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    午前９時３０分  開 議 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は17名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  欠席通告が５番森裕樹君からありました。 

  なお、議案等の説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員として町長以下、関

係所管課長等及び監査委員の出席を求めております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

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。 

  ２番伊東潤君、自席で質問してください。 

○２番（伊東 潤君） おはようございます。２番伊東潤です。大綱２問質問させていただきま

す。 

  １．側溝の土砂撤去を。 

  上野山を背にしている西船迫三丁目、四丁目には、令和４年１月末時点で1,408世帯、3,256

人が住んでいます。 

  ハザードマップには、土石流・急傾斜地の崩壊特別警戒区域になっています。四丁目５番地

付近では、イノシシがミミズを食べに山から下りてきて土壌を荒らし、その影響で、雨が降る

と斜面の土砂が流され側溝に蓄積されている状況で、区長も対策に大変困っている状態です。

当該地区の側溝の土砂撤去と今後の対策を伺います。 

  ２．見通しの悪い道路の安全対策を問う。 
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  国道４号バイパスから船迫地区に向かう町道本船迫12号線は、仙南自動車学院を過ぎたとこ

ろから急に道幅が狭くなっています。カーブミラーが数か所ありますが、蛇行しているため見

通しが悪く、たまにスピードを落とさないで走行している自動車も見られます。朝夕は、柴田

高校生も自転車で通学しています。昨年は軽トラックの事故も目撃いたしました。安全対策と

して、町の考えを伺います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 伊東潤議員、大綱２点ございました。 

  １点目、町内では、西船迫地区に限らず、ほとんどの行政区で自治会活動の一環として定期

清掃日を定め、側溝の土砂上げ清掃などを実施していただいているおかげで、きれいな状態が

保たれております。清掃を行った週明けには、行政区長からは土砂上げ後に回収の依頼を要請

されますので、町が回収を行うようにしています。 

  一方、側溝断面が大きく、蓋が重い、土砂堆積物が多いなど、行政区では側溝清掃等の対応

が難しい場合には、町が専門業者に委託し、側溝清掃を実施しております。 

  今後も住民の皆さんの協力をいただきながら、良好な維持管理ができるよう努めてまいりま

す。 

  なお、イノシシ対策については、今後も行政区長をはじめ、関係課と連携して対応してまい

ります。 

  大綱２点目、見通しの悪い道路の安全対策でございます。 

  ご質問のありました町道本船迫12号線ですが、国道４号、船迫字外余川８－２地先を起点と

し、船迫字上町１－５地先までの道路幅員3.6メートルから14.0メートルの町道です。この道

路が、仙南自動車学院を過ぎたところから徐々に道幅が狭まっていることは把握しています。

そのため、その区間は最高速度が30キロに制限され、途中、待避所も設置されています。抜本

的に見通しがよい道路にするためには、道路の線形等を大幅に見直す必要があります。しかし、

現状では、東側には、頻繁に土砂崩れを起こす斜面の高台に民家があり、西側には、柴田町土

地改良区が管理する槻木用水路があるため、簡単に道路幅員や線形を変えることができない道

路となっております。 

  町では、年に４回見通しが悪くならないように、路肩の草刈りや、支障木の伐採などに努め

ております。一方で、道路東側の斜面は民地となっておりますので、繁茂期前には、草刈りな

どの維持管理を徹底するよう、所有者にお願いをしているところでございます。 

  なお、定期的な草刈りのほか、見通しが悪いなどの状況があれば、随時対応し、安全対策に
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努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 伊東潤君、再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） まず１問目なんですけれども…… 

○議長（髙橋たい子君） 伊東議員、マイクをきちっと使ってください。 

○２番（伊東 潤君） マイクを、はい。 

  土砂なんですけれども、最近、私も見に行っているんですけれども、都市建設課の方がよく

定期的に土砂を撤去していただいて、きれいになっている状態になっています。しかし、雨が

降ると、やはり次の日に行くと土砂が流れた状態になっているのが最近、最近ちょっと雨が降

らないので分からないんですけれども、夏場なんかやはり結構、側溝に詰まっていますので、

これ、ずっと雨降れば撤去する、雨降れば撤去するという状態だと、町としても大変かなと思

うんですけれども、その辺、今後の対策としていかがか、お伺いいたします。 

○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） 町長の答弁でも申し上げておりますけれども、ほぼほぼ地元の

行政区、いわゆる近くの人たちが側溝の中にある土砂を撤去して、一定の場所に置いたり、あ

るいはのり面の緩やかな部分に戻したりということをしていただいています。町とすれば、非

常に大変な部分、深かったり、それこそ側溝の蓋が重くて自分たちでは無理だというところに

ついては、町で対応するんですけれども、いわゆる日常的な、ほんの少し側溝に落ちていたと

か、伊藤議員の言っている場所は側溝に蓋がかかっているので、ほぼほぼ中には入らないかな

と思うんですね。地元の協力をいただければありがたいなと思っています。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） その土砂崩れというか、土砂が流れる状態になる。まず、毎晩イノシシ

が下りてきて、何かミミズ、餌を食べているようだと、近所の人の話ではそういったことが一

つの原因かなと思われています。 

  それで、イノシシ、その場所だけでないんですけれども、全体的に東側とかの空き地なんか

にもイノシシが現れているんですけれども、地元の人の話を聞きますと、西船迫四丁目町内は

鳥獣保護区であり、捕獲は許可できないと言われたみたいで、その辺をお伺いいたしたいと思

います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 
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○農政課長（加藤栄一君） ただいまの質問でございます。 

  西船迫四丁目のイノシシの出没につきましては、行政区長さんから５回ほど相談がございま

した。その都度、内容に応じて担当課につなぎながら現地確認するなどをして、アドバイスや

要望を伺うなどしてまいりました。イノシシの出没対策につきましては、追い払い対策は可能

ですので、ライトの設置だとか、そういったことで地元で対応いただけるようにとアドバイス

をしているところでございます。地区では、柵などができないかということで、検討はされて

いるようでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） 西船迫四丁目の町内会で回覧版が回ってきまして、今の件とか、あとち

ょっとイノシシ問題で、西船迫四丁目自体で対策を行うという回覧が回ってきたんです。 

  それで、イノシシ問題はすぐには解決できないと思うんですけれども、やはり防災・減災、

環境美化の観点から、町内会として実施したいと各家庭に回覧を回し、今、意見を募っている

状態なんですけれども、このイノシシ対策用に柵とかいろいろありますね。電気柵セットと

か、防草シートとか、あと有刺鉄線何かで予算がかかるわけなんですね。これ、町として助成

とかというのは出るんですか。こういった町内会でのイノシシ対策を行うんですけれども、そ

の備品というか、そういった関係の助成金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。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） ただいまの電気柵等の配備についての補助ということでございま

す。 

  農政課で用意しておりますのは、あくまでも農作物被害に対するケアということでございま

す。ただ、まちづくり政策課で用意している地域の振興補助金がございますので、その中でも

し何か対応できることがあれば可能かもしれませんので、ご相談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。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。今度相談させていただきたいと思います。 

  あと、一つ問題になっているんですね。その崩れた場所とかいろいろ聞くと、農政課だった

り、都市建設課だったり、あと上下水道課だったり、多岐に課が入っているんですね。そし

て、側溝はどこ、あとのり面はどことこう、どこに聞けばいいのかなという、区長さんからち

ょっと言われて、一つにまとまらないかというようなことも言われてきたんですけれども、そ

の辺はどうなんですかね、今後。お伺いいたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） その目的で、どういったことが主に行政区として課題なのかと

いうことであれば、ある一定の課、みんな集まってもいいですし、来る時間帯、時期を教えて

いただければ、まとまって対応させていただきたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。 

  あと、３月に出された令和４年度施政方針の６ページには、西船迫沢砂防堰堤事業を予定

し、自然災害の未然防止に努めることになっています。 

○議長（髙橋たい子君） 伊藤議員。すみません。施政方針じゃなくて一般質問ですので、通告

に沿った質問をお願いしたいと思います。 

○２番（伊東 潤君） はい。令和４年度の県大河原土木事務所の工事が、西船迫沢砂防堰堤事

業として予定されていますが、具体的な工事内容をもし分かればですけれども、教えていただ

ければと思いました。 

○議長（髙橋たい子君） 先ほどお話ししました、施政方針の中は一般質問とダブらないように

お願いしたいと思います。 

○２番（伊東 潤君） 分かりました。 

○議長（髙橋たい子君） 別の質問をお願いいたします。 

○２番（伊東 潤君） はい。では、２問目に入らせていただきます。 

  先ほど質問しましたが、バイパスから入って自動車学院を過ぎたところから道幅が狭くなっ

ていますよね。これは地形的なこともあると思うんですけれども、雨が降ったときとか、私も

仙台からの帰りとか通るので。そうすると、通行止めのバリケードがされているときもあるん

です。これはどういった理由で通行止めにしているんですか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 多分伊東議員が通ったときは、ゴルフ場のお隣の高台に民家が

あって、そこののり面が崩落したというときです。結構長期にわたって工事なり、土砂撤去な

りしていたので、結構な長い期間通行止めをしていたので、当然、手前側にバリケードをして

進入防止を図っていたということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） １回だけじゃないですよ。何回か、私が感じたのでは、２回か３回ぐら

い工事しているのを見たことがあるんです。それで、やはりそれが原因で通行止め、水が上が
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ったとかそういうわけではないんですか。 

○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） あそこまで上がってしまうと大変な位置関係になるので、水が

上がったということではないです。民地の部分が、要は表土部分が落ちて、下に道路まで落ち

たという状況が結構続いたんですね。そのために通行止めをしていたということです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。 

  それと、そこを通っているときに、結構、これにも草刈りとかは定期的にしているというお

答えをいただいたんですけれども、やはり夏なんかすぐ草が生えてきて、そしてあの狭い道路

がますます狭くなってきて、ましてや蛇行していて、カーブミラーはところどころついて、確

認しながら通っているんですけれども、たまに工事用のダンプが間違って入ってくるんだか分

からないですけれども、それと擦れ違うときもあるんです。 

  それで、30キロ規制となっていますけれども、大型車の規制とかというのはなっていないん

ですよね。ところどころ退避場はあるんですけれども、万が一ちょっとカーブのところにふと

出会い頭で事故なんかが起きる心配もあるかと思うんですけれども、その辺はどういう対応を

考えていますか。 

○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） あそこの区間の道路は、そもそも道幅が狭いし、１つき

ついカーブありますけれども、緩やかにカーブする道路だと認識しております。あそこのとこ

ろを多少大きな車が走行するときにスピードを出すというのは、基本的には考えられない。ス

ピードを緩めながら、例えばカーブに迫ったら、向こうから来るのではないかということでさ

らに徐行しながら行くというのが基本だと思いますので、退避場も１つ設けられておって、そ

の退避場に入っていただければ、ちょっとバックするケースもありますけれどもね。いただけ

れば、擦れ違うことは可能かなとは思っています。途中でも、若干ではありますけれども、道

の脇にスペースがあるところが何か所かございますので、そういったところを利用しながら擦

れ違うということになろうかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。 

  それと、ところどころガードレールが設置されていないところがあるんですけれども、それ

はどういう理由か教えていただければと思います。 



１５０ 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 私どもの道路管理者の物ということになりますけれども、一定

以上の高さとかそういった関係で、高さのある部分については当然、全区間ついているんです

ね、あそこは。それで、例えばのり面だとか、この一定の基準が宮城県からガードレールの設

置基準というのが示されているんですよ。その基準にのっとって、当然つけることはないと言

われている部分についてはついてないということになります。全区間必ずつけなくてはならな

いというのは安全上分かりますが、ただ、その基準にのっとってつけているということは間違

いございません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○２番（伊東 潤君） ありがとうございます。 

  今の質問ですけれども、やはり去年ですか、軽トラックが下に落ちていて、クレーン車で引

上げられていたのを目撃しましたので、そういった質問させていただきました。 

  それと、あと、県道との境、あそこは最近信号機を設置していただいたので、大変住民の方

からも好評で、すんなりと行けるようになった、交通事故が少なくなったということをお聞き

しましたので、ここでご報告させていただき、私の質問とさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて２番伊東潤君の一般質問を終結いたします。 

  説明員入替えのため、暫時休憩いたします。 

     午前９時５１分  休 憩 

                                            

     午前９時５５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  ８番佐久間光洋君、自席で質問してください。 

○８番（佐久間光洋君） ８番佐久間光洋です。大綱１問、質問いたします。 

  １．マイナンバーカードの普及促進を。 

  国は、マイナンバーカードの利用について、健康保険証としての利用と公金受取口座の登録

を追加し、普及促進として、マイナポイント事業の第２弾が実施されました。 

  健康保険証としての利用については、薬局での利用もできるとありましたので、災害時に薬

の処方を診察なしでもできるということが実施されればと期待しています。自分が服用してい

る薬を間違いなく記憶している人はそう多くはないと思います。災害時や緊急事態のときに、
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薬を継続したくても、あやふやな記憶に基づいての対応では、危険性が否めません。そんなと

