
８１ 

       令和３年度柴田町議会３月会議会議録（第２号） 

                                            

      出席議員（１８名） 

    １番  石 森 靖 明  君       ２番  伊 東   潤  君 

    ３番  吉 田   清  君       ４番  小田部 峰 之  君 

    ５番  森   裕 樹  君       ６番  加 藤   滋  君 

    ７番  安 藤 義 憲  君       ８番  佐久間 光 洋  君 

    ９番  平 間 幸 弘  君      １０番  桜 場 政 行  君 

   １１番  吉 田 和 夫  君      １２番  秋 本 好 則  君 

   １３番  大 坂 三 男  君      １４番  佐々木 裕 子  君 

   １５番  広 沢   真  君      １６番  白 内 恵美子  君 

   １７番  平 間 奈緒美  君      １８番  髙 橋 たい子  君 

                                            

      欠席議員（なし） 

                                            

     説明のため出席した者 

   町 長 部 局 

町 長  滝 口   茂  君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
 

 

水 上 祐 治  君 

総 務 課 長 併 

選挙管理委員会書記長 
 

 

鈴 木 俊 昭  君 

まちづくり政策課長  藤 原 政 志  君 

財 政 課 長  森     浩  君 

町 民 環 境 課 長  遠 藤   稔  君 

健 康 推 進 課 長  水 戸 浩 幸  君 

子 ど も 家 庭 課 長  大 山   薫  君 

農 政 課 長 併 

農業委員会事務局長 
 

 

加 藤 栄 一  君 

商 工 観 光 課 長  沖 館 淳 一  君 

都 市 建 設 課 長  水 戸 英 義  君 



８２ 

危 機 管 理 監  平 間 信 弘  君 

   教育委員会部局 

教 育 長  船 迫 邦 則  君 

教 育 総 務 課 長  佐 藤 正 人  君 

スポーツ振興課長  藤 原 輝美幸  君 

   その他の部局 

代 表 監 査 委 員  大 宮 正 博  君 

                                            

   事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長  大川原 真 一 

次 長  太 田 健 博 

主 任 主 査  今 野 裕 介 

                                            

     議 事 日 程 （第２号） 

  令和４年３月３日（木曜日） 午前９時３０分 開 議 

 
 第 １ 会議録署名議員の指名 
 
 第 ２ 一般質問 
 
    （３） 吉 田   清 議員 
 
    （４） 石 森 靖 明 議員 
 
    （５） 平 間 奈緒美 議員 
 
    （６） 加 藤   滋 議員 
 
    （７） 小田部 峰 之 議員 

                                          

     本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 



８３ 

     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１番石森清明君、

２番伊東潤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。 

  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３問、質問させていただきます。 

  １．災害用自動販売機の導入を。 

  先般、マイ・タイムライン講習会を参観し、改めて防災士とは、自助、共助、協働を原則と

して、社会の様々な場で防災力を高め、活動することが大事だと認識させられました。 

  町では、コロナ禍ということもあり、優先避難所を９か所開設することとしていますが、大

災害が発生した場合、自治体も被災している可能性があり、それぞれの避難所で職員やボラン

ティアが対応したくても対応できない状況も考えられます。また、停電や道路の寸断など、い

ろいろな想定も考えられます。 

  そこで、災害用自動販売機の導入を提案します。 

  災害用自動販売機とは、自然災害や停電が発生した場合の非常時に、無償で飲料製品等を被

災者などに提供することのできる自動販売機です。災害用自動販売機にも、いろいろな種類が
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あります。ジュース類だけでなく、防犯カメラや薬、乳幼児の粉ミルクを溶かすお湯、さらに

は簡易型携帯トイレ、Ｗｉ－Ｆｉを備えたものなどもあります。 

  そこで、伺います。 

  １）本町の公共施設に災害用自動販売機はありますか。 

  ２）現在、避難所に設置されている自動販売機の設置数と、所有者は。 

  ３）災害用自動販売機の本町の考え方や今後の設置計画は。 

  ２．子どもから大人まで楽しめるパークランドを。 

  東京2020オリンピックでの日本勢の活躍で、スケートボードの人気が高まっています。スケ

ートボードは、広く世界中にスポーツとして認知され、日本勢は金メダル３、銀メダル１、銅

メダル１の合計５個と大活躍しました。 

  スケートボードの人気は、若者だけでなく小さい子どもの間でも、かつてないほど高まって

います。今では、県内各地から、仙台や七ヶ浜まで熱心に練習に訪れる若者や親子連れが増え、

この寒い時期でも昨年の２倍の来場者があるようです。昨年末、近所の親御さんからスケート

ボードをする場所が柴田町にないので、仙台まで子どもを連れて出かけているとのこと。また、

週末となると、白石川河川敷白幡橋上流に高校生が集まって、スケートボードをして危ないと

のこと。できれば、柴田町にもスケートボードパークがあるといいのですが、との要望をいた

だきました。 

  亘理町でも、ふるさと納税による寄附金を活用し、沿岸部にスケートボードパークを今年の

夏に新設する計画があり、町の担当者は交流人口の増加に向けて、若者を呼び込みたいと期待

しているようです。 

  そこで、質問します。 

  １）町は、スケートボードをスポーツ競技として認識していますか。 

  ２）柴田町スポーツ推進計画の中での位置づけは。 

  ３）本町にスケートボードパークがない現状で、若者や子どもたちのためにスケートボード

を安心して使用できる場所の確保や設置予定は。 

  ４）これから先、若者や子どもたちが、新しいスポーツにチャレンジしていこうとするとき

に、本町は積極的に応援していく気概はありますか。 

  ５）スケートボードパークは、家族や友人との交流の場の提供にもつながり、来場者も呼べ

ると考えますが、本町の考えは。 

  ６）スケートボードパークに併設して、ファミリーで楽しめるドッグランや、キャンプ場を
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兼ね備えた総合パークランドの設置を、農村環境改善センターと隣接する場所に提案したいと

思いますが、本町の考えは。 

  ３．小中学生の利用する道路の安全性は。 

  先般、４人の行政区長が町長へ要望書を提出しました。要望書の内容は、柴田町佐野194番

地先の水路に架かる古い欄干のない橋の架け替えです。約300名の地域住民の署名捺印もあり、

町長からも前向きな答弁をいただきました。一方で、道路やガードレールの設置や、歩道の拡

幅など、道路や周囲の状況からも簡単に改善をすることが難しいとともに、予算も相当かかる

ことも事実とのことでした。 

  私は、東船岡小学校と船岡中学校の児童生徒の登校時刻に合わせて、通学者数の確認をしま

した。月曜日から金曜日までの１日の平均では、中学生の自転車が43台、小学生は８人でした。

朝の登校時に雪も積もり、凍結した橋の上は、実際歩いて渡るのも危険な状況でした。たまた

ま私が立って、橋から落ちないように見ていましたので、中学生は自転車から降りて登校しま

した。 

  そこで、伺います。 

  １）欄干のない橋を渡って生徒が誤って水路に落ちた場合、重大事故が発生することが考え

られます。１日でも早い対応策が必要だと思いますが、本町の考えは。 

  ２）中学生は、農道の水路に沿って自転車で通学しています。心配なのが、下校途中の事故

です。もし、水路に落ちたとしても、長時間救出されない可能性があります。本町の考えは。 

  ３）白石市の小学校で、防球ネットの支柱が倒れ、児童２人が死傷した事故で、校長と教諭

が適切な安全対策を怠ったとして、書類送検されました。柴田町でも、万が一、欄干のない橋

で不測の事態が発生した場合、どのように対処しますか。 

  ４）この橋を渡って通学している保護者に対しては、どのような呼びかけをしていますか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。 

  １問目から３問目の１点まで町長、３問目の２点目以降、教育長。 

  最初に、町長。 

○町長（滝口 茂君） 吉田清議員の大綱３点ございました。 

  まず、災害用自動販売機の導入ということで３点ございます。 

  公共施設の自動販売機の台数ですが、令和３年12月に、株式会社伊藤園と町が、災害時に無

償で商品を提供いただける内容で覚書を結び、現在槻木駅の外トイレ前に災害用自動販売機が
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１台設置されております。 

  ２点目、避難所に設置されている販売機の台数と所有者です。 

  まず、町の公共施設にある自動販売機の設置数は、役場庁舎の５台をはじめ、合計で32台設

置されております。町の優先避難所となっている９か所については、船岡生涯学習センター、

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター、農村環境改善センター、西住公民館、船岡体

育館にそれぞれ１台ずつ設置されており、槻木小学校、船迫小学校、船岡中学校には設置され

ておりません。なお、設置業者はコカ・コーラ２台、ダイドードリンコ２台、畑山牛乳店２台

となっております。 

  災害用自動販売機の本町の考え方、配置計画ですが、現在、災害用自動販売機については、

民間事業者との取引に係るものであり、行政権限を伴うものではありませんので、設置計画は

策定しておりません。大手の自動販売機を扱う民間業者のほとんどは、災害用自販機を扱って

おりますので、設置する際の手続や、その活用事例などについて、情報を収集してまいりたい

と考えております。 

  なお、災害による断水時には、飲料水を備蓄しておりますし、また、災害協定により飲料水

などの提供を受けることができます。さらに、東日本大震災の教訓から、応急給水所の設置や、

船迫小学校、槻木小学校には浄水機能を備えたプールを整備しており、災害時の断水対策を行

ってきたところです。 

  大綱２点目、子どもから大人まで楽しめるパークランドをということで、１点目、スケート

ボードは、東京2020オリンピックの正式種目に決定し、日本人選手も活躍したスポーツ競技で

す。車輪を実装した重力や人力で動くローラースケートによるローラースポーツの一つとして、

町としてもスポーツ競技であると認識しております。 

  ２点目、スポーツ振興の中での位置づけですが、平成28年度に策定しました柴田町スポーツ

推進計画には、スケートボードといった特定の競技種目に対しての表現はしておりません。 

  今年度は、柴田町スポーツ推進計画の中期見直しを行い、基本目標において、「町ではスポ

ーツ都市宣言をしており、スポーツの価値を考えながら、「いつでも」「だれでも」「いつま

でも」スポーツを生涯にわたって活動できるよう環境を整備する必要があります。」として、

スポーツ全体を包括的に明記しております。 

  ３点目、安心して使用できる場所の確保と設置についてですが、スケートボードには、純粋

な遊びで行うものと、スポーツとして競技性のあるストリートやパークで行うものがあると思

います。スケートボードを楽しむ場合、公道や歩道での滑走は道路交通法で禁止され、公園等
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でも安全面、騒音等の環境面で問題があります。競技スポーツとして行う際には、競技人口や

今後の普及の可能性を見ながら、整備された場所の確保について検討してまいります。 

  これから先、積極的に応援していく気概がありますかということでございます。様々なスポ

ーツがありますので、新たなスポーツの種類やその動向、環境費用の条件等を鑑み、町として

町民が生涯スポーツを楽しめるよう努めてまいります。 

  ５点目、スケートボードパークは家族や友人との交流の場の提供にもつながり、来場者も呼

べると考えるが町の考えはということですが、スケートボードパークについては、町民のニー

ズや競技人口の見込みなど、今後スケートボードがスポーツとしてどのように発展していくの

か、その動向を見まして、整備の必要性について検討してまいります。 

  農村環境改善センターにスケートボードパークの併設はということでございますが、ご提案

のありました総合パークランドについては、町として大型プロジェクトとして進めております

（仮称）柴田町総合体育館整備事業や、次に控える給食センターや、図書館の整備の方向性が

ある程度見通せるようになった後に、スケートボードパークやドッグラン、キャンプ場の立地

に係る適切性や、利用者の見込み、採算性、人材の確保等の面から改めて検討してまいります。 

  大綱３点目もいいんですかね。大綱３点目は、１問目ですね。欄干のない橋から生徒が誤っ

て落ちた場合、重大事故が発生すると考えるが、１日も早い対策ということでございます。 

  ご要望のありました欄干のない橋については、農道中名生13号線と同16号線をつなぐ農道橋

で、農業利用を主目的として整備された幅2.9メートルの橋であります。農道橋を含めた農道

は農業機械の運行など、農作業のための機能を確保することを基本とされております。当該農

道橋に欄干を設置することになると、大型化している農業機械の通行が妨げられることも懸念

されますが、老朽化した農道橋への対応策では、令和４年度において劣化の状況等の安全点検

を行い、橋の老朽度や、通行量、地元住民からの要望等を総合的に勘案し、修繕計画を作成し

た上で、早急に対応してまいります。 

○議長（髙橋たい子君） ３問目の２点目以降、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 吉田清議員、大綱３問目の質問２点目から４点目まで、一括でお答え

します。 

  現在、中学校では、家庭環境調査で通学路を確認しており、該当する水路と並行している農

道を通って自転車で通学している生徒は43人となっております。現地に出向いて、該当する農

道と水路の状況を確認したところ、該当する農道の入り口には、「この先車の通り抜けできま

せん」という、柴田町で設置した看板がありました。つまり、この農道は通行止めで、注意を
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要する箇所であり、安全確保の観点から、自動車や自転車を運転して通行しないよう呼びかけ

るものでした。 

  町教育委員会としては、学校と話し合い、家庭環境調査で生徒の通学路を届けさせる際、学

区内の危険箇所一覧表などを添付し、生徒や保護者の方々が危険箇所を避けて通学する道筋を

届出することができるよう配慮することを求めました。 

  学校は、当面は該当する農道を自転車に乗って通行することがないよう、生徒や保護者に説

明し、ご理解、ご協力を得ているところです。 

  新年度に向けては、学区内の危険箇所の確認を徹底して、次年度の通学路の届出の際には、

危険箇所一覧を添付し、危険箇所を回避して通学路を届出することができるよう準備している

ところです。 

  学校の管理下における児童生徒の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター

法で、災害給付に関わって通常の経路及び方法により通学する場合に生じた災害は、学校の管

理下において生じたものとみなされていますが、通学時の安全確保の責任の所在を示している

ものではありませんし、判例も様々です。 

  通学時の安全確保については、保護者と学校が話し合い、合意を形成しながら、合意に基づ

いた対策を実施していくことが大切であると考えますので、町教育委員会としましては、保護

者と学校の話し合いや合意に基づいた対策の実施などが適切に行われるよう支援してまいりた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 吉田清君、再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 大綱１問目、災害用自動販売機についてなんですけれども、ふだんであ

ればどこのメーカーであろうと私も構わないと思うんですけれども、いざ有事の際に、プール

の水とかいろいろ備蓄品はあると思うんですけれども、やっぱりこの寒い時期なら温かい飲物

や、暖かいときにはやっぱり冷たいものを飲むことによって、誰でもだと思うんですが、心が

安らぐというか、次に前向きに頑張ろうと意欲が、たった飲物だけなんですけれども、そうい

う気概が生まれると思うんです。そこで、そしてまた柴田町は、他の市町村に先駆けてマイ・

タイムラインというすばらしい講習会を開催していたということは、町の住民にとっても、柴

田町は防災に対してすごいやっているんだなと意識づけにしては、すごい取組で、私もよかっ

たなと思ったんです。しかし、いろいろ調べてみましたらこのとおり、公共施設にそれも槻木

駅に１か所しか災害用自動販売機がないということなんですけれども、あまりにも少な過ぎる
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と思いますが、これはなぜこのように、ここしかないんでしょうかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 先ほど町長答弁でありましたように、柴田町の公共施設に32台の

