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 第 ７ 報告第４号 専決処分の報告について（令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補
正予算） 
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る条例の一部を改正する条例 
 
 第１４ 議案第５号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国

民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例 
 
 第１５ 議案第６号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介
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 第１７ 議案第８号 令和４年度柴田町一般会計補正予算 
 
 第１８ 一般質問 
 
     （１） 平 間 奈緒美 議員 
 
     （２） 白 内 恵美子 議員 

                                            

     本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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     午前９時３０分  再 会 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は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。 

  これより令和４年度柴田町議会６月会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  欠席通告が２番伊東潤君からありました。 

  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。 

  また、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、６月会議中、執行部への出席要求

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

ださい。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 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９番平間幸弘君、

10番桜場政行君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 開催期間の決定 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、開催期間の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。６月会議の開催期間については、議会運営委員会の協議の結果、本日か

ら６月10日までの５日間と意見が一致いたしました。よって、６月会議の開催期間は本日から

６月10日までとすること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、開催期間は本日から６月10日までと決

定いたしました。 

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

り議事の進行を図りますので、ご了承願います。 
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  また、６月会議中、報道関係等の取材を許可しておりますので、ご了承願います。 

  次の日程に入る前に申し上げます。 

  ６月会議中、新型コロナウイルス感染症防止のため、マイクは常時着用の上、発言は簡潔に

行うとともに、一般質問における質問席での発言を除き、全て自席のマイクを使用して発言す

ることといたしますので、ご承知願います。 

  また、発言後の消毒についてご協力を願いいたします。 

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

ので、ご承知願います。 

                                            

     日程第３ 諸報告 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、諸報告を行います。 

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

といたします。 

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

○町長（滝口 茂君） まず、柴田町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の公表につい

て申し上げます。 

 柴田町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化時代を迎え、

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えの下、長期的な都市づくりの方向性を総合的・

体系的に示すとともに、持続可能な都市経営を推進する目的で、令和元年度より計画の策定を

進めてまいりました。計画策定に当たっては、町民アンケート実施や町民ワークショップを通

じて、住民の意見を計画に反映してきました。 

  また、都市計画を専門とする宮城大学、舟引教授を委員長とし、同大学の佐々木准教授、教

育・商業・福祉・観光等の各分野における関係者で組織する策定委員会を組織し、４回の委員

会を開催して内容の検討を重ねてまいりました。 

  今年３月には最終の計画（案）を取りまとめ、４月15日から５月16日までパブリックコメン

トを実施し、２人の方から貴重なご意見をいただきました。さらに、５月６日に船岡公民館、

５月８日に槻木生涯学習センターを会場に住民説明会を開催し、27人の方にご参加をいただい

たところです。こうして、取りまとめた最終案について、５月27日開催の柴田町都市計画審議

会に諮問し、「計画内容について適切である」との答申を受けましたことから、５月31日に正

式に本計画を公表させていただきました。 
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  なお、県内の立地適正化計画の作成・公表は、大崎市に次いで２例目であり、町としては初

の公表となります。 

  この計画策定にご指導いただいた宮城大学、舟引教授と佐々木准教授をはじめ、計画策定に

関わっていただいた関係者の皆様、そして議員各位のご理解とご協力に感謝申し上げ、報告と

いたします。 

  ２点目、ガーデンツーリズム登録制度の登録証交付について申し上げます。 

  宮城県南２市９町の自治体、庭園管理者、民間事業者、関係機関が連携し、ガーデンツーリ

ズムの促進と地域の活性化を図るため設立した「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会」の

計画が、国土交通省のガーデンツーリズム登録制度へ登録決定となったことに伴い、令和４年

４月27日に熊本市で開催された第38回全国都市緑化くまもとフェア「くまもと花とみどりの博

覧会」において、登録証が交付されました。 

  登録証交付式は、「くまもと花博シンポジウム」の中で行われ、国土交通省都市局公園緑

地・景観課長から登録証の交付を受けた後には、今回新たに登録された当協議会のほか、和歌

山県と北海道恵庭市の３つの協議会がそれぞれの取組を紹介しました。短い時間ではありまし

たが、シンポジウムに全国各地から参加された多くの方々に「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊」

の魅力をお伝えすることができました。 

  今後は、この協議会を核として、関係団体と一層連携を図りながら、みやぎ蔵王山麓に広が

るフラワーガーデンを軸に、ウイズコロナ、アフターコロナに対応した宮城県南地域のマイク

ロツーリズムを推進し、みやぎ蔵王の魅力をアピールしてまいりますので、議員各位のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

  ３点目、令和３年度二本杉公園整備工事について申し上げます。 

  二本杉町営住宅の建替事業は、宮城県との開発協議により、東側ブロックと西側ブロックに

分けて、平成13年度から事業に着手しております。令和２年度までに町営住宅１号棟から５号

棟までの217戸の建築のほか、周辺道路や地区集会所など、東側ブロックの整備を進めてまい

りました。 

  令和２年10月から令和３年３月までの間、３回にわたり、行政区長をはじめとする14人の地

域住民がワークショップを開催し、コンセプトを「イベントなどに活用できる多目的広場を中

心とした公園」と位置づけ、令和３年度に、地域住民が気軽に利用できる公園として完成いた

しました。公園内を大きく３つのゾーンに分ける工夫をすることで、子どもから高齢者まで一

緒に利用することができるような公園を整備した結果、開園後に地域の皆さんが楽しそうに利
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用している姿を見ると、完成の喜びを感じるところでございます。 

  最終的には、公園名を「北船岡中央公園」とし、令和４年３月18日に供用開始しましたので、

二本杉町営住宅建替事業の東側ブロックの整備が全て完了したことになります。関わった多く

の方々のご理解とご協力に感謝申し上げ、報告といたします。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑は１人１回です。質疑に当たっては、一般質問に触れないようにお願いします。質疑あ

りませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

                                            

     日程第４ 報告第１号 専決処分の報告について（令和３年度柴田町一般会計補正予 

                算） 

     日程第５ 報告第２号 専決処分の報告について（令和３年度柴田町国民健康保険事 

                業特別会計補正予算） 

     日程第６ 報告第３号 専決処分の報告について（令和３年度柴田町介護保険特別会 

                計補正予算） 

     日程第７ 報告第４号 専決処分の報告について（令和３年度柴田町後期高齢者医療 

                特別会計補正予算） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、報告第１号専決処分の報告についてから日程第７、報告第

４号専決処分の報告についてまで、以上４件について一括して報告を求めます。町長の発言を

許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま一括議題となりました報告第１号から報告第４号までの専決処

分の報告についての報告理由を申し上げます。 

  今回の専決処分に係る報告第１号令和３年度柴田町一般会計補正予算は、先般開かれました

令和３年度３月会議の後に、地方特例交付金、国県支出金などの歳入が確定したことや、歳出

においては特別会計繰出金の確定をはじめ、総務費、民生費、衛生費、商工費など、各予算科

目における事務事業費の精算によるものであり、歳入歳出とも５億2,443万1,000円の減額補正

となりました。この減額補正によります補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ175億4,341万
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2,000円となります。 

  報告第２号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算の内容は、歳入につきまし

ては、国民健康保険税、国県支出金などの額が確定したものであります。歳出につきましては、

保険給付費、保健事業費等の確定によるものであります。歳入歳出とも7,409万8,000円を減額

補正し、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ40億3,689万1,000円となります。 

  報告第３号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算の歳入につきましては、国県支出金、

支払基金交付金、繰入金等の額の確定によるものであります。歳出につきましては、保険給付

費、地域支援事業費等の確定見込みの補正となります。歳入歳出とも6,149万6,000円を減額補

正し、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ31億9,726万7,000円となります。 

  報告第４号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算の内容は、保険料収入額及び

広域連合納付金の額の確定によるものであります。歳入歳出とも1,232万2,000円を減額補正し、

補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ４億2,147万9,000円となります。 

  以上、各種会計につきまして地方自治法第180条第１項の規定に基づく町長の専決処分指定

事項第５項及び第６項の規定により専決処分したので、報告するものです。 

  詳細につきましては、担当課長が説明いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。初めに、報告第１号について、財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、専決処分しました令和３年度柴田町一般会計補正予算

について補足説明いたします。 

  報告書５ページをお開きください。 

  専決処分書のとおり、令和３年度柴田町一般会計補正予算を３月31日付で専決処分したもの

です。 

  ７ページをお開きください。 

  町長が報告理由として申し上げました歳入歳出予算の減額をはじめ、繰越明許費、債務負担

行為及び地方債の変更について補正予算を編成したものです。 

  13ページをお開きください。 

  第２表は繰越明許費の変更を行うもので、３款民生費１項社会福祉費及び８款土木費の各事

業について、事業費の変更に伴い減額するものです。 

  ３款２項児童福祉費の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業については、独り親世帯への

給付が増加する見込みのため増額するものです。 

  14ページをお開きください。 
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  第３表は債務負担行為の変更を行うもので、３つの事項について事業費の確定に伴い限度額

を減額するものです。 

  15ページをお開きください。 

  第４表は地方債の変更を行うもので、次のページにかけて記載してある９つの事業費につい

て、事業費の確定に伴い限度額を減額するものです。 

  19ページをお開きください。 

  歳入です。 

  主なものについて説明いたします。 

  11款２項１目１節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金については、

コロナ禍における経済状況の悪化により影響を受けた中小事業者等の固定資産税及び都市計画

税の軽減措置による本町の減収分について、国から補塡されたものです。 

  21ページをお開きください。 

  16款１項２目１節保健衛生費負担金3,009万1,000円の増は、新型コロナウイルスワクチン接

種対策費として年度末に国に対し請求したため、今回増額補正を計上したものです。 

  その下、第２項１目総務費国庫補助金1,472万6,000円の減は、個人番号カード交付事業費補

助金が減額となったためです。予算の算定に当たっては、地方公共団体情報システム機構が全

国の自治体それぞれの経費を算出しており、今回の減額補正は交付実績によるものです。 

  25ページをお開きください。 

  17款２項７目商工費県補助金7,217万円の減は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

支給事業費補助金が減額となったためです。この事業は、国や県からの休業や営業時間短縮の

要請に協力した飲食店等に対して協力金を支給するものですが、１日当たりの売上高を基に算

定した事業者への支給額について、そのほとんどが少額であったことから、多くの執行残額が

発生したものです。 

  26ページをお開きください。 

  19款１項２目ふるさと柴田応援寄附金8,249万4,000円の減は、３月末の寄附金受入額の収入

見込みによる減額となります。受入れ見込額の合計額は17億3,750万6,000円となります。 

  その下、20款１項２目基金繰入金３億7,026万7,000円の減は、今回の補正予算の歳入歳出見

込みから一般財源で対応できることや、充当事業の精算により過充当となる額を基金に組み戻

すものです。これにより、補正予算専決処分後の令和３年度末のふるさと柴田応援基金は約10

億9,941万円となります。なお、ふるさと柴田応援基金繰入金の減額補正によりまして、関係
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支出科目の財源更正を行っております。 

  28ページをお開きください。 

  22款４項２目雑入、説明欄の上から５つ目、仙南地域広域行政事務組合市町村負担金返還金

716万7,000円の増額補正を計上しております。これは東日本大震災での原発事故が原因となり

大河原衛生センターが被った追加的費用に対して、東京電力から仙南広域に賠償金が支払われ

ました。賠償金は約1,200万円で、柴田町と大河原町にそれぞれ案分され、負担金の返還とい

うことで３月に町に納入されたものです。 

  次に、29ページをお開きください。 

  歳出です。 

  年度末の補正となることから、事業費の確定による減額補正です。 

  主なものについて説明をいたします。 

  ２款１項２目企画管理費、ふるさと柴田応援推進事業7,140万7,000円の減は、ふるさと柴田

応援寄附金の確定に伴う返礼品等の報償費、寄附金業務委託料、積立金などの減額となりま

す。 

  30ページをお開きください。 

  14目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費1,753万8,000円の減は、各事

業における事業費確定に伴う減額となります。 

  33ページをお開きください。 

  ３款１項３目障害者支援事業費3,186万円の減は、主に障害者総合支援事業に要した経費の

減額によるものです。 

  35ページをお開きください。 

  ２項10目18節子育て世帯への臨時特別給付金2,590万円の減は、令和３年度内に給付した額

の確定によるものです。 

  36ページをお開きください。 

  ４款１項７目予防費3,505万9,000円の減は、主に予防接種事業及び新型コロナウイルス予防

接種事業に要した経費の減額によるものです。 

  38ページをお開きください。 

  ７款１項１目商工振興費7,371万7,000円の減は、主に新型コロナウイルス感染症拡大防止協

力金支援事業に要した経費の減額によるものです。 

  40ページをお開きください。 
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  ８款２項２目道路維持費2,214万9,000円の減は、主に雨水対策事業に要した経費の減額によ

るものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、報告第２号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、詳細説明をいたします。 

  報告書53ページをお開きください。 

  専決処分書になります。専決処分日は、令和４年３月31日になります。 

  55ページをお開きください。 

  令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算です。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ7,409万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

40億3,689万1,000円とするものです。 

  続きまして、60ページをお開きください。 

  歳入です。 

  主に国民健康保険税の収入実績と国県支出金の交付額決定に伴う補正となります。 

  主なものについて説明をさせていただきます。 

  １款１項１目一般被保険者国民健康保険税4,453万1,000円の増、２目退職被保険者等国民健

康保険税21万7,000円の減となります。合計で4,431万4,000円の増額補正となります。これに

つきましては、それぞれ収入実績によるものです。 

  61ページになります。 

  ３款１項１目災害臨時特例補助金133万5,000円の増につきましては、原発避難者の一部負担

金免除と国民健康保険税の減免及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被

保険者等に係る国民健康保険税の減免に対する国庫補助金の交付決定によるものです。 

  ４款１項１目保険給付費等交付金9,724万8,000円の減ですが、１節の普通交付金、２節の特

別交付金、それぞれの交付決定による補正となります。 

  ６款１項１目一般会計繰入金1,138万1,000円の減ですが、これは一般会計からの繰入金で、

それぞれの事業確定による減額補正となります。 

  62ページになります。 

  ６款２項１目財政調整基金繰入金2,160万3,000円の減ですが、これは歳入の国庫支出金及び

県支出金、歳出の保険給付費などが確定したことから基金繰入金を繰り戻すものです。この結

果、国保財政調整基金の残高は４億6,518万6,453円となっております。 
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  63ページになります。 

  歳出です。 

  事業実績に伴う補正となりますので、主なものについて説明させていただきます。 

  まず、１款１項総務管理費から64ページの３項運営協議会費につきましては、それぞれ事業

費の確定による減額補正となります。 

  ２款１項１目一般被保険者療養給付費8,497万4,000円の減、65ページの３目一般被保険者療

養費190万7,000円の減、２款２項１目一般被保険者高額療養費71万8,000円の減につきまして

は、保険給付費の確定により減額するものです。 

  67ページをお開きください。 

  ２款４項１目出産育児一時金295万6,000円の減、５項１目葬祭費30万円の減については、い

ずれも実績による減額補正となります。 

  68ページになります。 

  ３款国民健康保険事業費納付金の各項と４款共同事業拠出金については、それぞれ歳入の国

保税収入及び県支出金、特別交付金の確定により、国保財政調整基金等との財源の組替えを行

ったものです。 

  69ページになります。 

  ５款１項１目特定健康診査等事業費1,658万3,000円の減ですが、実績による減額補正となり

ます。 

  70ページになります。 

  ９款１項１目予備費4,186万円の増ですが、国保税の収入実績により財源充当を補正したも

のです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、報告第３号について、福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） それでは、報告第３号専決処分の報告について詳細説明をさせてい

ただきます。 

  73ページをお開きください。 

  専決処分書です。専決処分日は、令和４年３月31日になります。 

  75ページをお開きください。 

  令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算です。 

  第１条です。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,149万6,000円を減額し、歳入歳出
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予算の総額をそれぞれ31億9,726万7,000円とするものです。 

  79ページをお開きください。 

  歳入です。 

  主なものについて説明をさせていただきます。 

  ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金5,892万5,000円の減は、交付金額の確定によ

る減額です。 

  次に、80ページをお開きください。 

  ７款１項１目介護給付費繰入金２節事務費繰入金の413万1,000円の減額は、介護保険特別会

計事務費減による減額です。認定調査等業務などの事務費に係る費用が確定したため、減額補

正となるものです。 

  続きまして、歳出です。 

  主なものについて説明させていただきます。 

  83ページをお開きください。 

  １款３項１目介護認定費11節役務費、通信運搬費44万8,000円の減、主治医意見書作成料20

万4,000円の減、12節委託料、要介護認定等調査業務委託料及び認定調査委託料159万7,000円

の減額は、認定調査等に係る費用額の確定による減額です。 

  ２款１項１目居宅介護サービス給付費5,465万8,000円の減につきましては、サービス給付費

の費用額の確定による減額でございます。 

  84ページをお開きください。 

  ４款１項１目地域支援事業、介護予防・生活支援サービス事業費、12節委託料43万8,000円

の減は、訪問型軽度生活援助委託料の確定による減額でございます。 

  ４款２項２目地域支援事業、包括的支援事業費、任意事業費、19節扶助費、家族介護用品支

給事業54万3,000円の減、成年後見人制度利用支援事業40万6,000円の減は、事業費の確定によ

る減額です。 

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、報告第４号について、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） それでは、詳細説明をいたします。 

  報告書89ページをお開きください。 

  専決処分書になります。専決処分日は、令和４年３月31日になります。 

  91ページをお開きください。 
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  令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算です。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,232万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

４億2,147万9,000円とするものです。 

  続きまして、94ページをお開きください。 

  歳入です。 

  １款１項１目特別徴収保険料481万4,000円の増、２目普通徴収保険料1,607万円の減、合計

で1,125万6,000円の減額ですが、これにつきましては現年度分保険料収入見込み及び滞納繰越

分保険料の確定によるものです。 

  95ページになります。 

  歳出です。 

  １款１項１目一般管理費67万9,000円の減額ですが、通信運搬費等の額の確定によるもので

す。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金1,125万6,000円の減額ですが、保険料収入の減

により広域連合への納付金を減額するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  初めに、報告第１号の令和３年度柴田町一般会計補正予算に係る質疑を行います。 

  質疑は、まず繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入を一括と

いたします。 

  歳出については、まず１款議会費29ページから３款民生費35ページまで、次に４款衛生費36

ページから12款公債費45ページまでといたします。 

  なお、質疑に当たっては、ページ数を示して行ってください。質疑回数は１人１回です。 

  まず、繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入の質疑を許しま

す。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これで、総括と歳入の質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  まず、29ページ議会費から35ページの民生費に対する質疑を許します。 
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  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、36ページの衛生費から45ページの公債費に対する質疑を許します。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これで、歳出の質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第１号の令和３年度柴田町一般会計補正予算に係る全ての質疑を終結いた

します。 

  次に、報告第２号から報告第４号までの令和３年度各種特別会計補正予算に係る質疑を行い

ます。 

  質疑は一括といたします。質疑に当たっては、報告番号及びページ数を示して行ってくださ

い。質疑回数は１人１回です。 

  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。 

  これで報告第２号から報告第４号までの令和３年度各種特別会計補正予算に係る質疑を終結

いたします。 

  以上で報告第１号から報告第４号まで、４件の専決処分の報告についてを終結いたします。 

                                            

     日程第８ 報告第５号 専決処分の報告について（柴田町町税条例等の一部を改正す 

                る条例） 

     日程第９ 報告第６号 専決処分の報告について（柴田町国民健康保険税条例の一部 

                を改正する条例） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、報告第５号専決処分の報告についてから日程第９、報告第

６号専決処分の報告についてまで、以上２件について一括して報告を求めます。町長の発言を

許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました報告第５号専決処分の報告についての報告理

由を申し上げます。 
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  今回の専決処分に係る柴田町町税条例等の一部を改正する条例は、地方税法等の一部を改正

する法律が令和４年３月31日に公布されたことに伴うものです。 

  改正の主な内容は、個人町民税の住宅借入金等特別税額控除の見直しと延長、上場株式等に

係る課税方式の統一、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置などであります。 

  以上、地方自治法第180条第１項の規定に基づく町長の専決処分指定事項第７項及び第９項

の規定により専決処分したので、報告するものです。 

  ２点目、ただいま議題となりました報告第６号専決処分の報告についての報告理由を申し上

げます。 

  今回の専決処分に係る柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一

部を改正する法律が令和４年３月31日に公布されたことに伴うものです。 

  改正の主な内容は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額について変更するも

のです。 

  以上、地方自治法第180条第１項の規定に基づく町長の専決処分指定事項第７項の規定によ

り専決処分したので、報告するものです。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑は一括といたします。質疑に当たっては、報告番号を示して行ってください。質疑回数

は１人１回です。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。 

  以上で報告第５号から報告第６号まで、２件の専決処分の報告についてを終結いたします。 

                                            

     日程第１０ 報告第７号 令和３年度柴田町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第10、報告第７号令和３年度柴田町一般会計繰越明許費繰越計算

書について報告を求めます。町長の発言を許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました報告第７号令和３年度柴田町一般会計繰越明

許費繰越計算書についての報告理由を申し上げます。 

  令和３年度柴田町一般会計予算のうち、令和４年度への繰越事業として既に議決いただいて

いる事業の繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第２項の規

定により報告いたします。 
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  詳細につきましては、担当課長が説明いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、報告第７号令和３年度柴田町一般会計繰越明許費繰越

計算書につきまして説明いたします。 

  報告書129ページから133ページまでです。 

  今回報告する23の繰越事業につきましては、令和３年度の補正予算に繰越明許費補正として

計上していたものでございます。 

  計算書に記載しましたとおり、翌年度繰越額及びその財源が確定し、令和４年度に繰り越し

ましたので、報告いたします。 

  133ページ、合計欄をご覧ください。 

  繰越事業費の翌年度繰越額は総額で５億7,859万6,000円となり、財源については、既収入特

定財源として令和３年度中に収入した町債５万円、未収入特定財源として国県支出金２億

5,692万6,000円及び地方債２億6,710万円、一般財源5,452万円を翌年度に繰越しいたします。 

  別添の報告第７号関係資料をご覧ください。 

  23の事業ごとに繰越しの内容を記載しております。今回の繰越明許費は、国の補正予算に対

応し実施することとなった事業として、３款民生費の全事業、８款土木費の全事業、10款教育

費の１項教育総務費から３項中学校費までの19の事業があります。これらの事業は、年度後半

に補正予算をお認めいただいてから事業に着手しましたので、年度内の完了は難しく、翌年度

へ繰り越すものです。 

  このほかの総務費、庁舎・保健センター駐車場整備工事は、庁舎耐震補強等工事との兼ね合

いから、年度内の完了が困難となりました。 

  また、同じく総務費、軽自動車ＯＳＳ基幹税システム改修業務委託料及び住民情報システム

改修委託料は、国の改修に合わせて実施するものですが、国の導入スケジュールが遅れ、時間

を要することとなったこと、また、教育費の槻木生涯学習センター維持管理事業については、

修繕部品の納品が遅れていることから、年度内の完成が困難となったものです。 

  なお、繰越事業の完了日及び完了予定日については、記載してあるとおりです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑回数は１人１回です。質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  以上で報告第７号令和３年度柴田町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終結いたしま

す。 

                                            

     日程第１１ 報告第８号 令和３年度柴田町下水道事業会計予算繰越計算書について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第11、報告第８号令和３年度柴田町下水道事業会計予算繰越計算

書について報告を求めます。町長の発言を許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました報告第８号令和３年度柴田町下水道事業会計

予算繰越計算書についての報告理由を申し上げます。 

  令和３年度柴田町下水道事業会計のうち、地方公営企業法第26条第１項及び第２項ただし書

の規定に基づき、令和４年度へ繰越事業として繰越額の使用に関する計画書を調製しましたの

で、同法第26条第２項の規定により報告いたします。 

  詳細につきましては、担当課長が説明いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 報告書135ページをお開きください。 

  報告第８号令和３年度柴田町下水道事業会計予算繰越計算書について詳細説明をいたします。 

  137ページをお開きください。 

  繰越計算書です。 

  令和３年度下水道事業会計におきまして、地方公営企業法第26条第１項及び第２項ただし書

の規定に基づき、建設改良費の繰越額の使用に関する計画書を作成しました。 

  初めに、地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額です。 

  令和４年度に繰越しした事業は、雨水管渠等整備事業の１事業であります。予算計上額３億

円に対し、１億5,975万円を翌年度に繰り越したものです。 

  財源内訳ですが、収入の他会計出資金に加え、今後の事業完了に伴って措置される企業債と

国庫補助金並びに共同施工の大河原町からの負担金収入となります。 

  繰越しの理由ですが、現在、現場は今年２月に発注しました令和３年度鷺沼５号調整池整備

工事が進められております。先行する工事でありました令和２年度５号調整池その２工事繰越

明許は昨年９月に工事発注しておりましたが、着手当初から工事現場での新型コロナウイルス

感染症の感染拡大対策もあり、さらに前年度からの繰越工事が10月末に完成し、その後の着手

となったため、当初予定していた工程での工事進捗が図れなかったものです。５号調整池の工
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事は、切れ目のない継続事業であり、今回繰越しした令和３年度鷺沼５号調整池整備工事を契

