
３．市政の課題に関する意見・要望等について

№

1

2 福岡 　地域おこし協力隊推進事業について、
農林業分野において活用するとある。今
年から８月１１日が国民の祝日「山の
日」となるが、白石市ではどんな取り組
みを行うのか。

　市外から人材を募集して、地域おこし協
力隊員として３年間、農林業分野で活動し
てもらい、白石市への定住につなげたいと
いうものです。具体的にはＳＮＳやイベン
ト等でのＰＲ、販路の確保などを通じて、
ブランド化の推進を行なってもらいたいと
考えています。「山の日」の取り組みは承
知しておりません。

　８月１１日の「山の日」に向けては、特
別なイベント等は企画しておりません。

農林課 総務産
業建設

(1)予算に関すること
福岡 　６次産業チャレンジ法人支援事業につ

いて。
① 具体的にどんなことをするのか。

② ６次産業化を行うにしても、仮に白
石産ではない農産物を扱ったのでは納得
がいかない。

③ 福岡地区にも６次産業化に取り組も
うと考えているところがあるが、そこに
この支援事業の情報が全く伝わっていな
い。きちんと情報を伝えてほしい。

① 市内若手経営者などで構成される白石市
産業振興会議という会議体があります。そ
のメンバーを母体に法人が設立され、農作
物の６次産業化に取り組む予定となってお
り、それに対し国の地方創生推進交付金を
活用して支援を行うものです。
　現時点では､メンバーやどこでどんな農作
物を対象にして、生産、加工、流通させる
かなど具体的には何も決まっておりません｡

② 具体的なことはまだ何も決まっておりま
せんが、しっかりと推移を注視してまいり
ます。

③ 市当局に伝えます。

① 当日の回答のとおりです。

② 当日の回答のとおりです。

③ 市当局に伝えました。
　本事業は､「白石市まち･ひと･しごと創生
総合戦略」に位置づけられた「６次産業化
促進による新たな産品開発と販路の拡大事
業」をモデル事業として推進することとし､
地方創生推進交付金を活用することとした
ため､募集等の周知は行いませんでした。
　今後、公募等の必要な情報は広く周知し
てまいります。
　６次産業化検討事業の照会については、
商工観光課へお願いいたします。

商工観
光課

総務産
業建設

会場 質　問　内　容 当日の回答内容 議会としての回答 担当課
所　管
常　任
委員会
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3

4

5 越河 　白石市の予算について伺います。
① 単独予算はいくらか。単独事業はで
きないのか。（市税等について）

② 主な配分は。（歳出について）

③ 公共施設の償却、補修が多いのでは
ないか。

① 平成２９年度の一般会計当初予算が、１
５４億１，５８２万円です。市税３７億、
地方交付税４１．５憶です。

② 民生費４９．７億円。半分を占めます。

③ 公共施設は適切に維持管理しています。

① 平成２９年度一般会計当初予算は、１５
４億１，５８２万円で、そのうち自主財源
は、６９億７，２６８万円となっていま
す。なお、自主財源の主なものは、市税３
７億３，４２８万円、財政調整基金などの
繰入金２３億２，４８６万円、諸収入４億
９，９０４万円となっています。

② 歳出予算（目的別）の主なものは､民生
費４９億７，１３６万円（３２．２％）､衛
生費２２億２，０３９万円（１４．４％）､
総務費２０億６，１４９万円(１３．４％)
となっています。

③ これまでも公共施設は適切に維持管理さ
れておりますが、今後については白石市公
共施設等総合管理計画に基づき、公共施設

財政課 総務産
業建設

深谷 　平成２９年度の当初予算にある新規事
業は、山田市長の発案によるものなの
か。

　そのとおりです。第５次白石市総合計画
に基づき、山田新市長のもとでつくられま
した。

　当日の回答のとおりです。 財政課 総務産
業建設

福岡 ① 白石の魅力向上を推進する事業を行
うとのことであるが、一体的に行うこと
が大切と思うが、いかがか。

② 城花町しろいし事業にどのぐらいの
予算を充てるのか。

① 地方創生推進交付金を活用して、白石の
魅力向上を推進する事業に取り組みます。
新たに白石ブランドを強化する映像制作、
城花町しろいし事業の一環としてスパッ
シュランドパークの整備、ＳＮＳ解析事業
などを行います。

② ４７６万４千円です。

① 当日の回答のとおりです。

② 当日の回答のとおりです。
　なお、事業内容については、花と緑によ
るおもてなしと観光や産業活性化を結びつ
ける仕組みを構築するため、平成２８年度
にはスパッシュランドパークにラベンダー
を試験栽培、平成２９年度も、花と緑を活
用した白石の魅力向上に向け市民とともに
花木の植栽等に取り組む事業内容となって
おります。

地方創
生対策
室
企画情
報課
都市整
備課

総務産
業建設
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6

7

8 斎川 　平成２９年度の地方創生推進交付金事
業の中で、「白石の魅力向上を推進する
事業」について具体的に教えてほしい。

　白石城歴史探訪ミュージアムで流してい
る映画は２種類ありますが、新しいものを
作成します。
　地方創生の交付金を見込んで映像を作る
ということです。

　「白石の魅力向上を推進する事業」につ
いては、映像制作の他、城花町しろいし事
業の一環としてスパッシュランドパークの
整備、ＳＮＳ解析事業などを行います。
　なお、予算額は５６，５６４千円です。

地方創
生対策
室
企画情
報課
都市整
備課

総務産
業建設

大平 　小学校入学祝金贈呈事業について、図
書カードより現金がいいのではないか。

　こういう意見があったと伝えておきま
す。

　議論の中で、現金給付は生活費等で消費
されることも考えられるという意見があり
ました。また、お祝いであるという趣旨か
らも、図書カードの贈呈が適当であると判
断いたしました。
　読書離れ・活字離れが進行している中、
豊かな心を育み、学力向上につなげるため
にも本に親しむ機会を増やすことが必要と
考えます。

子ども
家庭課

厚生文
教

中央 　伝統産業継承事業はどのようなものか
詳しくお尋ねします。

　白石和紙の後継者育成に興味をもって取
り組んでいただきたいということから行っ
ている事業です。伝統こけしの職人育成、
継承にも取り組んでいます。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

総務産
業建設

④ 扶助費が増えているように見える。
特に生活保護費が増えているのではない
か。

④ 扶助費合計５．０３億円
（主な内容）医療扶助２．７億円
　　　　　　生活扶助１．５億円
　　　住宅扶助３３、７９２千円
となっています。

を個別に分けて管理計画を策定していくこ
ととなっています。策定後の個別の管理計
画については、議会としても注視していき
ます。

④ 確かに扶助費は全体的に増加しています
が、生活保護費が突出して増加しているわ
けではありません。これは社会保障制度の
諸施策が市民のニーズの多様化等に対応す
るため、充実・強化されていることに起因
しています。
　援助の必要な方々を社会全体で支えてい
きながら、就労支援や自立支援などもしっ
かりと進めていくよう、当局に働きかけて
まいります。今後も扶助費の増加が見込ま
れておりますが、議会においても本市にお
ける適切な社会保障の制度や運営について
しっかりと議論してまいります。

福祉課 厚生文
教
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常　任
委員会

9

10 大鷹沢 　平成２８年度に比べ、同２９年度予算
が９億６千万ほど少ないが、これはお金
が無くて少ないのか、事業をしないため
に減額になったのか伺う。

　本市の収入には大きく２種類あり、本市
独自の収入である基準財政収入と、国から
交付される地方交付税です。この交付税の
額は、基準財政収入額から、市の運営に必
要な支出である基準財政需要額（企業でい
う固定経費）の差額になります。現在は、
平成２８年度に比べ、震災復興特例交付金
が少なくなっております。
　それと国の財政が逼迫しているために地
方交付税が全体に２.２％前年より下がって
おります。そういう減少幅があって、今
回、全体的に予算規模が下がってるという
のが現状です。
　また、収入は少なくなりますが、上下水
道における震災対応の工事が進み、工事費
の支出が平成２８年度の約１１億円から平
成２９年度は約６億円になります。そのた
めに、平成２９年度の当初予算が前年度よ
り減額になっております。

　平成２９年度一般会計当初予算は、１
５，４１５，８２３千円で、２８年度と比
較して、地方創生推進交付金事業に係る経
費や白石市外二町組合に対する出資金等の
増加はあるものの、東日本大震災に起因す
る公共下水道施設の復旧費用に対する下水
道事業会計への繰り出しが終了するととも
に、白石沖西堀線街路事業に係る経費が大
幅に減少することなどにより、９６８，０
９０千円、５．９％の減となりました。

財政課 総務産
業建設

大鷹沢 ① 当初予算の概要中、地方創生推進交
付金事業、これは国からくるお金でだ
が、子育て・定住化支援は市の単独の予
算なのか。

② ６次産業化チャレンジ法人支援事業
は、９，８５０万円と多額の予算だが、
初めての事業なのか。本市では、６次化
を実施している法人数はどのくらいある
のか。

③ この事業は本当にできるのか心配で
ある。どのような考えで予算措置をした
のか。

① 子育て支援事業や定住促進事業につきま
しては、市の単費で行っている事業だけで
はなく、国や県からの補助を受けて行って
いる事業もございます。

② 当事業は、平成２９年度の新規事業で
す。また、当事業の対象となる法人は、１
法人となっています。

③ 当事業は、平成２９年度の市長の施政方
針のなかでも示されております。６次産業
化に向けたモデル事業の担い手となる法人
が、自立できるように地方創生推進交付金
を活用して施設整備への支援を行い、白石
発ブランドの確立とともに、農林業生産の
回復と販路拡大に結び付けていく事を目的
に、予算措置をしております。