きに、マイナンバーカードから個人の薬のデータが得られ、適切な対応ができることは、大変

役立つものだと思います。 

  令和３年度９月会議では、同僚議員がマイナンバーカードのセキュリティーについて質問を

していますが、その中で問題とされたのは、その業務に携わる人間に起因するもので、システ

ムそのものの危険性ではありませんでした。人間が関わる限り、情報漏えいのリスクをゼロに

することはできませんが、個人情報保護法やマイナンバー法で厳しい罰則が設けられ、抑止対

策はできていると考えております。こうした人為的なリスクは認めつつも、災害時のメリット

を考えれば、１人でも多くの方々に利用していただけるよう促すべきです。 

  もう一つの公金受取口座の登録も、事務の簡素化と迅速化のためにも必要です。しかし、漠

然とした不安感も根強くあるようですから、それを払拭できるような広報が必要となります。

普及を促進する立場であれば、こういった不安をなくし、役立つ利用への理解を深めることが

不可欠と考えますが、見解を伺います。 

  １）現在のマイナンバーカードの普及状況は。 

  ２）健康保険証としての利用は、医療側の準備も必要です。現在の状況と今後のスケジュー

ルは。 

  ３）公金受取口座の登録についての詳細な情報は、かなり少ないように思いますが、実施の

状況は。 

  ４）国の事業であり、利用は任意ですが、町としては推進の立場なのか、伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 佐久間光洋議員、マイナンバーカードに関して４点ございました。随時

お答えをいたします。 

  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。 

  普及率向上のために、町民環境課にて、申請時に必要となる顔写真を無料で撮影する申請サ

ポートや、仕事や学校など平日の日中に来庁が困難な方のために、毎週水曜日の延長窓口や、

毎月、マイナンバーカードの休日交付を行う取組を行っております。 

  ２点目、マイナンバーカードの健康保険証利用の現在の状況ですが、町民環境課と健康推進

課の窓口に申込み用のパソコンを設置しています。また、各個人がスマートフォンやセブン銀
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行ＡＴＭからも申込みが可能です。健康保険証利用登録をしている後期高齢者医療保険被保険

者は、令和３年11月20日現在307人、国民健康保険被保険者は、令和４年１月19日現在710人で

す。既に令和３年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用が始まり、マイナポータルで

薬剤情報や特定健診情報の閲覧、11月からは医療費通知情報の閲覧が可能となりました。 

  オンライン資格確認を導入している町内の医療機関等は、令和４年２月13日現在、医療機関

２件、歯科医院６件、調剤薬局６件の計14件です。医療機関・薬局における機器の設置につい

てですが、顔認証つきカードリーダーは、厚生労働省が無償提供しています。その他の機器の

導入・改修、ネットワーク環境の整備について、補助の対象となっています。 

  今後のスケジュールですが、国では、令和４年夏頃にオンライン資格確認の対象となる情報

の拡大、令和５年１月に電子処方箋の仕組みの構築などを予定しています。 

  マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれると、例えば災害時に避難先でかかりつ

け医を受診できなくても薬剤情報を閲覧できるようになるなど、よりよい医療の提供が可能に

なることから、町としましても、制度を周知、推進してまいります。 

  ３点目、公金受取口座登録制度は、国民の皆さんが金融機関にお持ちの預貯金口座につい

て、１人１口座、給付金等の受け取りのための口座として、国に任意で登録していただく制度

です。 

  預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、今後の緊急

時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、行政機関

における口座情報の確認作業等が不要になります。 

  口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等

の支給事務に利用することができます。 

  公金受領口座の登録は、マイナポータルでの登録が令和４年春頃の予定、所得税の確定申告

の際の登録が令和４年１月から開始されているところでございます。 

  ４点目、現在国が消費活性化策として、また、マイナンバーカード普及促進を目的としてい

るマイナポイントの事業のマイナポイント第２弾が令和４年１月１日から始まっており、公金

受取口座の登録や健康保険証としての利用申込みも、マイナポイント付与の対象となっており

ます。 

  町では、健康保険証としての利用について健康管理の面から推進しており、今後も国による

マイナポイント事業を活用しながら、マイナンバーカードの普及促進に努めてまいります。 

  また、マイナンバーカードを利用した取組としては、町では、令和４年１月からコンビニエ
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ンスストア等の店舗で住民票の写しなどの各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスを開

始しています。今後も積極的にマイナンバーカードを活用し利便性を向上することで、マイナ

ンバーカードの普及・利活用を推進してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 佐久間光洋君、再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） マイナンバーカードの、まずは作成の段階ですね。それで、町民環境

課にいろいろお伺いをして、状況なんかは聞いておりました。 

  これまで何回かホームページなんかを見ておったんですけれども、最初はかなりさぱっとし

たような感じのあれだったんですが、最近は盛りだくさんで、もうこれ以上書くことないだろ

うというぐらいに充実したページになっておりましたので、その作業の努力に関してはまず謝

意を申し上げたいと思います。 

  それで、今現在の状況のやつをいただいたんですが、それほど増えていないというか、反応

がちょっといまいち薄いかなという感じがしておりますが、年齢別とか地域別とかの集計なん

か、そういったことはやっておられますのか、もしそういったことをやっているのであれば表

明してほしいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） カードのいろいろ詳細の状況ということなんですけれども、ま

ず地域別ということについては、そういった統計を集計をしておりませんで、集計全般につい

ては国が一括して市町村ごととかというようなやり方をしていまして、その中にその年齢別と

いうものがあります。これは５歳刻みの統計になっていまして、国全体で見ますと、70歳から

75歳をピークにして、そこからゼロ歳と100歳側になだらかに弧を描くというような状態にな

っておりまして、大まかに言いますと40代、50代、60代、70代というところが比較的多くて、

その両端が少ないというような状況になっております。これ、全国のデータなんですけれども、

本町の窓口の状況などを見ていますと、やはり同じような状況だなというのは感覚的に受け取

っているところです。 

  それから、男女別という分け方もありまして、若干、男性のほうが多いということですけれ

ども、ほぼほぼ同一の状態だというような数字が出ております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 割と高齢者のほうにピークが出ているというふうな感じと今伺ったん
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ですが、キャッシュレスとかそういったことが絡む話なので、若い人の反応がもうちょっとあ

ってもいいのかなという感じがするんですけれども、妥当な状況だというふうな感想なのでし

ょうか、お伺いいたします。 

○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） 町としては、全体的にバランスよく取っていただきたいところ

ではあるんですけれども、結果としてこういう高齢の方が比較的真面目といいますか、こちら

の勧奨に対して、国の勧奨に対して誠実に乗っかってきていただいているというところで、最

近になってマイナポイントの第２弾というものが始まっていまして、比較的金額が高いものな

んですけれども、これに対して若い世代が反応してきているというところで、その辺が今後伸

びてくるんだろうと見ております。ただ、極端な数字の差はありませんので、なだらかな弧を

描いているような印象ということでお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） まだそのマイナポイント事業の第２弾というのが１月から始まったば

かりなので、効果が出るというにはもうちょっと早いのかなという感じがしないことはないん

ですけれども、結構これはポイントをいただけるというそういう特典があるやつなので、若い

人の反応が若干多いのかなという感じはしたんですけれども、もうちょっと様子を見たいと思

います。 

  このマイナポータルの作成なんですけれども、まず申込み時点のときにパスワードを４つ設

定しなければいけないということで、私も何回かその項目を見てみたんですけれども、ちょっ

とよく分からないところも、まず文字が、表、利用何とかかんとかとこう書いてあるんだけれ

ども、それを読んでも、どういう場面でこの４つが必要なのか、どういう場面でこのパスワー

ドを使うのかというのが、ちょっと頭の中に思い描けないというふうな状況があったわけなの

で、この辺は高齢者の方にはネックになるかななんて思ったんだけれども、割と高齢者に多い

というのがちょっと意外な感じでしたが、まずこの４つのパスワード、これは国が設定したも

のだからだけれども、変えることはできないとは思いますけれども、その４つがどういう場面

で必要なのか、ちょっと解説をいただきたいんですけれども、お願いいたします。 

○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） パスワードにつきましては、厳密に４種類あるというところで、

まず、１つがインターネット上で文書をやり取りする際に使うという種類があります。それで、

これが６桁以上10桁未満のアルファベットと数字を組み合わせたもので、これはｅ－Ｔａｘの
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申請の際に最後に使うというものがあります。 

  そのほかに、利用者用のパスワードというのが３種類ありまして、住基とかでいろいろ使う

んですけれども、これは数字を４桁指定してくださいというもので、例えば住所とか氏名とか、

カードに書かれている券面事項がありまして、それを入力することなく、パスワードを入れれ

ば転記されるような仕組みの際に使う。 

  それから、コンビニ交付などの際に使う大まかには２種類ということで、６桁以上のものと

４桁以上のものと２種類ございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 担当者ともなればそういうことが分かるんでしょうけれども、あそこ

に書いてあるのを見ても、なかなかその辺のイメージがつかないというふうなところが現状な

んじゃないかなと思います。 

  それと、ホームページには、こういうことがありますよというのは全部、ほぼ全部ぐらい書

いてありましたけれども、その４つのパスワードについて、窓口に行っていろいろな話を聞く

と、全部同じで、要するに種類の違うその文字で入れるやつと、あと暗証番号の４桁というの

とは、これはちょっと別なんですけれども、この暗証番号は１つでもいいよと、できますよっ

ていうことなんですけれども、そういったことがあらかじめ分かっていると、行くときの気持

ちが随分軽くなるというか、４つ全部違うものというと、相当記憶しておくのは気が重いとい

う感じがするんですけれども、そういったことについてはホームページには書いてありません

でしたけれども、ちょっとそういったところが残念だなという感じがしております。 

  最後のほうにその点についてまとめてお話聞きますけれども、健康保険証としての利用につ

いて、お伺いいたします。 

  町長から今、答弁がありました。これは、最終的にはいつ頃まで、そういう医療機関の整備

が整うというゴールのスケジュールはあるんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） ちょっと正確な期日はあれですけれども、令和５年度というこ

とで確認をしていたと思います。後で詳しく確認をして、お伝えをさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） よろしいですか。はい。再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 多分そのようなあれだったと思います。医療機関に行って話をしたら

ば、頼んではいるんだけれどもなかなか来てくれないんだという、そのような状況のようなん
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です。今、４年も半分ぐらいとしてあと１年半ぐらい。丸っと１年か。そのぐらいになるのか。

できない予定ではないスケジュールという感じで見ているということでしょうか。 

○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） まず、顔認証つきのカードリーダーが医療機関では必要になる

ということで、こちらのほうは国から無償で貸与されるということでございます。こちらにつ

きましては、納品まで今の時点で３か月から４か月、申し込んでからかかるという状況と承っ

ておりました。 

  それから、先ほど期日ということで、いつ頃まで設定するということであったんですけれど

も、それもちょっと付け加えさせていただきますと、おおむね国のほうで、令和５年の３月末

に全ての医療機関で導入できるようにというスケジュールで進めている状況でございます。

（「ちょっとすみません」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 議長、ちょっといいですか。 

○議長（髙橋たい子君） はい。 

○８番（佐久間光洋君） ちょっと答弁が聞こえないんです。私だけでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 質問される方も答弁される方も、マイクを口の前に持ってきていただ

いてお話しいただければいいかなと思いますが。はい、では健康推進課長。（「すみません、

お手数かけます」の声あり）どうぞ。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） すみませんでした。 

  まず、医療機関の機器の整備ということで、顔認証つきのカードリーダー、そういったもの

がまずは必要になるということで、こちらにつきましては、町長の答弁にもありましたように、

国のほうからということになります。こちらのほう、申し込んでも、数が集中するということ

もありまして、今のところ３か月から４か月ぐらいかかってしまうという状況にあるようです。

ただ、そういったものは順次、整備を進めていくということでございます。 

  それから、先ほど国のほうではおおむねいつぐらいまでの期間で考えているのかということ

でございますけれども、令和５年の３月末にはおおむね全ての医療機関で導入をしていきたい

という計画で進めているということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） この健康保険証としての利用について、医療行為の過去のデータが見

られると、私らが見られるわけではないけれども、かかったところのお医者さんがそれを見て
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確認できるっていう、そういうシステムだと思うんですよね。それについては、じゃあ、こち

らが一々細かいことまで覚えていなくても、その履歴は確認できるんだなというその部分につ

いて、大変期待をしているところなんですよ。 

  それからあと、これはどの災害のときだったかは覚えていないんですけれども、かなり長期

にわたる災害があったときに、本来なら、受診をしないと処方できないと、薬ってそういうも

のなんですよね。私ぎりぎりで行ったら、処方箋は４日が有効期限で、それを過ぎると、もう

１回受診をしないと薬は出せないんですと言われたことがあったんです。そうすると、災害が

長引いたときに、薬をもらうということができなくて困ったということがあって、あのときは

緊急措置でそういう記録があればできますということはやったことがあったと思うんですけれ

ども、これはその健康保険証としての利用の項目がついたということで、これからは普通のよ

うにそれができると受け取って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。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 実は、令和３年の10月、去年の10月から、そのマイナンバーカ

