
３．市政の課題に関する意見・要望等について

№

1

2

3

議会としての回答

大平 　熊本県天草市の事例に、空き家等の有
効利用により、役所の機能を分散させて
いるが、本市での検討は考えられるもの
か。

　調査させていただきます。 　白石市まち・ひと・しごと創生総合戦略
において、市役所機能については、少子高
齢化に対応した市民へのワンストップサー
ビスの提供や、効率的な行政運営のため新
市庁舎移転集約化を検討することとしてい
ます。
　また、空き家対策については、まずは市
内の空き家の状況調査を実施し、空き家を
移住定住促進のための住宅、地域活用化に
資する交流体験施設等として活用できない
か検討し、空き家等策定計画を策定する予
定です。

　基準財政需要額と基準財政収入額は、当
初予算の組み方では、国が示す地方財政の
中で交付税が算定されますので、平成28年
度の一般会計から読み取ることはできませ
ん。

　平成26年度の決算額については、平成26
年度の市債を含めての金額ですので、毎年
の市債発行で増えている訳ではありません。
地方交付税は後から交付されますので、借
金をしないで事業をすることは不可能なこ
とから、必ず市債等を発行することをご理
解ください。
　私たちもしっかりとチェックしてまいり
ます。

　地方交付税の算定と補助事業費及び単独
事業費の額は関係ありません。
　平成28年度当初予算が約163億8,440万円
で、計上されている国庫補助金等から推計
すると約34億1,040万円が補助事業となりま
す。残りの約129億7,400万円が単独事業費
となります。

　毎年、白石市の決算を見ていますが、
市債等で借金があり、毎年、市債を発行
している。
　毎年増えていっているのではないかと
心配しているがどうなのか。
　市税収入も毎年下がっている。他では
人件費や議員費を削減している。
　コンピューターが導入されていること
から人件費の削減も可能と思うので議員
の皆さんのチェックをお願いしたい。

担当課

行政改
革推進
室

総務産
業建設

総務産
業建設

会場 質　問　内　容 当日の回答内容

(2)予算に関すること

所　管
常　任
委員会

中央 　平成28年度の白石市の単独事業費の額
はどのくらいなのか。

財政課

総務課
財政課
議会

　市債を発行することにより、災害復旧な
どの突発的に発生する事業や道路・施設建
設など公共事業について、財政負担を平準
化することができます。また、長く利用す
ることにより、世代間の負担を公平にする
ことができます。
　発行する市債については、その返済金（元
利償還金）の８割を国が翌年度以降の地方
交付税に算入し、交付される仕組みになっ
ております。
※人件費の状況（当初予算計上額）
H28年度 27億3,200万円　比較△6,800万円
H27年度 28億円

総務産
業建設

(1)行政組織に関すること

白川
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№ 議会としての回答 担当課会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

4

5

総務産
業建設

福岡

(4)電子投票に関すること

(3)ふるさと納税に関すること
　納税者数と納税額については、調査のう
えご報告いたします。
　天童市は、御礼品として特産のサクラン
ボを活用し、盛況との報道による認識はあ
りますが、担当課への問い合わせなどの調
査は行っておりません。今後、そのような
自治体を勉強し参考にしてまいります。
　返礼品については、現在、白石産の柿・
温麺・米など47種類の返礼品があり、また
市長は平成28年２月議会（定例会）におい
て、今後も広く市内の業者さんに声をか
け、地元産品を用意していきたいと答弁し
ております。

　平成26年度のふるさと納税寄付金活用事
業については、市のホームページにも掲載
しています。
　平成26年度の状況は次のとおりです。
H26.4.1～27.3.31　　　765件 9,823千円
（内訳）
子供たちの育成のため　188件 2,425千円
白石の自然を守るため　128件 1,467千円
白石の歴史を守り受け継ぐほか
　　　　　　　　　 　　　　 1,061千円
返礼品　Ｈ28.4.1現在　49品目

財政課　納税者数と納税額はどのくらいになっ
ているのか。
　山形県天童市は10億円くらいと聞いて
いる。このことについて、議員は勉強し
参考にしたのか。
　また、本市はなにを返礼品にしている
のか。

中央 　電子投票は、今年の市長選で使われる
のか。
　また、電子投票を行わないとしたとき
に条例を残したままにしておくのか、行
わないのであれば、条例を廃止すべきで
あると思うがなぜ条例を残しておくのか
伺う。

　電子投票の業者があまりにも少なく、選
定することができなくなったことです。
　条例については、国の目標は、現在も電
子投票と考えていることから、条例を廃止
するまでは考えておりませんが、今後の動
向を見て検討したいと思います。

　昨年の意見交換会では市議会議員選挙に
関して、同様の内容のご質問をいただきま
した。
　第388回市議会定例会（平成22年９月定例
会）において、議員提案により平成23年実
施の市議会議員選挙について、電子投票の
休止を決めました。その後、第396回市議会
定例会（平成23年12月定例会）では、市長
提案で平成24年４月１日以後に実施される
市長選挙や市議会議員選挙について、電子
投票の休止を決めました。
　これは、国が推進する電子投票の普及・
促進が図られないことや財政負担の抑制か
らそれぞれ条例を改正し、休止を決めたも
のです。
　第396回市議会定例会での条例改正は、電
子投票の休止を「当分の間」として、国が
積極的に取り組む姿勢が見え、競争原理が
働くようになるまで適用を見合わせること
として改正しております。
　ご質問にある条例の廃止については、こ
の条例改正により、廃止しなくても適用さ

選挙管
理委員
会

総務産
業建設
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№ 議会としての回答 担当課会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

6

7

8

総務産
業建設

総務産
業建設

　毎月２日に「二日会」という名称で、市
長・教育長・企業の代表等が集まり、情報・意
見の交換を行っておりますが、商工会議所
との交流も考えられるのではないでしょう
か。
　市議会基本条例の「一般会議」の規定に
基づき、議会との意見交換会も行うことが
できますので、ぜひご活用願います。
　また、議会の様子はインターネットで配
信をしておりますので、ご覧いただきます
ようお願いいたします。

　白石市まち・ひと・しごと創生総合戦略
は、当面、平成31年までの５か年間を計画
期間として、各目標や主要施作に対応した
数値目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ)を設
定します。市議会、市内の学識経験者、産
業界、教育機関、金融機関等の代表者から
なる「白石市まち・ひと・しごと創生戦略
会議」において、毎年度指標の達成度等を
もとに成果を検証し、戦略の見直しや事業
の修正や追加を図ります。
　市民の皆さまに対しては、広報等で随時、
市の戦略や事業の実施状況をお知らせし、
意向調査やご意見を伺う機会を設けるなど、
市民の皆さまとともに　地方創生を推進し
ていきます。

地方創
生対策
室

総務課

議会

斎川

地方創
生対策
室

　第五次総合計画もあるなかで、まち・
ひと・しごと総合戦略は策定されたが、
メインとなる目玉事業が明確でないと思
われるし、人口減少が止まらないが何と
かならないのか。

深谷 　他市町村では、総合計画を市民が検証
する制度もある。まち・ひと・しごと総
合戦略を検証するために、市民が参加し
て検証する仕組みも必要ではないか。

　まち・ひと・しごと総合戦略に関しては、
ＫＰＩ（重要業績評価指標）を設定し、事
業ごとに検証・評価する仕組みになってお
ります。

　当日の回答のとおりです。

深谷

(5)地方創生に関すること

総務産
業建設

　第五次総合計画とまち・ひと・しごと総
合戦略はリンクしていますので、しっかり
と今後の取り組みを見てまいります。
　人口減少については、私たちも思いは同
じですので、何とか歯止めをかけるよう皆
さまからのご協力もいただいて取り組んで
まいります。

　総合戦略では、人口減少対策として４つ
の基本目標のもと、多種多様な事業を展開
していきます。
　総合戦略の「核」となる事業としては、
国の地方創生交付金を活用した農林業・地
場産業・観光振興事業を市民の皆さまとと
もに推進しようとしており、今後、積極的
に事業概要や事業成果等をお知らせしてい
きます。

　総合戦略について、評価手法（ＫＰＩ）は
どの位の期間で行っていくのか。
　市と議会だけに任せていては若い世代
の人口が減っていく。市民に情報を流し
ていただければ、できる協力はしたい。
　市・議会と市民の間に壁を感じる。そ
の壁を取り除いて欲しい。

れるものと考えておりますのでご理解くだ
さい。
　今年行われる市長選挙については、自書
式による投票で選挙が行われます。

地方創
生対策
室
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№ 議会としての回答 担当課会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

9

10

11

12

13

14 　白石市のホームページで空き家等情報を
発信しています。

企業立
地定住
促進課

総務産
業建設

大平 企業立
地定住
促進課
商工観
光課

総務産
業建設

地方創
生対策
室

　当日の回答のとおりです。

　調査させていただきます。

　まち中の活性化については、平成28年度
の新しい事業に、市内の空き店舗に出店す
る方を対象に補助制度を設けております。
　まちづくりは、いかに多くの方に本市に
住んでいただけるかであり、その実現へ向
けて市は真剣に考えています。
　総合戦略では、子育て支援にも相当な力
を入れておリ、また、定住促進等にも手厚
い施策を入れております。市はこれらが推
進されることによってまちの活性化を図ろ
うとしています。