約したものの、先行する工事の調整に不測の日数を要したため、年度内完成が図れなかったこ

とによるものであります。 

  次に、下の段の地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による建設改良費の繰越額、い

わゆる事故繰越の内容になります。 

  令和４年度に繰り越した事業は、雨水管渠等整備事業の１事業であります。予算計上額３億

8,750万円に対し、2,691万8,700円を今年度に繰越ししたものです。 

  財源内訳ですが、既収入の他会計出資金に加え、今年度の事業完了に伴って措置される企業

債と国庫補助金並びに共同施工の大河原町からの負担金収入となります。 

  繰越しの理由ですが、昨年９月末に発注しました令和２年度予算の鷺沼５号調整池導水路整

備工事は、既存の鷺沼排水路から５号調整池に流入させる工事となります。 

  事故繰越した理由ですが、本工事は、令和２年度末の国３次補正の交付金事業工事であり、

大雨の心配のない乾期に工事を行い、年度内に完成を見込んでおりましたが、工事区域内の電

柱等が支障となり、工事による工法についての検討が生じたものです。また、工事現場での新

型コロナウイルス感染症の拡大対策を万全に期すとともに、労働者不足により年度内の完成が

見込めず、事故繰越を行っております。 

  お配りしております報告第８号の関係資料をご覧ください。 

  上の段の地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額です。 

  １点目の鷺沼排水区雨水整備工事監理委託料は、予算額全てを繰越ししております。 

  ２点目の鷺沼排水区雨水整備工事は、今年２月に契約し、現在施工中の令和３年度鷺沼５号

調整池整備工事の前払い金の支出を除いた金額を繰り越したものであります。 

  現在施工中の５号調整池整備工事に係る工事と工事監理委託は、令和４年９月末に完了予定

であります。 

  下の段の地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による建設改良費の事故繰越額です。 

  １点目の鷺沼排水区雨水整備工事監理委託料は、現在、実施工事に関する工事監理委託の契

約全てを繰り越しております。 

  ２点目の鷺沼排水区雨水整備工事は、昨年９月に契約し、繰り越した令和２年度の鷺沼５号

調整池導水路整備工事の前払い金の支出を除いた金額を繰越ししたものであります。 

  ５号調整池導水路整備工事と工事監理委託は、共に令和５年５月31日にて事業が完了してお

ります。 
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  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） ただいまの報告第８号の提案理由について、訂正の申出がございまし

たので、これを許します。町長。 

○町長（滝口 茂君） 報告理由の中で、地方公営企業法の適用条項を読み間違えましたので、

正しくは「地方公営企業法第26条第３項の規定により報告する」ということでございました。

訂正をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） これより議会運営基準により質疑を許します。 

  質疑回数は１人１回です。質疑ありませんか。 

  補足ですか。（「説明の訂正をお願いいたします」の声あり） 

  水道課長から説明の訂正ということで申出がありましたので、これを許します。上下水道課

長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 一番最後に説明いたしました、５号調整池導水路整備工事と工

事監理委託の完了の年でありますが、「令和４年５月31日」を「令和５年５月31日」と説明い

たしましたので、訂正いたします。 

○議長（髙橋たい子君） 質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  工事全体に対することをちょっとお聞きしたいんですけれども、建設工事費がかなり備品類

が資材不足ということで値上がりしておりまして、現在いろんなところの現場のほうで１か月

程度の見積りしか取れないというような状況が続いていますけれども、そういった影響という

のはこれから出てくるんではないでしょうか。その１点だけ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。上下水道課長。 

○上下水道課長（曲竹浩三君） 現状、原油の高騰や各資材等の高騰等についての話はございま

すが、現場からの工事費に対しましての請求、または要望等については、現在のところ一切出

ておりませんので、そういうものの話が出された時点で物価等々考慮しまして考えていきたい

と思います。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかにないようですので、以上で報告第８号令和３年度柴田町下水道
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事業会計予算繰越計算書についてを終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時40分再開といたします。 

     午前１０時２２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。 

                                            

     日程第１２ 議案第３号 柴田町犯罪被害者等支援条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第12、議案第３号柴田町犯罪被害者等支援条例を議題といたしま

す。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第３号柴田町犯罪被害者等支援条例につ

いての提案理由を申し上げます。 

  平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者等に対する支援等に関し、国、地方

公共団体及び国民の責務が明記されました。また、宮城県では、同年に犯罪被害者等支援条例

が制定されました。 

  誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪を予防するに

とどまらず、犯罪被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。 

  本条例は、町が、国や県及び関係機関との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じた

支援を総合的に推進することで、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図ることを

目的として制定するものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） それでは、柴田町犯罪被害者等支援条例について詳細説

明をいたします。 

  議案書３ページと４ページ、10条から成る条例になります。 

  誰もがある日突然、犯罪被害者やその家族、遺族になり得るおそれがあります。犯罪被害者

などは、直接の被害に加え、周囲の配慮に欠けた対応による間接的な被害にも苦しめられま
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す。しかし、犯罪被害者などは、長らく社会において十分な支援を受けてきたとは言えません

でした。住民にとって最も身近な存在である町が条例を制定することにより、きめ細やかな支

援を講じやすくするため、条例を制定するものです。 

  条例の内容となります３ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１条は、条例を定める目的となります。 

  犯罪被害者等基本法に基づき、町が国や県及び関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、

地域の実情に応じた支援を総合的に推進することで、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及

び軽減を図ることを規定しております。 

  第２条は、本条例における用語について、その意味を明確にし、解釈に疑義が生じないよう

に規定しております。 

  第３条は、犯罪被害者等の支援を推進するに当たっての基本となる考え方を規定していま

す。 

  基本的には、犯罪被害者等基本法第３条に準拠しております。 

  ４ページになります。 

  第４条は、町としての責務を規定しています。 

  犯罪被害者等が必要とする支援は多岐にわたり、町だけでは対応できないことが想定されま

す。国や宮城県、警察、その他の地方公共団体、民間支援団体等と適切な役割分担を踏まえて

総合的に施策を推進するため、町が必要な措置を講じることを定めたものです。 

  第５条は、町民及び事業者の責務を規定しています。 

  犯罪被害者等は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、心身、心や体の不調

や苦痛、周囲の理解不足や中傷などに苦しめられながらも、十分な支援が受けられず深刻な状

況に置かれていることがあります。この条項では、こうした状況を町民一人一人がしっかりと

認識し、二次的な被害の発生防止に配慮するよう努めるべきであることを定めたものです。 

  また、犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪

被害者等の就労及び勤務について配慮した対応に努めることを規定しております。 

  第６条は、町が犯罪被害者等からの相談に応じる際に必要な措置を講じることを定め、犯罪

被害者等の安全の確保などに配慮すべき町の責務を明らかにしたものになります。 

  犯罪被害者等の多くは、様々な制度に関する情報が十分に伝えられていないため、結果とし

て必要な支援が受けられずにいることが推測されます。町はそのような状況を解消する相談窓

口を設置し、犯罪被害者等からの相談や問合せを町の職員が受け、各種支援制度の案内や申請
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の補助、役場内の各部署や関係機関等々の調整といったコーディネートを行います。 

  第７条は、町が犯罪被害者等に対し、支援金を給付することについて定めています。 

  犯罪被害者等の経済的支援としては、国の制度であります犯罪被害給付制度があります。こ

の制度は、通り魔殺人など故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、または

身体に障害を負わされた犯罪被害者に対し、社会の連帯共助の精神に基づき国が給付金を支給

し、その精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。 

  しかし、この国の制度は受給までに半年程度の期間を要することから、町として迅速な経済

的支援として、遺族支援金、死体検案費用支援金、傷害支援金を給付いたします。 

  第８条は、犯罪被害者等への加害者からの再被害、報道機関や近隣住民等からの二次的被害

を防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、被害防止に関する助言等を行うなど、安全の

確保を最優先した支援を行うことを定めております。 

  第９条は、犯罪被害者等への支援施策の策定過程で、犯罪被害者等の意見を反映させること

を定めております。 

  第10条は、この条例に規定されている事項のほかに、条例の施行に必要な事項は、町長が規

則を別に定めることを規定したものです。 

  最後に、この条例の施行期日は公布の日から施行するもので、その日以降の犯罪被害から適

用するものでございます。 

  議案第３号関係資料をご覧いただきたいと思います。 

  条例の第７条、支援金の給付について、必要な事項としてこちらの規則で定めております。

支援金の種類、給付対象者、遺族の範囲及び給付を受ける順位、給付の制限、申請関係等、規

則で定めておりまして、支援金の給付に支障を来さぬよう運用してまいります。 

  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１３ 議案第４号 柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第13、議案第４号柴田町議会議員及び柴田町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第４号柴田町議会議員及び柴田町長の選



２４ 

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し

上げます。 

  今回の条例改正は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和４年４月６日に施行され

たことに伴うものです。 

  改正の内容は、国の選挙における選挙運動の公営単価基準額が見直されたことから、国の基

準額を参酌している町の選挙の公営単価基準額を改めるものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（水戸英義君） 議案書５ページをお開きください。 

  この条例は、令和２年の公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、町村議会議員及び

町村長の選挙における選挙公営の拡大により、本町の町議会議員選挙及び町長選挙においても、

選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の３つの項目に

関わる費用を一定の金額の範囲で負担するための条例を制定し、令和３年３月の執行の柴田町

議会議員の一般選挙から適用をしています。 

  今回、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和４年４月６日に公布され、衆議院議員

及び参議院議員の選挙に伴う公営に要する経費、いわゆる公営単価の限度額が引き上げられま

した。 

  本条例における公費負担の基準額は、町長が提案理由でも申し上げましたとおり、公職選挙

法及び公職選挙法施行令に定められた額を参酌していることから、今回の法改正に伴い、公費

負担の基準額を改める改正を行うものです。 

  それでは、条文についてです。 

  資料については、５ページから６ページでございます。 

  第４条第２号、アでございます。選挙運動用自動車の借入契約について、１日につき「１万

5,800円」が「１万6,100円」に、イの燃料の供給に関する契約については、上限額「7,560

円」が「7,700円」に。 

  次に、第８条、選挙運動用ビラの作成についてです。１枚当たりの単価の上限「７円51銭」

を「７円73銭」に。 

  次に、資料７ページになります。 

  第11条、選挙運動用ポスターの作成についてです。１枚当たりの作成単価の限度額「525円
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６銭」を「541円31銭」に、さらに、ポスター掲示場の数を乗じて得た額に「15万5,250円」を

加えた額としていましたが、「15万8,125円」に改めるものでございます。 

  最後に附則です。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１４ 議案第５号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこ

と等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改

正する条例 

     日程第１５ 議案第６号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこ

と等による介護保険料の減免に関する条例の一部を改正す

る条例 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第14、議案第５号新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例、日程

第15、議案第６号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保

険料の減免に関する条例の一部を改正する条例、以上２件を一括議題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま一括議題となりました議案第５号新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例及び議案第６号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護

保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  今回の条例改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険税

の納入義務者及び介護保険料の納付義務者に対し、令和４年度の国民健康保険税及び介護保険

料の減免延長を行うものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。初めに、議案第５号について、税務課長。 

○税務課長（遠藤 稔君） それでは、議案第５号新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明

をいたします。 
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  議案書の９ページをお開きください。 

  改正の理由からなんですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

こと等の被保険者の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険税の減免措置に係る条例を制

定し、令和３年４月１日から令和４年３月31日までに納期が到来する国民健康保険税について、

損害に応じて額の減免を行ってきたところです。 

  しかしながら、現在においても、新型コロナウイルス感染症については、いまだに終息の気

配が見られない状況であり、国は減免措置に対する財政支援を令和５年３月31日までに延長す

る取扱いとしたことから、引き続き、国民健康保険税の減免措置を令和５年３月31日までの納

期限に延長するものであります。 

  条文について説明いたします。 

  改正する第２条は、減免についての規定です。 

  減免の対象期間について、改正前、「令和２年度分及び令和３年度分」で納期限が「令和３

年４月１日から令和４年３月31日まで」としているものを、改正後、１年間延長し、「令和３

年度分及び令和４年度分」で納期限が「令和４年４月１日から令和５年３月31日まで」と改正

するものであります。 

  附則です。この条例は公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用するものです。 

  以上で詳細説明になります。ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、議案第６号について、福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 議案第６号新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