自動販売機が設置されてございます。そのうち、災害用自動販売機というと、現在槻木駅に１

台というところで、議員ご質問のように少ないのではないかと。なぜ１台しかないのかという

質問でございました。 

  この槻木駅の外トイレの災害用自動販売機につきましては、本当に最近ついたものであり、

これまで柴田町には災害用の自動販売機そのものは１台もございませんでした。したがいまし

て、今後、災害用自動販売機の槻木駅での状況などを見ながら、その有効性、有用性などを考

えながら、どのように災害用自動販売機というものが災害時に有効で、活用できるのかという

のを、いろんな、仙台市とか、あとは大河原町とか村田町等の状況を見ながら、検討していき

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。 

○３番（吉田 清君） ちょっと調べただけでも、白石市の市役所には、もう数年前から２台設

置されております。また、大河原町にもありますし、丸森町にも、役場庁舎内にあるんですね。

もう私が調べただけで、相当数、役場内、市役所に入っております。県庁などにも入っていま

すけれども。柴田町にも庁舎に５台設置されているんですけれども、なぜ５台もあって１台も

今まで検討されるような機会はなかったんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今回、庁舎大規模改修ということで工事をさせていただきました。自

動販売機の設置場所に関して、当初検討した段階で、今置かれている場所ということで想定し

て整備を行いました。災害用の自動販売機なんですが、幅が必要で、今の自動販売機よりも大

きいということで、例えば３階にある自動販売機２台がありますが、あの部分に関しても検討

はさせていただいたんですが、廊下の部分が狭くなってしまいますよということがありまして、

災害用の自動販売機の幅が通常の自動販売機よりも場所を取るというか、大きいということが

あって置けなかったという部分もございます。一応検討はさせていただいたんですが、通路の

幅を確保するという部分で、今回はちょっと無理であったということで、１階の部分なかなか

幅がある程度出てきますので、そういう部分で今回は当初検討した通常の自動販売機の場所へ

の設置ということで検討した段階では、幅に関して、申し訳ありませんが、大きくなるという

部分が検討の中で足らなかったということで今回置けなかったということでございます。 
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○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） １階に１台たしかあったと思うんですけれども、あそこの場所でさえ幅

が足りなくて設置できなかったということですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今回、検討したのは、１階の部分に関してもともとありましたので、

入れ替えるということで３階を入れ替えました。その際に、あの場所でということで実際に伊

藤園でしたので、お話を聞きましたが、幅が必要になってくるということで、通路になります

ので、災害時の避難という部分でも、通路の幅が狭くなってしまうということで、今回は断念

したという経緯がございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 今課長さんから伊藤園というメーカーをお聞きしたんですけれども、飲

料メーカーは頭の中で知っている８社くらいあると思うんですね。その８社の中全部が幅が足

りない、設置するにはサイズが合わなかったというか。伊藤園に限らず、いろんなメーカーの

飲料メーカーにも問合せするなり、検討して、ぜひ窓口で。結構庁舎の外にもいろんな自動販

売機が出ているので、町民の方は興味持っていて、やっぱり庁舎の１階には災害用の販売機も

柴田町には設置してあるんだなと印象づけるだけでも、町民の方は安心されると思うんですけ

れども、ほかの飲料の更新とかいろいろあると思うんですけれども、伊藤園に限らず違うメー

カーを設置するということはできないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 議員おっしゃるとおり、役場に設置されている各事業者さん全てと災

害協定等を結んで、災害時の自動販売機を置くことができますよということは確認は取れてお

ります。 

  今回は、先ほどお話しした、もともとあった自動販売機を移動をかけただけですので、今契

約をしたものとなっております。ですので、次回の契約更新の際には、その辺のスペースの問

題も解決しながら、役場にも設置に関して検討してまいりたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 今課長からも更新時ということで、更新時は下の１台だけでいいんです

けれども、いつ更新時になりますかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 申し訳ありません、ちょっと更新時期の資料を今持ち合わせておりま
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せんので、それぞれの更新時期に事業者とお話をしながら、設置に向けて検討してまいりたい

と思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 自動販売機の件にだけあまり時間も取ってもあれなんですけれども、ほ

かに各生涯学習センターや公民館等にあると思うんですけれども、所有者は柴田町観光物産協

会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。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 所有者は先ほど町長答弁でもあったように、それぞれのコカ・コ

ーラとか、ダイドードリンコさんとか、そういった方々が所有者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） そのメーカーの管理者はじゃあ誰ですかね。契約者というか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 管理者、契約者も同じでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 教育委員会所管の施設ですので、行政財産の目的外使用許可というこ

とで、そちらは生涯学習センター等は、教育委員会のほうで許可をして、配置をしているとい

う状況です。（「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。 

○３番（吉田 清君） 今、Ｗｉ－Ｆｉつきの紙コップ式の自動販売機も、もう十数年前から実

際あるわけです。2011年の震災のときにも、多賀城市や岩沼市でも紙コップ式の自動販売機に

よって、多くの人が乳幼児のミルクや薬を服用する際に随分助かったという声がありますね。

やはり被災した人でなければ分からないということも当然あるんですけれども、私は災害時に

避難所にそういう災害用ベンダーというか自動販売機があることで、役場の行政の職員も大分

助かるんじゃないかということも思っての質問なんですけれども、ぜひ、そういうできれば紙

コップ式の自動販売機を設置していただきたいなと思います。 

  あと、もう一つ、最後に自動販売機についてなんですけれども、食品ロス削減無人販売機と

いう販売機はご存じですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 申し訳ございません。ちょっと知りませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 
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○３番（吉田 清君） 食品ロス削減無人販売機というのは、賞味期限が近づいた食品、ジュー

ス類などなんですけれども、安く提供できるという、ＳＤＧｓの一環としての食品のロスをな

くすための自動販売機があります。今現在、新潟の県庁でもそれを設置されていますので、こ

ういう自動販売機もありますので、今後、仮に体育館が建設された場合など、このような自動

販売機もありますので、ぜひ設置をしていただきたいと思います。 

  大綱２問目について質問させていただきます。 

  私は、町を元気にするには、やはり若者や家族が集うパークランドが必要だと思います。町

にはそういった際立った施設が、私はないような気がするんですけれども、町では、町を元気

にするような、先ほどもいろいろありましたけれども、戦略というのは検討されているんです

か。町を元気にする戦略というか、若者が集う。 

○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） 元気にするような戦略といいますか、スポーツ振興課と

しましては、やはり（仮称）柴田町総合体育館の整備を進めまして、団体競技のほか、個人利

用を多くしまして町を元気にしよう、にぎわいをつくろうと、そういう考えでおります。 

○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） １番から５番までの質問をちょっと飛ばしまして、パークランドを農村

環境改善センターに、私はいいんでないのかなというのは、今コロナ禍もあって、すごいキャ

ンプ場がにぎわっているんですね。実際に七ヶ宿町にも公式のキャンプ場が今２か所あるんで

すけれども、１つはスキー場のゲレンデから外れた森林の中に、こんなところにキャンプ場を

設置していいのかというところに実は設置されて、１区画3,300円で柵も何もないんですよ。

熊が出ようが動物が出ようが、自己責任でお願いしますということなんですけれども、２か月

前まで予約できるんですけれども、もう既に５月もいっぱい埋まっている状況なんですね。そ

して、今年のこの雪の多いのにも、冬はキャンプ場開設しないんですけれども、寒い、雪の多

いときにも、ぜひ開設してキャンプさせてくださいという問合せが相当数あるんですよ。 

  私は、農村環境改善センターに隣接する場所は、とってもすばらしいキャンプ場になるなあ

と思っているんですけれども、それはどうお考えですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（藤原輝美幸君） スポーツ振興課では、現在農村環境改善センターのとこ

ろ、いわゆるグラウンドとして活用しています。テニスコートもあります。まず目的としては、

社会体育施設ということで、住民の皆さんに使っていただいている状況です。 
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  そこから、キャンプなり、そういう、まだ目的が違う施設ということで、供用するにはもっ

といろいろと、町内部のほうで検討が必要になってくるかと思われます。やはりキャンプ場と

かですと、ぱっと思いつくのは自然休養村太陽の村とかになるんですけれども、現在スポーツ

振興課としては、やはりスポーツを第一に供用している状況でございますので、議員のそうい

う提案内容はすばらしいとは思いますけれども、ちょっとスポーツ振興課ではまだそこまで煮

詰まっていない状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ありがとうございます。以前12月会議の際に同僚議員がドッグランのこ

とについて一般質問したんですけれども、そのとき前向きな検討をしますということでしたけ

れども、そのドッグランについてはその後、進捗というか経過ですか、どうなっていますかね。 

○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） ただいまのご質問でございます。12月会議に大坂議員からご質問い

ただいた件での回答についてということだと思います。 

  農政課としましては、まだ提案いただいたのが12月ということで、現地、仙台市の榴岡のド

ッグランを視察したり、それから、近隣の状況を教えていただいたりということで、まだその

段階でございます。 

○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） その段階ということは、もうやめたということですか。それとも、さら

に検討していくということですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） まだ研究している段階でございますので、やめた、やめないという

ところの話ではございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 私も犬を飼っているんですけれども、そんなにお金かからないんですよ、

ドッグランというのは。大型犬と小型犬に分けて、ワクチン接種しているかと証明書さえあれ

ば、その施設施設によると思うんですけれども、年間4,000円ぐらい払って、あとはそのとき

そのときに何百円単位でできるということで、私はキャンプも好きだし、犬も飼っているんで

すけれども、もうそこにスケボーとなったらわくわくしてすぐにでも行きたいという何か前向

きな気持ちになれるんですけれども、課長はいかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 
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○農政課長（加藤栄一君） 個人的な見解は除きますけれども、まずいろいろな遊びの提案がで

きるということは、何といってもプラス面ということだと思います。 

  ただ、ご紹介がありましたように、近所に、近隣に同様の施設があったり、あとは実際どの

ような人口がいるのか、ニーズがあるのかというところもございます。最終的には実際、集客

とそれから経費とバランスを見ながらということになってこようかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 先ほど言ったとおり、キャンプ場はほとんどお金かからないんです。草

刈っているだけでいいし、ドッグランもそうなんですけれども、あえて言うならスケートボー

ド、これは日本スケートボード協会の一般的な大きさと価格で、木製であれば2,000万円ぐら

いなんだということが書かれていましたけれども、その2,000万円ももちろん町民の税金です

から、慎重に検討することは当然のことだと思いますが、今後、またさらにいろんな意味で検

討していただければと思って、２問目の質問を終了します。 

  大綱３問目、この要望書なんですけれども、これは４人の行政区長とともに、私も一緒に町

長に直接、要望書を持って伺いました。町長、そのときはどう思いましたかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） それまでは、農道橋の安全点検という概念がございませんでした。それ

で区長さん方が４人、それから剣水地区の方々の署名を持っていらっしゃいましたので、これ

について即対応できないのかという指示をさせていただきました。そしたら、農道橋はここだ

けではありませんと、11か所点検するのがまず先でないでしょうかという農政課の考え方なの

で、やっぱり政策をする上では点検をして、優先順位を決めていくと。そのときの優先順位は、

通常であれば、老朽化しているところからやっていくというのが通常だと思うんですが、やは

り橋については通行量とか、地域の方々の思い、行動、これをやっぱり受け止めていくのが行

政の仕事ではないかなと思っておりますので、今回、点検、当初予算で組みましたので、これ

が終わりましたら実施設計というものをつくって、最優先で整備をしていくという方向でおり

ます。 

  ただし、問題は農道のままでいくと道幅が狭いということなので、農道から町道に格上げと

いうことになると、安全面は確保できるんですが、最大のネックは、阿武隈急行のガードの下

がネックになっておりまして、町道認定ができないという問題点も抱えております。 

  ですから、もし道路整備をすることによって交通量が増えるとなると、地元の方々に通学す

る時間帯、それについては通学路として交通規制をかけると、そういう住民の要望を理解して
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いただいて、朝農作業しませんのでね。朝の時間帯は交通規制、通学だけでありますよね。あ

あいう規制を伴えば、子どもたちが安全に過ごせる、通学できるんではないかなと。ただし小

学校は、阿武隈急行の下のガードレールがありますので、通学路としては学校とかＰＴＡは指

定しないような雰囲気でございます。あくまでも中学生ですね。 

  その点もご理解した上でやっていかないと、さっき言ったように、住民のためを思ってやっ

て後で町長に批判が来るんでは、これは農政課は順番にやりなさいと言うのにかかわらず、町

長が先にやれと、そしたら怒られたというのでは、農政課にメンツが立ちませんので。そうい

うこともあるということなんですね、政治の世界というのはね。ご理解をいただければと思い

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） 町長の前向きな答弁ありがとうございます。施政方針でも読みましたけ

れども、町民の方も喜ぶかと思っております。 

  私もまずこの行政区長さんから１回、一緒に行ってくれないかと言ってきたときに、私も実

際調べてみました。そうしたら、近所に住む何々さんという方なんですけれども、小学生の生

徒が２名いらっしゃるんですけれども、毎日欄干のない橋を渡るときに滑って危ないからとい

うので、あそこを通って、車で毎日お母さん見ているんですね。そのときやっぱり中学生も通

るわけなんですよ。そのときに２度ほど滑って、欄干のない橋から自転車ごと落ちたというの

があるんですね。そして、旦那さんが自転車ごと引き上げて、自宅のお風呂場でシャワーを浴

びさせて、自宅まで届けたんですよと。そしてまた、もう少し先の30メートルぐらい先の農水

路に落ちて、そこでもまた上げたんだよと。 

  ３月の１日に私も立ってみたんですけれども、ちょうど犬の散歩される方が来まして、議員

さんですかと言われて、そうですと、何やっているんですかと、ここ心配だからちょっと今見

ていますと言ったら、先ほど女子中学生が自転車で転んで氷の上で、しばらく立ち上がらなか

ったという事実があるんですね。私はちょっと中学校に１回電話して聞いてみたんですね。そ

うしたら、校長先生が出まして、そういう事故とかけがとかの一切連絡がないということで、

私もびっくりしたんですけれども、担任の先生まで知っているのか、教頭先生まで知っている

のは分かりませんけれども、なぜこういう連絡が今までなかったのかと疑問に思ったんですけ

れども、その辺なぜ、教育長、校長先生に伝わらず、黙っているんですかね、生徒さんが。ど

うなんですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 
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○教育長（船迫邦則君） 今回、吉田議員からご指摘受けて、学校にお話をして、学校もこうい

