
３．市政の課題に関する意見・要望等について

№

1

2

3

(1)行政組織に関すること

会場 質　問　内　容 当日の回答内容

　当市では行政施策に係る職員提案の機会

「白石市職員提案制度」を設けており、平

成18年１月から開始後、これまで48件の提

案を受け、うち20件を採択しております。

今後も制度を活用し、職員の行政運営への

主体的な参画を促進してまいります。

　また、職員の意識改革を図り、計画的・

総合的に人材育成を進め、組織としての総

合力を高めることを目的として、「白石市

人材育成基本方針」を策定しており、様々

な職員研修や人事評価制度などを通し、市

民の皆様から信頼される職員の育成に努め

てまいります。

　市長は、若い人たちの提案を活かそうと
する姿勢はあるのだと思いますが、実際に
どこまで採用したのかは不明です。
　ご意見は、議会として市当局に伝えます。

総務
財政

所　管
常　任
委員会

担当課

総務課

大鷹沢
公民館

　当市における定員適正化の取り組みは、
昭和60年に策定された「白石市行政改革大
綱」において、定員管理の適正化の実施項
目が盛り込まれ、以後現在は第５次にあた
る「定員適正化計画」に基づき、定員管理
に努めております。
　職員数の推移としては、昭和60年10月1日
現在442人に対し、平成27年4月1日現在356
人となっております。

　市の行政改革の中で職員の定数管理をし
ています。退職者は嘱託職員でいたりしま
すが、職員数は減少傾向にあります。
　平成27年度の予算に関する説明書では、
一般職が307名、単純労務職33名で合計340
名です。職員数は確かに減ってきています。

総務課

　白石市は、優れた職員に恵まれている
と思う。まちづくりを考えていくうえで、
もっとグローバルな感覚を養ってもらう
ために、職員に企画書を提出、プレゼン
してもらい、研修に意欲が確認できたら、
市が費用を負担して、職員には学びの機
会を提供していく制度をつくってもらい
たい。優秀職員が活躍できる機会をもっ
と考えてほしい。

大鷹沢
公民館

大　平
公民館

総務
財政

総務課　日によっては、公務が数件入っている場
合もあることから、途中退席する場合があ
ります。
　ご理解いただきますよう、よろしくお願
いいたします。

　ご意見は市当局に伝えます。
　同時に、議員も今後、気をつけていきた
いと考えます。

　「公務の途中退席」について、青少年
健全育成の会合に市のトップが出席して
も、途中で「公務のため」と退席する。
当該行事も公務であり、２時間位の内容
でもあり、最後まで出席していてもよい
のではないか。

総務
財政

　37～38年前の市の人口は43,000人くら
いであった。現在は、35,000人くらいで
あるが、市の職員数は増えているのでは
ないか。

市　当　局　回　答
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

4

5

6

7

(2)市への要望事項に関すること

(3)市の広報に関すること

(4)施政方針に関すること

　チラシの削減については、チラシの情報
を広報紙に取り込むなど、これまでも取り
組んでいるところです。
　しかし、掲載する情報によっては、広報
紙の紙面スペースや編集スケジュールなど
の都合により広報紙には掲載できず、チラ
シによって情報提供をする場合もあります。
　今後も、見やすく分かりやすい広報紙づ
くりを心がけてまいります。

【三住自治会】
　市の広報で、回覧文書は毎回１７枚位
になる。１班９戸でも３～４日で戻って
くるので、目を通していないと推測され
る。例えば、財団のチラシ、行事予告な
どは広報しろいしにまとめるなど見やす
く掲載し、チラシ枚数を削減すべきであ
ろう。

　承ります。

　本日のご意見は、行政に認識していただ
くようにお届けいたします。

　毎年９月議会に「決算に係る主要施策の
成果等に関する説明書」を提出し、前年度
の成果等を示させていただいておりますの
で、市のホームページにデータが掲載でき
るか、検討したいと思います。

　各種要望については、担当課へ伝えるこ
とは可能ですが、要望案件によっては、詳
細をお聞きしなければならない状況もある
ことから、直接担当課へお話ししていただ
くよう伝える場合もあります。
　また、市民のみなさま等への対応につい
ては、親切かつ適切に対応することと周知
しておりますが、今後更に徹底してまいり
ます。

総務
財政

総務課

　平成25年12月定例会で同僚議員から質問
がありました。市長は、公文書で返答する
よう指示をしたとの答弁がありましたが、
市当局に再度確認します。

　成果等に関する説明書の市民への周知な
どを考えていきたい。

総務
財政

総務
財政

総務課

　文書による要望については、「できる」
「できない」も含め、公文書で回答するこ
ととしており、回答漏れの無いよう徹底し
てまいります。

総務
財政

財政課

　市に対して要望しても、経過の返答が
ないためどうなっているのかわからない。
誠意をもって対応をしてほしい。

福　岡
公民館

　施政方針について、平成26年度は方針
に対してどうだったのかについて、市民
へ説明してほしい。

要望への市の対応姿勢について
①要望の件で現地踏査した際、ついでな
ので他の件もお願いしようとすると、担
当課が違うのでと断われたことがある。
職員が担当する課に伝えてもいいのでは
ないか。横断的な対応を望みたい。
②顔が利く者には対応するが、見知らぬ
客には素っ気ない。
③依頼に行った際、担当職員は「先例が
ない」の応対だったが、上司が来て｢や
って」という指示で作業についた。なぜ、
同じ職員同士、また役職の有無で見解・
対応が違うのか。

総務課

深　谷
公民館

深　谷
公民館

斎　川
公民館
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

8

9 　日本全体が人口減少時代を迎え、宮城県
内においても、都市部の数市町を除き、す
べてにおいて人口減少が続いております。
　白石市の人口構成については、65歳以上
の割合が30％となっているなど、高齢化率
が高く、若年層少ない状況にあることから、子
育て支援と学校教育を充実すべく、従来の
誕生祝い金と併せ「すくすくベビー券」の
交付や、「市内全小中学校全学年の35人学
級、小学校全学年対象の学力調査、食物ア
レルギーに対応できる給食センターの建設」
など、子育て世代への支援施策に力を注い
でまいります。
　また、定住化を促進すべく「定住促進奨
励金」制度や住宅の空き物件情報の収集、
提供を拡充するなど、定住人口の拡大に努
め、併せて、交流人口の拡大を図るため、
白石城や片倉小十郎公など、本市の持つ財
産を活用しながら、魅力あるまちづくりを
進めてまいります。
　さらに、介護予防事業を充実させるとと
もに、各種検診への助成、子ども医療費助
成事業などにより、健康寿命の延伸を図り
ます。
　これらの施策を進めることで、できるだ
け人口減少に歯止めを掛けるべく、全力を
尽くしてまいります。

総務
財政

中　央
公民館

　承ります。 総務
財政

総務課

企画情
報課

　平成27年度施政方針は、教育と子育て支
援に重点を置いています。
　具体的には、小中学校の全学年での35人
学級導入とアレルギー対応の学校給食セン
ターの建設です。他市町では実施していな
い事業などを実施し、子育て世代の人口を
獲得していきたい。
　これらの事業等を行政や議会、そして市
民のみなさんが発信し、白石をＰＲしてい
きたい。

深　谷
公民館

　市内で植栽事業を行う個人又は団体に対
して、対象経費の一部を交付する「花と緑
の奨励金」制度を創設したところです。

　白石は、人口が毎年300～400の人口が
減っており、この10年間で4,040人が減
少している。施政方針が単なるお題目で
終わっているのではないのか。
　また、職場が仙台でも、具体的に白石
市に住みたいという政策を取っていかな
ければ、お年寄りや子ども、さらに低所
得者が困るので、緊迫感を持って仕事を
してほしい。

　花と緑のまちづくりの推進を施政方針
で表明するなら、「種」くらい配っては
どうか。少しでもお金を使って活性化さ
せないといけない。
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

10

11

12

13 総務
財政

　当初予算歳入については、経済の状況、
国・県の制度創設・改正の動向、前年度実
績等を検討し、的確かつ確実に財源確保に
努めており、限られた財源を第五次白石市
総合計画の21施策への取組みなどに重点的・
効果的に配分して事業を推進しているとこ
ろです。