こと等による介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明をさせていただ

きます。 

  議案書11ページをお開きください。 

  この条例は、令和２年６月に施行されました新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例について、感染症の影響と国の財政支援

の取扱いを踏まえまして、介護保険第１号保険料の令和３年度分と令和４年度分の減免措置を

継続、延長するための改正となります。 

  減免内容ですが、介護保険法に規定する第１号被保険者の属する世帯において、世帯の主た

る生計者、生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡し、または重篤な疾病を負っ

たことによる場合は全部、感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べ

30％以上の減少となっているもので、前年所得が210万円を基準に10分の８、または全部の保
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険料を減免するものです。 

  減免の対象となる保険料は、令和４年度分の保険料と令和３年度末に資格を取得したことに

よる令和３年度分相当分の保険料で、令和４年４月以降に納期限が到来するものが対象となり

ます。 

  なお、保険料減免分については、特別調整交付金による国の財政支援が行われます。 

  条例の改正内容について説明いたします。 

  第２条は、対象となる保険料の保険料と期間、減免の基準を定めております。 

  改正点は、第１項の対象となる年度を「令和２年度分及び令和３年度分」から「令和３年度

分及び令和４年度分」に、期間「令和３年４月１日から令和４年３月31日」を「令和４年４月

１日から令和５年３月31日」に改めるものです。 

  附則になります。適用時期については、令和４年４月１日と定めております。 

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件２件に対する質疑は後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１６ 議案第７号 財産の無償貸付について 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第16、議案第７号財産の無償貸付についてを議題といたし

ます。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第７号財産の無償貸付についての提案理

由を申し上げます。 

  （仮称）柴田町総合体育館整備事業について、令和４年３月30日に選定事業者と包括事業契

約を締結しましたので、選定事業者に対して、体育館の建設及び周辺の整備、運営のための土

地を無償で貸し付けるものです。 

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

願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、議案第７号財産の無償貸付について説明をいたします。 

  議案書13ページをお開きください。 

  今回の財産の無償貸付けにつきましては、令和４年３月30日に（仮称）柴田町総合体育館整

備事業の選定事業者と包括事業契約を締結したことに伴い、体育館建設、体育館周辺整備及び
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運営のための用地として必要な土地を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第１項第６号

の規定により、議会の議決をお願いするものです。 

  無償貸付けする財産は、土地です。 

  所在地は、柴田町大字船岡字上大原65番１外17筆、宅地です。 

  面積の合計は、２万9,879.21平方メートルです。 

  無償貸付けする期間と相手方は、包括事業契約に基づき、建設工事に着手する令和５年４月

１日から竣工予定の令和６年９月30日までの期間を伊藤忠商事株式会社に、竣工後の令和６年

10月１日から事業期間である令和24年３月31日までをＮＴＴ・ＴＣリース株式会社としており

ます。 

  なお、議案第７号関係資料をお配りしております。 

  今回貸付けをする土地については赤線で囲んでおりますので、ご確認願います。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は後日の本会議で行います。 

                                            

     日程第１７ 議案第８号 令和４年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 次に、日程第17、議案第８号令和４年度柴田町一般会計補正予算を議

題といたします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） ただいま議題となりました議案第８号令和４年度柴田町一般会計補正予

算についての提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、各保育所及び槻木児童館に自動水栓などを取り付ける「児童福祉施設自

動水栓及び温水設備取付工事」をはじめ、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付

事業」、「子育て世帯生活支援特別給付金給付事業」、４回目接種対象者に対する「新型コロ

ナウイルス予防接種事業」などの増額補正を計上するものです。 

  これの事業の財源として、歳入では、国県支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び町債につい

て補正を行うものです。 

  これらによります補正予算の総額は２億3,473万7,000円の増額となり、補正後の予算総額は

147億8,109万6,000円となります。 

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

願いいたします。 
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○議長（髙橋たい子君） 補足説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（藤原輝美幸君） それでは、補足説明をいたします。 

  議案書15ページをお開きください。 

  議案第８号令和４年度柴田町一般会計補正予算です。 

  町長が申し上げました提案理由のとおり、歳入歳出予算の増額補正を行うとともに、地方債

の追加及び変更を行うものです。 

  19ページをお開きください。 

  第２表地方債の補正です。 

  追加は、災害援護資金貸付金です。これは、今年の３月に発生した福島県沖地震により被災

した世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金を、町が無利子または低利で貸し付けるための

費用に充当するものです。 

  次の地方債の変更は、ほ場整備事業負担金です。入間田地区分の県営ほ場整備事業負担金に

ついて、限度額を増額するものです。 

  22ページをお開きください。 

  歳入です。 

  主なものについて説明いたします。 

  16款１項２目衛生費国庫負担金3,415万5,000円の増は、新型コロナウイルスワクチン接種対

策費負担金として交付されるもので、ワクチン予防接種事業に充当するものです。 

  次の２項２目民生費国庫補助金8,095万7,000円の増は、原油や物価の高騰対応分として、住

民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に充当する国庫補助金5,425万円及び低所

得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業等に充当する新型コロナウイルス感染症セーフテ

ィーネット強化交付金2,670万7,000円によるものです。 

  23ページをお開きください。 

  20款１項２目基金繰入金6,872万4,000円の増は、財政調整基金から4,827万7,000円を、また

ふるさと柴田応援基金から2,044万7,000円を補正財源として繰入れするものです。これにより、

財政調整基金の残高は約12億12万円となり、ふるさと柴田応援基金の残高は約９億7,600万円

を見込んでおります。 

  25ページをお開きください。 

  歳出です。 

  主なものについて説明いたします。 
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  ２款１項５目12節委託料50万円の増は、５月27日の議員全員協議会におきまして説明しまし

た案件です。町が新たな学校給食センター建設予定地として取得を考えております民間企業が

所有する土地について、その取得交渉を開始すべく、客観的なデータとしての基準価格を求め

るため、不動産鑑定業務委託料を計上したものでございます。 

  26ページをお開きください。 

  右上の説明欄上から２つ目、２款１項10目19節扶助費、犯罪被害者等支援金50万円の増は、

本会議において上程しております議案第３号柴田町犯罪被害者等支援条例の第７条に規定して

おります支援金について、補正計上するものです。 

  27ページをお開きください。 

  ３款１項７目5,425万円の増は、歳入でも説明しました住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金給付事業に要する経費で、該当世帯に10万円を給付するものです。 

  その下、２項１目児童福祉総務費3,049万4,000円の増は、主に児童福祉施設の手洗い場の自

動水栓及び温水設備の取付けに要する経費です。 

  28ページをお開きください。 

  同じく９目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費2,670万7,000円の増は、新型

コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活の支援を行う観点から、

子ども１人当たり５万円を給付するための経費です。 

  次の29ページをお開きください。 

  ４款１項７目予防費6,006万4,000円の増は、新型コロナウイルス予防接種及び子宮頸がんの

予防に関する経費を補正計上するものです。 

  30ページをお開きください。 

  ８款１項１目21節補償、補填及び賠償金1,746万3,000円の増は、西船迫地内において地盤沈

下した家屋を補償するため、その関連経費を補正計上するものです。 

  32ページをお開きください。 

  10款５項２目14節工事請負費399万8,000円の増は、主に槻木事務所が槻木生涯学習センター

に移転するため、槻木生涯学習センター事務室の改修工事の経費を補正計上したためです。槻

木事務所の移転については、今年の３月17日の議員全員協議会におきまして説明しておりまし

た。その後、事務所移転について内部協議を進める中で課題となったのは、車椅子により事務

室に入室する方の移動動線の確保が難しいこと、また、戸籍や住民基本台帳といった個人情報

の管理を徹底しなければならないこと、さらに、事務室全体のスペースが手狭となることでし
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た。このため、槻木生涯学習センター事務室内のレイアウトを変更するとともに、入り口の脇

に新たに窓口を設けることといたしました。 

  詳しくは、別途配付してございます議案第８号関係資料、令和４年度槻木生涯学習センター

事務室改修工事及び移転後の事務室平面図をご確認願います。 

  34ページ以降の給与費明細書及び地方債の現在高の見込みに関する調書については、今回の

補正において、職員手当、町債、それぞれについて増額補正がありましたので、補正前、補正

後の比較となります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 本件に対する質疑は後日の本会議で行います。 

  ただいまから休憩いたします。 

  11時20分再開といたします。 

     午前１１時１０分  休 憩 

                                            

     午前１１時２０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

                                            

     日程第１８ 一般質問 

○議長（髙橋たい子君） 日程第18、一般質問を行います。 

  お諮りいたします。一般質問は、議会の新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、議会運

営基準によらず、質問者１人当たり、質問、答弁合わせて50分を目安としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。よって、一般質問は、議会の新型コロナウイル

ス感染防止対策に基づき、議会運営基準によらず、質問者１人当たり、質問、答弁合わせて50

分を目安とすることに決定いたしました。 

  それでは、通告順に発言を許します。 

  なお、当局には、議長から質問の要旨を通知しておりますので、質問、答弁は簡潔、的確に

行うとともに、残り時間１分を目安にまとめに入るよう要望しておきます。 

  それでは、17番平間奈緒美さん、質問席において質問してください。 

     〔17番 平間奈緒美君 登壇〕 
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○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．子育て支援の推進を。 

  赤ちゃんと外出するときに、「子どものおむつ替えはどこでできるのか」、「授乳はいつど

こでできるのか」など、不安を抱えながら行動しています。 

  本町の公共施設内に、おむつ替えや授乳スペースとして赤ちゃんの駅が設置されていますが、

認知度は低い状態です。安心して外出ができる機会を促すなど、この町で安心して子を産み育

てていく環境整備を推進していかなければなりません。 

  そこで質問いたします。 

  １）子育て支援の一環として、町内公共施設に赤ちゃんの駅が設置されていますが、現在の

使用状況について伺います。 

  ２）赤ちゃんの駅の設置基準はありますか。 

  ３）乳幼児を連れた保護者が安心してイベントなどに参加できるよう、「移動式赤ちゃんの

駅」の導入を検討してはいかがですか。 

  ４）子ども連れの保護者が役場で手続を取っている間、幼児が遊んで待っていられる場所が

あれば、安心して相談することができると考えます。子ども家庭課の一角を利用して、子ども

が安心して遊べるスペースをつくってはどうでしょう。 

  ２．雑誌スポンサーの導入を。 

  図書館で所蔵する雑誌の購入代金を企業・団体などが負担する雑誌スポンサー制度を導入す

る自治体が全国に広まりつつあります。この制度は、雑誌の購入費をスポンサーに負担しても

らう代わりに、雑誌のカバー表面にスポンサー名を、裏面に広告を載せる仕組みです。 

  図書購入費の新たな財源を確保できることや地元企業のＰＲ、町民サービスの向上にもつな

がる有効な施策です。 

  そこで、この制度の導入について、町の考えを伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目、町長。２問目、教育長。最初に、町長。 

○町長（滝口 茂君） 平間奈緒美議員、子育て支援の推進をについて４点ほどございました。

随時お答えします。 

  １点目、「赤ちゃんの駅」は、子育て家庭の外出を支援し、地域社会全体で子育て中の家庭

を応援する意識の醸成を図ることを目的に、役場庁舎内をはじめ、船迫こどもセンター、柴田

町図書館、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター、船岡公民館、船迫公民館、西住公



３３ 

民館、農村環境改善センター、地域福祉センターの10か所に設置したものです。 

  各施設におむつ替えや授乳の使用状況について確認したところ、こどもセンターや子育てサ

ロンを実施している地域福祉センターなどでの使用はあるものの、それ以外の施設では使用す

る親子があまり見られないようでございました。改めて、各施設に赤ちゃんの駅が設置してあ

ることをお知らせし、赤ちゃん連れのお父さんやお母さんが安心して施設を訪れることができ

るよう努めてまいります。 

  ２点目、赤ちゃんの駅の設置基準ですが、設置基準はございません。事業の概要としては、

「公共施設におむつ交換用ベッド、授乳用椅子、パーティション等を設置して、『赤ちゃんの

駅』として整備を図り、その周知に努める」としております。 

  ３点目、イベント等の開催時に、乳幼児の授乳やおむつ交換を行うためのスペースとして、

テント式の「移動式赤ちゃんの駅」を貸し出す自治体があることは把握しております。しかし、

柴田町のイベントの多くは、町の施設を拠点として開催しており、移動式赤ちゃんの駅を導入

しなくても、施設内でおむつ替えや授乳ができるものと考えております。 

  ４点目、現在でも、窓口での手続等が長時間かかる場合、保護者が安心して手続ができるよ

う、また、お子さんも飽きることがないよう、保護者が手続している隣で、塗り絵やおもちゃ

等を準備して対応しております。しかし、手続や相談の内容によってはさらに時間がかかるケ

ースもあり、そういう場合も保護者が安心して相談できるように、保護者のそばでアニメーシ

ョンを視聴できるなどの一時的なスペースの確保を検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） ２問目、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 平間奈緒美議員の大綱２問目、雑誌スポンサーの導入についてお答え