① 当日の回答のとおりです。

② 当日の回答のとおりです。

③ 当日の回答のとおりです。

子ども
家庭課
企業立
地定住
促進課
商工観
光課

厚生文
教
総務産
業建設

－　8　－



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

11

12 大鷹沢 　本市の広報によれば、毎月、４０人か
ら４５人位ずつ、人口が減っている。
　平成２９年度の一般会計予算は約１５
４億円だが、５年後、１０年後、人口が
３万人を切ってしまった場合に、現在の
ような予算措置を続けていけるのか。

　国が少子高齢化、人口減少についての対
策ということで、地方創生の交付金など
様々を施策を検討しております。
　それに則って本市も様々な事業を展開し
ております。定住促進、子育て支援、商店
街の活性化、空き家対策もそうでありま
す。
　当分野を担当する総務産業建設常任委員
会の基本的な考え方は、人口は減っていく
ものだと認識しております。それに、どう
対応するかを検討していくのが議会の役割
だと思って おります。
　公共施設・財産などについても、要・不
要の仕分けをしっかり行い、対処していく
必要があります。その中で、長寿命化対策
も必要になってまいります。
　かなり厳しい目で、議会も見ていく所存
でございます。皆さまのご意見をいただき
ながら努めていきます。

当日の回答のとおりです。 財政課 総務産
業建設

大鷹沢 　地方創生推進交付金事業ということ
で、食味日本一の「しろいし米」復活プ
ロジェクトの予算が載っている。
　この事業については、広報などに掲載
されているが、白石の米を白石だけで宣
伝するようではだめだと思う。新潟県あ
たりでは、米は魚沼産とし日本一とは
言ってない。本市も日本一というより、
「白石の米」と強調した方が、印象に残
り、宣伝効果になるのではないか。

　米のＰＲですが、もちろんそうだと思っ
ております。また、各地のイベントに出向
きましてＰＲ等は行っておりますので更に
続けていくようにしたいと思います。
　昨年応募して、すぐ賞を獲得し、それを
受けてあるマンガ雑誌において、お寿司づ
くりの場面に本市のササニシキが紹介され
ました。このように、我々の知らない所
で、また、考えてもいなかった場面で、全
国的に宣伝になっている事もあります。や
はり、おいしいものを作って、行政として
さらに広報をしていけるよう、議会も働き
かけてまいります。

当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設
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所　管
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13

14
(2)地方創生に関すること

福岡 　生涯学習課主催で、「白石笑顔未来
塾」が開催され、講師に川北秀人氏をお
迎えして、総働と小規模多機能自治のす
すめの素晴らしいお話をいただきまし
た。是非、今回１度限りの講演ではな
く、川北先生に継続してご指導をお願い
し、まちづくりを行なってほしい。

　「白石笑顔未来塾」でお話されたよう
に、その地域に合った取り組みを、白石市
でも公民館単位でのグループ協議を検討
し、実施できるよう、川北先生の再度の講
演について市当局に伝えます。

　国（内閣官房まち・ひと・しごと創生本
部事務局・内閣府地方創生推進事務局）の
事業である『「小さな拠点」「地域運営組
織」の派遣事業』につきまして、申請した
ところ採択され、全額助成をいただき、平
成２９年３月７日に市中央公民館において
『白石笑顔未来塾』が開催されました。
　白石の今後は課題が山積しており、当日
は、講師の川北氏により示唆に富むお話を
聞くことができました。
　今後、行政だけがすべてを担うことは限
界にきており、市の将来を見据え、行政と
市民が担うべき役割を明確にして、今後進
んでいかなければならないと思います。
『行政力の低下が、地域力の低下であって
ならない。それを阻止するために、地域力
を高めなければならない』と先生のお話に
ありましたとおり、再度、川北氏をお呼び
して、今度はもう少し深くお話をいただき
たいと思っており、市でも計画を進めてい
るところです。

生涯学
習課

厚生文
教

白川 　第三子以降を対象にしている小学校入
学祝金贈呈事業だが、第一子から出すこ
とはできないのか。
　本市に移住してきた方々の場合、本市
の人口増に貢献しているのであり、子ど
も数で祝い金の有無を判断するのはいか
がかと思う。第一子からできないのであ
れば、名目を「第三子入学祝い金」と変
更すべきでないか。

　この度の本市での小学校入学祝金は、平
成２９年度からの県の第三子以降を対象に
した事業であり、これを活用して行われる
施策であります。
　本市の場合、図書カード３万円分を贈呈
するものですが、お声は担当課に伝えてま
いります。

　小学校入学祝金事業は、平成２９年度か
ら行われる県の第３子以降を対象にした事
業であり、本市でもこれを活用した施策を
行うものです。
　この事業はあくまで、子どもが多くいる
世帯へ本や参考書を購入する際の経済的負
担を軽減しようとするものです。
　名称も「小学校入学祝い金事業」で妥当
であると考えております。

子ども
家庭課

厚生文
教
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15

16

17 中央 　白石市は、人口減少が進み、出生数も
年間で２１０名前後となっている。特に
２０歳から３９歳の年代で減少が進んで
いる。各地区で２０～３９歳の調査を
行ってほしい。

　当局にお伝えします。 　各地域の年齢区分別人口については、毎
月集計しており、市民課で管理しておりま
す。
　また、国で５年ごとに実施している国勢
調査においても確認することができ、その
調査結果については統計局のホームページ
からみることができます。

地方創
生対策
室

総務産
業建設

(3)人口減少に関すること
小原 　人口減少が進んでいる。市役所の市民

課のところに人口が表示されているが、
数字だけ並べているので分かりにくく、
人口減少等にも実感が得にくい。
　男女別や年齢別、地区別などをグラフ
表示されていると、どの層がどれだけい
るのか、減少しているのか等わかりやす
い。山形県高畠町役場ではそういった表
示をしていて見て分かりやすかった。
　昨年の意見交換会でも言ったが、何の
反応もない。

　わかりやすい表示は必要と思います。当
局に伝えます。

　要望については当局に伝えました。 市民課 総務産
業建設

中央 　白石市の商店街が疲弊しています。商
店街の活性化について、新たな取り組み
はないのか質問します。

　商店街活性化に努力していきたいと思い
ます。スマートインターチェンジで、人の
流れを変えたいと考えており、６次産業事
業では、具体的に提案していますので、活
路を見出していきたいと思います。震災復
興割り増し商品券助成、飲食店の方も発行
します。
　一過性にならないように努力したいと思
います。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

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

18

19

20 白川 　本市の子ども数が減少してきている
が、少しでも子ども数を増やすために、
丸森町でも実施している都会の子供たち
が本市内学校へ留学するような事業を導
入してはどうか。

　本市の小原地区の小中学校では、小規模
特認校の認定を受け、県内外の子どもたち
が入学できるようになっており、実際に入
学してきております。
　このような制度を上手に活用し、他地域
から子どもたちを呼び寄せる施策の展開が
できないか、市当局に伝えます。

　小原小・中学校が小規模特認校に指定さ
れ、希望があれば住所を変更しないで、ど
こからでも転入学することができます。
　現在も小原中学校に５名がこの制度を活
用して在籍しています。これまでも豊かな
自然の中での体験学習や少人数の個々に応
じた学習の展開、今の学校になじめない児
童生徒の転入学等で成果を上げています。

学校管
理課

厚生文
教

斎川 　人口減少が騒がれているが、市役所の
中にも男女含めて独身が結構いると思
う。そういった人も含めて、議会では、
男女交流についてなにか考えはないの
か。
　斎川地区にも独身が結構おり、まちづ
くり協議会でも対応しようかと話し合っ
ているところである。

　本市でも何回か婚活イベントを行っては
いますが、なかなか成果が出ないというの
が現状です。
　ただ、昨年、商工会議所の企画で「花咲
くプロジェクト」というイベントを行い、
これは共同作業を行ってもらう婚活イベン
トでしたが、参加者の中から結婚された方
が一組出ました。
　イベントを実施すると、一定の成果は出
るので、何かしら取り組んでいくことが重
要だなと思います。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

総務産
業建設

大平  少子高齢化が進んでいる。市として人
口減少対策は、検討しているのか。人口
減少の歯止めをご検討いただきたい。

　市長も積極的に動いています。議会とし
ても重要な課題として捉えております。

　市では定住促進に向けて、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。
　定住促進に関する施策についてはサイト
内で閲覧でき、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
関する情報などが載せられております。
　また、首都圏等で開催される移住フェア
に参加し白石市のＰＲにも努めています。
　人口減少は全国的な課題となっており、
本市においてもこれらの定住促進の施策を
効果的に展開していく必要があると考えて
おり、議会としても今後の推移を注視しな
がら、議会活動に取り組んでまいります。

地方創
生対策
室

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

21

22
(5)市の施設に関すること

深谷 　公民館に関して、指定管理者制度に
なって、助成金の大半が人件費を占め、
事業を行う事業費が少なく難しくなって
いる。また、公民館は行政の一翼を担っ
ている施設なので、施設修繕は市で行う
べきではないか。

　以前より指定管理者の仕事量も、各公民
館のアンケートから増えていることが分か
りました。そういって点も考慮し、担当部
署に検討をしていただいています。施設修
繕の現状については調査いたします。

