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     午前９時３０分  開 議 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は18名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  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 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。 

  ７番安藤義憲君、質問席において質問してください。 

     〔７番 安藤義憲君 登壇〕 

○７番（安藤義憲君） ７番安藤でございます。大綱１問質問させていただきます。 

  １．安心した生活を過ごすために。 

  町によるメール配信サービスでは、町内各地で発生した不審者、つきまといなどの事案が配

信され、令和３年度に７件、令和４年度はこれまでの間に３件が配信されました。 

  これらの事案に対し、巻き込まれる被害者は町民であり、児童生徒であり、女性です。また、

事件が発生している時間帯を見ると、夕方と午後３時前後に発生しており、児童生徒の放課後、

帰宅時間に起きていることが分かります。 

  不審者等の事案をなくし、町民が不安を感じることなく、児童生徒、女性が安心して生活を

送れるようにするために、どのような安全対策が取られているのか伺います。 

  １）昨年度から今年の５月までメール配信された不審者情報は16件ありました。毎月１件の
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不審者が町内のどこかで出ていることになります。不審者情報を流し注意喚起を促すだけでは、

不審者による事件を減らすことにはならないと思います。不審者をなくすためにどのような防

犯対策を取られているのか伺います。 

  ２）昨年６月、12月、本年５月の刃物のようなものを所持していた事案では、住民が傷つく

おそれがありました。警察が警戒に当たっているとのことですが、町ではその後の情報や連絡

などは警察から入ってくるのでしょうか。 

  ３）児童生徒の放課後、帰宅時間の安心と安全を考えると、防犯灯が重要になると思います

が、それらは十分に設置されているのでしょうか。 

  ４）防犯カメラに不審者が映っていると、その人物が特定され、その人物を指導、補導する

ことができるとともに、防犯カメラを設置することで犯罪抑止効果が期待できます。学校周辺

に防犯カメラの設置は考えられないでしょうか。 

  ５）以前、見守り隊の人たちにも防犯ブザーを持たせたらとの質問をいたしました。これは

子どもを守るため、見守り隊自身を守るため、そして近隣の人たちに危険を知らしめるためと

思い質問いたしました。そのときは自分の命は自分で守るとの答弁で、防犯ブザーを持たせる

ことに消極的だったようですが、今も変わりありませんか。 

  以上、お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 安藤義憲議員、安心した生活を過ごすためにと、５点ございました。随

時お答えをいたします。 

  １点目、不審者をなくすための防犯対策です。 

  まず、犯罪を行おうとする者は、誰かに犯行を見られているかもしれない場所を避け、人目

につかない場所で犯行に及ぶ傾向があります。そのため町では、防犯実動隊や見守り隊による

防犯パトロール、２つ目に子ども110番の家の設置、３つ目、公園や道路の植栽剪定、４つ目、

防犯灯の整備、５つ目、防犯カメラの設置など、犯罪抑止に努めることで犯罪が起きにくい環

境づくりに取り組んでおります。 

  今後も防犯実動隊をはじめ、防犯協会や見守り隊、警察署などの関係団体と連携しながら防

犯対策に努めてまいります。 

  ２点目、情報発信した事案のその後の情報共有です。 

  町では、不審者などの事案が発生した場合、通常は宮城県警察本部が配信するみやぎセキュ

リティメール等によって町に情報提供があります。その内容に基づき、町からメールやＬＩＮ
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Ｅ配信サービスを使用して情報発信を行っております。今年５月に発生した事案については、

教育総務課からの不審者発生の情報を得て、特に緊急性、事件性の高い事案であると判断した

ため、警察からの情報提供を待たずに町から不審者への警戒についての情報発信を先行させた

ところです。 

  不審者などの事案発生後は、警察から追加の情報提供があれば、随時町からも情報を発信し

ておりますが、捜査の関係等から公表できない情報については、町へ情報提供されることはご

ざいません。 

  なお、５月の不審者発生事案については、大河原警察署に確認したところ、５月末現在で未

解決となっているとのことでございました。 

  ３点目、防犯灯は十分かということです。 

  町内には約3,000基の防犯灯が設置されております。これまで防犯灯の新設や、既に設置さ

れている蛍光灯や水銀灯のＬＥＤ化は町と地域が役割分担しながら進めてきました。しかし、

既存の防犯灯の中にはいまだに蛍光灯や水銀灯のものも多く、防犯灯が設置されていたとして

も周辺が暗いと感じる場所がございます。 

  そこで、今年度の事業として、平成30年度までに設置した約3,000基の防犯灯を最新のＬＥ

Ｄ灯へ一斉に交換いたします。このことにより、既存の防犯灯の明るさが格段に向上し、これ

までよりも夜間における犯罪抑止力の向上が期待できると考えております。 

  今後、防犯灯を新たに設置する場合は、従来どおり幹線道路は町が優先順位をつけて設置し、

生活道路は地域計画等に基づき、自治会等で協議して設置いたします。 

  ４点目、学校周辺に防犯カメラの設置でございます。 

  防犯カメラは、犯罪の状況等に応じて設置することで、犯罪抑止力に大きな効果があると認

識しております。しかしながら、防犯カメラを設置する上での問題点として、個人のプライバ

シーの保護、設置数が膨大となること、設置・維持管理費のコスト面、設置場所の選定、死角

が存在することなどが挙げられます。 

  町としては、新たな防犯カメラの設置については、犯罪の発生状況を把握、分析している大

河原警察署と連携を取りながら、状況に応じて本当に必要な場所に設置を行っていきたいと考

えております。 

  ５点目、見守り隊の方々への防犯ブザーでございます。 

  現在の見守り隊の人数は202人で、子どもたちが安心して登下校できるように、可能な範囲

で交差点や交通量が多い通学路などで子どもたちに挨拶や声がけをしたり、交通安全の誘導等
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を行っております。 

  見守り隊の方の装備品についてですが、本年度スクールガードリーダーを１名増員するとと

もに、柴田町見守り隊連絡協議会を設立し、５月24日に第１回目の会議を行いました。 

  その際に、各地区の見守り隊代表者により、活動に必要な物品としてベスト、ジャンバー、

笛などの要望がありましたが、令和４年度につきましては柴田町統一のベストを支給すること

としました。防犯ブザーについては、今後の会議の中で議題に上げるなどして検討してまいり

ます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 訂正の。 

○町長（滝口 茂君） ３点目の防犯灯の数でございます。町内には3,600基の防犯灯があると、

そのうち3,000基を直すということでございました。訂正をさせていただきます。 

○議長（髙橋たい子君） 安藤義憲君、再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 児童生徒に対しては、この不審者に対しての防犯上の注意点とか、いわ

ゆる防犯教室等を開きながら子どもたちに指導されているとは思いますが、どのような指導、

そして注意点などを子どもたちにお話しされているのか、それをお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 子どもたちへの防犯教室についてになりますけれども、

小学校のほうに防犯実動隊が出向きまして、毎年防犯教室を開催させていただいております。

子どもさんたちには、いかのおすしというようなキーワードで、ついていかないとか、いかの

おすし、すみません、ちょっと何々だったかというの私のほうで今失念しておりますけれども、

子どもさんたち覚えやすいキーワードを基にしまして、防犯教室のほう努めているところでご

ざいます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 今のいかのおすしでございますけれども、ついていかない、車には乗ら

ない、大声を出す、すぐ逃げる、周りの人に知らせる、これがいかのおすしでございます。教

育総務課さんのほうでも十分理解されていると思います。実際的に不審者に会った子どもたち

なんですけれども、このいかのおすし、十分採用されたんでしょうか、採用といいますか、有

効に利用されたと思われますか、どうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 学校のほうでは、今まちづくり政策課長からお話しあったよう
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に、安全教室等でいかのおすし等を子どもたちにお話を先生方がしているところですが、不審

者情報等がいろいろある中で、子どもたちはまず事件の案件の中でそのような事案に遭ったと

きには、まず逃げているというようなところと、あと周りの人に声をかけている事案がありま

したので、学校のほうからの教室、まちづくり政策課からの協力等は生かされているのかなと

思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 柴田町総合計画、この中に交通安全・防犯対策の推進、住民が安心して

暮らせるまちづくりを実現するために、住民一人一人が自らの安全は自らが守る、地域の安全

は地域で守る自主防犯意識の向上や、地域における犯罪への抑止力を高めながら、警察、防犯

関係団体、行政区、住民、そして行政との連携をさらに強化し、犯罪に遭わないまちづくりを

推進する必要があるとうたっています。 

  そして、防犯・地域安全対策の推進として、防犯に関する地域安全活動の推進として、防犯

灯の設置、地域安全マップの作成など、また防犯パトロール等の推進として、見守り隊による

巡回パトロール等を行い、犯罪防止に努めますとあります。 

  防犯灯、街灯は生活する上で最も重要な設備です。十分な数が設置されているのでしょうか。

また、地区からの設置要望には応えられているのでしょうか。そして、今月の……。 

○議長（髙橋たい子君） 安藤議員、１問ずつの質問にしていただきます。 

○７番（安藤義憲君） それでは、今の十分な数が設置されているかどうか、その辺のところ改

めてお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 防犯灯の数、先ほど町長答弁でありましたとおり、

3,600基程度ございます。町のほうでつけている分と、自治会のほうで設置している分とあり

まして、数に関しましては自治会のほうで地域の中で必要とされる部分に優先順位をつけて、

設置されてきております。 

  町といたしましても、幹線道路を中心に、通学路等要望があれば優先順位を高めまして設置

を進めているという状況ですので、追いついているかというと、予算のほうの関係があります

ので、必ずしも要望あったところ全部につけているということもできない状況もありますけれ

ども、ほぼほぼ十分かとは考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 防犯灯なんですけれども、今月号の広報しばたにおいて、まちづくりア
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ンケート調査における皆様からのご意見にお答えしますというコーナーがございました。そこ

に同じように街灯が少なくてということで、暗い道が多いため、子どもたちの帰りが心配です

というふうな文章があって、答えが令和４年度においては既存の防犯灯3,000基を最新型の明

るいＬＥＤに一気に交換し、加えて新たな防犯灯の設置を図りますとありました。今答弁いた

だきましたけれども、町民の要望に応えるようにいつ、場所はどこなのか、そこら辺はやはり

明示はできないのでしょうか、お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 町といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、

通学路や学校周辺ということで設置のほうは進めていきたいと考えてございます。あと、地域

につきましてはその地域の中での優先順位ということがありますので、すみません、まちづく

り政策課のほうではその地域ごとのお話がどのようにやっているかというのは、今承知してい

ないところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） そのような方向ではいるけれども、この質問された方の思いはそれで応

えられているとお思いでしょうか、どうでしょう。 

○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（沖館淳一君） その方の生活する上で通られる道でそのように感じると

いうことかと思います。防犯灯だけではなくて、町の明るさを確保するためには防犯灯のほか

にも、例えば自動販売機なんかも明るい電気のほう、照明ついていたりしますので、そういっ

たものもあればある程度防犯灯の役割も果たすという認識を持っておりますので、いろんな方

からいろんな要望をいただくんですけれども、それぞれ個別に判断していかなければならない

と考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） 隣町、大河原町の大河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の全体像の

取組内容の中には、町内各所に防犯カメラ設置の検討という文字、言葉が入っておりました。

しかしながら、柴田町総合計画の中には防犯カメラについての文言は入っておりません。防犯

カメラについてはどのようにされて、考えられているのかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） まちづくり政策課、すみません、総合計画の中では防犯

被害に遭わないまちづくりを推進しますというような施策の目標を掲げさせていただいており
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ます。実際総合計画の中ではそういった施策ですので、防犯カメラの設置というような事業に

ついては直接は触れてございません。町のほうでは毎年実施計画というものを出しておりまし

て、これ４年ごとにローリングして毎年お出ししているものになりますけれども、その中では

地域防犯対策の推進事業というものがありまして、その中に防犯設備の整理という文言がござ

います。直接防犯カメラという文字はないんですけれども、防犯設備の中には防犯カメラなり

防犯灯なり、そういったものも含めての記載とご理解いただければと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○７番（安藤義憲君） これはお願いですけれども、こういう文言が入るか入らないかで、その

文章がどういうふうに理解されるかというのが出てくると思うので、ぜひ防犯灯だけでなく防

犯カメラについても、安全・安心のためにも設置を考えているなり、計画をされているという

ふうな文言を入れてもらいたいと思います。 

  犯罪を未然に防ぐためにも、不審者を特定する上においても、防犯カメラというのは大変役

に立つものと思いますので、ぜひこの防犯カメラ、前向きに検討していただければと思いまし

て、質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（髙橋たい子君） これにて７番安藤義憲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５分再開といたします。 

     午前 ９時５４分  休 憩 

                                            

     午前１０時０５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  質問者、石森靖明君から資料の提出がありましたので、お手元に配付しております。ご確認

ください。 

  それでは、１番石森靖明君、質問席において質問してください。 

     〔１番 石森靖明君 登壇〕 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。大綱２問質問させていただきます。 