うルール上、やはりあそこは自転車に乗って通行というのは駄目なんだなということは認識し

て、早速生徒たちを集めてそのこと話ししたら、生徒の中には、そういえば私も１回落ちたこ

とあるんだとかというようなお話もしてくれたようでした。 

  やっぱりそういったのを確認をしながら、今までなぜあそこを確認できなかったかというの

は、せっかく学校で持っている地域の、学区内の危険箇所一覧というのがあるんですね。そう

いったものを同時に添付して、家庭環境調査表の裏で通学路確認というのをしていかないとい

けないんだなということを、学校と一緒になって確認したところです。次年度に向けては、危

険箇所一覧表も添えて、そして提出していただく。その中で、いろいろとお話を受けることで、

どういう対応がいいのかというようなことをお話し合いして、より適切な方策というのをお互

いで理解して、つくっていかないといけないのかなと今感じております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） 中学生は大人と言えば大人ですけれども、確かに欄干のないところまで

舗装されていて、黒いから雪とか凍っているとき分かるんですけれども、古い橋はもともと白

いんですよね。だから凍っていても分からないんですよ、全部じゃないんですけれども、入り

口とか出口のところに、あそこで転ぶ人がちょっと多いようなんで、もう一度、絶対事故のな

いように学校のほうとまた保護者のほうに連絡していただきたいと思います。 

  あと、もう１点、小学生なんですけれども、私が数えたら８人なんですよね。私小学校に問

い合わせたら、教頭先生と校長先生いなくて、代わりの先生に対応していただいたんですけれ

ども、「そんなに８名もいないよ」と言われたので、「え、いましたよ」と言ったら、あそこ

のグループはたしか五、六人で保護者とＰＴＡの同意の下で特別に通らせている１グループな

んですと言われたんですね。なぜ８人もいるのかなあと思って私調べたら、下名生の生徒も時

と場合によっては、そこを二、三名通っているようなんですね。そこは、二、三名は通学路じ

ゃないんですよ。その辺も徹底されていないんじゃないのかなあと心配だったものですから、

その辺も踏まえて、教育長、小学校のほうにも通学路に関して、一度、万が一のことを考えて、

確認していただきたいと思いますが、最後に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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 町長からも話題になりましたけれども、あそこは橋だけでなくて、阿

武急のガードのところ、あそこのところをやっぱりくぐって歩くというのはかなり危険だと、

この間行って感じましたので、そういったことも確認しながら、小学校においても、通学路を
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決めるというときにもう一度危険箇所を取り上げて、いろいろと保護者とお話を進めていくと

いうことで努力してまいりたいと思っております。（「分かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか、吉田清君。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） あと50秒ありますので、ぜひ、やはり未来ある大事な子どもたちですか

ら、もう最善に最善を尽くして、何もないことが一番ですけれども、その点も含めて今後とも

ご指導よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○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。 

  10時30分再開といたします。 

     午前１０時２１分  休 憩 

                                            

     午前１０時３０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  １番石森靖明君、質問してください。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  大綱３問、質問させていただきます。 

  １．本町における自治体ＤＸの進捗と展望は。 

  2020年12月25日、政府は、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針及びデジタル・ガバ

メント実行計画（改訂版）を閣議決定し、これを受けて総務省においては、自治体デジタル・

トランスフォーメーション、いわゆるＤＸ推進計画を策定しました。さらに、2021年７月７日

には、自治体が着実にＤＸに取り組めるよう、手順等を示した自治体ＤＸ推進手順書を公表し

ています。 

  そもそもＤＸとは、進化したデジタル技術を浸透させることで、人々の生活をよりよいもの

へと変革することを意味しており、単に業務のデジタル化を指すものではありません。今後、

町民にとって利便性の高い仕組みを構築していくこと、また、町職員の業務効率化を図るため

にも、積極的かつ果敢に取り組んでいくことが求められています。 

  そこで、以下の点について伺います。 

  １）自治体ＤＸ推進手順書が示された後の本町における取組の状況は。 
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  ２）本町におけるＤＸの将来展望は。 

  ３）ＤＸの活用が可能と考えられる庁内各課の業務と、実際の活用に向けた計画は。 

  ４）ＬＩＮＥやＥメールを活用した情報発信、コンビニエンスストアでの証明書発行等、既

に実施されているＤＸに関連した各種の取組の現状と今後の課題は。 

  ２．町主催イベントの発展的展開を。 

  本町においては、年間を通して様々なイベントが開催されており、それぞれのイベントの開

催は、花のまち柴田の魅力を町内外に発信する絶好の機会であると考えます。特に、船岡城址

公園を会場として開催されるしばた桜まつり、しばた紫陽花まつり、みやぎ大菊花展柴田大会、

Shibata Fantasy Illuminationは例年、多くの観光客が訪れるなど、交流人口の拡大に大きく

寄与してきたところです。 

  しかし、新型コロナウイルスの感染拡大後は、イベントの中止や規模縮小などが余儀なくさ

れています。一方、このような状況下だからこそ、今後のウイズコロナやアフターコロナを見

据え、各イベントをより発展的に展開していくための方策を考案する余地もあるものと考えま

す。 

  そこで、以下の点について伺います。 

  １）今年のしばた桜まつりも中止が決定されました。しかし、桜は必ずその花を咲かせてく

れます。満開の桜の様子などをユーチューブでライブ配信することや、ＳＮＳを活用して多角

的に情報発信することなどを通じて、柴田町のファンを離すことなく、さらには柴田町に興味

を持ってくれる方をより多く取り込み、来年は必ず行ってみたいと思わせるような情報を積極

的に発信すべきだと考えますが、町の考えは。 

  ２）昨年12月３日のShibata Fantasy Illumination点灯式に合わせ、白石川河畔で花火大会

が開催され、イルミネーションとともに、多くの方々の目を楽しませてくれました。このよう

に、町と町民有志などとがコラボレートしたイベントを開催することで、町全体がイベント会

場であるという雰囲気の醸成や、町民一人一人がイベントに参画しているという機運を高める

ことで、様々な場面での相乗効果が期待できると考えますが、町の考えは。 

  ３．小中学校の休校下における学びの状況は。 

  新型コロナウイルスの感染拡大により、ＧＩＧＡスクール構想が急加速的に進められ、本町

においても補助金等を活用し、１人１台のコンピューターや、学校内への通信環境、通信環境

が整わない家庭への通信ルーター貸与を可能とする等の環境が着実に整備されています。 

  年明け以降、全国的に新型コロナウイルスオミクロン株が急拡大し、町内の一部小中学校に
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おいては、休校が余儀なくされる状況に至りました。 

  ＧＩＧＡスクール構想による１人１台のコンピューター整備などについては、学校の休校等

の状況下において、オンライン授業で活用することも想定されていますが、今般の状況下にお

ける活用の状況等について、お伺いします。 

  １）休校や学級閉鎖の際、オンライン授業等により児童生徒の学びが途絶えることはなかっ

たのでしょうか。 

  ２）実際の休校や学級閉鎖を経験し、浮き彫りとなった課題は。 

  以上、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。 

  １問目、２問目町長。３問目、教育長。最初に、町長。 

○町長（滝口 茂君） 石森議員、大綱１点目、本町における自治体ＤＸの進捗状況で４点ほど

ございました。随時お答えします。 

  １点目、令和２年12月に総務省が示した自治体ＤＸ推進計画に挙げられた重点取組事項、

「情報システムの標準化・共通化」「マイナンバーカードの普及促進」「行政手続のオンライ

ン化」「ＡＩ・ＲＰＡの利用促進」に取り組んでいます。 

  １点目の重点取組事項、「情報システムの標準化・共通化」は、各自治体が導入している住

民情報システム、税情報システム等を国が策定する標準仕様に準拠したシステムに移行する取

組です。町では令和７年度末までのシステム完全移行に向けた全体スケジュールを定め、令和

４年度からシステム移行計画を策定し、今後４年間段階的に取り組んでまいります。 

  ２点目、「マイナンバーカードの普及促進」は、令和４年度末までにほとんどの住民がマイ

ナンバーカードを保有することを目指すものです。町では、令和４年２月１日現在で交付枚数

１万7,346枚、町の交付率は46.1％、宮城県全体の交付率は41.1％となっています。今後もマ

イナンバーカードの申請サポート、マイナンバーカードの休日交付など、引き続きマイナンバ

ーカードの普及促進に向けて取り組んでまいります。 

  ３つ目、「行政手続のオンライン化」は、令和４年度末までに子育て、介護、被災者支援等

の27の手続と、転入・転出手続をパソコンやスマートフォンから可能とするものです。町では、

政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルからマイナンバーカードを使用して

手続が行えるよう、申請書等の整備に着手しております。また、令和４年度にはオンラインで

受け付けた申請データを基幹系システムに取り込むためのシステムを導入する予定です。 

  ４つ目、「ＡＩ・ＲＰＡの利用促進」は、ＡＩやＲＰＡ等のデジタル技術の活用による業務
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効率化を推進するもので、町では令和２年度からＡＩ－ＯＣＲ、ＲＰＡを導入しており、今後

も引き続き適用業務の洗い出しと活用に取り組んでまいります。また、令和４年度からは会議

録作成作業の省力化を目的に、ＡＩによる音声認識を利用した会議録作成支援システムを導入

する予定です。 

  本町におけるＤＸの将来像についてですが、自治体が取り組むべき重点取組事項を着実に実

施するためには、ＤＸ推進の全体方針を決定することが必要です。現在、自治体ＤＸ推進計画

で定められた計画のうち、早急に着手すべき内容を個別計画の第５次柴田町情報化計画に加え

る策定作業を進めております。 

  さらに、令和４年度に新たに策定する第６次柴田町総合計画後期基本計画の施策を、デジタ

ル技術によって実現するための実施計画として、（仮称）柴田町ＤＸ推進計画を策定します。

推進計画では、デジタル技術を活用し、ペーパーレス化や行政手続のオンライン化などによる

住民の利便性向上、ＡＩ、ＲＰＡの活用など、行政事務のデジタル化による業務効率化、情報

システムの標準化による経費の削減などについて、具体的に示す予定です。ＤＸ推進に当たり、

職員のＤＸに対する共通理解や、デジタル技術を深め、デジタル人材を育成し、全庁挙げて積

極的に取り組んでまいります。 

  ３点目、令和４年度に実施している計画としましては、ＡＩによる会議録作成、行政手続の

オンライン化、マイナポータルからの行政手続とウェブ口座振替受付サービスがあります。 

  行政手続のオンライン化につきましては、前述いたしましたとおり、子育て、介護、被災者

支援等の27手続、及び転入・転出手続について、マイナポータルからの申請受付が可能となる

よう整備を行う予定です。 

  ウェブ口座振替受付サービスとは、役場や銀行窓口を訪れることなく、スマートフォンやパ

ソコンから口座振替の申請ができるサービスです。口座振替の切替えに要する時間もなくなる

ことから、利用者の利便性も高まるものと期待しています。そのほか、農林水産省に関する各

種手続をインターネット上で電子的に行える農林水産省共通申請サービスの整備や、保育所な

どではタブレット端末を利用し、登降所管理や保護者連絡を円滑に行う保育・学童施設向けの

業務支援ツールの運用を始める予定です。 

  また、ＤＸを推進するためには、現業務のプロセスにデジタル技術を当てはめるのではなく、

デジタル技術に合わせて業務プロセスを見直す必要があります。質問事項の２点目にあります

ように、職員のＤＸの共通理解や、デジタル技術に関する知識を深め、各業務の見直しを進め

てまいります。 
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  ４点目、ＬＩＮＥによる情報発信は、令和２年10月から開始し、今年２月時点で3,421の友

だち登録があります。メールによる情報配信には、3,863アドレスの登録があります。いずれ

も、イベントや観光、健康に関する情報、防犯に関する情報等を随時発信しています。また、

コンビニエンスストア等の店舗で住民票の写し等の各種証明書が取得できるコンビニ交付サー

ビスを令和４年１月から開始しています。１月のコンビニ交付サービスによる発行件数は、住

民票の写し75件、印鑑登録証明書51件など合わせて153件となっています。 

  このような新たな取組について、広報紙やホームページ、ＬＩＮＥ等を活用した周知のほか、

町民に対するきめ細かなデジタル活用支援が必要と考えています。スマートフォン等の情報端

末の基本的な使い方や、新たな行政サービスの使い方などの町民向け講習会を開催し、多くの

方がデジタル化の恩恵を受けられるように努めてまいります。 

  大綱２点目、町主催イベントの発展的展開ということで２点ございました。 

  これまで町では、平成27年度の町制施行60周年に合わせて、ＰＲ動画「しばたっていい

な。」を制作しました。その後も、東北観光復興対策交付金を活用して、平成29年度と平成30

年度には、外国人ユーチューバーによる柴田町と大河原町のＰＲ動画や、平成30年度には柴田

町の四季風景を紹介した動画、令和２年度の繰越事業で今年度は、外国人に向けて柴田町と大

河原町での観光の楽しみ方を紹介する動画を制作し、いずれもユーチューブで配信しました。 

  今後は、町で制作したＰＲ動画へスムーズにアクセスできるよう、町のホームページにリン

ク用のバナーを貼りつけたり、観光パンフレットやチラシなどにＱＲコードを掲載して、積極

的な情報発信に努めてまいります。 

  新たな取組として、令和４年度に地元の若者を中心に、若者の視点で町の様々な資源や魅力

を発見し、発信することができる市民ライターを養成する講座を開催したり、ＰＲ動画「しば

たっていいな。」を制作してから６年が経過し、当時の風景と変わっている場所もあることか

ら、第２弾のＰＲ動画の制作を予定しています。 

  また、令和５年度に白石川堤に桜が植栽されてから100周年を迎えることから、大河原町と

連携して、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予定しています。令和

４年度は、昔の白石川堤一目千本桜の下での花見の風景をテーマに、思い出フォトコンテスト

を計画しており、話題づくりに努めてまいります。 

  ２点目、町民とコラボしたイベントの開催でございます。 

  これまでも、町民自ら企画提案し、町と協働によるイベントが展開されています。平成25年

度は、全国各地の陶芸、木工、織物などのものづくり職人が参加し、物品の販売や技を披露し
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た、しばた匠まつりが開催されました。今年度は10月31日に柴田町図書館駐車場会場に、町内

及び仙南地域の飲食店がそれぞれオリジナリティーあふれるハンバーガーをドライブスルー方

式で提供した仙南バーガーフェスが開催され、多くの人でにぎわいました。また、11月14日に

は槻木生涯学習センターを会場に、高校生以上の学生が自作のこまで参加するこま大会、けん

かごま大会が開催され、学生のものづくりの基本技術の習得と楽しさを体験できる機会が創出

されました。 

  これらは、町と町民の皆さんとの協働で町を元気にしていく意見や、活動の提案に対して支

援するまちづくり提案制度で採択されたイベントになります。 

  昨年12月３日に仙台大学学友会の主催により、新型コロナウイルス感染症の終息等を祈願す

る冬花火が打ち上げられました。花火の打ち上げは、同日行われた Shibata Fantasy 

Illumination 2021の点灯式の終了時間に合わせて打ち上げるよう時間を調整したことで、点

灯式においでいただいた方にも花火を楽しんでもらうことができました。また、花火の打ち上

げを主催した仙台大学学友会としても、町のイベントに貢献することで、町との一体感が醸成

されたと伺っております。 

  このように、町と町民の皆さんとが協働して地域を元気にする活動は、行政にはなかった、

町民からの新しい発想と、町民が持っているネットワークを生かした情報発信など、町民自ら

参加することで町の活性化が図られ、相乗効果が期待できることから、大変有意義であったと

考えております。 

○議長（髙橋たい子君） ３問目、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 石森靖明議員の大綱３問目、学校の休校下における学びの状況につい

