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平成２４年１２月３日 

柴  田  町  議  会 



 

議会の活動を町民に報告するとともに、議会や町政に対する町民の意見・要望

等を直接聴取し議会活動に反映させるため、平成２４年７月２９日に町内各小学

校区単位で一般懇談会を開催しました。 

今回は、懇談会テーマを｢柴田町議会基本条例｣「あなたの考えるまちづくりは」

としました。事前に民俗研究家である結城登美雄氏を講師とする公開議員研修会

を開催し、町民とともに学習して議会懇談会に臨み、各懇談会場では活発に意見

が交わされました。 

また、団体懇談会は、平成２４年８月７日に柴田町文化協会との懇談会を開催

しました。文化協会長を初めとする多くの役員にご出席をいただき、現状や課題、

町の施策についての意見等について意見が出されました。 

これら一般懇談会及び団体懇談会での意見･要望等が次のとおりまとまりまし

たので、報告します。 
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【総 括】 

テーマ 「柴田町議会基本条例」 

「あなたの考えるまちづくりは」 

「町政・議会全般」 
 

１ 一般懇談会 

（１）参加者数 

開 催 日 
開催 

時間 
開催会場 小学校区 担当班 参加者数 

臨 時 

託児所 

利用者数 

平成２４年 

７月２９日 

(日) 

14:00 

～ 

16:00 

柴田町保健センター 

（４階会議室） 
船岡小 １班 １０人 ― 

槻木生涯学習センター 

（３階会議室２） 
槻木小 ２班 １３人 ― 

船迫生涯学習センター 

（２階会議室１・２） 
船迫小 ３班 ９人 ― 

19:00 

～ 

21:00 

船岡生涯学習センター 

（２階和室） 
東船岡小 １班 ５人 ― 

農村環境改善センター 

（1階農事研修室） 
柴田小 ２班 １０人 ― 

西住公民館（ホール） 西住小 ３班 ９人 ― 

計 
５６人 

(前年は６５人) 

０人 

(前年は０人) 

 

（２）質問・意見・要望等の件数 

① 議会基本条例に関する質問・意見・要望等 

開催会場 質問・意見・要望等の件数 

柴田町保健センター ４件  

槻木生涯学習センター ４件  

船迫生涯学習センター １件  

船岡生涯学習センター ４件  

農村環境改善センター ２件  

西住公民館 ４件  

計 １９件  
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② まちづくり・町政に関する質問・意見・要望等 

開催会場 質問・意見・要望等の件数 

柴田町保健センター ７件  

槻木生涯学習センター １１件  

船迫生涯学習センター ８件  

船岡生涯学習センター １５件  

農村環境改善センター １１件  

西住公民館 ９件  

計 ６１件  

 

③ 議会に関する質問・意見・要望等 

開催会場 質問・意見・要望等の件数 

柴田町保健センター １０件  

槻木生涯学習センター ５件  

船迫生涯学習センター ７件  

船岡生涯学習センター ２件  

農村環境改善センター ２件  

西住公民館 ２件  

計 ２８件  
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２ 団体懇談会 

 （１）参加者数 

開 催 日 開催時間 開催会場 参加者数 

平成２４年 

８月７日 

(火) 

14:00 

～ 

16:00 

槻木生涯学習セン

ター 

（会議室２） 

２９人 

 
内
訳 

文化協会 １３人 

柴田町議会議員 １６人 

 

（２）質問・意見・要望等の件数 

項   目 
質問・意見・要望等 

の件数 

（内訳） 

文化協会 

から議会へ 

議会から 

文化協会へ 

議会基本条例について ２件 ２件 ０件 

文化協会の現状について ３件 ０件 ３件 

町補助金について ３件 ２件 １件 

町の施設について ６件 ５件 １件 

その他 ７件 ７件 ０件 

計 ２１件 １６件 ５件 

 

３ 町長への申し入れ事項 

・ 町が進めようとする施策については、広く町民から意見や要望を聞くことが必要である。

施策に関する情報を公表する時期や方法等について、再検討すること。 

 

 

４ 議長への申し入れ事項 

・ 議会基本条例の施行に伴い、より一層、議会の活性化に努めること。 

・ 議会懇談会の実施にあたっては、より多くの町民からの意見・要望等を聴取できるよう

時期、場所、対象地区等について、再検討すること。 
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【質問・意見・要望等】 

 

１ 一般懇談会 

（１）議会基本条例に関する質問・意見・要望等 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 懇談会用冊子（25ぺ－ジ）基