  １．第３期スポーツ基本計画への対応と今後のスポーツ振興の展望は。 

  本町には、平成28年度から令和８年度までの11年計画で策定されたスポーツ推進計画があり、
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令和３年度には中間見直しが実施されました。一方、文部科学省は今年３月25日、令和４年度

から令和８年度までの５年間で総合的かつ計画的に取り組むとする12の政策などを掲げた第３

期スポーツ基本計画を公表しました。しかし、それぞれの計画期間を見ると、第３期スポーツ

基本計画の内容を本町のスポーツ推進計画に反映できない状態となっています。 

  平成11年にスポーツ都市宣言をし、さらに令和６年12月には（仮称）柴田町総合体育館の竣

工を控えている本町は、今後どのような形で第３期スポーツ基本計画に対応していくのか。ま

た、町内に存在するソフト、ハードの両面をこれまで以上に有効に活用し、様々な好循環をも

たらすスポーツや運動を町民が身近に感じ、楽しむことが可能となる環境づくりなどをどのよ

うに進めていく考えなのか、伺います。 

  １）第３期スポーツ基本計画で掲げられている施策を本町の計画や政策にどう生かすか。 

  ２）スポーツ基本計画の施策を実行する考えであれば、原課横断的な対応が必要になります。

これまで実行してきた健康づくりや学校部活動なども含め、スポーツに関連する様々な事業を

一元化し、新たに担当課を横断する形での総合的なプランを策定すべきではないでしょうか。 

  ３）町長は、スポーツ振興について今後政策課題としてどう位置づけ、推進を図る考えでし

ょうか。 

  ２．安全な歩道の整備を。 

  歩道に関しては、近年痛ましい事故の発生を受けるなどして、通学路を中心に様々な安全対

策が行われています。しかし、幾らガードレールやポール等の設置で安全対策を施しても、肝

腎の足元が安全に歩行できる状態でなければ、本来歩道に求められている安全が確保できない

だけでなく、歩くことを目的とした各種事業を展開する本町にとって景観上も好ましくありま

せん。 

  そこで、誰もが安全に歩くことができる歩道の実現に向けた町の考えなどについて伺います。 

  １）修繕が必要な歩道の把握状況は。 

  ２）修繕が必要な歩道の修繕計画は。 

  ３）特に用水路上の蓋がけ歩道については、勾配や段差などで歩行者や道路交通法上許され

ている方の自転車通行の安全に支障を来している箇所があります。早急な対応が必要と考えま

すが、町の考えは。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１問目の１点目、２点目、教育長。１問目の３点目、

２問目、町長。 
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  最初に１問目の１点目、２点目、教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 石森靖明議員の大綱１問目の２点についてお答えします。 

  １点目、国の第３期スポーツ基本計画と本町の計画についてです。 

  国が令和４年３月に発表した第３期スポーツ基本計画では、東京オリ・パラ大会のスポー

ツ・レガシーの継承・発展に資する重点施策、「つくる／はぐくむ」などの新たな「３つの視

点」を支える施策、今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策などが盛り込まれました。 

  この第３期スポーツ基本計画の案は、昨年12月に発表されましたが、この時点で本町のスポ

ーツ推進計画の中期見直しが終わっておりましたので、具体的な施策については本町のスポー

ツ推進計画には盛り込めませんでした。 

  今年度、町ではまちづくりの方向性を示し、町政運営の指針となる最上位の計画、第６次柴

田町総合計画後期基本計画の策定に取り組んでおりますので、第３期スポーツ基本計画に掲げ

てある施策につきましては、できる項目を見極めながら、総合計画後期基本計画に盛り込むよ

う努めてまいります。 

  ２点目、総合的なプランの策定についてです。 

  国の第３期スポーツ基本計画や町のスポーツ推進計画を進めていくためには、石森議員のお

っしゃるとおり、健康づくり、介護予防、学校体育・運動部活動、スポーツ施設の整備など、

ソフトとハードの両面から総合的に推進していく必要があります。さらに、近年ではスポーツ

ツーリズムなどよる地方創生に盛り込む自治体も多くなってきています。 

  柴田町においては、令和６年度に（仮称）柴田町総合体育館が完成することにより、町のス

ポーツを取り巻く環境は大きく変わると期待されますので、担当課を横断する形で総合的なプ

ランの作成について検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） １点目の１問目の３点目、２問目、町長。 

○町長（滝口 茂君） 石森議員の３点目、町長はスポーツ振興について今後政策課題としてど

う位置づけ、推進を図るの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は、心身の健康づくりや人と人とのつながりの重要性

だけでなく、スポーツが私たちの生活や社会に活力を与える優れた効果があることを改めて認

識するきっかけとなりました。 

  また、東京オリンピック・パラリンピックの開催は、多くの感動をもたらし、スポーツの持

つすばらしさや重要性を改めて認識させられました。 
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  町では、平成11年に柴田町スポーツ都市宣言を行い、町民が多様な形で生涯にわたりスポー

ツや運動に親しめるよう取り組んでまいりましたが、この間人口減少、健康寿命の延伸、施設

の老朽化、働き方や生活様式の変化、デジタル環境の急速な進展、持続可能な社会に向けた国

際的な取組など、様々な社会変化に直面しているところでございます。 

  人生100年時代を迎えようとする中で、スポーツの推進は町民が豊かで幸せな生活を送る上

で、ますます重要な政策と位置づけております。令和６年度完成の（仮称）柴田町総合体育館

を核として、町、スポーツ団体、企業、そして仙台大学などがさらに連携と協働を図ることで、

スポーツを通じた地域の活性化につなげていきたいと思っております。 

  特に、今後は体力の向上、健康寿命の延伸、医療介護費の抑制などといった個人の健康づく

りだけではなく、体育科を有する柴田高校、体育系総合大学のある柴田町、本町ならではの特

徴を生かした競技力の向上や、地域スポーツクラブの育成、さくらマラソンの体制強化やスポ

ーツイベント等の開催を通じて、交流人口を拡大し、町内への回遊性を高めるスポーツツーリ

ズムへの取組など、スポーツによる地方創生、まちづくりに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  大綱２点目、安全な歩道の整備、３点ほどございました。１点目、２点目は関連しますので、

一括でお答えします。 

  町で管理している町道の歩道延長は、約81.7キロメートルあります。修繕に必要な状況把握

は町で行う日常の道路点検に加え、民間企業３社、柴田町内郵便局、ヤマト運輸株式会社、佐

川急便株式会社との包括連携協定を結び、道路損傷等の情報提供を受けております。さらに、

行政区長や地域の方々から寄せられた情報を基に、現場での状況を確認し、危険と判断される

場所については、直ちに補修や修繕を行うことで安全の確保を図っております。 

  そのため、町として修繕計画は策定しておりません。 

  ３点目、自転車の通行の安全に支障を来している箇所への対応ということでございます。 

  町道船岡18号線や、町道船岡26号線、これは船岡中学校北側から東船岡小南側付近までの道

路ですが、などの歩道は用水路を有効利用し、現在の形状となったもので、一定の高さになっ

ていない不都合な面があることは認識しております。 

  しかし、用水路であるために水路断面の確保が重要であることや、宅地によっては歩道の高

さに合わせたブロック塀などの工作物などの設置により、駐車場などの出入口が整備されてお

ります。さらに、町道との交差部も数多くあるため、現状では今の形状を変えることは相当難

しいと考えております。 
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  しかしながら、自転車の通行に支障を来している箇所などがあるとのことでしたので、具体

的な場所をお示ししていただければ、現地を確認し、擦りつけ部の修繕などできる限り対応策

を講じてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 石森靖明君、再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） まず、大綱１問目のスポーツ推進計画についての再質問進めていきたい

と思いますけれども、まずこの質問の大前提として、今あるスポーツ推進計画、町のスポーツ

推進計画そのものを否定するということではないということだけご承知おきいただければなと

思います。 

  ご答弁の中で、町のスポーツ推進計画中期見直しの段階において、国の計画を盛り込めなか

ったということでしたけれども、スポーツ基本法の第10条で、スポーツ基本計画を参酌して、

その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるように努めるものとするとあり

ます。努めるということですので、必ず参酌しなければいけないということではないんですが、

今現在反映されていないという状況に関して、町としてはどのように考えておられるのかお伺

いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 今お話ありましたように、スポーツ基本法第10条ですね、

スポーツ基本計画を参酌してということがあります。 

  今回見直しに当たるに当たって、先ほど答弁ありましたけれども、国の案が出たのが12月で、

その時点では町の推進計画の見直しが終わっていたということで、計画の見直しに当たりまし

ては仙台大学の先生はじめ町内の学校の先生多くの方に携わっていただいたところです。 

  実際に、国の方針とか施策というものを具体的には取り込むことはできませんでしたけれど

も、その方向性ということは一緒です。間違っておりませんので、そちらのほうは確認させて

いただいたところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 今回の国の基本計画で12の施策を中心として掲げられたわけですけれど

も、国とか県のレベルでないと達成できない目標ももちろんありますし、ただ一方で町でも、

町の単位、地方自治体の単位でもしっかりと取り組まないといけない課題もあるわけです。 

  例えば、国の計画の中では成人の週１回のスポーツ実施率を70％にすると、障がい者の方に

ついては40％。１年に１回以上の実施率を100％を目指しているとなっております。一方で、
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今ある推進計画の中では、スポーツの実施率25％以上になることを目指すとしております。こ

の点においても、現在の段階においては、国と町とでは目指す方向性にちょっと乖離があるの

かなと思っています。 

  今課長の答弁では、目指す方向は一緒だというふうにはご答弁いただいたところだったんで

すけれども、例えば第２期の健康しばた21の中間の報告によれば、令和４年度までの運動の実

施率、男性で例えば20歳から59歳までだと43％だとか、女性であれば33％だとか、町の中であ

る計画の中でもこういった差が出ているということに対しては、どのようなご見解、お考えで

しょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 町スポーツ推進計画の中の青年期以降の世代に向けた運動

の機会というところで、施策の方向性としまして、今お話しあったように成人町民の定期実施

者の割合、15.3％から25％以上になるように目指しますとあります。 

  ただし、この調査項目が、質問項目が定期的にしている、時々している、ほとんどしていな

いとその３つだけなんですね。なので、この15.3％というのは、定期的にしているというもの

を回答した割合になっていると思います。国で目指している週１回スポーツを実施している人

が定期的なものに入るのか、時々しているというふうに入るのか、その当時の調査票では確認

ができませんでした。分かりませんでしたので、仮に週１回のスポーツ実施というのを時々し

ているに該当すると仮定した場合、このスポーツ実施率がもうちょっと上がるのかなと。大体

34％くらいになるのではないかと思っております。そうしますと、目指す目標というのも25％

ではなく、45％とか50％というのを目標として設定できたのではないかと思っております。 

  先日、加藤滋議員の一般質問の答弁で、意識的に体を動かしている人の割合はということで、

20歳から59歳まで男性で柴田町で46.4％、女性で40.6％とお答えしております。町スポーツ推

進計画のこの15.3％というのは、統計上の拾い方でこういった低い数字になったのではないか

と思っております。先ほどと繰り返しになりますけれども、スポーツの実施率を上げるという

のは、方向性は国と一緒ですので、引き続きスポーツの実施に向けて促進してまいりたいと考

えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ちょっと後にご提案も含めて申し上げるつもりだったんですけれども、

やっぱり町の中でもいろんなアンケートとか、計画を策定する段階でアンケートとか調査され

ているんですけれども、町の担当課の中でも横断的にという言葉を質問の通告の中でも使いま
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したけれども、計画を策定する段階で横断的なより有効的なアンケート調査、１回の調査で複

数の計画を立案する中で参考となるような調査を今後していかれてはいかがなのかなと思うん

ですが、その点につい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。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 議員おっしゃるとおりだと思います。そういった課を横断

する質問、あるいは国の統計上の質問と合ったような質問が、アンケートができれば比較する

ことはできると思いますので、その辺については今後ちょっと調整させていただきたいと思い

ます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） その方向でぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

  国の計画の中の１つで、スポーツに取り組む者がけがや障害、不適切な指導等の本人が望ま

ない理由で本人がスポーツに親しむ機会を失ったりしないようにというような方向性を持った

施策も打たれているわけです。今柴田町においても、昨日の一般質問なんかでもありましたけ

れども、学校の部活動の移行だとかそういった状況がある中で、指導者を例えば外部から招き

入れて、今も実際にされていますけれども、正しい子どもたちの接し方、もちろんコーチング

という部分の接し方はもちろんなんですけれども、今回の基本計画でうたわれているのが、医

学的な部分についても地域でしっかりと見ていけるような体制づくりをしていくという方向性

は示されているわけです。特に、私はけがのほうの障害ですけれども、それの適切な処置であ

ったりとか、けがをした後のリハビリであったりとか、そういう体制も今後町として取り組ん

でいかないといけない１つの策なのかなと考えております。 

  例えば、突き指にしても昔だったら引っ張って治せとか、そういったことがあったわけです

けれども、今そうやっている人は多分いないと思いますけれども、極端な例でいえばそういう

こともあるわけです。また、これからの時期になれば熱中症の心配だったりとかあるわけです

けれども、そういったことへの取組、研修だったりとか、そういった部分については今後この

基本計画に対応したような形で、どのように対応されているのかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） スポーツ医科学ですよね。そういったスポーツ医科学の見