てお答えします。２点ございました。 

  １点目、オンライン授業などについてです。 

  令和４年１月以降、オミクロン株の発生などにより、全国的に感染が急拡大し、町内の小中

学校でも感染者が出て、船岡小学校、槻木小学校、東船岡小学校、船岡中学校において、臨時

休業や学年閉鎖、学級閉鎖を余儀なくされました。 

  この間、ライブ配信により学校と自宅をつないでオンライン学習に取り組み、子どもたちの

家庭での学習状況や生活状況などについて、情報交換してまいりました。主には、在宅を余儀

なくされた子どもたちが学校で行っている授業に家庭で参加するものです。双方向で参加する

ケースもあれば、授業進行の様子を確認し、一体感を味わうケースもありました。どのケース

もＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔで行い、現在のところ、映像や音声に大きな不具合なく行われてい
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るとのことです。 

  また、平素の授業で学校が臨時休業などになった際にも、子どもたちが混乱なく、自宅にお

いても、パソコンを使って学習することができるよう配慮し、Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔを活用

して双方向で意見交換したり、自分のペースで問題に取り組むことができるタブレットドリル

を活用できるようにするなどしております。さらに、土曜日、日曜日などに、子どもたちにパ

ソコンを持ち帰らせて、学級担任との情報交換や、タブレットドリルを活用できるようにする

など、子どもたちにパソコンの活用経験を積み重ねさせ、長期の休業が余儀なくされたときに

も子どもたちの学びが途絶えることのないよう努力しております。 

  ２点目、オンライン授業の課題についてです。 

  町内の小中学校に確認したところ、土日等の休日に臨時休業等が決定した際には、児童生徒

への課題の指示やパソコンの配布が難しいことや、突然の休校などになった場合の家庭におけ

る通信環境の確認などができないこと、児童生徒全員がオンライン授業などを行った場合に、

スムーズな通信環境が確保できるのかといったことが課題として挙げられました。 

  各学校では、オンライン授業以外にも、オンライン会議や授業参観などの学校行事のユーチ

ューブでの配信など、積極的に活用を図っておりますので、これまで課題として出されたこと

に関する解決策や、新たな課題についても、情報交換を密にして、オンライン活用に関する学

校間格差及び教員間格差を解消できるよう対処し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） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） それでは、大綱１問目から随時再質問をさせていただきたいと思います。 

  手順書を示された後、町で進めていることということで答弁いただいたところですけれども、

実際に手順書で示されているステップゼロから３まであるわけですけれども、現在の時点で柴

田町はどの位置に位置づけられていると認識されていますか。 

○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） ちょっとこの時点だということは明確に申し上げること

はできませんけれども、示された内容については、スケジュールどおりといいますか、要請さ

れたとおり進んでいると考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 恐らく手順書で見ると、これから推進計画をつくっていかれるというこ

となので、ステップゼロの位置にいるのかなと思い、そのステップゼロの位置がいいとか悪い
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とかではないんですけれども、ただ、こうやって推進計画を立てるということで、着実に進め

られているのであれば、スケジュールどおり進めてられているのであればいいのかなと思うん

ですけれども、町の広報２月号、３月号で町長もデジタル化のことについて触れています。２

月号では、先ほど答弁にあったようなＡＩを活用した議事録であったりとか、３月号ではスマ

ート農業なんていうことも含めて、かなり意識されているんだろうなとは思うんですが、ただ

そのＤＸという言葉が、デジタル・トランスフォーメーションということで、何かデジタル化、

デジタル化という方向にだけ行っているようなイメージがある、答弁を見てそういうふうに感

じるわけなんですけれども、町として考えるＤＸの定義というか考え方をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） まさに石森議員が一般質問の中でおっしゃっている内容

が、定義に近いものだろうと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） これから計画を立てて進めていかれるということになるとは思うんです

けれども、主幹となる課というのは、まちづくり政策課になっていくんでしょうか。 

○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） こちらが計画をある程度つくりまして、スケジューリン

グをして進めていくということになりますけれども、当然、例えばオンライン化であれば27業

務、手続ということで進めていかなければならない。そうなると、当然各課での作業もしてい

かなければならないということがありますので、業務自体は各担当でやってもらいますから、

そうなってくると、やはりこちらとしてはある程度のマネジメントをしつつ、進めていくとい

うような形になっていくんではないかなというふうに思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 課長今おっしゃったようにやっぱり、全庁的な取組がこれから必要にな

ってくるのかなと思っています。１つの課で音頭を取ってやっていくというのも一つの手なの

かもしれないんですが、今回このコロナということもあって一気にＤＸも進んできて、柴田町

もいよいよ本腰を入れて進めていくということであれば、やっぱりトランスフォーメーション、

変革を町の中でも起こしていかないといけないという中で、抜本的に業務の内容なんかを見直

していかないといけないという意味では、横串となるようなプロジェクトチームといいますか、

そういった例えばＤＸ推進室というような部門をしっかり設けて、一気に加速的に進めるとい
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うことが必要だと思うんですが、そういった考えはありませんでしょうか。 

○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） 今現在でも当然進めているわけですけれども、これはも

うおっしゃるように、全庁で一体的に進めていかなければならないものと考えておりますので、

ただ、体制をどのようにしていくかというのは、町の全体の中で考えていかなければならない

という部分でもありますし、あとは各課に情報化推進員ということで配置されておりますので、

そういった方々とともに進めていくということになろうかと思います。 

  あと、横串というお話ですけれども、当然、そういったことは重要なことと考えております

し、まちづくり政策課としては、それが各課で進められるような基盤づくりであったりとかと

いうのを用意していかなければならないということで今進めているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） １問目の答弁の中で、２つ目ですね、マイナンバーカードの普及なんて

いうのもありましたけれども、実際今、町の中ではマイナンバーカードを利用した電子システ

ムがなくて、今後やられていくということではありますけれども、ホームページなんか見ます

と、みやぎ電子申請サービス、電子サービスを利用した電子申請サービスが使えるわけなんで

すが、今後マイナンバーを使ったシステム構築となれば、みやぎ電子申請サービスとの兼ね合

いというのはどうなってくるんでしょうか。 

○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） 基本的には、ぴったりサービスということで国がシステ

ム構築しているものですけれども、マイナポータルというものを使って、オンラインの手続を

進めていくように考えております。オンラインの手続ができるようになるためには、当然その

マイナンバーカードというのが必要になってくるわけですけれども、早ければ来年の１月ぐら

いには稼働をできるように進めていきたい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。 

○１番（石森靖明君） それで、今後そういったデジタル化も含めて、デジタル化だけがＤＸで

はないんですが、デジタル化も含めて、進めていくという答弁の中で、ペーパーレス化につい

ても言及されているところですけれども、ペーパーレス化について具体的に検討されている内

容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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） ペーパーレス化はなかなか、意外と難しい問題で、デー
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タ化したからといってペーパーを使わないかということになりますと、やはりデータ化されて

もペーパーを使うということはあります。例えば、ＲＰＡでもそうなんですけれども、そうい

ったデジタル化することによって、ペーパーレス化はある程度進んでいくだろうという想定で、

今一生懸命進めている状況でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 今後進めていくペーパーレス化の中ではありますけれども、少し前に、

押印の廃止なんていうことも話題になったわけですけれども、押印があることでペーパーを使

うということが、紙を使うということが必要になると。逆に言えば、それがなければ紙での申

請が要らなくなるんじゃないかという考えも一方であるわけなんですけれども、実際に町とし

て押印を廃止して、廃止した押印をどのくらい、その制度を廃止したという実績があるんでし

ょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） 押印につきましては、実績数は今つかめておりませんが、ある程度

の廃止というか、省略をする形でできるような形にはなっておりますが、今後積極的に押印の

省略並びに廃止を取り組んでいき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。 

○１番（石森靖明君） 押印廃止によって、ある程度のペーパーレス化というのは図られている

ものなんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） 他市町村では、既に押印廃止している条例をつくっている市町村も

ありまして、その状況を確認させていただきながら、どの程度ペーパーレス化が進むか検討し

ていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 押印廃止することでペーパーレス化につながるということは多分間違い

はないと思うんですけれども、今後例えば申請のシステムを入れなくてもメールを活用したり

とかそういった方法で、お金をかけなくても現存するシステム、システムというか、そういっ

たツールを使ってペーパーレス化にもつながっていくのかなとも考えますので、システムを入

れることが全てではないと思いますから、今後、身近なところからぜひ検討していってほしい

なと思っています。 

  ３点目なんですけれども、答弁の中で、デジタル技術に合わせて業務プロセスを見直すとい



１０７ 

うことでご答弁いただいているんですけれども、実際に私はちょっと逆なのかなと思っていて、

まず業務を見直して、見直すというのは、今各課にどういった業務があるのか、重複している

業務がないのかどうかというまず棚卸しをして、その業務を集約して、最適化して、それにデ

ジタルを組み合わせていくことが近道なのかなというふうにも考えるんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） それは両面あろうかと思います。きっかけとか、切り口

ということで、今回はシステムという見方をしておりますけれども、例えばＲＰＡであったり

とか、ＡＩ－ＯＣＲであったりとかというものを導入していくということになりますけれども、

導入しているものもありますけれども、その中で業務プロセスというのが当然あるわけで、例

えば１から10まで業務プロセスがあった場合に、じゃあ３から６までＲＰＡでやりましょうと

なったときに、では、１と２と、あるいは７から10までの部分については今までどおりやるの

かといったことがありますけれども、そこはやはり適切な業務プロセスなのかということを見

直す必要がありますし、効率的になるのかという視点も必要だから、効率的になるようにじゃ

あちょっと変えていこうという視点を持って取り組んでいくということです。 

  なので、ＲＰＡだとか、ＡＩ－ＯＣＲで削減できるということだけが目的ではないという意

味での内容でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 町長も、広報の２月号の中でやっぱり人員削減されている中でも、業務

量だけが増えていくんだと。その中で、デジタル活用していくんだと言っていますので、そう

いったところも意識しながらぜひやっていってほしいなと思っております。 

  すみません、話があっち行ったりこっち行ったりしますけれども、今、町のシステムとして

は、町民の側から見れば、例えば町の施設を使ったりとか、そういった予約の手続を取る際に

は、紙の申請書を出して、そこでお金を払って予約をするという流れが一般的なんですけれど

も、実際に今後インターネット上での予約システムの導入予定はあるんでしょうか。 

○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） 当然そういったものも想定はしておりまして、例えば決

済手段の拡大として、スマートフォンの決済であったりとか、そういったもののシステム導入、

それから、使用料を払うとかというときのキャッシュレス決済とか、そういったものも今後当

然ＤＸ推進の中では、進めていくべきということで検討している段階だということをお伝えし
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ておきます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） やはり今課長おっしゃったように、決済システムについてもスマートフ

ォンで決済できるというのが、かなりもう若者だけではなくて、お年寄りといったらいいでし

ょうか、の方々にまで浸透していますので、そしてまたこのコロナの中で、人の触ったお金を

触るということがまだ嫌がられる時代でもありますから、そういうのを積極的に、早急にぜひ

導入していっていただければ、それもまた業務効率化の一つなのかなと思いますので、身近な

一個一個を見直していっていただければなと、それも何ていうんですかね、一歩一歩ではなく

ても、やるのであれば一気に進めていただければなと考えています。 

  ４点目の最後の答弁なんですけれども、町民向けのスマートフォンの講習会なんかを開催す

るということで答弁をいただいていますけれども、実際にいわゆるデジタルデバイドというか

情報弱者の方がいるということは、このＤＸ推進する中においても、やっぱり意識をしていか

ないといけないのかなと思います。ある日突然、デジタル、デジタルというか電子決済にして

も何にしても、一気に切り替わるということは現実ではないですし、そういった情報弱者の方

もしっかり意識した政策を進めていく必要があるのかなと考えます。 

  そういった中でのスマートフォンの講習会ということで、１つの事例として挙げられている

んだなとは思うんですけれども、総務省でもデジタル活用支援員の推進事業というのがありま

して、スマートフォン講習会みたいなものをやったりという事業があるわけですけれども、こ

ういった事業に対して、手を町としては挙げていたんでしょうか。 

○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） まだ現時点では、それは活用ということは検討していま

せんが、人材派遣ということになると、１人の方が来ていただいて支援するというような方向

性ですけれども、今回デジタルデバイスの対策に関しては、どちらかといえば事業者が一体的

にマネジメントしながら進めていくということで、講師が来て、お話をするというだけではな

く、アフターフォローも含めて、いろいろと考えていきたいなとやっておりまして、そのほう

がやっぱり効果的ではないかなということはあります。 

  ただ、そのデジタルデバイス対策については、講習会を受けなければ分からない方が、例え

ば町の職員がそういったやり方、簡単なやり方がありますので、そういったものを窓口で相談

業務として教えてあげたりという接し方も大事になってくるんだろうなと思っております。 

  それから、地域のほうでもグループで出前講座的に受けたいんだという要望があれば、その
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辺も検討して進めていき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。 

○１番（石森靖明君） このＤＸについての最後の質問にしたいと思うんですけれども、今回新

型コロナでテレワークという言葉が多く聞かれるようになったわけですけれども、実際、役場

というのは、テレワークは導入されたんでしょうか。実際に、テレワーク導入の経費に係る特

別交付税の措置なんていうのも制度としてあったわけですけれども、柴田町としては、テレワ

ークに対してどのような姿勢で取り組んだのでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木俊昭君） テレワークにつきましては、やはり基礎自治体の市町村ではテレワ

ークをして各町民の要望に対して応えるのはなかなか難しいということで、柴田町ではテレワ

ークを行っておりません。全部、時差出勤はしていますけれども、テレワークについては、着

手しておりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） こちらでテレワーク、これも何ていうんですかね、デジ

タル関係、オンラインだとかということで考えておりましたけれども、今回のコロナ禍によっ

て加速しているという面がございます。 

  ただ、テレワークがコロナ禍というようなことで必要だということであれば、アフターコロ

ナについては必要ないのかという話になります。そうではなくて、例えば、職場環境において

は、育児だとか介護という時間的制約がある方、職員がおりますので、そういった方々の能力

発揮をしていただく、有効に活用していただくという意味でも、テレワークというのは今後す

ぐにでなくても考えていかなければならない課題なんだろうと思っています。それはだから、

アフターコロナとかということでの対策という意味ではなく、考えていく必要があると考えて

います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ＤＸに関してはいろいろ質問しましたけれども、やっぱり今回の令和４

年度の予算書を見ても、いろんなシステムにかかる費用というのが年々増加しているんだなと

いうのが分かるわけで、町単独でＤＸを推進していくということよりも仙南地域、あるいは県

なのか仙南なのか、やっぱり広域的に、福島県でも県内でもそういった動きあるようですけれ

ども、やっぱり広域的に進めるというのも一つの業務のスリム化だったり、一番はコストのス

リム化を図る上で重要なのかなとも思いますので、そういった部分についても視点を置きなが
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ら、今後着実に自治体ＤＸの推進について、よろしくお願いしたいなと思います。 

