取りたいと考えてございます。 

  ただマスタープランについては、これ議決事項ではございませんので、改めて議会への情報

提供とすれば、全文を一度説明をさせていただいて、ご質問をいただいて、それを受けた形で

住民説明会等に臨みたいと考えてございます。 
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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） 先ほどの町長の答弁の中にも、あとそれから頂いた資料の中にも、国レ

ベルに説明とか相談なんかあったような、策定委員会の資料の中にもありましたけれども、実

際、それは答弁の中にも、その上位、県なりそういうところの上位の計画もあるんだと。その

関係もあって、県から柴田町が策定するに当たってアドバイスとか、あるいは感想というか、

意見というか、そういうことはなかったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 都市計画マスタープランの中に立地適正化をうたい込んで、入

れ込んでつくるというのが、実は宮城県では柴田町が初めてのケースなんだそうです。これは、

東北地方整備局及び宮城県からも、そういった方式、方法も可能ですということで、どうせ１

つの委託でするならば、もうつくり込んでしまって一緒にしようという考えでやっています。

そのために、実は上位計画で、国の計画は別にしても、仙南広域のマスタープランですとか、

あるいは県で定めた仙南地域の広域景観マスタープランなんていうのもあるんです。いわゆる

２市７町を一緒の考えでもって進んでいこうという考えですとか、宮城県が定めたその区域を

こうしていくんだという位置づけもされているので、どうしても県にもお伺いを立てる、ある

いは中間過程でもって大本の国交省の東北地方整備局のほうにも一々相談を持ちかけて、こう

いう形、こういう形で考えています。あるいは議員にも情報提供しておりましたけれども、防

災上の考え方でもって新たにつくるというのが東北６県でも柴田町が最初になるようです。浸

水深がここまであろうが、例えば３メートルかぶる、５メートルかぶるところでも、町として

ここに人を住ませるんだということで、全区域、都市計画で定められている用途地域、ほとん

どの町は全部の区域を人が住める区域としているのがほとんどなんです。柴田町の場合は、完

全にリスクというものを考えながら、ここまでがこうだから、過去の災害に基づいて人が住め

る区域、いわゆる居住誘導をする区域は、ぐっとこう縮めなければならない。リスクの排除を

しながらそういう区域を定めるというのは、東北で初めて定めるということになります。大崎

市、それから宮城県内でも定めているところありますが、次から次へとその定めたところは今

見直しを迫られているというような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか、どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 答弁の中で、都市機能誘導区域にどんな施設が可能なのかということに
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ついて、先ほどの答弁書を見ましても、もう医療、福祉、商業、教育文化と、いろいろいろい

ろ、ほとんどありじゃないかなということで、ちょっと想像よりもはるかに超えた内容が大丈

夫なんだなというふうに思ったんですが、その中で、先ほど私の質問の中でも触れましたし、

私がかつて住んでいた並松住宅、神山前住宅、この間見に行ったら、かなり老朽化している。

あと空き室も非常に多いと。あの空き室が多いというのは、なぜなのかなと。公営住宅なんて

いうのは、結構皆さん、家賃も安いし入りたがっている人が多い中で、やはり老朽化が一番原

因なのか、何か環境が悪いのか。神山前なんかエレベーターないですよね。そういうことなん

かがあって、今どき、ちょっと皆さん、あまりああいうところに入りたくないというような思

いがあるのかどうか、その辺どのように感じておられますかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁いただきますけれども、質問ちょっと軌道修正をしていただくよ

うにお願いします。都市建設課長、どうぞ。 

○都市建設課長（水戸英義君） 今回、町長、答弁していますとおり、町営住宅の建て替え事業

というのは、長寿命化計画、住宅の長寿命化計画の中でも建て替えると。いわゆる一緒にしち

ゃう。将来の需要、供給のバランス、民間のアパートも当然空いてくるだろう。あるいは官で、

町でもっての町営住宅も、これくらい必要だというのが、県で実施されている５年に１回の住

宅等供給調査でもって最終的な必要数値が出てくるんですが、実は神山前、建て替えを前提に

して考えていますが、実際募集しても来ないです、正直。理由とすれば、お年寄りが今多いん

ですけれども、２階以上は上りたくないというのが一つだそうです。あるいは部屋の狭さ、２

Ｋの広さなので、なかなか部屋数的にも厳しいんだと。若者は当然、大分古くなったので入り

たくないという人も多いようでございます。いずれにしても、古さ、多分見た目、あとそれか

ら部屋の間取りもそうですし、使い勝手、一番の原因はエレベーターだと私も思います。 

  以上です。 

○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） そういった意味で、やはり新しくすることによって無駄な空き室もない

町営住宅ということにもなると思うし、今回の居住誘導という意味でも、居住するための環境

の改善ということを主眼にして、それはぜひ実現してほしいし、そういうことをうたい文句と

いうとあれなんですけども、理由にして建て替えるという方向で申請していったらいいんじゃ

ないかなと思いますが、そういうことは可能かどうか。そういう理由づけといいますか。 

○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） はっきり申しまして、町営住宅の建て替えについては、事業上、
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示されているものでは可能ということになります。イメージとすれば、都市再生整備計画とい

うのを一度つくらなければなりません。皆さんもご存じのとおり、数年前にやりました千桜橋

とか、あるいは舘山の中の道路ですとか、千桜公園、それから新栄公園なんかも整備いたしま

した。いわゆる総合的なパッケージとして都市を再生するためにはどういったものをしていき

ますかという整備計画をまずつくって、つくって初めて事業に乗っかれるということになって

いくんです。そういうのは、来年公表したならば、すぐさまつくっていきたいと考えていると

ころです。 

○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） 今先ほど町営住宅というか集合住宅についてお伺いしましたけれども、

一方で、やっぱり戸建て住宅というか、一般の方に、その居住誘導地域にたくさん来ていただ

くためには、何かその奨励金とか、インセンティブというんですか、そういうものを町が発表

しまして、移住・定住とかとまた別に一般の住宅をその地域に張りつける、居住していただく

ための奨励策みたいなのは、柴田町としては今のところ考えていないか、あるいはこの計画の

中にそういうものを取り込む、盛り込む考えはないか伺います。 

○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） 計画の中に入れ込むかどうかというのはまず置いといて、国の