　検討させていただきます。 　地方創生戦略として、平成28年度におい
て具体策を検討してまいります。

総務産
業建設

地方創
生対策
室

小原 　Ｕターンを促すための地元の情報をど
う発信しているか。

斎川 　定住化の施策として、白石蔵王駅と仙
台駅間の通勤定期券購入に対して補助制
度を設けてはどうか。

　当日の回答のとおりです。

中央 　白石市の人口減少が残念と思っている。
40歳以上の人口が大半を占めていること
から、人口が急速度で減少すると思われ
る。その対策を早急に必要と思うがどう
か。

　白石市は水が大変美味しいと感じてい
ますし、大変環境が良いのに、なぜ人口
が減少するのか、人が集まって来ないの
か疑問を感じる。
　魅力のあるまちづくりを市民を挙げて
つくりたいと思います。

　まち中を活性化させるプランはあるの
か。

　当日の回答のとおりです。

総務産
業建設

　大変ありがとうございます。
　ぜひ、魅力あるまちづくりを皆さんと共
にやっていきたいと思います。

中央

　白石市ひと・まち・しごと創生戦略の人
口ビジョンとして、子育て住宅や色々な施
策を立てておりますが、議会としても人口
減少に歯止めがかかるよう確りと対策と効
果を見てまいります。

地方創
生対策
室

総務産
業建設

深谷 　まち・ひと・しごと総合戦略は、抽象
的な文言が多く、具体的な事業が見えて
こない。
　議員が賛同して策定されたものなのか。

　提示された内容について、議会でも予算
や事業内容について質問を行い、賛成いた
しました。
今後においても、事業の取り組みや予算、

進捗状況をしっかりと見てまいります。

　当日の回答のとおりです。 地方創
生対策
室

(6)定住促進に関すること

総務産
業建設
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№ 議会としての回答 担当課会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

15

16

17

18

19 総務産
業建設

総務産
業建設

地方創
生対策
室
企業立
地定住
促進課

　人口減少を止めるため、団地を造成し
てはどうか。工場誘致ができて、住める
場所も増やさなくてはならないと考えま
す。

　市では現在、住宅用の宅地造成は行って
おりませんが、空き家情報等の住宅情報は
提供しています。

総務産
業建設

白川 　定住促進費として4,300万円程計上し
ている。雇用促進住宅の購入にあたって、
不動産会社に手助けしているのかと言う
勘繰りも考えられるがいかがなものか伺
います。

　雇用促進住宅の白石宿舎を取得し、白石
市子育て応援住宅として、子育て世帯で義
務教育終了前の子どもを一人以上養育して
いる方を対象として、住居するための住宅
が必要な方に賃貸するための住宅です。
　人口減少に歯止めをかけ、定住促進を図
ることが大きな目的です。

　義務教育終了までの子どもを教育する世
帯に特化した「子育て応援住宅」として、
子育て世代の住宅確保と、将来的な持ち家
取得支援を行うことで、子育て支援及び定
住促進を図ることを目的に整備したもので
す。

深谷

　子育て応援住宅ができると聞きました
が、子育て中の家庭の所得から見て高い
のではないか。
　公営住宅法適用ではなく、借地借家法
の住宅であると言っているが、なぜ、今
度このような住宅ができたのか疑問なの
で伺う。

　公営住宅法が適用されないのは、子育て
に特化した住宅であることからと説明があ
りました。
　子育て応援住宅賃貸費が高いことも含め、
議会でも説明を求めましたが、良いことは
子育て中の方が入居するということで、子
育て間のコミュニケーションが図れること
や、退去時に支払いいただいた家賃の３割
を市内に住宅を取得する場合、助成するな
どの制度があります。

　私たちも人口減少という課題を考え取り
組んでまいります。

建設課 総務産
業建設

建設課

　平成27年度の実績は、次のとおりです。
定住者補助金　　　33世帯
定住紹介奨励金　　17件

小原 　人口が減る、空き家が増える。そうし
た中で、田舎暮らしを希望している都会
の人もいる。そうした人たちに空き家を
提供するなどして、限界集落にならない
ようにして欲しい。

　空き家の現状調査とそれを求めている人
たちの調査はしていません。
　ただし、空き家の調査と対策を進めるこ
とを、施政方針の中で述べていますので、
今後、調査と対策を進めていくことになり
ます。
　なお、将来の対策のために参考にしたい
と思います。

　平成28年度中に、市内全域の空き家につ
いて調査するところです。
　再利用可能な空き家については、所有者
及び民間不動産会社等と連携し、空き家情
報等を一元化できないか検討します。

　家賃については、市内民間賃貸住宅や公
営住宅の家賃を調査し決定しております。
　また、退去後３年以内に、市内に住宅を
取得した場合には、家賃支払額の30％程度
を補助します。
　子育て支援及び定住促進を図る目的によ
り義務教育終了までの子供を養育する世帯
に特化した「子育て応援住宅」として整備
したことから、公営住宅法ではなく借地借
家法の適用となったものです。

中央

建設課 総務産
業建設

　定住化促進のための「定住者補助金」・
「定住紹介奨励金」事業の実績はどのく
らいなのか。

　調査のうえ、報告いたします。福岡

建設課
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№ 議会としての回答 担当課会場 質　問　内　容 当日の回答内容
所　管
常　任
委員会

20

21

22

23

(7)市民バスに関すること

行政改
革推進
室

　市の住宅取得補助金は次のとおりです。
白石市定住者補助金　　　　最大60万円
白石市民住宅取得補助金　　10万円

白川 　秋田県は学校の成績も全国一だが、人
口減少も全国一と新聞で見ました。
　秋田市では、市内に家を購入すると、
最大300万円もらえるとあるが、白石市
はどうか伺います。

総務産
業建設

企画情
報課

大平 　価格差は、当日の回答のとおりでマイク
ロバスと中型バスの価格差です。
　中古車バスの購入については検討されま
したが、計画的な車輌の更新と安全・安心
運行に供するため、新車の購入としました。

総務産
業建設

総務産
業建設

　市では、現在「白石市行財政改革推進計
画（集中改革プラン）」に基づき、市民の
皆さまに効率的で、質の高い行政サービス
の提供を維持継続できるよう努めています。
　その取り組みの中で、市民課住民基本台
帳の入力、保育園の民営化、児童館・給食
センター調理業務の民間委託、地区公民館
や白石城、ホワイトキューブ、コミュニ
ティセンターの指定管理者制度導入（管理
運営委託）などの民間活力を導入したサー
ビスの維持向上と経費の節減に努めていま
す。
　その結果、平成26年度のこれら行財政改
革全体の効果額は５億９千万円にのぼり、
厳しい財政状況の中での市政運営維持のた
め、業務委託や民営化の推進は必要不可欠
のものとなっていると考えております。

総務産
業建設

企画情
報課

建設課

　当日の回答のとおりです。

福岡 　バス運行事業をはじめ、民間委託事業
が複数あるが、本市が直接運営する場合
より、費用、住民サービスの等の面でど
のぐらい効果があるのか。
　本市経済のためにも、本市の業者に委
託できるようにして欲しい。

　費用と効果については、調査をいたしま
す。
　委託については、本市では入札制をとっ
ており、発注者である市が求める条件を満
たしている業者に落札されることになりま
すので、市内業者になるかどうかは、その
結果次第になります。

　越河線は乗客が増え、マイクロバスでは
対応ができなくなったため、福岡線の中型
バスを回し、福岡線に中型バスを購入する
ものです。増車ではありません。

小原

　平成27年度の購入では一台1,350万円
であったが、平成28年度は一台2,000万
円になっているが、この価格の差はなぜ
か。
　また、中古車の話は出なかったのか。

　市民バスの増車は全体で１台なのか。
それとも越河に１台増車するのか。

　空き家については、予算化し、今後調査
をすすめることとしています。
　白石市でも来年度予算に空き店舗等対策
事業として計上しております。
　内容は、お店を新たに創業する場合の改
修費用として最大で100万円の助成をするも
のですが、あくまでも空き店舗を借りて創
業する方が対象となります。

　平成27年度購入のマイクロバスは小型で
あり、平成28年度購入予定のバスは中型で、
基本的にはその違いです。
　中古車の話は出ませんでした。
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所　管
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24

25

26

27

28
(9)企業誘致に関すること

　越河線の利用者が増えたことがあり、今
回中型バスを購入して対応することになり
ました。小分けで市民バスを運行していま
すので大丈夫です。

中央

大鷹沢

企業立
地定住
促進課

　働く場がないと人口も増えない。
　企業誘致は大企業だけでなく、下受け
中小企業にも働きかけるべきだと思いま
す。
　宮城県産業振興機構では、親企業と下
請け企業の相談会を開催していますが、
そのような活動をしていますか。何も活
動していないのではないですか。
　白石市には、新幹線も高速道路もある。
競争して獲得して行くべきです。
　工場用地を確保しているのか。工業技

　旧白石高校の桜の木は、市のものなの
か県のものなのか伺う。その管理や手入
れもしていないと思っていますがどうで
すか。

　市当局は、企業誘致のため宮城県と連携
をとり、積極的に工場跡地等を候補に推進
していますが成立していないのが現実です。
　新幹線の駅のアクセスなどにも課題があ
るように思います。白石市の観光客入込数
が減っており、宮城県の玄関口として機能
していないように思われます。
　議員の間では高速道路のスマートインター
チェンジの設置の研究を始めています。白石
市の観光客を増やし活性化につながると考
えています。