  すみません、大綱２問目に行きたいと思います。 

  今回、しばた桜まつりが中止がされたわけですけれども、私が提案したユーチューブでのラ

イブ配信というのは、何でライブ配信の提案をしたかというと、そのときの映像を見てほしい

なと、今柴田町はこうなっているんですよということを見ることで、柴田町に愛着を持ってほ

しいなという思いを込めて、ライブ配信というふうにしたんですけれども、そういった予定は

ないということでよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） ユーチューブ等でのライブ配信の予定ということのご質問でご

ざいます。 

  去年、おととしと、今年３年目中止ということになります。以前、過去にはテレビ等で開花

状況等が放送、放映されたというようなことがございました。その際には、次の土曜日、日曜

日に関して大勢のお客様が見えて、中止したにもかかわらずそういう状況になってしまったと

いうようなことがありますので、今、中止ということを判断してございますので、そこでユー

チューブ等でのライブ配信を行うことによって、また同じようにテレビ等で放送したことでお

客さんが来てしまうというようなことを防ぐ意味でも、やはり今回は難しいのかなと考えてご

ざいます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 同僚議員もこの後に桜まつりに関連して一般質問されるので、その質問

に詳細を委ねたいと思うんですけれども、やっぱりせっかく桜が咲くわけなので、そのときに

ライブ配信をすることによって、例えば、町のお菓子屋さんだったりとか、そういったところ

のお菓子の詰め合わせをインターネットで販売して、その桜を見ながらおうちで花見をしてく

ださいなんていうこともあってもいいのかなと思います。町の活性化、桜が咲く時期に、ご商

売されている方、そこを楽しみにされている方はいっぱいいると思うんです。やっぱりそうい

った方を、ただ中止ということで決めるんじゃなくて、中止だからこそ、じゃあ別な手だてと

いうことを考えていくことで、地域経済も一緒に中止の中でも回していけるのかなと思ってお

ります。 

  時間もあれですけれども、実際答弁にあったまちづくり提案制度で、様々なこれまでイベン

トを開催されているということですけれども、何件の応募があって、採択はどのくらい、それ

から、それに対する補助の金額というのはどのくらいだったんでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 大分前から提案制度についてはやっておりますけれども、

取りあえずどうですか、今年度の実績でもよろしいですか。（「はい」の声あり） 

  今年度の実績としましたら、一つはこちらのほうに仙南バーガーフェスということで実施し

たもの、これにつきましては、総額で13万9,902円の事業費がかかっていますけれども、その

２分の１ということで、半分６万9,000円の支出、補助金交付ということでやっております。

それから、もう一つ、槻木生涯学習センターで全日本製造業コマ大戦2021東北地区学生大会と

いうのがあったんですが、こちらのほうは、通常実践提案、先ほどのバーガーフェスも通常実

践提案なんですけれども、こちらが事業費として23万9,106円かかっているところを、町とし

て10万7,000円の補助をしたということで、今年度はこの２件になります。 

  ちなみに、令和２年度につきましては、提案として意見提案が１件、実践提案が１件、合計

２件の提案がありましたけれども、そのうち実践提案１件が採択をされたということでござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、もう１問ということでございます。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 時間もなくなりましたので、大綱３問目の質問と要望ということでお話

しをさせていただきたいと思いますけれども、今回学級閉鎖になりまして、子どもたちだけじ

ゃなくて教員の方々、学校の先生方も大変ご苦労されたとは思いますけれども、この休校によ

って学力の低下だけでなくて、やっぱり心配されるのは家に閉じ籠もっていての体力の低下と

いうのも併せて心配する必要があるのかなと思っております。 

  例えば、町のユーチューブのチャンネルなんかを見ますと、なかなか更新されていないよう

で、運動の動画なんかも少ししかないということですので、例えば仙台大学とタッグを組んで、

小学生でもできるような運動、家でもできるようなトレーニングなんかを動画作成して載せる

ことによって、学力をオンライン授業を使って低下することを防いでいるのであれば、体力の

低下もそうやっていろんな工夫で低下を防ぐということでやっていっていただきたいなと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 学力の点でございます。まずは、時間が足りなくなるのではないかな

という心配ございますでしょうけれども、文部科学省では、年間の時数というのを出していて、

何週で出しているかというと35週で出しているんです。実際にどこの学校も、何週やっている

のかということをお話ししますと、大体40週ぐらいできているんですね。ですから、思ったよ
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りは、いわゆる時数が足りなくて困るというような、今年度の場合の状況はない。一昨年度の

ように、１月ぐらいの長期にわたるという場合には別なんですけれども、あのときも文部科学

省では、残した部分については次の学年でやってもいいですよという指示を出してくれたんで

すね。なぜそれが可能かというと、今言ったように35時間でやるべきところを学校現場では40

時間ぐらいでやっているというのを知っているからなんですね。 

  そういったような時数面での不安というのがない状況の中、どういう子どもたち、学力面で

の頑張りしてくれているかということなんですが、これについては、学力調査、町で行うよう

になって２年目になります。１年目は、コロナ禍があったので、全国との比較のデータが取れ

なかったということなんですね。今年度、出まして、先週まとめたものが届きましたので見て

みましたら、４月の段階で10教科中９教科が全国平均と同程度、中学校は10教科中７教科が全

国平均と同程度、12月に入ってからは、小学校が10教科中７教科、４月から比べるといわゆる

下回っているというのが２つ増えたという実情です。中学校のほうは、10教科中８教科が同程

度、４月と比べると１教科プラスになったということなんですね。 

  ですから、大きな心配はないかなと見ておりますが、同程度という部分をまずは早い段階で

先生方と協力して、クリアして、全国平均を上回るというようなところを目指していきたいな

と思っております。 

  ＳＡＫＵＲＡ ＰＲＯＪＥＣＴという取組を、小中学校９校連携して行っておりますが、そ

の成果とすると、教科の中で全国平均よりも下回っているというのが出なかったのが英語なん

ですね。同程度ということで、やはりみんなで取り組んだことが反映されているのかなと思っ

ております。令和３年度から３年間は、県の事業である学力向上プログラムというのに手を挙

げまして、柴田町の小中学校９校全校で、学力向上に向けて努力していきたいと考えていると

ころでございます。 

  あと、体力面につきましては、ご承知と思いますけれども、仙台大学と連携してつくった

「しば体操」を着実に広めていく動きを大事にしていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） これにて１番石森靖明君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  11時35分再開といたします。 

     午前１１時２５分  休 憩 

                                            

     午前１１時３５分  再 開 
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○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 

  17番平間奈緒美さん、自席で質問してください。 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美です。 

  大綱２問質問いたします。 

  １．新たな門出のお祝いに。 

  新型コロナウイルス感染症がいまだに終息する気配が見えない中、新たな生活をスタートさ

れる方を祝福することで、柴田町への愛着、郷土愛につながると思います。 

  そこで、質問します。 

  １）令和元年度３月会議の一般質問において、庁舎内に桜をデザインしたフォトブースの設

置を提案し、検討していくとの答弁をいただきました。庁舎・保健センター耐震等補強工事も

間もなく終了することから、設置場所やデザインなどは決まったのでしょうか。進捗状況につ

いて伺います。 

  ２）婚姻届を出された方にオリジナルの結婚記念証を発行している自治体も増えています。

新たな門出のお祝いに、婚姻届を出された方に結婚証明書、出生届を出された方に出生証明書

など、町民サービス向上策として交付してはどうでしょうか。 

  ３）結婚された夫婦にお祝いのメッセージ、柴田町の特産品を贈呈し、コロナ禍の中、ご結

婚される２人の新生活を応援してはどうでしょうか。 

  ２．新学校給食センター建設に向けて。 

  柴田町学校給食センターは、大規模な改修工事をしていないことから、平成30年度に修繕計

画を立て、長寿命化を図りました。しかし、修繕をしても現在国で示している学校給食衛生管

理基準に適合はしていません。また、食物アレルギーへの対応もしていません。建て替えをす

るために学校給食センター建設等整備基金をはじめ、新学校給食センターの建設に向け、建設

場所、建設手法などの調査検討を行うこととなっています。 

  学校給食は食育の一環としての生きた教材です。子どもたちに安心安全の食の提供や、食育

についての学びの場、災害時への対応など、給食センターの役割も大きく変化してきています。 

  そこで、質問いたします。 

  １）令和３年度の新学校給食センター整備調査事業の進捗状況は。 

  ２）今後のタイムスケジュールは。 

  ３）整備手法についての検討状況は。 
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  ４）新学校給食センターの施設の複合化、多機能化に向けた町の考えは。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 平間奈緒美議員、大綱２点ございました。 

  まず１点目、新たな門出のお祝いに、３点ほどございます。 

  １点目、議員から桜をデザインしたフォトブース設置の提案を受け、庁舎・保健センターの

耐震改修工事の中でも検討してまいりました。今回耐震改修工事で、町民ホール北側にＵＦＣ

ブロックを用いた珍しい耐震壁が設置されたことから、このＵＦＣブロックとロビーチェアを

桜色で統一した記念撮影にふさわしいフォトブースが確保できましたので、今後、写真撮影用

のバックパネルの製作に取り組んでまいります。 

  ２点目、結婚証明書、出生証明書の町民サービス、独自のサービスということですね。 

  婚姻届や出生届は戸籍法に基づく公的な証明書になりますので、地方公共団体の手数料の標

準に関する政令で定められた手数料がかかり、無料での交付はできません。しかし、結婚記念

証や出生記念証などの婚姻届や出生届と異なる記念証については、町のオリジナル記念証を作

成することは可能ですので、今後デザイン等を検討し、必要な方に配布してまいります。 

  ３点目、結婚届を出された方に対してのお祝いのメッセージや、町特産品を贈呈することは、

新生活を始めるお二人にとって心温まるプレゼントになるとは存じます。しかし、特に特産品

については、婚姻の際に喜ばれる適切な品目の選定や、費用の問題などの課題もありますので、

他の自治体の状況なども参考にしながら、新生活をスタートする際に記念となるような、喜ば

れるような柴田町オリジナルな品物のプレゼントを検討してまいります。 

  大綱２点目、新給食センターでございます。４点ほどございました。 

  １点目、令和３年度の新学校給食センター整備調査事業についてですが、計画では近隣市町、

白石市、大河原町、村田町の給食センター関係職員から建設までの経緯や、白石市、大河原町

が採用したＤＢＯ方式等について、視察研修を予定しておりました。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により中止せざるを得ませんでしたので、今後、コロナ禍の動きを鑑みながら

再調整を図ってまいります。 

  なお、学校給食センターの改修につきましては、平成30年度に策定した学校給食センター修

繕計画に基づき、施設面では調理室棟及び事務室棟の屋上防水改修工事、調理室床改修工事等

を行い、また、設備面では重油貯蔵地下タンク改修工事、調理室棟照明器具改修工事、ファン

ルーム及び給気設備改修工事、消毒室手指洗浄消毒設備改修工事、消毒室出入口自動ドア設置
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工事、トイレの洋式化を行っております。 

  今後とも、施設面、設備面で、安全で衛生的な維持管理に努め、おいしい給食が提供できる

よう、学校給食衛生管理基準を遵守し、給食業務を行ってまいります。 

  ２点目、今後のタイムスケジュールでございますが、新学校給食センターの建設については、

第６次柴田町総合計画の施策の目標の中で、令和６年度、2024年度以降の新築を予定しており

ます。学校給食センターの建設は、大型プロジェクトの一つであり、その建設に当たっては相

当の財源が必要になること、また、学校給食センターは建築基準法では工場として区分され、

立地可能な用途地域は準工業地域または工業地域のいずれか、もしくは、用途地域以外となる

法的要件があること、約3,500食の調理及び配送など、様々な条件を考慮した建設用地を確保

する必要があることなど、数多い問題をクリアしていかなければなりません。 

  今後は、国の補助金を活用した町独自で建設する従来方式と、民間事業者のノウハウを活用

するＤＢＯ方式等の整備手法を検討した上で、新学校給食センター整備基本計画を作成してま

いります。全体スケジュールにつきましては、その基本計画の中で示せるよう努めてまいりま

す。 

  ４点目、学校給食センターの目的は、小中学校の児童生徒に安全安心な給食の安定供給とい

う本来機能を適切に維持することが最優先であり、学校給食衛生管理基準やＨＡＣＣＰの概念

に基づき、ドライシステムの採用や、アレルギーの対応など、学校給食施設の区分に基づいた

整備が必要と考えております。 

  学校給食センターの複合化、多機能化については、災害時の食事提供や福祉政策の一環とし

ての高齢者向け配食サービス、地場産品の食材のＰＲ、その日の給食のメニューを食べること

ができる食育レストランなど、複合的、多機能的に取り組んでいる市町村もあります。引き続

き先進事例などを参考に施設整備費等も含めて、調査検討を進めてまいります。 

  しかし、複合化や多機能化を進めれば進めるほど、事業規模が膨らみ、その分新たな財源を

確保しなければならなくなることもご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間奈緒美さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それでは、まず１点目ということで、前向きなご答弁ありがとうござ

いました。今回、この婚姻届を提出するときに、まだコロナ禍が落ち着いていなくて、少しで

も明るい話題ができたらいいなと思って再度質問させていただきました。その中で、設置に向

けた前向きな取組を考えていただいているということで、よかったなと思います。 
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  それでは、まず１点目の設置状況についてなんですけれども、写真撮影用のバックパネルの

製作について、取り組んでまいりますというご答弁ございましたけれども、これについて具体

的にどんなことを考えているのか伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 具体的なイメージというご質問ですけれども、いろいろ他市町

村の状況を大分今調査していまして、それが非常に多種多様にわたっているということですの

で、そういったものも総合的に見て検討しているということで、具体的なイメージはまだ定ま

っていないところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これからということで、いろんなところを参考にしていただきながら、

作っていただければなと思うんですけれども、私個人としてはやはり一番は桜、そして、柴田

町の代表であるアジサイ、マンジュシャゲ、あとイルミネーションなんていうのも活用しなが

ら、季節とりどりのやっていくとまた楽しいのかなと思っているところでございます。今後、

様々な市町村いろいろやっておりますので、参考にしていただきたいと思います。その中で、

できれば手に持つフレームだったり、持つというところもやっておりますので、そんなのも参

考にしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） まず、いろんな各種の花を用いたらいいんではないかというご

提案ですので、それも併せて今後検討してまいりたいと思います。それから、手に持つタイプ

のもの、最初はバックパネルのものを想定していますけれども、今手に持つというパターンも

他市町でもありますので、併せて検討していきたい。これは、前向きに検討したいなというこ

とで考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 前向きに、やっていただきたいと思います。１つの人生の節目で、お