　地区公民館の指定管理者委託料は、平成
２５年度より平成２９年度まで５年間の基
本協定に基づき議会の議決を経て５年間の
債務負担行為をしております。実績額によ
り指定管理に必要な金額として人件費、事
業費について積算しており、事業実施につ
いて支障のないものと考えております。
　指定管理委託料は、平成２６年度に消費
税が８％に変更になった分のみ増額してお
りますが、事業費の積算方法は変わらず、
内訳は、
講師審判謝礼
【人口×30円／1.05×1.08】
賞品・参加賞
【150,000円＋（人口×30円）／1.05×
1.08】
消耗品費
【10,000円／1.05×1.08】
印刷製本費
【印刷代22,000円／1.05×1.08】
で、深谷では、合計291,805円です。
※人口は平成２４年度人口です。
　施設修繕については、基本協定仕様書に
基づき、リスク分担表により分担しており
ます。経年劣化による３万円未満の小規模
な修繕については、指定管理者で行ってい
ただいているのが現状です。

生涯学
習課

厚生文
教

(4)市民バスに関すること
福岡 　キツネ村への観光客が増えている。観

光シーズンには周辺道路は道幅も狭く、
渋滞することもあり、困っている。
　市民バスの利便性を向上させたり、道
路の拡幅等、対策をとってもらいたい。

　混雑イコール道路の拡幅という考え方で
はなく、観光客の移動手段の確保をしたい
と考えています。
　平成２９年度は、２次交通手段として、
城下ひろばとキツネ村へ行くバスを試験的
に運行いたします。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

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

23

24

25

26

27 大鷹沢 　スパッシュランドの５０ｍプールが競
泳場としての公認が取消しになったと聞
いているが事実なのか。

　確認して報告します。 　取り消されておりません。日本水泳連盟
公認プール（公認番号5549）に変わりあり
ません。

企画情
報課

総務産
業建設

大鷹沢 ① 公共施設等についての新庁舎建設に
向けての基金づくりを、これから実施と
いうことだが、新庁舎の建設場所は現在
地なのか、それとも、他を検討している
のか。
　本市は、新幹線が開通して３０数年を
経過しているが、新幹線駅周辺は一向に
開発が進んでない。全国でも有名になっ
ている状態である。
　このようなことから、新庁舎の立地場
所は、新幹線駅に近い大鷹沢方面に是非
要望したい。

② 本市が建設する公共施設の駐車場は
いずれの所も狭い。もう少し広く駐車場
をとれるよう、用地を求めていってもら
いたい。

① 新庁舎の建設についての具体的な内容
は、何も決まっていないのが現状ですが、
参考意見として承りました。

② 参考意見として承りました。

① 当日の回答のとおりです。

② 当日の回答のとおりです。

財政課 総務産
業建設

大平 　庁舎建設には、どれくらいの金額をみ
ているのか。

　どこに建てるか、いくらかかるかは白紙
です。

　当日の回答のとおりです。 財政課 総務産
業建設

中央 　市役所の庁舎建て替えを計画されてい
ますが、市民の生活が大変です。建て替
えるのであれば、もう少し市民と相談し
てほしいと思います。

　基金の積立が今年度から始まりますが、
具体的には何も決まっておりません。
　実際の計画の際には市民の皆様の意見も
重要になってくると考えます。

　当日の回答のとおりです。 財政課 総務産
業建設

中央 　公共施設などの長寿命化対策という言
葉は分かりにくいのではないか。

　市民に分かりやすくなるよう当局に伝え
ます。

　公共施設等の長寿命化対策については、
国で定めるインフラ長寿命化基本計画に
則って、自治体ごとに公共施設等総合管理
計画を策定し進められているもので、それ
により公共施設の状況を把握し、長期的な
視点を持って施設ごとに更新・統廃合・長
寿命化を計画的に行うことが大変重要と
なっております。
　なお、長寿命化という文言については、
国で定義付けされている文言となりますの
で、ご理解のほどお願いいたします。

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

28

29

30
(7)観光に関すること

福岡 ① こけしコンクールには、いくら予算
がついて、どのぐらい入場者が来ている
のか。

② こけしコンクールには、「全日本」
と冠がついているので、もっと予算を付
けて大規模に開催すれば、入場者も増え
るのではないか。

③ 鬼小十郎まつりは、来場者が増えて
いるようだが、行政としては今後どのよ
うな取り組みを考えているのか。

① こけしコンクールの予算及び入場者数
は、把握しておりませんが、市から実行委
員会への補助金は６９０万円です。

② ご意見として承ります。

③ 鬼小十郎まつりの予算は、把握しており
ませんが、市から実行委員会への補助金は
３２０万円です。

① 予算は、地方創生分（１００万円）を含
めて６９０万円です。本年の入場者数につ
いては３日間で３６，０００人、昨年より
も１，０００人の増でした。作品の応募者
は、青森県から鹿児島県、またハンガリー
からも応募いただきました。

② 当局へ伝えました。

③ 鬼小十郎まつりは、白石を全国に発信す
ることを目的に市民が実行委員会を組織し
実施しているイベントです。本年は、第１
０回となる記念すべき年で、補助金を増額
するとともに、実行委員会と協議して記念
に相応しい催事内容を現在検討しておりま
す。

商工観
光課

企画情
報課

総務産
業建設

(6)企業誘致に関すること
斎川 　昨年も質問したが、仙南広域で企業誘

致をした方がよいのではないか。 そう
いう具体的な話はないのか。

　企業立地について、新市長は「仙南の各
市町村と連携をとりながら進めていかねば
ならない。」旨を述べており、ご意見と同
じ方向という認識をしております。

　当日の回答のとおりです。 企業立
地定住
促進課

総務産
業建設

白川 　白川地区のアンケートの中には、本市
役所庁舎を売却し、その売却費と積み立
てた基金を建設費に充て、白川地区に新
庁舎を建設してはどうかという意見が
あった。
　建設案のひとつとして参考にしてはど
うか。

　参考意見として承りました。 　当日の回答のとおりです。 財政課 総務産
業建設
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容 議会としての回答 担当課
所　管
常　任
委員会

31

32

33

34

35 斎川 　白石城は新幹線からは見えるが、バイ
パスからは見えない。きれいに見えるよ
うに雑木林を取り払って駐車場を整備し
てはどうか。

　担当課にご意見を伝えます。 　ご意見を当局に伝えました。 企画情
報課

総務産
業建設

② 観光に関する施策の着手が遅いので
はないか。

　今後、本市は観光面でも県南４市７町と
も連携し、より効果的な施策を展開する方
向でもあります。
　議会としても、指摘はしていきますが、
もう少し様子を見ていただきたいと思いま
す。

② 担当課にご意見を伝えます。 ② ご意見を当局に伝えました。

斎川 ① 白石城歴史探訪ミュージアムでの新
しい映像を作成するのもいいが、観光客
が来ても町中になかなかお金が落ちてこ
ない。
　お城の他にも本市には温泉など観光す
るところが多くあるが、一体的になって
いないように思う。知恵を尽くして取り
組んでいけばお金をかけなくても、もっ
と効果を出せるのではないか。

① 鬼小十郎まつり等が実施されても、観光
客はなかなか町中にお金が落としてくれな
いという声も聞きますが、町中の商店街な
ど民間の方々が鬼小十郎まつり実行委員会
に参加するなどして、観光客の購買意欲を
高める努力を進めております。
　また、温泉街との連携では、小原温泉が
鬼小十郎まつりの時に宿泊費を安くして観
光客を取り込む企画をスタートさせており
ます。

① 当日の回答のとおりです。 企画情
報課
商工観
光課

総務産
業建設

中央 　福島で大きな施設を造っていますが、
白石の道の駅は大丈夫なのでしょうか。

　まだ具体的な計画の段階にありません。
　議会としても注視していきます。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

総務産
業建設

中央 　道の駅の場所はどこなのか。 　場所は決まっていません。 　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

総務産
業建設

中央 　道の駅について、ほとんどの議員は賛
同しているのでしょうか。

　人の賑わい、経済の活性化を図っていく
ための大きな施設を造っていきたいという
のが、市長の公約の一つです。
　なお、賛否については議員個々人の意見
となるため、回答できません。

　当日の回答のとおりです。 商工観
光課

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

36

37

38 白川 　スマートインターチェンジを設置する
にあたり、その費用はどこが負担するの
か。本市が全額負担するのであれば設置
の必要はないと考える。

　スマートインターチェンジ設置に要する
費用については、高速道路から料金所まで
の整備は、国、ネクスコ東日本（東日本高
速道路㈱）が負担し、料金所から接続する
道路までの整備は、各自治体で負担する事
になっています。
　国の方針では、インターチェンジを概ね
５㎞間隔での設置を考えております。白石
インターから国見インターまでの区間は約
２３．５㎞あり、東北自動車道では最長の
区間となっていますが、設置には利用者を
増やすための方策を検討する必要があり、
都市計画の見直しやまちづくりの観点など
を併せた検討が求められています。
市議会においてもそうした状況を踏まえな
がら、昨年１２月に設置したスマートイン
ターチェンジ設置推進特別委員会を中心に
調査・研究を重ね、その設置を推進してい
きたいと考えております。

　当日の回答のとおりです。 建設課 ｽﾏｰﾄｲﾝ
ﾀｰ特別
委員会

大平 　スマートインターの予定はどうなって
いるのか。

　いつになるかはわかりません。何カ所か
に絞られて選定されます。最大の要因は、
経済効果が見込まれることです。そして、
近隣市町村との交流が増えるのが要件にな
ります。委員会を開催し議論しています。
国が前向きに今まで以上に進めています。