します。 

  現在、雑誌については、幅広いジャンルの中から人気のあるものを、柴田町図書館では一般

書47誌、児童書４誌、槻木分室では一般書８誌、児童書１誌、計60誌を購入しております。週

刊誌・月刊誌それぞれの新刊号には透明のビニールカバーをかけ、利用者の方々に図書館内で

閲覧していただいております。 

  雑誌スポンサー制度を取り入れることで、図書館資料の充実と雑誌購入費用の負担軽減が見

込まれますし、また一方で、スポンサーとなる地元業者にとっては、広告が多くの来館者の目

に留まるという効果が期待できます。 

  この雑誌スポンサー制度は、図書館と業者双方にメリットがあるものと思われますので、既
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に導入している名取市、白石市、蔵王町など近隣図書館の事例も参考にしながら、次年度以降

の制度導入に向けて検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○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） ご答弁ありがとうございました。 

  それでは、早速再質問させていただきます。 

  今回、この質問をするに際し、赤ちゃんの駅、各施設見てまいりました。この赤ちゃんの駅

なんですけれども、平成21年、前、議員だった同僚議員からご質問があって、その後できたと

いうことなんですけれども、実際に各施設見てきたところだったんですけれども、町長答弁で

もありましたとおり、やはりまだまだ周知、子育てしているお母さんたちに聞くと、赤ちゃん

の駅あるのというところから聞いておりました。やはり目立ちにくいところにあるとか、知ら

なかったとかという声は多く聞かれました。この10施設なんですけれども、そこに場所を決め

た理由、その当時なんでしょうけれども、決めた理由というのがあればお願いいたします。 

○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（亀井和招君） 事業概要にありますとおり、設置基準はございません。です

が、その公共施設に赤ちゃんの駅を設置しましょうということを念頭に設置したものでござい

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） そうですね。設置基準はないということだったので、この設置基準が

ないということで町内10施設ということだったんですけれども、まず槻木生涯学習センター、

ここにないというのはどういう理由で設置をしていないのか、まず伺いたいと思います。 

○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（亀井和招君） 槻木生涯学習センターにつきましては、赤ちゃんの駅として

登録はしておりませんが、各階のゆとりトイレにおむつの交換台が設置してございまして、当

時、なぜ登録しなかったのかはちょっと不明なんですけれども、今でもそういう対応ができる

ようになっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 赤ちゃんのおむつ替えの多機能トイレに設置してあるところは、船岡

公民館だったり、船岡生涯学習センターも同じような形で、授乳室に関しては、一応ホームペ

ージ等でも、空いている部屋があれば声をかけていただければ空いている部屋を対応しますよ
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ということだったんですけれども、なかなか知らないから行かない、そこの施設に用事がない

から行かないということもあるんでしょうけれども、そういったところでせっかく「赤ちゃん

の駅あります」と、赤ちゃんの駅というポスター、こういうのがあります。これを例えば正面

の入り口に置く、これは船迫生涯学習センターの場所のところにある赤ちゃんの駅の入り口の

ところに掲示はされているんですけれども、なかなかその場所的なところの問題もあって分か

らないというところもあるんですけれども、こういったものがせっかくあるのですから、基準

がないということだったら、その赤ちゃんのおむつ替えの場所はあるわけですよね。ただ、や

っぱりこういう掲示をしていくというのは必要だ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。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） そのとおりだと思います。槻木生涯学習センターにつきまし

ても、今後そのポスターを貼って、赤ちゃんの駅に登録するような形で検討したいなと思って

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） ぜひ、お願いいたします。登録、先ほども言ったとおりちょっとなか

なか目立ちにくいというところもあったんですけれども、先ほども話したとおり、船迫生涯学

習センターは建物の２階の本当の奥の一角を活用してやっているというところで、そこでは専

用のベビーベッド、あとは授乳スペースということで、椅子とかも置いてあったんですけれど

も、それって例えばそこの場所から特に１階の場所に変更するということはできないのでしょ

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（亀井和招君） 船迫生涯学習センターの件でよかったですかね、今ね。今現

在はワクチンの接種会場になっているので、今すぐどうのこうのということには恐らくできな

いかと思うんですけれども、今後、そのワクチンの会場がもしなくなった場合に、１階のほう

が都合がいいと、もし場所が取れるところがあるとなれば、そちらのほうを検討したいなと思

っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ぜひ、やはりせっかくあるのですから、分かりやすいところに置くの

が大事なのかなと思います。もちろん使うときに職員の方に、赤ちゃんの駅利用したいんです

けれどもどこにありますかということは聞かれると思うんですけれども、そこが２階に通され

るというよりはやっぱり１階にあったほうがいいのかなと思います。多分授乳室も空いている
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部屋ということですので、２階に通される可能性はあると思うんですけれども、お願いしたい

と思います。 

  あと、船迫公民館も会議室１のステージの後ろのところ、そこも見てきたんですけれども、

入っては分からない、職員の方にもちろん聞いて、ここですよと教えていただいて、ベビーベ

ッドと椅子は置いてあったんですけれども、そこにするのであれば、やはり、何ていうんだろ

う、さっき見せた赤ちゃんの駅というのも必要だと思うんですね。そういったところを配慮し

ていただければなと思います。 

  あと、そこのなんですけれども、授乳室は今空いている部屋ということなんですけれども、

特に船迫学習センターや船迫公民館のせっかくスペースがあって、授乳のスペースもあるんで

すけれども、はっきり言って殺風景、せっかくあるのにもったいない。お母さんたちも授乳っ

てやっぱりひととき赤ちゃんと目を見ながら授乳したり、話しかけながらするものであるの

で、何かこうかわいい飾りとか、安心してそういうことができるようなものも考えてはいかが

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（亀井和招君） 確かに殺風景と言われればそのとおりなんですが、例えば船

迫公民館の場合ですと、ステージの脇におむつ台があるかと思うんですけれども、そこを装飾

するとなると、今後そのステージを使う方々、それ専用でおむつ台を置いているわけではござ

いませんので、専用で置いている場所についてはそういうことは考えられるかと思いますが、

専用でないところはちょっと難しいかなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 専用でない、もちろんここは本当にステージの一角なので、舞台で何

か出る方たちが裏から入っていくような通りスペースなので、もちろんそれは重々承知してい

るんですけれども、例えばここではないところに移動するということはもちろん、あの施設を

見るだけではほかのところに移動というのは難しいんでしょうけれども、今のところここに設

置しているというところですので、華美なものではなくて、何ていうんだろう、ちょっとした

物があると、例えば普通にあそこの会議室を利用されて、ステージを利用される方たちもちょ

っとこうほっこりするような感じの装飾、授乳室ですよということではなくて、そういったも

のがちょっとこう飾りであるといいのかなと思ったんですけれども、それもちょっと難しいで

しょうかね。 
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○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（亀井和招君） では、その辺は検討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。 

○17番（平間奈緒美君） 設置基準がないということで、各生涯学習センターや町の施設に置い

てあるということなんですけれども、丸森町の５月でしたっけ、箱型の授乳スペースが置いて

あるのはご存じでしょうか。 

○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（亀井和招君） すみません、把握しておりませんでした。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 庁舎の入り口のところなんですけれども、箱型の設置型ベビーケアル

ームというのがありまして、それは本当に箱型のなんですけれども、おむつ替えだったり、授

乳ができるスペースということで、丸森町、設置されたようです。丸森町でも人口減少が進ん

でいるということで、そういったところで子育てに力を入れていきたいということで新聞報道

であったんですけれども、そこはもう授乳もできるので、鍵つきで安心して授乳ができるとい

うコンセプトの下、つくられたんですけれども、そういったものを例えば庁舎の中に置くこと

というのはやっぱり難しいんでしょうか。 

○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（亀井和招君） 今の庁舎の中では、１階東側の入り口から入って右側にトイ

レがありますけれども、そちらの多目的トイレにおむつ台は設置してはございます。ただ、授

乳室を改めてどこかに設けられるかとなると難しいのかなと思います。 

○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） なかなか授乳というのは、一角を借りて使えるというと、セキュリテ

ィーというかプライバシーの問題とかもあって、部屋が空いているから使っていてもいきなり

誰かが入ってきたりとかそういった面もあって、やっぱり使う側としてはちょっと不安に感じ

るのかなと思いますので、そういった丸森町で取り組んでいるのもありますので、今箱型のベ

ビーケアルームというのも全国に広まりつつあるということは伺っておりますので、一応参考

までにお願いします。 

  それでは、イベント関係なんですけれども、町では町の施設を拠点としているので導入しな

くてもいいよということだったんですけれども、以前に、全国さくらサミットで埼玉県幸手市

の県営の権現堂公園内に行ったときに、私の地元でもあるんですけれども、そこにちょうど行
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ったときに、簡易的なテントを活用した授乳室だったりおむつ替えだったり、ちょっと赤ちゃ

んが休憩できるようなスペースがあったんですけれども、そういったものを例えば外で屋外で

やるイベントのときに、町として準備していただいて貸し出すというのはとてもいいことなの

かなと思ったんですけれども、外で屋外でやる特に桜まつりなんかは、さくらの里の中にもト

イレの中に簡易的なベッドはありますけれども、なかなか授乳スペースがないとか、そういっ

たこともございますので、施設内でできるということではなくて、そういったものをぜひ考え

て検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（天野 敬君） 桜まつりとかの屋外でのイベントにおけるお母さんのおむつ交

換台とか、授乳のスペースについてなんですけれども、その点につきましては、特に桜まつり

の実行委員会におきまして以前から課題の一つとなっていたわけなんですけれども、直近の桜

まつりでいいますと、平成31年の４月が直近の桜まつりだったかと思うんですが、そちらまで

船岡城址公園の三の丸広場の中に警備本部があるんですが、そちらのほうを活用しまして、シ

ルバー人材センターの女性会員の方々にご協力をいただきまして、そこを期間中、専用のおむ

つ交換もできて授乳もできる、かつお母さんだけではなくてお父さんも一緒に入れるスペース

も確保しましてご利用いただいたということでやっておりました。 

  それ以外のイベントにつきましては、おむつ交換台については、さくらの里であったり、山

頂の里山ガーデンハウスにも備え付けてあるんですが、授乳につきましては、そういったお声

がけがあった際は、さくらの里の施設内の例えば事務室とかを女性スタッフの方がご案内して

ご活用いただいているという形で対応しておりました。今月から紫陽花まつりとか、徐々にイ

ベントのほうも再開していくわけなんですけれども、これからそういった小さなお子様連れの

観光客の方とか多く来ることが十二分に見込まれますので、そういった上ではそういったこと

も各実行委員会のほうで前向きに検討していかなければならな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） 今、どうしてもコロナ禍ということで、なかなかお祭りという実行委

員会の方々が大きくやれないという状況ではあるんですけれども、やはり桜まつりもしかりで

すけれども、多くの方がやはり船岡城址公園に来ていらっしゃっています。昨日も私、散歩が

てら行ったんですけれども、結構お散歩がてらの方たち、あと小さいお子さんを連れた方とか

結構来ていて、トイレも見たときにも多機能トイレ、多目的トイレですか、そちらがベッドが

あるので安心しておむつ替えだったりできるのかなと思っております。 
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  ただ、基準がないということでしたので、そこもせっかくある、入り口にはベビーベッドの

絵がピクトグラムというんですか、あって、ここでできますよとはなっているけれども、やは

りそういったところも赤ちゃんの駅として、町として子育て応援しているよというところでや

ってもいいんではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（亀井和招君） 先ほど槻木生涯学習センターの際も答弁させていただきまし

たけれども、既にそう設置されてあるところも、今後赤ちゃんの駅として登録して周知できる

ように努めていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ぜひ、特にイベントのときは、若いお母さん、子連れの方たちも結構

来ますので、お願いしたいと思います。 

  では、子ども家庭課の一角にということで質問させていただいたんですけれども、今後一時

的なスペースとしてアニメーション視聴できるということがあったんですけれども、私はそれ

も大事だと思うんですけれども、そうではなくて子ども家庭課の前のあそこのスペース、割と

殺風景なのかなと思うので、もうちょっと何ていうんだろう、子どもたちが喜ぶようなと言っ

たらあれですけれども、お母さんたちがもちろん行くときには何かしらおもちゃを持ってきた

り、あと塗り絵とかで対応しているということなんですけれども、例えばあそこの隣に簡易ベ

ッドがあるだけでも、お母さんたちも安心して相談に行くことができるのかなと思うんですけ

れども、それに対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（亀井和招君） 確かにスペースはあるんですが、あくまでもあそこは動線、