二人が多分来られると思うんですけれども、そのときに、「受け取りました。はい、終わりで

す。」というのではなくて、やはりそこは職員の方にもお願いしたいんですけれども、「おめ

でとうございます。」あと、「写真いかがでしょう。写真も撮れますよ、どうでしょうか。」

というお声がけなんかもしていただけると、なお、お二人にとってうれしい瞬間になるのかな

と思いますので、そういったところもぜひお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 要望でよろしいですか。（「はい」の声あり）再質問どうぞ。 
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○17番（平間奈緒美君） それでは、婚姻証明書なんですけれども、こちらも前向きなご答弁い

ただいて、記念証となるものということだったんですけれども、参考事例といたしまして、愛

知県長久手市では、結婚記念証というのを贈呈していらっしゃいまして、婚姻届を提出された

方に記念証を、これは希望されたことなんですけれども、無料でお渡ししていますよだったり、

あとは立川市プレミアム婚姻届というのもありまして、これはもう婚姻届がデザイン賞を取っ

たような婚姻届なんですけれども、婚姻届を貼って、写真も飾れるよというのもいろいろある

んですね。長久手市のなんですけれども、「ご結婚おめでとうございます、本日、ご夫婦とな

られた２人が長く久しく手を取り合って、これからの人生をともに歩んでいかれるよう、いつ

までもお幸せでありますように心からお祈りいたします。」と、町長名でお二人の記念になる

ものをお渡ししているということもございます。こういったものもございますけれども、イメ

ージ的にはどんな形を考えているのか、今のところ伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 今例示いただきましたけれども、お祝いのメッセージ、日本語

にするとか英語にするとかいろいろあるようです。それから、親族の周りの方がメッセージを

記入するタイプのものもあるようです。それから、婚姻届そのものをコピーをして、縮小コピ

ーをして貼りつけてというようなタイプもあると、非常に多種多様にわたっていますので、実

際作成をするとなれば、婚姻届を出す年代を中心に、その辺の感覚を大事にしながら、検討を

深めてまいり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。 

○17番（平間奈緒美君） いろんな、本当に様々な自治体でやっております。実際始まったとき

なんですけれども、ホームページ上でしっかりとＰＲをしているところです。柴田町もオリジ

ナルの婚姻届できております。これは実際どのぐらい皆さん、利用というか、取りに来られて、

活用されているのでしょうか。 

○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） 枚数はちょっと把握はしておらないんですけれども、今のいろ

んな雑誌とかそういった関係ので、オリジナルのかわいらしい届けというのが出ていまして、

カラフルなものも大分見かけます。ただ、町で用意したものが幾つ使われているかというもの

は集計しておりませんので、今後集計に努めてまいりたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 雑誌でも各自治体でも、オリジナルの婚姻届、いろんなのを作ってお
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ります。柴田町もすてきな婚姻届になっておりますけれども、令和２年度の決算書を見ますと、

令和２年度で339組、その前、令和元年度は375組、約300組を超える婚姻届を出されている方、

そして出生届も300名を超えるということで、そういった意味での記念証になるもの、結婚だ

けではなく出生もそういったものを、記念になるというところで、どんどん町として発信をし

て、ホームページ上で発信していただければなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 要望でよろしいですか。（「すみません、はい」の声あり）どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それでは、３問目なんですけれども、結婚記念で特産品を贈呈という

ことなんですけれども、山形県では、やまがた結婚応援事業ということで、期間限定になって

もうそろそろ終わるということなんですけれども、令和３年４月１日から令和４年３月25日ま

での間に、ご結婚された方に県産米だったり、県産品を贈呈してということで行っております。 

  柴田町でも、お米だったり、例えばぜいたく味噌󠄀、生活に関わる物といったものを、ぜひ検

討していただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 特産品につきましても、いろいろ調査をしていたところですけ

れども、これもまだ非常に多種多様でして、特にお茶が有名なところはお茶を出しているとか、

あとは、カタログにして選んでもらうとか、今山形の話出ましたけれども、山形でスリッパが

有名な町についてはスリッパを出しているとか、あるいはそのお話ありましたとおり、期間限

定で１年間でやっていますというような事例があります。ただ、数は、市町村の割合としては

少ないのかなという印象を受けていますが、特に改まった統計がありませんけれども、いろい

ろ調べてみますとやっているところは少ない。仙南ではありませんし、恐らく宮城県でもない

のかなと見ているんですけれども、大分全国でやっていることですので、ゼロベースから含め

ていろいろ検討したいなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ゼロベースからということですので、ぜひ、町の特産品を活用してい

ただいて、お渡しできるといいのかなと思います。そして、先ほど言った立川市のプレミアム

婚姻届なんですけれども、ここをぜひ参考にしていただきたいなと、私もあちこちいろんな事

例を見させていただいて、ここがすごくよかったなと、先ほどちょっと課長からもご答弁いた

だきましたとおり、婚姻届を結局出してしまうと手元になくなってしまうので、それを複写式

になった婚姻届を台紙に貼って、その台紙の中に自分たちの写真を盛り込んだりするというの

もございます。そういったものもいろいろ本当にやっておりますし、あとスタンプを押したり、
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フォトブースを作っていただくということなんですけれども、その中に結婚された方々が自分

たちの写真を撮ったものを、普通のスマホとかで撮るんではなくて、チェキという小さい、イ

ンスタントカメラで撮ったものを飾っておくというのもやっておりました。そういうのもある

んですけれども、そんな考えはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 今写真を撮ったものを掲示したらいいんじゃないかというアイ

デアをいただきましたけれども、今アイデアをいただいたところですので、その辺も含めて検

討の課題としたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これから前向きにということで、進めていただくわけですけれども、

実際この設置に当たってどのようなものを作っていくか、今のところ分かる範囲で結構ですの

でお答えいただければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 大丈夫ですか、答弁を求めますが、もう一度言ってもらえますか。す

みません、もう一度平間議員、お願いします。 

○17番（平間奈緒美君） 先ほど写真、チェキみたいな写真とかと言ったんですけれども、職員

の方に大変負担かけてしまうようになってしまうんですけれども、チェキみたいなのを撮って

いただいてお渡しするというのも一つだと思うんですけれども、そういったものも検討の中に

入っているのか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 今の写真を撮るということの提案なんですけれども、今までの

調査の中にはそれはちょっと入っていなくて、ほかの市町村で調べたところにも入っていなか

ったということ、今始めてお聞きしたので、それも含めて考え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。 

○17番（平間奈緒美君） これからということですので、庁舎きれいになって、入られた方が、

柴田町の庁舎とてもきれいになったという意見大変伺います。その中で、耐震のために作った

あのピンクのＵＦＣブロックというんですか、それがとてもすてきな色を示しているというこ

ともありますので、そこをバックに、バックというかそれを活用しながら、進めていっていた

だきたいと思います。とても期待しております。 

  それでは、給食センターに移らせていただきます。給食センターなんですけれども、なかな

かコロナということで、新学校給食センターの整備調査事業が進まなかったということなんで
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すけれども、どういうことを調査していく予定だったのか伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 町長答弁でもありましたとおり、白石市、大河原町、村田町、

実際私が行って、今の完成したところは、書類等が給食センターにあるところが多くて、私も

そちらに行ったことがないので、ぜひちょっとそちらのほうに行っていろいろお話をしたいと

いうようなことを思っておりました。ただ、ここにも書かせていただいたんですが、柴田町も

そうですけれども、ほかの教育委員会もコロナの関係で、時間が本当に合わなくて、給食セン

ターにもなかなか入ることができないというか、そういう余裕がなくて行けませんでした。た

だ、大河原町の教育委員会に協力いただきまして、本当にちょっとの短い時間だったんですが、

お会いして、実際担当された方にお話を伺ってきたところです。いろいろ苦労話とか、そうい

う話を聞いてきたところでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 近隣はそうやって調査ができるということなんですけれども、例えば

10万円を取っているということで、この10万円というのは近隣だとほとんどお金を使わないで

行けると思うんですけれども、10万円どういった感じで使う予定だったのか伺いたいと思いま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 謝礼分も取っておりましたので、当然そういうことで尽力して

いただいた方への謝礼とか、そういうのも、あと消耗品関係ですかね。あとは、高速道路を使

う場合の通行料とかも予算化はしておりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） コロナが終息すれば、いろんなところでやっている、それこそ近隣だ

けではなく、先進的なところも多分視察に行かれると思うんですけれども、今のところ計画の

中に入っている、見に行きたい、視察したいという、そういった給食センターとかはあるので

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） やはり遠くではなく、私実際見ていないところがあるので、先

ほど言った白石市とか、村田町とかちょっと見てみたいなと思っておりました。行けないとこ

ろとして、ネットの情報なんですが、うちのように今基本計画をつくっているような市もあり

ましたので、そちらのほうをちょっと今勉強させていただいているところでした。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今後進めていただきたいと思います。あと、場所の問題ですよね。答

弁でも第６次柴田町総合計画の中で、令和６年度以降新築を予定していますというご答弁いた

だいておりますけれども、やはり場所が決まらないと、計画は立てるのが難しいということを

伺っていたんですけれども、当初同僚議員からも、総合体育館建設予定地のところにという話

もありました。そういったところが今回総合体育館ではなく、使えなくなったということなん

ですけれども、土地のある程度目安というか、考えているところなんていうのはあるのでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 場所については、先ほど町長答弁の中でもありました基本計画

をまずどのくらいの規模とか、いろいろそこで策定しましてから候補地も、その基本計画の中

で上げていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これから基本計画をつくっていただいて、建て替えということで進め

ていくということなんですけれども、やはり一番は財源というところで考えてみました。いろ

いろ調べたんですけれども、通常の学校施設ではない給食センターの補助金というのがなかな

か見つからなかったんですけれども、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金というのがあ

って、それを活用して、東京都福生市や北海道白老町で食育防災センターというのを造ってい

るというのはあったんですけれども、これは柴田町には該当しないんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 今の補助金関係ですけれども、防衛関係ですが、柴田町は多分

該当しないんではないかと思われます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） それはなぜか、伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 以前まちづくり政策課にいたときに、交付金を使ってちょっと

いろいろ施設のほうも試みたんですが、条件というか、なかなか厳しいものがありまして断念

したところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 私もいろいろ調べて、すごく有利な補助金というか交付金だったので、
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これはと思って見ていたんですね。平常時は給食を提供して、災害時には炊き出しを行う。あ

とは、食育関係とかいろんなことができる防災ということもありますので、できるということ

で、これはいいものだと思って調べていたんですけれども、実際にはちょっと使えないという

とても残念なあれだったんですけれども、でも、考え方としてはこれから子どもたちも減少し

ていく上で、平常はやっぱり給食を提供、通常どおりしていきながら、災害時に炊き出しをす

るということで考えると、今計画されている総合体育館の近くに建設をしていく方向がいいん

だろうなと思っていたんですけれども、なかなか体育館のそばに工業地帯、準工業地帯という

ところがあるのかというところなんですけれども、そういったもののある程度の見通しという

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。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） そういった活用できる補助金とか、そういう場所等につきまし

ても、先ほども申し上げたとおり、基本計画の中で検討していくしかないかと思っています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これから基本計画を立ててということですので、いろいろこう、あれ

もこれもそれも入れていくと、財政的には事業規模が膨らみ、財源の問題ももちろんあるのは

承知しております。ただ、体育館のときもそうでしたけれども、ある程度夢は大きく持ってい

ても、あと縮小するというのは難しいとは思いますけれども、やはり給食だけではないこれか

らの稼ぐ給食センターというのもあってもいいのかなと、個人的には思っております。 

  やはりそういった意味では、今回体育館でも、民間活用ということでやっておりますので、

給食センターもぜひ民間活用していただいて、お互いの、民間と行政のいいところをうまく出

し合いながら、給食センターの建設に向けていただきたいなと思います。 

  あと、アレルギー食対策というのも、新しい給食センターを建設される上では、やはり大き

な課題になってくると思いますけれども、現在のところアレルギー食関係はどんな状態でしょ

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） 現在の給食センターではアレルギー食対応等できておりません

ので、簡易給食、牛乳とかそちらの提供のみとか、そういった形をさせていただいております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） これからという計画ですので、方向性が今、出てきたわけですから、

今後それに向かって私たちも勉強していきたいと思います。今回給食センターの建設について
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いろいろとご質問させていただきましたけれども、やはり子どもたちの安心安全が一番ですの

で、そこに向けていただきながら、あと給食センターができることで近隣の方々、住民の方々

からも意見をもらっていくというのも大事だと思うんですけれども、そのあたり、学校給食共

同調理場管理運営審議会というのが、学校のＰＴＡとかを交えてやっていると思うんですけれ

ども、今のところ給食センターについてお話とかはあったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 学校運営の審議会ですけれども、実は今年度も開催予定だった

んですが、コロナの関係で文書開催となってしまいました。給食センターの話題については、

過去どこで話題に出たかどうかというのが私の手持ちもありませんけれども、当然そういう話

になったらば審議会のほうにも、審議という形ではないですが話題提供はさせていただくよう

になると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 今後、令和６年度に向けてということになっておりますので、ぜひ進

めていっていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（髙橋たい子君） 先ほどの質問にありました婚姻届の数について、町民環境課長の答弁

を求めます。どうぞ。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 大綱１問目のご質問で、町オリジナルの婚姻届の数の質問があ

りました。先月、２月分を確認したところ５件あったということです。ただ、先月は2022年の

２月22日とか、よく、その日が仏滅だったようでして、23日が大安だったと、その辺がちょっ

と数は多いんですけれども、２月は５件あったということです。 

  単純計算でいきますと、年間60件ぐらいはあるのかなと見込んでいるところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間奈緒美議員、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  これにて17番平間奈緒美さんの一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  １時10分再開といたします。 

     午後０時１３分  休 憩 

                                            

     午後１時１０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 
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  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ６番加藤滋君、自席で質問してください。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤滋です。 

  大綱２問、質問いたします。  

  １．ＪＲ槻木駅東口での出迎え用乗用車の渋滞対策を。 

  公共交通機関で通勤、通学している方が利用する駅では、電車の到着時間前になると、その

駅周辺は帰宅する方を迎える乗用車で混雑し、渋滞が発生していると思います。私の地元ＪＲ

槻木駅東口も例外ではありません。一時的とはいえ、この駅前道路に車が並びます。ピークの

時間には20台を超える車が１列に並ぶため、付近の十字路脇にも迎えに来た車が停車すること

もあります。 

  問題となるのは、帰宅する歩行者が歩道がないため、停車している車や動き始めた車を避け

ながら通行することです。また、駅ロータリーに行く車は、反対車線を駅方向からの対向車に

気をつけながら通行します。さらに、この十字路では停車している車のため、見通しが悪くな

り、駅前道路を横切るときには衝突事故の危険性も生じます。 

  このように、出迎えの車の渋滞により、歩行者や通行する車が危険にさらされています。こ

れまで大きな事故は発生していないようですが、一時的にも危険を伴う状況であり、対策が必

要と思い、質問します。 

  １）ＪＲ槻木駅東口における出迎え時間の渋滞状況及び危険性は把握していますか。 

  ２）ＪＲ槻木駅東口には一時利用有料駐車場がありますが、出迎えのピークと思われる時間

帯の17時から19時の間の利用状況はどのようになっていますか。 

  ２．槻木保育所新駐車場への出入り時の安全確保を。 

  駐車場用地として購入した槻木保育所東側の住居などの解体が令和３年10月末に終了し、12

月には引渡しも完了したと伺っています。 

  私は以前から散歩でよくその前を通りかかりますが、心配な点があったため、昨年11月４日

に財政課を訪れ、面談いたしました。内容は、駐車場への出入りを現状のまま利用するのであ

れば、幅５メートルほどの少し勾配のある乗入れ口であり、前面道路は乗用車等のすれ違いが

できない狭い道路で、事故のおそれがあること。また、出入りのときには南側住宅地の高いブ

ロック塀があるため、見通しが悪く、バッティングすることが十分に予想され、検討が必要だ

と指摘しました。 

  その危険性解消のためには、新しい駐車場への車の出入りは、現状の出入口横のコンクリー
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ト壁やフェンスを全て解体し、間口約12メートルを確保することであり、それにより入り口、