ードを用いて保険証利用が可能な状況にしていただいている方につきましては、マイナポータ

ルのほうで受診履歴とか薬剤情報というものが全て確認できるようになっております。 

  私もそういった設定をさせていただいていましたので確認をしましたら、薬剤情報と受診履

歴が10月以降の分について確認できたということでございますので、そういったものを今後活

用できるのかなというようなことで考えております。 

  さらに、災害時というようなことでは、町長の答弁にもありましたとおり、そういった情報

を基に、薬剤情報などを閲覧しながら処方が可能になるということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） はい、分かりました。 

  次の公金受取口座のほうに移りたいと思いますが、これは多分、複数の口座を登録するとい

うことができるんですよね。それをやるかどうかは別にしても、この登録をすることによって、

公金の給付の全てがその対象になると。だから、これから交付金の給付があるといったときに

は、それを通してくださいというチェックとか何かは必要かもしれませんけれども、全てそれ

が対象になるというふうな考えでよろしいのか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 国のほうでアナウンスしている内容ということの理解なんです

けれども、まず、口座につきましては、お１人１口座の登録となっております。これは、現在
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のところ任意でやりますというような国の説明があります。 

  非常事態に対する給付金の口座にしたいんだということですけれども、そのほかにも年金や

児童手当、所得税の還付金等、幅広く給付金の支給事務に利用したいんだということで国では

説明をしております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、では大体の給付金についてはこのシステムを利用できる

と受け止めていいんですね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） そのとおりでよろしいかと思います。（「はい、分かりまし

た」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） このマイナンバーカードの使い方については、その他の利用ができる

ということもあります。例えばで言えば、町で今やっているやつだと、健康カードであるとか、

図書館の利用のカードであるとか、そういったものを町で発行しておりますが、そういった使

い方をこれからやっていこうという考えはおありでしょうか、お伺いいたします。 

○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） 町民環境課のほうでは、いろいろカードの交付ということでち

ょっと関連しますのでお話をさせていただきますけれども、従来から、その他の利用というこ

とにつきましては関係課のほうでいろいろ情報収集などして、取り組みましょうということで

の積み上げをしているところです。例えば、町民環境課で言いますと、コンビニ交付に当てま

しょうといったようなことをしているということで、広くいろいろなことを積み上げて今後検

討しているという状態でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 公共サービスとして使いやすくなるというのが一つの目的でもありま

すし、あとは行政の事務の簡素化、効率化というのも、目的の一つであると思います。そうい

ったことで、あといろいろな使い方を考えてほしいんです。何でもかんでも全部ここにまとめ

ろという話ではないんですけれども、その目的の達成のためにいろいろ考えてほしいなと思い

ます。 

  それから、以前に住基カードというのがありましたけれども、この住基カードとマイナンバ

ーカードの関係性というか、関連というか、それについてどういうふうになっているのか、お
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伺いいたします。 

○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） 住基カードといいますのも、同じような趣旨で始まったことな

んですけれども、残念ながらちょっと普及はしなかったというような経過がございまして、そ

の反省点を踏まえまして、あらゆる情報の連携化をさらに強化しましょうというところで現在

のマイナンバーカードの制度が始まったということで、現在はそちらに力が入っている。住基

カードにつきましては10年間という期限がありますけれども、これを期限を過ぎたらもう廃止

ということで、マイナンバーカードに切り替えてほしいという動きになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 今までは総務省がそれを担当していましたよね。あと、最近はいろい

ろなホームページの部分に、このデジタル庁っていうふうに運営者が替わっているということ

になっていますけれども、総務省の住基カードについてのホームページを読みますと、今課長

がおっしゃられたとおり、住基カードについては、もう今は発行していないと。それで、マイ

ナンバーカードの交付時に住基カードを回収しなさいと書いてあるんですよ。私もマイナンバ

ーカードを作りましたけれども、住基カードも出してくださいとは言われませんでしたが、そ

の辺の取扱いはどうなっているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） マイナンバーカード交付の際には、住基カードは回収するとい

う事務手続になっておりますので、今、回収されなかったということでしたので、その件につ

いては個別に今後確認させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 内容が同じようなものですからね。何枚も持っていてもしようがない

んですけれども、一応そういう方針が出ているということで、切り替えるという作業のようで

すから、ぜひその辺は徹底していただきたいなと思います。 

  私が申し込もうと思って、まず最初に見に行ったのがホームページだったんですが、私が見

に行った時点ではあまり詳しいことは書いていなくて、また、システムもそれを読んだ時点で

はよく分からなくて、冒頭にお話ししましたけれども、今は内容豊富でかなり、もうこれ以上

説明することないというぐらい書いてありますが、内容的には充実しているとは思いますが、

読むほうの側からしてみたら、読むのがいっぱい増えたというだけで、肝腎なことが抜けてい

るんじゃないかというふうな感想を持った次第なんです。 
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  先ほど話したその住基カードについても、窓口で回収しますから住基カード出してください

と言われても、ほとんどマイナンバーカード今度作ると行く人からしてみたら、住基カードの

ことなんかほとんど考えていないですよね。だから、その辺は前もってやはりお知らせしてお

くべきではないのかなと思います。 

  ホームページなので、これは町民環境課だけの話ではないとは思うんですけれども、ポイン

トとして、前もってこういうものを持ってきてくださいみたいなそういう書き方のホームペー

ジはつくれないのかなと思ったんですが、課長としての感想はいかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（遠藤 稔君） ホームページにつきましては、必要な情報を提供するというこ

とで、どちらかと言いますと説明漏れがないように、とにかく文字を詰め込むという傾向があ

りまして、逆に見づらいという批判は当たっているかなと思います。 

  ただ、こちらとしても説明することはやはり説明したいという気持ちもありますので、その

表現の仕方については、もう少しこうカジュアルに見つけやすいような表現方法というのはあ

るでしょうから、そういったことを今後考えてまいりたいなと思っています。 

  申請に必要なものというものも書かれてはあるんですけれども、どうしても字が小さいとか、

読んでいないとかというのは、日常的に現場ではやり取りあることなので、ホームページのほ

うで何かいい表現方法があれば検討してまいりたいなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 今お話しされたような、そういったことが伝わるようなつくり方をぜ

ひ実現してほしいなと思うんです。 

  私が育った頃には、コメットさんなんていうキャラクターがあって、たしかつえか何か持っ

ていたような感じがするんですけれども、困ったとき出てきて助けてくれるというキャラクタ

ーです。柴田町には、はなみちゃんというキャラクターがあって、多分右手に何かつえみたい

なものを持っていたような気がするんですけれども、そういったキャラクターのところと、窓

口に来るときにはこんなの持って来てねとか、これだけ必ず守ってねみたいなのが、ざっと内

容豊富なところにぽつんとそういうようなのがあると、すぐそちらに見に行きたくなるという

ふうな、そういう誘導的にうまくその説明にたどり着くようなものがあると、うんとありがた

いなという感じがするんですけれども。今日は町民環境課長との話合いですから課長にお伺い

しますけれども、私が言っている意味というのはそれで通じましたでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町民環境課長。 



１６１ 

○町民環境課長（遠藤 稔君） 非常によく分かりやすく伝わりました。 

  そういったアピールにつきましては、比較的行政の弱い部分でありまして、民間のホームペ

ージなどを見ますと、そういったことが大分活用されておりますので、うちの情報政策担当の

ほうにいろいろアドバイスをいただきながら、親しみやすい、分かりやすい表現というものを

ちょっと突き詰めてまいりたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） よその自治体のやつも一応は参考までに見てみましたけれども、そう

いった砕けたというとあれかもしれないけれども、そういうものはなかったです。だから、柴

田町のあれが悪いというわけではないんですけれども、ホームページを見て関心を持っていく

人の立場から見たらば、盛りだくさんのやつはなかなか読みにくいと。せっかくつくったんだ

けれども読みにくいと。むしろワンポイントでこちらへ見えたというふうなのがあったほうが

ありがたいという、そういう観点はあろうかと思うんです。 

  先ほども課長といろいろ話をしましたということは申し上げましたが、まず窓口に来てくれ

さえすれば、あとは何とかするからという意気込みは十分感じておりましたので、それがホー

ムページのほうにもぜひ伝わるように、何か考えていただければなと、これはお願いしておき

まして、私の質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これにて８番佐久間光洋君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時40分再開いたします。 

     午前１０時３９分  休 憩 

                                            

     午前１０時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  16番白内恵美子さん、自席で質問してください。 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。４点質問いたします。 

  １．ヤングケアラーの実態調査と必要な支援を。 

  宮城県は1月24日に、県総合教育会議において、ヤングケアラーの実態調査結果を公表しま

した。令和３年４月１日現在、県内に少なくとも157人のヤングケアラーがいるとのことです。
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この結果に対する町の考えを伺います。 

  １）県の実態調査は、全市町村の要保護児童対策地域協議会で実施した。柴田町の回答は。 

  ２）令和３年３月に、国の令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業で実施されたヤ

ングケアラーの実態に関する調査研究報告書が公表された。この報告によれば、中学生・高校

生の生活実態に関するアンケート調査で、世話をしている家族がいると回答した中学２年生が

5.7％、全日制高校２年生が4.1％、定時制高校２年生が8.5％、通信制高校生は11.0％であっ

た。この割合を柴田町の中学２年生、高校２年生に当てはめると、それぞれ何人になるか。 

  ３）要保護児童対策地域協議会だけの調査では、町内の実態は分からないのでは。県と国の

ヤングケアラーに対する考え方の違いを、柴田町としてどのように受け止めているか。 

  ４）上記の報告書の最後に、「今回の調査は、あくまでも全国の中高生のおおよその状況を

把握するためのものであり、今後、自治体がそれぞれで子どもの状況を確認し、地域の実情に

応じて対応を検討することが期待される」と明記されている。柴田町はどのように対応するの

か。 

  ５）現在、自治体による実態調査が行われているが、把握しているか。 

  ６）柴田町においても早急に実態調査を実施し、必要な支援につなげることを提案する。 

  ２．小中学校や公共施設のトイレに生理用品の設置を。 

  コロナ禍の中、経済的な理由で生理用品が買えない生理の貧困が大きな問題となっています。

柴田町では、小中学校の保健室や公共施設の窓口での手渡しを行っていますが、全国的には、

生理用品を学校などのトイレに置く取組が始まっています。生理用品もトイレットペーパーと

同じように自由に使用できるようにすべきではないでしょうか。 

  町の考えを伺います。 

  １）小中学校の保健室では、どのように対応しているのか。また、利用状況は。 

  ２）公共施設の窓口での利用状況は。 

  ３）北海道芽室町では、令和３年６月議会において、学校のトイレに設置を求める一般質問

に対し、教育長が「この問題は女性だけの問題ではなく、ともに生きる男性の問題でもある。

人としての尊厳、安定した豊かな生き方をする上で大変大事な視点と考え、これを踏まえた教

育行政を進めていきたい」と答弁し、７月から設置された。この考え方をどのように受け止め

るか。 

  ４）学校トイレに設置した自治体を把握しているか。 

  ５）柴田町においても、早急に小中学校や公共施設のトイレに生理用品を設置することを提
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案する。 

  ６）日本看護協会出版会が令和３年11月に発行した「＃生理の貧困」は、生理の貧困を経済

的な問題として捉えるだけではなく、経済、社会学、医学、教育、ジェンダー、メディアなど、

様々な側面から考察している。このような視点が大切なのではないか。 

  ３．保育士や放課後児童支援員等の待遇改善への取組は。 

  令和３年11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策において、看

護、介護、保育、幼児教育などで働く方々の収入を引き上げることが決定しました。決定を受

け、総務省より各人事委員会事務局長宛に「公的部門（保育等）における処遇改善事業の実施

について」が令和３年12月24日に発出されました。また、厚生労働省より各市町村長宛に、

「放課後児童支援員等処遇改善特例事業実施について」が令和３年12月23日に発出されました。 

  そこで、町の対応について伺います。 

  １）柴田町において、公的部門（保育等）の対象となる職種と人数は。 

  ２）民間の保育所や小規模保育所等は対象となるのか。 

  ３）放課後児童支援員等となっているが、町の放課後児童クラブの職員全員が対象となるの

か。 

  ４）交付申請書の提出期限は１月下旬と２月下旬の２回あり、交付決定も２回となっている

が、柴田町のスケジュールは。 

  ５）２月から９月分は国の10割補助だが、10月からは、国、県、市町村が３分の１ずつ負担

することになる。町の負担額は。 

  ４．より積極的な水害対策を。 

  令和元年台風19号の被災から２年４か月が過ぎました。被災された方々は、「また豪雨に見

舞われたらどうしよう」と心配しながら生活しており、安心して暮らせるよう、積極的な水害

対策を望んでいます。国、県、町が行う水害対策は、住民の目に見える形で示していくべきで

はないでしょうか。今後の水害対策について伺います。 

  １）令和４年度に実施予定の国、県、町の水害対策は。 

  ２）令和５年度以降に実施を考えている水害対策は。 

  ３）令和２年度９月会議において、古河水門の開閉に関する私の一般質問に対し、「時間当

たり50ミリメートルの雨の場合、193ヘクタールから集まる量は９万6,500立方メートルとなり、

地区外排水路の最大流量８万8,700立方メートルを超える」との答弁だった。この差である

7,800立方メートルを削減するために、町が実施すべき対策は。 
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  ４）今後も豪雨時には、古河水門から排水できずに内水氾濫が発生する可能性が高いことか