メニューで説明させていただきますと、居住誘導区域外に住んでいられた方が居住誘導区域内

に新たにうちを建てるという場合は国の支援があります。そういう政策でもって町は居住誘導

区域というのを設定しますので、当然、国も追随して補助制度を設けていますということで書

かれています。あるいは、子育て支援施設の例を挙げますと、例えば、第二たんぽぽ幼稚園、

入間田のほうにあります。柴田小学校のところにあります。ああいった施設を都市施設という

名前で位置づけしておけば、いわゆるエリア内にたんぽぽ幼稚園さんが建てるという場合につ

いては、２分の１程度の補助は受けられるような支援策ものっているということです。様々、

エリアを当然コンパクトに狭くするわけですから、都市施設というのは誘導するのも限られて

きますが、そういった手厚い支援もメニューとすればあるということです。 

  以上です。 

○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） それで、公共交通、その前にすみません、道路環境の整備のことをお伺

いしますが、新栄通線を延長して、取りあえずは陸橋のところまでという提案を申し上げまし

たが、道路をぼんと１つ造るとなると、用途区域といいますか、必ず農地、農業地域になると
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思います。あと農振地域というんですかね。今あの辺はどうなっているのか。それを用途変更

は可能なのかどうかです。その辺ちょっとお伺いします。 

○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） 大沼通線……（「新栄」の声あり）ええ、大沼通線から中名生

の陸橋までですよね、の東船岡の駅前の区間については、農振農用地です。つまり農振農用地

の網を外さなければ事業ができないということになりますが、都市計画法のほうが上位法にな

るので、いわゆる、これこれこういう都市計画事業を実施しますということになれば外すこと

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。 

○13番（大坂三男君） そして、もし延長できて新たな道路ができたというようなことになった

場合に、必ず大きな道路ができますと、そこに商業施設とか、いろんなそれこそ都市機能、そ

れから一般の住宅も含めていろいろ張りついてきますよね。その場合に、その道路の部分だけ

じゃなくてその両側にいろんな都市機能を張りつかせるためには、その地域、用途、指定用途

も、その部分も含めて変更、用途変更できるのかどうなのかという、その考え方をちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 道路ができれば、大きな道路の脇に商店ですとか、一般の住居、

何かが来たくなるというのは当然のことだと思いますが、我々一番実はちょっと恐れていると

いうか危険だなと思うのが、例えばあのエリア一帯を、新栄通線延伸も含め、そうですね、道

路の前後50メートルくらいずつ外しましょうということになれば、必ず乱開発されてしまいま

す。もう今でも割と大きな商業系とか問合せがたまにあったりするので、そうならないように、

一定の計画、いわゆる、何というんでしょう、ミニ開発ではないですけれども、町で一定の方

針を示して同時にまちづくりをしていくというような方策じゃないと、その乱開発は今の法条

ではなかなか防げない部分もあるので、そこは一体的な整備が求められるのかなと考えていま

す。例えば、一体的に開発できるような大きな会社さんからお話があって、ここをこうしたい

という青図なんか持ってきてくれると、都市計画サイドとすれば、それを当然慎重審議して次

の段階のステップにやっていきたいというのはありますけれども、今のところ、ぼんとこう外

すのは乱開発のおそれがあるので厳しいということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 分かりました。 
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  それで、公共交通にちょっと話変えたいと思いますが、今デマンド交通ということで運営し

ておりまして、非常に交通弱者にとって助かるのは、やっぱりドア・ツー・ドアで自分のうち

へ迎えに来ていただいて、そこから乗り込めるというのが非常に大変よいことですし、これは

柴田町に合った公共交通の運営の仕方だと思います。ちょっと最近、ある人、ある人というか

何人かの人に伺った話では、どうしてもやっぱり中核病院にデマンドで行っていただければあ

りがたいんだというんだけれども、実際は無理だということの中で、町境までデマンドで行っ

て、そこから先はタクシーでということをやってる人がいますよという話聞いたので、それは

いい考えだなと思いまして、私も１回やってみようと思ってダイシンさんのところにタクシー

来ていただいて、そこから中核病院まで行って、1,130円だった、自分で出した分は。こっち

は、デマンドは、デマンドを利用すれば300円で済むんですから、少しは負担が少なくて、そ

ういう方法を取ればなれるんで、そういうことを町がちょっと町の考え方として、あそこまで

デマンドで行って、その先は自分で負担してもらうけれどもその一部はタクシー券なりなんな

りで補助しますよという方法をできればちょっと検討してみていただきたいなと思うんですが、

それともう一つ、時間がないんで申し上げますけれども……（「１問……」の声あり）そのと

きにタクシーの運転手さんが……（「１問……」の声あり）同じです。同じ内容です。どんな

形であれ、今タクシーの運転手になる人がいなくて、とても厳しいんだと。いろいろ町がタク

シー券発注したりなんだりして支援していただくのはありがたいんだけれども、実際そういう

町の支援で、いろんな制度で援助してもらっても、運転手さんになる人がいなくて困っている

んですと。今のタクシー制度、デマンドに関係なく、町内のタクシーのこの事業自体が危うく

なりつつあるんだという話をちょっと聞いて私も心配になっているんですが、その２つの件で、

乗り継ぎの制度で町が支援できないかということと、あとこのタクシー業者さんに運転手の成

り手が何とか増えるように、補助というか、支援というか、そういうことができないかどうか

お伺いします。２つです。 

○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） デマンド型乗合タクシーのはなみちゃんＧＯの関係にな

るかと思いますけれども、先ほど町長も答弁したように、はなみちゃんＧＯについては、利用

しやすいように拡充していく方向性で考えております。プラス、タクシーの運賃助成というこ

とも、ただこの運賃助成については、様々やっているところありますけれども、やり方がいろ

いろあります。なので、町の財政もありますから、その辺は総合的に考えながら検討を今進め

ているところでございますので、実は調査検討事業は令和３年度で行っておりますから、そう
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いった中で、結果として出していきたいなと思っているところでございます。 