総務
財政

　地方交付税額は、約61億3,700万円です。
　基準財政需要額、基準財政収入額は調査
し、後ほど回答いたします。

　固定資産税17億6,091万円、個人の市民税
11億6,200万円、法人市民税2億3,000万円、
たばこ税2億5,800万円です。

　市税について、市税収入で多い順に１
番から４番目くらいまで教えてもらいた
い。

　議会でも議論になっていました。歳入不
足を起こさないように堅く見積もっていま
すが、事業には支障がないとの答弁でした。

総務
財政

財政課

　財政調整基金は、平成26年度末残高が約

27億8,800万円で、平成27年度予算に13億円

を繰り入れています。

　減債基金は、平成26年度末残高が約9億

6,400万円で、平成27年度に3億5,500万円

を、都市整備基金は、平成26年度末残高が

約27億7,000万円で、平成27年度に6億6,600

万円を繰り入れています。

　これら３基金を含めた基金全体では、平

成26年度末残高が約78億2,200万円で、平成

27年度に約23億6,400万円を繰り入れて、平

成27年4月末現在での残高は約54億6,100万

円です。

福　岡
公民館

　基金と繰入について、財政調整基金を
活用して、必要な歳出予算はカバーして
いるとのことだが、現在基金にどれ位の
残高があって、それからの繰入額をそれ
ぞれ教えてもらいたい。
　また、マイナスなのかプラスなのか。
繰入れてマイナスでは心配。余裕は持っ
ているのか。

　当初予算を堅く見積もっているのはな
ぜか。市税収入が減るのは、４万人復活
を唱っていながら人口減少が起きている
失政ではないのか。

総務
財政

財政課
総務課

財政課

　基準財政需要額、基準財政収入額、交
付税などを教えてほしい。

　平成26年度の臨時財政対策債を含む地方

交付税総額は、約62億2,100万円です。

　そのうち普通交付税が約42億2,600万円

で、基準財政需要額が約77億7,900万円、基

準財政収入額が約35億8,300万円です。

(5)予算に関すること

財政課

　平成25年度決算ベースでは、約80億円の
基金残高です。
　この中から基金に繰入れているのは、減
債基金で、下水道事業へ6億5,100万円、白
石沖西堀線の街路事業へ2,900万円、都市計
画道路網の見直しへ600万円、合計で6億
8,600万円です。他に武家屋敷関連で85万円
などです。
　また基金は、決してマイナスではなく、
幾分の余裕があって、家計でいう貯金は持
っています。

　平成25年度決算額で、固定資産税が約18

億3,700万円、個人の市民税が約13億700万

円、市たばこ税が2億6,600万円、法人市民

税が2億5,300万円です。

中　央
公民館

大鷹沢
公民館

大鷹沢
公民館
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

14

15

16

17

総務
財政

(8)地方創生に関すること

白　川
公民館

総務
財政

斎　川
公民館

税務課

地方創
生対策
室

　地方創生にどのように取り組むのか。

総務
財政

(9)人口減少に関すること
　白コン等の婚活イベントが、民間主体で
企画され開催されています。

企画情
報課

　商工会議所などで婚活イベントを実施し
ています。

　人口減に歯止めをかけるのは、容易では
ありません。それでも行政は、全力で取り
組んでいかなければなりません。
　今後は、高齢者が高齢者を支える地域を
作らなければならないし、元気な高齢者を
支えるまちづくりが求められています。

　急速な少子高齢化に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけることを最大の目的

とする白石市版の「総合戦略」を平成27年

度中に策定します。

　すでに先行した形で割増商品券の発行や

伝統産業の後継者育成観光振興事業、定住

促進事業を行うこととしていますが、さら

に市民のみなさんや企業有識者のみなさん

などの提言も伺いながら、実効性のある取

り組みを行っていきたいと考えております。

(6)高校の跡地利用に関すること
　旧白石高校と旧白石女子高の跡地利用
はどうなっているのか。

　固定資産税は、国土調査が終わってか
ら新しく課税するといっていたが、まだ
終わっていないのに課税されているのは
なぜか。

福　岡
公民館

(7)市税に関すること
　議会でも議論しました。市当局では、全
体の80％が終了したので課税したと言って
います。
　今後、地籍調査は、８年後をめどに終了
したいとの返答でした。

総務
財政

　課税地籍が土地毎に異なるのは、公平性
に問題がある（台帳地積、実測地積）こと、市
の80％以上の土地で地籍調査が終了してい
ることなどから、平成15年度より最長５年
の段階的調整も取り入れて課税することと
しました。

財政課　旧白石高校等の跡地利用については、市
教育委員会が中心となって活用構想案を策
定し、県教育庁担当課と協議をしていると
ころです。

　県有地であり、現在、市の博物館に収容
できるような品々の保管庫として一部利用
しています。

　市では、現在、出生数より死亡者が多
い。出生数を伸ばすには、子どもを産む
前の結婚が重要だと思うがいかがか。
　また、婚活イベントをテレビなどでＰ
Ｒしてはいかがか。

斎　川
公民館
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

18

19

20

21

22

(10)定住促進に関すること

　承ります。

総務
財政

　男女の出逢いについては、民間事業者ベ
ースで実施されていると認識しています。

企画情
報課

　地方創生の地方版総合戦略の中で検討し
ます。

　企業誘致をしても、企業周辺に住宅が
不足しており、市外に住まいを求める現
状がある。住宅地、住宅、アパートなど
の整備を考えていく必要がある。
　また、道路の整備も必要ではないか。
そうでなければ、企業が市外に転出して
しまう。

総務
財政

企画情
報課

建設課

　承ります。 総務
財政

建設
産業

深　谷
公民館

中　央
公民館

総務
財政

企画情
報課

　定住促進を図るため、住宅環境の整備に
向け検討しています。

　今後、研究させていただきます。　白石は、仙台や福島からの通勤圏であ
るので、仙台等のベットタウンにはなら
ないのか。
　例えば、定期代金への補助を行うなど
により、職場が白石以外でも白石への定
住を図れないのか。

総務
財政

　未婚の若者が増えていることに、無関心
ではありません。昔のように仲人、世話を
するお年寄りがいなくなり、カップルがで
きなくなっているのも現実です。日本文化
が廃れていく心配もあります。

　結婚したいができない人が多い。仲人
とか、カップルになれる出会いの機会の
ため、結婚の「出会い環境」整備など、
何かできないものか。

大鷹沢
公民館

大　平
公民館

斎　川
公民館

　２市７町で柴田町が唯一、人口増にな
った主な要因は、「仙台大学」を誘致し
たことです。大学に限らず、若者が集う
まちづくりが大切と思う。

　結婚しなければ子どもは増えない。今
の若い人の交際の場が少なく感じるので
考えてほしい。

　承ります。 企画
情報課

【定住促進】
　定住促進を図るため、住宅環境の整備に
向け検討しています。

【道路の整備】
　道路網の整備については、第五次総合計
画に基づき、平成27年度からの「白石市都
市計画道路網見直し業務」の結果も踏ま
え、国の交付金事業を活用し、計画的に道
路整備を図ってまいります。

企画情
報課

　白コン等の婚活イベントが、民間主体で
企画され開催されています。
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

担当課市　当　局　回　答

23

24

25

26

総務
財政

　市民バスは、子どもたちの登下校には
便利だが、病院に行く便がないので、週
２便ほど増便して欲しい。時間帯は、午
前９時半頃から１０時までに１便、午後
２時～２時半頃に１便を希望する。
　白石蔵王駅の東側（橋本整形）方面に
いくバスの便も考えて欲しい。年金生活
の高齢者の通院に支障がないようにして
欲しい。

　企画情報課に確認し、回答させていただ
きます。

　承ります。

　わいわいトークにおいて、平成27年度の
ダイヤ改正で検討するとの当局答弁ですか
ら、実現されているかを確認します。

深　谷
公民館

(12)市の施設に関すること
企画情
報課

大鷹沢
公民館

企画情
報課

　市民バスは、９路線を８台のバスでやり
繰りしながら運行しておりますので、よろ
しくご理解くださいますようお願いします。
　その中でも、平成２７年４月のダイヤ改
正で１便を増便しております。
城下広場発　１１：２０発
牧場入口発　１１：４０発

(11)市民バスに関すること

総務
財政

　国の基準により、委託バス会社へのコス
トが増えることになり、廃止となった。そ
のため、従来の路線バスを延伸し、病院バ
スの運行を補完することにしました。
　４月からの市民バスにより、３路線が刈
田病院に通じ、利便性が高まると考えます。

　市民バス「キャッスルくん」のちょう
どいい時間のバスがない。できないなら
できない理由をもうちょっと懇切丁寧に
説明してほしい。
　また、キャッスルくんの刈田病院への
乗り継ぎをスムーズにしてほしい。

深　谷
公民館

企画情
報課

小　原
公民館

総務
財政

企画情
報課

　健康を守るための刈田病院シャトルバ
スが、無くなるとはどういうことか。

　市民バスは、９路線を８台のバスでやり
繰りしながら運行しておりますので、よろ
しくご理解くださいますようお願いします。
　その中でも、小原線の利用者については、
城下広場から公立刈田綜合病院まで市民バ
スを利用する場合、「乗継券」により無料
で利用できるよう乗継券制度を創設しまし
た。