　当日の回答のとおりです。
　国土交通省では、既存の高速道路の有効
活用や、地域生活の充実、地域医療や経済
の活性化を推進するため、建設・管理コス
トの削減が可能なスマートインターを導入
することとしております。
　市当局では、平成２９年度において、ス
マートインターの整備に向けた基礎調査を
コンサルタントに委託し、国交省やネクス
コ東日本（東日本高速道路㈱）と協議しな
がら検討を進めることとしております。

建設課 ｽﾏｰﾄｲﾝ
ﾀｰ特別
委員会

(8)スマートインターに関すること
中央 　スマートインターの設置場所はどこな

のか。
　４カ所ぐらいが候補地となっています。
どこが良いのか、今後、検討していきたい
と思います。

　当日の回答のとおりです。
　スマートインターの整備については、建
設・管理コスト削減の検討も必要であるこ
とから、高速道路を横断する既存ボックス
が設置され、国・県・市道として接続可能
な４カ所を候補地の一つとして、周辺土地
利用構想と併せて検討してまいります。

建設課 ｽﾏｰﾄｲﾝ
ﾀｰ特別
委員会
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№ 会場 質　問　内　容 当日の回答内容 議会としての回答 担当課
所　管
常　任
委員会

39

40

41 深谷 　東区の鳥越線から蔵王町への道路につ
いて。
① 意見交換会の報告書には「自治会長
及び蔵王町と連携していく」とあるが、
地元自治会長に何の話もされていない
し、聞いていない。何故、自治会長が連
携してやらなくてならないのか分からな
い。進展もないしこのような回答では、
実際なにもやっていないのと同じであ
る。

② 国道４５７号線も進展がないが、現
状はどうなのか。

① 持ち帰り、検討いたします。

② 県の案件なので、１月２９日に県に要望
を行いました。

① 道路を拡幅する場合、地元自治会からの
要望により市で計画する事になることか
ら、まず地元自治会から要望書を提出して
いただくようになります。
　また、要望書には拡幅する土地所有者か
ら協力をいただく事になりますので全員の
同意書を添付していただくようになりま
す。そのため、自治会長との連携が不可欠
になります。

② 当日の回答のとおりです。

建設課 総務産
業建設

福岡 　市道一本木線について、道路の両端は
完成しているのに、土地の取得ができず
に中央の部分は２０年以上、未着工区と
なっている。今後、どうするつもりか。

　土地取得ができずに未着工となっており
ます。土地所有者の方と再三、用地交渉を
おこなってきましたが、合意に至らない現
状です。
　路線の見直しも必要になってくると考え
ています。その際は地元の方としっかりと
話し合いをし、協力をいただきながら進め
てまいりたいと考えております。

　市道一本木通り線の現状につきまして
は、土地所有者との交渉がまとまらないた
め未施工区間の工事は断念しました。
　関係している地元自治会長と別ルートで
通す話もしましたが用地等の問題があり厳
しいため、交通流動等を考慮し実現可能な
別路線の拡幅要望を地元自治会で検討して
いる状況です。

建設課 総務産
業建設

(9)道路に関すること
小原 　冷清水地区の市道はかつて国道１１３

号線だったので、県で管理していた。今
は市道となり、住民がボランティアで草
刈りをしている。人口減と高齢化が進
み、草刈りをするのも負担がとても大き
い。市で管理してもらいたい旨、申し入
れたが予算がないことを理由に断られ
た。
　検断屋敷もあり、材木岩公園へとつな
がる道路でもあるので、単なる市道では
なく、観光道路と位置づけ、市で維持・
管理できないか。

　持ち帰り、市当局に伝えます。 　再度、市当局に地元、関係課（道路管理
する建設課、検断屋敷・材木岩公園を所管
する都市整備課）と協議するように伝えま
した。

建設課
都市整
備課

総務産
業建設
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所　管
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42

43

44

45

46

47
(10)河川に関すること

越河 　７区の旧河川の管理が悪い。（旧オイ
ノカワ）越河駅周辺で水害の可能性があ
る。改修してほしい。

　当局へ伝えます。 　現地調査を実施し対応するように、当局
に要望しました。

建設課 総務産
業建設

白川 　北白川駅の中島踏切拡幅工事におい
て、その工事期間中、仮踏切を利用する
こととなるが、体の不自由な方やお年寄
り、通学する子ども達の安全や事故防止
に配慮した仮踏切をお願いしたい。
 　また、住民説明会の開催は、地域の
住民のみで学校関係者には連絡がなかっ
たが、今後学校関係者や白川地区以外の
住民にも説明会を開催して欲しい。

　仮踏切については、持ち帰って後ほど回
答させていただきます。
　説明会については、白川地区の住民の承
諾を得てから、学校関係者含め白石市全体
へ広報や回覧等を通して周知する予定で進
んでおります。

　工事期間は、平成２９年８月３０日
（水）～平成３０年２月２８日（水）まで
の予定となっており、この期間は車両通行
止めとなりますが、仮踏切の設置によって
歩行者、降りた状態での自転車、降りた状
態で尚かつエンジンを切った状態のバイク
については通行可能となります。
　なお、交通弱者への配慮について当局へ
伝えました。

建設課 総務産
業建設

大平 　一人住まいの除雪の助成をご検討いた
だきたい。

　持ち帰り、当局へ伝えます。 　当局へは伝えました。
　市道等の除雪については、地域と協議し
対応しております。

建設課 総務産
業建設

大平 　沖ノ沢郡山線だが、通学路になってい
る。旧４号に接する所が直角に曲がって
いる。道路の拡幅があればいい。

　持ち帰り、検討します。 　協議の結果、現地の状況から、拡幅する
ことは難しい状況です。

建設課 総務産
業建設

大平 　バイパスと高速道路の間、雨が３０ｍ
ｍ以上降ると、氾濫する。排水が一挙に
そこに流れてくる。市役所へ要望は出し
ている。

　持ち帰って当局と相談します。 　現地調査を実施し対応するように、当局
に要望しました。

建設課 総務産
業建設

越河 　旧４号線矢尻地区の側溝が詰まってい
る。調査してほしい。

　当局へ伝えます。 　現地調査を実施し対応するように、当局
に要望しました。

建設課 総務産
業建設

　現状は国道１１３号線等の整備を優先し
て行なっているということです。４号線と
接続するところは右折レーン建設の要望を
いたしました。
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48

49

50 越河 ① 原発被害防止塩化カリの散布経費は
手当されないのか。

② 除染による廃棄物の埋却物の最終処
分はいつやるのか。

① 当局へ伝えます。

② 確認いたします。

① 塩化カリウム散布の労力に対する助成に
ついては、議会でも議論されましたが、白
石市から放射能汚染米を出さないことが先
決で、塩化カリウムを水稲作付農家全戸に
無料配布しました。白石産米の安全・安心
のための散布であることを、ご理解の上、
ご協力いただいたものと考えております。

② 国の責任による処分方法が決定していな
いため国が責任を持って迅速に対応するよ
う要求していくと市に確認しております。

農林課

生活環
境課

総務産
業建設

(11)放射能に関すること
福岡 　放射性廃棄物について。

① 以前コンクリートで固めた８，００
０ベクレル以上の焼却灰を保管している
が、今後どうするのか。

② 現在、中は何ベクレルぐらいあるの
か。

① ８，０００ベクレルを超えたものは放射
性指定廃棄物として、国の責任で処分する
ことになっています。現時点では最終処分
場の問題もあり、そのまま保管をお願いし
ております。

② 中の放射性濃度については測定をしてお
りません。周囲は０.１２マイクロシーベル
ト以下となっています。

① 当日の回答のとおりです。

② 平成２７年度環境省が再測定した内容が
公開されており、以降国において再測定は
行われておりません。
 保管いただいている仮置場の空間放射線量
については、国の基準(0.23μｓv/h）を大
きく下回っており安定した状況で保管され
ている状況にあります。

生活環
境課

総務産
業建設

大平 　大平公民館前に流れているのが威徳寺
川だが、２年前、あふれているところに
公民館へ避難させた。指定避難場所に
なっているのだから、道路沿いは安全に
してほしい。安心感を住民に与えてほし
い。防災会議でも話をしている。

　当局に伝えます。 　現地調査を実施し対応するように、当局
に要望しました。

建設課 総務産
業建設
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51

52 大鷹沢 　今年、２月２日の新聞に「白石市、宮
城県に不信感」というタイトルが出てい
たが、ＡＤＲを巡るこの件について概要
はどうなっているのか。
　また、議会はどういう動きをしている
のか。

　本市は、福島第一原子力発電所事故発生
より放射能対策室を創設しており、ここの
職員の人件費の全部を損害賠償の対象にし
ておりましたが、ＡＤＲでは人件費は認め
られないという事であり、岩手県・丸森町
に対しても同様の扱いをしておりました。
　このことから、昨年の１２月議会で上程
可決した東京電力との和解案を受け入れる
こととし、和解に至りました。
　ところが、その後、宮城県の原子力対策
課では人件費が認められたことが報道によ
り知ることとなりました。県では、この事
を本市が和解案を議会に提案する前に分
かっていたにもかかわらず、本市は、それ
を知らされておりませんでした。

　当日の回答のとおりです。 生活環
境課

総務産
業建設

　新聞を見ると、時間外勤務手当の相当
額１，５６０万円は認められたが、専従
職員の給料は対象外だった。その後、角
田市も２月１６日の新聞によると、２０
１１年度から１３年度までの職員の給料
を含めた損害賠償を出している。
　本市が損害を被るということは、我々
市民が損害を被っているということであ
る。この点について、しっかり対応して
ほしい。