  あと、運転手の成り手がいないということについては、やはりこれは民業でありますから、

経営がよろしくなければ、なかなか成り手もいないということにもつながるんじゃないかなと

は思います。コロナの関係では、交付金事業でそういった事業所の支援であったりとか従業者

支援であったりとかというのは行っておりますけれども、例えば今回はなみちゃんＧＯ、デマ

ンド型乗合タクシーを行うことによって、経営の安定化というのもある程度図られるというこ

とがあります。車両の借り上げ料が毎月決まった額で、利用が多少減っても、それはお金とし

て入ってくるということがありますので、その辺では多少なりとも寄与しているんではないか

なとは思っています。ただ、特定の事業者に対して町が財政的な支援を行っていくことについ

ては、検討しなければならないと思っております。 

○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） コンパクト・プラス・ネットワーク形成の推進ということで、それを推

し進めるための国のいろんな法律、中心市街地活性化法とか、地域公共交通活性化再生法とか、

そういういろんな法律を組み合わせて、立地適正化計画の作成という段階でも、地域公共交通

網の再構築ということを求められているんですよね。私はネット情報だからどこまでというの

は分からないんですけども、国の考え方としても、公共交通というのは、これからは大切な、

大事なこと、重要なことになるんだという認識があると思うんですよ。ですから、町長も先ほ

ど、いろんなアンテナを高くして職員がいろいろ調べてくれているおかげで町は結構いい状態

で事業が進められているんだというような趣旨の答弁があったと思うんですが、今言ったよう

な地域公共交通網の再構築というと国が進めているはずですから、その中からいろんな方法を

ぜひ考えて、何らかのタクシー業者さんを支援する、あと運転手さんが働きやすいような業界

に持っていけるようなことを町がお助けできないかなと、お手伝いできないかなということで

申し上げたんですが、ぜひその辺はちょっと検討して取り組んでいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか、これからの課題として。 

○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） 地域公共交通の再構築については、もちろん重要だと思

っております。今のはなみちゃんＧＯも含めて、そのほかの手段についてもいろいろ検討はし

ていました。ただ、ドア・ツー・ドアが、利便性が高いというのはある。ただ町外への足をど

うするかということについては、運賃助成というのも一つの方法だろうと考えておって、他事

例もありますので、その辺は、再構築ができるかどうか、検討はしていきたいと思っておりま
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す。 

  あと、民間の補助につきましては、なかなか特定の、地域公共交通とはいえ、補助するとか

ということについては、慎重になる部分も多少はあるとは思います。ですが、やはり交通弱者

の足を確保するという点では、やっぱり配慮していかなければならないと思っていますので、

その辺も併せて今後検討していきたいと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 大坂議員、再質問、もう一問、どうぞ。大丈夫ですか、どうぞ。 

○13番（大坂三男君） それと、私の質問項目の最後の項目、ぜひ町長は、いろいろ言っていま

した。何かとても職員さんを信頼して、当てにしているような答弁があったんですが、その辺

はやっぱり首長さんのリーダーシップというので、職員さんたちもそれでいろいろ活躍するん

で、強い強いリーダーシップを今後とも発揮していただけるように、もう一回その決意のほど

を聞きたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 初めての都市計画マスタープラン、立地適正化計画、その中には図書館

のエリアも入れましたので、これによりまして、また大型プロジェクトが一歩前進ということ

でございますが、実際に指揮はしましたけれども、つくったのは都市計画課の職員、それから

まちづくりに参加した住民の方々、それから国や県の指導を仰いでつくった本当に出来栄えの

いい計画でございますので、やっぱりみんなでこの町をつくっていきたいと思います。 

○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。 

  ３時５分再開といたします。 

     午後２時５５分  休 憩 

                                            

     午後３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。 

  次の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

認いただきます。 

  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、質問いたします。 
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  １．３回目の接種はもっとスピード感を持て。 

  新型コロナウイルスのオミクロン株の急拡大で全国の１日の新規感染者がついに10万人を超

えた。宮城県内でも２月９日現在、過去最多の新規感染者933人を数え、誰が感染しても不思

議でない状況になってきた。本町においても当然感染者が急増している。 

  令和３年度12月会議で、次の備えを万全にするよう、早めのワクチン接種について質問した。

総務省の調査では２月末までに高齢者の接種は97％完了するとの報道もあり、本町としての対

応を伺う。 

  １）高齢者の３回目接種完了予定は。 

  ２）接種を早める対策は。 

  ３）小児（５歳から11歳）の接種体制は。 

  ４）不安を抱える妊婦への分娩前のウイルス検査の助成は。 

  ５）ＰＣＲ検査センターの周知をもっと早く町民へ。 

  ６）自宅療養者に対する具体的支援策は。 

  ７）学校・介護・保育所等の職員の優先接種は。 

  ２．安全・安心なまちづくりのために。 

  近年全国的に犯罪が多発し、本町においても殺人事件の凶悪犯罪なども起きている。しかし、

犯罪の多くが防犯カメラによって早期の逮捕につながっている。 

  そこで、早急に防犯カメラのガイドラインなどを作成し、自治会、町内会、防犯団体等が犯

罪抑止のために、防犯カメラを設置する場合の補助金を検討できないか。 

  また、災害においても、河川の監視カメラや、水害等でドローンを使ったカメラなど、安

全・安心のまちづくりに利用できないか伺う。 

  １）防犯カメラの設置要望はあるか。 

  ２）防犯カメラのガイドラインは作成されているか。 

  ３）既に県内市町村で防犯カメラ設置に補助しているが、町でもできないか。 

  ４）自動販売機に防犯カメラを設置してはどうか。 

  ５）個人で設置する場合に助成はできないか。 

  ６）河川監視カメラの設置は。 

  ７）これからの時代、ドローンによるカメラの活用は。 

  以上です。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。 
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○町長（滝口 茂君） 吉田和夫議員のまず大綱１問目、ワクチン接種の関係でございます。 