　旧白石高校の敷地にある桜の木について
は、県で管理しております。

　大企業の部品供給者である中小企業の立
地に関しては、大企業の動向も大きく関わ
るため、さまざまな企業との情報交換が必
要と考えています。
　また、企業の相談会に関しては、経営等
の専門的なアドバイスが必要なものであり、
市としては、相談を受けた企業から、みや
ぎ産業振興機構や産業技術センター、中小
企業基盤整備機構等の専門機関とのつなぎ
役を果たせるようにしていきます。
　白石市は、東北新幹線白石蔵王駅や東北

越河 総務産
業建設

総務産
業建設

財政課

　バス事業の構造的な問題改善のため、国
の基準が強化されたことにより、人件費が
高騰したことから、委託していたバス運行
にかかるコストが大幅に増え、維持するこ
とが困難となったため、白石市外二町組合
がシャトルバス廃止を最終決定をしました。
　また、一便当たりの利用者が年々減少し、
直近のデータでは、一便当たりの病院患者
利用者が、平均１．７人と少ないことも理
由になっております。

　桜の木は県か市か確認し、手入れ等につ
いても持ち帰ってご回答いたします。

(8)市の施設に関すること
企画情
報課

総務産
業建設

　スパッシュランドは屋根から雨漏りし
ている。早く直して観光客が来た時に恥
ずかしくないような設備にしてほしい。

　確認いたします。 　確認したところ修理済みとのことです。
　修繕等が必要となった場合は、速やかに
行っております。

総務産
業建設

企画情
報課

中央 　刈田病院のシャトルバスがなぜ廃止に
なったのか伺う。

　大型バスの事故が多発したことで、国土
交通省がバスの取扱い基準を変えたことや、
病院バスの委託費が当初の金額より大きく
跳ね上がったため維持できないことから、
市民バスを代替えとしました。

企画情
報課

総務産
業建設

中央 　刈田病院のシャトルバスの利用者数を
把握していると思いますが、小さいバス
で大丈夫なのかと思いますがどうですか。

　越河線の利用者増へ対応するため、今回
中型バスを購入する予定です。
　また、シャトルバスの廃止によって市民
バス利用者が増えたことによる問題は、特
にありません。
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29

30

総務産
業建設

議会
企業立
地定住
促進課

自動車道白石ＩＣがあり、交通アクセスの
良さがメリットの一つではありますが、企
業立地においてはさまざまな要因が関係し
ます。
　市では、交通アクセスの良さをＰＲしな
がら企業のニーズを探り、あわせて民間所
有地の情報提供等をおこなっております。

術センターなどを活用した動きが見えな
い。仙台周辺や仙北地域が伸びていて見
習うべきです。
　行政の勉強不足と思います。議会・議
員の活動を望みます。

地方創
生対策
室
企業立
地定住
促進課

　当日の回答のとおりです。

　国の高速道路政策の要綱が改訂され実現
可能性が出てきたと考えております。地域
経済の発展のため議会としても問題点を把
握して活動を進めてまいります。

斎川

斎川 　人口ビジョンが発表されたが、働く先
が不足していれば、人口減少に歯止めが
かからないと考えるが、企業の誘致をど
う進めていくのか。

　本市が企業誘致のために新設し、平成23
年４月から販売開始した白石インター工業
団地や以前に造成された企業用土地も含め
て完売しております。
　今後、市では、企業の注文に応じた物件
を、市内の不動産業者等とも連携しなが
ら、紹介していくオーダメイド方式で推進
していく方向です。
　本市誘致の推進のために、県内他自治体
より手厚い優遇措置を設けております。
　また、企業立地推進課（平成28年４月か
らは企業立地定住促進課）を設置し、県・
国と連携し動いております。
　なお、平成26年経済センサス基礎調査（平
成26年７月１日現在）によると、白石市に
おける事業所数は1,584事業所です。

　当日の回答のとおりです。 総務産
業建設

　市長は、積極的に各地で開催される企業
立地セミナーに参加しております。
　現在、議会としては、このようなセミナーに
参加をしておりませんが、行政視察等で各
地に行った際に、企業立地に成功している
自治体の担当者から、そのノウハウを伺い
参考にしております。
　その中で、成功割合の多くを占めている
のが、「人脈」ということでした。議会経
費が削減されている中、議会は、効果的に
行動するのが大事かと考えております。

　議会や行政は、東京はじめ各地への企
業誘致活動をしているのか。
　大崎市などでは、多くの議員が誘致活
動に参加していると聞くが、本市ではど
うなのか。
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31

32

33

34 議会

企業立
地定住
促進課

　市は企業誘致の際には、このような民間
所有の物件も紹介はしております。

　議員は企業誘致活動しているのか。

総務産
業建設

　企業誘致は、本市単独でなく仙南の広
域で協議し、10年位の目標で検討しては
どうか。
　そして推進にあたっては、多くの人に
事業実施がわかるように意気込みが感じ
られるように、庁舎等に垂れ幕をするな
どしてはどうか。
　また、定住施策をはじめ、各施策を市
の内外にもっと分かるように工夫しＰＲ
すべきでないか。

斎川

斎川

企業立
地定住
促進課

　検討させていただきます。 　トヨタ自動車系列の企業と取引している
企業は、市内にもあります。
　また、トヨタ自動車系列の会社の中には
皆さまに馴染みのない企業も多くあり、市
では、以前から企業訪問や情報交換を実施
しています。
　自動車業界は、グループ同士の結びつき
が非常に強く、さまざまな企業からの情報
収集が必要となるため、なるべく多くの企
業を訪問し、ニーズを探っていきたいと考
えています。

　検討させていただきます。

　廃業や閉鎖した企業の土地建物は有効
に活用されているのか。

　市では、事業者からの問い合わせがあっ
た際に、民間企業所有の物件の情報提供を
行っているほか、市のホームページでも情
報提供を行っています。
　また、実際に活用された例もあります。

企業立
地定住
促進課

深谷

　定住促進の施策においては、もっと分か
りやすく皆さまに情報が届くよう努めてい
きます。
　その一環として、平成28年４月から市の
ホームページを大幅にリニューアルし、移
住・定住に関するサブサイト「住んでみっ
ぺ白石」を設置しました。
　サイト内には、定住希望者への空き家・
空き店舗情報のほか、市有地の販売情報、
定住者補助金制度のご案内、子育て・教育
に関する情報をまとめたサイトとのリンク
が設定されており。市への興味をお持ちの
方に情報が伝わるよう努めています。

　議員も情報収集を行っております。皆さ
まからも白石市に企業を進出させたい等の
話を聞きつけましたら、情報をいただきた
いと思います。

斎川

　トヨタ自動車系列の会社を、ぜひ本市
に誘致して欲しい。
　角田市はすでに動き、実現させている。

総務産
業建設

　当日の回答と質問33の回答のとおりです
が、さらには、すでに白石市に立地を行っ
た企業へのアフターケアも非常に大切と考
えます。
　白石へ工場等を建てて良かったと考えて
もらうことが、今後の評判になり、さらな
る企業立地を呼び込むことに繋がると考え
ます。

企業立
地定住
促進課

総務産
業建設

総務産
業建設
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35

36

37

　情報収集にあたるとともに、既存企業の
声を拾っていくことも議員の務めと考えま
す。

　白石市まち・ひと・しごと総合戦略に位
置づけ、地方創生交付金の活用により財政
負担を軽減し、白石城等の観光資源ＰＲ事
業を展開しており、交流人口の拡大につな
がる施策と考えています。

商工観
光課

総務産
業建設

福岡 　歴女といわれる方々をはじめ、歴史を好
む観光客が年々増加していることから、観
光事業発展のための施策ととらえておりま
す。

　財政の困難な時期に、戦国時代を再現
するような事業は、本市の発展に寄与す
る施策になるのか。

　議会として少しでも人口が増えるよう
に、工場誘致に働いていただきたい。

　議会でも、一般質問の中で工場誘致を進
めることを進言しています。深谷の白石イ
ンター工業団地をセコムに取得していただ
きました。市当局は、オーダーメイド方式
による企業誘致をおこなうスタンスです。
工場閉鎖で撤退されたところもあります。
そういったところを活かしながら企業を誘
致していくという答えが当局から出ていま
す。新たに工業団地を造成する具体策はな
いようです。雇用はしっかり確保しなけれ
ばならないとして、県と一緒に企業のセミ
ナーなどで活動しています。
　また、企業誘致のため、東京、名古屋に
行って誘致活動をしています。

　本市観光のＰＲに斎川地区ゆかりの俳
優遠藤憲一氏（真田丸に出演中）を起用
できるよう考えてはどうか。
（父親が斎川出身である。）

　市では、企業の要望や条件を伺いながら
物件等の情報提供を行っています。土地を
所有している民間企業や、市内の不動産業
者等とも連携しながら、情報提供を行って
おります。
　市では、企業が工場等を立地する際の支
援策として企業立地優遇制度を設けてお
り、その内容は県内でも最大級ですが、企
業が工場等を立地する際に決め手となるも
のは、優遇制度のほか、交通アクセスや社
会インフラ、取引先との位置関係、労働力
の確保等、様々な要因があります。
　県と一緒に取り組んでいる企業立地セミ
ナーは、企業の方に宮城県・白石市を知っ
ていただき、県と市町村が連携して企業誘
致に取り組んでいることをアピールする貴
重な機会です。
　また、セミナーとあわせて企業訪問を行
い、企業のニーズを確認しながら企業誘致
施策に取り組んでおります。