通路になっていますので、そういう常設的なものを準備するのは難しいかなと思います。 

○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） 町としても今後の子育てと考えたときに、子ども連れでも安心して行

けるような施設対応というのはもちろん大事ですし、あと例えば授乳スペースどこですかと職

員の方に聞いたときに、そこです、ここですと説明というか、ご案内していただけるような環

境というのは、先ほどもお祭りの時期にそういった対応していますよというのは、子育てして

いるお母さん方からしたら本当に心強いというか、安心して外出できるきっかけにもなると思

います。 

  あと、いろいろ今後ステッカーとかで周知していただけるということですので、お願いし
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て、最後に、年々出生率というのは減少している状況です。子育てに優しいまちづくりという

ことを進めていく上で、今回、赤ちゃんの駅ということを質問させていただきました。本当に

小さなこと、今やっていることでとてももったいないな、無駄だなと思うことがあって今回質

問させていただきましたので、町長答弁でもありました、課長からも答弁いただきました、今

後周知に向けてしっかり取り組んでいただければなと思い、大綱２問目に移らせていただきま

す。 

  大綱２問目なんですけれども、前向きに検討していきますということでご回答いただきまし

たけれども、私も名取市と白石市、蔵王町、見に行ってきました。雑誌の表面にはその企業、

裏面のところにはＡ４サイズの企業広告が載っていました。今後検討していっていただけると

いうことですので、その中でさらに雑誌を取ると、本棚の後ろにもその企業の広告が載ってい

ました。だから、いつでもどこでも目に触れるような状態でした。あと、蔵王町の図書館で

は、入り口のところにこの雑誌を協賛しているスポンサーですよという案内もありました。そ

ういったことを導入するということも考えられると思うんですけれども、今後導入に向けて検

討するということですので、そういったことも考えていただきたいなと思いまして質問いたし

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 雑誌スポンサー制度の導入ということなんですが、やはり先

に調べましたのは近隣の名取市、白石市、蔵王町ということで、まだ私の場合、ネットで調べ

たところで現場に行けなかったんですが、ぜひ現場の図書館のほうに伺って見させていただい

て、柴田町でも参考にできるところはしていきたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） その際になんですけれども、やはりスポンサーを探す方法というのが

一番重要になってくるのかなと思います。私もネットで調べたところでは、町でホームページ

でスポンサーを募集しています、図書館でスポンサーを募集していますといっても、なかなか

手を挙げていただけるところがなかったと。それこそ図書館長さんが各企業を回ったり、団体

を回ったりというところで、大変なご苦労をされて何とか何社か見つけたという話も聞いてい

るんですけれども、今ちょうど商工観光課の課長もいらっしゃるんですけれども、例えば商工

会とか各種団体、いろいろ柴田町ありますので、商工会でこの町でいろいろお店やっている方

とかに、そういったものがあるんですよというのを周知していただけるような形というのは取

っていただけるのでしょうか。 
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○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（天野 敬君） その点、商工会とか関係団体のほうと共有をしまして、やはり

そういった部分も必要な部分かと思いますので、ぜひ前向きに検討していきたいと。まずは、

関係機関と共有を図ってまいりたいなと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） ぜひ、多くの企業さんが手を挙げていただけるように進めていってい

ただきたいと思います。 

  あと、町民の方にもなんですけれども、こういったものがあるよというのをやはり周知する

ことが大事かなと思います。図書館ではホームページを持っておりまして、いろんな行事だっ

たりを周知されていますけれども、町でもそういったところをＰＲしていくとか、あとは今、

ＬＩＮＥ、メール配信サービス等々、情報発信できる場所もあります。これは企業だけではな

くて、団体とかでもいいというふうにしているところもありますので、一概に企業だからとい

うことではなくて、そういったいろんな方々に図書館を応援しているんだよというところを示

していただけたらいいのかなと思うんですけれども、そういったところの活用、周知の方法と

いうのは、もし今の段階で考えていたらお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（大宮かつ子君） 私も４月から生涯学習課で図書館行ってみたんですけれども、

あんなに見られる雑誌がたくさんあるというのも、実際私も分かりませんでした。閲覧もでき

ますし、あとはバックナンバーといいますか、前のものであれば10冊であれば貸出しもできる

という話だったので、雑誌、週刊誌ですとお金もかかってしまうんですけれども、図書館とか

に行けばいろいろな雑誌が読めるんだなということがまず分かりました。私も分からなかった

ので、そういうものをもっとＰＲできればいいかなと思いますし、あわせて、今回来年からそ

ういうスポンサー制度が始まるのであれば、そういうふうに企業さんを応援していきます、協

力していきたいですということを、なお、併せて周知できるようにしていければいいのかなと

思いました。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 心強いお言葉ありがとうございました。私も、そういった面ではいろ

んな面で協力していきたい。企業さんとかにも声がけして、少しでも柴田町の図書館、これか

ら建設の計画も進んでいくとは思いますけれども、その前にソフト面的なところ、柴田町の図

書館ってこういうことやっているんだよ、ああいうことやっているんだよということをやっぱ
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りどんどんしていかなくてはいけないのかなと思っております。 

  最後に、社会貢献に企業や市民が参加できる支援づくりということで、今回雑誌スポンサー

制度というのは非常に有意義なものなのかなと思っております。それによって地域での図書館

の存在感というのを高めていくことにもつながりますし、図書館の利用の促進、もちろんスポ

ンサーになったらどういうふうに掲示されているのかというのをやっぱり見に行きたくなりま

すよね。そういったところで図書館に足を運んでいただく方というのも増えていくのかなと思

います。 

  ホームページ上とかにも、その協賛している企業・団体の掲示というか、していくことも大

事ですので、そういうところも今後検討の一つの中に入れていただいて、来年からいいスター

トができるように進めていっていただきたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（髙橋たい子君） 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。 

  午後１時再開といたします。 

     午前１１時５４分  休 憩 

                                            

     午後 １時００分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  16番白内恵美子さん、質問席において質問してください。 

     〔16番 白内恵美子君 登壇〕 

○16番（白内恵美子君） 16番白内恵美子です。３問質問します。 

  １問目、図書館建設は国の補助を活用し大きく前進を。 

  令和３年度３月会議において、図書館建設に関する大坂議員の一般質問に対し「立地適正化

計画を策定公表した市町村は、国土交通省が所管する都市構造再編集中支援事業の支援を受け

ることが可能、国の補助率は、都市機能誘導区域であれば原則２分の１。図書館建設事業は立

地適正化計画に基づき都市再生整備計画を策定し国に提出することで交付金事業として取り組

むことが可能」との答弁でした。 

  ５月31日、柴田町立地適正化計画が公表されました。今こそ、住民が待ち望んでいる図書館

建設への第一歩を踏み出すときだと考え、次のとおり提案します。 
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  １）立地適正化計画公表後の図書館建設に向けたスケジュールを伺う。 

  ２）都市再生整備計画を策定する際は、国の補助率２分の１を確実に取得するため、アドバ

イザーとして図書館建設に長けている専門家や、にぎわい創出を提案できるまちづくりの専門

家の招聘を。 

  ３）旧来の図書館は図書の貸出し中心だったが、最近の図書館はまちづくりの中核機関へと

大きく変化している。図書館は、あらゆる情報の収集・発信の拠点、創作活動や発表の場、観

光やまちづくり、健康寿命延伸の拠点、人材育成の場、出会いの場、住民の居場所など、可能

性に満ちた場所である。柴田町としても、図書館を今後のまちづくりの中核機関として位置づ

けるべきでは。 

  ４）図書館建設の基本計画策定の前に、計画づくりに多くの住民が参加できるよう、あらゆ

る世代を対象とした研修会やワークショップの開催を。 

  ５）司書がチームで力を発揮するには、図書館サービス計画の企画・立案を含めた専門的研

修を受けた人材が必要である。国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、図書館経

営の中核を担うリーダーとしての力量を高めることを目的に、毎年、図書館司書専門講座を開

催している。主な研修内容に、「持続可能な社会の実現に向けた取組」、「図書館はＳＤＧｓ

の達成にどう貢献できるのか」、「図書館を核としたまちづくり」、「図書館とともに創る地

域の未来」などの項目もある。柴田町図書館司書が受講することを提案する。 

  ２．ヤングケアラー支援体制強化事業の早期実施を。 

  厚生労働省は令和４年３月31日、知事や市区町村長宛に「ヤングケアラー支援体制強化事業

の実施について」を発出しました。４月１日から適用の「ヤングケアラー支援体制強化事業実

施要綱」には、事業内容として、ヤングケアラー実態調査・研修推進事業と、ヤングケアラー

支援体制構築モデル事業があります。事業実施の際には国が補助するとのことですが、柴田町

ではどのように事業を展開するのか伺います。 

  １）厚労省は４月７日に小学６年生の実態調査を公表した。6.5％が世話をする家族が「い

る」と回答している。令和３年度３月会議において、私が宮城県の実態調査に対する柴田町の

回答を質問したところ、「柴田町にヤングケアラーと思われる児童はおりません」との答弁だ

ったが、その後の１か月で状況が一変したのではないか。現在の町の考えは。 

  ２）令和３年３月に国が実施した調査では、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％だった。ここに小学６年生の6.5％を加えて、この

割合を柴田町の小学６年生から高校３年生までの人数に当てはめると、柴田町におけるヤング
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ケアラーの推定数は何人になるのか。 

  ３）柴田町として、ヤングケアラー実態調査・研修推進事業に、どのように取り組むのか。

実態調査・把握はいつまでに、どのような方法で行うのか。また、関係機関職員研修は早急に

行うべきと考える。関係機関は多岐にわたるが、特に教職員、教育委員会、スクールソーシャ

ルワーカー、スクールカウンセラーの研修を急ぐべきでは。 

  ３．台風19号後の水害対策の進捗状況は。 

  柴田町では、令和２年３月に「令和元年東日本台風（2019）台風19号等による被災状況及び

対応」を作成しました。その冊子の最後に、今回の主な反省事項と今後の災害に備えての対応

が掲載されています。あの甚大な被害から２年７か月が過ぎました。この間に災害に備えての

対応がどこまで進んだのか。掲載されている「今後の災害に備えての対応」に沿って伺います。 

  １）河川環境の改善について。 

  ①阿武隈川の中州や樹木の撤去を国に要望したとあるが、撤去すべき中州や樹木の何％が撤

去されたのか。撤去は何年計画で行うのか。工程表は作成されているのか。 

  ②白石川のしゅんせつを県に要望したとあるが、しゅんせつの全体計画が見えない。どのく

らいの規模を何年計画で行うのか。現在、何％が終了したのか。 

  ③阿武隈川及び白石川の河道拡幅のためのしゅんせつを要望したとあるが、どのくらいの規

模を何年計画で行うのか。古河水門付近の河道はかなり狭まっていることから、河道拡幅は早

急に必要と考える。 

  ④古河水門への排水機場整備を国や県に要望したとあるが、国や県の回答は。 

  ⑤町が行うべき用排水路のしゅんせつ計画は作成しているのか。現在、しゅんせつすべき箇

所の何％が終了したのか。 

  ２）情報発信について。 

  ①野外拡声機をデジタル化し、遠隔操作で避難情報等を発信するとあるが、どの範囲まで聞

こえるのかの調査を行うべきでは。聞こえない地区の住民への情報伝達はどのように行うのか。 

  ②河川の決壊が起こる危険性が高まった場合には、避難指示（緊急）発令時にサイレン音で

周知するとあるが、住民への周知が不十分なのでは。 

  ３）避難所の運営等について。 

  ①避難２日目以降の水や食料を避難所に常備するとあるが、どのような食料を何人分、何日

分の備蓄をしているのか。乳児用のミルクやおむつは備蓄しているのか。 

  ②各行政区で備蓄している分を把握しているか。 
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  ③避難所へのポータブル発電機の配備は進んだのか。 

  ４）町は、令和３年３月に「柴田町国土強靱化地域計画」を策定している。その中の「第５

章 計画の推進管理 第１節 施策ごとの推進管理」に、「施策プログラムの推進に当たって

は、庁内の所管部局を中心に、国や宮城県等との連携を図りながら、個別の施策ごとの進捗状

況や目標の達成状況などを継続的に検証し、効果的な施策の推進につなげていく」と明記され

ている。台風19号の「今後の災害に備えての対応」についても、同様に行うべきと考える。進

捗状況や目標の達成状況、検証結果を住民に分かりやすい形で示すべきでは。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目の２点目まで、町長。１問目の３点目から５