  ７点ほどございました。随時お答えします。 

  ３回目の接種完了予定でございます。 

  追加接種の対象となる方は、65歳以上が１万411人、18歳以上64歳以下が１万7,143人、医療

従事者が1,165人で、合計２万8,719人となっております。 

  また、追加接種を開始するに当たり、柴田町医師団と協議をしながら追加接種体制を調整し

てきたところです。 

  高齢者への追加接種については、意向確認に基づき、予約日を割り振りし、２月１日から船

迫生涯学習センターでの集団接種と町内11医療機関での個別接種を開始しております。高齢者

への接種完了予定は３月末頃を見込んでおります。 

  ２点目、接種を早める対策です。 

  冬場の接種となりますので、高齢者の衣服の着脱等には時間を要することを予想し、集団接

種会場における２時間１こまの接種人数を132人で開始しましたが、３月からは接種人数を12

人増やし、144人体制で実施しております。 

  また、３月20日日曜日、21日祝日、27日日曜日の３日間で790人の接種が可能となるよう、

みやぎ県南中核病院に医師の派遣を要請しており、少しでも追加接種を進めたいと思っており

ます。 

  ３点目、小児（５歳から11歳）の接種体制でございます。 

  ５歳以上11歳以下の小児へのワクチン接種につきましては、柴田町医師団と協議し、ワクチ

ンの種類も異なることから、一般の接種と混在しないよう体制を整えます。５歳以上の未就学

児と小学１年生の接種については、町内２医療機関による個別接種とし、一方小学２年生以上

の接種については、小児専用の日を設け集団接種会場で行うことにしております。３月中は高

齢者への接種を進めていますので、４月から５歳以上11歳以下の小児への接種が開始できるよ

う準備を進めてまいります。 

  ４点目、分娩前のウイルス検査です。 

  県では、不安を抱える妊婦の方、または基礎疾患を有する妊婦の方で出産前の新型コロナウ

イルス検査を希望する方を対象に、検査の案内をしています。分娩取扱施設の主治医に相談の

上、無料での検査を３月31日まで受けることができます。検査対象は、妊娠36週から妊娠38週

頃を目安とし、妊婦１人につき１回限り検査できるようになっています。母子健康手帳交付時

や問合せ、相談があった際に情報提供を行っております。 
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  ＰＣＲ検査センターの周知です。 

  ２市７町が連携して大河原町にあるシーズンズウオークフォルテ１階の場所を提供し、株式

会社木下グループが運営及び検査の実施を行うＰＣＲ検査センターが令和４年２月６日日曜日

から開設されました。対象となる方は、発熱などの症状がない無症状の県民の方で、通常のＰ

ＣＲ検査には1,900円、抗原定性検査には1,600円かかりますが、宮城県が実施する一般検査事

業期間中は無料で検査が受けられます。 

  町民への周知については、開設前にホームページへの掲載、登録者へのメールやＬＩＮＥで

の配信、２月末には全戸配布チラシ、「新型コロナワクチン接種について（第14報）」の一部

を活用し、情報提供を行いました。 

  ６点目、自宅療養者に対する具体的な支援策です。 

  県内での感染拡大に伴い、自宅療養者も増加していることから、１月下旬に、県に対し、自

宅療養者に対する食料支援の状況について確認したところ、「陽性患者は増えているが、県と

して対応できている」との回答がありました。 

  12月の一般質問でも答弁しておりますが、自宅療養者に対しての食料支援については、県で

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。 

  ７点目、学校・介護・保育所等の職員の優先接種です。 

  学校・介護・保育所等には、接種希望者のリストを提出していただいており、２月20日現在、

接種希望者リスト142名のうち、20名の方を余剰ワクチンで接種しております。引き続き、余

剰ワクチンが出た際に、２回目接種から６か月経過しているかを確認し、優先的に接種してま

いります。 

  大綱２点目、安全・安心なまちづくり、７点ございました。 

  初めに、現在町の防犯カメラの設置状況について説明いたします。 

  町の公共施設等の防犯管理上、設置しているものは、主に駅自転車駐輪場や槻木駅自由通路

など、全部で35台あります。また、町防犯協会で設置しているものが２台あります。町防犯協

会で設置した防犯カメラは、犯罪対応や犯罪対策等について大河原警察署からアドバイスを受

け、不特定多数の往来があり、犯罪が起こり得る可能性が高い船岡駅南口及び柴田町商工会の

建屋に設置しています。現在、住民等から具体的な場所について新たに設置を要望されている

ところはございません。 

  犯罪抑止を図るために防犯カメラを設置する必要がある場所については、犯罪の発生状況を
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把握、分析している大河原警察署の指導を受けて設置しています。今後も、新たに設置する場