総務産
業建設

　新しい情報なので、今後のイベント行事
に出演可能か、積極的に活用を検討させて
いただきます。

商工観
光課

　検討させていただきます。

(10)観光に関すること

大鷹沢

斎川

総務産
業建設

議会

企業立
地定住
促進課
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38

39

40

41

小原 商工観
光課

総務産
業建設

総務産
業建設

　承ります。 　白石市観光協会では、白石駅からきゃっ
するくんを使って各地域に向かい、そのバ
ス停から地域を巡る手作りマップ「きゃっ
するくんで行こう！ちょい旅しろいし」を
作成しています。
　さらに、ＪＲと連携した「小さな旅」と
して、5/14の「白石噺ゆかりの地」（大鷹
沢）のほか、7/2に斎川、8/13に福岡、9/3
に小原地区で企画してそれぞれ案内をして
います。
　越河、大平、白川地区については、これ
から作成する予定であると伺っています。

越河 商工観
光課

　市当局は、適当な用地がないとして、現
在、動きはありませんが議会として前向き
に検討していきます。

　旧１町７村を回遊するコースなども検
討すべきではないか。

総務産
業建設

　小十郎の郷などの農林産物・地場産品の
直売所を支援し、農林産業の６次産業化促
進を進めながら、道の駅整備（土地・規模・
財政等）の可能性を調査するように働きか
けます。

　沢端川の観光整備については、「沢端川
鯉を育てる会」（H24.7設立）と連携し、川
沿いの環境整備及び、鯉（約160匹）の管理
を行っています。
　３月・９月の川干しには、300名を超える
ボランティアを募って清掃活動、６月には
梅花藻のライトアップを行っています。
　市民の憩いの場と観光スポットとして親
しまれているので、事業継続をしながら総
合的な整備を検討するように働きかけます。

　大河ドラマ（真田丸）が終わったあと
白石市の観光をどう考えているのか。
　例えば、津和野市のように清流に錦鯉
を放流するのはどうか。沢端川に遊歩道
をつくって白石城・沢端川・錦鯉の回廊
はどうでしょうか。

商工観
光課

商工観
光課

　白石和紙を保存のために育成するとい
われているが、今回も予算をつけている
のか、今どのようになっているのか伺う。

越河

中央

　市内に「道の駅構想」はあるのですか。
　一般質問をしているようですが、当局
の対応はどうですか。隣の国見町が先行
しており、遅れをとると思われます。
　防災対策上も必要な施設と考えます。

　地域創生の和紙伝承への予算700万円は、
定住促進に振り向けたと理解しています。
　実際、和紙の技術者はいなく、現在、蔵
富人（くらふと）様で行っているのは、白
石和紙の伝統製法ではないことや続けてい
くことが難しいことで、予算を定住促進に
振り向けたとのことです。

　白石和紙の後継者育成事業として、後継
者を募集しましたが、和紙づくりを職業と
していくことは困難であり、現在は、市民
団体が原料栽培から和紙すきまでの伝統技
法を継承する形で活動しています。
　地方創生加速化交付金を活用して、伝統
産業継承事業220万円の予算で伝統技法の保
護に努めています。

総務産
業建設

　ユニークな発想だと思いますが、白石城
の周辺整備として白石高校跡地の活用、観
光バスの乗り入れ、益岡公園野球場の改修
工事などと併せた総合的な検討が必要と考
えます。
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42

43

44

45

46

商工観
光課

深谷 　白石市にもスマートインターチェンジ
あれば良いと考えますがどうですか。

建設課

(12)道路に関すること

　議員間でも必要ではないかと考えていま
す。
　現在、国の考えでは、５ｋｍ間隔でスマー
トインターチェンジを作る方向に向かって
います。一般質問等における市当局からの
回答も、前向きなものに変わってきていま
す。

　国の「スマートインターチェンジ整備事
業制度実施要綱」の改正がなされたところ
であり、議会としても、スマートインター
チェンジの設置については、慎重に検討し
てまいります。

総務産
業建設

　市道東北線の拡幅については、蔵王町側
の町道沿線地権者及び東北線沿線地権者の
同意が必要であることから、地元自治会長
及び蔵王町と連携して検討してまいりま
す。

深谷 　大河原や福島などで「道の駅」構想が
ある。
　「小十郎の郷」は、売り上げが７千万
円以上になっていますが、白石市にも「道
の駅」を建設してはどうですか。

　２月の議会で「小十郎の郷」解体後のた
めに、小十郎の郷からの寄付金も含め、200
万円の基金積み立てをしました。将来を見
すえ準備をしているところです。

　小十郎の郷などの農林産物・地場産品の
直売所を支援し、農林産業の６次産業化促
進を進めながら、道の駅整備（土地・規模・
財政等）の可能性を調査するように働きか
けます。

総務産
業建設

建設課 総務産
業建設

大平 　大平等の地区を通り、福岡蔵本周辺を
走る国道113号線に通じる予定の市道一
本木線の工事が中止した状態にある。
　災害時等を考えると、この市道は本市
にとって必要な道路であり、ぜひ、促進・
完成させて欲しいが、現状と今後の見通
しについて伺う。

　計画内の一部において地権者の承諾が得
られないことで中止している現状です。
　担当課では、関係地域の国土調査終了後
において住民の方々と協議をしたいと考え
ています。
　最終的には、住民の方々の協力が不可欠
ですが、議会としても取り組んでまいりま
す。

　市道一本木線通り線については、平成２
年度から平成13年度の事業予定で工事に着
手しましたが、平成10年度の工事区間にお
いて、用地等の問題から計画が中断してい
るところです。
　今後は、計画地域の地積調査完了後に
ルート等を検討してまいりますが、実施に
ついては、地元の協力が不可欠ですので、
ご協力をお願いいたします。

総務産
業建設

大鷹沢

　蔵王町の同意が得られず進まなかったと
いうこともありますが、再度、市を通して
伝えていきます。

　国の要綱改正で高速道路直結型でもいい
ということです、パーキングエリア、サー
ビスエリアの用地がなくても可能性が出て
います。市当局に働きかけ進めていきたい
と考えています。議員の間では積極的に情
報収集を行なっています。

　国の「スマートインターチェンジ整備事
業制度実施要綱」の改正がなされたところ
であり、議会としても、スマートインター
チェンジの設置については、慎重に検討し
てまいります。

建設課

深谷

　白石インターと国見インターの間の距
離が長いで、スマートインターの実現を
図ってほしい。常磐道にも数カ所設置さ
れると聞いているのでぜひお願いしたい。

建設課

総務産
業建設

(11)スマートインターに関すること

東区の鳥越線から蔵王町に行く道路は、
工業団地に通う車が多く、道が狭くすれ
違いが大変な状況です。蔵王町と連携を
とり拡幅できないでしょうか。
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47

48

49

50
(14)放射能に関すること

　白石沖西堀線街路事業は国の社会資本整
備総合交付金を受けて実施しているところ
でありますが、平成27年度は、本市の要望
額より低い配分であったため、用地買収に
ついては本市の土地開発基金を活用しなが
ら推進しているところです。
　平成28年度は、工事についても配分され
た交付金を充当しながら一部着手する計画
であり、平成29年度末の完了予定で推進し
ております。
　なお、この事業の土地管理について、担
当課では、「定期的に現地を確認しながら
適切な対応をしていきたい」と確認してお
ります。

中央 　白石沖西堀線の進捗について、当初の
計画では平成28年度完成予定で進んでい
たと思うが、土地開発基金を活用するな
どして事業を進めて行きたいとある。
　平成30年３月末までの完成も無理だと
感じるし、長期になると、更地の管理も
しっかりしてもらわないと、景観上も非
常に悪いことから、時間がかかるのであ
ればしっかりと管理し、環境美化にも取
り組んでいただきたいと考えている。

　平成28年度での計画をしていましたが、
予算がつかなかったと当局から説明があり
ました。
　繰り返し要望をしながらも、何とか土地
開発基金を活用して、平成29年度３月末に
完成させたいと言うことですので、長い目
で見ていただきたいと思います。
　杭や土地の管理と美化等については、当
局に伝えます。

　県道と平行して流れる高田川について、
過去に整備をしたが、昨年の大雨で逆流
して床上浸水になる危険性があります。
　高田川は県管理の河川だと思うが、白
石市で何とか対応してもらいたい。

(13)河川に関すること
白川

総務産
業建設

都市整
備課

白川 　自治会からは市の方には上げているが、
平成26年度に保育園の下を市で見にきて、
砂利を上げてくれるということであった
が、今でも何もしていないのが現状です。
　平成27年度は県で予算がつかなかった
と聞いており、今年度は高田川と中島踏
切の問題を重大要望事項として上げると
県議と約束しております。

　市の建設課に伺い別途連絡いたします。
　一つの例として、管理が県なので市が介
入することができませんが、地元の自治会
長さんから市に要望書を出していただき、
市から県に連絡して予算を付けてもらうこ
とができましたので、該当地区の自治会長
さんの連名文書で出していただき、市の方
から県に働きかけをしていただき予算を付
けて貰うことが良いと思います。