地から様々なサポートを行うというのは、競技力向上だけではなく、健康維持というのを支援

することについて極めて重要だと考えております。 

  そういった研修というお話があったんですけれども、昨日も議会のほうでお話ししましたけ
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れども、今後進めていく部活動の地域移行、休日移行なんかにつきましても、その指導者は実

技指導だけではなく、トラブルがあったり、安全や障害予防に関する知識も当然必要とされま

すので、今後スポーツ医科学の研修なんかも取り入れている自治体もあると聞いておりますの

で、そちらも今後大学とかと連携していった研修なんかも可能ではないかと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 仙台大学でもそういったアスレチックトレーナーといって、テーピング

だとかリハビリだとか、障害予防、けがの予防を専門として扱っているところもありますので、

ぜひそういったところも活用して、指導者だけでなく、例えば養護教諭の先生だったりとか、

一般の先生だったりとかも対象にして、そういった意識を養成していっていただければなと思

っております。 

  ２問目というか、大綱じゃないですね、２問目に移らせていただきますけれども、今総合的

なプランについて検討するというご答弁を得たことは大変うれしく思っております。私は、ど

のような形で持っていくかというのは今後ですけれども、このプランができれば、先ほど質問

させていただいたとおりアンケート調査等の各種調査１つにとっても様々な無駄なことは省い

ていけるのかなと思っていますけれども、具体的にはいつ頃を目途に策定される予定なのかを

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。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） 現在の町のスポーツ推進計画なんですけれども、実際その

計画の延長や変更に当たっては教育委員会でしたり、町のスポーツ推進審議委員会の意見とい

うのも聞かなければならないことになってきます。 

  石森議員のご提案にありましたそれに付随する総合的なプランということで、実施計画、ア

クションプラン的なものだと思います。それにつきましても、時期的なものとちょっと教育委

員会審議会のほうにかけたいと思っております。 

  具体的な時期にしましては、体育館ができる頃、令和６年度頃が最もふさわしいのかなと思

っております。体育館を核としたまちづくり、いろんな提案だったり、アイデアが出てくると

思いますので、そういったのも含めて令和６年度、令和７年度頃が適切ではないかなと考えて

おります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 補助資料として、私Ａ４で１枚配らせていただいていますけれども、質

問前後しますけれども、ちょっとおさらいという意味で見ていただくと、今あるスポーツ推進
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計画、町の計画というのは、国の計画を反映できないような状況になっているということは、

お分かりになっていただけるかなと思っています。 

  今あるスポーツ推進計画は令和８年度までということで、体育館竣工予定が令和６年度であ

りますから、今ある計画がずっと体育館竣工まで続いてしまう、続いてしまうというかそうい

った計画に現状なっているということですので、健康づくりとかそういった部分、健康寿命の

延伸だったりとか、そういった部分も含めて全て運動、体育、スポーツに関わってくることで

すから、私としてはそれを包括したような総合的なプランがあったらいいんではないかなとい

うことで今回提案をさせていただいたところです。 

  今の課長の答弁だと、令和６年度か令和７年度ということでありましたけれども、私もちょ

うど令和５年度か今年度検討していただいて、令和５年度、来年度から策定というかプランを

推進していくのか、あるいは２番目としては、２年間かけてしっかりと検討していただいて、

総合的な推進プランを策定していただくのがいいかな、この２つだと思っておりましたけれど

も、令和６年度か令和７年度ということですので、ぜひ令和６年度にはそういった計画を、プ

ランを設定していただいて、体育館の竣工に向けてそういった機運を醸成していっていただき

たいなと思います。 

  そうすることによって、第３期の計画も恐らくその中に入れ込むことができると思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  あわせて、今課長からも少しありましたけれども、スポーツ推進計画の１年の延伸について

は、今後審議会等に諮られるということだったんですけれども、それについてももうちょっと

先の話なのであれですけれども、１年延長すると、今度は恐らく第４期計画というのは、令和

９年度に策定されますので、それをしっかりと反映させることができますし、今はありません

けれども、アクションプラン、今の推進計画の中には数字的な目標が入っていない部分も多々

ありますので、そういった部分も加味して進捗状況の整理、把握だったりとか、達成度合いに

応じたさらに発展的な計画を立てられるということになりますけれども、その点についてぜひ

その点も含めてご検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（小林威仁君） まず町の推進計画ですね、１年延長いたしますと、確かに

国の第４期のスポーツ基本計画の目指す方向性だったり、そういった内容を確認しながら推進

計画の策定を行うことができると思っております。 

  さらに、柴田町の第７次になります総合計画、そういったところの整合性というか関連計画
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なんかも連携になるかとは思っております。 

  今お話ありました実施計画、アクションプラン的なものなんですけれども、確かに石森議員

おっしゃるように、町のスポーツ推進計画は目指す施策の方向性はあるんですけれども、いつ

まで何をやるかというのが具体的な事業であったり、数値目標というのがちょっと抜けている

ところはあります。そういったところを今後つくることができれば、そういった検証もできま

すし、また新たな目標の数値を毎年確認することもできますので、そういったことも含めてち

ょっと今後考えさせていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 総合的なプランも含めて、私３月会議のときの総括質疑でも質疑させて

いただきましたけれども、やっぱり体育館ができてからそれをどう使うかじゃなくて、体育館

ができるからそれに向けてしっかりとスポーツの機運を醸成するというのが大事なんじゃない

かなと考えておりますので、ぜひそういった部分も加味しながら、策定をお願いしたいなと思

っております。 

  ３点目なんですけれども、町長にお伺いをしてきたところですけれども、ご答弁の中でさく

らマラソンの体制の強化、あるいはスポーツによる地方創生とあったんですが、ちょっとこれ

は具体的にどういったことをお考えということでしょうか。お伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） これまで柴田町は、スポーツ施設が十分でありませんでしたので、そう

した中におきましても個人のスポーツへの関心を高めるとか、健康づくり、そういう観点にウ

エートを置いてやってきました。今２つの流れがありまして、１つは市民がスポーツイベント

を実際にやってきて、成果を上げているということで、そちらを盛り上げていくという１つの

流れ、もう一つは体育館というスポーツ施設、学校環境の整備がほとんど終わりに近づいてお

りますので、次はスポーツ施設の整備、図書館等、そういう社会、スポーツ、文化に今後力を

入れていくと、２つの流れがございます。 

  そうした中でこのさくらマラソンなんですが、市民が中心にやってきたわけなんですが、残

念ながら事務局体制が十分ではないということで、私に対してはもう限界ですと、やめる方向

にという役員さんのお話も聞かされました。でも、やはりこれは柴田町にとっては、これまで

の個人的なスポーツ競技の向上プラス地域の活性化につながる大きなイベントでありますので、

徐々に前柴田町がマラソン、さくらマラソンやっていたように、事務局を最終的には町が責任

を持って、持つ方向に行くというのがさくらマラソンの体制整備ということになります。 
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  もう一つは、スポーツツーリズムの観点から、現にこのさくらマラソンで多くのお客様が来

ておりまして、大分柴田町の桜とマラソンという連携が深まっておりますので、やはりこれか

らはスポーツを核としてイベントを通じて地方創生に結びつけるという、これまでになかった

地方創生の取組が可能になるのではないかということでございます。 

  たまたま仙台大学で今度女子野球部の硬式野球部ができるということを聞きましたので、あ

まりまだ硬式野球部広がっておりませんので、こういうことを活用して、柴田町が女子の野球

のメッカになるというようなものを地方創生の１つの目玉になるんじゃないかという漠然とし

たイメージでございますが、持っているということでございます。何につけてもまずはスポー

ツ施設の整備、これを急がなければならないと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） スポーツを核としたまちづくりということで、大変心強いお言葉を私と

してはいただいたなと思っております。 

  もう一つ、実は今回提案として、今の総合計画策定中だと思いますけれども、今のキャッチ

フレーズが、笑顔があふれ誇りと愛着を育む花のまちとありますけれども、私としてはこれを

花とスポーツのまちへというふうにしていったらいいんじゃないかなと考えています。 

  何でかというと、町にはフットパスとか、シバタルク、健康づくり需要も含めてサイクルツ

ーリズム、いろいろありますけれども、実はそれは全部スポーツに関わる言葉で、それを核と

して今まちづくりをしようとしているわけです。 

  実は、今ある第６次総合計画の策定のときの第２回の審議会のとき、これ平成30年の12月13

日の会議録をたまたま見たんですけれども、スポーツ体育の振興を重点プロジェクトにしたら

いいんじゃないかという議論があったようなんです。実際には、それはちょっと個別の目標で

落とし込んでいくという回答だったんですけれども、その審議会の当時の会長さんもスポーツ

という言葉が重点的な部分にあってもいいんじゃないかという発言もされております。 

  なので、今回はちょっと難しいかもしれませんけれども、今後そういったスポーツを核とし

たまちづくりをしていくのであれば、花ももちろんいいと思います。プラススポーツの町とい

うことでしっかりと重点的に進めていっていただきたいなと私は考えるんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） このキャッチフレーズに掲げるのは、単にキャッチフレーズを掲げるん

ではなくて、掲げる以上それは私の頭の中で何年度にはどういう施設を造って、どういうイベ
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ントをしてという一連の政策が頭の中で確定されないと、なかなかキャッチフレーズにはでき

なかったということでございます。 

  スポーツの振興については先ほど申しましたように、10年かかって総合体育館ができたとい

うことなので、これが新たにスポーツ施設の充実ということの将来像が描けましたので、次に

は例えば柴田球場の改築、今部分的にやっていますけれども、野球場の改築とか、テニスコー

トも一部やっておりますが、今度学校にオムニコートを造ると、それからソフトボール盛んで

ございますので、並松にグラウンド整備をして、私はやっぱりその施設がスポーツをする人た

ちのステータス、その場に行くと意欲が増すような施設でないと、なかなかスポーツをやりた

いんだけれどもやれないというのは、例えば阪神甲子園球場と楽天生命パーク宮城と柴田球場

で違いますよね。ですから、単なる野球場にすれば並松球場ではちょっと意欲が湧かないのか

なと思いますので、こういうところを整備して、その場でスポーツをすることが自分のステー

タスの向上にも役立つと、そういうふうにしてスポーツを頭の中に体系的に描きたいとは思っ

ております。 

  ただ、そのためには財源が必要だということも別な頭で思っているものですから、今回は花

ということでございますので、次の計画のときには、花はどちらかというと心でございますの

で、スポーツは体ということになりますので、花とスポーツということは心と体の健康にはい

いのかなと思いましたので、次の段階を皆さんの、もし次の段階に行けるとしたらですよ、次

の段階としては花とスポーツと心と体と、そして健康づくりプラス地域の活性化の核にすると

いう流れで持っていけば、他の自治体との区別もできて、柴田町の魅力、せっかく仙台大学、

柴田高校ありますので、新たなステージに立つことができるんではないかなと、今の段階では

そう想定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。 

○１番（石森靖明君） ありがとうございます。スポーツというと、実際自分がやっているウオ

ーカブルなまちづくりということがありましたけれども、実際に歩いていることも実はスポー

ツにつながっているということ、スポーツの語源というのはデフォルターレといって、余暇と

かそういった楽しみだとか、そういった意味から派生した言葉でしたので、自分がスポーツを

やっているかどうかと聞かれたときに、ウオーキングがそうなのかどうかというともしかした

ら迷われたりとか、スポーツをやることに対してのスポーツをする、自分が考えるスポーツを

やるということに対してのハードルが、スポーツという言葉によって高くなってしまうという

ことももしかするとあるのかもしれませんけれども、実際に皆さんがやっているのはスポーツ
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であって、それを通じた健康づくりであったりとか、そういったものにつながっているんだと

いうことの意識づけも今後必要なのかなと思っております。 

  昨日の一般質問で町長は、今後４年間どうされるかということは明言されなかったわけです

けれども、もし７月の23日以降も続けられるようであれば、この20年間城址公園に花や木、し

っかり根づきました。なので、ぜひ次の４年間でスポーツの芽もしっかり根づくようにやって

いただければなと思って、大綱１問目の質問を終わらせていただきたいと思います。 

  安全な歩道の整備をということで、実際今修繕計画がないということでした。ただ、一方で

民間３社との連携等も含めてということだったんですけれども、実際に３社からの連携での情

報提供というのは、どの程度あって修繕に生かされているのか、その点についてお伺いしたい。 

○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） 包括連携協定での修繕の状況ということでございますが、郵便

局さんとは令和元年度に協定を結んでおりまして、令和２年度においては５件ほど情報をいた

だいております。令和３年度におきましては２件の情報ということで、内容としましては木が

道路のほうに倒れてしまっていて通行の妨げになっているので排除していただきたいという、

そういった内容での情報をいただいたところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 私が自転車の通行等にも支障を来している箇所がありますと申し上げた