合は、警察と詳細について協議してまいります。 

  ２点目、防犯カメラのガイドラインです。 

  本町では、平成29年２月に宮城県で定めた防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

に基づき、平成30年３月に柴田町防犯カメラ設置・運用要領を策定し、防犯カメラの設置場所

や管理責任者、画像等の管理、保管期間、画像の利用及び閲覧、提供の制限等を定めています。 

  ３点目、防犯カメラの設置への補助ですが、県内では、仙台市、塩竈市、名取市、岩沼市な

どが防犯カメラ設置補助金交付要綱等を定めて自主的な防犯活動を実施している町内会や自治

会、防犯協会など地域団体等へ補助金を交付しています。 

  防犯カメラの設置については、プライバシーの問題や肖像権等の個人の権利を侵害してしま

うおそれも同時に考えなければなりませんので、大河原警察署の指導の下、防犯カメラの有効

性や町内会、自治会等からの要望を踏まえて検討してまいります。 

  ４点目、自動販売機設置に防犯カメラを設置してはどうかと。 

  飲料メーカー等とタイアップをして自動販売機の売上金を活用し、防犯カメラの設置、維持

管理が行われている仕組みがあります。福岡県小郡市では、令和２年４月に防犯カメラシステ

ム支援自動販売機を設置し、その売上げの一部が活用され、防犯カメラの経費としています。

カメラの映像は、警察署などの捜査機関から犯罪捜査のための情報提供を求められた場合に映

像の提供が行われます。 

  この取組のメリットは、市や町はコストをかけずに防犯カメラを設置できる、飲料メーカー

等は社会貢献を行える、自動販売機の利用者は飲料を購入することで安全・安心のまちづくり

に貢献することができるなど挙げられます。 

  当町で行う場合には、防犯カメラを設置する具体的な場所が確定していること、町有地にお

いて自動販売機が設置できることをクリアしなければなりませんが、事案によっては防犯カメ

ラ設置のための一つの手段として考えられる可能性がありますので、今後改めて飲料メーカー

からの情報収集に努めてまいります。 

  ５点目、個人への設置補助です。 

  個人で防犯カメラを設置する場合への助成は、群馬県大泉町や愛知県小牧市などで行われて

いますが、全国的に対象者については、主に自主的な防犯活動を実施している地域団体等とし

ているところが多い状況です。町としても、公費負担と公共性という観点から、地域における

犯罪抑止力の強化のための防犯カメラの設置を優先させていただきます。 
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  ６点目、河川監視カメラの設置でございます。 

  町の付近の河川を監視できる河川監視カメラは、国土交通省、仙台河川国道事務所管理のも

のが４か所、宮城県管理のものが１か所の計５か所となっております。 

  １つ目が白石川と阿武隈川合流部、角田市鳩原でございますが、２つ目は四日市場樋管、３

つ目が下名生深川排水樋管、４つ目が船岡大橋となっており、ここまでが国で設置したもので、

５つ目が、宮城県で設置した大河原町の尾形橋になります。 

  これらの河川情報については、４つ目の船岡大橋を除き、宮城県河川情報システムや町ホー

ムページにおいて河川定点カメラを閲覧できるようになっており、スマートフォンからもアク

セス可能で、５分から10分間隔の静止画を確認できます。４つ目の船岡大橋は、庁舎内部だけ

の運用となっており、動画で状況を確認することができます。 

  なお、河川国道事務所や宮城県に確認したところ、柴田町へ追加で設置する予定はないとい

うことでございました。 

  町が管理している中小河川への監視カメラについては、現在、カメラの性能が情報発信ネッ

トワークなど、国や県レベルと同等の画像を比較的安価にリアルタイムで閲覧できるような技

術革新等を注視しているところでございます。町としては、まずは自分の命は自分で守るとい

った水防災意識の向上や情報弱者に対する防災ラジオの提供、声がけネットワークの構築が重

要だと考えております。 

  また、防災士や防災指導員を対象として１月に仙台河川国道事務所と町が共同で開催しまし

たマイ・タイムライン講習会を契機として、各自主防災組織でマイ・タイムラインの普及促進

が図られることに期待しているところでございます。 

  ７点目、ドローンによるカメラの活用です。 

  災害発生時にドローンを活用することにより、迅速に被害状況を確認することができます。

また、陸路が遮断されたような場合でも、上空から撮影することが可能なことから、災害時に

は非常に有効なものであると考えています。 

  なお、町では、令和５年５月20日付で、災害時における無人航空機による協力に関する協定

を一般社団法人災害対策建設協会ＪＡＰＡＮ４７と締結しておりますので、災害時等で必要に

なった場合には、ドローンによる情報収集や調査等を要請することができます。 

  以上でございます。 

  参考資料というのを出しておりますけれども、不特定多数の、「防犯」を「犯罪」と言った。

「防犯対策」の誤りでございます。 
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  ドローンの協定ですが、「令和５年」と言いましたが、「令和元年５月20日」の誤り。ここ

は訂正をさせていただきます。 

○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） 参考資料、皆さんのほうに行ったと思います。補助資料をご覧ください。

河北新報に県内市町村の３回目ワクチンの接種率が掲載されました。許可もいただきましたの

で掲載したんですけれども、下から数えて５番目のところに柴田町がおります。これは２月23

日現在です。100万都市仙台でも、全体で25％、65歳以上ですと60％も進んでおります。話も

お伺いいたしました。土日祭日実施する集団接種会場も22か所、増設したということで、受診

率を上げるということです。先ほどの町長の答弁だと３月末には終わるということで、単純計

算だったんですけれども、前回の全員協議会の資料では、集団接種で１日、132名。５日間で

660名、土曜日が264名されているので、集団接種での１週間は686名。医療機関での１週間、

460名。合計で、1週間で、柴田町では1,136名の計算になるんですね。これを対象者２万8,669

人を割ると、25週かかるんです。そうすると２月１日から順調にいったとしても、７月中旬ま

でかかる予定なんですけれども、大丈夫、全体的には６月に終わるというお話でしたけれども、

終わるんでしょうか。 

○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月の数字は、今町長の答弁にもありましたように132名で計

算をしまして、当初の計画では８か月たってからということでしたので、８か月たった人から

順に打っていくという計画をさせていただきました。途中で２月以降７か月に前倒し、そして

県では６か月に全部前倒ししてということで進めてきたわけなんですけれども、ただ２月はそ

こにちょっと間に合わないという状況でした。３月も集団接種会場で空いている日があります

ので、３月から先生方に少し追加でお願いをしまして、空いてるところを埋めさせていただく

ことも今させていただいております。ですから、３月、４月、５月は、もう少し１週間の人数

が増える計算でさせていただきますと、６月には終わるというようなことで見込んでいるとこ

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） 町民の方からは遅い遅いというお話でしたけれども、この河北新報の接

種率から見ても、見える化できて、ああ、やっぱり遅いんだというふうに分かりました。65歳

以上については意向調査やっているので、例えば、ここのところ空いていますよとかというご

案内はできるんでしょうか。 
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○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） 65歳以上の方につきましては、既に集団接種、それから個別接