　ほだ木66.5トン（約9,500本）、牧草は
8,000ベクレル以下で処分済みです。
　稲わらは、宮城県の管理です。

総務産
業建設

　稲わら・牧草などは処分したので残って
いないと考えております。

総務産
業建設

　県管理河川については、地元自治会長名
での要望書を県に進達し、対応を要請して
います。

建設課

　調査させていただきます。 　県管理河川については、地元自治会長名
での要望書を県に進達し、対応を要請して
います。

小原 農林課

建設課 総務産
業建設

　8,000ベクレルを超える汚染物質は残っ
ているのか。
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51

52

53

54

農林課

総務産
業建設

白川 　山は海の恋人ということで白石市の共
同山の現状と課題と展望等についてどう
なっているのか伺います。

　牧野組合や森林組合が管理していますが、
現状は災害等を防止するために木の伐採は
行っていないのが現状です。

　森林保全については、保安林（水源のか
ん養）を中心とした森林の保全を基に、広
く環境保全に則した保育に努めております
のでご理解願います。

農林課

(16)農林業に関すること

　箱わなへの補助は、平成26年度・平成27
年度の２年度間限定の事業でしたので終了
しております。
　電気柵等・被害防止対策の助成について
は、継続実施してまいります。
　サルを対象にした追い上げについては、
山口県山口市仁保地区において、地域ぐる
みで取り組んでいる事例があります。

総務産
業建設

総務産
業建設

　予算にも限りがあるため、より多くの方
に補助を利用していただけるよう、現状の
助成を継続してまいります。

　まちの活性化だけでなく、イノシシ対
策にも力を入れて欲しい。

農林課

大平

　議会で助成拡大の質疑がありましたが、
市は現状で対応していくとの答弁でした。
　わな免許の資格取得に助成がありますの
で、地区内で多くの方が取得し、イノシシ
対策に対応していただければと思います。

斎川

　平成26年度のイノシシ捕獲数は834頭、平
成27年度は２月末現在で621頭です。
　イノシシ対策の本市の助成は、電気柵等
は上限10万円まで、箱わなは上限３万円ま
で補助されます。
　また、わな免許資格取得は、講習会受講
料・受験手数料の全額が補助されますの
で、ぜひ、一人でも多くの方に活用いただ
き、イノシシ対策に取り組んでいただけれ
ばと思います。
　なお、議会でもイノシシ対策への有効な
手段があれば取り組んでいきたいと考えて
おり、総務産業建設常任委員会では、対策
に効果をあげている自治体の視察を予定し
ております。

　承ってまいります。

(15)鳥獣被害に関すること
小原 　イノシシは追い払うのにも限界がある。

電気柵・わな・オリ・忌避剤などの助成
措置を継続して欲しい。
　また、追い上げなどで効果を上げてい
る実例等があったら教えて欲しい。

　イノシシ対策の助成の拡大をして欲し
い。

　平成27年度は、イノシシを709頭捕獲して
おります。
　電気柵等への補助件数は105件で、補助金
額は約435万円の助成となっています。
　また、平成27年度には、解体場の建設（事
業費約3,500万円）、白石市農作物有害鳥獣
対策協議会を通して約1,670万円の捕獲等の
事業を実施しております。
　被害の減少のためには、捕獲事業のほか
に、イノシシを寄せ付ける原因（エサ）を
除去することも対策として重要ですので、
市民の皆さまのご協力をお願いいたします。

農林課

総務産
業建設
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55

56 　事業者は騒音や振動を防止するため、建
屋を建築して、破砕などの作業は屋内で実
施する事を想定しております。
　この施設は「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」（以下「廃掃法」）に基づく産
業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業の
許可、並びに「都市計画法」に基づく開発
許可が必要となりますが、手続きは開始さ
れておりません。
　廃掃法において、近隣住民の同意を求め
てはおりませんが、宮城県の指導要綱で、
住民説明会を行うよう指導しており、平成
26年10月と平成27年11月の２回開催されて
おります。
　許可権限は宮城県であり、市の関与でき

　大鷹沢牧野組合で持っており、約１５町
歩あり、群馬の業者に売却し、そこで太陽
光発電をやると言うことで県からも許可が
でています。現地の土砂等を見ると不安に
なると思いますが、県も見に来ているよう
です。市でも何かあれば業者に対し物を言
うことになっています。

　市外の業者が、約172,000㎡の土地を購入
し、太陽光発電設備の設置事業を行ってお
ります。
　森林法、農地法、土壌対策汚染法などの
関係法令に関する許認可や、防災調整池に
関する協議は、宮城県と業者で済ませてお
ります。
　市では、太陽光発電設備設置要綱を定め
ており、その要綱に基づき手続きを行うこ
とになっております。
　本事業については、①地元自治会への説
明会で、反対意見等は無かったこと、②宮
城県と業者で協議し、関係法令を満たして
いること、③市職員で現場確認を行ったが、
大きな問題はなかったことから、事業は適
正と判断し、市と業者で「土砂流出の防止」
「廃棄物の処理」「公害防止」等について
定めた協定を締結しております。
　今後は、事業完了後に市職員で完了検査
を行い、問題がなければ市で行う手続きは
完了となります。

企画情
報課

総務産
業建設

総務産
業建設

　福岡八宮字青木下周辺において、市内
の業者と思われるが、産業廃棄物の解体
等の事業を行おうとしている動きがあり、
現地説明会等を開催している。この件につ
いて、議員は認識しているか。

白川

(17)環境に関すること

大平

　高田川の上流で太陽光発電の工事を大
規模にやっているが詳しい状況を伺いた
い。

　調査をさせていただきます。 生活環
境課
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57

58

　福岡八宮字青木下地先において、市内
の業者が産業廃棄物解体等の事業を行お
うとする動きがあると聞いているが、こ
のことについて、議員は認識しているの
か。

　昨日行われた大平公民館の意見交換会に
おいて、同様のご質問がありました。
　この件は調査のうえ、報告いたします。

福岡 生活環
境課

総務産
業建設

る部分は審査過程における市町村の意見聴
取に限られますが、地元から建設中止を求
める要望書（署名添付）が提出された経緯
も踏まえて、仙南保健所と連携のうえ推移
を見守ることとしております。

　事業者は騒音や振動を防止するため、建
屋を建築して、破砕などの作業は屋内で実
施する事を想定しております。
　この施設は「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」（以下「廃掃法」）に基づく産
業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業の
許可、並びに「都市計画法」に基づく開発
許可が必要となりますが、手続きは開始さ
れておりません。
　廃掃法において、近隣住民の同意を求め
てはおりませんが、宮城県の指導要綱で、
住民説明会を行うよう指導しており、平成

総務産
業建設

　産業廃棄物の中間処理場が福岡にでき
ると聞いていますがどうなんでしょうか。

　調べて報告いたします。中央 生活環
境課

　事業者は騒音や振動を防止するため、建
屋を建築して、破砕などの作業は屋内で実
施する事を想定しております。
　この施設は「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」（以下「廃掃法」）に基づく産
業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業の
許可、並びに「都市計画法」に基づく開発
許可が必要となりますが、手続きは開始さ
れておりません。
　廃掃法において、近隣住民の同意を求め
てはおりませんが、宮城県の指導要綱で、
住民説明会を行うよう指導しており、平成
26年10月と平成27年11月の２回開催されて
おります。
　許可権限は宮城県であり、市の関与でき
る部分は審査過程における市町村の意見聴
取に限られますが、地元から建設中止を求
める要望書（署名添付）が提出された経緯
も踏まえて、仙南保健所と連携のうえ推移
を見守ることとしております。
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60

61

26年10月と平成27年11月の２回開催されて
おります。
　許可権限は宮城県であり、市の関与でき
る部分は審査過程における市町村の意見聴
取に限られますが、地元から建設中止を求
める要望書（署名添付）が提出された経緯
も踏まえて、仙南保健所と連携のうえ推移
を見守ることとしております。

危機対
策室
建設課

　６月の総合防災訓練は、地震発生を想
定しての訓練を設定しております。
　上郡山・東町・旭町、大鷹沢や北白川
も地震ではなく、この地区は水害です。
　なぜ地震なのか。また、工業高校に避
難所をつくるのはなぜなのか、堤防を歩
いて水害の時は避難できない。
　地域や地区にあった総合防災訓練をす
べきと思うがどうか。

総務産
業建設

　白石市総合防災訓練については、東日本
大震災の教訓から、各地区で一時避難場所
への避難訓練と市内すべての指定避難所の
開設・運営訓練を実施しています。
　各自主防災組織（自治会）において、地
域の実情を踏まえた独自の訓練が実施され
ております。
　水害時における避難所として、白石工業
高校を指定していますが、対象の自治会の
上郡山第二自治会及び郡山自治会（斎川の
東側）であり、郡山橋等を渡らないで避難
できる自治会としております。

危機対
策室

総務産
業建設

　防災の拠点としても学校は必要と思いま
す。地域が廃れないためにも学校は大切で
あると副市長、教育長にも話してあります。

　蔵王山が噴火し、山麓からの避難が必要
となった場合については、国道457号が下り
専用道路となります。（白石警察署と協議
済みです。）
　なお、国道457号整備促進期成同盟会にお
いて、道路整備の要望を行っています。