出口を分けて一方通行にすれば、危険が回避されるのではないかと提案しています。 

  これまで、送迎用の駐車場としていた槻木体育館北側に駐車した場合も、出入口付近では小

さな事故が発生していると付近の住民から聞いています。駐車場が新しくなっても、出入りす

る車には危険性が高く、送迎する保護者や家族が不安を感じるのでは元も子もありません。財

政課からは、関係課と調整し整備することになると聞きました。私は、早急に駐車場としての

整備が進むものと思っていましたが、いまだ現場は以前のままです。今後の整備予定、活用方

法について伺います。 

  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） 加藤滋議員、大綱２点ございました。 

  まず、槻木駅東口での関連で２件ございます。 

  １点目、槻木駅東口における渋滞状況について、実際の利用者及び駐車場等の管理者へ聞き

取りを行ったところ、利用時間帯や、その日の天候、鉄道の利用状況によっても変動するもの

の、朝から夕方までの時間帯はよほどのことがない限り渋滞は発生していないとのことでした。 

  一方で、17時から20時までの時間帯は、槻木駅前のロータリーに収まり切らず、県道（槻木

駅前通り）まで車両が停車しているときがあると伺いました。２月17日木曜日には、渋滞がピ

ークとなると予想される17時から19時の間、渋滞状況を把握するため、職員が現地で調査を行

ったところ、天候は晴れの日でしたが、駅前ロータリーには６台が停車し、県道（槻木駅前通

り）には５台が駐車している状況でした。県道（槻木駅前通り）は、道路幅員6.9メートルと

狭小で歩道もないことから、渋滞している場合は、歩行者及び走行車両の危険性は高まると思

っております。 

  ２点目、槻木駅東口に設置してある駐車場は、障がい者用スペース１台と一般普通車両12台

の合計13台の駐車スペースがあります。17時から19時までの年間の平均利用状況は、17時台が

５台、18時台が６台の利用となっていました。有料駐車場は１時間以内であれば無料です。今

後は、渋滞緩和対策の一環として、有料駐車場を積極的に利用してもらえるようホームページ

などでＰＲしてまいります。 

  大綱２点目、槻木保育所新駐車場への出入口の安全確保でございます。３点ほどございまし

た。 

  槻木保育所新駐車場については、令和３年９月会議において予算の議決をいただき、令和３
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年10月６日、不動産売買契約を締結し、建物等の解体及び土地の分筆登記を経て、12月24日、

土地の引渡しを受け、工事に着手することができるようになりました。 

  議員がおっしゃるとおり、槻木保育所新駐車場として購入した土地に入る道路は、乗用車の

擦れ違いができない狭い道路であることは町としても認識しております。 

  ご提案をいただいた現状の出入口横のコンクリート壁やフェンスを全て解体し、12メートル

の間口を確保することで、入り口、出口を分けることにつきましては、町としてはある程度の

駐車スペースを確保する必要があることから、駐車場内を一方通行にすることは難しいと考え

ております。危険を回避するため、カーブミラーを設置することで、安全を確保したいと考え

ております。さらに、保育所と保護者の方々で、送迎時の駐車場利用について話合いをしてい

ただき、安全な利用をお願いするとともに、当面は駐車場への出入りについて状況を見守り、

通行する際に何か支障があるかどうか、保護者等に伺ってまいります。 

  なお、駐車場の整備については、現状の地盤が槻木保育所の園庭よりも高いため、保育所の

園庭に合わせ土をすき取り、砕石舗装を行い、12台程度の駐車区画を設置し、令和４年４月か

ら利用いただけるよう進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 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、槻木駅東口の状況ですけれども、答弁がございました。２月

17日、駅前ロータリーに６台、県道には５台ということでしたが、これは、現在は通学してい

る高校生が部活活動ができないということで、帰り時間が早くなっているということで、こう

いう状況だと思います。 

  私が見た場合でも、最高で17台止まっておりました。それも、そのときはもう高校生は部活

動ができない状況でしたので、結構多かったなというふうな感想を持っております。特に、雨

の日とか雪の日になると、それ以上に並ぶケースがあるんだそうでございまして、一番問題な

のは、ご指摘しているとおり、駅からの帰宅する歩行者が歩道のないところを車を避けながら

通っているという状況だと思います。 

  問題はその対策だと思っています。先ほどの一時利用有料駐車場の利用状況ですと、障がい

者用が１台分あって、残り12台分あるわけですけれども、半分ぐらいしか利用されていないと。

これは私も見た感じでは、そのとおりだと思います。じゃあ、なぜ一時利用有料駐車場が利用

されないのか、この辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 
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○都市建設課長（水戸英義君） 有料駐車場を利用する場合、１時間無料であっても必ず管理人

室へ行って、お断りをするということで決めているんですね。ロータリーの真逆にあって西に

駐車場、東に管理人室があるので、なかなかそこまで行っていただけないのかなと思っていま

す。管理人室に行くんだったらそのまま止まって、子どもさんとか旦那さんとか送迎のために

ロータリーに止まっていたほうがいいのかなというふうに考えているのかなと思います。 

  ただ、うちのほうでも、そういった仕組みでもって、一々行かなくてはならないということ

については、何か、例えばカメラで常に監視しているわけですし、対策は必要かなと感じてお

ります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 確かに駐車場の入り口のところに看板があって、駐車される際は必ず自

転車管理事務所まで申し出てくださいと書いてあるんですね。今課長の答弁のように、やはり

どうしても面倒だとか手間だとかということで、なかなかその有料駐車場を利用できないとい

うことだと思います。 

  ただ、それではやっぱり安全確保の面からいえば、ちょっと不備があるわけでございまし

て、何とか有料駐車場を利用してもらうような手だてができないのか、その辺は何かお考えご

ざいますか。 

○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） 先ほどカメラで見ているということは申し上げましたけれど

も、例えば運転手さんがその車に、有料駐車場に入れて乗っているならば、すぐに出発するん

だということであれば、運転手さんが乗っている場合に限り管理人室に行くことなく止められ

るとか、そういった決まりをつくれば一定の解決はできるのかなと思います。ただ、管理人の

シルバー人材センターのほうにもしっかりその辺周知させていただいて、改善できるところは

改善していくという方向で調整したいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 今のお話のように、私も実はそう考えておりまして、運転席に座ってい

るんであれば、そんなに長い時間にならないわけですので、一々管理事務所に申し出る必要も

ないんじゃないかなと、そういうことができればいいななんて思って、ちょっと再質問も用意

していたんですけれど、先に言われてしまいましてですね。 

  それで、今、１列に並んでいる車に対して運転者の方にその駐車場を利用してくださいとい

うのを促すようなことが当然必要なんじゃないかなと思うんですけれども、その方法とかは何
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か考えていることはございますでしょうか。 

○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） 実は現地の看板には、下に有料駐車場と物すごい大きい字で、

その下に１時間無料と、本当にこう何ていうんでしょう、ちょっと近くに行かないと分からな

いようなことが書いてあるので、例えば看板をリニューアルして、１時間以内無料なのでご利

用くださいみたいなのを現地でまずは表示させていただく。さらにはやっぱり、広報、お知ら

せ版、ホームページも通じて、その辺周知できれば、槻木駅ばかりじゃなくて、実は船岡駅も

もっとひどい状況も確認できますので、その辺徹底していきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 看板に新たに書くということも必要だと思うんですけれども、１列に並

んでいる運転者にやっぱり何とかしてお知らせしたほうがいいんだろうなと思うんですね。で

すから、例えば並んでいる車から見えるような看板を置くとか、またはちょっと手間かかりま

すけれども、案内用のチラシでも作って運転者に渡していくとか、そんな方法が取れればなと

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。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） そこまで実は想定していなかったんですけれども、まずは内部

で話しさせてもらって、ちょっと調整させてもらって、やっぱり直接渡すという手だても今聞

いていると確かに効果的かなとも思いますので、工夫させてください。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ぜひお願いいたします。一度、二度お渡しすれば、毎回毎回違う方が並

んでいるわけじゃないと思いますので、ある程度は周知できるんじゃないかなと思います。 

  それから、そこの有料駐車場から出る場合なんですけれども、駅前ロータリーになっている

んですから一方通行で、時計回りにぐるりと回って出るというようなことになりますが、そう

じゃない方がいらっしゃるんですね。すぐ右折して、横断歩道すぐありますけれども、歩行者

が横断歩道渡ろうとしているときに右折していっちゃう方がたまにいらっしゃるそうなんで

す。よく見てみますと、左折ですよという、路面に矢印はあるんですけれども、ちょっと消え

かかっている。だから、できれば書き直しとか、あと目線にここは左折ですよという、見える

ような形の看板の設置とか、そういうことはいかがでしょうか。 

○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） 県道、町道、いわゆる道路標識については、路面表示なんかは
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特に警察と協議しなければならないということになりますので、消えかかっている分について

は、従来あったものということで引き直しはできるんですけれども、例えば規制の標識なんか

は公安委員会というラベルが入っていないと町ではなかなか設置は難しいということになるの

で、危ないということを訴えれば、大河原警察署とも協議をしていかなければならないかなと

思います。ただ、路面表示については今聞きましたので、引き直しなんかの措置は十分にでき

ると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） できれば早めにお願いをしたいなと思います。それから、路面の白線と

いうか、そこの駅前通りの駅に向かって左側の路側帯なんですけれども、白線がほとんど消え

ているんですね。県道ですので、直接には町ではすぐにはできないと思うんですが、県のほう

にお願いをして引いていただくということと、引く場合にはできれば、少し歩くスペースとい

うか、歩行者のスペースを幾らかでも取った形でできないかどうか。 

  現在、歩く方は側溝の上を歩くような形になっているんですね。電柱も１本、２本からあり

ますので、渋滞している場合には本当に歩行者の方は側溝の上をというか、電柱もあって車も

よけながら歩いている状況ですので、ちょっと何かこう制限があったりして、難しいのは分か

るんですけれども、幾らかでも歩行者用のスペースを取れればと考えますが、いかがでしょう

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 確かに県道ということでね、町直接のものでないですから何と

もあれですけれども、実は道路幅員6.9メートルという答弁をしていますが、側溝含みの全幅

での幅なんですね。側溝部分を除くと5.8メートルしかない。つまり、50センチの側溝が入っ

ているということになります。この5.8メートル、あるいは6.9メートルの中で人の歩くスペー

ス、いわゆる路側部分をキープしようとすると、ますます車道も確かに狭くなるんですね。そ

ういったことも含みながら、県には我々お伝えはできます、当然。ただ、どう考えているのと

いうふうに問いかけもあるので、歩行者優先にお願いしますということであれば、当然お話で

きますし、１台当たり最低県道は片側2.5メートル、つまり5.5メートルの幅員があれば、要は

擦れ違えるということになります。5.5メートルですね。そうすると、今の現状で側溝を除く

と5.8メートルなので、極めて厳しい数字になってくるわけですよ。その辺はやっぱりお伝え

するにしても、しっかり考え方を示して、協議をしたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 
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○６番（加藤 滋君） じゃあ、県のほうにはよろしくお願いしますというのと、それといずれ

にしろ、この渋滞というか１列に並ぶ台数が結構多い時間帯もございますので、そこの解消が

一番かなと。先ほど一時利用有料駐車場の対応も検討していただけるということでした。た

だ、台数が12台、身障者入れて13台分しかないので、20台を超える車をそこに入れようとして

も無理なわけでございまして、たまたま私も見ていて気がついたんですが、駅に向かっての右

側のガードレールがあるところの三角地があるんですが、あれは町有地でしょうか。 

○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） 間違いなく町有地でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そこの土地を少し活用して、出迎え用の臨時駐車場という形で、多分私

の見方が甘いかよく分からないけれども、七、八台分くらいはスペースあるなと思ったんです

が、ご覧になりましたか。どうでしょう。 

○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） うちのほうのロータリーのというか、道路台帳にも実は面積と

かの記載があって、全部で180平米あるんですね。大体20メートル四方くらいある、その半分

ですから当然三角になっている部分、180平米ぐらいあるんですが、実はここの三角地の中と

いうのが駐輪場側から歩行者が歩くための横断歩道があって、そこの中を通して駅まで向かう

ということになっているんですね。そうなると、有効的に利用できるスペースというのは本当

に半分近くになります。当然この横断歩道と歩行者が通るスペースというのはもともとこのロ

ータリー造った、駐輪場を造ったときに警察ともう既に協議を終えて、こういう形であればオ

ーケーですよという形でもらっているので、臨時的にといっても恐らくこの幅だと３台くらい

ですかね、しかとれない。ただ、歩行者の安全性という観点から考えると、いや、私は難しい

かなと考えています。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） その場所を見てみますと、朝は通勤の方が通るところは見ているんです

よ。ただ、夕方帰りの時間帯というのはあんまり通っている人いないんですけれども、そこの

通路を、逆にタクシーの乗降口のほうを通ってもらうような形にはできないものなんでしょう

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 先ほども申し上げましたが、唯一警察から許可されたルートで
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ございますので、ここから別な場所への移動というのは難しいと思われます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 分かりました。何台でもというかね、ご検討いただいて、安全確保に努

めていただければと思います。 

  次の保育所の駐車場でございます。今年の４月から利用するということでございます。台数

も、先ほど12台程度と駐車区画、どういうふうに駐車スペースを取るのか分かりませんけれど

も、あそこ200坪ぐらいの面積のある区画ですので、どのように駐車場として利用するのか。

また、それ以外の土地の有効活用で何か考えていることがありましたら、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。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今回購入した土地なんですが、間口が大体15.4メートルほど道路側が

あります。奥行きが大体40メートル弱ございます。そういうことで、駐車場に関しては、体育

館側に12台程度、子どもの乗降がありますので、幅も２メートル70くらいの広さの幅を取った

駐車場ということで今考えております。あとはその道路側、擁壁は今回そのまま使わせていた

だきますので、道路側には先生方、早番の先生とか、そういう方の車も駐車できるのかなとい

うこと、そちらは台数には入れておりませんが、そういうことで職員の駐車場としてもその道

路側が使えるのかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） 12台程度整備すると、送迎用ということで、実際に保護者なり家族の方

が迎えに来る時間帯なんですけれども、全部で何台くらい乗り入れされるかというのを把握し

ていますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 保育所の利用なんですけれども、道路も狭いですし、駐車台