本条例第９条にホームページ

等とあるが、「等」とは。 

【保健センター】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

例えば本日の懇談会や公開研修会などが考えら

れます。 

② 

第２０条に事務局の体制強

化とある。事務局は懇談会にあ

たり、問題の顕在化や執行部と

対立の構図をつくり、面白く説

明するようになれば懇談会参

加者も増えるのではないか。 

事務局が町民に対し広報役

目の文言を入れてはどうか。 

【保健センター】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

面白く説明する事で議会と執行部が混乱するの

では問題があります。 

③ 

住民と町民の違いは。 

【保健センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

住民とは住所がない人でも柴田町に居住する人

や勤務する人なども含み町民とは柴田町に住所が

あり居住している人と考えています。 

④ 

例えば真摯とか自己研鑽な

ど条文の言葉は普段使わない

言葉で作られ難解である。 

町民が分からないので平易

な言葉では駄目なのか。 

【保健センター】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

条例は議会や議員を対象に活発に行動できるよ

う作ったものです。話し言葉でない方が良いのでは

ないかと考えます。 

⑤ 

議会基本条例と住民自治に

よるまちづくり基本条例の違

いは。 

【船岡生涯学習センター】 

  【槻木生涯学習センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

住民自治によるまちづくり基本条例は町の最高

規範であり、議会基本条例は議会の最高規範です。

議会基本条例は、議会としての役割を明文化したも

のです。 

⑥ 

通年議会になっても専決処

分の急ぐ必要があるときは。 

【船岡生涯学習センター】 

 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

専決処分の内容については、「地方自治法第１８

０条第１項の規定に基づく町長の専決処分指定事

項」の中で定めます。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑦ 

案件による自由討議時間を

どうするのか。 

【船岡生涯学習センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

議長が問題議案を動議で自由討議の時間を設定

し、議員間で討議をしますが、議長の判断で終結し

ます。議員の考え方を町民に示すことが出来ます。 

⑧ 

議会基本条例の見直しはど

のようにするのか。 

【船岡生涯学習センター】 
議会基本条

例素案策定

部会 

第２７条に見直しの条文を載せています。時代に

あったものとするため２年ごとに見直しをするほ

か、地方自治法など関係法令の改正があった場合は

その都度改正します。 

また、町議会の改選後、速やかに研修を行うよう

にしました。 

⑨ 

議会基本条例第２条第３項 

の町民に開かれた議会とは、何

を意味しているのか。議会の傍

聴者を増やすための工夫を考

えているのか。たとえば夜間、

休日議会など。 

【槻木生涯学習センター】 

【船迫生涯学習センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

町民に、より開かれた議会とは、より身近に話し

合いができるようにすることです。これから機会を

設けて多くの意見を聞いていきます。 

休日議会、夜間議会については、条例素案の策定

にあたり検討しました。平日に傍聴できない人のた

めには必要ですが、費用や職員の休日出勤等の問題

があります。また、他の議会では、最初は良いがだ

んだん傍聴者が尐なくなり、やめた自治体もありま

す。今後、要望が多ければ開催しないわけではあり

ません。 

⑩ 

第２２条の議員倫理からす

れば、議会を欠席することにつ

いて、どう考えるのか。 

【槻木生涯学習センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

公務が優先です。議員として優先順位を考えなく

てはいけませんが、あくまでも個人判断です。 

⑪ 

議会基本条例の素案だが、新

しくできたものなのか。今まで

はどのようなものがベースに

なっていたのか。 

【槻木生涯学習センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

議会では、運営規則、これまでの取り組みで改善

されたものが多数あり、それに新しい運営方法を盛

り込み明文化しました。 

⑫ 

通年議会となれば議員報酬、

費用弁償など増えるのではな

いか。 

政務調査費も増えるのでは。 

【改善センター】 

議会基本条

例素案策定

部会 

費用弁償はありません。報酬、政務調査費に関し

ても変わりません。通年議会にすることで、スピー

ド感のある議会の対応を目指します。 

⑬ 

定例会、臨時議会についての

説明を願う。 

また、通年議会になると、臨

時議会はどうなるのか。 

【改善センター】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

現在、年４回の定例会、突発的な議案に対して臨

時会を開催しています。通年議会になれば臨時議会

がなくなります。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑭ 

議会基本条例がなぜこの時

期に出てきたのか。まちづくり

基本条例の住民投票条例案の

作成をストップさせてまで急

ぐべきなのか。町の担当課に聞

いてみると、議会基本条例の方

から先にやるから住民投票条

例の方は待ってくれと言われ

た、と聞いた。そこまでして急

ぐべきなのか。 

【西住公民館】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

議会基本条例は、住民投票条例とは関係ありませ

ん。現在、どちらの条例も並行して作成にあたって

いるところです。 

⑮ 

議会基本条例を解説して、住

民にもっと知らせるべきだと

思う。    【西住公民館】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

パブリック・コメントで、解説を入れてあります。

今後もっとＰＲしていきます。 

⑯ 

議会基本条例第４条の通年

議会になった場合、議員報酬は

日当制になるのか。 

【西住公民館】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

日当制については考えていません。 

⑰ 

議会基本条例第２３条、第２

４条については、現在どこで決

めているのか。 

【西住公民館】 

 

議会基本条

例素案策定

部会 

議員報酬と議員定数については、これまで減らし

てきました。議員報酬と議員定数の改正について

は、明確な改正理由を付して議員から提出すべきと

考えたため、議会基本条例に入れました。 
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（２）まちづくり・町政に関する質問・意見・要望等 
ア．柴田町保健センター 

対象地区／船岡小学校区   担当班／１班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

橋を架けるといっているが

税金が高くなるから反対。 

さくら連絡橋建設は税金が

高くなるから反対。 

さくら連絡橋は無駄である。

再考を願いたい。  

都市建設課 

さくら連絡橋の建設と税金が高くなること

に直接の関係はありません。 

さくら連絡橋は高齢社会を見据え、歩いて楽

しいまちづくりを目指すもので、将来への希望

ある先行投資として進めています。 

② 

仙南病院から見ると舘山に

シートが見える。崩落した場所

の復旧費用はどのくらい。 
都市建設課 

平成２４年９月７日に国の災害査定が行わ

れ、予想を超えた大雤による激甚災害として、

柴田町提案のとおり全額認められました。 

復旧費用は、３４，８９９千円です。そのう

ち３分の２が国費となっています。 

③ 

舘山が丸坊主になっている

が、問題はないのか。 

都市建設課 

船岡城址公園は、本来の間伐や伐採ができな

いでいましたが、現在は美しい都市空間の整備

として取り組んでいるもので、新たな花木の植

栽などとあわせて実施しています。平成２０年

から平成２４年の間に２，６５６本（うち桜木

は２１９本）を植えることにしています。 

④ 

デマンドタクシーが始まる

と聞いているが中核病院まで

行けるようになったのか。 

まちづくり

政策課 

運行当初については、町内限定の運行をいた

します。中核病院への運行については、要望等

があることは認識しております。将来的には、

町外運行について検討していきます。 

⑤ 

山下住宅付近に宅地がある

が、今年も３回の鉄砲水があり

冠水が多くなっている。 

以前と水害状況が違ってき

ているが雤水対策は心配ない

のか。調査をお願いしたい。 

都市建設課 

船岡西、船岡南地区で雤水対策に向けた調査

を現在実施しています。その調査結果を基に雤

水対策を講じてまいります。当面の間は、排水

ポンプを設置し対応してまいります。 

⑥ 

船岡新栄４・５・６号公園整

備の際に、トイレと水道を設置

して欲しい。 
都市建設課 

船岡新栄４号公園の整備内容は、平成２３年

度に公募で参加した方々の意向を反映してト

イレ設置の計画はありませんが、水飲みは整備

予定です。 

５号公園の整備内容は、今年度公募したメン

バーで意見交換します。 

６号公園整備内容は、平成２５年度に公募し

て意見交換を予定しています。 

⑦ 

桜には８０年くらいの寿命

がある。再度、土手に若い桜木

の植栽が出来るのか。  

都市建設課 

桜は連作を嫌うので、同じ場所での植え替え

は難しいと考えています。将来、土手に平行し

た民地を買収し、しだれ桜を植栽したいと考え

ています。 
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イ．船岡生涯学習センター 

対象地区／東船岡小学校区   担当班／１班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

楽しく住める町として親子

連れで使える広場が尐ない。児

童館なども尐ないので図書館、

子育て支援センターを早めに

建設した方がよいと思う。 
生涯学習課 

 

子ども家庭課 

本格的な図書館建設に向けては、第５次柴田町

総合計画の中で平成２６年度から基金積立を始

める予定になっています。また、既存の生涯学習

施設を活用した図書館は、しばたの郷土館に設置

され今年で３年目を迎えました。自然豊かな環境

の中で、読書を楽しむことが出来ます。図書資料

も約３万冊と開館当時より充実してきました。 

今後、計画的に新図書館に向けて進めてまいりま

す。 

子育て支援センターにつきましては、平成２４

年度実施設計、平成２５年度建設、平成２６年度

開館という計画で進んでおります。 

② 
 町内に外科がない。緊急時に

保健師さんで対応できないか。 健康推進課 

町内に外科医療機関は３カ所あります（高沢外

科・胃腸科／乾医院／大沼胃腸科外科婦人科）。 

 緊急時は医療機関受診をお願いします。 

③ 

 地域計画作成に当っては顔

の見える計画に。 まちづくり

政策課 

現在進めている地域計画の策定にあたっては、

地域住民が主体的に策定できるよう支援をして

おります。策定段階からアンケート等の活用によ

り多くの地域住民が参加できるよう取組みます。 

④ 
公園等に自然エネルギー活

用を。 
都市建設課 

具体にはどのような整備が可能なのか含めて

検討をしていきます。 

⑤ 

住民が関われる政策を。 

 
まちづくり

政策課 

地域の課題や特性を活かした地域づくりを推

進するために、現在、行政区を単位として策定し

ている地域計画は、町の総合計画にも反映されて

いくことから、住民が最も身近に感じられる政策

です。地域の将来像を達成するため、積極的な参

加をお願いします。 

⑥ 

尐年野球で子どもが骨折し

たが、具体的な対応方法（指導

書）が書いてない。 
生涯学習課 

尐年野球はスポーツ尐年団体として、それぞれ

のクラブで運営されています。そのクラブの指導

者は、けがに対する予防や対応についての研修を

受けた認定者でなければなることができないこ

とになっています。 

⑦ 

子どもの体力が落ちている。

原因は子どもの遊び場所がな

いからである。近隣に迷惑をか

けないような（例えば周囲を金

網で囲った）広場を造って欲し

い。 

都市建設課 

それぞれの目的に応じた広場の整備は難しい

ため、公園などを互いに協力しながら上手く利用

していただくようお願いします。 

⑧ 

子どもたちのスポーツに、仙

台大学の学生さんの指導をお

願いしては。 
生涯学習課 

学生の派遣や大学での教室（柔道、バレーボー

ル、体操など）が行われています。学生などの派

遣については、事前に大学の事務局との協議が必

要ですし、学生への処遇も対応することが必要に

なってきます。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑨ 

柴田球場にコマーシャルを

募集しては。 
生涯学習課 

柴田球場内にある外野側のフェンスを利用して、

企業名の広告を募集するアイデアと思います。現在

の景気状況を考えますと企業が投資をしてくれる

か未知数ではありますが、検討していきます。 

 

⑩ 

７月１日からごみ袋がかわ

った。周知方法がお役所仕事で

ある。細やかにごみ集積所に黄

色の袋にかわった事を書いて、

皆が分かるようにしてはどう

か。 

町民環境課 

ごみ有料化についての説明会は行政区単位で実

施し、「お知らせ版」及び広報しばた６月号で特集

を組みお知らせしているところです。また、町ホー

ムページでごみ袋変更についての掲載も行ってお

ります。ごみ袋が変更になった事については、行政

区単位の公衆衛生組合を通じて周知徹底を図って

まいります。 

 