ら、住民が状況を判断できるよう、地区外排水路に危機管理型水位計と簡易型河川監視カメラ

の設置を提案する。 

  ５）内水氾濫の危険のある地域に、被害防止対策として遊水地や田んぼダムの設置を検討す

べきでは。 

  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） 白内恵美子議員、大綱４点ございました。 

  本来であれば教育長が答弁する案件もありますが、代わって私が答弁いたします。 

  まず、１点目、ヤングケアラーの関係でございます。 

  県の実態調査は、全町市町村の要保護児童対策地域協議会に実施した柴田町の回答ですが、

町では、現時点で要保護児童・要支援児童として登録している約50人のうち、ヤングケアラー

と思われる児童はおりませんと回答いたしました。 

  ２点目、国の調査を当てはめた場合の数字ですが、町内の３中学校に通う中学２年生の生徒

数約330人に、国の調査の割合5.7％を当てはめますと、約18人となりました。高校２年生につ

きましては、全日制高校、定時制高校、通信制高校に通っている生徒数を町として把握してお

りませんので、これらの割合を当てはめて、人数を出すことはできませんでした。 

  ３点目、県と国のヤングケアラーに対する考え方の違いということなんですが、県も国もヤ

ングケアラーに対する考えは同じだと思いますが、調査の対象者や内容に違いがありました。 

  県の調査は、要保護児童対策地域協議会に登録されている児童の中に、ヤングケアラーと思

われる児童がいるか、調査を行ったものです。一方で、国の調査は、要保護児童対策地域協議

会に加え、教育現場である学校や、全国の中学生、高校生を対象に無作為抽出してアンケート

を行ったもので、何ら問題がないように見える子どもの中にも、ヤングケアラーと思われる子

どもがどのぐらいいるか調査を行ったものと捉えています。 

  まだまだヤングケアラーという言葉自体の認知度が低いことや、ヤングケアラーの概念が曖

昧であること、子どもたちにおいても、ヤングケアラーについての認識や捉え方が十分ではな

いことなどから、外からは見えにくいヤングケアラーを把握するのは難しいものと考えており

ます。 

  ４点目、町といたしましては、地域や周囲の大人、保護者、児童生徒に対して、ヤングケア

ラーについて普及啓発を行うこと、ヤングケアラーの早期発見と必要適切な支援へつなげてい
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くために、関係機関との連携をさらに強化すること、ヤングケアラーに関する研修等に参加し、

理解を深めることなどの対応をしていきたいと考えております。 

  ５点目、他の自治体の実態調査でございます。 

  全国的にも、実態調査を行っている各都道府県が増えていること、宮城県においては、政令

指定都市の仙台市で、小学５年生、中学２年生、高校２年生の児童生徒を対象に実態調査を行

い、調査結果が公表されたところと把握しています。 

  ６点目、柴田町での実態調査でございます。 

  ヤングケアラーを含め、家庭における介護等のケアで気になるケースについては、関係機関

と常に情報を共有し、必要な支援ができるよう連携を図っているところです。特に、現場にお

いて、身近なところからの情報や小さなＳＯＳをいち早く察知するため、福祉、介護、医療、

教育機関等と気づきを共有して連携をさらに強めていますので、今回の県の調査においては、

ヤングケアラーはおりませんと回答したところです。 

  なお、実態把握の一つの手段として、アンケートを実施することも有効であると考えていま

す。令和５年度からスタートする「（仮称）第２期子どもの未来応援プラン」を策定する際に、

子どもの生活に関するアンケートを実施することにしておりますので、併せてヤングケアラー

についてのアンケートも実施したいと考えております。その際には、仙台市や他自治体が行っ

た調査内容等を参考にしながら、実態把握に努めてまいります。 

  大綱２点目、小中学校や公共施設のトイレに生理用品の設置ということで、まずは学校関係

ですね。先ほど申しましたように、教育長に代わって学校関係だけ先に回答します。 

  １点目、小中学校の保健室での利用状況です。 

  令和３年６月会議の際に、生理用品を保健室で配布することにより、養護教諭が正しい生理

の知識や処理の仕方を説明したり、家庭の状況を聞き取ったりすることで、ネグレクトや虐待

の早期発見につながる場合もあると説明をいたしました。実際に、各学校の養護教諭に状況を

確認したところ、生理用品配布のチラシをトイレに掲示したり、身体検査時や受け取りに来た

子どもを通して周知を図ったことで、以前より気軽に保健室を訪れるようになり、保健室で生

理用品をもらう習慣ができてきた子どももおり、そのことをきっかけに、養護教諭が子どもか

ら体調に関する相談や生理についての相談を受けることもあったということでした。１回に渡

す生理用品の量については、家庭の状況に応じて、20個入りの１パックだったり、その都度必

要な枚数だったり、子どもと話をしながら渡しているとのことでした。 

  利用状況については、１月末時点で、小学校全体では276パック中62パックを使用し、中学
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校全体では300パック中166パックを使用しております。 

  ３点目、北海道の教育委員長の答弁ですね。 

  生理の貧困については、私も男女の人権の意義、重要性を理解し、男女にかかわらず他の人

の立場に立って、その人に必要なことやその人の考えや気持ちなどが分かるような想像力、共

感的に理解する力を子どもたちに育むための大事な視点であると受け止めております。 

  ４点目、学校トイレに設置した自治体を把握しているかということですが、例えば東京都立

学校250校では、昨年９月から生理用品をトイレに設置したと聞いております。その中で、先

行して５月からトイレに設置した学校では、それまで保健室で生理用品を配布していたときは

年間で10枚程度だったものが、半年間で800枚が使われ、配布枚数が160倍に増えたということ

でございました。また、仙南２市７町の現状について各市町の教育委員会に照会したところ、

生理用品を新型コロナ感染拡大による貧困対策として学校に配布した自治体は３市町、その中

で、学校トイレに設置したと回答があったのは、１町のみでした。今後はトイレへの設置も検

討していきたいという市町もありましたが、ほとんどは学校に任せており、現状は把握してい

ないということでした。 

  ５点目、小中学校や高校、公共施設のトイレに生理用品を設置することということでござい

ますが、生理の貧困の取組については、令和３年７月20日に行われた内閣府の調査において、

宮城県は25％の自治体の取組が確認されております。小中学校においては、既に船迫中学校、

船岡中学校、東船岡小学校の３つの学校で、トイレにプラスチックかご等を設置し、子どもた

ちがいつでも使用できるようにしているとのことでした。船迫中学校の生徒会長から、感謝の

メッセージが寄せられております。 

  生理用品もトイレットペーパーと同様に女子トイレに常備していくことが必要であると考え

ておりますので、今後は柴田町の学校のトイレに生理用品を全て設置し、子どもたちがいつで

も使用できるようにしてまいります。 

  また、町の公共施設の生理用品配布については、庁舎内は福祉課、庁舎外は槻木事務所や各

生涯学習センターの事務室を含む７か所の窓口に生理用品配布の専用カードを設置し、配布を

行っておりますが、議員ご提案のとおり、公共施設のトイレに生理用品を備えることで自由に

受け取ることができれば、生理に伴う負担が軽減できると考えております。 

  このことから、町としては、小中学校ばかりではなく、保健センター、社会教育・社会体育

施設１階の女性トイレの洗面台と多目的トイレに、生理用品の入ったボックス等の設置を検討

することにいたしました。また、そのボックス脇に生理用品が必要な方へのメッセージカード
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を備え、困っている方を対象に、配布にもつなげられるように配慮してまいります。 

  ２点目、これは、公共施設。町長の答弁になりますけれども、令和３年７月から、経済的な

理由などで生理用品が購入できない方を支援するために無償配布を行っています。配布場所は、

役場、槻木事務所、柴田町社会福祉協議会、柴田町図書館、各生涯学習センターとし、窓口に

ある専用カードまたはスマートフォンなどで専用カードの画像を職員に提示していただくこと

で、生理用品１パック16個入りを中身が見えないよう紙袋に入れて配布をしております。配布

状況につきましては、施設全体で380パックを設置しており、２月末時点で140パックを配布い

たしました。 

  ６点目、生理用品を経済的な問題としてではなく、多角的な面から考察する視点が大切では

ないかということでございます。 

  コロナ禍の中で、様々な事情から生理用品を用意するのが困難になった方が多く、社会問題

化したものですが、まだまだ町民の理解が十分とは言えない状況にあります。デリケートな問

題だけに、全国の自治体においては、学校や相談窓口での困り事や悩み事への声かけ、生理用

品の配布といった取組が始まったばかりです。経済、社会学、医学、教育、ジェンダー、メデ

ィアなどの側面からの考察については、今後、国、県、町の役割分担の下に、まずは生理の貧

困を社会全体の問題として受け止め、女性、男性を問わず、生理について話し合える雰囲気づ

くりに努めながら理解を深め、性別に関係なく平等で安心して暮らせるまちづくりに努めてま

いります。 

  大綱３点目、保育士や放課後児童支援員の待遇の改善でございます。５点ほどございました。 

  まず、１点目、国で示す対象者は、施設の経営に携わる役員を除き、施設等に従事する全て

の職員となります。町で対象となる職種は、保育士、幼稚園教諭、児童厚生員、保育士補助、

幼稚園教諭補助、児童厚生員補助、給食調理員、用務員、清掃員の９つで、町内６つの放課後

児童クラブに従事している全ての職員も対象となります。令和４年１月末時点での対象者数は

205人で、うち会計年度任用職員は135人となっています。 

  ２点目、民間の保育所や小規模保育所は対象になるのかということでございます。 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業が対象となることから、どちらの保育施設も対

象となります。事業概要は、保育士等の賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、収

入を３％、月額9,000円引き上げるための措置を実施するものです。対象者は、施設長などの

役員を除き、保育施設に勤務する全ての職員となり、調理師、栄養士、事務員、用務員も含み

ます。また、実施要件は、令和４年２月から基本給または決まった毎月支払われる手当が、補
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助額以上の賃金改善を実施することと、賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書を提出するこ

とになっております。 

  １月中旬に、町内の私立保育所及び小規模保育事業所に対し処遇改善事業の概要を周知し、

補助事業実施の意向を確認したところ、８か所の保育事業所が実施の意向を示しました。その

ため、３月補正予算において、施設給付費の子ども・子育て支援事業に保育士等処遇改善臨時

特例補助金として対象者80人分を計上し、補助事業を実施する予定です。 

  ４点目、交付申請のスケジュールでございます。 

  保育士等処遇改善臨時特例交付金の国への提出期限は、１回目は１月28日、２回目は２月21

日となっております。町では２回目に令和３年度分の交付を県に申請しており、交付決定は３

月上旬の予定となっております。令和４年度分の交付申請については、４月に国の交付要綱が

発出された後、１回目の提出期限は５月頃に、交付決定は６月頃の予定となっております。 

  また、町内保育事業所への補助金交付につきましては、柴田町保育士等処遇改善臨時特例補

助金として要綱を整備し、３月補正予算の成立後に速やかに交付申請の受理、決定通知を行い、

２月分と３月分を一時金として３月末に交付する予定です。令和４年度分につきましては、４

月上旬に交付申請を受理し、決定通知後に４月分から９月分を概算払いで交付する予定です。 

  最後に、町の負担額でございますが、まず、２つに分かれます。 

  公的部門における処遇改善についてですが、地方公務員の給与につきましては、地方公務員

法第24条３項において、「生活費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事

者の給与その他の事情を考慮して定める」とされていることから、この均衡の原則により、国

の人事院勧告を踏まえて決定しております。 

  会計年度任用職員の給与、期末手当、各種手当の支給、有給休暇の付与等につきましては、

令和２年度の会計年度任用職員制度導入の際、一般の職員の給与等に準じて町の条例で定め、

待遇改善を既に行っております。 

  町としては、コロナ禍の対応は、保育施設等での従事者だけではなくて、一般の職員はもと

より会計年度任用職員においても、コロナワクチン接種業務への対応など、厳しい業務環境の

中で仕事に従事していただいております。そのため、特別に公的部門における保育士や放課後

児童支援員等だけの処遇改善を行うことができないことをご理解願います。 

  なお、公的部門における保育士や放課後児童支援員等の処遇改善について、県内市町村の対

応状況を確認したところ、おおむね現状維持とのことでございました。 

  次に、民間の保育士を対象とした処遇改善事業については、令和４年10月以降は国庫補助の
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子どものための教育・保育給付交付金と県補助の宮城県子どものための教育・保育給付費県費