種、個別接種の場合はどちらの医療機関というようなことで、意向確認を取らせていただきま

して、その全てについて、こちらで予約を割り振りをしまして送らせていただいております。

ですから、その変更ということになりますと、都合が悪い場合は、変更は可能です。ただ、例

えば集団接種会場、今モデルナでやっておりますけれども、ぜひ集団、ファイザーでやりたい

という場合は、そちらの変更ということでの受付はしておりますけれども、全体として一度割

り振ったものをまた見直すということは今のところ実施しておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ２月25日のニュースで、仙台市の大規模接種会場、普通の日１日3,000

人、土日5,000人、２月25日から３月３日までの期間も予約あったそうですけれども、空いて

いるのが普通の日2,000人、土日に関しては4,000人。いわゆる普通の日は3,000人なんですけ

れども、1,000人ぐらいしか行ってないと。2,000人空いていると。今打てるんだったら、仙台

市の会場空いていますよとなれば、接種率は少しでも上がるのかなという、こういう対応は取

れないですか。 

○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） 大規模接種会場のほうということでは、報道でもいただいてお

りますし、例えばそういう問合せがあったときには、そちらでも接種可能ですよというような

ことはさせていただいております。ただ、その際には、もう既にこちらでも予約を取らせてい

ただいておりますので、そちらはキャンセルということにしていただいた上で、大規模接種会

場をご利用いただくということで対応をお願いしているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 接種を早めるのには、先ほど町長答弁では人数も増える、日曜日も追加

するというようなことで、追いつきそうだと思うんですけれども、医師会としての協議、打合

せ、何回ぐらい持ったんでしょうか。 

○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） 国から追加接種の説明会が一番最初あったのが９月22日でした。

それらを受けまして、ただそのワクチンの承認であったりということではまだ出ていなかった

ということで、３回目の追加接種について一番最初に話合いを持ちましたのが11月16日でござ

います。そのときに、ただいろいろまだ決まっていない部分が多かったということで、もう一
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度、12月14日に、医師団の先生方、協力いただける方皆さんにお集まりをいただいて、２回目

を実施しております。その際には、いつからだということと何か月前倒しだということが国で

まだ詳細決まっていなかったということで、できればもう少し早め、もし前倒しになった場合

に対応できるように、その際には１月の下旬から始められるようにという提案をさせていただ

きました。ただ、それが国のほうで決まってからということでしたので、それで、国では12月

24日にまた説明会というのがありまして、こちらの時点で、開始は２月だと。あくまでも２月

だと。そして、その後スタートしたら１か月前倒し可能だということでしたので、その１月下

旬からの部分についてはちょっと見送らせていただいて、国に合わせて２月１日からのスター

トにさせていただいたという経緯がございます。さらに、もう一度、２月に入りまして、今度

は５歳から11歳の関係もありますので、15日にまた医師団の皆さんのご協力をいただきながら

お集まりをいただいて、お話合いを持たせていただいたという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） 県南中核病院との打合せ、具体的にいつ応援だとかというのは決めまし

たか。 

○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） 応援をいただく日ということでしょうか。（「はい」の声あ

り）町長の答弁にもありましたとおり、３月20日、21日、27日ということで、休みの日、こち

らのほうを協力いただくと。それからあと、別に５歳から11歳のほうにもお手伝いをいただく

という予定になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 職域の接種については、声がけは行ったんでしょうか。 

○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） 直接は、町のほうからその職場にということでは行っておりま

せん。あと、職域接種をやるかやらないかということの情報も、町には一切下りてこないとい

う状況になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 行政のほうで声をかけて、例えばイオンさんであったり、いろんなとこ

ろでやっているところもあるので、仙台大学さんも途中ワクチンがなくて挫折しましたけれど

も、声をかけるとか、あるいは企業なんかでも50人以上だと産業医いますので、産業医の先生

の方と相談してもらってワクチンは町のほうから提供しますよとか、そういう声がけ、リコー



７３ 

さんであるとか、1,000人以上の事業所だったら産業医抱え込んでおりますので、危険物扱っ

ている、有機溶剤を扱っているとかというと500人でドクター１人いるはずなんですけれども、

そういうところへの声がけというのも必要だったと思うんですけれども、一切していませんか。 

○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） 実は、町のワクチンの配給は、その計画によって、それに対し

て供給されるというようなことになります。そこに新たに職域接種、そういったところのワク

チンということになれば、また別枠になりますので、そういった扱いについては、町ではなく

て県のほう直接という取扱いになろうかと思います。そういったこともありまして、直接は、

お声がけはした経緯はございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） 小児の５歳から11歳の件について、補助資料をお渡ししましたけれども、

これで感じたもの、町長も見ているのかどうか分かりませんけれども、どんな感じを受けます

か。４月からやるのは本町だけです。 

○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） 今回国でも、５歳から11歳、努力義務を外したというような経

緯もございました。そういったことで、実は周りに直接意向調査をしようかと一時期考えもし

たんですけれども、もしかすると様子を見るというような方が、子ども、小さいお子さんいる

職員とか、皆さんに聞いたんですけれども、ちょっと様子を見ると、ほかの状況を見ながらと

いうことでしたので、そういった意向調査を取っても、そういう状況が多いのかなと、直接意

向調査はしないということで、今後、その計画に向けて接種券を送らせていただいて内容を説

明させていただく。確かに、ほかについてはほとんど３月中に始まっているということで、最

初はこのような状況ではなくて４月というところも結構多かったと思うんですけれども、途中

で、やはり周りの影響を見ながら早く接種を進められている状況だとは思います。ただ、うち

らほうの進め方ということでは、先ほど町長の答弁もありましたように、５歳から小学１年生

については、町内の医療機関で個別に接種をさせていただくということと、それ以上、２年生

から11歳までについては、集団接種で、別な日をきちんと設けて対応させていただくというこ

とで、その辺で進めば、あっという間に進められるのかなというところで、予定をしておりま

す。ただ、確かに一番最初の接種はほかに比べて遅いということは、もうこれは致し方ないの

かなということで、こちらの計画の見誤りかなということはございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 
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○11番（吉田和夫君） これは、市町村の条件は、みんな同じですね。もう知恵を絞って２月中