⑪ 

火葬場が古くなっているが、

建設予定はあるのか。 町民環境課 

火葬場の整備予定はありますが、まだ具体的に協

議が整っておりません。具体的な整備計画が決まり

ましたら町民の皆様にお知らせいたします。 

 

⑫ 

４号線に、道の駅建設を考え

ては。 まちづくり

政策課 

「道の駅」の整備については、設置場所、施設規

模、採算性など課題も多くあり、現在のところ整備

計画についての考えはありません。 

 

⑬ 

町中に鯉を放流したり、鉄道

脇の空き地にコスモスやひま

わりを植えたらどうか。 
農政課 

 

都市建設課 

船岡用水に鯉を放流しましたが、鯉ヘルペス等の

発生や大雤等による増水などにより放流を止めた

経緯があり、難しいと考えております。 

さくら連絡橋に関連して鉄道脇の用地が取得で

きれば、美しい都市空間の整備をしたいと考えてお

ります。 

 

⑭ 

水防対策で破堤したときに

どこの地域にどのくらい水位

が上がるのか、災害マップに載

せてはどうか。 

 

総務課 

柴田町防災マップには、白石川・阿武隈川が大雤

により氾濫した場合の洪水ハザードとして、想定さ

れる区域と浸水の深さを掲載しております。 

⑮ 

セブンイレブンと災害協定

を結び、食料などを担当職員が

自由裁量で配布できる体制を

考えては。 総務課 

セブンイレブンとは震災前に協定を結んでおり

ましたが、ライフラインが長期にわたり不通のた

め、残念ながら物資は届きませんでした。配布体制

については、山崎製パンとの協定もありますが、災

害時にどこから、どんな品目で、量はどのくらいな

ど課題が多く、自由裁量でできるかどうかも不透明

です。 
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ウ．槻木生涯学習センター 

対象地区／槻木小学校区   担当班／２班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 柴田町産直について。道の駅

はつくらないのか。 
農政課 

 

まちづくり

政策課 

町内に４直売所がありますが、安定した品揃えや

数量など難しい状況にあり、町としても直売所の充

実のため栽培講習会などの支援を行っています。今

後、直売所が充実してから検討します。 

「道の駅」の整備については、設置場所、施設規

模、採算性など課題も多くあり、現在のところ整備

計画についての考えはありません。 

 

② 

 町のイメージキャラクター

『はなみちゃん』の誕生は、ど

のようにしたのか。 まちづくり

政策課 

「花のまち柴田」の魅力を効果的に宣伝できるよ

う考案しました。デザインは全国から公募し、決定

しまして、その後、愛称について町内限定で公募し、

「はなみちゃん」と決まりました。デザイン・愛称

ともに、大学生などで組織した選定委員会で決定し

たものです。 

 

③ 

不二トッコン跡地は、購入す

るのか。 
財政課 

旧不二トッコン跡地は、関連議案が９月定例議会

で可決され、防災公園・総合体育館整備用地として

本年度中に取得する予定です。 

 

 

④ 

農村レストランは予約制の

ため、利用できないのだが。 

 

農政課 

モチや地元食材を使用しているため、事前の仕込

みなどが必要であり、人件費などの収支も考慮する

と１０名以上の予約制となっています。 

 

⑤ 

若い人が住みやすいまちづ

くりを要望する。子育て支援セ

ンターは、小学校近くに建設を

してほしい。町民体育館は早く

撤去すべきではないか。もう尐

し子育て支援に力を入れてほ

しい。 
生涯学習課 

 

子ども家庭課 

新しい図書館を建設する場所については、まだ決

まっていません。どんな場所がよいかも含めて検討

するために、職員による図書館建設の調査研究を始

めたばかりです。子育て支援として、図書館では、

児童サービスの一環として、毎週土曜日１１時から

絵本や紙芝居の「お話し会」を実施しています。 

町民体育館は、経年务化や大地震の影響を受け

て、使用ができない状態です。総合体育館建設計画

もありますので、できるだけ早めに解体したいと考

えています。 

子どもの健全育成や子育て支援の拠点施設とし

て、子育て支援センターを併設する児童館の機能と

設備をさらに充実させた（仮）子ども総合センター

の整備を計画しております。場所については船迫児

童館の建て替えとして現在の場所で検討しており

ます。 

町では、町民の皆様方のニーズなどを的確にと

らえ、子育て支援の充実に努めてまいります。 

 

 

 



 

- 11 - 
 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑥ 

村田町では堤防が切れた。水

害問題など安心なまちづくり

をしてほしい。 
総務課 

 

都市建設課 

 

農政課 

四日市場・三名生・五間堀、３箇所の排水機場が

あり、五間堀等の大きな水路に関しては堤防が切れ

ることはありませんが、槻木の五間堀に合流する排

水路については決壊する箇所もありますので、都市

建設課と連携しながら予防に万全を期します。 

大雤が予想される場合には、土嚢設置などの対応

に努めてまいります。阿武隈川や白石川について

は、河川管理者に堤防管理の強化等について要望し

てまいります。 

⑦ 

稲荷山用水は２３年度中に

完成し稼働しているのか。早く

整備をしてほしい。 

都市建設課 

槻木市街地の浸水対策として、稲荷山用水路に分

水門を設置する工事を発注しておりますがまだ完

成はしておりません。完成時期は平成２４年１２月

を予定しております。 

⑧ 

槻木地区の交番所に警察官

が不在のことが多い。安心安全

の観点からも必ず誰かはいる

ように要望する。 まちづくり

政策課 

現在、発生は止まっていますが、槻木駐在所管内

での車上荒らし、自転車盗難などの対策のため警ら

等の強化をしています。また、配置人員の関係で不

在となることがありますが、不在駐在所の対策とし

て、柴田交番と槻木駐在所を柴田ブロックとして、

事件・事故等に対応しております。必ず１名か２名

をブロックに残し、皆さんの意見・要望や事件・事

故へ対処できるように体制をとっております。 

⑨ 

空き家対策条例をつくる話

があったが、どうなっているの

か。 

町民環境課 

当面、「環境指導員」の増員と指導体制の強化策

などに取り組み、平成２７年度においても現状が改

善されない場合は、条例制定を今後検討してまいり

ます。 

⑩ 

ペット問題。税金を取っては

どうか。きれいなまちづくりを

目指してほしい。 

町民環境課 

ペットの飼い主の皆様に動物愛護と適正飼養に

ついて、なお一層の意識高揚と周知を図り、環境の

保全に努めてまいりますが、税金は取る予定はござ

いません。 

⑪ 

長期計画（総合計画）につい

て。連絡橋、体育館は長期計画

には出ていない。勝手にやって

いるのではないか、これをどう

考えるか。 

まちづくり

政策課 

さくら連絡橋については、第５次総合計画の重点

プロジェクトの一つである美しいまち創造プロジ

ェクトの「花回遊ルートの整備」の関連事業と位置

付けして整備を行います。 

総合体育館建設整備については、第５次総合計画

の基本目標「教育・文化・交流都市の創造」「生涯

学習・スポーツ・文化活動の推進」の施策として、

整備することにより、スポーツ活動の基盤づくりを

行います。 

これらの事業については、広報しばた、住民懇談

会等において町民への情報提供に努めております

が、今後とも、正しい情報の提供に努めていきます。 
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エ．農村環境改善センター 

対象地区／柴田小学校区   担当班／２班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 農村環境改善センターの件

について。３０年前、運動場、

体育館ができる予定で大変期

待したのだが、全然進んでいな

い。現在では残土置き場になっ

ている。施設も老朽化してい

る。そして、新たに別な場所の

用地買収計画もあるが、ますま

す農村地帯の過疎化が進むの

ではないかと心配している。今

後どのような考えなのか。 

生涯学習課 

農村環境改善センターそばの「生涯教育総合運動

場」ですが、現在は、テニスコート２面と多目的グ

ラウンドが設置されています。本年度に将来の体育

施設整備について、「体育施設整備基本構想」を策

定しますので、生涯教育総合運動場については、他

の運動場には造れないようなものや将来にわたっ

て有効な施設となるようなものを検討していきま

す。 

② 

改善センターの南東側入り

口のところの草がだいぶ伸び

ている。環境整備はどうなって

いる。 

 

生涯学習課 

改善センター内の通路や駐車場などの除草、草刈

りは、槻木生涯学習センターの職員が地域の行政区

の方々のご協力を得ながら整備に努めています。ま

た、テニスコート周辺の草刈りについては、所管の

スポーツ振興室で行っています。 

利用者の方々が気持よく使えるようにこれから

も整備に努めます。 

 