かったのは、まさに答弁でいただいたところだったんですけれども、例えば私今回自転車とい

うことでありましたけれども、あそこは結構お子さんを連れたお母さんがベビーカーを押して

いたりとか、あとは私もそうだったんですけれども、子どもを三輪車で乗せて歩いたりとかす

ると、大変勾配がきつい箇所が、民家の入り口付近なんか特にきついところがありまして、危

ないなと思っておりました。 

  もう一つは、用水路のＵ字溝というんですかね、縁石の間の段差が結構広がっているところ

があって、私もちょっと危ない目にも遭いましたし、実際にそういった事故もあるようなんで

すけれども、自転車のタイヤが取られて転んでけがをして、１か月くらい前は救急搬送された

学生もいたというふうに聞いたりもしていましたけれども、そういったところの把握の状況だ

ったりとか、そういったところの修繕の計画というのはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） ただいまのご質問は歩車道境界ブロックと用水の蓋のほうです

ね、それとの間の舗装部分とその蓋の部分との段差が生じていてということかとは思うんです



１９０ 

けれども、こちらでは把握をしております。その舗装部分なんですけれども、おおむね50セン

チほどあろうかとは思うんですけれども、随時危険な箇所ということで確認をさせていただい

て、段差の解消はしてきておりますけれども、これからもパトロール等強化をいたしまして、

段差の解消に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 特に船岡中学校の付近からですと、反対側に普通の歩道があるわけです

ね。そっちを歩けばいいと思うんですけれども、その前後、今フレスコキクチとかツルハドラ

ッグがあるところから下名生のほうに抜ける道だったりとか、あるいは反対側でいうと、途中

から歩道が切れてミニストップの辺りとかまでだと反対側に歩道がないわけです。例えばあそ

こだとさっき言ったような反対側の蓋がけ歩道を歩くとちょっと危険だという場合には、例え

ばグリーンベルトというんですか、歩行帯を分けるような、区別できる、視認できるような策

も一つなのかなと考えるんですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（池田清勝君） 現況からしまして、グリーンベルトというのはなかなか難しい

のかなとは思うんですけれども、先ほど申しましたとおり、自転車での歩行ということで危険

な場合がございますので、特になんですけれども、段差の解消に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） ぜひあそこだけじゃなくて、様々な危険といいますか通行に支障が出て

いる箇所もあると思います。もちろん住民の方からも声が届いている箇所もあると思います。

特に、今週のような雨のとき、降るとよく分かるんですが、大きな水たまりができるような箇

所もあろうかと思います。私今回実は提案しようと思っていたんですが、ＬＩＮＥの通報シス

テム、今回来年度に向けて入れる予定だということで、昨日の同僚議員への答弁にもありまし

たけれども、ぜひそういったものも入れながら、町民の声をしっかりと、歩いて楽しい町にな

るように、ぜひ今後積極的に歩道を含めて、みんなが安全に歩けるような環境づくりに努めて

いっていただきたいなと要望しまして、私の質問とさせていただきます。 

  ありがとうございます。 

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

  ただいまから休憩いたします。 

  11時05分再開といたします。 
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     午前１０時５１分  休 憩 

                                            

     午前１１時０５分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  13番大坂三男君、質問席において質問してください。 

     〔13番 大坂三男君 登壇〕 

○13番（大坂三男君） 13番大坂三男です。大綱１問質問いたします。 

  １．地域共生社会の実現に向けて、包括的支援体制の構築を。 

  2020年に社会福祉法が改正された。また、それより前に2018年の改正では、福祉は事業者や

行政だけでなく地域住民と一体になって進めていくべきであるという考え方も盛り込まれ、地

域共生社会と名づけられた。社会福祉法の改正の背景には、現代社会の福祉事業に係る諸課題

である複合的な課題、制度の狭間、社会的孤立に対し、必要な支援を包括的に確保するという

理念の下に、高齢者福祉、障がい者福祉、子ども・子育て家庭支援、生活困窮者対策を一体的

に地域主体で取り組む必要性が高まっていたことにある。 

  従来の福祉事業である地域包括ケアシステムは、高齢者を対象とした福祉事業であった。し

かし、近年少子高齢化が進んだことによって、家族形態の変化や雇用形態の変化が進むととも

に、地域住民同士の人間関係の希薄化なども進み、既存の高齢者対象福祉制度では対応が困難

になってきていた。 

  高齢の親と自立困難な中高年の50代の子が同居している8050問題、介護と育児を同時に担わ

なければならない世帯のダブルケア問題、親や祖父母、年下の兄弟などの介護や世話をしてい

る18歳未満の子どもが年々増加しているヤングケアラー問題、非正規雇用の増大による生活困

窮世帯の増加等々、生活上の大きな負担や悩みを抱えながらも、適切な相談や支援を受けられ

ずに地域で孤立してしまう個人や世帯への支援が大きな課題になっていた。 

  このように複合的な諸課題が年代に関係なく増加してきた状況に対応すべく、2020年に社会

福祉法が改正された。この改正の趣旨は、高齢者と子育て世帯、障害のある方などの属性や年

代に区別しない取組を自治体主導で推進していくことにより、今後は一体的な事業や体制づく

りがより強化され、より効果的な福祉サービスが提供されるとなっている。また、地域ごとの

支援体制が見直され、属性や年代を問わない一体的な事業を推進する地域に国からの交付金を

支給してサポートすると自治体への財政支援についても明記されている。 



１９２ 

  そこで、今後の柴田町の福祉事業の展開と、地域共生社会の実現に向けての取組に関して、

以下の点について伺います。 

  １）これまで柴田町社会福祉協議会をはじめ各種事業所や地域活動支援センター、子育て支

援センター、ＮＰＯ法人などの各団体がそれぞれの関係分野に応じて相談業務や福祉サービス

の提供に取り組んできたが、2020年の社会福祉法改正後は、それ以前と比較してサービス提供

や事業の取組に変更があったのか。また、地域共生社会の実現に向けて何らかの取組を実施し

たのか。 

  ２）柴田町地域福祉センターにおいても2020年の社会福祉法改正後は、それ以前と比較して

サービス提供や事業の取組に変更があったのか。また、地域共生社会の実現に向けての何らか

の取組を実施したのか。 

  ３）2020年の社会福祉法改正後の介護や福祉に係る柴田町の今後の事業について、町は主導

的にリーダーシップを発揮して時代にマッチした地域共生社会の実現に向けた包括支援体制を

構築し整備しなければならないと思うが、町全体の進捗状況と今後の取組についてどう考えて

いるのか。 

  ４）柴田町地域福祉センターは、柴田町社会福祉協議会の本拠地であり、また町民同士の触

れ合いや集いの場、健康づくりの場として利用され、多くの福祉事業の拠点となっているが、

建物が大きいのでまだ余裕もあり、さらなる活用も可能である。また、令和元年10月まで常盤

福祉会のまごころホームに利用していただいていたが、台風19号で冠水したときに移転して、

現在は、かなり広いスペースが空いたままになっており、もったいない。町として空きスペー

スの有効活用を図るつもりはないのか。 

  ５）高齢者を対象とする相談機関である地域包括支援センターは、現在船岡地区と槻木地区

の２か所に配置されているが、柴田町地域福祉センターへの配置について検討してみる必要を

感じる。柴田町地域福祉センターを柴田町の介護・福祉事業の中央拠点と位置づけ、人材、設

備、用具、道具等がそろっているとともに、介護予防運動、リハビリ、食事、入浴、ほかの人

との交流もできるような環境を整えておけば、利用者が複数箇所に足を運ばないで済むという

考えもある。柴田町社会福祉協議会のスタッフたちに話を聞いたところ、空き施設の有効活用

で人の交流と地域のにぎわいづくりを図りたいとの積極姿勢を感じた。町も応援すべきと思う

が、どうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 大坂三男議員、地域共生社会の実現に向けてということで、５項目ござ
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いました。 

  １点目と２点目と３点目は関連がございますので、一括でお答えをさせていただきます。 

  近年、地域や家族など共同体としてのつながりが弱体化している中で、生活困窮、高齢、障

害、社会的孤立といった課題を１人で抱えている人が増えています。 

  こうした中、国は地域住民や地域の多様な主体が分野や属性の壁を越えた協働を実践し、誰

もが支え合う地域をつくっていくことを目指す地域共生社会を次の時代の大きな目標に設定し、

改正社会福祉法を令和３年４月１日に施行しました。 

  その内容は、既存の公的福祉サービスの内容を変更するものではなく、地域住民が抱える複

合かつ複雑な課題に行政、地域住民、支援機関などが協働し、包括的に支援する体制について

整備するものです。その具体策として創設されたのが重層的支援体制整備事業です。 

  重層的支援体制整備事業は、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援、アウトリーチ

等を通じた継続的支援、他機関協働、支援プランから構成され、これらの事業を全て実施する

市町村に対しては国からの財政措置が受けられます。 

  相談支援事業と地域づくりに向けた支援事業については、介護、障害、子ども、社会福祉の

既存制度で実施されている事業ですが、社会的に孤立している人に社会とのつながりをつくる

ための参加支援事業、世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する地域づくりに向け

た支援事業、支援が届いていない人に支援を届けるアウトリーチ等を通じた継続的支援事業、

町全体で包括的な相談支援体制を構築する他機関協働と支援プランについては、新規の事業と

なります。 

  重層的支援体制整備事業は、実施を希望する市町村の手挙げに基づく任意事業とされており

ますので、町ではこれらの事業に取り組めるかどうか、情報収集を始めたところです。 

  ４点目、５点目、地域福祉センターの空きスペースの利用でございます。一括でお答えいた

します。 

  令和元年東日本台風により、地域福祉センター全体が床上40センチほど浸水したことで、デ

イサービスセンター内の調理場や浴室、空調などの設備、送迎車が使用不能となりました。そ

の後、デイサービス事業を再開するためには、多額の費用と相当の期間を要することから、令

和２年１月に事業を廃止しています。 

  しばらくの間は利用はしておりませんでしたが、令和３年度から、保健センターの改修工事

に伴う代替施設として健康診査事業で利用したり、民政委員児童委員協議会の定例会で利用し

たりしています。 
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  今後の地域福祉センターの利活用につきましては、柴田町社会福祉協議会が主体となって、

町の関係部署、行政区長や民生委員、利用者などから広く意見を聴取する中で、具体的な利活

用案をまとめていただくことにしております。 

  大坂議員の質問にもありました地域包括支援センターの再配置も含めて、よりよい利活用が

できるよう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） 大坂三男君、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 確認なんですが、地域包括支援センターは地域福祉センターではやって

いないんでしょうか。今現在。何かの資料では、小部屋みたいなのがあるような図面があった

んですが、だから私が槻木と船岡と２か所だけというふうな勘違いしたのかなとちょっと思っ

たのですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 地域包括支援センターの件ですね。２か所ということでございます

が、現在槻木の地域包括支援センター、こちらは第二常盤園の中にございます。あと船岡の駅

前、柴田町地域包括支援センター、農協さんの跡地になります。そちらの２か所になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） まず最初に、私がお、と思ったのは、国の一体的な活動をやれば、包括

的に４つの項目で実施すれば、国の財政支援を受けられるとあったので、これはぜひそれを実

施して支援を受けるべきだと思ったんですが、答弁では今そこに向かっていろいろ検討中だと

いう答弁だったんで、それは例えばいつ頃までまとめて国に財政支援を受ける手続をするつも

りでおるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 今お話ありました重層的支援体制整備事業の関係でございますかね。

そちらにつきましては、町長答弁もありましたとおり、令和２年６月改正で、令和３年４月施

行ということで、社会福祉法が改正になりまして制度が設けられております。一応事業のほう

なんですけれども、項目が先ほど説明ありましたとおり、答弁ありましたとおり何項目かある

わけなんですけれども、実際宮城県のほうでどういった形で進んでいるかということを申し上

げますと、この整備事業、実はまだ令和４年度でスタートしている市町村がございません。準

備事業というのがあるんですけれども、その段階まで至っているのが県内で３か所、仙台市、

涌谷町、あと富谷市の３か所になります。今そういった状況ですので、一応この背景ですね、
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どうして重層的支援体制整備事業がまずできたのかというのが、2020年の社会福祉法の改正で