には受診券配付しています。あしたあさってから、もう５歳から11歳の方は接種始まりますね。

それだけでも１か月間遅れているわけですから、住民の方からいろいろ言われたら何と答える

んですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 私も、必ず医師団の会合には最初から最後まで出席して、先生方の意向

を聞きながら、接種体制については医師団と協議をして進めているということもまずご理解い

ただきたいと思います。先生方は、やっぱり安全・安心を最優先にしたいということで、５歳

と小学校１年生は、小児科の先生と産婦人科の先生にお願いしたいという、通常の先生方の考

えでございました。それから、小さい子どもたちは扱ったことがないということなので、それ

以下については中核病院の先生にお願いしたいということでございました。というのは、個別

接種で１人しか先生いませんので、何かあったときに心配だというご意見でございました。集

団接種の場合はスタッフもそろっておりますし、お医者さんも２人体制でございますので、そ

の集団接種の会場の中で中核病院の先生に来てもらえば間違いを起こさないんではないかとい

う、全体で了承をもらいながら進めているということでございます。ですから、先生方は先生

方のいろいろ考え方がございますので、最終的には町長が先生方にお願いして、毎月毎月体制

を取っているということでございます。 

  本来であればワクチン接種、もう６か月過ぎた方、ほとんど過ぎる可能性が高いので、全員

に早く送ったらいいんじゃないのという指示もしましたけれども、やっぱり早く送れば、早く

送ると、今度は予約でトラブルということなので、順調に、65歳以上というのはもう指定して

おりますので、それで半月遅れて接種をするという方もいらっしゃいますが、そんなにそんな

に１回目と２回目のように苦情が相当来ているということではないですね。やっぱり３回目の

接種は副反応の問題がありまして、我々町で３月中にという通知、それに対して特に大きな苦

情というのはないということでございます。その間のキャンセルが困るんですね。そのキャン

セルしたときのもったいないワクチンをどうカバーしていくかというのが、また別な問題にな

ります。柴田町は職員で３回目接種を受ける方のリスト、あと先ほど申しましたように学校の

先生とか、先生方の意思を尊重しなければなりませんので、１回目と２回目では若干違うのか

なと思っております。そういった意味で、吉田議員、早めに、ああいうふうに載りますと町長

も何でなんだと職員を叱咤激励するんですが、職員は職員なりでトラブらないように、今のや

り方で先生方とうまく調整しながらやっているというのが実情でございます。個別にしても、
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先生にお願いして増やしたらいいんでないかというアドバイスもするんですが、問題は１回目

と２回目は違いまして、ある程度の数が今度確保できないと先生にご迷惑がかかるというよう

なこともあるんで、１回目と２回目ではこのワクチン接種に対する町民の考え方も若干違って

いるのかな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。 

○11番（吉田和夫君） 先ほど述べたように、条件はみんな同じなんですね。同じ条件で、なぜ

柴田町だけが４月からなのかと住民の人から言われたときに、今町長から言ったとおり、医師

団でと。そうすると、みんな何も言えないんですね。補助資料を見てください。２番目にある

大郷町、富谷市と合同です。そして７番の富谷市、８番の大和町、３町合同でやるところもあ

りますし、石巻市とか、東松島市とか、女川町とか、合同でやるところだっていろいろ知恵を

絞ってやっているんですね。ただ、みんなから聞かれれば、医師団の影響でと言うよりも、こ

ういうところまで議論したんだけれども、こういうために少し遅れているんですよぐらいの、

そう住民に発信してはいかがなもんなのかなと思って。とにかく一番最後になっていますし、

空欄になっていたのが３番の南三陸町です。私もこれ電話しました。そうしたら、３月に開始

するように調整中ですというお話でしたので、そうすると４月はうちのほうだけなんだなとい

うことで、この資料を作らせていただきました。できるだけ早く、親御さんも学校で広まらせ

ない、そしてまた自分の子どもから感染を増やしたくないという思いでおられると思うので、

少しでも早めに検討していただければなと思います。 

  ４点目と５点目については、14号で出ておりましたので、チラシも配布させていただきまし

た。 

  ６番目の自宅療養者に関しては、９月議会、12月議会、そして今回と３回質問しております。

前回は、国からの補助資料を基にして、できますよという案内も配らせていただきました。12

月と答弁は同じなんですけれども、宮城県で間に合っているみたいな、言っていますけれども、

たくさん、自宅、陽性者に対する支援というのは行っているんですね。そういうところはどう

なんですか。同じ宮城県の町村で同じだと思うんですけれども、柴田町だけ間に合っていると

いうことですか。お答え願います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） こちらの件につきましては、新聞報道でもございましたし、あ

とは直接自治体にも確認をさせていただきました。どのくらいの利用頻度があるのかというよ

うなことも確認をさせていただきました。例えばあるところでは、２月21日、２月14日から始
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まって１週間で７件ぐらいあった、あとほかにつきましても同程度ということで、それはどう

やって確認したのかというと、その方が陽性者なのかどうなのかは、多分自治体では情報入っ

てきませんので、それについてはどういったところで確認しているのかというと、電話で、そ

れを基に陽性があったということで、そちらのほうに配付をさせていただいているということ

です。柴田町につきましても、保健所でそういった情報を出せるのかと確認をしていたんです

けれども、全て全部やっていただけるんであれば出しますよというお話もちょっといただいて

おります。ですから、そこまででなくて今県のほうで間に合っているよということでしたので、

じゃあ県にお任せすると。もしそこで手が回らなくなった場合は町のほうでということで、随

時やり取りをさせていただきながら、そういう状況になれば対応しなければいけないのかなと

考えております。まだそういう状況ではないということで判断をしているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 町長、補足ということで、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） 12月に吉田議員から自宅待機者に対する対応ということで、この件に関