③ 

 ゆずが丘から関根の間には

通学路に歩道がない。どうにか

してほしい。 

都市建設課 

 

教育総務課 

当該区間の町道の両側は、関根堀川と高低差のあ

る農地なっており、歩道を早急に整備するのは難し

いと考えております。当面は、見守り隊の協力を得

ながら安全に通学できるよう協力をお願いしてま

いります。 

 

④ 

 自治会、行政区に入会しない

問題があるが、どう対応してい

けばいいのか。 
まちづくり

政策課 

人口増加が進む地域では、自治会（行政区）に加

入しない世帯が増加しており、地域活動に協力しな

い世帯がいる一方で、多くの人材が集まることか

ら、多様な人材を背景に、活動内容も多様で活発で

あります。地域で共通する課題や情報などを共有

し、組織の重要性を認識いただくことが重要と考え

ます。 

 

⑤ 

 柴田児童館がなくなる。私立

幼稚園になれば保育料が上が

る。補助があるのか。 

 

子ども家庭課 

柴田児童館は平成２６年３月末で廃止し、４月よ

り私立幼稚園に移行します。私立幼稚園に通う園児

の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、入

園料・保育料を補助する私立幼稚園就園奨励費補助

金の制度があります。 

 

⑥ 

保育料が上がると、待機児童

が増えるのでは困る。 

 
子ども家庭課 

児童館使用料より私立幼稚園保育料は上がると

思いますが、私立幼稚園就園奨励費補助により所得

に応じた助成があり負担軽減がされます。また町内

私立幼稚園では定員が割れておりますので、入園で

きない児童が増えることはないと考えています。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑦ 

給食費、町営住宅家賃の未納

は。対策しているのか。 

 
教育総務課 

 

都市建設課 

給食費については、年５回の督促状を送付し、早

期の納付を促しています。また夜間訪問を年３回実

施しています。その時に分納などの納付相談も行っ

ています。 

町営住宅も同様に、滞納者に対して督促状の送付

や連帯保証人への連絡等を行い早期の納付を促す

と共に、随時臨戸訪問を実施し分納などの相談も行

っています。 

 

⑧ 

海老穴地区の冠水問題はど

うなっているのか。請願採択路

線であれば、実務としてどんな

ことをすればいいのか。待って

いれば町で工事をするのか。 

 

都市建設課 

農道工事による補償を継続中であり、この状態で

の嵩上げ工事には慎重にならざるを得ません。地元

の協力を得て環境整備を図っていきたいと考えて

います。 

⑨ 

改善センターの利用につい

て、いつでも利用ができるよう

にしてほしい。管理人が不在の

とき（日、月は休み）は利用で

きない。 

生涯学習課 

農村環境改善センターは休館日の月曜以外は利

用できます。日曜日、祝日についても７日前まで使

用申請をすれば使用することができます。 

全国的にも公民館などの休館日はほとんど月曜

日となっています。どの施設も土・日曜日に開館し

ていることから、そのかわりに月曜日を休館日に充

て、施設の清掃や職員の休養を取る日と定め休館し

ています。ご理解をお願いします。 

 

⑩ 

柴田町北部という表現は格

差を感じる。柴田町は一つであ

る。地域全体でうまく連携をし

てほしい。 

まちづくり

政策課 

柴田町北部という表現については、地域格差を付

けている訳ではなく、単に柴田町の北部に位置する

という地理的な意味です。町内のそれぞれの地域に

おける個性・特色を生かし、町全体として調和のあ

るまちづくりを進めていきます。 

 

⑪ 

鳥獣被害が増えている。有害

鳥獣駆除の期間を長くしてほ

しい。 

 農政課 

イノシシ被害が多くなっています。被害に対応し

捕獲檻の設置を随時実施しているところです。春と

秋に有害鳥獣駆除の一環としてカルガモ・カラスを

対象に予察捕獲を実施していますが県の許可制で

すので期間の延長は難しいのが現状です。今年度中

に鳥獣被害防止計画や協議会を組織し国の交付金

を活用しながら被害防止総合対策に取り組みます。 
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オ．船迫生涯学習センター 

対象地区／船迫小学校区   担当班／２班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 ７月１４日の出前講座で、町

長が連絡橋に反対の行政訴訟

があっても町は負けないと発

言した。出前講座の場での発言

として不見識であると思う。 

まちづくり

政策課 

 

都市建設課 

十分な説明もないまま行政訴訟の件を持ち出し

たことについては、言葉足らずの発言となり、心か

ら反省しお詫び申し上げます。議会の議決手続上に

何の瑕疵もなく、法律上議決は確定し、効力がすで

に発生していることから、裁判においてもその効力

はゆるぎないものとの意図でした。 

 

② 

 船迫２号地下道は１０年も

前から大雤で必ず冠水する。何

度町に言っても予算が無いと

言われる。小中学生は、冠水す

ると国道４号線を横断迂回す

る。危険だし遠回りとなる。早

急に対策を。 

 

都市建設課 

施設管理者である国土交通省にも状況を伝えて

おりますが、排水ポンプの容量を大きくすること

は、構造的に困難であり、地下道への雤水の流入を

最小限にとどめる方策を検討していくとともに、引

き続き国土交通省に改善を要望してまいります。 

③ 

 船迫小、船迫中近辺のケヤキ

の木が伸びすぎて、電線にかか

っている。夜は街灯の明かりも

遮られる、枝払い等の対策願い

たい。 

 

都市建設課 

剪定は、３年毎に実施しておりますが、危険防止

や安全確保を優先に実施してまいります。 

早急に剪定業務を実施します。 

④ 

 町の健康診断の検診項目は

どのように決まっているのか。

基礎検診の他に、有料の検診項

目があり、納得できない。健康

保険で検査すると多くの項目

を検査しても安い。町から届く

医療費のお知らせハガキは無

駄ではないか。 

 

健康推進課 

特定健診の健診項目は「高齢者の医療の確保に関

する法律」により、定められています。 

医療費通知は自己負担額の確認と医療機関の不

正請求防止の観点から重要と考えています。 

⑤ 

 側溝の蓋が無い危険な場所

がある。対策をして欲しい。 都市建設課 

町内各所で蓋が掛かっていない側溝があり、年次

計画で舗装も含めた改修工事を実施してまいりま

す。特に危険な箇所については、現場確認のうえ、

対応してまいります。 

⑥ 

 白石川の左岸 柴田大橋と

さくら歩道橋の道路の縁石が

邪魔で通行に支障をきたして

いる。撤去できないか。 

 

都市建設課 

堤防を利用した道路で現在の道路幅員となって

います。歩車道を分離する縁石の撤去は、歩行者の

安全な通行を確保するうえでも必要であり、撤去は

困難であります。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑦ 

 町施設の各種受付窓口がガ

ラス張りの小窓になっている

ところは、来客にとって不快で

ある。職員の応接態度が悪い。

小窓の撤去と職員の意識改革

を。 

 

生涯学習課 

小窓については、建設当時の時代背景がありまし

た。改造には、構造（耐震）の問題もありますので、

すぐにはできませんが、カウンターのところにあっ

た棚類を移動してスペースを広げるようにします。 

職員の応接態度については、さらに接遇の改善・

向上に努めてまいります。 

⑧ 

 観光物産館やふうどなど町

内の直売場で販売する野菜の

放射能の数値が表示されてい

ない。検査をして、その数値を

表示して販売すべきである。 

 

農政課 

県と連携しながら精密検査・簡易検査を実施して

います。放射能測定結果は町ホームページ、お知ら

せ版により周知し、町内直売所や各生涯学習センタ

ーには最新放射能測定結果を独自に掲示していま

す。 
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カ．西住公民館 

対象地区／西住小学校区   担当班／３班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 まちづくり基本条例は、住民

のためにやったが、住民でわか

らない人が多い。もっとＰＲす

べき。 

 

まちづくり

政策課 

これまでも、広報紙・お知らせ版やホームページ

で啓発してまいりましたが、住民の周知度はまだま

だ低いことから、今後も条例の周知に積極的に取組

みます。 

② 

町長は、歩道橋をつくって１

０万人呼ぶといっているが、た

だ増えますというだけではわ

からない。また、７月の出前講

座で、裁判にかけても負けるわ

けにはいかないと言っている

が、説明責任が必要。 

まちづくり

政策課 

 