　白石市教育委員会では、「児童・生徒の
教育のためにどのような学校が最適である
のか」ということを前提に検討を重ね、本
来の教育活動を行うための望ましい規模を
考え、対象の小中学校を決定いたしました。
　中学校が廃校になったからといって、す
ぐに指定避難所としての指定を外すという
ことではなく、地域の皆さんと話し合いを
しながら検討していきたいと考えております。

　中学校が地域の防災避難所になってい
る。
　今後も地域防災についての学校の役割
は非常に大きく、人数が少ないだけで地
域の学校をなくすことは地方創生から見
てもおかしいと思う。
　地域のコミュニティでも大変重要であ
ることから、防災に強い地域づくりをど
うするのか伺います。

中央 　持ち帰りご報告いたします。

白川

深谷 　蔵王噴火の避難道確保に伴う457号線
を整備すると聞いたが、どの程度進んで
いるか伺う。

　持ち帰り確認いたします。

(18)防災に関すること
学校管
理課
危機対
策室

総務産
業建設
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　改正されます。
　詳細は４月以降の広報に掲載されます。

　宮城県後期高齢者医療広域連合では、保
険料率等を２年毎に決定しており、今回、
平成28年度と平成29年度の２カ年度分の後
期高齢者保険料が決まりました。
今回の決定により、年額で均等割額が480

円、所得割率が0.02％とそれぞれ減額(率)
となり、所得の少ない方への保険料の軽減
が図られます。

中央

税務課
健康推
進課

税務課

厚生文
教

　収入見込み額が7,000万円位の減額と見込
んでいます。平成30年から市の主管から県
に替わることを踏まえて、基金などで対応
しますが、7,560万円減額になると示されて
います。

　調定額合計で8,400万円の減額とし、予定
収納率を90％で計算すると、収納見込み額
は7,560万円の減額になると見込んでおりま
す。

税務課
健康推
進課

　今後、国民健康保険の運営主体（保険
者）を現在の市町村から都道府県単位化が
図られることに向けて、国民健康保険財政
調整基金などを活用して税率を下げ、市民
の皆さんの負担軽減を図りました。
　このことにより、他の原資から手当てす
ることはありません。

　国民健康保険税について、どれくらい
の値下げになるのか伺う。

　国民健康保険税率で資産割が今後０％
となるとあるが、この財源の手当てがあ
るのか、そのしわ寄せがないのか伺いま
す。

(20)健康保険に関すること

厚生文
教

厚生文
教

厚生文
教

健康推
進課

市民課

　国民健康保険税は、医療給付費・介護支
援金・後期高齢者支援金の３項目でそれぞ
れの税率等で税額を計算しております。
　今回、この３項目の資産割をすべて廃止
し、さらに医療給付費分のみ所得割率を引
き下げ、全体で減税しております。
　後期高齢者保険料は、宮城県が運営主体
で保険料率を県内で統一しており、今回の
国民健康保険税の減税による影響はありま
せん。

　国では、平成27年５月に法律を改正し、
国保財政の安定化を図るため、低所得者対
策として保険者支援制度（軽減対象者の拡
大など）ができたことも背景にあります。
　また今後、国保事業が県の管轄となる予
定であり、それを踏まえ、市の国保では、
資産割を廃止して課税方式を変更しました。
税率等を下げながら、不足する財源は基金
などを活用して国保事業をおこなう予定で
す。

総務産
業建設

　国民健康保険税率の改正はありました
が、後期高齢者保険料はどうなりますか。

(19)市民に関すること

小原 　国民健康保険税率の資産割の減税率が
大きい。その分後期高齢の方に反映され
るのではないか。

　平成28年４月30日現在のマイナンバー
カードの発行数は1,257枚です。
　この時点での本市人口35,369人に対して
約3.55％の交付率になっております。

　調査のうえ報告いたします。

越河

　マイナンバーカード申請の進捗状況は
どうか。

　今後、県単位化が図られることに向けて、
財政調整基金などを活用して税率を下げ、
市民の皆さんの軽減を図りました。このこ
とにより他の原資からの手当てをすること
はありません。

白川

斎川
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68 小原

(21)刈田綜合病院に関すること

　承ります。 　宮城県の産科医療を支えている医師不足
は、深刻な状態となっています。
このことから、仙台医療圏や大崎医療圏・石

巻医療圏では、東北大学病院と連携して産
科セミオープン方式を取り入れることにな
りました。
　この内容については、刈田病院の広報誌
などで周知をしています。

刈田綜
合病院

厚生文
教

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する
ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り
入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。

小原 厚生文
教

　刈田病院の産婦人科を残せないか。残
せないなら、残せない理由を周知すべき
ではないか。

　最大の要因は、出産する子どもの数が少
なくなっていることです。年間出産数が100
人を割っている現在、産婦人科医師を中心
とする医療スタッフを常時整えておくこと
ができなくなったためです。
　しかし、産婦人科検診や育児相談などの
対応は十分とって行きます。
　なお、妊娠34週までは対応し、それ以降
は出産できる病院への転院となる産科セミ
オープン方式をとって、出産の集約をとっ
ていく予定です。

　刈田病院に産婦人科がなくなり、出産
ができなくなるとのことだが、刈田病院
で出産できる環境をとって欲しい。

刈田綜
合病院
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刈田綜
合病院

　刈田病院で４月から産婦人科がなくな
ることについてご説明いただきたい。

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する
ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り
入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。

厚生文
教

　宮城県の産科医療を支えている医師不足
は、深刻な状態となっています。
このことから、仙台医療圏や大崎医療圏・石

巻医療圏では、東北大学病院と連携して産
科セミオープン方式を取り入れることにな
りました。
　また、里帰り出産についても、妊娠20週
頃に刈田病院で相談または受診をしていた
だき、セミオープンシステムについて説明
を受けていただき、分娩病院を決めること
になっております。

刈田綜
合病院

越河 厚生文
教

　議会としては、分娩のできる刈田病院の
必要性を認識しています。
　この問題の最大の要因は、出産数が少な
くなっていることです。年間出産数が100人
を割っている現在、産婦人科医師を中心と
する医療スタッフを常時備えておくことが
できなくなったためです。
　しかし、産婦人科検診や育児相談などの
対応は十分とっていきたいと考えています。
　なお、妊娠34週までの検診は対応しま
す。それ以降は出産出来る病院への転院と
なる産科セミオープン方式をとって出産を
集約していく方向になっています。

　刈田病院で分娩ができなくなると聞い
ています。里帰り出産を希望している人
もいるので、継続できないか伺います。
　また、以前当局は４月以降も分娩はや
ると言っていたようです。

　産婦人科がなくなることではありません。
５月から刈田病院では産むことができなく
なります。理由として、刈田病院で出産す
る子供の数年間100人未満が実状です。産
科、麻酔科、看護師など、常にスタッフ体
制を整えるのは難しいためです。出産にい
たるまでの妊婦の検診等の対応は今までど
おりさせていただき、出産時は大きな病院
に行っていただきます。

大鷹沢
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　全国的な産科医師の不足により公立刈田
綜合病院は、平成28年５月から東北大学病
院と連携して「産科セミオープン方式」を
採用することになりました。
　この方式は、おおむね妊娠34週までは、
これまでどおり公立刈田綜合病院において
妊婦健診を受けていただき、分娩について
は、公立刈田綜合病院と連携している分娩
可能な病院で行うという方式です。
　現在、公立刈田綜合病院は産科医師２名
で24時間体制を取っている厳しい現状があ
ります。
　今後も、産科医師の増員が見込めない状
況の中、安全・安心な出産を第一義に考
え、この方式をとることになりました。ご
理解をいただきますようお願いいたします。

厚生文
教

斎川 　宮城県の産科医療を支えている医師不足
は、深刻な状態となっています。
このことから、仙台医療圏や大崎医療圏・石

巻医療圏では、東北大学病院と連携して産
科セミオープン方式を取り入れることにな
りました。
　このことにより、患者さんが安全で安心
して分娩できるよう、ご意見等を刈田病院
の産婦人科医がお聞きしながら、指定の分
娩病院を決めていただくことになります。

刈田綜
合病院

　平成28年度の施政方針に「安心して子
どもを産み育て、心やすらかに暮らせる
まち」とあるが、出産できる病院がなく
なるのではないか。

福岡 　公立刈田綜合病院において、分娩がで
きなくなるが、少子化がすすむ中で理解
ができない。どのように考えているのか。

　今日の全国的な医師不足の中、特に産科
医師が少ない現状があります。
　現在、公立刈田綜合病院の産科医師は２
名で24時間体制をとっていますが、日本産
婦人科学会では「安全な分娩のためには、
10名の医師が必要である。」と述べており
ます。
　今後も医師の増員が見込めない中、同病
院の産科医をこれまで同様に運営すること
は、非常に困難な状態にあります。
　安心・安全な分娩のために、同病院は、
多数の産科医師により運営されている仙台
医療圏と連携していく、「産科セミオープ
ン方式」を、平成28年５月から採用するこ
とになりました。
　なお、同病院の産科は存続し、これまで
どおり妊婦健診等は34週まで受診できます。
ご理解いただきますようお願いいたします。

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する
ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り

刈田綜
合病院

厚生文
教
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入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。