ということがあったんですけれども、その背景でやはりきちんとかみ砕いていかないと、どう

いうものなのかというのがちょっとあると思います。 

  その前に、前段としてこのご質問がありました地域共生社会、この部分、2016年に開催され

てお話のあった形で包括的な支援体制の整備ということを、そちらのほうの整備も要は市町村

のほうで努力義務ということで３年前に設けられた形で、制度に当てはまる支援ではなくて、

本人のニーズに基づいた支援が求められているということで、恐らく国のほうではそういった

ことが出てきたので、どういった枠組みが必要なのかということで設けられたのが今回の2020

年の改正の中身、ある程度枠組みを国で示したというのがまず実情だと思います。 

  答弁にもございましたとおり、この事業は法定事業ということではありますが、市町村の手

挙げ方式という形の２事業ということになっております。それで、今交付金のお話とかもあり

ましたので、ちょっとお話ししますと、先ほど答弁ありました６項目なんですが、実際は対象

の事業としては13の細かい項目があります。その中には既存の制度の中で、要は今動いている

事業、それぞれの分野で、介護ですとか、障害ですとか、子ども、それから貧困、困窮ですか

ね、そういった部分で動いている事業、あとそれからお話ありましたとおり、他機関の協働で

すとか、参加支援ですとか、アウトリーチ等を通じた継続的支援ですとか、そういった新しい

事業、そういった部分と組み合わせて13項目あるわけなんですが、そちらを全てクリアという

か全部実施したところには、逆に言うと、全部実施しないとその交付金自体がもらえないとい

うことも一つはあるんですけれども、その辺でいろいろ今宮城県のほうでも研修会とかそうい

ったものを開いて示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。 

○13番（大坂三男君） 福祉用語というのはなかなか複雑で分かりにくくて、今いろんなここに

挙がっている事業というのはほとんどやっていますよね、それぞれの部門でね。それをどうし

たらこれに重層的支援体制整備事業として認められるのか、よく理解できないんですよね。そ

の辺が国の指針もはっきりしないような面もあるので、なかなか厳しいんですけれども、頑張

ってまとめ上げていただきたいなと思います。 

  それで、今のどこの家庭でもどなたでも、思いも寄らぬ事態、病気したり、介護状態になっ

たり、がんになったり、あるいは職を失って貧困な状態になったり、いろいろそういうことあ

りますよね。そういうときに、一体どこに相談、誰に相談したらいいのかなとよく思うと思う

んですよ。私も個人的な話なんですが、ちょっと去年の暮れあたり戸惑って、どうしたらいい
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かなと、どこに相談したらいいかなと思ったりもしたことがあったんですが、包括支援センタ

ーに行って何とかご指導はいただいたんですが、例えば質問の中に入れた高齢者福祉は包括支

援センターに行けばいいし、あと障がい者福祉、子ども・子育て家庭支援とか生活困窮対策、

これ自分が相談したいなと思ったときに、今相談窓口というのはそれぞれどこなんだろうなと

いうことなんですが、分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 相談の窓口ということでございます。先ほどもちょっとお話しした

んですが、各分野、例えば介護ですとか、障害ですとか、子どもの関係、困窮の関係、今の制

度というか、の中ではやはりそれぞれに対応している部分がほとんどですので、実際今回の改

正の中身でもそういった部分を一本で受け止める部分があればいいのかなという、そういうも

のがあればということではあるんですが、実際受け止めてまた相談のほうに割り振る、各それ

ぞれ割り振るというのもいろいろ検討の余地があるんですが、例えば介護のほうですと地域の

包括支援センター、それから障害のほうですと機関の相談のセンターがございます。こちら大

河原町ですけれども。それから、あとは生活の困窮とかであれば当然町とか、社会福祉協議会

とか、県の相談支援センターとかもございますので、そちらということにはなるんですが、そ

れぞれという形にはなります。そういった分かりやすい、どこに行けばいいのかという部分の

周知というのは、非常に重要だとは考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 例えば、生活に困窮して生活資金の一部を借りたいという場合に、あそ

この地域福祉センターに行けば、その相談に乗っていただけるんでしょうか。そういうことを

ちょっと聞かれたことがありますので。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） 地域福祉センターのほうではトータル的な部分、入り口という形、

例えば生活相談ですとかそういった部分を担っていますので、まずはご相談いただければと思

います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そうしますと、この４つの項目については、役場に来ても当然いいと思

うんですが、取りあえず地域福祉センターに行けば何とか相談にはいずれも乗ってもらえると

いう、今はそのような体制と理解し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。福祉課長。 
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○福祉課長（佐藤 潤君） 相談の内容にはよると思うんですが、実際はそれぞれの機関に要は

行くような形にはなるので、確かに受け止めという形ではできるとは思うんですが、実際はそ

ちらの直接の機関のほうにお願いする形にはなると思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 最終的にはあっちに行きなさい、こっちに行きなさいとはいつものパタ

ーンにはなると思うんですが、それにしても第一次的な相談窓口ということで、そこでやって

いただけるという形で理解していいのかなと思います。 

  と同時に、私の質問の主題でもある地域福祉センターの有効活用という意味で、スタッフな

り、健康づくりの場合は設備なり、機器なりも含めて、あそこをもう少しいろいろ全てほとん

ど利活用といいますか、あそこで用が足せるように整備して、そこにさらに一般の用がない人

でも出入りして、交流の場にするというような考え方は持っていただけないかなと思うんです

が。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） すみません、どちらかというと私なんかでも理解している範囲で、大

坂議員と同じレベルで少し話したいと思うんですが、まず窓口が一本であればいいという話は、

よく理解しております。そのために先ほど話した重層的、いわゆる重層化というんですけれど

も、これは簡単に言うと高齢者介護、医療、障害、生活困窮、それに子育て支援も含みますけ

れども、そのまず一番最初の窓口を一本化しようというやつが厚労省が立てた計画です。その

ために財政的支援もあるんですけれども、実は厚労省が言うほど夢物語の支援じゃなくて、一

番お金のかかる介護とか障がい者は同じです。ただ、そのほかに相談とか、アウトリーチとか

いわゆる障害とか高齢者介護の一歩手前の人たちに対するサービスについては、一定程度新た

な財政支援をしようという計画です。 

  ただ、計画を読み切って見てみると、いわゆる７種目13事業あるんですけれども、この事業

を全部やってくれと、やれるのは本当は中核都市以上じゃないとできないなというふうな感覚

です。ただ、考え方については町の包括支援センターもここに踏み込みたいという気持ちはあ

ります。これが厚労省の補助事業に該当するかしないかにかかわらず、やはりやっていかなき

ゃいけないと。現実でも様々な障害、はっきり生活困窮とか子育て支援とか分かっているのは

別ですけれども、まずは包括支援のほうに相談に入ってきて、包括支援のほうで一定程度のト

リアージあります。これはこっちだね、これはこっちだねと、それは福祉課でもできますし、

社会福祉協議会のほうでもやるんですけれども、拠点になるのは地域福祉センター。その地域
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福祉センターをやはりまごころホームに移ったときに、少し窓口を大きくしたいという考えで、

今年度関係者との協議を進めさせています。 

  それで必要であれば、まごころホームの改造をかけて、重層化支援センターでも何でもいい

んですけれども、新たな町の取組をできるようにしたいという取組を今一生懸命やっています。

ただ、時間はかかりますので、１年、もしくは２年くらいの時間はかけたいと。関係者が生活

困窮ですと、県も含みます、いわゆる生活保護ですね。その辺も含みますので、柴田町だけが

踏み込む問題ではなくて、できれば近隣の大河原町、村田町、その辺とも歩調を合わせてやり

たいということもありますし、民間事業者、民間事業者というのは介護なり、障がい者はサー

ビスはほとんど民間事業者ですので、そこの方たちも参加体制をつくりたいということで、少

し時間いただきたいと。 

  ただ、今柴田町が一番いいというかラッキーなところは、まごころホーム、大きなスペース

が空いているというアドバンテージありますので、ここをしたたかに使っていきたいというこ

とで、今大坂議員がおっしゃるような窓口の一本化、サービスの一本化をしていきたい。ただ、

包括支援センターで全部できるというわけではなくて、その中で必要な支援サービスにつなげ

るケア会議とかを全部主催していくということで進めたいと今考えています。今それが地域福

祉センター、福祉課、社会福祉協議会の進めている方向です。ちょっと言い足りないんですが、

大体言いたいことはそういうことです。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 社協も含めて皆さん関係部門それぞれ一生懸命やっていただいて、本当

に感謝しているんですが、この地域共生という言葉からすると、地域でどの範囲をいうのかと

理解できないんですけれども、そこの中でみんなで共生していこうよということで、そういう

福祉に関しては特にボランティアさんの手を借りないと、なかなかできない、進まないという

ことが考えられます。現実にボランティアさんに担っていただいている部分はあると思うんで

すが、今現在ボランティアさんが十分に足りているのか、あるいはどういうふうにしてボラン

ティアさんを募っているのかということもちょっとお伺いしたいなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 潤君） ボランティアさんの関係、ボランティアさんの部分でいえば、行政

区のほうでいこいの日という形で実施している、なかなかコロナ禍で参加人員とかはちょっと

少なめということではあるんですが、そういった中でボランティアさんがいらっしゃいますの
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で、それぞれの地区でいろいろな活動に取り組める、拡大していけるような形でサポートして

いければいいのかなと。なかなかやはりコロナ禍ということで、参加が例えばそういう事業に

関しても、ボランティアさんのほうの数が多かったり、そういうケースがちょっと出ているよ

うですけれども、そういった形で考えていければなと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） こういう福祉関係は地域共生ということで、本当に町民市民全員で担っ

ていこうという考え方だと思います。それと同時に、町民の皆さんにもその意識を持っていた

だくということ、さらに次世代を担う子どもたちにもそういう考え方を持ってもらいたいとい

うことで、教育現場で子どもたちの福祉とかボランティアということについて、どのような教

育というか、そういう場面があるんであればちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 柴田町では、わたしたちの柴田町という副読本を作っております。そ

の副読本の中で福祉について学ぶところがございまして、柴田町の福祉施設とか活動について

紹介しています。そういった教室での学びを通して、小中学校では福祉施設を訪問して老人の

方との交流をしたり、施設の掃除をしたり、歌を歌って喜んでいただいたりというような活動

を行っておりますし、中学校では車椅子体験などを通して福祉について学ぶ機会を持っている

ところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） ちょっと隣の岩沼市で聞いた話なんですが、あそこは非常に教育現場で

の地域も関わり合える福祉学習の充実ということで、継続的な福祉学習、福祉教育の実践と小

中学校全校を福祉教育実践普及校に指定し、一生懸命小学校から中学校へと段階的に継続的な

福祉教育を実践し、環境を整えるということで、どこまで実現しているのか分かりませんが、

そういう考えでやっておられるようですので、ぜひ柴田町も大変熱心にやっていらっしゃると

思うんですが、現行でそれをやっていると理解をし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。教育長。 

○教育長（船迫邦則君） 全ての小学校で先ほどお話ししました副読本を使って学んでおります。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） 実は、地域福祉センターを拠点にして、これからそこで包括的に町民の

皆さんにいろいろサービスを提供するという方向で進んでいってもらいたいと私は思うんです

が、地域福祉センターにちょっとトイレのことを見に行ったときに、あのセンターの方から聞
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いて、岩沼市で何か最近新しい福祉とか、人の集う拠点として亀塚温泉というのができたので、

あそこ大変参考になりますよと言っていたので、見に行ってきました。最近ね。 

  そうしたら、とにかく何じゃこりゃと思うくらいびっくりするほど人が集まっていて、保育

園もある、それからフィットネスクラブとか体を鍛える場所もある、もちろん食堂もある、温

泉もある。あと障がい者がリハビリとかやっていたり、とにかくいろんな人が来て、いろんな

ことをやっているんですよ。何か名称がごちゃまぜ何とかといって、それをキャッチフレーズ

にして何でもかんでもその場所にみんな集まっていただいて、ゼロ歳から90歳までそこにごち

ゃごちゃに集まっていろんなことをやるということで、１日平均500人、人が来るんだそうで

すよ。いや、すごいなと思って、温泉もあるし、食べられるところもあるし、自分が体を鍛え

ることもできるし。いろいろあと談笑なんかもする場所もあったりして、私できたら、これ以

上年取ったらこういう近くに住みたいなと思うくらい、ちょっと魅力のある施設でした。 

  見ていらっしゃった方はあるかも分かりませんが、ああいう施設に地域福祉センターがなれ

ないかなともちょっと思ったんですが、話聞いただけでは分からないと思うんですけれども、

そういう方向に地域福祉センターも、国道のすぐ近くにありますし、そういういろんな施設を

整えれば、あるいはあそこも土手に上れば、すごく景観もいいところですし、名取市のかわま

ちてらすですか、名取川の堤防を利用してあそこにいろんな売店とか、上には食堂とか、あと

テラスがあって、そのテラスは最近できたらしいんですが、コロナ関係で外で食べたほうがい

いよということで、すごくあそこも魅力的な場所でした。そういういろんなものを複合して、

あそこの地域福祉センターを単なる福祉だけじゃなくて、みんなの集う場所、そして町民全体

でそこに交流して健康づくり、にぎわいづくりができるんじゃないかなと思ったついでに、じ

ゃああそこ温泉掘ったら温泉出ないかなと、地域福祉センターの浴室あるんですが、今使って

いないので、そういうことをすればますます人が集まってくるんじゃないかなと思うんですが、

ちょっと少し大きな話になったんですが、その辺の考えについてどうでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。副町長。 