都市建設課 

十分な説明もないまま行政訴訟の件を持ち出し

たことについては、心から反省しお詫び申し上げま

す。議会の議決手続上に何の瑕疵もなく、法律上議

決は確定し、効力がすでに発生していることから、

裁判においてもその効力はゆるぎないものとの意

図でした。 

歩いて体感できる都市空間を整備し、まちなかに

新たなにぎわいを再生することを目的にさくら連

絡橋は計画しています。当然、さくらの季節には町

内の桜の名所と相まって、観光による交流人口の増

加を見込んでいます。 

③ 

商店街・商工会の姿があまり

見られない。町づくりは皆と一

緒にやるべき。 

商工観光課 

町の一大イベントである「桜まつり」をはじめ、

「ザ・フェスティバル iｎしばた」、「しばた秋まつ

り」、「産業フェスティバル」、「光のページェント」

等は、町や観光物産協会、商工会、商店街、観光物

産協会等の関係機関が一体となり、実行委員会を組

織し、開催しています。また、昨年の東日本大震災

では、商工会が事業主体となり割増商品券を発行す

ることで、個人消費が促され、地元商店会の活性化

が図られました。 

④ 

仙台大学の前の交差点にな

ぜ信号をつけないのか。仙台大

学生がのんびりだらりと歩い

てくる。 

まちづくり

政策課 

信号機は、①交通事故の防止②交通の円滑を確保

③交通公害等を防止のいずれかの場合に設置を検

討します。当該交差点については、所轄警察と現地

を確認し、交通量、事故の発生状況、交差点形状、

前後の交差点等の状況を調査した結果、交通規制

（４方向一時停止）の対策により代替が可能と判断

をしたものです。 

⑤ 

北日本電線の所、町道で坂道

になっていて、２回ぶつかりそ

うになった。危険である。 

都市建設課 

見通しの悪い箇所には、視認確保のためカーブミ

ラーを設置しております。通行時にはスピードダウ

ン、カーブミラーの確認等安全運転に努めていただ

きたいと思います。 

⑥ 

広報しばたの中に、町長への

メッセージという欄がある。出

しても、あやふやな回答が来

る。 

まちづくり

政策課 

町長へのメッセージは年２回（４月と 11月）に

広報しばたへ折り込んでいます。お寄せいただいた

メッセージは、もちろんすべて町長が目を通しま

す。回答は担当課が２週間以内に、わかりやすい表

現でお答えするように心掛けています。今後もあや

ふやな表現を使わずわかりやすい表現となるよう

に努めます。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑦ 

３０区の避難所の再点検が

必要と思う。３．１１の時、大

河原商業高等学校に、１班・２

班・３班が避難したら、大河原

の町民じゃないと言われた。大

河原商業高等学校は、大河原の

土地が３０坪程度、あとはほと

んど船岡地区である。お互いに

融通しなければならないと思

う。 

 

総務課 

大河原商業高校は３次避難所（他の避難所で収容

しきれない場合）として考えておりますので、自主

防災組織で指定されている避難所や避難場所へま

ず避難していただきたいと思います。また、西住地

区で優先して開設する避難所としては、西住公民館

が指定されております。なお、豪雤など災害状況に

より、西住児童館となる場合もあります。 

⑧ 

３０区は大雤が降ると、床

上・床下浸水になる。３０区の

安全・安心をお願いしたい。 都市建設課 

現在、２箇所に常設ポンプを設置し、常時排水を

行っております。大雤が予想される場合には早めに

ポンプを設置し稼働する体制をとっております。状

況によっては、ポンプ台数を増やすなどの対応をし

てまいります。 

 

⑨ 

鷺沼排水路の件で説明を町

から受けた。その時言われたの

が、現実問題として道路の側溝

は今回の計画に入っていない

ということであった。どうして

か。 

上下水道課 

鷺沼排水区の整備手法は、下水道雤水整備の 

補助事業により実施するもので、道路事業施設とな

る側溝の改修については、当事業の補助対象外とな

ることから計画に取込まれていないということで、

実際には、勾配不良等で支障となっている道路側溝

の改修についても道路管理者と協議を行いながら、

町として当地区の一体的な雤水対策に努めるもの

です。 
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（３）議会に関する質問・意見・要望等 

   ア．柴田町保健センター 

対象地区／船岡小学校区   担当班／１班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 議会懇談会の参加者が尐

ない。ツイッターなどを使え

ばよいのではないか（役場で

防災情報などをメール配信

している）。広報車を使って

呼び込みを考えてはどうか。 

 

 

議会懇談会 

実行委員会 

現在、お知らせ版、町ホームページ、チラシの配

布により参加を呼びかけています。今後は、町のメ

ール配信サービスなども活用し、参加者を増やして

いきたいと考えています。ツイッターなどについて

は、今後の課題です。 

② 

 演出の方法や話題づくりな

ど議会事務局が問題提起しイ

ンターネット放送も含めて要

望します。 

 

 

議会懇談会 

実行委員会 

本会議のインターネット中継が実施できるよう

要望していきます。 

③ 

 町民は議員が町をよくする

事を考えてないので呆れてい

る 

 

 

議会運営委

員会 

意見として真摯に受け止め、全員協議会等で全議

員に報告します。 

④ 

 ３・１１地震があったが、

議事録に地震とか災害とかの

言葉がない。なぜか。 

 

 

議会運営委

員会 

当日分の議事日程を終了しており、休会となって

いましたことをご理解願います。 

⑤ 

 初めて参加したが参加者が

尐ない。ＰＲ方法に問題があ

るのではないか。 

 

 

議会懇談会 

実行委員会 

参加者が増えるよう、ＰＲ方法を検討していきま

す。 

⑥ 

 何年かに分けて議員の出前

講座を考えてはどうか。そう

する事で町民とのコミュニケ

ーションも取れる。 

 

 

 

議会運営委

員会 

毎年実施している、議会懇談会において、参加者

が尐ないことが懸案事項となっております。 

当該懸案事項の解消策のひとつの案として、提案

のある「出前講座」が検討できないか、議会懇談会

実行委員会に提案します。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑦ 

自然災害の多い中、何故舘

山の樹木を伐採したのか。皆、

議論しているのか。 

学校のいじめや原発におい

ても馴れ合いになっていない

のか。 

もっと夏休みの過ごし方な

ども考えているのか。 

問題があったときには真実

を話して頂きたい。 

全員協議会 

ご意見として承り、全議員に周知します。 

⑧ 

議員の任期は４年あること

から、議会懇談会は３～４カ

月ごとに１回開催してはどう

か。また、いろいろな問題が

ある時、何処に相談したらよ

いか分からない。 

議会懇談会 

実行委員会 

議会懇談会の開催方法について検討していきま

す。 

⑨ 

さくら連絡橋の賛成・反対

した議員の理由を聞きたい。 

全員協議会 

賛成理由 

①町行政を一歩前進させたい。 

②観光整備で経済活性化をしたい。橋は公園整備

等とのパッケージでの事業です。 

③舘山と白石川土手を結び観光客の利便性と経

済活性化を考えました。 

④桜の季節だけでなく商店街の活性化なども考

慮しました。 

反対理由 

 ①景観や自然を大切にし、なくとも済むのであれ

ば造る事はありません。 

⑩ 

町長のフットワークに拝金

主義や天罰などと書いてあっ

たが、議員としてどう思うか。 

全員協議会 

町長個人の考えであり、議員は答弁できません。 

 

 

イ．船岡生涯学習センター 

対象地区／東船岡小学校区   担当班／１班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

議員報酬は税金なのだが、

意識して活動しているのか。 全員協議会 

依頼されてきた質問には答えられません。 

② 

さくら連絡橋建設に賛成し

た議員は、３０、４０年後に

責任を取る気持ちはあるの

か。 

全員協議会 

依頼されてきた質問には答えられません。 
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ウ．槻木生涯学習センター 

対象地区／槻木小学校区   担当班／２班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 議員定数を減らすべきでは

ないか。 
議会運営委

員会 

柴田町の議員定数については、自治体規模にあっ

た適正規模と考えます。 

 

② 

 地域で活動するには資金が

必要。議員定数削減をしてそ

の分を区長手当に回すべきで

はないか。 

 