斎川 　１２月議会において、原子力損害賠償
紛争解決センターによる和解仲介を承認
する議案を可決した。２月２日の河北新
報を見ると、県職員の給料は認定された
が、本市の職員の給料は対象外となっ
た。これに対して、副市長は「県と情報
交換を密にしていたはず。何らかの示唆
があれば、東電と交渉の余地があるとみ
て議案を出さない可能性があった。」と
述べているが、これに対して議会はこれ
からどのように対応するのか。

　県を担当した弁護士と、本市とＡＤＲ
（原子力損害賠償紛争解決センタ－）の仲
介をとった弁護士が同じ弁護士であり、市
の顧問弁護士に確認をとったところ、市と
して請求しても認められなかった部分に関
しては、今後、請求が可能ではないかとい
うことです。
　本市としては、再度、専従職員の給与を
継続的に請求するという動きでありますの
で、議会としてもしっかりと対応していき
ます。

　当日の回答のとおりです。 生活環
境課

総務産
業建設
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53

54 小原 　鳥獣被害対策の予算を倍にしたといっ
ても、どういったものにどの位の予算が
ついたのか、もっと具体的な内容と数字
を示してもらいたい。

　対策としては捕獲が基本的な考えとなっ
ており、そのために有資格者を増やさなけ
ればならないと考えています。
　資格取得費を満額補助しており、有資格
者も増えています。また、地域として市か
らの補助で箱わなを製作しているところも
あります。例えば川原子地区には有資格者
がいませんが、箱わなは２基、準備されて
います。市内全体では約１５０基の箱わな
がありますが、まだ足りないということ
で、２９年度も箱わな製作の助成が復活し
ました。
　助成制度の内容は、捕獲見込頭数１,６７
０頭として、鳥獣被害防止総合対策交付
金、実施隊のイノシシの捕獲・駆除費とし
て２,５７０万円、電気柵設置補助が５万円
×１００戸で５００万円、箱わな製作補助
として３万円×２０基で６０万円、農作物
有害鳥獣対策協議会へ傷害保険などのため
１１０万円、狩猟免許取得助成金、狩猟免
許受験手数料・講習会受講料として３６万
６,０００円となっております。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

(12)鳥獣被害に関すること
小原 　イノシシ被害が大きいので、何とか対

策をお願いしたい。
　平成２９年度は鳥獣被害対策費が前年度
の倍の予算になりました。
　議会としても総務産業建設委員会で鳥獣
被害対策の先進地視察を行い、センサー
ネットワークによる鳥獣被害対策事業の導
入について、政策提言をしたところです。
捕獲数を増やして被害を減らしていきたい
というのが現在の取り組みです。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

　その後、市の顧問弁護士に相談したとこ
ろ、県依頼の弁護士と本市担当の弁護士が
同一であった事もあり、これは再請求すべ
きという事になり、現在、本市は、当該人
件費の再請求をするところであります。
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55

56

57

58

59

60

61 中央 　有害鳥獣対策について、森林組合が山
の手入れをしていた。そのため、動物が
町に下りてこなくても良かったのではな
いかと思います。原点に返ることも考え
てほしいと思います。

　長野県塩尻市に行政視察に行ってきまし
た。常任委員会の政策提言を３月９日に市
長に行っています。

　市当局に伝えました。 農林課 総務産
業建設

越河 　イノシシ被害で側溝が閉鎖している。
農地の畦畔、排水が崩壊している。調査
してほしい。

　市当局に伝えます。 　市当局に伝えました。
　まずは、担当課の農林課に被害箇所を具
体的にご連絡願います。

農林課 総務産
業建設

越河 　９区でクマの出没があり、危険を感じ
ている。鳥獣被害対策を強化してもらい
たい。

　現在の対策を継続強化したいと考えま
す。さらに新しいシステム導入を政策提言
しています。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

越河 　鳥獣被害対策について。現在の花火等
の追い払いでは効果が弱いので、新たな
対策はないか。

　現在の対策を継続強化したいと考えま
す。さらに、長野県塩尻市で取り入れてい
る有害獣撃退システムを本市でも取り入れ
られないか、政策提言しています。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

小原 　資格取得の講習は一年間に何回ぐらい
やっているのか。

　箱わなに限っては５～６回です。県の
ホームページで確認するか、市の農林課に
問い合わせてください。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

小原 　小原はサル被害も大きいが、その対策
はどうなっているのか。

　南奥羽地域鳥獣害防止広域対策協議会と
いうサル対策の協議会に白石市も加わって
いますが、イノシシほど予算がついていな
いのが現状です。
　小原には７つの群れがあり、うち３つの
群れに発信機を付けて行動パターンなどを
調査しています。農産物などに被害を与え
る群れを特定して、捕獲していきたいと考
えています。
　サルに効果的なわながあるようなので、
担当課に提案はしているところです。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

小原 　鳥獣被害対策は他の自治体との連携が
必要ではないか。また、国に対して支援
を要請した方がいいのではないか。

　平成２８年１２月議会で、イノシシ駆除
対策に対する補助の増額及び広域連携の制
度化を求める意見書採択を求める陳情書
を、県に対して提出しております。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設
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62

63

64 大鷹沢 　有害鳥獣対策の電気柵に対する補助率
は３割だが、３年間の期間を空けないと
再申請ができない。期限を短縮する考え
がないのかを確認したい。

　電気柵の補助については、今までどおり
でありますが、平成２９年度からはこ罠の
補助が復活いたします。はこ罠は、２０個
分で１件３万円の補助を予算化しておりま
す。
　そのほか、総務産業建設常任委員会で長
野県塩尻市へ行き、センサーネットワーク
を利用したイノシシの駆除対策を、視察し
てまいりました。イノシシがわなに掛かる
と同時に、登録済みの関係者の携帯端末に
メールが配信されるものです。また、長崎
県が企業と共同開発をした電気止め刺し器
がありますが、これは銃の資格がない方で
も使用できます。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

　先日、当常任委員会は「センサーネット
ワークによるイノシシ対策事業」の政策提
言書を作成し、市長にその実施の申し入れ
を行いました。
　また、当提言書には、銃の資格保持者で
なくても使用できる「電気止め刺し器」の
導入も含めております。現在、提言につい
ては担当課で検討中であります。

斎川 　イノシシ駆除に於いて効果のある具体
策を考えているのか。電気柵の補助率も
下がってきているので、対策に力を入れ
てほしい。

　平成２９年度のイノシシ駆除の予算は増
額されており、捕獲頭数は１，６７０頭を
予測しています。箱わな設置等の補助金交
付も予算化されております。
　総務産業建設常任委員会では、昨年、長
野県塩尻市が実施しているセンサ－ネット
ワークを使ったイノシシ対策を視察してき
ました。これは、イノシシの出没の様子、
その場所等を瞬時に知ることができたり、
また、おり・罠にかかると同時に、登録し
ている関係者の情報機器端末にメールで捕
獲情報が配信されるシステムです。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設

中央 　イノシシを食べることはできないので
しょうか。

　今の所、処分しています。放射能が高い
ので、食べられるまでもう少し時間がかか
ると思います。

　当日の回答のとおりです。 農林課 総務産
業建設
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65

66

67

68 中央 　日本一の米復活プロジェクトの担い手
は、若い人か、年配の人なのでしょう
か。

　農家の経営者の年齢は、年々上がってき
ています。平均的な年齢となっています。

　平均年齢は６２歳です。 農林課 総務産
業建設

(13)農林業に関すること
中央 　日本一の米復活プロジェクトは、な

ぜ、ササニシキなのでしょうか。
　昔食べたササニシキを食べたいという要
望がありました。その味を復活させたいと
いうのがこのプロジェクトです。
　昨年は、食味コンクールで金賞に次ぐ特
別優秀賞を受賞しました。

　認定農業者から「かつて東のササニシ
キ、西のコシヒカリと言われ、東日本を代
表していたササニシキの生産拡大と品質向
上を行うことにより、食味日本一の白石米
を復活させたい」との話があり、プロジェ
クトを立ち上げ、市も地方創生事業に位置
づけ支援しています。

農林課 総務産
業建設

大鷹沢 ① イノシシ対策の件で、電気柵の場合
は３割補助だが、金網をした場合の補助
はあるのか。

② イノシシかごを作って欲しい。

① 金網の場合も、補助は電気柵と同様で
す。

② 前年度の倍以上の捕獲数になっておりま
すので、行政に伝えます。

① 当日の回答のとおりです。

② 平成２９年度から箱わな補助を復活して
おります。

農林課 総務産
業建設

大鷹沢 　有害鳥獣対策について、農産物に対し
ては、助成を行うということは決定して
いる。最近は、家の近くまできて、人に
被害を加える危険性が高まってきてい
る。
　家の周囲（３０ｍ位）においての被害
にも助成ができないものか。

　今後、人的被害も出てくる可能性もあり
ますので、持ち帰り回答させていただきま
す。

　現時点においては補助金交付要綱のとお
りです。

農林課 総務産
業建設

　これらの事業は、捕獲の効率化に役立つ
事から、総務産業建設常任委員会では、本
年３月９日市長に対し、本市においても導
入を是非検討すべき旨を、政策提案をいた
したところですあり、現在、検討中です。
　また、有害鳥獣被害対策の予算は平成２
８年度より多くなっており、新市長はしっ
かりと対策を講じたいと述べております。
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69