○副町長（水戸敏見君） 今のごちゃまぜ、あと角田市も足湯やるような施設があるということ

は包括と話をして聞いていますし、あちこち見て回っているみたいです。ただ、包括のほうと

話をしたのは、まずまごころホーム、地域福祉センターのキャパシティーと考えたら、全部で

きるわけじゃない、今議員おっしゃったのは健康ランドみたいなところもありますんで、そこ

まではできないだろうと。それをもしも造るんであれば、別途滝口町長に頼んでほしいと言っ

たんですけれども、今回はまごころホーム、福祉の拠点で考えることなんですけれども、人が
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いっぱい集まってくるというのも確かに夢には見るんですけれども、現実包括支援センターの

サービスを見ていると、７割が居宅訪問です。あそこに来て、様々なものを相談するというこ

とは、３割もないかな。 

  ですから、やはり行って話を聞いて、サービスをつくっていくということがいっぱいですの

で、その中でじゃあ何が困っているのかなと聞くと、食べること、いわゆる配色、給食、たま

には集まって食べてみたい。ですから、包括支援センターのまごころホームの中でできる可能

性があるのは、そういう食にちょっと特化したことができるかなと。あとは様々な今春風みた

いなこともやっていますので、そういう前期、いわゆる介護に至らない方たちに対する様々な

集まりの場、そういうのはできるかなと思っています。 

  大坂議員おっしゃるそういうのはいいなとは思うんですけれども、それなりに別途違う場所

でもって柴田健康ランドみたいなのができればいいなということは、滝口町長のほうにもこの

後話してみたいなと思います。今考えているのは、まごころホームでできるサービス、身の丈

に合った最大限のものを造りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（大坂三男君） じゃあちょっと滝口町長にも聞きたいと思うんですが、地域福祉センタ

ーの建物だけに限定する考えじゃなくて、脇に町有地ありますよね。あそこも含めてもう少し

施設なりを充実させて、それこそ健康ランドでも一緒に福祉センターみたいな形で大々大規模

にやる、開発するというんですか、整備するというんですかね、ということもいいんじゃない

かなと思うんですが、今は町は総合体育館、給食センター、図書館という目標を立てています

が、今後はそれが終わったら次はそういう施設というのも目を向けてもいいんではないかなと

思いますが、いかが、これは希望でございます。ご感想をお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 柴田町が大型プロジェクト、図書館と学校給食センターの道筋ができれ

ば、最後に必要となるのは健康ランド的な施設、これが最後だろうと思います。ただし、公共

施設と管理計画という別な枠組みがはめられておりますので、どこかを潰さないといけないと

いうことで、至難の道ではありますが、やっぱり独り暮らし、二人暮らしのお年寄りが求めて

いるのは、みんなで集まれる場所、それが必要だということは十分認識しております。 

  ですので、今回立地適正化計画をつくったときに、高齢者施設も対象に入れたんだっけか。

入れていますので、それが前期の５年間では難しいとしても、10年計画の中でもし都市施設と



２０２ 

して認められれば、そういう事業に対しても２分の１補助が出ますので、将来の方向性として

はそれは次の人になると思うんですが、最後の交流の場として柴田町には必要となる施設では

ないかなと思っております。 

  ただし、町がやるということではなくて、それを運営する民間の方々、ＮＰＯでも、そうい

う方々を逆に育てていかないと役場がやるということではないとは思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○13番（大坂三男君） そうですね、必ずしも役場がやるということではなくて、さっき言った

岩沼市の亀塚というところはＪОＣＡ、青年海外協力隊ですか、あそこを卒業して帰ってきて、

何かやりたいと、社会貢献したいという方々がＪＯＣＡという組織を、何とか協議会という組

織をつくって、その人たちがここに来てやっているということで、大変すばらしい施設なので、

ぜひ皆さん１回見学に、ほかの町の人間なんですがと言っても、どうぞどうぞと言って歓迎さ

れますので、行っていただくとやっぱり健康ランド、健康づくり、市民交流の場として、隣の

まちの岩沼市頑張ったなというふうに思いましたので、一つの参考に見ていただくとありがた

いなと思います。 

  あと、補助金確保についても、いろいろ立地的成果か何かで２分の１とかいうこともあるん

でしょうけれども、それでなくても町長、補助金ハンターという名前ついたことありますので、

それを発揮して、どうも新聞を見ると４年間頑張るようなので、ぜひその間補助金を何とか獲

得して、ぜひ実現していただきたいと希望しまして、私の質問を終わります。 

○議長（髙橋たい子君） これにて13番大坂三男君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  午後１時再開といたします。 

     午前１１時４８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。 

  次の質問者、佐久間光洋君から資料の提出がありましたので、お手元に配付しております。

ご確認ください。 

  それでは、８番佐久間光洋君、質問席において質問してください。 

     〔８番 佐久間光洋君 登壇〕 

○８番（佐久間光洋君） ８番佐久間光洋です。大綱２問質問いたします。 
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  １．古河水門に水位計の設置を。 

  浸水のよく起こる場所が町内には何か所かありますが、そのうちの１つとされる古河水門に

つながる地区外排水路に水位計を設置することを要望します。 

  雨量の程度によって、浸水被害が発生する地区では、白石川の水位が高くなると排水ができ

なくなるため、内水による氾濫の可能性が高くなります。そのときは、消防団や大型のポンプ

による強制的な排水作業が行われますが、これにも限界があります。水位計によるモニタリン

グを行い、今後の状況の変化が予測できる積極的な対応が必要だと思われます。 

  最近、設置工事の比較的楽だと思われるセンサーの存在を知り、現実に一歩近づいた感じを

持っています。これにより得られたデータは、オープンデータとして広く公開し、一人一人が

関心を持って対応できるシステムに活用できれば、災害用のインフラとしての重要なものにな

ることでしょう。 

  最終的には、全ての基幹水路に配置したいものですが、取りあえず今回は、第１段階として

設置し、有効性を検証し、次のステップに進むための足がかりを得たいと考えますが、見解を

お伺いいたします。 

  ２．柴田町総合計画について問う。 

  今年度は、令和５年度から８年度までの第６次柴田町総合計画後期基本計画を作成すること

になっています。地方自治体の総合計画策定に当たっては、コンサルタントが作成し、審議会

を通って計画書が出来上がるという経過をたどり、その後は本棚に保管されたままになって、

絵に描いた餅で終わってしまうことが多いとよく指摘されています。柴田町では、そのような

ことにならないよう十分留意して策定に当たってほしいと強く要望いたします。 

  久しぶりに議会議員に復帰して感じたことは、議会運営のデジタル化が進んでいたこと、ま

ちづくりにおいても、様々な事業が展開され、町民の生活環境も大変よくなっていたことです。

以前は、厳しい財政状況の下、一般質問などに対しても財源不足を理由に今後検討しますとの

答弁が多かったように記憶しています。最近は、ふるさと納税やネーミングライツの採用、地

方創生関連交付金の活用など、新たな財源確保が相次ぎ、学校施設整備や観光施設整備、防

災・減災や子育て支援策など、多くの事業や課題が次々と実現している事実を目の当たりにし

ました。 

  柴田町の今後は、新型コロナ感染症対策や、人口減少問題、高齢化社会の進展、頻発する自

然災害対策などに対し、喫緊の対応策や中長期的な展望を持った具体的な処方箋を示すことが

重要です。そのためには、まず前期基本計画について、ＰＤＣＡのサイクルに基づき、これま
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での事業の検証をしっかりと行った上で、後期基本計画では住民、議会の賛同を得て策定して

いくことこそ実効性のある基本計画になるものと思います。 

  そこで伺います。 

  １）前期基本計画の評価については、いずれ各項目について詳細なものが出てくるだろうと

思いますが、全体的に見て評価するならば何点ですか。 

  ２）後期基本計画で取り組むべき重点的な政策課題は、どのように抽出するのでしょうか。 

  ３）総合計画の目標達成と政策実現の裏づけとなる財政計画は表裏一体の関係にならなけれ

ばならないと思います。今後の財政運営の見通しと、留意すべき点は何でしょうか。答弁を求

めます。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 佐久間光洋議員、大綱２点ございました。 

  古河水門への水位計の設置でございます。 

  令和３年12月会議において、予測システムの概要について、詳細な事業内容を示していただ

きたいと回答していたところですが、詳細説明がこれまでございませんでしたので、気になっ

ておりました。 

  今回、佐久間議員から提案がありました水位計のセンサーについても、概要を把握すること

が難しいので、今後詳細な事業内容についてお示しいただきたいと思います。 

  大綱２点目、柴田町総合計画で３点ほどございました。 

  まず、第１点目、全体的な評価でございます。 

  前期基本計画の全体的な評価についてですが、今年の２月に実施した第６次柴田町総合計画

後期基本計画策定に係るまちづくりアンケート調査での町の魅力についてでは、１位が自然環

境が豊かである。２位が買物の便利がよい。第３位が道路や鉄道など交通の利便性が高いとな

っており、町の不十分なところについては、１位が道路や鉄道など交通の便、２位が保健・医

療環境、３位が働く場の確保となっております。 

  また、町への定住意向と魅力などについての調査結果では、どちらかといえば住みやすいが

42.5％で最も高くなっており、住みやすいと、どちらかといえば住みやすいを合わせた73.3％

の方が住みやすいと感じているとの結果でした。 

  町としての前期基本計画４年間の評価としては、地方創生関連交付金や東北観光復興対策交

付金等を活用し、公共施設のトイレ改修整備や、観光シティプロモーション活動事業をはじめ、

キッズバイクパークの整備や園路整備、観光施設、子育て家庭のニーズを踏まえた子育て支援
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と児童福祉施設の環境整備、５年間で約60億円を投入した老朽化した学校施設の改修や情報機

器整備など教育環境の充実、さらに庁舎や保健センターのリニューアル化を図りました。その

財源として、ふるさと納税やネーミングライツの導入を図り、財政調整基金等も20億円を超え

る決算が見込めます。 

  こうしたことから、全体的な評価はおおむね、手前みそになりますが、合格点ではないかと

捉えております。しかし、町長へのメッセージでは、道路や側溝整備、水害対策、高齢者の足

の確保などへの苦情、要望が多いことから、後期基本計画ではこれらの課題への取組を強化し

てまいります。 

  ２点目、後期基本計画の重要な政策課題の抽出方法です。 

  第６次柴田町総合計画後期基本計画の策定に当たっては、前期基本計画を検証し、課題を明

らかにした上で、ＳＤＧｓやカーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーションとい

った新たな時代の流れを先読みするとともに、地方自治体を取り巻く喫緊の課題である少子高

齢化問題、頻発化する自然災害への対応、地域コミュニティの崩壊などに対する処方箋を示し

ていく必要があります。 

  後期基本計画で取り組むべき重要な政策課題の抽出については、まちづくりアンケート調査

の結果の検証分析、前期基本計画の施策ごとの達成度及び進捗状況の整理、町長へのメッセー

ジ、そして議会や住民から提案された事業や地域課題等を踏まえて、後期基本計画策定におけ

る各専門部会で、関係団体等へのヒアリングを実施しながら、事業分野ごとの主要な施策を講

じ、住民懇談会で住民の声に直接耳を傾け、政策課題を抽出してまいります。 

  抽出された重点的な政策課題については、総合計画審議会での審議を経て、後期基本計画策

定委員会において、その対応策を立案してまいります。 

  ３点目、財政計画との連動性でございます。 

  令和４年度の予算編成の編成作業において、歳入と歳出に約10億円もの乖離が生じました。

また、経常収支比率も93.5％となっております。さらに、地方債の元利償還見込額については、

今年度は約14億円ですが、令和７年度には約15億円となりますので、年々財政の硬直化が進ん

でおります。 

  後期基本計画期間である令和５年度から令和８年度までの４年間は、大変窮屈な予算編成を

余儀なくされることから、計画策定に当たっては国の補助事業の活用や、ふるさと納税寄附金

の確保などの財源確保に積極的に取り組む一方で、喫緊の課題や将来に向けた施策については、

優先順位を見定めた上で、財政計画と連動された中で後期基本計画を策定してまいります。 
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  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） それでは、第１問の水位計のことについてお伺いいたします。 