議会運営委

員会 

当該意見があったことを、全員協議会等で全議員

に報告します。 

③ 

 議場に特定議員の写真が飾

ってある。厳粛な議場に必要

あるのか。撤去すべきではな

いのか。国会、県議会、近隣

市町では神聖な議場に写真は

飾っていない。どう考えるの

か。 

議会運営委

員会 

昭和５６年に制定した「永年在職議員の顕彰に関

する内規」に基づき、２５年の長きにわたり議員と

して町治に寄与した功績に対して表彰し、議場内に

肖像を掲額しており、今まで１１名の議員が顕彰さ

れています。 

掲額の場所については、これまでの経緯も踏まえ

ながら、今後検討していきます。 

 

④ 

 さくら連絡橋について。図

面（イメージ図）を見ていな

い人がほとんどの中で、議会

は民意を踏まえているのか。

住民の意見を聞いているの

か。 

 

議会運営委

員会 

住民から付託を受けた個々の議員で構成された

合議体が議会であることから、間接的ではあります

が民意を踏まえていると考えます。 

今後は、各々の議員が機会あるたびに説明責任を

果たしていく必要があると考えます。 

 

⑤ 

 情報公開、情報共有はきち

んとされていないのでは。補

助金行政を繰り返すのか。も

う一度立ち止まって考えるべ

きではないのか。 

 

議会運営委

員会 

全員協議会等で全議員に、かつ執行部にも、当該

意見があったことを報告します。 

なお、今後も議会としては独自に議会懇談会等を

通じて、積極的に情報公開及び共有が図られるよう

努めてまいります。 
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エ．柴田町農村環境改善センター 

対象地区／柴田小学校区   担当班／２班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 四日市場、西住地区では水

害対策が進んでいるが、柴小

学区では進んでいない。該当

委員会で水が引く前の現場を

見てほしい。町長からの回答

もない。 

産業建設 

常任委員会 

被害箇所の把握に努めるとともに水害被害がな

くなるよう、今後も町執行部にはたらきかけていき

ます。 

② 

 昨年議会懇談会で出た意見

について、行政側の回答が総

合計画には記載されていない

ので行わないとの回答。議会

としてもう尐し努力してほし

い。 

議会運営委

員会 

議会として皆様からの意見を広く聴くことを目

的として、議会懇談会を実施しております。 

今後も引き続き、議会懇談会に限らず、議員各々

が広く意見を聴き、町政に反映できるよう努力をし

ていきます。 

 

 

オ．船迫生涯学習センター 

対象地区／船迫小学校区   担当班／３班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 議員報酬が総額１億円以上

である事を意識している議員

は挙手を。 

 

全員協議会 

議員全員挙手 

【注】 平成 24年度当初予算で、議会費総額 1億

5,972万円、そのうち議員報酬 6,493万円、議員

期末手当 1,835万円。 

② 

議員として町民に代わって

町政をチェック、監視する機

能を発揮している議員は挙手

を。 

 

全員協議会 

議員全員挙手 

③ 

（仮称）さくら連絡橋に賛

成した議員に聞く（名指し

で）。２０年、３０年、５０年

後に歩道橋が町のお荷物にな

った場合は責任をとって議員

を辞めるか。 

 

全員協議会 

社会資本の一体事業に自信を持って賛成しまし

た。責任をとらなければならない事態であれば相応

の責任をとります。お荷物にならないによう努力す

るのが議員の役目です。 

④ 

（仮称）さくら連絡橋に賛

成した議員に聞く（名指し

で）。連絡橋に自然災害や事故

を含め、不測の事態が発生し

た場合は、責任をとって議員

を辞めるか。 

全員協議会 

自然災害に議員個人の責任は問われません。責任

の取り方は原因や状況によるが、有効活用に努める

ことが議員の責任と認識しています。 
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№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

⑤ 

連絡橋に反対した議員に、

その理由を聞きたい。 

全員協議会 

他に優先する事業があることと、大震災を受け、

国が補助金を出すのは筋違いと思いました。 

大震災で２３年度予算審議ができなかったこと

と、町のさくらの保護方針が明確でなく、連絡橋を

観光資源とすることに疑問を感じました。 

 

⑥ 

賛成議員の賛成の理由と、

桜の時期の通行量を計ったこ

とがあるか聞きたい。 

全員協議会 

全員、通行量はカウントしたことはありません。 

連絡橋の利用者がどのくらいになるかではなく、

利用者が増えるよう工夫するのが、行政や議員の役

目です。桜の保護計画は、連絡橋架橋とは別に取り

組まなければなりません。 

何事も前向きに取り組み、連絡橋を町の活性化に

役立てるために賛成しました。 

連絡橋は社会資本整備の一環として、地域の発展

に繋がると思い賛成しました。 

 

⑦ 

議会は高齢者対策と若者の

雇用確保について町にどう働

きかけるのか。 

全員協議会 

高齢者が病気や介護状態になることを予防する

ことが重要。さくら連絡橋は健康づくりや文化活動

の拠点づくりの一環として提案しました。企業が進

出してくるためには各種施設の充実した、活気ある

町にするために連絡橋は必要と考えます。 

震災による一部損壊住宅への町補助金事業が成

果を挙げました。町外からの企業誘致も必要です

が、町の中で仕事を生み出し、町内の企業の育成に

取り組むことも重要です。 
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カ．西住公民館 

対象地区／西住小学校区   担当班／３班 

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

 行財政プランの中に評価が

出ている。行財政改革の内部

改革プランは知っているの

か。 

全員協議会 

一部の職員の内部資料であり、議員は持っていま

せん。しかし、議員として知る必要がある資料につ

いては、執行部に働きかけ、入手していきたいと考

えます。 

② 

 ３０区に今、議員はいない。

３０区はいろんな問題がある

ので、よろしくお願いしたい。 

全員協議会 

３０区内の諸問題については、各々の議員が一般

質問等で取り上げています。 
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２ 団体懇談会 

 

（１）議会基本条例に関する質問・意見・要望等について 

 

（２）文化協会の現状について 
発言内容 回    答 

【議員】 

・加盟団体に演劇は見あたらないが、「鶴亀」のよ

うな団体は加入していないのか。 

・３千円の会費ならばもっとたくさんの団体が加

盟しても良さそうだが、会員数の増減など現状

はどうなっているか。 

【文化協会】 

・以前は人形劇の団体はあったが「鶴亀｣は加入し

ていない。 

・町内の団体の約６割程度が会員になっていると

思う。もっと多くの団体に入ってほしいが、我々

の体制の整備も必要と感じている。高齢化によ

る退会と新規加入の減尐で、全体としては減尐

傾向だ。 

 

【議員】 

・活動拠点としての学習センターや公民館などの

施設が尐ないとの指摘だが、活動に影響があっ

てのことか。 

【文化協会】 

・スポーツ団体の施設利用については調整会議と

いうのがあって利用の決まりがあるが、文化関

係についてはそれが無い。作るべきと考える。

施設利用の優先順序を公平にしてほしい。会場

については大きなホールが欲しい。 

 

 

（３）町補助金について 
発言内容 回    答 

【議員】 

・団体への補助金が、以前は１５万円だったが  

１０万円に減額となったとのことだが、内部留

保でもあったのか。 

 

【文化協会】 

・パソコンなどの機材を購入しようとした場合、

積み立てることが必要だ。現在の会計制度では

資金の準備が難しい。余っているのではなく会

員からも徴収をして支払いに充てていて、現状

は厳しいといえる。金額も他の団体と比較して

最下位のほうだという状況を理解して欲しい。 

 

【文化協会】 

・補助金減額により、文化協会の先が見えている

と思う。会計をしているので事務費が掛るので

減額されると困る。 

・１,３００人の会員の団体に１０万円の補助金で

【議員】 

・財政再建プランが実施されてそのような扱いに

なった。補助金は年度内使用が原則であり、活

動費の留保は認めていない。活動費を留保して、

活動はあまりしていないケースもあるようで不

№ 質問・意見・要望等 回答担当 回    答 

① 

【文化協会】 

議会基本条例を制定している 

近隣自治体の現状はどうか。 

議会基本条例 

素案策定部会 

仙南地域では、亘理町、山元町、角田市、

蔵王町、川崎町が制定しています。 

県全体では、４割の自治体で制定していま

す。 

② 

【文化協会】 

自治法に則った議会活動の原則

が条例化により明確になったと理

解してよいか。 

議会基本条例 

素案策定部会 

議会と議員の活動原則と議会運営の基本的

事項を定めることによって、自らの立場を明

確にしました。活発な議会となるような内容

も盛り込みました。 
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は尐ないと思う。また繰越金があったから減額