数も限られておりますので、登所降所の際には徒歩でのお迎えをお願いはしているところなん

ですけれども、今現在体育館の北側の砂利といいますか、そういった駐車場でやっているんで

すけれども、そこの区画がいっぱいになるくらい台数で埋まってしまいまして、体育館東側の

アスファルトで舗装されているところにもちょっと一時的に止まるような状況になっている状

態でございます。 

○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） 何か明確な台数ちょっと聞けなかったんですけれども、私がちょっと調
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べました。１日だけだったんですけれども、３時間ほどずっといました。15時から16時まで20

台、16時から17時、同じく20台、17時から18時、25台、それ以降はちょっといなかったんです

けれども、何台かは来られていると思いますけれども、そういう状況ですんで、12台あれば十

分なのかなと、出入りしますのでね。そんな台数でした。私はちょっと感覚的にもっといっぱ

いあるのかなと思ったんですけれども、１日分だけでしたので参考にしていただければと思い

ます。 

  あとはその残りのスペース、体育館側でしたっけ、職員の分もというようなお考えがあると

聞いたんですが、そうすると現在、槻木生涯学習センターの第２駐車場に止めている方が新し

い駐車場のほうに移動されると思ってよろしいんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） あくまでも今回取得したのが、保護者とか、来客の方の駐車場という

ことで、整備を考えております。先ほど私、職員で止められるの２台くらいというお話をした

んですが、間口15メートルのほうの道路側の擁壁のところに、うまくいくと軽自動車３台ぐら

い止められるのかなと思うんですが、槻木保育所の先生方全部が止められるかというと、なか

なかこれも厳しいと思います。これから保育所でどういう使い方をするかということで、今、

体育館の北側、保育所の北側ですかね、あの狭いところに結構ぎちぎちと先生方がうまいこと

止めておりますので、その辺もありますので、第２駐車場使っている方は、申し訳ないですが、

今のままの形態であとは先生が止めやすいような形で利用していただければと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） あそこの舗装は、全部舗装するわけじゃないですよね。それもうちょっ

と詳しくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） もともとは宅地で家が建っていた場所ですので、議員おっしゃるとお

り、町道側から敷地に入ってくるところ、ちょっと坂になっておりますが、そこはコンクリー

ト敷きということになっております。実際に今回家が解体をしたことによって、土になってお

りますので、その土をすき取って、砕石舗装というか体育館北側と同じような形になるかと思

います。そういう形で駐車場を整備していく形になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） できれば、当然小さな子どもたちも車から降りて保育所に向かって歩く

わけですので、転んだりしてすりむいた、けがしたなんてことがないような配慮は必要だと思
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うんですよ。その辺、その面ではいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今回、当面は体育館北側と同じような砕石舗装ということで、整備を

させていただいて、今後保護者等の方々が使い勝手等をまず確認していただいて、保護者等の

ご意見を聞きながら、今後の整備方針というか、その辺に関しては今後検討してまいりたいと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） では、ご答弁いただいた出入口は現状のままで使って、出入りをすると

いうことなんですね。それですと、非常に危険だと思うんです。何ていうんですかね、南から

来る車がブロック塀でほとんど見えませんから、衝突する危険性とかバッティングする可能性

もあります。今、体育館の北側に駐車していて、そこから出て行く車なんか見ていたんですが、

先ほど私が調査した時間帯でも北側から来る車と出てくる車とで、危なくぶつかるんじゃない

かなというケースが５件あったんです。それでうまいこと体育館前のほうに回って、やり過ご

すというか、それで出ていったんですけれども、ちょっとよそ見でもしていたら多分ぶつかっ

ていたと思います。そういう危険性があるにも、ましてや新しい駐車場のほうは、南側から来

る車は見えませんから、カーブミラー、どういうふうにするか分かりませんけれども、それに

してもやっぱり危険は伴うと思います。 

  私が提案させていただいたコンクリートを全部取っ払って、12メートル全て使ったほうが安

全上は確かだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 議員ご指摘のとおり、今、敷地が面している町道に関しては、南浦排

水路がありまして、一段高くなっていて、道路自体は本当に車１台擦れ違えないということで、

体育館側の今使っている現状においても議員おっしゃるとおり、やはり狭いところを曲がって

いくということでなかなか厳しい状況なのかなと思っております。 

  今回、カーブミラーを設置することで、県道槻木停車場線のほうから入ってくる方と、あと

槻木村田線のほうから入ってくる、北から入ってくる方、保護者の皆さん町内から入ってきて、

保育所の北側の町道が時間帯一方通行と、朝なんかはですね、そういうことでやっぱり北側と

南側から入ってくる保護者がいらっしゃるということですので、まずは今回、駐車場の有効ス

ペースも確保しながらこの敷地を使っていくということで、やはり入り口は現状のまま使うと

いうことで、カーブミラーを設置することで、その前の町道を通行してくる車を確認できる、
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入ってくる、出るという部分で確認できるんではないかということで、今回はカーブミラーで

対応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。 

○６番（加藤 滋君） カーブミラーも一つの手段なんでしょうけれども、実際角度とか見てみ

ないと分からないし、例えば出て行く車が坂道で一時停止するんでしょうけれども、そのとき

に見えるかどうかです。夜ならライトで分かるかも分かりませんけれども、何ていうんですか

ね、県道のほうから入ってくる車は、出ていく車が見えないかも分からないですから、それは

ちょっとバッティングする危険性がかなりあるんじゃないかなと思います。 

  南側から来る車ですけれども、私が調査した時間帯では20台ぐらいの中で、南側から来る車

は５台か６台なんです。17時から18時の25台のうち、南側から来る車は８台でした。１時間の

中でそのぐらいの台数と思うでしょうけれども、それでもバッティングしちゃうんですね。車

と車本当に、車の先を突き合わせるぐらい、そんな状態になっていますから、やっぱり何らか

の対策ということでは、私が提案した内容、多少費用もかかるかも分かりませんが、それが一

番の安全だと思います。いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 議員おっしゃるとおり、間口を広げることによって、出入りに関して

は、解消できるのかなとは思うんですが、今回４月から使うということで、まずは現状、実際

間口５メートルというのが今体育館に入っていくところの広さと大体同程度ですので、北から

入ってくる場合は体育館の駐輪場のほうから見えて、南側のほうがちょっと隣のお宅のほうの

塀があって、なかなか見えないということでしたので、カーブミラーに関しても今現状、これ

から施工してまいりますので、その辺も確認しながらまずは現状の形で使ってみて、今後保護

者のご意見等いただきながら、今回は砂利での舗装ということにしておりますので、本格的な

そういう舗装するかどうかという部分についても今後検討していきながら、そちらも検証して

検討していきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） ちょっとくどいようですけれども、12メートル使って南側は入り口専用

で、残りは出口専用とするのが一番のベターな方法だと思いますので、ひとつよろしく検討を

お願いします。 

  以上で質問を終わります。 

○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。 
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  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５２分  休 憩 

                                            

     午後２時００分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  ４番小田部峰之君、自席で質問してください。 

○４番（小田部峰之君） ４番小田部峰之です。 

  大綱１問、質問させていただきます。 

  １．公園整備の方向性は。 

  令和２年度版宮城県環境白書によれば、県内の都市公園面積は増加傾向にあり、平成30年度

には、１人当たりの面積は全国平均の約２倍、19.4平方メートル。県の方針では、ライフスタ

イルや価値観の変化に伴うニーズの多様化とともに、環境、防災、景観などの側面において、

緑とオープンスペースが果たす機能の重要性が再認識されています。これらに対応できる都市

公園の整備が求められており、地域バランスも考慮しつつ、公園を配置し、整備を進めていく

というものです。 

  本町においても、公園をしっかりと管理・運営し、遊び場にとどまらない価値を発揮させた

いものです。広報しばた令和４年１月号の町長の新年の挨拶で、公園整備に触れていましたの

で、どのような方向性なのか伺います。 

  １）公園をより魅力的に活用する方法として、期待が寄せられているパークマネジメントは、

住民、民間、行政が連携して情報発信やイベントなどを行うことを通じて、地域の皆で公園を

運営していくというものです。公園発祥の地と言われるイギリスでは、地方自治体の重要な事

業として位置づけられ、国家プロジェクトとして取り組まれているようです。利用価値がなか

った場所をよみがえらせ、居心地のいい場所にすることで、観光名所にもなり、周辺一帯の不

動産価値も上がり、町の風格を上げることにその真価があると思います。ただ存在するだけの

公園から、価値を生む公園への転換、導入する考えはありませんか。 

  ２）葛岡山公園は桜の木が多く、毎年見事に咲いています。桜のイベントなどに活用しやす

いように整備すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  ３）船岡地区には魅力的な公園が目立ちます。一方、私の近所の南浦公園は整備されてから
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ほぼ手を加えられることなく現在に至っていると思います。最近遊具の更改がありました。そ

れは、ある意味当時としては完成度の高いものだったからなのかもしれません。広報しばた令

和４年１月号の町長の新年の挨拶に、再整備計画を策定するとありますがどのような形になさ

るのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 小田部峰之議員の公園整備の方向性、３点ございます。随時お答えしま

す。 

  １点目、パークマネジメントを導入する考えはについてでございます。 

  町内では、昭和28年７月に船岡城址公園と旭ヶ丘公園の都市計画決定を行ったのが最初です。

その後、市街地の進展に合わせて都市公園の整備を進め、現在では町内に68公園、47.6ヘクタ

ールの公園を設置しており、１人当たりの公園面積は12.4平米となっています。 

  さて、パークマネジメントとは、議員ご指摘のとおり町民、民間、行政が連携して情報発信

やイベントなどを行い、地域の方々が公園を運営していくという考え方です。近年行った公園

整備としては、（仮称）北船岡中央公園、船岡新栄４号から６号公園、生月公園などがありま

す。整備を実施する際には、計画段階から地域住民が参加するワークショップを通じて、住民

意見を反映した公園整備を進めてきました。さらに、完成後には、地域住民で構成する公園愛

護協力会が主体的に公園の環境美化等の取組を行っていただいております。 

  このように、これまで町で取り組んできた整備手法は、まさにパークマネジメントの考え方

に近いものであります。まずは、今回南浦公園を当町のモデルとして、これまでと同様の住民

参加によるワークショップを通じて、再整備計画、管理・運営、イベント等の方向性を話し合

い、多様化する住民ニーズに対応したその地域ならではの公園となるよう取り組んでまいりま

す。 

  ２点目、葛岡山公園を桜のイベントなどに活用しやすいよう整備すべきではないかと。葛岡

山公園は、旧柴田農林高等学校白幡分校のあった場所で、廃校後に宮城県から柴田町に移管さ

れ、平成元年度から平成５年度までの５か年で都市公園として整備したものです。この公園は、

学校跡地だったということもあり、公園内には137本の桜の木があります。桜が満開となる季

節には、地域の方々が身近な花見のスポットとして利用されているようです。 

  近年の葛岡山公園の整備状況としては、平成29年度に芝生広場部分に幼児用遊具の新設、令

和２年度に、ジョギング園路のゴムチップ舗装の一部打替え、令和３年度に滑り台、ブランコ
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などの遊具更新とトイレの洋式化、自動水栓化などの全面改修を実施してきました。さらに、

令和４年度には、ジョギング園路のゴムチップ舗装の打替え工事を実施する計画です。令和５

年度以降には、斜面に設置してある木製遊具等の更新を計画しております。 

  このように、葛岡山公園は、槻木地区の中心的な公園として、桜の季節以外にも年間を通じ

て多くの方々が利用しやすい公園になるよう努めてまいります。 

  ３点目、南浦公園の再整備計画の内容です。 

  南浦公園は昭和55年に開設され、槻木市街地の中心部に位置する公園です。最近では、近隣

に子育て支援施設ができるなど、小さいお子様から高齢者まで幅の広い年代に利用されており

ます。議員ご指摘のとおり、開設から40年以上が経過しているため、遊具やトイレ等の施設、

公園のレイアウトや植栽などが近年の多様化する公園に対するニーズに対応できず、利用しづ

らい公園となっています。 

  １点目でも申し上げたように、本町で最初に取り組むパークマネジメントのモデル公園とし

て、地域住民や子育て支援施設の方々などと、ワークショップを通じた公園整備計画をつくり

上げていき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） 小田部峰之君、再質問ありますか。どうぞ。 

○４番（小田部峰之君） ありがとうございます。パークマネジメント導入というよりも、取り

組んでいたということで、もう私何も言うことはないんではないでしょうか。 

  あと１つ、公園の在り方でちょっと興味深い本があったので紹介したいんですけれども、

「長生きできる町」という本なんですけれども、広い公園が近くにある地域の人たちはスポー

ツにより多く参加しているという関係性と、あと公園面積が広い地域の人ほど運動機能が低下

している人が少ないという結果がこの人の研究では出たそうなんですね。なので、こういう自

然と、住んでいるだけで健康になるという環境づくりもやっぱり今後必要なんじゃないかなと。

柴田町としてはそういうふうに取り組んでいるとは思いますが、今後どういうふうに取り組ま

れるかお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 柴田町はガーデンシティという考え方、花のまち柴田というのをテーマ

にずっとやってきまして、それを進化する形で、今、都市計画マスタープラン、立地適正化計

画をつくっておりまして、都市の将来像を進化させる形でガーデンシティという考え方を取ら

せていただいております。 
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  いろいろ私も外国に行きましたけれども、最終的には都市が快適な環境、花や緑で囲まれた

快適な環境に人が集まってくるというのが、これからの都市づくりには必要ではないかなとい

うことでございます。それゆえにこれまで船岡城址公園を中心に、空き地という空き地に緑を

植栽して、公園化をしていくと、これが柴田町の大きな都市づくりの概念ではないかと思って

おります。 

  ですから、これまで単に公園として造ってきましたけれども、公園が地域の人たちのコミュ

ニティの場で、その公園で人々が自分たちの好きなことをやって、ＳＮＳを通じて人が集めら

れるような時代が必ずやってくるというふうに想定しておりますので、快適な公園づくり、そ

れから行って楽しい公園づくり、こういうものをみんなで話し合って造っていくことで、まち

の中ににぎわいが私はできるんではないかなという考え方で、今ガーデンシティ構想を立地適

正化計画、それから都市計画マスタープラン、立地適正化計画の将来の都市像のイメージとし

て提案をさせていただい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。 

○４番（小田部峰之君） 分かりました。ありがとうございます。 

  近くに公園があって、住んでいるだけで健康になるという考えは何かゼロ次予防という考え

方らしいんですよね。これは、１次予防が健康増進、２次予防が早期発見・早期治療、３次予

防が再発、悪化予防ということで、このゼロ次予防というのが、ＷＨＯのテキストなどにも使

われて、原因となる社会経済的条件、あるいは環境条件を変えることで人々を健康に近づける

ということらしいので、この辺もちょっと今後、私も研究していきたいなと思っていました。 

  私の質問、以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 心おきなく質問できましたか。 

○４番（小田部峰之君） はい。 

○議長（髙橋たい子君） これにて４番小田部峰之君の一般質問を終結いたします。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日、午前９時30分から再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時１２分  散 会 
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