厚生文
教

厚生文
教

刈田綜
合病院

　産科がなくなるわけでなく、これまでど
おり34週まで妊婦健診等は行われます。
　現在、公立刈田綜合病院は全国的な医師
不足により、産科医師２名で連日24時間体
制をとっている厳しい現状です。
　今後も産科医師の増員は見込めないこと
から、公立刈田綜合病院は、多数の産科医
師により運営されている仙台医療圏の病院
と連携し、そこで安心・安全な分娩ができ
るように「産科セミオープン方式」をとっ
ていくことになります。ご理解をいただき
ますようお願いいたします。

深谷 　刈田病院に産婦人科医がいなくなると
いう話を聞いた。安心して子どもを産み
育てるまちにはならないのではないか。

　産婦人科医が不足していることや分娩時
の安心・安全を考慮し、分娩については、
産科セミオープンシステムを構築していき
ます。刈田病院に産婦人科医がいなくなる
わけではなく、妊婦検診等は継続していき
ます。

大平 　公立刈田綜合病院において、産科がな
くなり出産ができなくなるということだ
が、白石は市なのにそんなことでよいの
か。

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する
ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り
入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。

刈田綜
合病院

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
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深谷 刈田綜
合病院

中央

厚生文
教

　分娩する病院が遠いと、いざ産まれれ
るとなったときに不安があります。

　救急車を使うというような、安心できる
システムをつくらなくてはいけないと思い
ます。
　また、産科セミオープンシステムは、分
娩のリスクを減らすためのシステムである
ことを、ご理解いただきたいと思います。

　刈田病院に限らず、産婦人科医の減少は
全国的な傾向となっています。
　産婦人科医の７割が女医ということもあ
り、24時間体制での勤務が難しいことや、
産婦人科医以外のドクターを含め、最低10
人位の体制で安全で安心な分娩ができるよ
うしなければなりません。そのため、刈田
病院では産科セミオープンシステムを導入
することになりました。

　患者さんの検査結果・健診等の経過がわ
かるように、共通（分娩を取り扱う指定病
院との）診療ノートを使用して、お互いの
病院が共有することで、安心して分娩がで
きるようになります。

　刈田病院の産婦人科はなくなりませんが、分
娩への対応が変わります。
　去る平成28年１月20日に白石外二町組合
主催による「産科医療に係る研修会」が開
催されました。講師は、東北大学病院長で
あり医学部産婦人科教授の八重樫伸生先生
から「産科医療に係る現状と課題につい
て」の研修が行われました。
　宮城県の産科医療を支えている東北大学
でも産科医師が不足している。その要因と
して、他の診療科に比べ、医療訴訟が特に
多い産婦人科が敬遠されること。
　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する

刈田綜
合病院

厚生文
教

　刈田病院に産婦人科があるにも関わら
ず、お産ができないと聞きます。
　産む世代は大変怒っています。お産が
できない理由を伺います。

　さらに近年は、特に女性医師の割合が増
えていることにより、女性医師の結婚・妊
娠・出産・育児等に伴い、宿直のある現場
の仕事で制限せざるを得ない環境にあるこ
と。
　分娩施設を持つ病院では、当然ながら産
科医師が１日24時間、365日体制で対応する
ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り
入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。
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　お産について、できないのはしょうが
ないと考えると、ますます、人が集まら
ないことが目に見えている。
　議会側ではどう見ていくのか、そこを
何とかするのが議員の仕事と思うがどう
か。

ため、妊婦さんと産まれてくる赤ちゃんの
命を守り、安心して出産のできる環境を整
備するため、産科セミオープン方式を取り
入れ、産科医師を10人以上集約をすること
を目指しているとの内容でした。

厚生文
教

大鷹沢

　刈田病院は二次救急医療病院と位置づけ
されており、開業医から紹介されるシステ
ムになっております。
　これは、緊急の患者さんを優先的に診療
するためですが、当日の回答のとおり、絶
対に初診の患者さんを受け付けないという
ことではありません。

厚生文
教

　原則として、刈田病院は二次救急医療病
院です。できれば初診は開業医院でお願い
しています。
　また、要因の一つには医師不足がありま
す。少ない医師で多くの患者を診察すると
激務となり、耐えられないことになります。
　ただし、絶対に初診患者を受け付けない
と言うことではないので、診察を受けてい
ただきます。

　議員においても、ご指摘のとおり何度も
質問等をおこなってきました。
　お産をする方、里帰りお産も含め、安全
で安心な分娩ができるシステムを構築する
よう要望もいたしました。
　今後、広報等においても、地域の皆さん
に分かりやすい解説を行うよう要望したと
ころです。

　平成28年５月から産科セミオープンシス
テム方式が採用されます。
　このシステムが患者さんにとって安心し
て分娩ができてるか、今後もしっかりと議
会でも確認してまいります。

　刈田病院は市でも助成している。
　また、救急指定になっている。救急要
請をした場合、相当時間がかかって患者
を搬送するのはおかしい。患者の受け入
れが決まらない。その辺の対応はどうな
っているのか。

刈田綜
合病院

中央 　お産の件で、市民が大変心配している。
　もう産まれるときに、対応がきちんと
できるのか見ていくことと、きちんとやって
行くことをお願いします。
　出産前に、事前に入院するとなるとお
金もかかるので若い人達は大変です。

　心配のないシステムを構築することをき
ちんと継続的に見てまいります。

　患者さんの検査結果・健診等の経過がわ
かるように、共通（分娩を取り扱う指定病
院との）診療ノートを使用して、お互いの
病院が共有することで、安心して分娩がで
きるようになります。

厚生文
教

小原 　刈田病院では、初診は個人医院に回す
と聞いたがなぜですか。

中央

　刈田病院では、救急車により搬送される
患者は１日平均４件です。
　患者さんの容態により、適切な処置がで
きるか担当医が判断して受け入れを決めて
おります。
　議会としても市民の皆さまが安心してい
ただけるよう病院側に働きかけてまいりま
す。

刈田綜
合病院

刈田綜
合病院

厚生文
教

　一市二町で構成している組合の病院で、
86.7％の運営資金を白石市で出資していま
す。14億円ぐらいを超えているのではない
かと思います。
　現状、医者を集められません。現場の声
として上がっています。
　平成28年度は常勤医師24名でスタートし
ますが、医師の出入りが多く、定着しませ

刈田綜
合病院
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ん。少ない人数の中でがんばって採算を取
ろうとしています。
　産婦人科については、女性の医師が増え
ています。長期研修を終えて、結婚適齢期
を迎え、結婚妊娠出産育児で離職する医師
が多いようです。現場復帰しても、宿直も
制限されます。一日24時間365日体制で対応
しなければならないため重労働な分野で
す。この分野は医療訴訟もあり、市内でも
そのような関係で医院を閉鎖したところが
あります。
　分娩については、10人体制でお産を見守
る必要があると言われており、現在、刈田
病院の産婦人科の医師は２人しかいない状
況です。
　医療体制が整った病院は、東北大学病
院、鈴木病院など800～1000人の分娩の実績
があります。安心な産科を提供できる産科
セミオープン方式を仙台圏、大崎ではすで
に実績があり、刈田病院もそういう方式を
導入することになります。
　また、みやぎ仙南中核病院でも課題を抱
えています。宮城県で医療体制を組めるの
は仙台圏だけであると言われており、医療
格差が現実として発生しています。

厚生文
教

刈田綜
合病院

大平 　平成28年度予算の内、白石市外二町組
合（公立刈田綜合病院）に係る予算計上
について伺う。
①本市の出資金・補助金・負担金の合計
額は約14億５千万円であるが、平成26年
度より増えているのはどうしてなのか。
②医師確保対策補助金は今回初めて計上
したのか。
③医師が少ないと医業収益を上がらない
ということで、医師増員等のために本市
からの繰入金が多くなっているが、医師
が少ないなら少ないなりに効率的な運営
を行っていくのが病院改革でないのか。

①主な要因は、医療機器の部分において、
平成26・27年度の負担割合が一市二町で２
分の１、公立刈田綜合病院が２分の１でし
たが、平成28年度は全額を一市二町で負担
することになりました。その結果、本市も
平成26年度より増額しております。
（本市の平成26年度の出資金・補助金・負
担金の合計は約11億5,500万円）
②平成26・27年度は、医師派遣補助金の名
目で計上されておりました。
　これまで、非常勤医師報酬は対象外でし
たが、平成28年度からは、非常勤医師約
1,200人分の報酬額が加算されることになり

　当日の回答のとおりです。
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83

(22)敬老祝い金に関すること

ました。
③この件は難しい問題です。地域医療は、
守っていかなければなりません。
　本市議会として、公立刈田綜合病院の赤
字幅ができるだけ小さくなるよう運営のさ
らなる努力を、白石市外二町組合及びその
議会に要望してまいります。

　検討いたします。

(23)障がい者支援に関すること

　白石市松竹梅敬老祝金は、受給資格を有
する方が年齢100歳に達する日の属する月
に、市長より①祝詞、②祝金10万円を贈呈
することとしております。（白石市松竹梅
福祉基金規則）
　現在は、お一人ずつ市長が訪問し贈呈し
ているため、遠方からもご家族がお越しい
ただいていることもあります。
　国や県と同様とした場合、全体行事とな
り、特別感が薄れるのではないかとの懸念
もあることから、今後も現状のまま継続し
ていきたいと考えております。