しましては、市町村長会議がございましたので、私から、市町村の首長が、柴田町の陽性患者

が誰だか分からないというんでは責任が持てないという発言をさせていただきました。でも、

県はかたくなに、柴田町に来る今の発表は、20代、学生、症状あり、このデータしかよこさな

いんですね。知事には答えられなくて保健福祉部長が回答したんですが、先ほど課長が言った

ように、全部柴田町でやるというんだったら名簿を差し上げますと、こういう回答でしたので、

残念ながら柴田町の体力で、知識もないの中で陽性患者をお世話するだけでもちょっと難しい

ので、それであればということで断念したということもご理解いただきたいと。ですから、吉

田議員が心配していろいろ質問されていたことに対しては、私も県のほうに直接ぶつけている

んですが、なかなかかたくなに、プライバシーの問題なのか知りませんけれども、教えていた

だけない。この考え方は、ほかの首長さん方も、たまたま柴田町多かったので、いいんです。

ほかの首長さん方もだんだん多くなったときに柴田町の町長が言ってる意味がやっと分かった

というご理解をいただいたんですが、全部やれという県の指示だったもんですから、これはち

ょっと町ではできないということにした経緯がございます。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） これは、宮城県だけじゃなくて全国でやっているので、どうやってやっ

てんのかなというところからスタートしました。仙台市で7,500円の詰め合わせ。最近では栗

原市、10日間の食料品。これは栗原保健所と連絡が入るように調整しています。亘理町、生活

サポートパックということで、陽性者が出たら自宅に配付。また、大和町でも同じ。塩竈市で
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も実施。そうやってやっているんですよね。だから、何で柴田町でできないかというので、12

月議会では資料も出して、国から出ている、支援できますよと。これだったらできるんでない

のということで、12月会議はやって、検討するという話だったので、私は今回どういう具体的

な内容になりましたかと聞くつもりでおりました。もう時間もあれですので、次回できるかど

うか分かりませんけれども。 

  防犯カメラの件でお伺いいたします。 

  防犯カメラは、ガイドラインがあるということでしたけれども、確かに難しいんですね。西

船迫公園のトイレ近くに自販機が置いてあります。そこにカメラがついているんですけれども、

どこの管轄ですか。 

○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） 西船迫公園、船迫小学校の東側の三角公園に自販機が２台あっ

て防犯カメラがついています。これ、自動販売機設置したメーカーさんが、自分のところの自

販機のいわゆる防犯対策ということで設置したい旨の申出があって、それでつけているという

ことになっています。 

○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） あれはカメラの向きを見ると下向いているので、学校側を向ければ防犯

対策にもなるのかなと思っていました。公園の近くでもあるので、町で所有しているのかなと

思っておりましたけれども、設置場所は町ですか。 

○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） 設置場所。（「土地というか」の声あり）三角の、いわゆる自

転車置場だったというか、ところが自転車を置かない場所になってしまって、ごみの不法投棄

がされるような場所になってしまったんですね。そこを自動販売機の申出があったので、占用

行為でもってお貸ししていると。町の土地ということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） こういう防犯カメラに特化して、自販機であればお金もかからなくてい

いなと。仙台市では、防犯カメラのガイドラインをきちんとつくって、そして書き方も、申請

の在り方も全部ホームページに載っています。通学路の安全点検のために、ここのところ見通

し悪いから、ここにカメラをつけるというようなものも設置されているんですね。通学路が主

でした、仙台市。上限がたしか30万円だったと思います。そういうのは柴田町ではないという

ことだったんですけれども、そういうことだったら設置できますよというご案内なんかはどう
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ですか。 

○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） 例えば、町で管理するという意味での設置ということと、

あと地域で設置するということもあろうかと思います。ただ、いずれにしましても、問題にな

るのは、警察の協議が必要だと思います。それは、例えば設置場所が適切であるか、それから

撮影範囲、プライバシーであったりとか、肖像権とかありますけれども、向きはいいかとかと

いうことでの協議はもちろん必要です。警察から、ここであれば、この向きであればいいんで

はないかという指導をいただきながら設置するんですが、ただ、地域においても、多分ご確認

していただいているかとは思うんですけれども、設置と、あと運用要領という内容を決めて、

地域が主体的に運用するということになってくると思います。だから、設置に対しての例えば

機器、機材の補助であったりとか、設置費用ですか、そういったものの助成は考えられるとは

思うんですけれども、維持費については地域で持っていただくということで、必ずしもハード

ルは低くはないんではないかなと思っているところがありますので、その辺は、例えば地域か

らの現在要望というのはありませんけれども、要望があればそういったものを検討していくと。

その手法の一つとして、例えば自販機というものを活用するというのは、今調査中ではありま

すけれども、いろいろ飲料メーカーで仕組みがあるようですので、そこは検討していきたいと

思っていました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） ガイドラインがつくられているということでしたので、そのガイドライ

ンに沿えれば設置は可能だと思うんですね。だから、そういうガイドラインに沿った形で協議

して、あとは行政区で持つんですよと、管理も行政区ですよというご案内をすれば、少しは増

えると思うんですね。そういう方法、啓蒙ができますかということです。 

○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） 今できるというのは、こちらとしても仕組みをどういっ

た形にすればいいかというのを考えた上で、できますよというお話をしていくことになるかと

思いますので、まずは様々今調査中でございますので、地域に対して設置できるかどうかとい

うのも含めて検討させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） どうぞ。 

○11番（吉田和夫君） まとめです。防犯カメラも監視カメラもそうなんですけれども、やはり

あるということだけでも抑止力にはなるというようなことがあるので、そういう仕掛けをきち
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んとつくっておけば、住民とすれば欲しいんだけれどもという、私は聞こえているんです。で

も、そこだけにはつけると駄目ですよという、ちゃんとガイドラインを見ながら、ちゃんと管

理の仕方とかというのであれば、抑止力がもっともっと増えてくると思いますので、そういう

啓蒙の仕方でぜひ進めていただきたいなということをお願いして終わります。 

○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。 

  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分再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後４時０６分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大川原真一が記載したものであるが、その内容に相違ないこと

を証するためここに署名する。 

  令和４年３月２日 

 

         議  長     髙 橋 たい子 

 

         署名議員  １番 石 森 靖 明 

 

         署名議員  ２番 伊 東   潤 

 



８０ 

 

 