負担金として、公定価格の見直しを行い、処遇改善の増額分を含めた保育給付費として保育事

業所へ支払います。補助割合は、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１となっており、

10月分から３月分までの町の負担額は、概算で約150万円を見込んでおります。 

  白内議員がおっしゃっている町３分の１の負担割合については、放課後児童支援員等の処遇

改善を対象とした国庫補助の子ども・子育て支援給付金の補助割合となっております。柴田町

においては民間の放課後児童クラブはありませんので、該当する事業はございません。 

  大綱４点目、水害対策で５点ほどございました。１点目と２点目は関連がありますので、一

括でお答えをさせていただきます。 

  令和４年度に国が実施予定の水害対策事業は、下名生地区堤防拡幅工事や前田排水樋管の改

築工事などを計画している旨、国土交通省仙台河川国道事務所から情報を得ております。どち

らの工事も完成までには複数年かかるとのことです。また、水害の危険性を分かりやすく周知

するため、槻木大橋橋脚に危険判断水位情報を表示し、付近に水位表示の説明板も併せて設置

する旨、お話をいただいております。今後、町からは、白石川に架かる白幡橋橋脚にも危険判

断水位情報を表示していただくよう、国土交通省仙台河川国道事務所に要望してまいります。 

  次に、県の水害対策事業ですが、令和３年度に引き続き、白石川の河道掘削や支障木の伐採、

リコーインダストリー（株）東北事業所沿いの堤防の舗装や槻木五間堀川の河道掘削などを行

う旨、お話をいただいております。 

  なお、国の事業及び県の事業については、国土強靱化事業により実施するため、複数年続く

との連絡を受けています。 

  次に、令和４年度に実施する町の水害対策についてですが、１つ目は、船岡大住町地区雨水

対策工事です。この工事は、船岡字大住町地区に強制排水ポンプを２基設置するものです。さ

らに既設強制排水ポンプ１基をインチアップ更新し、排水量の向上を図るものです。 

  ２つ目は、東船迫地区雨水対策排水管設置工事です。この工事は、排水ポンプ車が排水作業

に当たる際、迅速な対応ができるよう、古河水門付近の堤防の上を横断する排水管を整備する

ものです。 

  ３つ目は、四日市場排水機場の直流電源盤更新工事です。排水機場の電気を安定的に供給す

る装置である直流電源盤を更新する工事について、４月に実施設計委託を発注し、実施設計完

了後に更新工事の発注となります。 

  ４つ目は、五間堀排水機場機械設備更新工事です。排水をくみ上げるポンプを補修更新し、
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安定した排水機能を維持するもので、４月に実施設計委託を発注し、実施設計完了後に更新工

事の発注となります。 

  また、令和５年度以降も引き続き継続していく水害対策事業についてですが、１つは、下水

道浸水事業として、鷺沼排水区雨水整備事業の鷺沼５号調整池整備工事です。調整池内の外周

部掘削後に、底版部のコンクリート打設とアンカー設置を行います。内容としては、維持管理

用の斜路、導水路、防護柵及びポンプ等の機械設備の施工を行い、令和５年度の完成を目指し

て加速してまいります。また、船迫排水区を含めた雨水管理総合計画の策定に向け、浸水シミ

ュレーション等の基礎調査を始めてまいります。 

  ２つ目は、国の緊急浚渫推進事業債を活用し、令和６年度まで槻木五間堀川など７河川につ

いてしゅんせつを行う計画であります。 

  ３つ目は、松ヶ越地区の水害による孤立を防ぐため、避難道路の整備実施に向けた取組とし

て、町道松ヶ越４号線の用地買収と用地補償を行います。 

  最後に、東船迫地区、新生町地区、若葉町地区等における抜本的な水害対策となる古河水門

への排水機場の整備については、今後も引き続き、国や県に対し要望してまいります。 

  ３点目、９月議会の答弁での集水量９万6,000立方メートルと排水量８万8,000立方メートル

の差7,800立方メートルを削減するための町が実施すべき対策ですが、公共下水道の事業認可

では、地区外排水路下流での白石川への計画放流量は、毎秒24.641立方メートルで計画されて

おります。 

  この白石川への放流量は、現施設における設計排水量で１時間当たり８万8,700立方メート

ルとなり、排水過剰となった7,800立方メートルを補おうとすれば、次のような対策を講じる

ことになります。 

  １つ目の対策として、大雨が降ると想定される場合には、早めに韮神堰の水門操作により取

水をやめ、槻木新用水路と槻木旧用水路の落水対策です。 

  ２つ目の対策として、ポンプによる強制排水です。 

  最後に、やむを得ないことですが、船岡関囲いの農地で、一時的に湛水による排水調整の機

能として頼っているのが現状です。 

  なお、この地区での水害に対する抜本的な解決策は、排水機場の整備以外にはありませんの

で、引き続き国や県に対して要望してまいります。 

  しかしながら、たとえ排水機場が整備されたとしても、大雨時には、排水先となる阿武隈川

や白石川の水位によっては排水機場から河川への排水が制限される場合もありますので、全て
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の雨水が処理できるかは、その時の降雨状況によって異なることをご理解願います。 

  ４点目、古河水門の状況判断のために、危機管理型水位計と河川監視カメラの設置ですが、

宮城県で設置している危機管理型水位計は、通常時は１日１回の水位観測を行い、大雨で水位

が上昇したときには10分周期で観察した水位データが提供されるもので、通常は河川に設置し、

円滑な避難判断に役立てられるものです。このことから、古河水門付近の地区外排水路へ危機

管理型水位計を設置して町民の避難行動の判断に資するには、有効性が低いと考えております。 

  また、簡易型河川監視カメラを設置した自治体によると、「静止画像のため水位が判断しに

くい」「夜になるとほとんど見えない」「非常時には接続数が一気に増え閲覧できなくなる」

などの問題も確認されています。そのため、地区外排水路への監視カメラの設置については、

国や県レベルと同等の画像を比較的安価に閲覧できるような技術革新等を注視してまいります。 

  最後に、田んぼダムですが、田んぼダムは、大雨時に排水路への流出量を抑制するために、

田んぼで雨水を受けて排水口に調整板を設置するなどして、排水する時間を稼ぐ仕組みで、上

流域に設置することで、機能を果たすものです。町内では、上流域の水田地帯となる槻木エリ

アの山裾にある水田が想定されます。 

  しかし、台風19号のように短時間で記録的な大雨が降る気象状況のもとでは、水田自体が全

て冠水してしまいますので、柴田町の地形を鑑みると、田んぼダムの効果は大きくないと考え

られます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 白内恵美子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） ヤングケアラーの実態調査について伺います。 

  今、担当課では、ヤングケアラーについてどの程度研究しているんでしょうか。最近たくさ

ん本が出版されていて、私が持っているものだけでも何かこんなにあるんですね。そのほか図

書館に行けばまだ何冊かあるので、やはり最新の情報をきちんと見ることが大事だと思うんで

すね。私は、宮城県の発表が新聞に載ったときにとても驚いて、これでヤングケアラーだと言

えるかというか、この人数がとても本当に驚きと、えっ、今どき何をやっているんだろうと思

ったんですね。案の定、柴田町からの回答としてはゼロだったと。そうすると、柴田町として

はヤングケアラーはゼロだと考えているんでしょうか。現在、どのように思っていますか。県

の調査は、あくまでも要保護児童対策地域協議会への調査ということになったからゼロだった

と思うんですけれども、実際にはどのくらいいると思っていらっしゃいますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 
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○子ども家庭課長（大山 薫君） ヤングケアラーでございますけれども、子ども家庭課でも、

昨年来から報道とかでも取り上げられていますので、関心を持っているところです。それ以前

につきましても同様だったんですけれども、まずはなかなかヤングケアラーというのが周知が

されていないと。また、あとお子さん自身も気づきがなかなか認知されてないという状況です。

町としては、今現在、例えばその相談に当たっている職員等を中心に、ヤングケアラーに対す

る知識を深めておりまして、積極的に関心を持っているということでございます。 

  この要対協の調査の中では、その時点では柴田町ではヤングケアラーと思われる子どもさん

はいらっしゃらなかったということなんですが、引き続きヤングケアラーと思われるような児

童がいるかどうか、関係機関とともに注視しているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 中学２年生330人に5.7％を掛けると、約18人という答弁がありました。

ここから推計すると、中学・高校生で掛ける６をすると108人。だから、これだけでも恐らく

100人は中学・高校生の年代でいるのではないかというところから、いろいろな施策をこれか

ら考えていくべきではないかなと思うんですが、いかがですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 今、そこから類推すると108人ぐらいいるのではないかとい

うことで、確かになかなか見えづらいという部分もございますし、周りの方に相談等をされな

い限り、なかなか気づかれることもないと。また、例えばご家族とか幼い兄弟の世話をしてい

る、その子どもさんが、自らがそのヤングケアラーだというふうには認識していないというの

もあります。そういったものも含めまして、その子どもさん、それから周りの地域の大人とか

も、ヤングケアラーについての知識を深めていくということがまずは重要なのかなと考えてい

るところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 教師ですらなかなか分かりにくい、生徒が相談しない限り分からない

状況なんですね。2016年に大阪府の一部の高校で行った調査では、生徒と教師に調査したんで

すけれども、その結果、調査した９校のうち８校で生徒と教師の間で大きな乖離があったそう

です。生徒自身のほうが圧倒的に多く、３倍から10倍以上の開きになった。乖離が大きいとこ

ろは10倍ですよ。教師から見ても見えない部分なんですね。ですから、全員に聞かない限り、

全員にアンケート調査をしない限り、つかめないのではないんでしょうか。 

  町がこれから行おうとしている計画では、アンケート調査するということなんですけれども、
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調査の仕方は、もう既に行っているところがガイドライン等もつくってどういう調査をしたか

をきちっと報告していますので、全て幾らでも参考になるものはあると思うんですね。それで、

全員に、小学５年生ぐらいから、まず中学生全員に調査してはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 県内の自治体ですと、仙台市でその実態調査をやったという

ことをつかんでおりますが、小学５年生、中学２年生、高校２年生ということなんですけれど

も、比較をする上では、町のほうとしても例えば小学５年生、中学２年生ということで考えて

いるところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） できれば全員にやったほうがいいと思うんですね。そこだけではなく

て、ほかの自治体の例も見ていただきたいと思います。結構、埼玉県とか山梨県とかはしっか

りと県がやっているし、ヤングケアラー支援ガイドラインまでつくっていますから、とても参

考になると思うんですね。そういうものはもうネットでも調べられるし、あらゆる本が出版さ

れていますから、どうぞ研究して、よいアンケートを取っていただきたいと思います。 

  それで、厚生労働省がヤングケアラー支援に向けた令和４年度予算概算要求というのは、ご

覧になっていますか。 

○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） 確認はしております。（「はい。そうしますと、実態調査や

……、あ、ごめんなさい」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。はい、どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 実態調査や、職員に研修を実施する自治体に対し、財政支援を行うと

いうことはご存じですよね。 

○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） 国のヤングケアラーの支援体制強化事業ということで、例え

ば実態調査を行う場合なんですけれども、１市町村当たり225万円、これ基準額ということで、

そのうちの２分の１を国のほうで補助ができるという制度になっております。また、関係機関

の職員研修ということで、こちらのほうも予算化されておりますが、その詳しい内容はまだ届

いておりませんので、そういった形で今後、詳細な内容があれば、活用できる補助金について

は活用していきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問、最後の質問です。 
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○16番（白内恵美子君） 支援体制強化事業として、ヤングケアラーコーディネーターを配置す

る市町村には、国の10割補助がありますよね。柴田町ではおよそ100人はいるかもしれないと

いう、本当におおよその数ですがね、考えられますから、もう最初からヤングケアラーコーデ

ィネーター等を配置するということを考えれば、今の職員体制でここもやりなさいというのは

本当に大変なことだと思うんです、私もね。ですから、きちんとこういう補助金を使って、し

っかりと専門に行う人を雇用してはいかがですか。 

○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） 今現在も要保護児童に対する相談体制とかを今現在いる職員

で取っているところでございますが、４月から相談員の数もちょっと増やすような形で新年度

予算には計上させていただいております。また、宮城県で、県のほうも恐らく国の補助金を活

用してだとは思うんですけれども、専門家派遣ということで市町村への派遣事業を計画してい

るようでございますので、まずはその措置、そういった県からの派遣制度等があれば、そうい

ったものを活用していきたいと考えております。 

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

  ただいまから休憩いたします。 

  11時45分再開といたします。 

     午前１１時３１分  休 憩 

                                            

     午前１１時４５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。 

  ９番平間幸弘君、自席で質問してください。 

○９番（平間幸弘君） ９番平間幸弘です。大綱１問、質問いたします。 

  １．ほ場整備の進捗状況とその対策は。 

  町内で進められているほ場整備は、今後の柴田町の農業の在り方を大きく左右する事業と捉

えています。ほ場の区画が大きくなることで大型機械での作業が可能になると同時に、あぜの

草刈りなどの作業や管理も軽減されます。しかし、町内の農業従事者は高齢化が進んでおり、

今後も農業を継続するには、早急な担い手の育成は不可欠です。 

  農業などの食料生産に直結する産業は、人が生きていく上で欠かすことのできない産業であ

ることから、町の考えを伺います。 
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  １）町内で進められているほ場整備の進捗状況は。 

  ２）農業法人設立に対する町のサポート状況は。 

  ３）農業への担い手育成に対し、町の考えは。 

  ４）ほ場整備区域から除外された区域への対策をどのように考えるか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 平間幸弘議員、ほ場整備関係で４点ございました。随時お答えをいたし