　刈田病院シャトルバスの廃止に伴い、市
民バスを刈田病院に延伸することで、病院
シャトルバスの機能を補完しています。

　施設の管理運営については、費用対効果
を考えながら、引き続き、文化・体育の更
なる振興と市民サービスの向上に努め、よ
り一層、交流人口の拡大と市民の生涯学習
意識の高揚につながる事業を実施してまい
ります。

　施設の有効活用を積極的に行い、収入
を得るようにすべきである。例えば、キ
ューブにＡＫＢ４８のイベントを企画す
るなど。
　また、職員意識について、職員は事務
方をやればいいと思っていてはだめであ
る。
　仮に、１億円投資すれば、長い目で２
倍、３倍とかえってくる。お金だけ貯め
ていてはだめである。

総務
財政
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27

28

29

30

31

教育
民生

建設
産業

大鷹沢
公民館

　施設に恵まれているのに活用しきれて
いない。スパッシュランドしろいしが赤
字とか、宣伝が不足している。施設を利
用せずして、健康診断云々とは、まった
くナンセンスです。

建設
産業

(13)国土利用に関すること

　スパッシュランドしろいし等各施設とも
入館者の増加を図るため、市民のニーズに
対応した有意義な事業実施を進めるととも
に、市民や各種団体等への営業活動を積極
的に展開してまいります。

　承ります。 総務
財政

総務
財政

企画情
報課

都市整
備課

　白石市では、外国人による土地の買収は
ありません。

　南相馬市の皆さんを受け入れています。
宮城県借り上げという形を取っています。
雇用促進住宅への受け入れは、市が仲介に
入り、仮設としてお住まいいただいたと聞
いています。

　白石城の駐車場について、白石城に入
るのに裏側から入っている。歩きにくく、
ハイヒール履き、女性が苦労しているの
を見かける。いわば、勝手口から入るよ
うなものではないか。

　南相馬市など福島県沿岸部の避難者の方
々については、スポーツセンターを避難所
として、また、観光客及び市外の震災時避
難者の方々については、中央公民館を避難
所としても受け入れております。

(14)震災に関すること
大鷹沢
公民館

生活環
境課

　買占めの実態は、全国版の新聞報道で認
識していますが、白石市での買占めの話は
聞いていません。そのため、議会で質問し
たことはありません。

企画情
報課

　北海道から白石あたりまで外国人が、
10町歩・20町歩と水資源を確保するため、
土地を買い占めていると聞くが、市議会
としてこのような質問をされた記憶がな
い。議員はこのことを知らないのか。

　益岡公園駐車場から白石城までの通路に
ついては、安全に歩行ができるよう改善に
努めます。

　実際には、市営球場の駐車場ですが、白
石城に近いため、鳥居側でなく裏手側の利
用が多くなっていると考えます。

(15)企業誘致に関すること
斎　川
公民館

(16)駐車場に関すること

大鷹沢
公民館

企業立
地推進
課

　市内の企業の中では、勤務する方の約６
割が市内在住の事業所もあります。ただし、
企業では職種や資格等により求人を行って
おり、結果として市外在住の方を雇用する
こともあります。
　市では、引き続き企業誘致の取り組みを
推進することで働く場を確保し、子育て支
援等や住宅環境整備等の施策を進めること
で、定住促進につなげていきたいと考えて
おります。

　誘致企業を調査し、後ほどお答えいたし
ます。

　定住しなければ人口は増えない。誘致
企業に勤めている人が白石市へ住んでい
ないのではないのか。

深　谷
公民館

　震災時避難者の受入れについて、他の
自治体は積極的だったが、白石市はどう
して避難者を受け入れなかったのか。
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32

33

34

35

36
(18)観光に関すること

　当該地はホテルを建設する方向で進んで
いると認識しています。

建設
産業

建設
産業

商工観
光課

　駅前商店街など中心商店街においては、
後継者不足により空き店舗が増加してます。
　この空き店舗を活用して、中心商店街の
活性化につなげようと、商工会議所が駅前
商店街などの現況調査（空き状況や貸借可
否、賃借料など）を行っています。
　今後、起業希望者とのマッチングなどの
支援策を協同して講じていくことで、駅前
商店街など中心商店街の活性化に取り組ん
でまいります。

商工観
光課

　新聞報道されているとおりです。　白石和紙を残せるように、何とかがん
ばってほしい。

　行政としても、商工会議所に補助金を出
したり努力はしていますが、難しい問題で
す。

建設
産業

建設
産業

商工観
光課

小　原
公民館

　地方創生交付金を活用し、白石和紙職人
の協力を得ながら、次代に技術を継承して
いくよう努めます。

商工観
光課

(17)商工業に関すること

建設
産業

商工観
光課

中　央
公民館

　駅前商店街がシャッター通りになって
いるが、どう考えているのか。

中　央
公民館

中　央
公民館

小　原
公民館

　現在、市内に設置している案内看板の状
況について調査を行っています。
　なお、看板については、案内情報の修正
等に時間や費用が掛かることから、今年度
中にインターネットを活用し、外国人観光
客にも史跡の案内ができるよう、多言語の
ホームページ開設を予定しています。

　現在、白石蔵王駅前のパレスリゾート
白石蔵王の跡地が更地になっている。白
石には、宿泊する場所が少ない。不便さ
を感じている。

　地方創生交付金を活用し、白石和紙職人
の協力を得ながら、次代に技術を継承して
いくよう努めます。

　パレスリゾート白石蔵王は、国の補助を
受けて解体し、現在は更地になっています。
　パレスさんもホテル建設の方向で考えて
いるとのことですが、今は難しいとのこと
話を聞いています。

　白石和紙の継承について、新聞報道を
見ると、市の対応が遅きに失しているの
ではないのか。

　国の補助金を活用して、後継者育成を図
っていきたい。

　大河ドラマ「真田丸」放映により白石
市への観光客が増えると思う。
　白石市は、検断屋敷などの史跡や無形
文化財などの案内板が足りないと感じる。

　持ち帰り研究し、後ほど、回答させてい
ただきます。
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37

38 商工
観光課

建設
産業

　当市では、第５次総合計画において「人・
くらし・環境が活きる交流拠点都市」の創
造を重点戦略としており、交流人口の拡大
を図る上で観光・物産振興を重要な施策と
位置づけています。
　これまで当市を訪れる観光客に向け、観
光・物産について案内できるよう「おみや
げ処マップ」を始めとした手作りマップの
整備や配布を行ってまいりましたが、今後
は、ＪＲ白石蔵王駅内にリニューアル整備
を行う「うーめんの館」の活用を通じて、
観光・物産に関する情報発信を更に行って
いく予定です。
　また、国内外に広く情報発信を行うため、
エフエム仙台で毎週木曜日に白石市の情報
番組として「白石よござりす」の放送を行
っているほか、インターネット利用を積極
的に進めており、「白石市観光協会ホーム
ページ遊湯詩適」「道ナビしろいし」
「Loven’白石！」「宮城しろいしフィルム
コミッション」などを通じて当市の旬な情
報を発信しています。

商工観
光課

「白石の観光物産はどこにあるのか。」
と聞かれるがなかなか答えられない。
　これからの未来のためにも白石の観光
・物産をどうするのか。目に見える観光
の発信をどのように考えているのか。

　観光にもっと力を入れてほしい。特に
高齢者に温泉に来てもらえるように白石
の温泉をもっとアピールしてほしい。お
もてなしの心をしっかりとはぐくんでほ
しい。
　高齢者にやさしい温泉をアピールして
ほしい。
　花を植えたりして、温泉場の環境をも
っと綺麗に整備してほしい。
　商工観光課と温泉組合がもっと話し合
いをしてほしい。
　「健康と温泉のまち白石」をアピール
してほしい。

中　央
公民館

中　央
公民館

　承ります。

　承ります。 　当市にとって交流人口の拡大を図る上で
鎌先・小原などの温泉地は非常に重要な地
域資源であり、疲労回復や効能など温泉の
良さを高齢者の方を含め広く情報発信する
ことが重要であるとの認識を持っています。
　現在、エフエム仙台で毎週木曜日に白石
市の情報番組として「白石よござりす」の
放送を行っているほか、宮城県やＪＲ東日
本と連携し観光キャンペーンの一環として
ガイドブックの発行を行っているほか、イ
ンターネットの利用を通じて温泉地の情報
を積極的に発信しているところです。
　また、温泉地への誘客を図る目的で、両
温泉旅館組合との協議を通じて、お得な日
帰り入浴券の発行などを実施しています。

建設
産業
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39

40

41

42

　当局に伝えます。 　平成23年3月に策定した「白石市都市計画
マスタープラン」に基づき、今年度から２
カ年計画で都市計画道路網の見直しを行い
ます。
　設計については、国土交通省が示す「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律（バリアフリー法）」に沿って、
誰でもが使いやすい道路を目指します。
　また、踏切箇所については、当市の都市
計画道路に踏切設置等計画箇所はありませ
ん。