70

71 越河 　タイヤ、冷蔵庫の不法投棄がある。な
んとかしてほしい。

　禁止看板の提案など、不法投棄対策を進
めます。

　越河第４区地区内越河沖の河川内にあり
ましたが、その後市内一斉クリーン作戦で
撤去され現在は清浄な状態です。

生活環
境課

白川

総務産
業建設

　この調査結果を踏まえて平成２９年３月
に「白石市空家対策等計画」を策定し、そ
のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態等の空家を「特定
空家等」とし、その所有者に対し、助言及
び指導、応じない場合は、勧告・命令･代執
行が法に基づき措置できることになりまし
た。
　今後の計画としては、前回調査物件の精
査を行うとともに、所有者への意向調査を
実施し対策を講じてまいります。
　なお、調査に漏れが生じないよう、本市
と各自治会との連携を図ることが必要と考
えますので、情報を建設課までお寄せいた
だきたいと思います。

(14)環境に関すること
越河 　空き家対策について。倒壊家屋が通路

に倒れる等、地域の生活に影響してい
る。空き家調査の結果等、情報提供を継
続してほしい。

　３月末に空き家対策計画が示されます。 　平成２８年１０月に本市内全域を対象に
空き家等の調査を実施し、８３１棟の空家
等候補を確認しました。この内、道路通行
者や隣接地利用者等の第三者に危害を与え
ている可能性がある建物は３７７棟発見さ
れております。

建設課 総務産
業建設

　中島踏切が通行止めの際、大新田農免
農道が迂回路として示されているが、そ
の利用については農業用機械車が最優先
だと思う。
　農業用機械車が最優先であることが分
かる標識設置、さらに農業用機械車に合
わせた速度制限にし、その標識設置もし
て欲しい。

　白川地区以外の住民も通行するので、迂
回路として大新田農免農道を利用すること
は避けられない状況にありますが、速度を
上げて走る通勤の車輌も多くなる事から、
事故が発生しないよう対応を進める必要が
あります。
　持ち帰り、関係者に伝え、検討の上、回
答させていただきます。

　北白川道路改良事業「中島踏切拡幅工
事」については、宮城県大河原土木事務所
が事業を実施しており、中島踏切は、平成
２９年８月３０日から通行止めの予定で
す。
　標識設置要望については、事業主体であ
る大河原土木事務所及び大新田農免道路の
管理者である白石市に対し、現地調査する
よう申し入れました。

建設課 総務産
業建設
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72

73 大平 　森合にある骨董屋だが、３分の２は吹
き飛ばされている。いつまでも放置状態
になっているので、早めに対応をお願い
したい。小学校の通学路にもなってい
る。できなければ、中のごみだけでも出
してほしい。

　持ち帰って当局と相談します。 　「空家等対策に関する特別措置法」及び
「白石市空家等対策計画」に基づき対応す
る事になり、特定空家の所有者に対し、助
言及び指導を行います。応じない場合は、
法に基づき、勧告・命令・代執行の措置を
取る事になります。
　ゴミの問題については、平成２７年３月
の市民と議会の意見交換会において、同様
の質問を受けており、担当課が、土地管理
者に適切な維持管理を求める旨の書面を送
付しております。改善が見られないような
ので、今後は、「白石市空き地の適正管理
に関する条例」の適用など、対応を検討し
てまいります。

建設課
生活環
境課

総務産
業建設

　なお、調査に漏れが生じないよう、本市
と各自治会との連携を図ることが必要と考
えますので、情報を建設課までお寄せいた
だきたいと思います。

大平 　大平から今回出た質問等の結果を、検
討からやりますとか、だめですとかいう
のを次回やっていただきたい。
　空き家問題について、どうしようもな
い空き家はどうするのか。

　３月末に空き家対策計画が出るので、そ
の計画に沿って検討していきます。

　平成２８年１０月に本市内全域を対象に
空き家等の調査を実施し、８３１棟の空家
等候補を確認しました。この内、道路通行
者や隣接地利用者等の第三者に危害を与え
ている可能性がある建物は３７７棟発見さ
れております。
　この調査結果を踏まえて平成２９年３月
に「白石市空家対策等計画」を策定し、そ
のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態等の空家を「特定
空家等」とし、その所有者に対し、助言及
び指導、応じない場合は、勧告・命令･代執
行が法に基づき措置できることになりまし
た。
　今後の計画としては、前回調査物件の精
査を行うとともに、所有者への意向調査を
実施し対策を講じてまいります。

建設課 総務産
業建設
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74

75

76

77 　当日の回答のとおりです。
  なお、医師の給料等については、公務員
としての処遇であり、他の公立病院と遜色
のないものと理解しています。

総務産
業建設

(16)刈田綜合病院に関すること
小原 　刈田病院に良い先生はいるのだが、良

い先生は個人開業していく。給料が安い
からではないのか。

　個人の先生の開業については、承知して
おりません。

刈田綜
合病院

厚生文
教

越河 　防火水槽の排水弁を使いやすいものに
改修できないか。

　持ち帰って当局に確認します。 　市当局に伝えました。
　防火水槽の修繕は、担当課の危機管理課
において現地確認のうえ対応しております
ので、危機管理課までご相談ください。

危機管
理課

(15)防災に関すること
小原 　消防団も小原地区は定数９７名です

が、０名や２名の班もある。今の班編成
では維持が厳しいので２班ぐらいに統合
できないか。また、そういった件は、ど
こに相談すればいいのか。

　消防団の統廃合に関しては、議会として
承ります。担当課は、総務部危機管理課に
なります。

　市当局に伝えました。
　消防団の再編成については、関係する消
防団及び自治会との合意の上、進めていた
だくことになります。
　担当課の危機管理課までご相談ください｡

危機管
理課

総務産
業建設

　なお、調査に漏れが生じないよう、本市
と各自治会との連携を図ることが必要と考
えますので、情報を建設課までお寄せいた
だきたいと思います。

大鷹沢 ① 本市内において、空き家がだいぶ多
くなってきている。対策はどうなってい
るのか。

② 状況は分かったが、各地域で、空き
家から火災が起こったり、不審者が無断
でが入ったりとか、さまざまな問題が発
生している。できるだけ早めに対策を
打って欲しい。

① ３月に空き家等対策計画をつくる最終の
会議が開催され、平成２８年度中に策定す
る事になると思います。その後に、その計
画に沿って個別の対策を練っていくことに
なります。
　対策では、空き家に住んでもらえるよう
にしていく等の施策、また、空き家が適切
に管理されていない危険な状態の場合の勧
告等々、具体的な実施に進んでいけるよう
になります。

② 早期の実施ができるよう、担当課へ促進
してまいります。

　平成２８年１０月に本市内全域を対象に
空き家等の調査を実施し、８３１棟の空家
等候補を確認しました。この内、道路通行
者や隣接地利用者等の第三者に危害を与え
ている可能性がある建物は３７７棟発見さ
れております。
　この調査結果を踏まえて平成２９年３月
に「白石市空家対策等計画」を策定し、そ
のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態等の空家を「特定
空家等」とし､その所有者に対し､助言及び
指導、応じない場合は、勧告･命令･代執行
が法に基づき措置できることになりました｡
　今後の計画としては、前回調査物件の精
査を行うとともに、所有者への意向調査を
実施し対策を講じてまいります。

建設課 総務産
業建設
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78 　刈田綜合病院について。
① 刈田病院への負担金はいくらか。地
域医療を守るのも結構だが、自治体の財
政も厳しい。どのように考えているの
か。

② 刈田病院は医師が何人いると採算が
とれるのか。

② ３００床すべてが一般病棟だと医師の絶
対数が足りないので、地域包括ケア病棟や
リハビリ病棟を設けました。約３５名いれ
ば黒字化できると予測しています。

　平成２８年度は、現金支出を伴わない原
価償却費、資産源耗費等を除いた現金収支
は、黒字が見込まれています。
　経営の黒字化については、医師を増やす
ことが必須ですので、刈田病院に対し、医
師の確保とともに経費節減等更なる企業努
力を求めていきます。

② 常勤医師数については、当日回答のとお
り、前例を参考にした場合、３５名程度の
医師が必要と見込んでいます。

福岡
① 白石市は１６億８６０万７,０００円で
す。
　このうち約８億円は平成１４年以前と１
５年度以降の借入分の償還に充てられま
す。平成２８年度、償還を除いた事業費
ベースでは黒字化が見込まれています。
　全体として黒字化するには、医師を増や
すことが必須です。刈田病院に対して、医
師の確保と経費削減等、更なる企業努力を
求めていきます。

① 平成２９年度当初予算では、１８億５千
万円余です。そのうち、白石市は１６億円
余を見込んでいます。主な内容は、病院建
設時や医療機器購入時の借入金にかかる元
金や利子の支払い額で９億４千万円余と
なっています。
　また、救急医療を確保するための経費や
結核や感染医療の経費などで約４億２千万
円余を負担しています。
　近年、常勤医師が不足していることか
ら、大学等からの医師の派遣を受ける経費
が増大しており、この経費に２億８千万円
余を負担しています。

刈田綜
合病院

厚生文
教

③ 年々繰り出しが増えるのは大変な状
態だ。「自治体病院だから赤字でもい
い」というわけではないので、しっかり
取り組んでもらいたい。

④ ５年後、１０年後、２０年後を見た
ときに、人口が減ってくる。その時の白
石の在り方を確り見据えて、長い目で見

③ 市の財政が破綻したら、当然に刈田病院
も破たんすると認識しております。しっか
りと取り組みます。

④ 承知いたしました。

③ 平成２８年１１月に宮城県が公表した地
域医療計画では、２０２５年における医療
需要を推計し、将来の必要病床数を示して
います。
　仙南医療圏の救急患者への対応など、急
性期医療機能は県南中核病院だけでは担え
ないとしていることから、刈田病院への期
待は大きいものと理解しています。