点目まで、教育長。２問目、３問目、町長。最初に、１問目の２点目まで、町長。 

○町長（滝口 茂君） 白内恵美子議員の図書館の関係でございます。 

  １点目と２点目関係がありますので、一括してお答えいたします。 

  町政報告で申し上げましたとおり、柴田町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画につ

いては、５月31日に計画書の公表を行ったところです。この段階では、都市構造再編集中支援

事業を実施する要件を満たしたにすぎません。今後、国の交付金を活用する場合は、都市再生

整備計画書を作成し、国へ提出する必要があります。 

  都市再生整備計画書は、３年から５年間の期間の計画となります。国に提出する際には、立

地適正化計画に基づき、都市の再構築を行うために、国が定めた様式に、実施する事業、区域、

目標、期間、全体事業費等の14の項目について記載する計画書となります。この計画書は、計

画区域全体の事項について記載することになり、図書館建設はその中の一つの事業として盛り

込むことになります。あくまでも、分厚い計画書を作るのではなくて、町から通常行っている

国に提出する申請書とお考えいただきたいと思います。 

  スケジュールといたしましては、事業を実施する前年度の12月まで、ですから来年度実施す

るには今年の12月までに国との間で都市再生整備計画書、申請書の事前協議を行います。協議

が調いましたら計画書を国へ提出し、３月に国の予算内示の通知を受け、翌年令和５年４月か

ら事業が実施できるようになるものです。ここをきちっと押さえていただかないと議論がかみ

合いません。 

  なお、都市再生整備計画における計画区域は、立地適正化計画における都市機能拠点である

船岡地区の都市機能誘導区域・居住誘導区域を範囲としたいと考えております。その中で、図

書館建設予定地と既存の「しばたの郷土館」を含めたエリアと隣接する船岡城址公園を含めた
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２つの交流拠点と船岡市街地を一体化し、にぎわいの再生につながる仕組みづくりが必要とな

ってきます。その際には、都市再生に精通した専門家の協力をいただきながら、事業に取り組

んでいきたいと考えております。 

  また、立地適正化計画公表後の図書館建設のスケジュールについてですが、令和３年１月の

議員全員協議会において、令和８年度以降に、老朽化している船岡公民館との複合施設として

新設を検討すると説明をしております。今後、都市構造再編集中支援事業の着手時期に合わせ

て、（仮称）新図書館建設検討委員会を立ち上げることになると考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 次に、１問目の３点目から５点目まで、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 白内恵美子議員の３点目、図書館のまちづくりの位置づけについてお

答えします。 

  図書館は本の貸出しはもちろんですが、資料や情報を入手できる「知の拠点」として、住民

の生涯学習を支える事業を行っております。また、年齢や性別、国籍を問わず、誰でも無料で

利用できる場所、人と人とが交流できる場所として、その機能はまちづくりにとってとても重

要だと思っております。 

  今回の都市再生整備計画の中では、既存の「しばたの郷土館」の施設である「思源閣」や国

宝「如庵」を模して造った茶室である「如心庵」と新図書館を一体的に活用することで、地域

の歴史・文化の情報発信エリアとするとともに、柴田町のシンボルである桜に関する情報拠点

として、国内外に情報発信することができれば、多くの方が興味を持ち、柴田町を訪れること

で関係人口を増やす機会になるのではないかと考えております。 

  ４点目、研修会などの開催についてです。 

  毎年、新図書館整備調査事業費として予算を計上し、町民を対象とした講演会やシンポジウ

ムの開催、職員の図書館総合展などへの研修視察を行っております。平成30年度には、「未来

の図書館考えませんか」というテーマで中学生も含めたワークショップを開催し、どんな図書

館が欲しいのかなど、多くの意見をいただいております。 

  今後も、多くの町民に参加してもらえるような研修会やワークショップを企画、開催し、新

図書館建設について幅広い年代の方々からの意見を取り入れたいと考えております。 

  ５点目、図書館司書専門講座の受講についてです。 

  司書のスキルアップを図るための研修会には、なるべく多くの職員が参加するよう配慮して

おります。令和３年度は、文化庁、国立国会図書館、宮城県図書館などが主催する研修会14件

に参加しております。そのほかに、柴田町図書館内で接遇研修会など５件を実施し、職員の資
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質向上に努めております。また、ＳＤＧｓに関連した研修としましては、障がい者サービスに

ついての内容を受講しております。 

  国立教育政策社会教育実践研究センターでの令和４年度図書館司書専門講座は、今年度は既

に締め切られておりますので、次年度以降の参加を検討したいと考えております。 

  現在はコロナ禍ということもあり、オンラインでの研修会も多く開催されております。今後

も、多様な研修会などに参加することで、職員の資質の向上に努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、２問目、３問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） ヤングケアラー関係でございます。 

  令和３年度の３月会議でも同じような質問がございました。重複するかもしれません。 

  まず１点目、１か月で状況は変化したのかという点と、それからこれも前回質問あったと思

うんですけれども、国が調査した回答を柴田町に当てはめたら何人になるのかということでご

ざいます。 

  まず１点目、町内の３中学校に通う中学２年生の生徒は約320人です。国の調査の割合5.7％

を当てはめると、約18人となります。町内の６小学校に通う小学６年生の児童数は約310人で

す。国の調査の割合6.5％を当てはめると、約20人となります。高校２年生につきましては、

町として生徒数を把握しておりません。 

  今年度から設置した子ども家庭総合支援拠点の職員が、町内小中学校９校を４月から５月に

かけて訪問し、不登校、遅刻が多い、宿題をしてこないなど、ヤングケアラーと心配されるケ

ースを含めた気になるケースについての情報共有を図りました。その際、ヤングケアラーと思

われる児童の情報はありませんでしたので、現時点ではないとは考えておりますが、今後も継

続して情報共有を密に図り、状況の把握に努めてまいります。 

  ３点目、ヤングケアラーの実態調査・研修事業等でございます。 

  実態調査につきましては、前回もお答えしましたが、令和５年度からの「（仮称）第２期子

どもの未来応援プラン」を策定するに当たっての子どもの生活に関するアンケートを今年度行

いますので、ヤングケアラーに関する内容も含めて実施する予定です。 

  関係機関職員研修につきましては、県において、市町村、学校、スクールソーシャルワーカ

ー、スクールカウンセラー、介護事業者、障がい者事業者及び医療機関等の職員を対象とした

圏域ごとの研修会を実施する予定ですので、広く周知し、研修の受講を促したいと思います。 

  また、今年４月に策定した気になるケースへの対応方法を共通マニュアル化した「柴田町児
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童虐待対応共通マニュアル」を町内小中学校９校に説明しながら配付し、情報共有の強化を図

っているところでございます。 

  ヤングケアラーを含めた気になるケースについては、これからも関係機関と常に情報を共有

し、必要な支援ができるよう継続して連携を図ってまいります。また、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、今後も、福祉、介護、医療、教育機関等と気づき

を共有して、相互の連携をさらに強めてまいります。 

  続きまして、台風19号の水害対策、これも何度も回答しておりまして、重複する可能性があ

りますが、随時お答えをしてまいります。 

  １番から４問までございました。１点目については３問ございますので、一括してお答えい

たします。 

  まず、国や県に照会したところ、回答いただいております阿武隈川・白石川における国の事

業としては、１つに、平成31年３月に定めた阿武隈川下流河川維持管理計画（平成31年から令

和５年度まで）、２つに、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年か

ら令和２年まで）、３つに、令和元年東日本台風（台風19号）による阿武隈川の水害を踏まえ

た「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」（令和元年から令和６年度まで）に基づき事業を実

施していると、国土交通省仙台河川国道事務所から回答をいただいております。国の回答でご

ざいます。 

  回答の内容としては、１つに、河道堆積土砂の撤去及び樹木伐採については、河道の流下能

力や河川管理施設とその周辺等への影響を評価し、これらに悪影響を及ぼすと判断された場合

に随時実施しておりますので、白内議員が言うように、計画に対して何％終了しましたとの回

答は難しいと回答をいただいております。 

  ２つに、中州の撤去については、白石川合流点から下流部の阿武隈川に架かる槻木大橋周辺

の中州を対象として、おおむね７万立方メートルの河道堆積土砂撤去を実施しているとのこと

でございました。 

  ３つに、河道掘削につきましては、白石川合流地点から上流部の丸森町まで、おおむね70万

立方メートルについて、令和元年度から令和６年度までの事業期間で実施する計画になってい

るとのことでございました。 

  次に、白石川における宮城県事業についてですが、令和７年度までの国土強靱化予算を活用

し、流下を阻害している箇所について、堆積土砂の撤去を実施しているとのことでございまし

た。柴田町においては、令和２年度から令和３年度までの２年間で、さくら船岡大橋上流の古
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河水門付近周辺や柴田大橋の上流約200メートル区間について、約2,000立方メートルのしゅん

せつが完了したとのことでございました。 

  特に古河水門付近については、令和２年度に河道掘削や清掃、支障木の伐採、のり面工事を

行っており、今後も堆積状況を確認しながら適切に対応してまいりますとの回答をいただいて

おります。 

  なお、古河水門付近の河道拡幅については、明確な場所をお示しいただければ、改めて宮城

県に対し、さらなる要望があった旨を伝えてまいりたいと思います。 

  ４点目、古河水門の排水機場の要望結果でございます。 

  国や県からは、自ら事業主体となり排水機場を整備するのは、今の時点ではなかなか難しい

旨の回答をいただいております。しかし、一般質問の回答で何度もお答えしておりますが、現

在行われている阿武隈川下名生地区河川改修事業、これは堤防の整備でございますが、国に要

望を始めてから20年もの歳月を要しておりますので、たとえ国の直轄事業であったとしてもす

ぐに取り組むことは難しいことをご理解いただきたいと思います。 

  また、町で行っている鷺沼調整池の整備事業が事業採択されるまでに、私が要望を始めてか

ら７年の歳月を要し、ようやく平成26年度から工事に至った経緯もありますので、今後も、早

期に設置ができるよう、粘り強く国や県に要望してまいりたいと思います。 

  ５点目、町が行う用水路のしゅんせつ計画です。 

  １つに、普通河川五間堀川などの７つの河川のしゅんせつについては、令和２年度から令和

６年度まで５年間、緊急浚渫推進事業計画を策定し、しゅんせつ事業を始めているところです。

令和３年度末での事業費ベースでは、約51％の進捗率となっており、令和４年度末においては、

約70％の進捗率となる予定でございます。 

  ２つに、用排水路しゅんせつ計画については策定しておりませんが、毎年、土砂の堆積状況

を確認し、水流に影響があると判断した場合に、随時実施しております。 

  また、台風19号を教訓に、町が管理する槻木旧用水路は、令和２年、令和３年としゅんせつ

を実施して、水路機能を確保しております。加えて、しゅんせつのほか、水路擁壁の転倒防止

対策として、切りばりの設置や隧道内のカメラ調査を実施し、排水機能の維持や確保の安全対

策を行っております。 

  ３つに、都市下水路及び地区外排水路のしゅんせつについてですが、しゅんせつ計画は作成

しておりません。毎年、維持管理として水路周りの草刈りを行っており、その都度、水路内の

土砂の堆積状況を確認して、排水機能の低下が起きないように努めております。 
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  昨年度は、大原都市下水路と古河都市下水路で一部堆積が見られた箇所について土砂撤去を