  私としては、一生懸命書いて分かるだろうと思ったんですけれども、なかなかやっぱり分か

らないということなんで、ちょっと今日は時間を取っていただいて、なるたけ分かるように説

明をしたいと思います。 

  この話はいろいろ担当部署絡みで話をしたこともあったんですけれども、その話の中で監視

カメラじゃなくて何だ、監視カメラ、普通いろんなところ映すやつのね。あれの話で、そうい

うなこともあるよねなんていうふうなことを聞いたんで、そっちのほうのイメージだと分かり

やすいのかなということがあったんで、一部そのことになぞらえてお話しいたしますと、シス

テムとしては、監視カメラで撮ったものをインターネットを通して皆さんの手元にお届けする

という流れは、ほとんど同じです。この水位計については、それが映像ではなくて、水の高さ

を測るというやつのデータを送って、それをスマホで見るという、そういう入り口と出口の極

端な例で言えばそういったシステムなのでございます。 

  今日資料としてお配りしております。議員の方々には、ｉＰａｄのほうに入っておりますの

で、それに１つカタログが載っております。あくまでもこれは同様のものということで、これ

だというふうな話ではないんですが、これ見ていただきますと、長さが約20センチ、太さが３

センチ、例えて言えば普通のキュウリぐらいの大きさかなという、それにワイヤーがつながっ

ていて、最悪水の中にぽとんと入れれば、用は足りるというものでございます。 

  何でこれを今回選んだかというと、その水の高さを測るやつにはいろんな方法があるんです

けれども、それぞれ工事の内容が違います。設置する場所は、町の水路とかそういうところに

限られますので、そこにある程度の工事を加えるわけですから、私の一存ではそれはできない

ということで、なるべく工事で設置するところの構造を傷めないとか、工事が簡単であるとか、

そういったことで今回こういうものが世の中にあるということが分かったので、ちょっと一気

に実現化進みそうだなということで、これを参考として１つ選びました。 

  それで、場所としては古河水門をまず選んだわけですけれども、あそこは今コンクリートの

水路で造られております。そこにどういうふうにつけるかはちょっと私も専門家じゃないので

分からないんですけれども、こういったものをつけてくださいということで、電線をずうっと

福祉センター側の空き地のほうに引っ張ってもらえば、そこから先にはバッテリーとか、ソー

ラーパネルを装備した１つの箱を置いておいて、それでデータを処理してインターネットに流



２０７ 

すということを想定しております。 

  １回ネットのほうに乗れば、その中にいろんな細かいことはあるんですが、皆様のスマホに

今古河水門の水の高さがこのぐらいになっていますという数字がスマホで見られるということ

になるわけです。 

  これをどういうふうに使うかというのは、まだここから先のいろんなデータの処理とか何か

というのもあるんですが、今回はそれには触れないで、まずそういったものができるかどうか

ということで、そこから始めようということなんですが、この機械を使ったという前提でどれ

ぐらいでできるかというのをちょっと想定してみたら、大体20万円ぐらいあれば装備はできる

だろうと、私は考えております。それほどの出費ではないとは思うんですけれども、何せ世の

中にこういった装置が売られているわけではないので、結局そういうものを全部集めて作らな

きゃならないというところが今一番の問題点の一つではあります。だけれども、できるという

見通しを持っておりますので、ぜひセンサーを古河水門の水路に設置さえしていただければ、

あとはスマホのほうで見られるよと。そうすると、うちの中にいても今どのぐらいになってい

るかというのを数字で確認できることになるというところに結びつくわけでございます。 

  前の質問のＧＰＳの話をしたときに、その高さの話が出たんですけれども、これも連動はし

ていますが、そっちはいろいろ太陽の村とか、あれも考えたんですけれども、いろいろ条件が

あって、非常に厳しいなと。もうちょっとゆっくり考えていこうかなという感じでは思ってお

りますが、それらが全部連動するんですが、今のところ私、自宅のほうに上げていますから、

それは使えるということで実現は可能だと思っております。 

  ここら辺で大体イメージつかんでいただいたのかなというふうに思いますが、私としては何

とでも実現に結びつけていきたいと思っておりますので、町長ぜひここは大きな判断をしてい

ただければと、肩もみにでもいつでも何回でも行くようなつもりでおりますので、ぜひ決断を

お願いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 実は、この水位計、監視カメラ、いろいろご提案いただいているんです

が、私が住民に対して、いざというときの判断をするというときに、まず住民が自主的に判断

するためには、やはりこの監視カメラで撮った映像をインターネットを通じてスマホで見られ

るようにするのが一番のベストだという、私の今までの質問の中ではあります。 

  ですけれども、インターネットでつなぐとなると、１億円程度かかるというのがあったもん

ですから、私としては町長が避難勧告、避難指示を出すための監視カメラが欲しいと担当者に
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言っています。要するに24時間リアルタイムで見られるのが欲しいというのが私の考え方でご

ざいます。それはあまりお金、あまりといっても1,000万円ぐらいでできるんですけれどもね。 

  問題はこの監視カメラに対して、水位計ということで、これまでも実は水位が上がった場合

にはランプがつくというような業者の売り込みがございました。そして、そのランプ、要する

にある一定の水位になるとランプがつくといった場合に、夜中にランプがついたときどうする

んだという業者とのやり取りがございました。 

  要するに、この水位計からスマホにプッシュ型で緊急的に信号が送れるのであれば有効なん

ですが、単に水位計を取りに行くと、水位計の今どうなっているかを取りに行くということだ

けでは、ちょっと不十分だというのが今までの私の考え方でございます。 

  ですから、ここを打ち破って、町民がその水位計を見て判断するためには、水位計というの

は、実際に棒で測れるようになっていますので、それに関して今回のセンサーですか、そのセ

ンサーがスマホに自動的に危険だというふうに流れるシステムになっているのかどうか、その

辺がよく分からないというのが私の今の状況と、そこを教えていただければと。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ございますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 質問というか答えというか分かりませんが、町長がイメージしたのは、

大体そんなふうにものを考えていたのかなというのが分かりました。 

  さっき監視カメラになぞらえたというのは、監視カメラが撮ったやつを常にずっとこうネッ

トに流し続けるというそういうイメージなんですね。それを、水位計はデータとしてずっと流

し続けると。だから、24時間365日、その水の高さが、スマホに見にいけばですよ、そこに出

ているというシステムで、今お話しされたそういうのが実現できるのかということであれば、

それは実現できます。 

  あとは、その経路の中に小さなコンピューターが入るんですけれども、そういったものを利

用して、この水位になったらば、担当の誰々にメールでアラートを送るとか、そういったのは、

プログラム上で作ることも可能ですし、それから配信されたデータを基に、これはちょっと先

の話ですけれども、予測をしたり、それからいろんな雨量のデータを持ち込んでいって予測し

たりというふうなところまで考えているので、今そんなことができるのかというやつは全てカ

バーできますから、むしろ私は監視カメラも、それはそれで結構なものだと思います、分かり

やすくて。 

  ただ、こういった災害に関するものに関しては、何年に一遍とかそういった頻度で起こるよ

うなものなんで、通常の状態であそこの水路を監視カメラで見ていても、まず何も面白いこと
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はないという意味では、無駄なところが大分多いんじゃないかなと。だったら、むしろ、そろ

そろこの水位はそろそろ危険ですよと。具体的な例で言えば、あそこの水路の隣の一番近くに

いる人のあそこのお宅の前面道路でも、庭でもいいから高さを測っておいて、それであなたの

うちはこれぐらいですよという数値を渡してあげられますから、そしたら、今おらいの隣の水

が何ぼなんだったら、そろそろやばいよなという判断は各自でできるという、そういうところ

を私は一番狙っているわけなんですが、幾らかそれでイメージ伝わったでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） ちょっと逆になっているような気がします。今の佐久間議員の説明に

ついて、町長一言何かありましたら、それいただいた後で、詳しい説明については担当者と後

日お話をいただければと思います。（「そうですか」の声あり）町長、どうぞ。 

○町長（滝口 茂君） ですから、住民に知らせたいという一番最後の出口は同じなんですが、

この水位計が、果たして有効に働くかどうかと、それから事業費と、最終的に住民にどのよう

な方法で伝わっていって、住民の危機感を高めるようになるのか。そのシステムについてもう

少し詳しく担当者にお話をしていただいて、もしこの特異な業者、特定業者ではないんですけ

けれども、具体的に教えていただいて、この方に教えていただいても構いませんので、佐久間

議員直接というわけにいきませんのでね。こういう測定機器のメーカーの方々に、担当者に教

えていただければ、もう少し理解が深まるんではないかなと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） ということで、佐久間議員よろしいですか。 

○８番（佐久間光洋君） しようがないかなと。 

○議長（髙橋たい子君） 次の大綱質問のほうに移っていただければと思います。 

○８番（佐久間光洋君） 分かりました。それは、また後日お話をさせていただきますというこ

とで、２問目のほうに行きます。 

  総合計画の件なんですが、まず総合計画、冊子になったやつを一通り目を通してみました。

基本目標として１から５、それから施策の大綱が26、５つの重点プロジェクトが開始されてお

りました。全体を今の現状と照らし合わせながら私は見てみたんですけれども、一つ一つのこ

とについて、いずれあと結果が出るでしょうからそれはそこに任せるとして、私が気になった

点ということで二、三挙げさせていただきたいなと思っております。 

  それで、全体的な感想としては、あくまでもこれは私の個人的な感想でありますが、町なか

のにぎわいがちょっと低迷、足りない、物足りない、そういった印象を持ちました。 

  それで、ちょっと具体的なことを聞きますが、この総合計画の11ページの第２編第１章柴田

町の将来像の３、将来像実現のための基本目標、この基本目標の中に１から５とありますが、
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その中の基本目標の２にあります項目として、歴史的な建物のリノベーション、町なかでのに

ぎわい、創造性豊かなまちづくり、こういった項目が挙げられておりました。私が気になった

点というのはここなんですけれども、例えば歴史的な建物のリノベーション、これどういった

ものがあったのか。町なかでのにぎわいづくり、これはどこを指しているのか。創造性豊かな

まちづくり、これはどこにあったのか、この辺のところがぱっと浮かんでこなかったもんです

から、この辺がどういった成果なのか説明をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） 施策に関する評価というのはこれからやっていくところ

にはなるんですけども、歴史的な建物のリノベーションということでありますけれども、これ

に関しては町が直接関わっていくというよりも、個人の住宅とかそういったものも絡んでくる

かと思いますので、側面的な支援という部分を町のほうでは行っていくということで捉えてお

ります。麹やコレクションさんなんかが特にそういった部分が大きいのかなと思いますが、先

ほど申し上げましたとおり、あくまでも個人の財産でございますので、直接町がということは

なかなかできない部分もございます。 

  あと町なかのにぎわいということでお話もありましたけれども、こちら商工会さんのほうで、

いろんな商店街の活性化ということでも取り組んできているのかなと思います。ただ、やはり

最近ですとコロナがありまして、令和２年、令和３年とコロナ禍に入っておりますので、なか

なかその辺が思うように進んでいないというのは、事業ができていないという部分も確かにあ

るのかなと思います。 

  創造性豊かなまちづくりの目指すというような部分もありますが、これが直接この項目に当

てはまるんだという部分は、大変申し訳ありません、ちょっと浮かばない部分はあります。そ

ういったもののこれから評価しまして、後期の基本計画を策定していくんですけれども、今回

その後期の基本計画の中には、基本目標なり、こういった将来像、それから基本目標の部分に

関しましては、今回の後期の基本計画の策定の中には入ってまいりませんので、施策の大綱の

部分ですかね、そこの部分の再度見直しという作業過程になっていくと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） これ今言ったやつは今度省くんですか。次の後期のほうでは、触れな

いという、今ご返答だったんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） すみません。私のちょっと説明不足したのかもしれませ
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んけれども、基本理念なり将来像、あと基本目標、ここまでに関しては基本構想と呼ばれてい

るものになりますので、ここに関しては、今回は今年度取り組む後期基本計画の策定の中には、

ここの部分の、評価とかはするかとは思いますけれども、ここの部分を直接改正するというよ

うなものではなくて、基本計画といいますと施策の大綱の部分ですかね、そこの部分を各施策

の成果目標というのを定めてございますので、そこを評価しながら、計画の改定をしていくと

いうものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 私としては否定をしたつもりはないんですけれども、ちょっとできれ

ばもうちょっと力強く、そういう成果に結びつくものがあればいいなというふうな感想で申し

上げたんですが、ただ、なくなるというとあれだけれども、いずれこれは継続としてやってい

っていただきたいものですから、いずれまた機会を見て、こういった流れのものは強化してい

ってほしいなと思います。 

  似たような話ではあるんですけれども、この実施計画書の61ページに施策４－４、それから

同じく計画書の68ページの施策の４－５、ちょっと、一緒になってごめんなさい、４－４のほ

うは地域産業の活性化による雇用の確保、それから施策の４－５はローカルビジネスの推進と

いうこともうたっておりまして、これもちょっと私、どの辺のところ言っているのかな、ある

いはどういう状態なのかなというふうにちょっとぴんとこなかったもんですから、その辺の説

明をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） すみません、４－４、地域産業の活性化による雇用の確

保ということで、こちらの農政部門と商工部門で担当してくる部分になるのかなと思います。

町内の地場産関係ですかね、例えば花卉農家だったり、鉢花のそういった農家さんの農業の振

興、あと地産地消の拡大とか、あと６次化とかですかね、そういったものがその事業の中には

入ってくるのかなと考えております。花卉農家だけじゃなく米農家さんの農地の有効活用だっ

たり、あとはいろいろな担い手の育成だったりとか、あと森林関係の保全とかというのもこの

中には入ってくるのかなと思います。 

  あと、商工観光関係であれば、将来のそういう地域産業を担う人材の育成、あと創業支援で

すかね、あと中小企業への支援とか、そういったものも入ってくるのかなと思います。 

  あと、ローカルビジネス、４－５のローカルビジネスの推進ということでありましたけれど

も、これは同じように農政課と商工観光課で主に取り組んでいる部分になるかと思いますが、
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里山ビジネスの振興とかですかね。また、それに伴う、担います人材の育成というような部分