　通学路が落石の危険にさらされている
ところがある。

　ご質問の「おもてなしの心の醸成」も観
光客の受け入れには重要であり、研修会の
開催等を通じて醸成を図って参りたいと考
えております。
　温泉場の環境整備については、両温泉旅
館組合の意向もありますので、ご意見をお
伝えしたいと思います。

　本年度末に地籍調査の成果が出て、面積
や境界が確定します。市当局では、計画線
路が確定境界と果たしてどのように抵触し
ているのかなどを見きわめて、対策を講じ
ようと協議しています。関係自治会長さん
とも話はしています。

　調査し、後ほど報告させていただきます。

　市道一本木通り線は、前市長がいう
「難攻不落地」で、現在でも貫通してい
ない。そろそろ決着つけなければならな
いと思う。

都市整
備課

　ご質問の路線は、県道白石丸森線と推測
されます。管理者である宮城県へ報告いた
します。

白　川
公民館

建設
産業

白　川
公民館

建設
産業

　承ります。

(19)道路に関すること

　観光客を増やすために、白石の玄関口、
新幹線から在来線に行く道路を明るくし
てほしい。

建設課

建設
産業

　都市計画道路の見直しの際、子ども･
高齢者に優しい道路づくりをしてもらい
たい（踏切を渡るときなど）

大　平
公民館

斎　川
公民館

建設課　平成２年度から平成13年度の事業予定で
工事に着手しました。しかし、平成10年度
の工事区間において、用地等の問題から中
断をしているところです。
　これまで、ルートを変更する案も検討し
ましたが、見通しがたたない状況で現在に
至っております。
　今後も、慎重に検討をしてまいります。

建設課　ご質問の路線は、市道柳沢線と推測され
ます。平成27年度に法面対策工事を実施す
る予定です。

建設
産業
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43

44

45

深　谷
公民館

　承ります。 建設
産業

【河川】
　白石川の管理については、大河原土木事
務所となります。現地調査及び対応につい
て河川管理者に要望してまいります。

【鳥獣被害】
　イノシシの駆除については、平成25年度
589頭、平成26年度834頭を行っております。
　また、イノシシの被害防除については、
生ゴミを屋外に捨てたり、農作物の不必要
な部分を畑に放置したりせずイノシシに餌
を与えないことと、イノシシのすみ家とな
りうる竹藪等の伐採が有効とされておりま
す。
　ご指摘の竹藪の伐採の件については、民
有地ですので、土地の所有者にお願いをし
ている状況です。

　既存のＳ．ＡやＰ．Ａがあれば比較的ス
マートＩ．Ｃ設置が可能と聞いています。
　しかし、斎川地区内には、Ｓ．ＡやＰ．
Ａがないことと、同時に加速車線や減速車
線を作らなければならないことから、今は
できません。

深　谷
公民館

　市当局に伝えます。

　ご質問の木の伐採や側溝の布設替えに関
して、道路管理上支障となるものについて
は、対応いたしておりますのでご理解くだ
さい。

建設課

　スマートＩＣの設置については、国が定
めるスマートＩＣ制度実施要綱の諸条件を
クリアすること、接続道路や周辺道路の整
備、市の財政負担など多くの課題があるこ
とから、慎重に対応をしてまいります。

建設
産業

建設課

農林課

(20)河川に関すること

　斎川地区内の高速道路に、スマート
Ｉ．Ｃを作ることできないのか。

建設
産業

斎　川
公民館

【三住自治会】
　全戸61世帯の山麓地帯です。市道・農
道の傍の木々は大木になって、災害時に
消防車、救急車が入れない。機械伐採し
かないが、高齢化が進み機械操作ができ
る住人は限られている。行政で対応を考
えてほしい。
　道路側溝幅が18ｃｍであり、道路の一
斉清掃にスコップ操作が不自由で苦労し
ている。幅の大きい側溝に入れ替えてほ
しい。

建設課

　白石川の整備について、白石川が荒れ
て木々が伸び放題で太くなっている。ま
た、竹やぶがイノシシのすみ家なってい
る。定期的に伐採するなり、水害から守
ることが大切である。
　イノシシ解体施設は初耳だが、野球グ
ランドのネットがイノシシで破損してい
る。実態を見てほしい。
　また、イノシシのすみ家の竹薮の竹を
伐ってほしいと市に依頼したが、「勝手
に伐ってほしい」と言われた。土木事務
所も同じで、この対応方はいかがなもの
か。
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46

47

48

49

(21)鳥獣被害に関すること

農林課

建設
産業

　市当局にお伝えいたします。

斎　川
公民館

斎　川
公民館

　平家川とよだれ川の改良工事が進まな
いのは、それぞれの管理者である宮城県
と白石市の話し合い、意見交換がなされ
ていないからだと思う。

　松沢川の土砂の堆積により、流れが悪
く途中でよどむ場所がある。
　県の大河原土木事務所に出向いて確認
したところ、市の管轄分もあると聞いた。
早急な対策をお願いしたい。

越　河
公民館

深　谷
公民館

　市当局に伝えます。　イノシシ対策にもっとお金をかけてほ
しい。

建設課 建設
産業

　イノシシ対策として、檻や罠の講習会
を年に何度かやってほしい。

建設
産業

　有害鳥獣の被害拡大に伴い、捕獲や電気
柵等の防除に関して年々費用をかけ、平成
26年度においては、約3,000万円を予算化し
被害対策を行っております。
　今年度は、前年度同様の被害対策に加え、
年々増え続けるイノシシ処理の負担軽減を
図ることを目的とし、鳥獣解体施設に約
3,500万円の予算を計上し、今年中に完成し
使用を開始する予定です。

　イノシシに限らず、野生の生き物は「鳥
獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律」等により原則的に捕獲ができま
せん。
　檻や罠等を用いて捕獲をしようとする場
合には、罠免許等の狩猟免許が必要となり
ます。
　免許所有者の講習会については、年に数
回、宮城県が実施しています。
　なお、昨年度も実施いたしましたが、イ
ノシシ等による被害対策（防除）に関する
研修会については、今後も継続し実施いた
します。

　平家川の改修事業については、宮城県大
河原土木事務所と定期的に打ち合わせを行
い、早期に完成するよう要望しております。
　平成27年度についても、継続して事業を
進めていく旨の回答を得ております。

　事情を確認します。

建設
産業

　宮城県大河原土木事務所と協議しながら、
対応してまいります。

　現在、市に要請をかけているところです
が、県の管理する部分もあり調整中とのこ
とです。調整が済み次第、市でも前向きに
実施するとのことです。

建設課

農林課
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50

51

52

53

　有害鳥獣対策について、どのようにイ
ノシシを減らすのか。一斉駆除の回数を
増やしてほしい。

白　川
公民館

　イノシシ対策のために、現役を引退し
た自衛官・警察官などの活用を考えたら
どうか。

　イノシシの捕獲はどうなっているのか。

　現在、狩猟者が少ないのも課題と考えて
います。
　今後の対策については、持ち帰り、後ほ
ど回答させていただきます。

　福岡地区が多く捕獲されています。市全
体では、平成27年2月末で784頭を捕獲して
います。

　平成25年度は586頭で、このうち越河地区
では47頭です。平成26年度は784頭で、越河
地区では109頭です。これは平成27年3月13
日現在の数なので、800頭を超すのではない
と考えます。
　資格取得への助成があるので、多くの方
に資格を取っていただきたい。

　イノシシは、どの地区でたくさん捕獲
しているのか。

越　河
公民館

中　央
公民館

斎　川
公民館

農林課

　有害鳥獣の捕獲や電気柵等の防除に関し
ては、平成26年度において、約3,000万円を
予算化し被害対策を行っており、今後も継
続してまいります。
　また、捕獲については、猟友会にご協力
をいただき、平成25年度は589頭、平成26年
度は834頭のイノシシを捕獲しています。
　今後も、猟友会にご協力をいただき継続
して駆除してまいります。

農林課

農林課

建設
産業

　平成25年度は586頭。平成26年度の3月13
日現在で784頭。白川では99頭。今年度は
800頭を超すのではないかと考えます。
　狩猟免許の取得方法を説明しました。活
用の件は当局に伝えます。

　平成26年度においては、大鷹沢地区と福
岡地区の２地区でそれぞれ150頭以上、白川
地区、越河地区、小原地区の３地区でそれ
ぞれ100頭以上のイノシシを捕獲しておりま
す。
　なお、白石市全体では834頭を捕獲してい
ます。

建設
産業

建設
産業

　銃器の扱いに長けている方々として挙げ
ていただいているかと思いますが、イノシ
シの捕獲には狩猟免許を取得していること
が必要であり、さらに通年で捕獲を行うに
は、県猟友会の研修を受講するなど、一定
の基準を満たす必要があります。
　多くの方に狩猟免許を取得していただく
よう、市では免許取得時の補助等も行って
おります。