するというのは問題だと思う、議会では検討し

てないのか。 

正受給にもつながりかねない。現在、財政状況

は好転してきているので改善に取り組みたい。 

 

 

（４）町の施設について 
発言内容 回    答 

【文化協会】 

・これまでは預かってもらっていたカラオケの機

器が、最近は持ち帰るように言われている。コ

ンパクトなサイズの機器に変えキャスター付き

の荷台で常に持ち帰っているが年をとってくる

と大変なので保管場所を検討してもらいたい。

ダンスや踊りなどのグループも同様だ。 

 

【議員】 

・備え付けの装置ではだめなのか。損傷した場合

とかいろんな問題が考えられる、お互いの協議

が必要になる。 

【文化協会】 

・陶芸で使う電気窯について、ヒーターが６本あ

り現在は壊れていて使えない。修理にお金が掛

りすぐに修理してもらえなくて文化祭等に間に

合わない。年間に３～４カ月間しか使えない状

況だ。消耗品なので準備して欲しいと言ったが

壊れないと直せないといわれた。補正予算が通

らないと実施できないので時間が掛かる。陶芸

教室の開催の依頼もあるが、窯が壊れているの

で引き受けられない状況だ。他の２施設にも窯

はあるが、それぞれ使っていて借りるのも難し

い。なんとかして欲しい。 

・ヒーターを直すには、１本１５万円位掛かるら

しい。それが６本。ただ、設置した業者が仙台

の地を引き払って東京に戻ったので依頼すると

出張料などが加算される。地元の業者は、自分

の会社が設置したのではなのでできないと言わ

れた。町内の文房具店を通して東京の会社に依

頼するが、議会の議決やその他の手続きで時間

がかかり各種行事に間に合わなくて困ってい

る。いつ切れるか不安を感じながら使っていた。 

・新しい窯は高額なので、線だけでも早く直して

いただきたい。 

・設備に関してはどれでも耐久期間がある。修理

代や電気代も含めて掛かる経費もある。それら

を想定して自己負担分はあっても構わないか

ら、設置者と利用者で分担して負担する制度を

作ることも検討する必要があるのではないか。 

 

【議員】 

・修理費は年間どれくらいかかるのか調べて、先

を見越して予算措置をするなど検討してみては

いかがか。もし老朽化で限界に近いならば新し

い窯の設置も考慮しては。 

・皆が安心して使えるよう、会計の制度も含めて

持ち帰って検討する。 

【議員】 

・納入した業者にしか修理を依頼できないのか。

他所の業者でもできないことは無いのではない

かと思うが。 

 

 

【文化協会】 

・入札のときに落とされたとの理由で渋られると

いうのが現実だ。 
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（５）その他の要望等 
【文化協会】 

・文化協会の作業場所が欲しい。公民館等のように共同でなく、協会専用の施設を貸してもらえないか。

小さいスペースでも構わない。 

 

・場所については特別の拘りは無いが、対外的には町の施設だと安心感や信頼感があるのではと思うの

でそのほうが良いと考える。問題は、町として文化芸術行政はどうするのか、スポーツ振興はどうな

のか基本的な方針を明確にしてその方針で進めることが必要だ。 

 

・楽屋の付いた本格的なホールが欲しい。現在、岩沼市には千人規模の、大河原町には８００人のえず

こホール、白石市には６００人収容のホワイトキューブがある。それぞれの特性を生かし、場所と規

模を考えて柴田町には４００人～５００人の位収容出来る文化ホールの建設を将来のプランとして

入れて欲しい。 

 

・槻木生涯学習センターのホールは音響が良くない。反響板の設置をするにも私たちコーラスグループ

の場合は女性ばかりなので大変だ、新しいホールを作るときにはその辺も考えて作って欲しい。吹奏

楽の演奏では狭くて使いにくいと言われている。 

 

・吹奏楽のグループが新規入会されたが手狭だと言われている。作るなら最初からきちっとしたものを

作るべきだ。陶芸のグループからは電気炉の修繕に対応が悪いとの意見が出ている。場当たり的な対

応ではなく長期的展望にたった対応を望む。 

 

・施設の利用に関して、協会で使用する場合は無料で、協会内の団体が使用する場合は半額との援助は

助かっているが、それだけではなく広く文化の振興という観点からの支援が必要と考える。外国と比

較すればかなり低いといえるのが日本の現状だ。地方はもっと低い。伝統文化財として富沢の神楽が

あるが、１２番あるうちの１番が欠けている。これは問題ではないか。 

 

・文化芸術振興基本法という法律があり、県のレベルでは条例化されているところもあるが、市町村レ

ベルではかなり取り組みが弱い。こういう現状を理解していただき、将来は町として条例化するなど

理解を深めて欲しい。文化芸術の基本的な理念を理解していただき、文化芸術振興を推進してもらい

たい。 
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【資 料】 

Ⅰ 平成２４年柴田町議会懇談会開催要領 

１．開催目的 

本議会は、議会活動の報告や、議会や町政に対する意見・要望等を直接聴取するため、町民を対象とし

た議会懇談会（以下「一般懇談会」という。）及び、町内団体等を対象とした議会懇談会（以下「団体懇

談会」という。）を開催する。 

 

２．実行委員会 

１） 議会懇談会は、議会懇談会実行委員会（以下「実行委員会」という。）が企画し、実施する。 

２） 実行委員会の委員（以下「実行委員」という。）は、議席番号１番から３番まで、４番から６番ま

で、７番から９番まで、１０番から１２番まで、１３番から１５番まで、１６番から１８番までの６つ

に区分し、それぞれの区分ごとに毎年輪番制で１名ずつ選出するものとし、本年は次のとおりとする。 

区 分 

（議席番号） 
実行委員名 

１～ ３ ◎ 佐久間光洋 

４～ ６ ○ 佐々木 守 

７～ ９ 広沢  真 

１０～１２ 舟山  彰 

１３～１５ 加藤 克明 

１６～１８ 我妻 弘国 

※ 実行委員名欄の「◎」は実行委員長、「○」は副実行委員長。（H24.3.27第１回実行委員会において選任） 

 

３．一般懇談会 

（１）開催日時及び会場 

開催日時 小学校区 開催会場 対象行政区 担当班 

7
月
29
日
（
日
） 

午後の部 

（14:00～16:00） 

船岡小 
柴田町役場 

（保健センター４階会議室） 

1.2.3.4.5.6A.6B. 

7A.7B.8.9A.9B 
１班 

槻木小 
槻木生涯学習センター 

（３階会議室２） 

13.14.15.16.17A. 

17B.18A.18B.19.20 
２班 

船迫小 
船迫生涯学習センター 

（２階会議室１･２） 

10.28.29A.29B.29C. 

29D 
３班 

夜間の部 

（19:00～21:00） 

東船岡小 
船岡生涯学習センター 

（２階和室） 

11A.11B.11C.11D. 

12A.12B 
１班 

柴田小 
農村環境改善センター 

（１階農事研修室） 

21.22.23.24.25.26. 