でそれぞれ取り組んでおりまして、成果指標というのを持って行っ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。 

○８番（佐久間光洋君） 状況は分かりました。 

  質問の２のほうに移りたいと思いますけれども、まず、これは前計画の評価ということであ

りますので、今ちょっと今までは現状を見て、問題点のどこに問題点があるかということでの

話をさせていただきました。 

  ここからはちょっとその原因、原因というか要因というか、そういったことについてお話し

したいなと思っているんですけれども、私は個人的に全体の流れを見たときに、まず人口減少

というのが最大の要因だと考えました。今回のマスタープランにつながる町の都市計画につい

ても、ああいった、こういったいろんな施策についても、これの原因として人口減少があると。

これは、当然財政問題までにも絡む話なんで、これを一つの最大の要因だと位置づけました。 

  じゃあ、それをどうするかということになれば、減少が問題なんだから、増やせばいいだろ

うという方向で事の対応を考えたわけなんですが、その総合計画の中の14ページの第２章将来

人口についての中の、１計画期間の目標人口の解説において、柴田町まち・ひと・しごと創生

総合戦略で策定とあります。これは、策定は努力義務という扱いなのですが、それにもかかわ

らず策定しているということは評価いたしたいと思います。 

  その中で、第２期柴田町まち・ひと・しごと創生総合戦略、戦略１、これは令和３年の８月

20日に私らのＳｉｄｅＢｏｏｋｓのほうの多分全協の資料ということで配付されているものが

あります。それは、令和２年度実績、数値目標、重要業績評価指標ＫＰＩ、検証結果、これの

中の８ページ、②数値目標、重要業績評価指標ＫＰＩに記載されております。そこには表があ

るんですけれども、それは何が書いてあるかというと出生者数です。町民環境課のデータとい

うことになるんでしょうか。基準値を令和元年227人で、令和２年に実績値として214人とあり

ます。その右側の項目に、目標として令和６年300人と書いてありました。その下に、令和２

年度実績の状況、要因、検証結果等ということについて、例年と特に大きな変動はなしという

評価として載っております。 

  この表を見て、気になった点といいますか、令和６年に300人という目標を設定していると。

基準値が227人という、ちょっと気持ちは分かりますけれども、ちょっと盛り過ぎではないか

と、いろんな計画の中で人口減少というのはもう避けられない状態という中でいろんな計画が

盛り込まれているということで、よくて水平、減らない。幾らかでも減る数を減らすぐらいが
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関の山かななんていう感じがするんですが、この基準値227人に対して、目標300人っていうの

はちょっと多過ぎはしないかという印象を持ったんですが、その辺の説明をお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（沖館淳一君） ＫＰＩの指標のどこに求めていくかというのは、なかな

か難しいのかなと思っております。令和６年の目標値300人という数字をしたということは、

以前柴田町では300人くらいやはり年間出生していたという経緯があるんですけれども、それ

に近づけたいなという思いがあったのかなと思います。今となっては、佐久間議員おっしゃる

とおり、227人、令和２年で214人ということであれば、さらに今回コロナの関係ありますので、

子どもさんの生まれている数が少なくなっているという新聞報道もあったかと思います。なか

なかこの300人を達成するというのは、今現在の状況からすれば、難しいというか、無理な部

分はあるのかなとは思っています。 

  この目標に関して、施策の大綱を見直していきますので、もしその目標値、計画のほうに関

してですけれども、そういった目標値なんかも、もし見直しができるのであれば、今後の計画

の中で行っていきたいなと考えてございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問ありますか。どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） 要は本当に気持ちは分かるという感じなんです。だけれども、数字と

して出すと、非常に厳しい評価の目にさらされるということも同時にあるわけですから、やっ

ぱり、あ、そうだよな、このぐらいのところを本気になって考えているのかなというふうな意

味合いが伝わるような数字を、ぜひ出していただきたいなと思います。 

  人口減少のほうに、それを軸にして話すんですが、国のほうもそれは分かっていて、いろん

な政策はつくっています。人口減少に対応しているものに、まち・ひと・しごと創生総合戦略

というものがあるんですけれども、その中で原因と対策にまで踏み込んでおります。その対策

の例として、出生率が高い地域の特徴としては、以下のような点が挙げられると列記しており

ます。 

  １つ、持家率が高い。１つ、地域の結びつきが強く、子育てがしやすい。親との同居率が比

較的高い。それから、雇用が安定している。以上４つですね。あと、子育て支援のための各種

ネットワークが強い地域、こういうところが出生率が高いと言えるだろうと書いてありました。 

  これをここに当てはめてみると、多分持家率は高いと思います。それから、地域の結びつき

が強く、子育てがしやすいというのも合っているだろうと思います。親との同居率が比較的高

い、これも多分合っているんだろうと思います。雇用が安定している、これちょっと私はどっ
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ちか分からないですけれども、子育てのための各種ネットワークが強い、これも合っていると

思うね。５つのうち４つ、多分これは問題なしと見ていいようなんだけれども、やっぱり減っ

ているという現象だというのは、多分この提言はあんまり役に立たないのかなという感じがし

ております。 

  その中に、まち・ひと・しごと創生、情報支援というのがありまして、地域経済分析システ

ムとありました。各地域が産業、人口、社会インフラなどに関し、必要なデータ分析を行い、

各地域に即した地域課題を抽出し対処できるよう、国は地域経済分析システムを整備するとあ

りましたが、これはお試しになっているでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。もう一度、いいですか。佐久間議員もう一度、質問

内容をお話しください。 

○８番（佐久間光洋君） 国のほうで情報支援ということで、地域経済分析システムというもの

をつくっていますと。そこでは、地域課題を抽出して対処できるよう整備していますから、お

使いくださいとありました。 

○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（沖館淳一君） ありがとうございます。多分我々通称でＲＥＳＡＳと呼

んでいるものじゃないかと思うんですが、パソコン上で、関係人口だったり、交流人口みたい

な部分を、あと町内で使われた経済の部分とか、お金がどのくらい動いたかとか、そういった

人の流れだったり、お金の流れだったりを見える化するソフトというかシステムだったと思い

ます。 

  それに関しては、各部署のほうで、例えば商工観光の部分であれば、観光の人の動きだった

りとか、あとこの日にち、この時点でどのくらいの人がその場所にいたかとかというのは電話

の回線というか、携帯のアンテナ使ったりとかして、たしか見られたと思いますので、そうい

ったものを活用しながら、事業の施策のほうに生かしてきていると認識しております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質問どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） どういうところに対応していけば一番効果的という対応策を探るため

の１つの話題だったんですが、人口減少というのは、どうしても私は避けられないと思います。

それで、時間も残り少なくなったので、対応策のほうに移りますけれども、最初に申し上げた

にぎわいが足りないという思いの中で、これからの対策でいいますと、先ほど大坂議員が言っ

た地域福祉センターあたりの話ですね。ちょっとあれは見方の角度は違うんですけれども、私

もあそこでこれからいろんなことがまたできるという意味では、１つ小さな拠点という考え方
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の概念が出てきておりますので、ああいったところを小さな拠点として、これからいろんな肉

づけをしていってほしいなと思っております。 

  多分体育館なんかもそういったところになるだろうと。あとはちょっと周辺部のほうの売店

だったりとか、あと道の駅とかいろいろありますけれども、そういったところ、小さな拠点と

いう感じで、そこを中心ににぎわいをいろんなところに育んでいくというか、そういったとこ

ろに力を入れてほしいなと思います。 

  それと昨日かな、桜場議員の話であったところで、アンケート調査という項目が出てきたん

ですけれども、町からいろんな情報が出ているわけですけれども、それがどこまでいっている

のかというところですね、本当に末端まで浸透しているのかというところも、出した段階で終

わりではなくて、どこまでいっているのかというところなんかも含めて、ちょっとまちづくり

のほうに生かして、状況に即した対応をするためにそういったものを生かしてほしいなと思い

ます。ちょっと時間なくてまとめてしまいましたけれども、そういったことを要望しますので、

その見解をお聞かせください。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口 茂君） まず、人口が減少という話ありました。もう人口は増えないという前提

ですが、人口が伸びているところも確かにあります。私が見ていますと、人口が増えていると

ころは、やっぱり仙台市とかの中核都市で、スポーツ、文化、消費、あらゆる都市機能が充実

しているところが東京も含めて伸びているということでございます。 

  それで、次に伸びているのがその中枢となる都市の周辺部、宮城県でいうと利府町とか富谷

町ですね。全国的には明石市もそうですね。やっぱりその辺は人口減少の中でも伸びていると。

それからもう一つは、中核工業団地を持っている。大和町、大衡村も伸びているということで

ございます。これはまたちょっと違うんですが、角度として文化的な要素で伸びているのが沖

縄ということでございますので、それぞれに特徴があるということです。 

  柴田町は、さっき５つの項目全て大体当てはまるのに、なぜ伸びないのかというと、やっぱ

り都市的環境がまだまだ若い人たちに魅力がないと私は捉えております。ですので、これから

は快適、そしてにぎわいのあるということありましたけれども、快適な都市環境は町でつくれ

ますが、にぎわいはやっぱり地域住民がやっていかないといけないと思っております。その芽

生えとして、我々の感覚とは違う、例えばハンバーガーフェスティバルみたいな、ああいうの

を育てていく必要があるんだろうなと思っております。 

  町全体でよく活性化という言葉を使うんですが、活性化はいろんな切り口がございます。イ
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ベントで活性化ということもありますね。柴田町の町の中では今都市施設がどんどんリニュー

アル化しております。薬局が進出したり、中央病院が進出したり、今度は郵便局が進出したり、

これはにぎわいというふうに捉えてもいいんではないかなと思いますね。 

  ですから、このにぎわいという概念もそれぞれ違うんですが、小さな拠点という話がありま

した。ですから、これから柴田町は、小さな拠点の積み重ねで全体をにぎわせていくと。その

１つのインパクトとなるのが総合体育館であろうと思いますし、今回立地適正化計画に盛り込

もうとしている図書館周辺ですよ、図書館だけでなくて、あの周辺をエリアマネジメントに載

っけて、立地適正化計画をつくって、12月に採択されれば、また次のステージに柴田町が行け

ると。その次のステージには東船岡駅周辺、新栄通線を延長した中で、その１つの中に、将来

で健康ランド、さっき言ったあれができればいいのかなと。 

  槻木地区については、土地が安いので、地盤の問題もあるんですけれども、あそこに、これ

はある方のご意見なんですが、大規模な商業施設の誘致という話もございましたので、それは

立地適正化計画の隣接地であれば可能だということでございますので、そういうことを槻木地

区に土地が安いもんですから、考えられるんではないかなと。 

  ですから、小さな拠点、拠点の積み重ねで、町全体のにぎわいに持っていくと、これからそ

ういうことをしていければなと思っております。（「分かりました、よろしくお願いします」

の声あり） 

○議長（髙橋たい子君） 町長答弁の中で、富谷町……、「富谷市」ですか。 

○町長（滝口 茂君） 「富谷市」でございました。失礼しました。訂正します。 

○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。 

  以上で一般質問通告に基づく予定された質問は全部終了いたしました。 

  これをもって一般質問は終結いたします。 

                                            

     日程第３ 選挙第１号 柴田町選挙管理委員及び補充員の選挙について 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、選挙第１号柴田町選挙管理委員及び補充員の選挙について

を議題といたします。 

  柴田町選挙管理委員及び同補充員は、本年６月26日をもって４年の任期満了となります。こ

の件に関し、地方自治法第182条第１項及び第２項の規定により、選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法については、議会運営基準39により、指名推選にしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 



２１７ 

     〔「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、指名推選と決しました。 

  お諮りいたします。指名については、議長において指名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、議長において指名推選と決しました。 

  指名に当たり、名簿を配付いたします。 

  暫時休憩いたします。 

     午後１時５５分  休 憩 

                                            

     午後１時５６分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  それでは、指名を行います。 

  選挙管理委員に、手代木文夫さん、豊川光雄さん、水戸一郎さん、五十嵐眞祐美さん。 

  同補充員に、相原健一さん、馬場敏雄さん、尾池陽子さん、大沼あけみさん。 

  お諮りいたします。ただいま指名の方々を選挙管理委員及び同補充員の当選人とすることに

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、選挙管理委員には、手代木文夫さん、

豊川光雄さん、水戸一郎さん、五十嵐眞祐美さん、以上の方々が当選されました。 

  同補充員には、相原健一さん、馬場敏雄さん、尾池陽子さん、大沼あけみさん、以上の方々

が当選されました。 

  任期は、いずれも令和４年６月27日から令和８年６月26日までの４年間であります。 

  なお、補充員が選挙管理委員に繰り上がる際には、補欠の順序が必要となります。 

  お諮りいたします。補充員の補欠の順序は、ただいま指名いたしました順序にしたいと思い

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、補充員の補欠の順序は、議長が指名し

た順序と決しました。 

  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。 



２１８ 

  明日午前９時30分から再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

     午後２時００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。 

  令和４年６月９日 
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