ます。 

  ほ場整備事業は、町内６か所で取り組んでおり、そのうち３か所が、県のほ場整備事業の採

択を受け、工事に着手しています。 

  １か所目の中名生・下名生地区は、平成29年４月に事業採択され、農地の面工事としては、

令和２年度までに38.8ヘクタールが完了し、今年度は16.97ヘクタールを実施中で、区域内農

地面積の約63％まで進んでおります。 

  ２か所目の葉坂地区は、平成30年４月に事業採択され、農地の面工事としては、令和２年度

までに23.02ヘクタールが完了し、今年度は11.68ヘクタールを実施中で、区域内農地面積の約

92％まで進んでおります。 

  ３か所目の富上地区は、令和３年５月に事業採択され、令和４年度まで測量設計を実施し、

面工事は令和５年度秋から着手する予定となっております。 

  また、その他の入間田地区、船迫地区及び成田地区の３か所は、調査事業に着手し、事業採

択に向けた集落での協議を進めているところです。 

  ２点目、農業法人に対する町のサポートです。 

  中名生・下名生地区においては、平成27年１月に「農事組合法人下名生ファーム」が、令和

３年２月には「農事組合法人桜花爛漫」が設立されております。 

  また、農事組合法人の設立に向けて、富上地区では令和４年８月を目標に、入間田地区では

令和５年３月を目標に、法人化に向けて勉強する組織を立ち上げており、成田地区では令和６

年度末までの集落営農組織設立に向けて、集落営農検討会を設立しております。 

  柴田町では、法人設立に必要な出資金や組織管理、また、農業従事者の雇用など、事前に決

めておかなければならないことや、設立後の営農方法など、各種の取組事項の検討について支

援を行っております。 

  宮城県では、大河原農業改良普及センターが窓口となって、定款及び各種規約の作成、法人
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登記などの事務手続について支援をしているところです。 

  農業法人の設立により、幅広い人材の確保や経営の多角化など、事業展開の可能性が広がり、

経営の発展が期待できます。今後も、関係機関が一体となって支援を続けてまいります。 

  ３点目、担い手の育成でございます。 

  農業者の高齢化や減少化が進む中、ほ場整備事業を行うことで、担い手への農地集積を図り、

生産効率を高めることで、競争力のある農業の実現が可能となり、ひいては担い手や雇用の確

保につながると考えております。 

  町農政課と宮城県、ＪＡみやぎ仙南、農業共済組合及び柴田町土地改良区で構成する柴田町

担い手育成総合支援協議会では、認定農業者43経営体の経営管理改善支援に取り組んでおり、

パソコン簿記実習や農業経営基盤強化準備金制度への手続などを支援しております。 

  また、農業用機械・施設の導入支援については、農林水産省の強い農業・担い手づくり総合

支援交付金の活用を促すとともに、各地域の担い手への支援策については、改めて検討してま

いります。 

  ４点目、ほ場地区から除外される区域とは、埋蔵文化財包蔵地や相続の困難な農地が考えら

れます。農地と集落環境の維持のためにも、ほ場整備区域の担い手などと協議を進め、区域内

農地と併せて経営してもらえるように話合いを続けてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 平間幸弘君、再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 大変早口な答弁ありがとうございます。（「マイクすみません」の声あ

り）はい。何かちょっと早口だったような気がしますが。 

  中名生・下名生地区が63％まで、そして葉坂地区が92％までということでございます。今後、

入間田地区、船迫地区、成田地区ということで進んでいくのかなと思うところですが、まず、

この農業法人設立に関しては、この残りの３つ、入間田地区、成田地区、船迫地区ということ

で、こちらのほうも法人の立ち上げという方向で進んでおられるんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） ただいま、ほ場整備地区の担い手となる法人の設立についてのお尋

ねでございます。 

  まず、入間田地区につきましては、現在いろいろ話合いを進めておりまして、農業生産法人

ということで令和５年の設立を目指して進めているところでございます。 

  それから、船迫地区につきましては、既に千代ノ川の農業法人が設立しておりますので、担
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い手としてはそちらに頑張っていただくということで進めているところです。 

  それから、成田地区につきましては、現在協議会で話合いを進めているところですけれども、

集落営農組織、集落単位でやる形で進めるということで進めております。将来は法人化を目指

すというところではございますけれども、まだちょっと先になりますので、具体的なところま

では進んでおりません。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） このほ場整備の件なんですが、四日市場地区でという話はなぜこう上が

ってこなかったのか、その辺、理由とかご存じでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） ちょっと今、手元に詳しい資料がないんですけれども、やはりほ場

整備を行うためには、まず地域全体でのコンセンサス、共通理解が必要になりますので、そこ

が所有者の方、それから耕作される方、その方々が一つにならないと進まないところでござい

ますので、面積も広いですし、関係する方々の数も多いかと思いますので、そういったところ

ではなかったかと拝察しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） そういう意味では、四日市場地区に関しては、まだお元気な方が、お元

気な方というんですかね、いらっしゃるというふうに捉えていいのかなと思うところです。 

  また、この農業法人設立に対して、町、農政課、それから土地改良区、それから普及センタ

ーと、三位一体になっていろいろサポートしていただいております。これ、立ち上げまで当然

サポートしていただけるものというふうに存じ上げておりますけれども、立ち上げ後もサポー

トしていただけるのか、その辺お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） あくまでも経営に乗るということが一番大切なことでございますの

で、ほ場整備が終わりました、法人が立ち上がりましたでおしまいということではございませ

んので、ご安心いただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） そうすると、各地区安心して法人の立ち上げというか、経営体の立ち上

げができるのかなと思います。 

  この法人が立ち上がることで、新たな担い手の育成というか、受入体制が整うのかなと思い

ますが、なかなかこの農業の担い手育成というのはちょっと難しいような状況になっておりま
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す。例えば、今いる地域おこし協力隊の一人が、農業をやりたいと率先して取り組んでおられ

ますけれども、こういった地域おこし協力隊に農業というところに力を入れた形でのその採用

というのは、今後考えておられるんでしょうか。 

○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） 今後、農業のほうに力を入れるという意味での地域おこ

し協力隊というのを募集するという、現時点では予定はございませんけれども、例えば、農業

をどうしてもやりたいということで、柴田町で隊員になりたいんだという希望が出てくれば、

もちろんそういったもので活動していただきながら、こちらの柴田町で農業をやっていただく

というのも考えられると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） そうすると、その地域おこし協力隊に関しては、あくまでも本人の希望

に沿うというふうな形で考えているんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 現時点ではそうですけれども、例えば農政関係で、どう

してもやはり地域おこし協力隊員として農業関係の方が欲しいんだということであれば、そこ

はこちらのほうでも踏まえて募集をしていくというのは可能だと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） そうすると、そういった募集も可能であるのであれば、必要とする経営

体等も聞いてみないと分かりませんが、もしあったら町のほうとしては対応するというふうに

考えて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。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 必ず対応できるというお約束はできないところがござい

ます。というのは、支援するほうのやり方ということもありますし、町の財源ということもご

ざいます。いろいろ様々なこともありますので、そこは、まずはざっくばらんにご相談いただ

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。 

○９番（平間幸弘君） そうですね。その地域おこし協力隊、今、１人いるのが農業をやりたい

ということで参加というか、働いておりますけれども、地域おこし協力隊の任期、１年刻みで

３年と考えた場合、その後、新規就農の補助金というのが多分あると思うんです。そういった

ことにつなぐというのは考えておられるんでしょうか。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 地域おこし協力隊員の方で、今、お一人、農業関係で志を持ってお

いでいただいて活動していただいている方がいらっしゃいます。その方が本格的に農業を始め

るということになりますれば、農政課で新規就農ということでの扱いで進めるということも可

能になってまいります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） その辺のサポートはしっかりとお願いしたいなと思います。せっかく若

いうちからそうやって農業に興味を持っておられて活動されているのであれば、その辺、地域

おこし協力隊員としての活動が終わった時点で、もし本人の希望でやりたいというのであれば、

しっかりとサポートしていただければなと思います。これ、３年まで毎年150万円、それから

４年目、５年目だと年間120万円という補助金がありますので、その辺きっちりとつないでい

ただければなと思うところです。 

  それから、４番目のそのほ場整備区域から除外された区域ということで、実際のところ、埋

蔵文化財があってできないところ、それから相続の問題でできない場所もありました。ただ、

実はほ場整備に反対された家のほ場で、とばっちりで整備区域から外れるという場合も、実際

のところあります。そういったところを何とか少なくなるような形で、相続の部分も含めてな

んですがね。県なり国のほうに働きかけて、そういった区域が少なくなるような方策というの

は、農政課として動くというか、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） ほ場整備を進めるに当たりまして、やはりそのエリアに入ったとこ

ろを少しでも全て拾いたいというのが、事業を進めている側の気持ちでもありますし、地元の

皆さんの気持ちでもあるかと思います。当然ながら、未相続地やら、なかなか賛成していただ

けない方、そういった方々がいるところには、職員と、それから地元の協議会の役員さんなど

と一緒に足を運んで、何回も足を運んで、少しでも地区に入れられるような力は尽くしている

ところではございます。ただ、なかなか相手方のこともございますので、現実進まない部分と

いうのも当然ながら出ているのが実情でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか、どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 今回のそのほ場整備、富上地区もそうなんですが、やはりあるかと思う

んです。ほ場整備には今回参加しないというか、同意しませんという方は大体まだ若くて、ま

だまだ自分で農業をやりたいという方々が多いのかなとも思います。ただ、まだ若いといって
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もやはり50代、60代にもなっていますので、これからちょっと今回同意いただかなかった方々

も今後耕作が難しくなってくるのかなと思います。そういった場合、やはり先ほど答弁にもあ

りました受け手側といいますか、その辺の話合いで進めていくしかないのかなと思うところで

す。 

  このほ場整備、各地区で進んでおります。今後、同意が得られて工事に着手したとしても、

遅いところでも10年ぐらいかかるのかなと思うんです。そうすると今、まだぎりぎり70代、70

代前半で農家されている方が80代になると、やはり次の世代が多分担っていると思うんですね。 

  そういった中で、今後10年間はこの経過が少し、年々ほ場が大きくなって、まだ何とか経営

できているのかなと思うんですけれども、それじゃ今から20年後どのようになっているのかな

というふうに私も考えたときに、まだ何とかこう景観は保たれているのかなと思うんですが、

そこからその先ですね。ある程度幾つかの経営体が一つになったりという形で今後維持される

と思うんですが、最後に町長に伺います。 

  20年後の本町の農業はどのようになっていると思われますでしょうか。また、どのようにな

っていてほしいと思われますか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 水田農業につきましては、ほ場整備が進みますので、ある程度効率的な

運営、担い手のほうに集約されていくと。問題は、その余った労働時間を新たな農作物、新た

な特産品に活用できるかというところが大きな課題になるのではないかなと思っております。

そのときに、単に農業だけで考えたのでは、先行きじり貧になるというふうに思いますので、

やはり地域の中で、集落ぐるみで農業生産物、加工品、それから観光農業等々組み合わせて、

そしてやっていかない限り、最後には水田しか残らないというふうになるのではないかなと予

想をしております。 

  20年前、まさか柴田町でこのような６か所もほ場整備がやれると思っていた人は誰もいない

と思います。ですから、20年という時間の中でやはり状況は大きく変わるんだろうと思ってお

ります。ですから、農家の方々と一緒に水田農業を中心に、他の農作物、他の観光農業、そう

いったところを話し合って、集落全体で稼げる力をつけていくと。それが20年後の柴田町の集

落の理想ではないかなというふうに、今、イメージしているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○９番（平間幸弘君） 以上で私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） これにて９番平間幸弘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。 

  １時10分再開といたします。 

     午後０時０８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。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  14番佐々木裕子さん、自席で質問してください。 

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

  １．観光客や利用者の安心・安全対策を。 

  柴田町は２月10日、町最大のイベント「2022しばた桜まつり」の開催中止を決めました。新

型コロナウイルス感染が全国で拡大、柴田町も連日感染者が出ていることから、大変残念な思

いはありますが、致し方ないことと考えています。 

  しかし、昨年は桜まつり開催中止の中、船岡城址公園や一目千本桜の満開時には、開催時と

は異なりますが、それでも多くの観光客が訪れました。 

  そこで、伺います。 

  １）今年の満開時における「さくらの里」などの営業はどのようになるのでしょうか。 

  ２）観光客や町民がいつでも安心・安全に散策や通行ができる環境整備については、まだ十

分とは言えないところがあります。庁舎の耐震補強等工事終了に合わせて、庁舎前も明るい環

境整備が行われ一段と明るさも増し、安心・安全な環境が整うものと考えています。 

  庁舎周囲の環境は整いますが、庁舎からの延長には、柴田フットパスのコースとして、２つ

のコースがあります。１つは旧横町通り、２つ目は、旧本町通りから白鳥神社、しばたの郷土

館、船岡城址公園へと続くコースです。この２つのコースは、観光客の方だけではなく、日頃

から生活路、通学路、健康維持のための散歩コースとして、多くの方が利用しています。しか

し、このコースは大変暗く、柴田町でも刃物を持った不審者が出ていることから、安心・安全

に通行ができて、迷うことなく目標地点までスムーズに歩くことができるよう、観光客のおも

てなしも含め、利用する方々の安全対策として、誘導灯や照明灯などを設置してはいかがでし

ょうか。町の考えを伺います。 

  ２．下水道使用料賦課漏れ徴収状況等を問う。 

  下水道使用料賦課漏れについては、令和２年度２月会議の一般質問で、令和３年１月31日に
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おいて、未納総額218万8,171円、全体比24.04％、分納誓約者が10名、このうち３名は継続し