建設
産業

農林課

　イノシシの被害対策としては、まず駆除
することが有効であり、市では猟友会にご
協力をいただき、平成25年度は589頭、平成
26年度は834頭のイノシシを捕獲しています。
　また、巻狩りと呼ばれるような一斉駆除
は、他市町村で事故も多発していること等
から原則として行っておりません。
　今後も、猟友会にご協力をいただき継続
して駆除して参ります。
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54

55 　有害鳥獣の捕獲や電気柵等の防除に関し

ては、平成26年度において、約3,000万円を

予算化し被害対策を行っており、今後も継

続してまいります。

　また、捕獲については、猟友会にご協力

をいただき、平成25年度は589頭、平成26年

度は834頭のイノシシを捕獲しています。

　今後も、猟友会にご協力をいただき継続

して駆除してまいります。

　また、避妊薬等の薬を使用することは法

的には違法となるため、実施できませんの

でご理解願います。

　イノシシ被害は、広範囲に拡大しており、

市・町単独の対策には限界があることから、

広域的な対策を講ずるよう、国・県に要望

しております。

　なお、電気柵の補助ですが、経費が５万

円以上30万円以内の３分の１以内を補助し

ており、平成25年度が70件、平成26年度が

119件と年々申請件数が増えております。

　市では電気柵の補助のほか、狩猟免許取

得時の助成、箱罠の補助も行っております。

農林課大　平
公民館

　イノシシの解体施設をつくるというが、
施設以前に駆除、捕獲策を優先してもら
いたい。
　法的な問題はあると思うが、避妊薬を
餌に混ぜて繁殖能力を失くすとか、国の
専門的な施策で個体数を減らすために何
かをやってもらいたい。
　また、電気柵は、丸森町は上限の設定
なく、費用の３分の１を補助している。
白石でも、もっと補助を考えてもらいた
い。

　給餌でお産しなくなれば一番良いと思い
ますが、実際に役所は手立てがなく、猟友
会頼みになっています。
　昨年、国は法律を改正し、「保護」から
「管理」の視点も入れイノシシを年間50万
頭まで減らすことになりましたので、県で
も予算を環境省にあげています。
　さらに、知事認定の法人が事業として捕
獲をおこなうことが可能になり、個体数の
減少が期待できます。
　網猟免許及びワナ猟免許の取得年齢が18
歳以上と引き下げになります。
　また電気柵は、農地が広いと相当に経費
がかかります。確かに、上限10万円補助で
はどうかと考えます。持ち帰っての課題と
します。

建設
産業

深　谷
公民館

　現在は、埋設までおこなって１頭あたり
２万円ですが、施設ができることで埋設が
省けるため、１頭あたり１万５千円で猟友
会と協議し決定しました。
　施設には、運び入れ、洗って吊るし、10
キロ程度のブロックにして、冷蔵・冷凍し
ておきます。その後、まとまった量を角田
の焼却施設に運び、無料で処理しようと考
えています。
　猟友会に施設は管理をしてもらうことは
決まっています。

建設
産業

農林課　イノシシの捕獲数が増え埋設による処分
に限界があることと、また、捕獲隊への負
担が大きいことなどから、焼却処分のため
の解体施設を建設するに至りました。
　建設場所は、旧弥治郎衛生センターで、
今年中に完成し使用を開始する予定です。
　イノシシを施設に搬入後、10キロ程度に
解体し角田衛生センターにて焼却を行いま
す。
　なお、施設の管理は猟友会の関係者に依
頼する予定です。

　イノシシの解体施設について、もう少
し詳しく説明願いたい。
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56

57

58

　猟友会にサルの駆除をお願いしています。
　また、市として、花火購入などに助成を
しています。農林課に問い合わせて回答い
たします。

農林課 建設
産業

　塩化カリウムの散布は、以前の農作業
より作業量が増えている。
　原発事故以前は無かった作業であり、散
布するための費用、手数料の助成などは
検討されていないのか。

小　原
公民館

建設
産業

　議会でも議論されていますが、まず、白
石市から放射能汚染米を出さないことが先
決です。
　白石産米の安全・安心のための塩化カリ
ウムの散布であることを、ぜひ、ご理解を
いただき協力していただきたい。

　小原は、イノシシよりもサルの被害が
多い。サルは、２ｍの柵も飛び越えるの
で厄介である。サルの駆除はできないの
か。

農林課　塩化カリ散布労力に対する助成について
は、議会でも議論されていますが、まず、
白石市から放射能汚染米を出さないことが
先決です。
　白石産米の安全・安心のための塩化カリ
ウムの散布であることを、ぜひ、ご理解を
いただき協力をお願いします。

大鷹沢
公民館

　イノシシの問題について、震災後に白
石スキー場まで進出したと聞いている。
どうして早く獲って、駆除して、農家に
安心してもらわないのか。

　とにかく個体数を減らそうと、猟友会に
依頼しています。捕獲後処理が大変なため、
解体施設を設けるものです。９月頃には完
成するのではないかと考えています。
　また、これまでの国の対応は「保護」の
視点でしたが、あまりの現状に昨年、法律
が改正され、「管理」の視点が入るように
なりました。10年間で個体数を半数に減ら
すことになり、県知事認定の法人が事業と
して捕獲できるようになります。5月29日か
ら改正法が施行され、課題に対し大きく前
進することが期待できます。

越　河
公民館

　サルの駆除や銃器による追い払いについ
ては、猟友会に依頼しております。
　サルの駆除の仕方によっては、群れが分
裂するなど、被害が拡大することもありま
すので、今年度は、サルの生息状況調査を
行う予定で、その結果を今後の捕獲等の活
動へ生かしていきたいと考えています。
　また、市では鳥獣の追い払い用花火を配
布（年度の一回目は無料で、二回目からは
有料）しておりますので、農林課までお問
い合わせください。

　有害鳥獣の捕獲や電気柵等の防除に関し
ては、平成26年度において、約3,000万円を
予算化し被害対策を行っており、今後も継
続してまいります。
　また、捕獲については、猟友会にご協力
をいただき、平成25年度は589頭、平成26年
度は、834頭のイノシシを捕獲しています。
　今後も、猟友会にご協力をいただき継続
して駆除してまいりまいります。

農林課 建設
産業

(22)放射能に関すること
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59

60 　放射能対策について、セシウム抑制の
ため４年目も塩化カリ散布を農家に協力
を求めている。
　正直、余計な作業で、１、２年は協力
したが、この散布手間賃は、補償されて
しかるべきではないか。交付している自
治体もある。
　市として、農業の単独施策として手当
てをしてほしい。

農林課斎　川
公民館

　いつまで、田に塩化カリウムを散布す
るのか。
　また、塩化カリウムを散布する労力を
東京電力に請求できないのか。

　土壌の交換性カリ含量が小さくなるほど
玄米への放射性セシウムの移行係数が急激
に上がっております。
　今年度においても土壌調査を行いながら、
塩化カリウム散布をお願いし、水稲からの
放射性セシウムの不検出を目指していると
ころです。
　しかし、平成24年産米で4.3ベクレルが検
出された以降、平成25年産米・平成26年産
米ではいずれも不検出という結果が出てお
ります。
　このことから、本市では、平成28年産米
への放射性物質吸収抑制対策検討のため、
平成27年産米作付時に「吸収抑制対策（塩
化カリを散布）をしない圃場」を設置し、
玄米における放射性物質の分析調査を実施
いたします。その結果を踏まえ、今後の対
応を検討してまいりたいと考えております。
　また、塩化カリ散布労力に対する助成に
ついては、議会でも議論されていますが、
まず、白石市から放射能汚染米を出さない
ことが先決です。
　白石産米の安全・安心のための塩化カリ
ウムの散布であることを、ぜひ、ご理解を
いただき協力をお願いします。

　今年度は散布しない田んぼを設け、秋上
げ時に比較・検証します。その結果で平成
28年度の散布の要否を判断するとしていま
す。
　風評被害回避のため、平成27年度もご協
力をお願います。
　なお、ご意見は市への要望として市当局
に伝えます。お時間を貸していただきたい。

大鷹沢
公民館

　平成27年産米は塩化カリウムを散布しま
すが、平成27年度に散布し、基準以上の数
値が出なければ、平成28年度は散布をしな
い。
　また、塩化カリ散布労力に対する東京電
力への請求については、このような意見が
出たことを市当局にお伝えします。

建設
産業

　塩化カリ散布労力に対する助成について
は、議会でも議論されていますが、まず、
白石市から放射能汚染米を出さないことが
先決です。
　白石産米の安全・安心のための塩化カリ
ウムの散布であることを、ぜひ、ご理解を
いただき協力をお願いします。

建設
産業

農林課
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61

62 農林課　イノシシ肉については、平成24年6月以降
宮城県全域での出荷制限指示がされている
ため、放射性セシウムの値が基準値内のイ
ノシシ肉であっても出荷できない状況にあ
ります。
　昨年度、本市で捕獲されたイノシシから
高い値の放射性セシウムが検出されたこと
もあり、今後においても、しばらく出荷制
限がされるものと考えております。