④ 上記の構想を踏まえて､刈田病院では平
成２８年度に平成２９年度を初年度とする
「新病院改革プラン」を新たに策定してい
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79

80 越河 　刈田病院の循環器科廃止で不安であ
る。見通しはどうか。

　当局に確認します。 　現在、常勤医師１名と非常勤医師で対応
していますが、今後も医師招聘に努めるよ
うお願いしています。

刈田綜
合病院

厚生文
教

　刈田病院に通院しているが、いつも混
んでいる。職員の対応も良い。
① なぜ赤字になっているのか。 ① 白石市から刈田病院への繰入金１６億８

６０万７千円のうち約８億円は平成１４年
度以前と１５年度以降の借金の償還に充て
られます。平成２８年度、償還を除いた事
業費ベースでは黒字化が見込まれていま
す。
　全体として黒字化にするには、医師を増
やすことが必須です。刈田病院に対して、
医師の確保と経費削減等、更なる企業努力
を求めていきます。
　３００床すべてが一般病棟だと医師の絶
対数が足りないので、地域包括ケア病棟や
リハビリ病棟を設けました。現在２３名い
る医師が約３５名いれば黒字化できると予
測しています。

① 平成２９年度当初予算では、１８億５千
万円余です。そのうち、白石市は１６億円
余を見込んでいます。主な内容は、病院建
設時や医療機器購入時の借入金にかかる元
金や利子の支払い額で９億４千万円余と
なっています。
　また、救急医療を確保するための経費や
結核や感染医療の経費などで約４億２千万
円余を負担しています。
　近年、常勤医師が不足していることか
ら、大学等からの医師の派遣を受ける経費
が増大しており、この経費に２億８千万円
余を負担しています。
　平成２８年度は、現金支出を伴わない原
価償却費、資産源耗費等を除いた現金収支
は、黒字が見込まれています。
　経営の黒字化については、医師を増やす
ことが必須ですので、刈田病院に対し、医
師の確保とともに経費節減等更なる企業努
力を求めていきます。

刈田綜
合病院

② レスパイト入院は、普段、刈田病院
にかかっていなくても頼めるのか。

② 頼むことができます。 ②　利用できます。
　申し込みは、原則「かかりつけ医」「訪
問看護ステーション」「ケアプラン事業
所」から予約申し込みが必要です。

厚生文
教

ていただくことが必要だと思うので宜し
くお願いしたい。

ます｡
　議会としても計画の着実な実行と目標達
成を要請してまいります。

深谷
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81

82 中央 　刈田病院の運営資金として、今年度予
算で、どのくらい支出されているので
しょうか。運営上の問題点をどのように
考えているのかお尋ねします。

　平成２９年度、白石市外２町組合の出資
金は、７億超、補助金が３億５千万を超え
ています。負担金は５億で、トータルで約
１６億円です。
　今回支出が増えた分は、昨年電子カルテ
が導入されたことによります。今後、改革
プランを見ながら対応したいと思います。

　平成２９年度当初予算では、１８億５千
万円余です。そのうち、白石市は１６億円
余を見込んでいます。主な内容は、病院建
設時や医療機器購入時の借入金にかかる元
金や利子の支払い額で９億４千万円余と
なっています。
　また、救急医療を確保するための経費や
結核や感染医療の経費などで約４億２千万
円余を負担しています。
　近年、常勤医師が不足していることか
ら、大学等からの医師の派遣を受ける経費
が増大しており、この経費に２億８千万円
余を負担しています。
　平成２８年度は、現金支出を伴わない原
価償却費、資産源耗費等を除いた現金収支
は、黒字が見込まれています。
　経営の黒字化については、医師を増やす
ことが必須ですので、刈田病院に対し、医
師の確保とともに経費節減等更なる企業努
力を求めていきます。

刈田綜
合病院

厚生文
教

中央 　里帰り出産ができない。独自で白石に
産婦人科を作ってほしいと思います。

　宮城県の地域医療計画があります。県内
を４つに分けて、各地域で完結してほしい
というのが県の方針です。２市７町はみや
ぎ県南中核病院が担う考えですが、今月末
に県の地域医療計画に基づく刈田病院の改
革プランが出されます。産婦人科は、中核
病院を拠点とすることになると思います。
改革プランが出されてから皆さんに紹介し
たいと思います。
　産婦人科に関しては、厳しいというのが
現状です。議会として妊婦さんに不便を感
じないよう対処してほしいと要望していま
す。

　患者さんが安全で安心して分娩できるよ
うにするためには、２４時間・３６５日体
制が求められています。
　そのため、分娩に対応できる病院には産
婦人科医師１０名以上が必要というのが産
婦人科学会の考え方です。
　刈田病院では平成２８年５月から産科セ
ミオープンシステム方式を採用していま
す。
　里帰り出産についても、妊娠２０週頃に
刈田病院で相談又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。
　議会として妊婦さんに不便を感じないよ
うに対処してほしいと当局へ要望していま
す。

刈田綜
合病院

厚生文
教
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83

84

85

86

斎川 　本市の刈田病院への繰り入れ額が増加
している。医師がいないから赤字といっ
ているが、いったい何人になれば黒字に
なるのか。

　現在、医師を探していますが、なかなか
見つからないというのが現状であり、でき
るだけ非常勤医師という形で、かなり多く
の医師を要請しているところです。
　医師数がどのくらいになれば黒字になる
とは明確には申し上げられませんが、増や
すように努力しているところです。
　また、医療経費には流動経費と固定経費
があり、今の刈田病院を維持して行くため
には固定経費がかなりの額を占めます。こ
の経費をなかなか圧縮できないので利益に
つながっていかないというのが現状である
と思います。
　地域医療を無くさないよう努力しており
ますので、ご理解をいただきたいと思いま
す。

　常勤医師数については、過去の黒字化時
の前例を参考にした場合、３５名程度の医
師が必要と見込んでいます。

刈田綜
合病院

厚生文
教

大平 　救急診療を充実させてほしい。夜間に
なると、開業医は対応してくれない。救
急体制を要望する。

　地域の要望として再度伝えておきます。 　宮城県地域医療構想でも、仙南医療圏の
救急患者への対応など、急性期医療機能は
県南中核病院だけでは担えないとしている
ことから、刈田病院への期待は大きいもの
と理解しており、地域の要望として伝えま
した。

刈田綜
合病院

厚生文
教

大平 　刈田病院は、今年度１６億８千万の繰
り出し金を出している。自治体病院が赤
字でも年々増加しているのは好ましい状
態ではないと思う。この点について伺
う。

　今後については、今月末に出される県が
示す地域医療計画（公立刈田綜合病院新改
革プラン）を見なければわかりません。

　平成２８年度に策定した新病院改革プラ
ンにおいて、平成２９年度より減価償却前
経常損益の黒字化を目指しています。
　議会としても計画の着実な実行と目標達
成を要請してまいります。

刈田綜
合病院

厚生文
教

斎川 ① 本市は子ども・人口を増やすと言い
ながら、公立刈田綜合病院において分娩
ができないとはいかがなものか。

① 今は産婦人科の先生が少ない状況であり
ますので、３３週までは刈田病院で受け入
れ、それ以降については、他の病院を責任
を持って紹介し、移っていただいておりま
す。妊婦健診等はこれまでどおり行ってお
ります。
　産科医療の現場においては「安全な分娩
の為には産科医師１０名が必要である」と
いうのが見解であります。産科医師の少な
い病院で出産することは危険であり、望ま

①当日の回答のとおりです。
　患者さんが安全で安心して分娩できるよ
うにするためには、２４時間・３６５日体
制が求められています。
　そのため、分娩に対応できる病院には産
婦人科医師１０名以上が必要というのが産
婦人科学会の考え方です。
　刈田病院では平成２８年５月から産科セ
ミオープンシステム方式を採用していま
す。

刈田綜
合病院

厚生文
教
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87 大鷹沢 ① 公立刈田綜合病院に対して繰り入れ
額は平成２８年度で１４億超、同２９年
度予算では１６億で、市の一般会計予算
の１０％ を超す。本当に医師不足で赤
字になっているのかを確認したい。

② 公立刈田綜合病院が赤字なのは、医
師不足が原因といっているが、実際は、
病院経営に問題があるのではないか。
　経営は、病院に任せるべきであって、
現在の公立刈田綜合病院は、病院として
の独自性を失っている状況ではないかと
思う。病院長は、医者としていろいろ考
えがあると思う。病院経営をさせない体
制をつくっているのではないか。病院の
経営方法を再検討して欲しい。

① 現在、公立刈田綜合病院の医師は２３名
で、仙南中核病院は現在、医師が８０名
（内研修医が３０名）です。
　公立刈田綜合病院は、医師一人当たりの
稼働収入は、他の病院の一人当たりより、
かなり収入を上げているのが実態です。
　この事は医師が不足している事を意味し
ております。
　市長も、東北医科薬科大学とか東北大学
などに一生懸命に動いておりますが、なか
なか医師が集まらない状況です。
　確かに医師が少なく、当病院の収入は多
くありませんが、地域医療を守るために
は、どうしても当病院を支えていかねばな
らない事になります。

② 県南中核病院の場合は、企業団という形
で院長に人事権から予算権まで、全面的に
任せております。構成自治体は出てきた数
字をチェックするというものです。
　現在、刈田病院は、管理者が白石市長、
副管理者が蔵王町・七ヶ宿の町長となって
おります。ご意見のように、当病院経営を
専門家に任せるには、多くの準備を要し、
今すぐには無理な状況と思われます。
　ご意見はお伝えしてまいります。いずれ