て納入され、納入が滞っている７名については、新たな分納誓約により納入いただくよう努め

てまいりますとの答弁がありました。 

  そこで、伺います。 

  １）現在の徴収額及び徴収率は。 

  ２）分納誓約者で納入が滞っていた７名について、現在の状況は。 

  ３）下水道排水施設指定工事店の違反行為について、令和３年１月31日時点で違反工事は発

生なしとのことでしたが、その後、違反工事はなかったのか、状況を伺います。 

  以上です。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） 佐々木裕子議員、大綱２点ございました。 

  まず、１点目、観光関係でございます。２点ございます。 

  今年の桜まつりについては、現在、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急増し、国

内各地でまん延防止等重点措置が適用され、延長されております。また、宮城県でも緊急特別

要請が発出されていることや、町内でも連日多くの感染者が出ていることから、町民の健康と

安全・安心を最優先に考え、２月10日の実行委員会において中止が決定されたところです。 

  しかし、桜の開花時期には多くの観光客の来訪が予想されることから、実行委員会では桜の

開花期間における対応策を検討しております。 

  結果として、観光物産交流館「さくらの里」などの施設の営業については、町と施設の指定

管理者である柴田町観光物産協会が協議して営業は行わないこととし、一方で、今後感染者数

が減少し、国内のまん延防止等重点措置と県の緊急特別要請が解除された場合には、営業を行

うことを実行委員会に報告して、了承をいただいております。 

  ２点目、庁舎から船岡城址公園までは、２つのルートがあります。 

  １本目は横町通り、庁舎正面玄関側の通り、町道船岡西１号線沿いとなります。２本目は庁

舎の南側で、白鳥神社正面へ抜ける通り、町道船岡中央12号線沿いとなります。この２つの路

線とも、照明灯といえば町の防犯灯になるんですが、この範囲の防犯灯は、40メートルから45

メートル間隔で約15基あり、既存の電柱へ添架したＬＥＤ照明を設置しております。 

  庁舎から船岡城址公園までの照明関係につきましては、以前より佐々木議員より一般質問や

ご提案があり、平成24年度から平成25年度に防犯灯をＬＥＤ化にしました。しかし、横町通り

の防犯灯は、車道側の電柱へ添架したものであるため、反対の歩道側まで光が届きにくく、ま
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た、歩道側には地下に用水路があるため、新規に防犯灯を設置することが難しい状況にありま

す。そのため、以前の一般質問では、歩道側に足元を照らす灯籠、フットライトなどの設置を

検討するなどと回答しておりました。今年度において、旧仙台銀行から庁舎までのフットライ

トが設置されますが、それ以降の計画につきましては、設置場所やイメージや照度など、十分

な協議が必要となってきます。 

  なお、既存の防犯灯については、経年劣化等による照度の低下を解消し、これまで以上に明

るさを確保するため、令和４年度において、町内防犯灯3,000基を最新のＬＥＤ灯にする計画

としております。これにより、当該地区の防犯灯についても明るくなるので、当面はその状況

を確認しながら、今後改めて検討させていただきたいと思っております。 

  大綱２点目、下水道の賦課漏れでございます。３点ございました。１点目と２点目は一括で

お答えいたします。 

  下水道使用料賦課漏れを確認された平成26年８月時点での時効未到来者は57人おられました

が、令和４年１月31日現在で全額を完納された方は、前回に比べ１人増の39人となりました。

残りの18人については、公債権の時効による不納欠損の処理者９人、納入継続者２人、中途納

入滞納者７人であります。不納欠損の処理につきましては、前回の令和２年度２月会議で説明

しておりました死亡者１人、転出先不明者４人、生活保護１人、納入拒否者３名の９人です。 

  続いて、納入金額ですが、当初全体額910万1,865円に対し、前回の議会と比較して、納入額

は15万3,931円増え、納入合計額は706万7,625円、収納率は77.65％、前回と比べ1.69％増とな

りました。不納欠損額は、対象未納額の109万3,120円、全体の12.01％です。 

  現在の納入対象者９人の内訳は、納入継続者２名、未納額42万3,240円、中途納入滞納者７

名、未納額51万7,880円で、未納総額は94万1,120円、全体の10.34％であります。この９人に

つきましては、今後も納入していただくよう努めてまいります。 

  ３点目、違反工事の件でございます。 

  前回の議会以降では、昨年12月に排水設備等新設等確認申請書の提出・承認を受けずに無許

可で新設工事を施工した、いわゆる無届着工の事案がありました。施工した指定工事店と現場

担当の責任技術者に対して違反点数の処分を行い、法令遵守するよう厳しく指導したところで

あります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木裕子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、１問目から質問させていただきます。 
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○議長（髙橋たい子君） 佐々木議員、マイクを近づけてお話しください。 

○14番（佐々木裕子君） はい、すみません。 

  １問目から質問させていただきます。 

  ただいま町長から答弁いただきましたが、取りあえず、その前に観光のほうでちょっとお聞

きしたいと思います。 

  昨日、桜の開花は４月４日ということで報道されておりました。柴田町は今回、先ほど町長

の答弁によりますと、まん延防止等重点措置、それから緊急特別要請、そういうのが解除され

た場合は営業を行うということでしたけれども、これが期間中、毎年大体桜の期間というのは

ありますよね。その期間が過ぎた後まで続いていた場合には、「さくらの里」は再開しないよ

うに、そのまま閉店したままとなるのでしょうか。 

  ごめんなさい、私の言い方が悪かったですか。 

  「さくらの里」とか、営業は中止にしますよね、今回。それで、国のまん延防止等重点措置、

それから緊急特別要請が解除されない場合、そのときは、「さくらの里」はどのようになるの

でしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 「さくらの里」等の営業につきましては、先ほど町長答弁いた

しました内容につきましては、桜の開花期間中ということでご承知いただければなと思います。

桜が散ってしまっても、なおかつまん延防止等重点措置、それから宮城県の緊急特別要請のほ

うが出ていたとしても、今現在、実際出ていますけれども、営業しておりますので、それと同

じ扱いになるようになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） では、柴田町では、桜の開花時期というか、全部花が散る前までのこ

となのか、何日ぐらいを想定しているのか、その辺を伺いたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 佐々木議員おっしゃっていた、昨日の日本気象協会の開花予想

ということかと思います。４月４日が仙台市、３日が福島だったと思いますけれども、ともに

７日が満開というふうに予想としては出ていたかと思います。大体満開になりまして、その後

散り始めになって、実際、風とか雨の天候の状況にもよるんですけれども、大体１週間くらい

で桜はほぼほぼ終わってしまう。葉桜に近い状態になってくるんですけれども、そういたしま

すと、今度、北のほうがどんどん開花してきまして満開になるということで、観光客のお客さ
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ん方はそういった情報をとにかくもう早くつかんで、桜の見頃の場所に移動していくというよ

うなことがありますので、大体満開から１週間、10日程度を考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、その満開時期が過ぎて営業再開となった場合に、コロナ禍

においては来ていただいた方にそのお店の中での対応、店に入るまでの対応とか、入ってから

の対応、そういうものはどういうふうに、今までどおりに熱、何と言いましたっけ。それと、

それからその体温測定というんですか、そういうのとかをきっちり進めていくのかどうか。 

  今現在でも、個人で計って、熱が高いのか低いのか分からない状態でそのまま入っていくよ

うな状態ですよね。一人一人注視しているわけではないので、みんな個人で計って大丈夫であ

れば入っていくというような状況なんですけれども、そういう形でそのまま続けていくのか、

もうちょっと重点的に、レジの近くにそういう体温を調べるものを置くとか何とかするなり、

それとも人を配置して、確認してから入っていただくような状況、まだ観光客の方は多分おい

でになると思うんですよね。１週間ぐらいではね。そういう場合にどのような対応になるのか

なと、その辺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。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 今、実際に玄関、自動ドアを入ってすぐ左手のところにカメラ

と、あそこは検温ができるもの、それからマスク着用もたしか見ていたはずなんですけれども、

すみません、あの検温で37度５分を超えた場合、ちょっとどのようなメッセージが出るかとい

うのは確認はしていないんですが、多分マスクを外している状態であれば、マスクを着用して

くださいというアナウンスが流れますので、多分体温の高い方がいらっしゃれば、それなりの

何かのメッセージが出るのではないかなというふうに思っておりますので、そこでまず熱のあ

る方、そういった方々を気づいていただくということは可能なのかなと思っております。 

  今もそういった形でコロナ対策をしっかり取っておりますし、もし万が一、お客様が多くな

るようなことであれば、自動ドアを開放した状態、換気を常にする状態を保ったりとか、あと

はもしお客さんの数が多くなるようなことがあれば、そこは入場制限をかけたりというような

ことは、今も行うという体制でおりますので、ご安心いただければと思います。（「はい、分

かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それで、２月22日の全協で、観光の桜の開花期間における対応につい

てということで、１枚こういう書類をいただきました。この中に、いろいろやることとやらな
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いこととあるんですけれども、駐車場についてですけれども、桜まつりの駐車場は開放しない

ということで、交通誘導の方が２か所に、船岡城址公園の入り口、歩道交差点、それから図書

館用駐車場、ここに２名ずつ、２か所に２名ずつ配置予定ということで書いてあるんですけれ

ども、一応閉鎖対応ということで書かれてありますけれども、全然駐車場は使えないような状

況とするのか、そのための交通誘導なのか、その辺ちょっと詳しくお話しいただければと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 交通誘導員の配置につきましては、まず、しばたの郷土館前の

あの大きな駐車場、通年有料駐車場にしていた部分なんですけれども、そこに関しましては、

特に駐車禁止という措置は取りません。通常の体制での自由に入って車を止めていただくとい

うようなことで、これはお話しさせていただいたとおり、渋滞緩和とか違法駐車を防ぐためと

いうことで、そのような措置を取らせていただきます。 

  しばたの郷土館の北側の駐車場、今、役場の臨時駐車場にもなってございますけれども、そ

ちらに関しましては、施設利用者の方のみの駐車ということで、観桜に来られた方は、そこに

は止めないでいただきたいということで、そこには入り口に誘導員の方を配置したいと考えて

おります。郷土館前に配置いたします誘導員につきましては、「さくらの里」前の駐車場、中

腹の駐車場に車を上げないということがありますので、そのための誘導員ということになりま

すので、こちらの方は特に無料駐車場のところの誘導をするというようなことではなく、上に、

根方のほうに上がっていかれないように配置をいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 柴田町は駐車場、今回イベントを開催中止なので料金を頂かないこと

に決めたのかなとは思うんですけれども、その辺はもう一度考え直すというあれはないんでし

ょうかね。100円でも200円でも頂くことになれば、そこに携わる人の人件費も出てきますけれ

ども、その辺はどうなんでしょう。 

  県道の向かい側には今度、すごい広い土地が私有地としてできていて、そこで去年もですけ

れども料金取って、いっぱい車が入っていたっていう状況だったものですから、その辺もうち

ょっと柴田町も幾らか頂いてもいいのかななんて思うんですけれども。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 内部で話をした際には、コロナ対策もしっかり取らなければな

らないし、それなりの経費がかかってくるので、有料にしてもいいんじゃないかというような
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ことで、ちょっと課の中で、内部で話合いになったことがあります。 

  また、外部のほうからなんですけれども、やはり同じように取るべきじゃないのというよう

な助言をいただいたこともあるんですけれども、最終的に判断したのは、やはり今まで頂いて

いたのが桜まつりだったり、桜育成の協力金という名目で頂いていましたので、桜まつりを実

施していないというところでそういう協力金なり、そういう名称で取るのはいかがなものかと。

実際にそういう協力金としても、なかなか払いたくないというお客様もいらしたりとか、あと

はシルバーさんにいつも料金徴収していただいていたんですけれども、やはりご高齢の方がそ

ういうところで来られる方と接触することもありまして、そういったところでコロナを防ぐと

いうこともありますので、無料で今回はやらせていただきたいという結果になりました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 分かりました。 

  それでは、全部店も閉まっているものですから、あそこに自動販売機が並んでいるんですけ

れども、桜の時期になると本当に、まず店も閉まっていることから、飲物とかいっぱい買うお

客様がいて、すぐに売り切れてしまう商品が、そういうものの補充をなるべく早めにやってい

ただいて、皆さんに求めていただけるような状況にしていただければいいなとそういう思いが

ありまして、ちょっと質問させていただきます。自動販売機等のメーカーさんとのお話合いで

はどのようになっているのか、その辺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。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） メーカーさんとのお話ということであったんですけれども、ま