　土壌の交換性カリ含量が小さくなるほど
玄米への放射性セシウムの移行係数が急激
に上がっております。
　今年度においても土壌調査を行いながら、
塩化カリウム散布をお願いし、水稲からの
放射性セシウムの不検出を目指していると
ころです。
　しかし、平成24年産米で4.3ベクレルが検
出された以降、平成25年産米・平成26年産
米ではいずれも不検出という結果が出てお
ります。
　このことから、本市では、平成28年産米
への放射性物質吸収抑制対策検討のため、
平成27年産米作付時に「吸収抑制対策（塩
化カリを散布）をしない圃場」を設置し、
玄米における放射性物質の分析調査を実施
いたします。その結果を踏まえ、今後の対
応を検討してまいりたいと考えております。
　また、塩化カリ散布労力に対する助成に
ついては、議会でも議論されていますが、
まず、白石市から放射能汚染米を出さない
ことが先決です。
　白石産米の安全・安心のための塩化カリ
ウムの散布であることを、ぜひ、ご理解を
いただき協力をお願いします。

　イノシシについて、放射性濃度が高い
部分を切り落とせば、食べられるところ
があると聞いた。
　また、ある報道でイノシシを特産品と
している自治体があると聞いた。議会と
しても研究してほしい。

建設
産業

　持ち帰り研究させていただきます。

　塩化カリウム散布は、農家にとって余
計な作業なのに、市当局では補償を考え
ていないという。いつまで続けるのか、
補償を考えるべきである。

　平成27年度も全戸に散布いただくことに
なりますが、大平地区を含む３カ所くらい
で試験的にまかない田んぼを設定します。
試験田んぼに万一、放射能が検出となれば
補償をいたします。
　散布手間補償については、持ち帰りとさ
せてください。

大　平
公民館

農林課

小　原
公民館

建設
産業
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63

64

65

農林課 建設
産業

教育
民生

大鷹沢
公民館

　市議会でも何回か取り上げられています。
市当局としては、国・県等と協議しながら
検討を重ねた結果、本市での実施は必要な
いとの見解です。
　この件に関しては、市当局に報告し、あ
わせて議会でも検討していきます。

　原発事故後、牧草ロールは４年経過し
ている。どうするつもりか。
　白石では、農家の庭先に置きっぱなし
である。他の市町では管理している。

越　河
公民館

　放射能対策について、福島県境に近い
この地区は子どもの健康を心配する声も
ある。今年１月に新聞報道もされている。
　子どもの「健康調査を、市独自で実施
すべき」と考える。

福　岡
公民館

　食品の検査は、１kg単位で測定していま
す。空間放射線量は、地上１ｍのところで
定点測定をしています。
　今回、カウボーイが一番高いと聞きまし
た。この点は確認していきます。

　ほとんど8,000ベクレル以下なので、焼却
センターで焼却する予定です。角田市分が
終了次第焼却することになりますが、時期
は未定です。

　放射能測定について、野菜類は１本１
本、また、空間放射線量も市から報告さ
れているが、貸出される測定器で個人が
測った結果と全く数値が違う。市はどん
な機械を使っているのか。
　また市内では、カウボーイの空間放射
線量が一番高い。

　食品検査については、目的別に放射能対

策室と農林課で受け付け、放射能濃度を測

定し公表しているところです。

　機器については、主にＥＭＦジャパン製

で測定しておりますが、これについては一

般的には簡易測定器と言われるものです。

　また、空間放射線量測定については、平

成23年4月から簡易型での測定をしておりま

したが、平成24年6月からは、精度の高いシ

ンチレーション式サーベイメータを使用し、

その後、簡易型については、市民貸し出し

用としております。

　しかしながら、簡易型でも誤差の範囲は

多少大きいものの、全く数値が違うという

ことは無く、お気づきの点がある場合は、

放射能対策室までお問い合わせください。

　なお、カウボーイ様については、念のた

め空間放射線量を測定しましたが、そのよ

うな事実は無かったことを報告いたします。

健康推
進課

　白石市としては、宮城県の有識者会議で

の科学的・医学的見地から健康への悪影響

は考えられず、健康調査の必要はないとの

結論が出ておりますので、その結果を踏ま

え必要ないと考えます。

放射能
対策室

教育
民生

　約1,400ロール（１ロール当たり400～

500kg）が、酪農地帯である三住・不忘を中

心に在庫がある状況ですが、現在、仙南地

域広域行政事務組合において、一般ゴミと

混焼することを検討しております。
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68

生活環
境課

　場所は承知しています。生活環境課に状
態を撮影してもらい、事態は把握していま
す。
　ただし、所有者・管理者を特定しないこ
とには指導できないため、調査してもらう
ことになっており、わかり次第、ごみを片
付けるよう連絡することまでは確認してい
ます。

　市行造林事業を、これから５年・10年
をどのように実施しようとしているのか
示してほしい。

農林課

(24)環境に関すること

　当局に伝えます。 　市行造林事業については、昭和39年代よ
り、「白石市制施行10周年記念市行造林設
定条例及び規程」基づき実施をしておりま
す。規程の中で、地上権の設定期間を40年
としているところですが、40年を経過して
も樹木の成長不足に加え、木材産業の低迷
により収入が見込めない状況にあります。
　契約後40年を経過した市行造林について
は、契約の延長をしているところですが、
40年を経過した山林は国の補助対象外であ
ることから、手入れできていないのが現状
となっております。
　今後については、契約延長を行うととも
に、木材価格の状況等を勘案しながら、収
入が見込める状態での伐採を検討してまい
ります。

　所有者不明の「ごみ屋敷」があり、ご
みが堆積して風が吹くと飛散して辺りが
迷惑している。所有者もすでに亡くなっ
ている。なんとか、行政で対処願いたい。

白　川
公民館

　前倒しできればいいのですが、平成30年
頃には仙南広域で取り壊すことになってい
ます。市で壊すなら単独費の負担になりま
す。

大　平
公民館

建設
産業

大　平
公民館

　弥治郎の衛生センター跡について基準
に合わなくなって閉鎖したわけで、放置
はよくないから活用を考えるべきかと思
う。

生活環
境課

　施設の解体は、関係市町の同意を必要と
するため、仙南地域広域行政事務組合と調
整のうえ進めてまります。
　なお、解体費用は構成する市町が負担金
として支出することとなります。

教育
民生

(23)農林業に関すること

　土地の管理者に対して、維持管理を徹底
するよう書面で指導しています。

教育
民生
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70

71

72

　施設の老朽化に伴うランニングコストの
増加、生ごみ受入量の減少等、総合的に検
討した結果、学校給食センターの移転に合
わせて休止するという判断に至ったもので
す。
　給食残渣は可燃ごみとして焼却されます。

生活環
境課

生活環
境課

　公民館に設置してあるサイレンについて
は、防災訓練や消防演習の際に使用してお
りましたが、当初より公民館施設として管
理をしていただいております。
　サイレンの設置には、多額の費用を必要
とするため、増設の予定はありません。
　なお、有事の際には緊急速報メールやし
ろいし安心メール、消防団車輌による広報
等でお知らせをいたします。

　防災サイレンの増設をお願いできない
か。
　越河地区には、現在１基しかなく、地
区内で聞こえない場所もあることから、
有事の際のために、２基くらい増設して
ほしい。

生活環
境課

(25)防災に関すること

教育
民生

　有事の際には、地区の消防団に配布して
いる無線機などもあり、現在はこれを活用
しています。このことについては、市当局
に伝えます。

越　河
公民館

　調査し、後ほど報告させていただきます。

　施設の老朽化に伴うランニングコストの

増加、生ごみ受入量の減少等、総合的に検

討した結果、学校給食センターの移転に合

わせて休止するという判断に至ったもので

す。

白　川
公民館

　シリウスの休止はなぜか。

福　岡
公民館

　学校給食センターの移転もあり、温水供
給が必要がなくなること。また、施設での
処理経費が、仙南広域での焼却より６倍も
かかります。
　また、補助金の責任期間も過ぎたためで
す。

　シリウス休止はなぜか。また、給食残
渣（ざんさ）はどうするのか。

　給食残渣（ざんさ）はこれからは、広域
の焼却センターに出すことになります。そ
の処理経費は現在の６分の１程度で済みま
す。

斎　川
公民館

教育
民生

教育
民生

教育
民生

生活環
境課

　当市には283箇所の危険箇所が存在し、そ

のうち163箇所については、警戒区域と指定

されております。詳しい場所については、

４月にお配りしました「白石市防災マップ」に

掲載しておりますのでご確認ください。

　なお、警戒区域に指定後は、建物建築に

一部制限が生じる場合がありますので、担

当課にお問い合わせください。

　宮城県の土砂災害警戒区域について、
白石市の警戒区域28カ所の場所はどこな
のか。
　また、警戒区域として指定された場合
のメリットはあるのか。広報しろいしな
どで警戒区域を知らせてほしい。
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74