行ったほか、地区外排水路沿いの柴田町地域福祉センター前の支障木伐採を行っております。 

  ２点目の情報発信についてでございます。 

  何点かございました。随時お答えをいたします。 

  令和３年７月から野外拡声機は、防災行政無線のデジタル化事業により、役場内の統制局か

ら一斉放送ができるようになりました。 

  現在、野外拡声機は、従来から設置していた17か所に加え、役場庁舎と太陽の村に高性能ス

ピーカーを増設し、計19か所となっています。従来の野外拡声機のスピーカーは直線距離で

300メートル先まで届くのに対し、高性能スピーカーは約600メートルから１キロメートル先ま

で届く仕様となっております。 

  しかしながら、野外拡声機をデジタル化しても町内全域をカバーできるようにはならないた

め、現場において拡声機の聞こえる範囲の確認調査を今年度中に終えたいと考えていたところ

でございます。 

  また、降雨時などにおいて、気密性の高い住宅内では、野外拡声機が聞き取れない場合があ

りますので、その際は、声掛けネットワークの運用や、エリアメール、防災ラジオ、行政区長

や消防団幹部に貸与している移動無線機、登録制メール、ＬＩＮＥ、テレビ・ラジオなどを使

用し、情報を伝達してまいります。 

  次は、サイレン音の関係でございます。 

  令和３年５月20日に災害対策基本法の一部が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示に一

本化されました。具体的には、警戒レベル３「高齢者等避難」、警戒レベル４「避難指示」、

警戒レベル５「緊急安全確保」となり、これに伴い、町では、警戒レベル４「避難指示」発令

時にサイレンを併せて放送することにしています。 

  今後は、柴田町自主防災組織連絡会、出前講座及びお知らせ版などのあらゆる機会等に、堤

防決壊が起こる可能性が高くなった際には、野外拡声機等を通じてサイレンを鳴らして周知し

てまいります。 

  ３点目、避難所の運営についてでございます。 

  まず、備蓄品でございます。９つの優先避難所には、それぞれ、アルファ米100食、パン180

食、飲料水は２リットル６本入りの箱で10箱から20箱、ビスコは360袋を備蓄しております。

また、乳幼児用のミルクについては20袋、おむつは40枚を備蓄しております。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、通常の収容人数から減らしているところ



５１ 

ですが、全体で収容人数940人、おおむね１日３食分の備蓄をしているところです。 

  各行政区の備蓄品ですが、町から自主防災組織に配付している防災資機材については把握し

ております。具体的には、発電機・投光機セット、カセットボンベ、メガホンなどがあります。

また、各行政区が所有しているトランシーバーの保有台数や活動状況についても「自主防災組

織活動状況報告」により報告を受けて把握していますが、飲料水などの備蓄食料品は把握して

おりません。 

  ３点目、避難所へのポータブル発電機の配備は進んでいるかということでございます。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、優先避難所を６か所から９か所に拡大し

たことに伴い、令和２年度にポータブル発電機を３台購入し、追加避難所である槻木小学校、

船岡中学校、柴田高等学校に配備いたしました。 

  ４点目、台風19号の今後の災害に備えての対応の進捗状況や目標達成、検証結果を住民に分

かりやすい形で示すべきではないかについてですが、台風19号の反省や教訓から「今後の災害

に備えての対応」をまとめました。 

  具体的には、①として河川環境の改善ということで、４つの対応策です。主なものは、阿武

隈川や白石川のしゅんせつ、古河水門への排水機場の整備などでございます。２番目の強制排

水ポンプの設置、３つの対策を講じておりまして、排水ポンプの増設のことでございます。情

報発信につきましては４つの対策を行っております。主に防災無線や屋外拡声機のデジタル化、

サイレンの問題でございます。４つ目、避難所の運営については３つの対策を講じております。

これは水や食料の確保の問題です。５つ目、自動車の避難場所については２つの対応策を掲げ

ております。これは駐車場の確保でございます。道路情報、１つの対応策。その他として２つ

の対応策として、国土強靱化地域計画の策定と水防災意識の向上マニュアルの作成になってお

ります。 

  これが柴田町で行う今後の災害に備えての対応と、合計７項目、19の対応策を掲げておりま

す。そのうち、町が対応すべき15の対応策につきましては、これまで実施済みであり、既に広

報しばたや区長会、自主防災組織連絡会、婦人防火クラブ連合会等で、随時分かりやすくお知

らせをしております。 

  一方、国や県が行う河川環境の改善に関わる４つの対応策の進捗状況等については、先ほど

お答えしましたように、町で把握することは困難でございます。 

  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。 
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○16番（白内恵美子君） 最初に、図書館建設についてです。答弁では、都市再生整備計画書の

事前協議は事業を実施する前年度の12月までに提出をして、それから事前協議ということで、

今年の12月にまでに提出するということでよろしいんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 次年度から事業をスタートするということであれば、今年度の

12月まで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。 

○16番（白内恵美子君） では、町ではいつ提出予定でしょうか。 

○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（池田清勝君） 現在調整中でございます。協議をしているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） いつ頃それが決まるんでしょうか。協議結果はいつ頃になるんですか。 

○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（池田清勝君） 図書館の建設ということも事業内容にはございますので、教育

委員会のほうとも常時協議を今もう既に行っているところでございますので、協議が調い次第

ということにはなると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 前年度の12月までに提出して翌年度の４月からということであれば、

来年度というのは無理かもしれないけれども、再来年度からは取り組める可能性がすごく高い

と思うんですが、そういう見方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。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 確かにそのとおりでございます。ただ、この立地適正化計画な

んですけれども、策定をしている市町村が、まだ古川市と柴田町ということになっております

ので、交付金の配分が現時点では早ければ早いほどもちろんほかの自治体との競合がないとい

うことにはなりますので、早めの計画の提出ということでは考えていきたいと考えておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） ちょっとお待ちください。今、都市建設課長、古川市とおっしゃいま

した。大崎市ではないでしょうか。 

○都市建設課長（池田清勝君） 大変失礼をいたしました。訂正をさせていただきます。大崎市

でございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 補足で町長、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） 立地適正化計画に基づく都市再生整備計画、これはあくまでも、先ほど

申しましたように国に申請書、通常やっている申請書に14項目を立てなければならないという

ことで、図書館を造るための計画書ではありません。あくまでもこの柴田町船岡地区の都市の

再生、それをいろんな都市施設を誘導することによって活性化するという大前提がございま

す。そのためには図書館一つだけでは活性化できません。そのときに道路の整備、それから住

宅の整備、それからソフト事業で公共交通の足の整備、そういう複合的なことを予算事業とし

てのせなければなりません。 

  適当にのせるわけにいかないので、図書館の建設、例えば12億円と言っていますが、町営住

宅何ぼかかるの、道路整備何ぼかかるのと、そういう具体的な事業をのせなければならない計

画、要するに公共事業をこれから５年間の間にこういう事業を柴田町でやっていきますという

計画でございますので、そう簡単に財政計画と連動しないわけにはいかないので、時間がかか

るというのはそこでございます。ですから、私の頭の中には競争相手が今のところ町ではほか

にありませんので、なるべくこの５年間にやれる事業を集約して、図書館は必ず入れますけれ

ども、図書館だけでは多分通らないと思いますので、ほかに何か町全体を活性化するための都

市施設の再整備計画、それを盛り込んでいきたいなと今検討しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） そうしますと、図書館は図書館でどういう図書館を造っていくかとい

うのはもう今から取り組んでいかないと駄目だと思うんですね。柴田町としては、結構図書館

を造るとなると、教育委員会、図書館職員が中心になってというふうに考えているかもしれま

せんが、図書館というのは本当にまちづくりの拠点になる、住民がまちづくりに関わる一番の

そこに集まる施設になるわけです。それで、その図書館のつくり方について載っている資料を

調べてみたら、ちょうどいいのが最近出ました。 

  これは「市民とつくる図書館」、青柳英治さんという方が編著なんですけれども、住民が参

加、協働して図書館を造って、運営にも協働していく。図書館だけがやるんではないんですね。

町全体が関わって、住民を巻き込んで一緒になって図書館運営を行っていく。だから、造ると

きも、最初の段階から住民が参加、参画していくことが大事なんです。どうも今までの答弁と

かでも、何か町がある程度セッティングして、ある程度できてから住民の意見を聞きますよみ

たいな感じになってしまうんですけれども、そうではなくて、今の段階、図書館については土
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地はありますけれども、中身については白紙の状態ですから、ですから、国土交通省の補助金

がいつになるか、それは置いておいて、ぜひもちろん２分の１補助獲得しなければならないん

ですけれども、置いておいて、図書館は図書館でやっていく。そのためには、例えばこういう

本も出ています。 

  それから、最近「公共図書館を育てる」とか、「行政マンとして図書館員が忘れているこ

と」とか、本当に最近出た本なんですが、この図書館員が忘れていることというのも、図書館

の職員だけが読むんではなくて、本当に行政に携わる人たち全員に関わってくるなと思って私

は見ています。ですから、住民が参加、参画するための方法というのを今探って、今から取り

組むべきではないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 図書館を実現するには、前提条件があるんだということなんですね。そ

の一番の前提条件はこの都市再生整備計画を国に認めてもらうと。事業項目に、その中に図書

館というのが入っているもんですから、まずそこをつくるだけでも相当のエネルギーが要りま

す。都市計画のプランナー、そういう方のアドバイスも受けて、そして柴田町らしい都市づく

りで、おかげさまで柴田町はこの前身のまちづくり交付金を使って、事業計画で採択されてい

る実例がございます。まちづくり交付金で造ったのは、町なかを楽しく歩くということで実は

千桜橋、あれが実はこの都市再生計画の前身でございます。ですから、柴田町は経験がござい

ますので、この都市再生整備計画に柴田町がやるべき５年間でやれる事業を盛り込んで、まず

来年度に内示をもらえば、次の段階で図書館の具体的なつくり方に行けるということでござい

ます。 

  ですから、限られた職員で今相当コロナの対策で職員は大変な状況でございますので、まず

は一つ一つこの都市再生整備計画というのをつくって、都市構造再編集中支援事業に乗っかれ

るようにすると、これを一番の目的にしなければ、幾ら計画書をつくっていても、12億円の２

分の１、６億円、できない図書館の議論をしていても、逆にいつになったらできるのとこうな

りますので、この計画さえ認めてもらえれば次のステップに行けるんだということをご理解い

ただきたいと思っております。 

  柴田町のまちづくりのモデルとなるのは、これまでやってきたことの積み重ねということで、

コンパクトシティとウオーカブルなまちづくり、歩いて楽しいまちづくりということをずっと

やってきました。花のまち柴田ということで、その延長線上に船岡城址公園と図書館のあのエ

リアの再開発、それから新栄通線にポケットパークを造る。今度は東のほうに体育館ができま
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すので、これを中央に情報センターを設けて市街地を活性化しますと、そういうシナリオづく

りを国が求めているんですね。 

  そこで事業項目の中に図書館が認められれば、次の段階で、今度は具体的にその事業に補助

金がつくように都市構造再編集中支援事業というのに乗っかれる、このシナリオどおり行くの

で、途中でまだ認められるか認められないか分からないうちに、図書館の建設はその後でやる

わけですから、そこをご理解いただきたいと思っております。ですから、図書館づくりの計画

ではないんだと、あくまでもこの都市再生計画、そちらのウエートを置いた対応策が必要なん

だということをご理解いただきたいなと。それを通れば、具体的に図書館建設に一歩も二歩も

前進するという考え方でぜひお願いし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。 

○16番（白内恵美子君） 2018年に、私が図書館総合展の「図書館整備によるコンパクトシティ

の実現」という分科会に参加したときに、国土交通省の説明では、「都市再構築戦略事業に採

択された90事業のうち半数以上が図書館だった。皆さん、図書館建設はこの事業を使ってくだ

さい」というふうに宣伝していました。ですから、柴田町も図書館は単なる一つのものという

ふうに考えるんではなくて、図書館整備によるコンパクトシティの実現という考え方もやって

いくべきではないですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） その考えを入れていくということが柴田町の特徴ですが、それだけでは

91の事業をやっているということは、もう既に手あかがついているということなので、私とし

ては図書館のエリアと市街地を歩くウオーカブルなまちづくりをセットした形で、公園整備と

併せてやっていくのが、逆に言うと柴田町の特徴として採択される可能性があるんではないか

なというのが通常の政策ベースでございます。この政策ベースだけでは、普通、政治的にうま

くいきませんので、あとは別なルートでしたいなと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 町長は町政だよりの５月号に、「成長は発展へのステップアップ」と

のタイトルで、次なる大型プロジェクトに着手しますと、１番目に新しい図書館の建設を挙げ

ました。これを読まれた図書館を待ち望んでおられた方々は、やっと町長が図書館に着手する

と、大変喜び期待しているところです。20年待ち続けた方を決して裏切ることのないよう、こ

の20年で培った経験と創造力をフル稼働させ、図書館建設へ向け、真っすぐに取り組むべきで
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はないでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めますか。（「はい」の声あり）どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） おかげさまで、都市計画マスタープラン・立地適正化計画、３年前に議

員から提案されてここまで来ました。あとは、12月にこの図書館を盛り込んだ計画が認められ

れば、もう事業が始まるということになります。ですから、12月にこの都市再生計画が認めら

れるように、職員、いろんな専門家の意見を聞いて、申請書14項目きちっと書いて、あとは正

式ルートと別ルートも使わせていただいて、政治的に、何とか採択されるように努力をしてい

きたいと思います。 

  以上です。 

○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。 

  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日午前９時30分再開といたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後１時５２分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大山 薫が記載したものであるが、その内容に相違ないことを

証するためここに署名する。 
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