長寿課 厚生文
教

斎川 　本市の100歳祝い金受領の対象は、満
100歳の誕生日を迎えることが要件だが、
国は、当年度中に100歳に到達し、また
は到達する見込みの方で「老人の日」に
存命の方としている。
 本市の条例を改正して、国と同様にし
て欲しい。（国は記念品として銀杯）

健康推
進課
福祉課

厚生文
教

　障がい者の問題はいろいろあります。各
障がい者間との連携を取って、市に働きか
けますが、一元的にできる問題でもないの
で、末長く取り組んでいきます。

　精神障がい者の方への交通割引について
は、現在、白石市民バスが無料になってお
りますが、ＪＲ、航空運賃の割引につきま
しては、制度面での整備が必要なことから
国や県、市に働きかけてまいります。

白川 　少子化ストップ・元気アップの地域づ
くり、弱い立場の人が守られる地域であ
ってほしい。そこに議員さんたちの注目
が差し伸べられるような白石市になるこ
とが地方創生に近づけるのかなと思う。
　心の健康づくりが健康推進課と障がい
を持っている方とで講演会があったが、
精神障がいを持っている人たちは交通機
関の割引対象外となっている。給料も低
いこともあることからその支援をお願い
したい。
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85 深谷 　自治会へのまちづくり交付金はぜひ継
続してほしいと思います。制約があり使
いづらいという意見もあり、簡素化でき
ればなお良いと思います。

　持ち帰り伝えます。 生涯学
習課

厚生文
教

　まちづくり交付金の申請の仕方が難し
い。利用しやすい申請に改善して欲しい。

生涯学
習課

厚生文
教

斎川 　検討いたします。 　生涯学習課において、申請の仕方がわかりや
すい、申請マニュアルや記入例を作成いたしま
す。
　また、申請時には担当職員がきめ細かい説明
で対応していきます。
　なお、交付金の対象事業は、制度策定時に限
定されていますので、ご理解いただきたいと思い
ます。
　ご不明な点は、生涯学習課支援係にお問い合
わせください。

　「まちづくり交付金」は、第五次白石市
総合計画(平成23～32年度）において策定し
た各地区の「まちづくり宣言」を具体化す
るための資金的支援制度です。
　地域づくりを団体等が行う、地域の伝統
文化や地域資源を活かした地域活性化事業
や地域コミュニティの活性化が図られる事
業が対象になります。
　申請された事業は、白石市まちづくり交
付金事業審査会で内容を審査し、採択の可
否を決定していますので、審査会で事業が
把握できる資料を添付していただいており
ます。
　今後、継続団体が申請する場合、添付書
類等の省略などを市当局では検討しており
ます。
　対象事業については、制度策定時に限定
されていますので、ご理解いただきたいと
思います。
　議会としては、事務手続き等を簡素化で
きるように、市当局に要請してまいります。

(24)地域コミュニティに関すること
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　外国語指導助手（ＡＬＴ）は３名で足
りるのか。

　平成32年に小学校５・６年生で英語が教
科化されますので、ＡＬＴを３名増員し、
小学校に配置し、小学校10校と、幼稚園・
保育園まで巡回できるようにします。

　ＡＬＴに関しては、各学校に１人を配置
し、積極的に取り組んでいる自治体も増加
傾向にあります。
　議会としては、まずは、本年度からの事
業を検証しながら、今後のＡＬＴの配置等
も含め、市当局とともに調査・検討してま
いります。

　小中学校構想について、将来の構想を
十分認識いただいて、構想を慎重に考え
ていただきたい。
　学校統合後になった場合の施設の有効
利用について、将来構想をもつべきでは
ないか。

厚生文
教

学校管
理課

大鷹沢

小原

　意見を承ってまいります。 　教育委員会では、平成28年度において、
統合に係る『学校統合準備委員会』を斎川
小学校区、南中学校区、白川中学校区の三
地域にそれぞれ設置し、統合に伴う諸問題
等を調査し検討していきます。
　準備委員会の構成は、「各学校長・各学
校保護者代表・各学校学区内住民代表・教
育委員会事務局職員」となります。また、
調査検討する下部組織として、専門部会も
設置してスムーズに統合できるようにして
いきます。
　統合後の学校跡地の利用についても、委
員会で活発な意見交換をして、地域活性化
が図られるよう考えています。
　議会としても、今後組織される三地域の
『学校統合準備委員会』における諸問題の
経過を検証しつつ、調査・検討してまいり
ます。

学校管
理課

厚生文
教

(25)小中学校に関すること

　事業の継続については、当日の回答のと
おりです。
　議会としても、ＡＬＴの活用は、英語教
育を推進する上で、大変有効であると考え
ております。
　また、ご提案いただいた本市の魅力の一
つになるように、今後もＡＬＴによる英語
教育の充実が図られるように要望してまい
ります。

福岡 　外国語指導助手（ＡＬＴ）について、
これからは英語の時代なので、本市の子
どもたちにとって、よい事業だと思う。
また、白石市に行けば「充実した英語教
育が受けられる」ということで、本市の
魅力にもなるのではないかと思う。
　平成28年度のみならず、それ以降もぜ
ひ継続できるようにして欲しい。

　当事業の実績が見えてくれば継続は可能
だと思います。
　議会も要望してまいります。

学校管
理課

厚生文
教
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　平成17年７月、白石市博物館建設構想委
員会より、白石市博物館基本構想の答申を
受け、平成18年に博物館準備室と白石市博
物館建設委員会を設置しておりますが、博
物館建設のための基本計画の作成には至っ
ておりません。
　したがって、規模、予定地、時期につい
ては、まだ白紙の状態です。
　また、担当課では、答申に基づくと、設
置場所については、博物館と白石城、武家
屋敷が連動できる場所が望ましいとありま
すので、白石城周辺で、旧白石高校跡地も
視野に入れて、検討をして行きたいと考え
ています。
　議会としても、今後の進捗状況を確認し
てまいります。

生涯学
習課

厚生文
教

小原 　白石市資料館建設を急ぐべきではない
か。

　承ります。

　博物館建設が話題になり、平成17年に
委員会、準備室が設置され宮城県と協議
するとされましたが、その後10年間動き
が見えません。
　当局にもっと強く働きかけ建設を促進
して欲しいと思います。
　10年間動かないのは問題です。後押し
すべきであり県を動かすべきだと思いま
す。

　場所は旧白石高校を考えているようです
が県の土地であり、いまだに建物が残って
いるのが現状です。貴重な資料は高校に保
管して将来に備えています。
　持ち帰り調査いたします。

　市当局は、旧白石高校跡地の利用計画に
ついて、県との協議を進め、その利用計画
と合わせて総合的に検討を重ねていきたい
と考えています。
　その前提として現在、旧白石高校校舎の
解体を早急に着手するよう県へ要望してお
り、県では、平成28年度に解体工事の発注
準備、平成29年度に解体工事発注予定で計
画を策定中です。
　博物館建設委員会の状況としては、平成
19年度まで２回開催し、答申書に基づき建

生涯学
習課

厚生文
教

越河

(26)博物館構想に関すること

斎川 　小中学校の将来構想について、私たち
は斎川小学校を何とか残そうとしてきた
が、説明を聞くと統廃校が決定のように
聞こえる。
　もしそうであるなら、学校跡地の利用
について、「まちづくりプロジェクト
チーム」で地域活性化に織り込んで計画
したいが決定なのかを伺いたい。

　「白石市小中学校の在り方検討委員会」
の答申に基づいてこのような方向性が示さ
れました。
　昨年行われた保護者・地元住民の方々と
教育委員会との懇談会に、議会から複数の
議員が出席し、状況をみておりますが、各
地区とも「やむを得ない」との声が多くを
占めておりました。

　教育委員会の方針では、斎川小学校は平
成30年４月１日に白石第二小学校へ統合と
なります。
　また、学校跡地については、統合に係る
『学校統合準備委員会』を斎川小学校区に
設置し、委員会で活発な意見交換をして地
域活性化が図られるように考えております。

学校管
理課

厚生文
教
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設候補地、博物館の性格、役割等について
検討しておりますが、建設のための基本計
画の策定には至っておりません。
　また、平成19年度以降、委員会が開催さ
れていませんが、これは委嘱している４名
の委員より、具体的な建設場所の提示を受
けてから協議をしたい旨の意見があったこ
とによります。
　今後、議会としては、博物館建設に関わ
る諸問題についての進捗状況等を調査・確
認し、引き続き検討してまいります。

(27)給食センターに関すること
学校管
理課

福岡 　新給食センターでは、食物アレルギー
対策が取られているということを議員は
知っているのか。
　また、給食のご飯は角田市の業者が炊
いて搬入しているが、業者名を確認して
いるか。
　市長は、本市の子どもたちには「白石
の米を食べていただく」旨を述べている
が、角田市の業者が本市米を使っている
のかを調査すべきでないか。

　承知しております。新学校給食センター
には、食物アレルギーに対応した設計にす
るよう、議会も推進してきましたが、それ
が反映されたものと認識しております。
　角田市の業者というのは認識しておりま
す。

　当日の回答のとおりです。
　なお、給食でのお米については、白石産
米を使用していることを確認しております。

厚生文
教
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