75

76

77

小　原
公民館

斎　川
公民館

　人間ドック事業について、バリウム検
査ではなく、胃カメラ検査を勧めてほし
い。

教育
民生

　問診・診察の他、血液検査、尿検査、大
腸検査、呼吸器系、消化器系などの各種検
査で52項目について検査いたします。
　なお、詳しい検査項目については、市の
ホームページに掲載しております。

生活環
境課

健康推
進課

深　谷
公民館

　人間ドッグについて、60歳までではな
く、65歳、70歳までを対象にすべきでは
ないか。
　もしくは、年齢を上げるのではなく、
健康管理は本人の自覚が大事である。む
しろ55歳程度にすべきではないか。
　また、対象年齢をさげることで、医療
費が減った先例はあるのか。

教育
民生

　詳しい検査項目は、調査し後日、回答い
たします。

　人間ドックは60歳超えたら必要ないの
か。
　年齢をあげたら受診者も増えるのでは
ないか。

　現在、胃カメラについてはオプションで
あります。（1,080円）
　今後、申し込み状況を精査し、内容を検
討します。

　防火用水の貯水槽が泥で使えない。使
えるようにしてほしい。

　調査し、後ほど報告させていただきます。

健康推
進課

　人間ドックでは、胃カメラ検査を推奨し
ている。

　人間ドック事業の検査項目を教えてほ
しい。

中　央
公民館

　個人負担額を引き下げることで受診率を
高めること、そして、早い段階での病気予
防につながることを目的としています。
　対象年齢を上げること、55歳程度に下げ
るべきであるとの両意見は、市当局に伝え
ます。
　実際に30歳位からの実施自治体があり、
医療費が下がった例はあります。人間ドッ
グに限らず、がん検診など早く受診しても
らい、重症化が防ぎ、長生きにつながるよ
うになることを期待しています。

健康推
進課

　人間ドックの他にも、きめ細かな健診を
する「特定健康診査」がありますので、こ
ちらを受けていただきたい。

　人間ドック対象者については、働き世代
を中心に年齢を定めました。
　特定健康診査や基本健康診査についても、
同様に必要な健診項目が定められており、
集団検診・個別健診とありますので、個人
の都合に合わせた受診が可能であります。

教育
民生

(26)健康管理に関すること

教育
民生

福　岡
公民館

　受診対象者の年齢条件については、今年
度の受診者数や年代別の受診率などを精査
して検討します。
 また、人間ドックを受診することで、生活
習慣病の予防と糖尿病の早期発見につなげ、
近年増加している糖尿病患者の重症化を防
ぎ、医療費の適正化を図っていきます。

　以前より、防火水槽については、地元の
皆さんの協力により、良好な状態を保って
いただいております。
　緊急時に使用が可能となりますよう、今
後も地区の皆さまで清掃等をお願いいたし
ます。

教育
民生

健康推
進課
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79

80

81

82

　計画的に返済しています。
　設備については、担当医師がいないと利
用できない場合もあります。

(28)障がい者支援に関すること

　健康マイレージ制度について、議会だ
よりを読み、自分も運動して元気に長生
きしたいと考えるようになった。

　夜間診療について、高齢者が増えてい
るが、刈田病院での夜間診療はできない
のか。

福祉事
務所

　刈田病院は、借入金があって返済でき
なくなるのではないか。人口減少もあり、
破たんしないようにしてほしい。
　また、せっかくの設備が使われていな
いのではないか。

　市当局に伝えます。　障がい者支援について、サービス内容
を知る機会が少ない。例えば、もっと積
極的に一人ひとりにサービスメニューを
紹介していただくことはできないのか。

　仙南広域として、大河原町に夜間診療所
を置くことが決まっています。

　持ち帰り検討します。   生活習慣病の予防に向けた取り組み及び、
検診結果などを活用した健康管理の情報発
信に努めていきます。

福　岡
公民館

　本格的に健康管理をする部署をもっ
て、各地区ごとに説明会等をやるなど、
日常的に健康管理をすすめたらどうか。

教育
民生

白　川
公民館

教育
民生

教育
民生

健康推
進課

健康推
進課

　破綻しないよう計画的に返済しています。

　大河原町に初期救急医療体制の夜間診療
所を平成27年3月に開設し、刈田綜合病院は
二次救急医療と回復期医療、県南中核病院
では救命救急センターを設置し三次救急を
行うこととし、各病院にてその機能を分担
推進することとなりました。
　なお、刈田綜合病院においては、これま
でどおり夜間救急診療を受けることは可能
です。

　障害のある方の状況により、サービスの
要望が多岐にわたるため、相談者の方々に
は、その方にあったサービスの情報提供に
努めております。
　また、専門相談員による障がい者相談を
毎月第２・４水曜日市役所において行って
おりますので、ご活用いただきたいと考え
ております。

斎　川
公民館

教育
民生

教育
民生

健康推
進課

　元気な年寄りが増えないといけません。
60歳を過ぎたら老人クラブに積極的に加入
し、自治会長とたずさえて高齢者を支えて
いく仕組みが大事です。
　健康マイレージ制度は、健康づくりのキ
ッカケづくりに利用する自治体が全国的に
増え、国の方でも「ヘルスケアポイント」
ということで検討しています。持ち帰らせ
ていただきます。

　マイレージ制度にとらわれず、運動習慣
のきっかけづくりや生活習慣の改善、また、
包括支援センターの生活不活発病予防事業
と連携し、運動が日常生活に定着するよう
取り組みます。

大鷹沢
公民館

健康推
進課

大　平
公民館

(27)刈田綜合病院に関すること
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84
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86

　医療・介護総合法で、要支援１・２外
しを本当にカバーできるのか。

中　央
公民館

　住基カードに写真付きもあるので、それ
を使用してはどうか。

　当局に伝えます。

長寿課

　健康教室スタート応援事業として、希望
する地区に12回を限度として講師を派遣し
ます。終了後は、各団体で自主活動として
継続していただきます。
　開催を希望する団体等は、地域包括支援
センターにご相談ください。

　病院問題に関して、「ぼけ」とかは私
たちにとって身近な問題になっている。
病院自体も薬の問題で、中枢神経をおか
され薬ぼけといったこともあり、ぜひ、
議員の皆さんには、問題意識を持って、
持てるものを駆使してがんばってもらい
たい。

　承ります。 長寿課

　当日の回答のとおりです。
　また、市には平成26年9月より、県の指定
した「宮城県認知症疾患医療センター（仙
南サナトリウム内）」が開設しています。
認知症は、早めの相談・受診などの対応が
大切です。

　健康な人たちで支えあっていこうと考え
ます。地域包括支援センターや公民館単位
でも認知症に対応していく考えです。
　白石ふれあいプラザには、「オレンジカ
フェ」があり、介護・認知症など気軽に情
報交換する場所があります。活用していた
だきたいと考えます。
　白石市は、オレンジプランで介護などの
問題対策を始めています。介護保険法の改
正で、要介護３以上の方々からでないと特
養施設に入所できなくなり、該当しない方
々は見守りといった施策になったのが現状
です。

大鷹沢
公民館

　認知症予防のオレンジプランについて、
健康寿命を延ばして、健康な高齢者を増
やしてほしい。
　自治会長さんにご協力いただき、本郷
第３地区のように介護予防運動教室を各
自治会でもやってほしい。

教育
民生

教育
民生

　本人を確認できる「白石市民証明書」
の発行を望む。

(30)市民に関すること

白　川
公民館

　住民基本台帳カードは、市役所や金融機
関で、本人確認のための身分証明書として
使えるものです。交付は、平成27年12月ま
でとなります。
　平成28年1月からは、国のマイナンバー制
度が始まるため、住民基本台帳カードに代
わり、新たに個人番号カードが交付される
ことになります。
　個人番号カードの交付については、今後、
市の広報等でお知らせしてまいります。