だその辺、観光物産協会のほうで納入業者さんとお話をされているかどうかの確認は取れてい

ない状況なんですが、桜まつりを実施せず、お店も開けないということなんですが、職員はそ

こには常駐するような形にはなるかと思います。何かあったときの連絡だったりとか、落とし

物とかもありますので、そういったところでは常駐するようになるかと思いますので、販売機

の状況を見ながら、早めに納入業者さんに連絡して、今までですと大渋滞して「さくらの里」

にたどり着けないというようなことがあったんですが、２年前、去年、おととしを見ています

と、大渋滞するようなところまでちょっとないと思いますし、南側のほうからですか、昔３区

のゲートボール場があったほうの側からも入ってくるルートがありますので、そちらのほうを

ご利用いただくとかして、常に切れないような状態にして補充を行っていきたいと考えてござ

います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 



１８８ 

○14番（佐々木裕子君） 周りにもお店もないので、その自動販売機ぐらいはいつでも買えるよ

うな状況にしていただければありがたいと思います。 

  先ほどの町長に答弁いただきました中で、旧横町通りですね。まず、旧横町通りは、先ほど

町長がお話しされたとおりに、フットライトっていうことで何度も一般質問をさせていただい

たところでございますけれども、なかなか難しい。いろいろ考えてはいただいているようなん

ですけれども、この町内防犯灯、300基を新設、ＬＥＤにということで、先ほどもっと今まで

よりも明るいＬＥＤに替えるというようなことを町長は答弁されたように聞こえたのですけれ

ども、その辺ごめんなさい、もう一度確認させていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 佐々木議員、300基とおっしゃいましたけれども、3,000基じゃないで

すか。（「失礼いたしました。3,000基です。失礼いたしました。はい」の声あり） 

  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） 従来のＬＥＤの防犯灯は、いわゆる光源光束と言って光

の強さなんですけれども、そういったものが1,059ルーメンで、今回新しく設置するリース防

犯灯については1,330ルーメンということで明るくなっています。さらに、その照明の守備範

囲といいますか、照らすところの距離が、前はおおよそ19メートルとかになっていました。19

メートル以上照らすは照らすんですけれども、参考として目安としてということになりますが、

今回は30メートルは確保できるという状況になっておりますので、かなり明るくなるのではな

いかなと期待はしているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、今の横町通り、それぐらい明るくなるのでしたら、それで

対応ができるかどうか、取り替えていただくことができるんでしょうか。 

○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） 先ほど町長答弁しましたとおり、令和４年度、来年度、

3,000灯をリース防犯灯ということで新しい防犯灯になるわけですけれども、それは横町通り

についても対象になっておりますので、令和４年度に交換されるということになろうかと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） それでは、横町通りはそれをつけていただいて、ちょっと見せていた

だいてから、また検討、考えさせていただきます。 

  そして本町通りのほうなんですけれども、本町通りから白鳥神社、真っすぐ向かいますよね。
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麹やさんの脇というんですか、そこを真っすぐ白鳥神社のほうに向かいますよね。今、白鳥神

社の近くに、職員の方々が借りている駐車場ありますよね。あそこまで行くのに職員の方も毎

日あそこを通られると思うんですけれども、ちょっと場所分かりませんでしょうか。本町から

陣屋の前を真っすぐ白鳥神社のほうに向かう道路なんですけれども。分かりました。その道路。

その道路からしばたの郷土館、そして「さくらの里」とつなぐ登城の道コースというのがある

んですね、フットパスの中で。そのコースのことを申し上げたつもりだったんですけれども、

そのコースはすごく狭くて暗いんですよ。 

  前の商工観光課の課長さんだった方々とも実際一緒に歩いて、暗いときに歩いていただいて、

どれぐらい暗いのかというのを試していただいたこともございます。それ以来何も手つかずの

ままで来ていますので、そこをもう少し明るくすることはできないんでしょうかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 防犯灯ということでの答弁になりますけれども、防犯灯

が設置できるのは、当然電力が来るかどうか、それから設置スペースがあるかどうか。単独柱

をつける場合ですね。ただ、あとはＮＴＴ柱があるかどうかというところで、基本的には電力

柱等に添架する形での防犯灯ということになりますので、そちらのまず問題があります。それ

から、防犯灯の設置基準の一つに、おおよそ35メートルから50メートルごとに１灯ということ

にしております。ただ、ここの場所は少し明るくしたほうがいいのではないかとかというお話

であれば、若干その距離を縮めて設置するということは可能だとは思います。 

  ただ、町内全域、基本的にはそういう考えのもとに設置しているということがありますので、

必ず防犯灯がつけられるかどうかというのは、現地で確認しながらできるかできないか、別な

方法がないかということになりますので、ちょっとここは調査させていただきたいんですが、

ただ、もう一つ、白鳥神社から伝承館ですか。あそこ、狭いところ。車１台通れるかどうかの

狭い道路だったと思いますけれども、あそこについては非常に狭い道路なので、ＮＴＴ柱なん

かはあったんですが、多分ついているのはあると思うんですが……（「１つはあるんです」の

声あり）たくさんついているというわけではないんですね。ただ、そこのＮＴＴ柱に添架する

にしても、ＮＴＴ柱がそもそも民家のほうに入っているということで、つけられない。基本的

には民家に入っている電力柱だとかＮＴＴ柱には添架は難しいと考えておりますので、それは

やはり許可をもらわなきゃならないということもありますし、後で支障が出るということで外

さなければならないとかということで、やはり公共施設だとかエリアについて設置するという

ことはあります。あそこの通りは結構そういうのがありまして、なかなか設置が難しい場所だ
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なというのがあります。 

  それから、これは防犯灯を明るくするというのは、当然いいことなんですけれども、そのこ

とによって民家に対する支障が出るということもあるんですね。あそこはすごく狭い道路なの

で、それで民家の方から明る過ぎて困るという問題も指摘されることはないということはない、

あるんですよ。なので、例えば植物であっても、光がずっと夜中ついているわけですから、そ

れによって支障が出るから、そこの明かりちょっとつけないでくれという要望もあります。 

  様々な問題があって設置されていないということがあるので、例えば本当にどこに設置でき

るかというのを調査はすることは可能ですけれども、ただ、民家に入っている分については、

なかなかそこは難しいというのをご理解いただきたいと思います。 

  それから、伝承館のところに壁面とか、伝承館の照明というのもありますので、あれも一応

防犯灯的に少し明るくなればいいかなということで利用させてもらっているというのはありま

す。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 分かりました。照明のほうは、やはりあそこも職員の方が暗くなって

から毎日のように歩いているのをたまに見かけることもあるので、町長さんは暗くなってから

あの道路を通ったことありますかね。駐車場まで、役場から。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 多分、私が一番、船岡城址公園を歩いているのではないかなと。当然、

船岡城址公園に上るルートは車で通ったり歩いたりすると。ですから、佐々木裕子議員と同等

以上に歩いているとご理解いただきたいと思います。（「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。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） この前のどんと祭も中止になりましたけれども、本当に真っ暗で、す

ぐそばに来ないと誰が来たのか分からないような状況、そういう状況だったので、あの辺は人

も結構通りますし、その辺でやはり皆さんの安全・安心につなげるためには、ちょっと明かり

をつけてほしいなというところから申し上げた部分と、それから魅力ある景観づくりというこ

とで、第２期の柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略という中にも、船岡城址公園や白石川

堤、一目千本桜を起点とした魅力あふれる景観や観光地づくりですね。花めぐり回廊の整備、

おもてなし戦略の展開などをいたしますということでも掲げてありますし、それからあと、安

全・安心な暮らしの確保ということで、交通安全対策や犯罪抑止力の向上に努め、住民が安全

に安心して暮らせるまちづくりを推進しますということで掲げてあります。 
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  そういう中からも、刃物を持ったそういう不審者も出ていることなので、もう少し町の中を

そういうふうにやってみんなが使えるような場所に、町が紹介しているわけですから、その辺

でもうちょっと明るくできないものかなと思いまして、質問させていただきました。 

  まず、この質問については、ただいまのあれだと、一度その場所を検証していただけるとい

うことだったので、検証していただけますよね。もう一度確認。 

○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） まず、令和４年度にリース防犯灯というのを今回3,000

灯つける予定ですので、それを見ながら、あとそのエリアについても当然リースの防犯灯にな

りますので、そこを見ながらちょっと検討させていただきたいと思っております。（「はい、

分かりました」の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） 本当は、庁舎もきれいになって、また、そして周りも明るくなって、

それに合わせてそのコース、２つのコースに誘導灯なり照明灯が設置できれば、よく町長が申

しますけれども、柴田町の夜景は10万ドルだというお話をされますけれども、その２つのコー

スに、新栄だけが明るいのではなくて、船岡城址公園の近くももし明るい光がつけば、また安

全・安心の確保にもつながるのかなという思いから質問させていただいたんですけれども、こ

れはまた次の機会に質問させていただくことといたします。 

  ２問目に参ります。 

  下水道賦課漏れの状況等々ということで答弁いただきました。 

  ただいまの未納額は、未納額も随分減っておりますのでね。職員の方が一生懸命頑張ってお

話合いをしていただいた結果かなと感じております。 

  毎年のことで本当に申し訳ないんですけれども、やはり皆様にお支払いいただくということ

は公平さにつながるということで、お支払いいただけるようこれからも努力していただきたい

んですけれども、そのことをお願いいたします。 

  そして、一番下の３点目なんですけれども、責任者に対して違反点数の処分を行いというこ

とで答弁をいただきました。この業者は新たな業者だったのでしょうか。新しく入ってきた業

者。今まで説明はされているんですよね。この排水設備等新設等確認申請書というのを出さず

に、許可なしで施工したということになると思うんですけれども、今までそういう説明会とか

そういうのには出てきていない新しい会社だったのかどうか。設備会社だったのかどうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 
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○上下水道課長（曲竹浩三君） この指定店につきましては、指定の登録をしてからもう20年以

上たつ業者でございます。説明会については、平成30年の３月にこの指定店の違反点の規則を

説明した際に、出席しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） そういう方がこういうふうにやって工事をしてしまう。けれども、違

反点数というのはあるみたいなんですけれども、点数はどのような形で点数づけされるのか、

その辺をお伺いしてよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） この点数につきましては、違反の種別によりまして、５点、10

点、20点、30点、50点という点数の区分がありまして、指定店及び責任技術者双方に点数の付

与を行います。この点数の累計が100点に達しました際には、１か月の指定店の停止または責

任技術者の停止、それが150点、200点と、それによって３か月、６か月、250点に達しますと

１年間の停止、300点に達した際にはその指定店の取消し、また、責任技術者の町登録の取消

しというような処分を行うことになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） では、今まではこれまで300点とかそういうふうにやって、250点とか

そういう点数までは行ったことはないと思うんですけれども、停止とかそういうものをこの点

数分けでやって、今、最高点というのは大体どのぐらいの点数になっているんですか。一番業

者の中で最高点を持っているっていう。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） この制度を設定したのが平成30年でありまして、平成30年の４

月から施行しております。それ以降、この違反に該当した例というのは、昨年12月の１件だけ

です。そして、この内容につきましては、無許可で新設工事を施工したということで、指定店

及び責任技術者におのおの50点ずつ、違反点数を付与しております。このようなことが、仮に

同じようなことが２回発生した場合、そうしますと累積100点になりますので、そうした場合

は１か月間の指定店停止、責任技術者の停止ということで、町内での排水設備工事については

行えない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。はい、どうぞ。 

○14番（佐々木裕子君） はい、分かりました。ありがとうございました。 

  それでは、未納額、少しでも頂けるようにこれからも頑張っていただければと思います。 
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  私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて14番佐々木裕子さんの一般質問を終結いたします。 

  お諮りいたします。12番秋本好則君から、ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議する

決議が提出されております。これを日程に追加し、追加日程第１、決議案第１号として議題に

したいと思います。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。よって、ロシアによるウクライナへの侵攻に断

固抗議する決議を日程に追加し、追加日程第１、決議案第１号として議題にすることに決定い

たしました。 

  これから、決議案第１号を配付いたします。 

  その間、暫時休憩いたします。 

     午後１時５８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。 

  ただいま決議案第１号を配付いたしました。ご確認いただきたいと思います。 

                                            

     追加日程第１ 決議案第１号 ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議する決議 

○議長（髙橋たい子君） 追加日程第１、決議案第１号ロシアによるウクライナへの侵攻に断固

抗議する決議を議題といたします。 

  提出者の趣旨説明を求めます。12番秋本好則君の発言を許します。 

○12番（秋本好則君） 12番秋本好則です。 

  私は、ロシアに抗議し、柴田町民がウクライナ市民とともにあるということを示すために発

言いたしました。よろしくお願いします。 

  ただいま議題となっております決議案第１号について、議案の朗読をもって趣旨説明にかえ

させていただきます。 

  決議案。 

ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議する決議 

  ロシア政府は、２月24日、突然ウクライナ共和国に侵攻し、多くの犠牲者を出しています。

独立国家ウクライナ共和国の方針はウクライナ人総意で決められるものであって、どの国もそ
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れを奪うことはできません。 

  この侵攻は世界が注視する中で行われたもので、国際社会の平和と安全を著しく損なうもの

であり、断じて容認することができません。 

  民主主義を国の基本と考える私たちは、このような暴挙を看過することはできず、邦人の確

実な保護や我が国への影響対策について万全を尽くすとともに、ウクライナ共和国への支援と、

国際社会と連携したロシアへの制裁措置の徹底を求める。 

  以上、決議する。 

  以上です。 

  日にち、令和４年３月４日。宮城県柴田町議会。 

○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。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。 

  これより決議案第１号ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議する決議の採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり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） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  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。 

  ３月７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０３分  散 会 
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