27 
２班 

西住小 
西住公民館 

（ホール） 
30 ３班 

（２）懇談会の内容 

１）報 告 

① 平成２３年柴田町議会懇談会に係る要望事項等の報告 

② 平成２３年度柴田町議会活動報告 

③ (仮称）柴田町議会基本条例素案の報告 

２）懇 談 

① テーマ「①議会基本条例」「②あなたの考えるまちづくりは」 

② 町政・議会全般について 

（３）班編成及び役割分担等 

① 班は６人で組織し、３班編成とする。 

② 実行委員は、実行委員会において調整して２名ずつ３つの仮班（Ａ班・Ｂ班・Ｃ班）に振り分ける。 

③ 実行委員を除く議員を議席番号１番から９番まで、１０番から１８番までの２つに区分し、それぞ
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れの区分毎の抽選により３つの仮班に振り分ける。 

なお、議員に欠員があるときは、事務局職員が代わりに抽選を行い、振り分けられた班を減員する。 

④ 各班に代表者、司会者、報告者、懇談担当者、記録者を置き、班員の互選によって決める。 

⑤ 各班（１班、２班、３班）が担当する会場は、それぞれ２会場とし、各仮班代表者の抽選によって

決定する。 

〔担当班名簿〕 

班 名 班   員 担当会場 

１ 班 

（６名） 

代表者 佐々木 守 懇談担当者 白内 恵美子 
柴田町保健センター 

船岡生涯学習センター 
司会者 星 吉郎 記録者 佐々木 裕子 

報告者 水戸 義裕 記録者 我妻 弘国 

２ 班 

（６名） 

代表者 佐久間 光洋 懇談担当者 髙橋 たい子 
槻木生涯学習センター 

農村環境改善センター 
司会者 加藤 克明 記録者 平間 奈緒美 

報告者 森 淑子 記録者 大沼 惇義 

３ 班 

（５名） 

代表者 舟山 彰 懇談担当者 広沢 真 
船迫生涯学習センター 

西住公民館 
司会者 安部 俊三 記録者 有賀 光子 

報告者 舟山 彰 記録者 大坂 三男 

（４）周知方法 

① 町お知らせ版（７月１日号、７月１５日号）に掲載して周知する。 

② 町内各施設にポスターを張る。 

③ 町ホームページに掲載する。 

④ 議員から声掛けをする。（１人チラシ４０枚） 

（５）記録 

懇談会記録は、会議経過及び参加者から出された意見、要望、提言などを要点記録する。 

（６）結果報告書の提出 

各班の代表者は、８月９日（木）までに結果報告書を（５）の記録とあわせて議長へ提出する。 

（７）資料 

参加者に懇談会資料を配布する。 

（８）臨時託児所の設置   （略） 

（９）開催当日の日程 

【午後の部】 

13:00-14:00  会場集合・準備（机いす・放送機器・看板等） 

14:00-15:45  議会懇談会 

（次第） 

１．開会あいさつ 

２．議会報告 

① 平成２３年柴田町議会懇談会に係る要望事項等の報告 

② 平成２３年度柴田町議会活動報告 

③ (仮称）柴田町議会基本条例素案の報告 

３．懇  談 

① テーマ「①議会基本条例」 

「②あなたの考えるまちづくりは」について 

② 町政・議会全般について 

４．閉会あいさつ 

15:45-16:00  かたづけ 

【夜間の部】 

18:00-19:00  会場集合・準備（机いす・放送機器・看板等） 

19:00-20:45  議会懇談会 

（次第） 

１．開会あいさつ 

２．議会報告 

① 平成２３年柴田町議会懇談会に係る要望事項等の報告 

② 平成２３年度柴田町議会活動報告 

③ (仮称）柴田町議会基本条例素案の報告 
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３．懇  談 

① テーマ「①議会基本条例」 

「②あなたの考えるまちづくりは」について 

② 町政・議会全般について 

４．閉会あいさつ 

20:45-21:00  かたづけ 

（１０）議会懇談会の進行   （略） 

（１１）準備物一覧   （略） 

（１２）その他 

１）参加者からの発言は、より多くの方が発言できるよう運営に配慮する。 

２）議員の発言は、特定の議員に偏らないようお互いに良識をもって対応する。 

３）議員個人の見解は発言しない方が望ましいが、参加者から求められたときは、私見であることを前置

きしてから発言する。 

４）参加者への確認事項 

① 町と議会との違いについて 

例）町の事業は、町執行部が条例案・予算案などを議会に提案し、議会の議決によって初めて町が行

うことができる。議会は議決機関としての役割なので、町執行部のように予算提案権や事業執行権

を持たないため、事業を計画し実施していくことはできないこと。 

② 意見・要望等に関しては、議会で議決された事実や経過は出席議員が知り得る範囲で発言できるが、

今後の方向性等決定されていないことについては回答できないこと。 

③ 今回出された意見や要望等については町長へ報告し、回答を得た後に開催会場施設への配布・閲覧

や、ホームページへの掲載を行うこと。 

５）懇談会終了後は、全体で総括する。 

６）懇談会で出された町政への質問・要望等は、執行部への情報提供や懇談会時回答の再確認のため、町

長に対しすべての事項について回答依頼するものとする。 

７）町政への意見や要望等で、議会としてさらに掘り下げて調査・対応した方がいい案件もあると思われ

ることから、すべての事案を所管の常任委員会に分類送付し、当該委員会で調査の要否を決定して調

査・提言を行う。 

８）意見・要望等で必要なものは、議長から町長へ申し入れ、必要な対応を求める。 

 

４．団体懇談会 

（１）開催日時及び会場 

開催日時 団体名 開催会場 

８月７日（火） 

（14:00～16:00） 
柴田町文化協会 槻木生涯学習センター 

（２）懇談会の内容 

１）平成２３年度柴田町議会活動報告 

２）（仮称）柴田町議会基本条例素案の報告 

３）団体の現状について（団体から説明） 

４）懇 談  

（３）班編成及び役割分担等 

１）団体懇談会は班を編成せず、全議員で行う。 

２）代表者は議長とし、司会者、報告者及び記録者は実行委員から選任する。 

役割 担当議員名 

代表者 我妻 弘国  

司会者 広沢 真  

報告者 
H23議会活動報告 

加藤 克明 

基本条例素案報告 

舟山 彰 

記録者 佐久間 光洋 佐々木 守 
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（４）開催当日の日程 

13:00  実行委員集合・準備（机いす・放送機器・看板等） 

13:20  議員集合 

14:00-16:00  議会懇談会 

（次第） 

１．開会あいさつ 

２．平成２３年度柴田町議会活動報告 

３．（仮称）柴田町議会基本条例素案の報告 

４．団体の現状について 

５．懇  談 

６．閉会あいさつ 

16:00-16:15  かたづけ 

（５）議会懇談会の進行   （略） 

（６）周知方法 

１）議会懇談会への団体の参加者は、当該団体に一任する。 

２）町民への周知は行わない。 

（７）記録 

懇談会記録は、会議経過及び参加者から出された意見、要望、提言などを要点記録するものとし、8

月 16日（木）までに議長へ提出する。 

（８）資料 

参加者に懇談会資料を配布する。 

（９）準備物一覧   （略） 

 

平成２４年柴田町議会懇談会結果報告書（一般懇談会用）及び記録様式（記載例）  （略） 
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Ⅱ 議会懇談会実行委員会の活動経過 

⑴ 実行委員会 

開催回 開催日 開 催 内 容 

1 24年 3月 27日（火） 

・正副実行委員長の選出 

・議会懇談会の実施内容 

・実行委員会の担当班の決定 

・今後の日程 

2 24年 4月 24日（火） 

・議会懇談会開催要領(案)の確認 

・一般懇談会時資料の選定 

・団体懇談会 

・議員研修会 

3 24年 5月 8 日（火） 

・議会懇談会開催要領(案)の決定 

・議員研修会 

・今後のスケジュール 

4 24 年 6 月 5 日（火） 
・議会懇談会時に使用する資料の確認 

・今後のスケジュール 

5 24年 8月 28日（火） 

・一般懇談会及び団体懇談会の開催概要報告 

・一般懇談会及び団体懇談会の反省 

・一般懇談会の要望事項等の確認と回答担当割当て 

・団体懇談会の要望事項等の確認と回答担当割当て 

・今後のスケジュール 

6 24年 10月 24日（水） 

・議会懇談会報告書（案） 

・町長並びに議長への申し入れ事項等 

・全員協議会への報告 

 

⑵ 全員協議会 

開催回 開催日 開 催 内 容 

1 24年 4月 24日（木） ・班編成 

2 24年 7月 18日（水） 
・議会懇談会開催要領の決定 

・議会懇談会最終確認 

3 24年 9月 19日（水） ・一般懇談会時の議会への質問に対する回答 

4 24年 11月 28日（水） ・議会懇談会の総括 

 

⑶ 議員研修会 

開催回 開催日 開 催 内 容 

1 24年 7月 18日（水） 

・公開議員研修会  

演題 「あなたの考えるまちづくりは」 

講師 民俗研究家  結城 登美雄 氏 

2 24年 9月 26日（水） 

・公開議員研修会  

演題 「考えてみよう日本の財政 

 ―震災復興と一体改革の考え方」 

講師 東北財務局長  北村 信 氏 

 