市民課

長寿課　地域で暮らし続けるために、介護だけで
はなく医療も必要だという考え方のもと、
今後、市の特性に応じたシステムを構築し
ていきます。

教育
民生

教育
民生

(29)介護予防に関すること

越　河
公民館
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87

88

89 子ども
家庭課

(32)子育てに関すること

　高畠町では市民課の柱に世代別、男女

の人口が分かるようにしてある。白石市

も高畠町と同様に市民課に行けば、ひと

めで世代別、男女人口が分かるようにし

てほしい。

　また、白石市に外国人が何人いるのか

知りたいが、なかなか知ることができな

い。どの課に行ったらいいのか分からな

い。

　後ほど、回答させていただきます。 　白石市の人口・世帯数・男女別データに

ついては、市民課の柱に掲示しております。

　また、毎月市の広報にも出生、死亡件数

を含め掲載しているところです。

　なお、年代別人口・割合については、市

のホームページに掲載しておりますので、

ご覧ください。（外国人は人数のみお知ら

せすることは可能ですが、あくまでも住民

登録のある方となります。）

教育
民生

　４月から放課後児童クラブが始まるため、

早急の対応が求められることから、3月27日

に、担当課と一緒に副市長に要請し、３月

中に安全面の対応ができました。

　子どもたちの安全を考慮し、飛散防止フ

ィルムを貼り付けるなどの対応を、本年３

月中に完了しております。

市民課 教育
民生

　放課後児童クラブが、ガラス張りの建

物に移動するが、安全面で不安です。６

月補正と言わず、４月から実施してほし

い。

福　岡
公民館

(31)福祉に関すること
大鷹沢
公民館

　福祉事務所がなぜあの場所になったの
か。設置場所の苦情があると聞くし、庁
舎内に置くものではないか。ＥＴＣの手
続きをしたが、市役所内の代替窓口では
対応できなかった。
　健康センターあたりに置いてもらうの
が一番良い。

　前市長時代に「福祉の里」構想があり、
刈田病院を含め福祉の一元化を図ろうとし
てあの場所に定まりました。現在、本庁舎
の市民課の左側の窓口が代替窓口になって
いますので福祉事務所に行かなくても、大
概の手続きはできます。
　市役所の代替窓口で全部の手続きができ
ないのはおかしいと話しをしています。今
日のご意見を間違いなく市当局にお届けし
ます。
　また、設置場所への回答はできませんが
ご意見は市当局に伝えます。

　現在、市民課にワンストップサービスと
して総合福祉窓口を設置し、身体障害者手
帳関係の申請やストマ装具の申請、タクシー
券の交付、車いすの貸し出し等を行ってい
ます。
　しかし、聞き取り調査が必要な手続きや
福祉事務所長の証明を発行するもの等、市
民課の窓口で行えない業務もあることに、
ご理解をお願いします。
　ただし、事情により福祉事務所へ来るこ
とが難しい方には、福祉事務所職員が出向
いて対応する、郵送でやりとりする等、柔
軟に対応してまいります。

福祉事
務所

教育
民生

小　原
公民館
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斎　川
公民館

管理課 教育
民生

　学校の統廃合について、検討されてい
ないのか。

　現在、小中学校のあり方検討委員会から
の答申を教育委員会で検討しています。

学校教
育課

白　川
公民館

　小・中学校の学級編制は、国の基準で１
学級当たりの児童生徒数の標準が40人と定
められています。
　しかし、新学習指導要領の本格実施や、
いじめなど学校教育上の課題に適切に対応
できるよう、平成23年度から小学校１年生
に限り、学級編制の標準は35人に引き下げ
られました。
　宮城県では、学校生活の基本となる学習
習慣や生活習慣の着実な定着を図るため、
国が小学校１年生に限って引き下げた学級
編制の標準を小学校２年生と中学校１年生
まで拡大しています。
　本市では、児童生徒一人一人に応じたき
め細かな教育活動を一層推進するため、独
自の取り組みとして、市内の全小中学校で
学級編制の標準を35人に引き下げます。

　本市の小学校・中学校については、平成

27年2月2日に「白石市立小中学校の在り方

検討委員会（平成25年8月19日設置）」から

の答申を受け、市内小中学校の規模及び配

置の適正化及びその具体的方策について、

教育委員会にて検討を行っています。

教育
民生

　35人学級の目的は何か。 　一人ひとりの児童・生徒に、きめ細かな
指導が行き届くようにするためです。

　本市の小学校・中学校については、平成

27年2月2日に「白石市立小中学校の在り方

検討委員会（平成25年8月19日設置）」から

の答申を受け、市内小中学校の規模及び配

置の適正化及びその具体的方策について、

教育委員会にて検討を行っています。

　現在、小中学校のあり方検討委員会から
の答申を教育委員会で検討しています。

　今後の学校のあり方について聞きたい。 管理課 教育
民生

小　原
公民館

(33)小中学校に関すること
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(34)スポーツに関すること
　現在、白石市にはありませんが、体育協
会もしくは文化体育振興財団を核に、推進
母体をつくる動きがあります。
　種目は、ニュースポーツを中心にしたい
という市当局の考えもあり、クラブ創設は
期待できると考えます。

教育
民生

　本年２月に市関係機関・学校・体育協
会・文化体育振興財団参加のもと「白石市
総合型地域スポーツクラブ検討会議」を開
催しました。その中で、県体育協会より講
師を招き、総合型スポーツクラブの理解を
深めるための研修を行っております。
　今後、ワークショップ等の開催により各
関係機関からの意見を集約し、クラブ創設
の目的の一つである「地域課題」の解決＝
「地域コミュニティの活性化」に繋がる「白石
市版：総合型スポーツクラブ」の創設に向
け、設立準備委員会を立ち上げて取り組み
を進めてまいります。

　白石市教育基本方針を踏まえ、図書館で
は乳幼児から高齢者まですべての市民の生
涯学習の場として資料を収集しており、市
民が気軽に利用できるよう雑誌も置いてお
ります。（雑誌は県内公共図書館等33館す
べての館で配置）
　また、児童書につきましても、計画的に
新しい本を購入しておりますが、購入でき
る冊数も限られており、なかなかご希望の
図書がない場合もございます。その際は、
相互貸借サービスで、他の図書館から図書
を借りることができますので、ぜひご活用
ください。
　なお、昨年度、図書館100周年記念事業と
して、児童書を約300冊購入しておりますの
で、ぜひご利用ください。

　誰でも利用できる図書館、多様な雑誌、
図書を置いてほしいとの声、いろんな意見
を受けて図書館が運営されています。
　今回、雑誌スポンサー制度を運用する動
きがあり、スポンサーを募集しています。
　また、現在は図書館同士の連携があって、
図書を融通し合うサービスがありますので、
ご活用願います。

(35)図書館に関すること
　図書館は、図書館でなければ備えられ
ない図書を置くべきで、低廉な雑誌類は
不要ではないか。
　また、移動図書館で子どものため児童
書を探したが、古いため自分で買った。
　このあたりを検討できないのか。

大　平
公民館

大鷹沢
公民館

生涯学
習課

生涯学
習課

　地域総合型スポーツクラブ創設につい
て、白石市より小さな自治体でスポーツ
振興のため盛んにクラブを立ち上げてい
る。
　ぜひ、健康で元気であるように、また、
医療費の削減にもつながるので、白石市
でも先例に見習って、総合型スポーツク
ラブ創設を進めてもらいたい。

教育
民生
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大　平
公民館

白　川
公民館

白　川
公民館

　下水道事業を開始した時は、市内全域
で行うという話であった。白川への計画
はいつになるのか。
　その代替えとして合併処理浄化槽を設
置した。震災で地盤沈下した場合、復旧
費は出ないのか。

　費用対効果も考えなければなりません。
今のところ計画はないと聞いています。
　どちらも市当局に伝えます。

【下水道】
　当初計画していた農業集落排水事業につ
いては、多額の事業費となるため、費用対
効果を検討した結果、合併浄化槽の設置と
するよう平成15年度に計画の見直しをいた
しましたので、ご理解下さるようお願いし
ます。

【合併処理浄化槽】
　合併処理浄化槽は下水道などの処理区域
外の設置に対する補助であり、復旧に関す
る費用は対象外となります。

(36)上下水道事業に関すること

上下水
道事業
所

建設
産業

教育
民生

上下水
道事業
所

生活環
境課

　白川中学校前の水道管は十数年も眠っ
ていることを議会は監視してほしい。ま
た、水圧も低い。

　調査します。 　一部地域において、水圧が低いことは承
知しております。今年度もＪＲ踏切改修に
合わせて水道管布設替え等を行い、改善す
る計画です。
　なお、中学校前の水道管については、速
やかに調査いたします。

　上下水道事業について、下水道管入替
えは完了し、これと別に上水道の工事を
する。水道管工事で路面を何度も掘削す
るが、何とかまとめてできないものか。
　この点を議員にはしっかりと考えても
らいたい。

　上水道老朽管は、具体的にどの区域とは
言えませんが、早くに埋設された旧町内に
多くあります。
　もっと効率よく地下埋設工事をというこ
とは、おっしゃるとおりです。
　持ち帰り市当局に伝えます。

　路面を何度も掘削することがないよう関

係各課と情報交換を行いながら進めてまい

りますが、緊急性、補助事業採択等により、

施工時期がずれる場合もあります。

　今後も効率よく工事を実施するよう努め

てまいります。

　また、上水道老朽管布設替えについては、

旧町内を中心に計画的に行ってまいります。

建設
産業

上下水
道事業
所

建設
産業

－　36　－