① 当日の回答のとおりです。

② 刈田病院の運営については、制度上、管
理者白石市長が運営責任者となりますが、
実体的な運営にあたっては、病院長の意思
が十分反映されているものと理解していま
す。
　なお、経営形態の見直しについては、新
改革プランにも掲げており、検討を進める
こととしています。

刈田綜
合病院

厚生文
教

② 分娩もできない、繰入金は多額、と
いうような公立刈田綜合病院は売却して
はどうなのか。

しい事ではありませんので、どうぞご理解
をお願いいたします。

② 議員の立場では、その質問にはお答えで
きかねます。

　里帰り出産についても、妊娠２０週頃に
刈田病院で相談又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。
　議会として妊婦さんに不便を感じないよ
うに対処してほしいと当局へ要望していま
す。

② 当日の回答のとおりです。
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88

89
(17)地域コミュニティに関すること

小原 　小原は高齢化率が４８％である。今
後、限界集落になってしまうと思うのだ
が、そういった地域への白石市の考え方
や対応はどうなっているのか。

　大変大きな課題だと認識しています。旧
白石地区以外の人口減少が著しい状況で
す。各地区を地域のサテライトとした取り
組みを考えています。
　旧白石地区の人口増を考えるのではな
く、周囲の地区の人口増に取り組まない
と、人口減少への歯止めはかからないと考
えています。

　本市では、子育て・教育支援、農商工振
興、移住定住の促進等々、全力で地方創生
の政策に取り組んでいるところです。これ
と並行し、各地域の将来についても、しっ
かりとしたビジョンが必要と考えておりま
す。
　本市は、平成１７年度に他市町に先駆け
て、各地区において「まちづくり協議会」
組織を立ち上げ、「まちづくり交付金」を
活用したイベントなど地域振興を担って戴
いておりますが、人口減少、少子高齢化に
よる地域社会崩壊の危機に対処するため、
市民の皆様と行政が対等な関係で、公共の
福祉に向けて、これまで以上に、相互に高
め合う事が必要と考えております。
　限界集落の再生対策の例として次の取り
組み等があります。
・空き家バンク（移住希望者への斡旋）
・空き家（古民家）を活用した再生事業
（田舎体験・農業体験等）

地方創
生対策
室

総務産
業建設

白川 　公立刈田綜合病院には本市として約１
６億円も繰り入れているが、 委託経営
や民間経営等を検討し、繰入額を減らす
対策を講じていくべきでないか。
　繰入額が減少すれば、子育て支援の予
算も増額でき、人口増を図れるのではな
いかと考える。

　繰入金額が増えた要因として、電子カル
テの導入と医師派遣補助金の増額が挙げら
れ、それぞれ約２億５千万円と約２億円
で、合計約４億５千万円分増えてます。
　病院でも管理者を市長にするか院長にす
るのかなど、経営の形態について様々検討
しているところです。

　当日の回答のとおりです。
　今年度の繰入金額が増えた要因として、
電子カルテの導入と医師派遣補助金の増額
が挙げられます。
　宮城県地域医療構想でも、仙南医療圏の
救急患者への対応など、急性期医療機能は
県南中核病院だけでは担えないとしている
ことから、刈田病院への期待は大きいもの
と理解しております。
　なお、経営形態の見直しについては、新
改革プランにも掲げており、検討を進める
こととしています。

刈田綜
合病院

厚生文
教

にしましても、当面は構成市町で支えてい
かないと地域医療というのは確保できない
のかなと思います。その辺りをご理解いた
だきながらお力を貸していただければと思
います。
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90 小原 　自治会運営や草刈りなどのインフラの
維持も、年々難しくなっており、住民の
不安も大きい。若い世代も高齢化が進む
中で、ここに住んでいてもしょうがな
い、旧市内に住むようになると益々若い
人たちが居なくなる。市としてどう考え
ているのか、いい方法があるなら教えて
欲しい。

　先日開催した「白石笑顔未来塾」の川北
先生はサテライトを活用した村おこしを
行っています。この未来塾を継続事業とし
てやっていきたいと思います。地域ごとに
ご提案いただき、地域に合った取り組みを
行いたいと考えています。

　本市では、子育て・教育支援、農商工振
興、移住定住の促進等々、全力で地方創生
の政策に取り組んでいるところです。これ
と並行し、各地域の将来についても、しっ
かりとしたビジョンが必要と考えておりま
す。
　本市は、平成１７年度に他市町に先駆け
て、各地区において「まちづくり協議会」
組織を立ち上げ、「まちづくり交付金」を
活用したイベントなど地域振興を担って戴
いておりますが、人口減少、少子高齢化に
よる地域社会崩壊の危機に対処するため、
市民の皆様と行政が対等な関係で、公共の
福祉に向けて、これまで以上に、相互に高
め合う事が必要と考えております。
　限界集落の再生対策の例として次の取り
組み等があります。
・空き家バンク（移住希望者への斡旋）
・空き家（古民家）を活用した再生事業
（田舎体験・農業体験等）
・インターネットを活用した都市部に拠点
を構えない企業の誘致
・地域特性を生かした農林産物のブランド
化、食の提供

地方創
生対策
室
生涯学
習課

総務産
業建設

厚生文
教

・インターネットを活用した都市部に拠点
を構えない企業の誘致
・地域特性を生かした農林産物のブランド
化、食の提供
・地域の知名度を上げるイベントの実施
　このような活動を通し、その地域ならの
魅力を高めることが考えられます。また、
『地域おこし協力隊』、『集落支援員』、
『地域おこし企業人』、『地域活性化伝道
師』などの国の支援制度や地域の拠点とな
る施設整備に対する交付金制度もあります
ので、各地域において取り組みたい事業が
あれば、是非ご相談戴きたいと思います。
地域の皆様と共に再生策を考えてまいりま
す。
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91 深谷 　公共施設等の長寿命化対策で市庁舎建
設を行うようだが、そのようなお金があ
るなら次のことに助成して貰いたい。
① 地域の公民館や集会所も古くなって
いる。改修や修繕について助成はどう
なっているか。

② 地元の集会所を修繕したいので、市
に陳情したら、屋根の塗装や壁の塗装は
対象外、助成額は建物の査定額の１/３
と言われた。修繕見積もり額の１/３に
してもらいたい。解体費用は対象外であ
ると言うが、壊さなければ建てられな
い。
 また、民家であれば浄化槽設置は助成
の対象だが、集会所は対象外である。下
水道の敷設予定もない。郡部に対する差
別化を非常に感じるので、何とかして貰
いたい。

① 集会所の屋根や壁の修繕は１/３の助成
となっています。

② ご意見は承ります。持ち帰り、確認いた
します。

　集会所の新築・改良事業についての補助
基準は、本市の「集会所等建設事業補助金
交付規則」により、次のようになっており
ます。
【補助基準】
・固定資産評価基準により、評価した評価
額（用地費、補償費及び造成費を除く）
に、市長が、建築費を考慮して、毎年度定
める率（平成２９年度は１・４７）を乗じ
て得た額の２分の１の補助額。ただし、改
良事業の場合は、改良により増加した評価
額が算出基準。なお、国・県の補助対象に
なった事業は除く。
・下水道改良事業に伴う補助
　供用開始後３年以内に工事完了の場合、
　補助対象基準工事費（工事業者が上下水
道事業所へ提出する工事調書の額）の３分
の１、３年以降に工事完了した場合は５分
の１。

※集会所の浄化層設置によるトイレ水洗化
事業への補助について
　本市は、現在実施しておりません。しか
し、集会所トイレの下水道工事による水洗
化事業に対し、補助制度が設けられている
ことからすれば、同様の対応を検討する事

総務課
生活環
境課

総務産
業建設

・地域の知名度を上げるイベントの実施
　このような活動を通し、その地域ならの
魅力を高めることが考えられます。また、
『地域おこし協力隊』、『集落支援員』、
『地域おこし企業人』、『地域活性化伝道
師』などの国の支援制度や地域の拠点とな
る施設整備に対する交付金制度もあります
ので、各地域において取り組みたい事業が
あれば、是非ご相談戴きたいと思います。
地域の皆様と共に再生策を考えてまいりま
す。
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深谷 　郡部は、敬老会や運動会を地域の方が
負担金を出して行っているが、白石地区
は、市役所の職員が色々準備をして、お
金も市で出しているのではないか。何と
か改革してほしい。

　白石地区もそれ以外の地区も同様になっ
ていると思いますが、状況を詳しく調べま
す。

　敬老会の予算については、白石地区もそ
れ以外の地区も同様の基準により配分して
います。白石地区は地区別記念品代につい
て数が予測できないことから、アトラク
ション費用に換えています。また、地区で
はまちづくり会議と共催で開催しています
が、旧市内についてはボランティアを公募
し実施しています。各地区の特色を生か
し、地区の方々で地区の高齢者の御長寿を
祝うという主旨のもと実施いただいていま
す。
　しかし現在、高齢者の増加により招待者
が７７歳以上になっており、そのために参
加することが困難な方が増え、敬老会の出
席率が２～３割となっている状況から、平
成２９年度中に今後の敬老会のあり方につ
いて協議を行う予定でいます。
＊敬老会総事業費543万円（平成29年度）

　地区の運動会については、平成２４年度
までの実績により指定管理を委託し、事業
費は基本額と人口割で計上しております。

長寿課
生涯学
習課

厚生文
教

が望まれます。衛生的・快適な集会所は住
民の利用を促進し、地域の活性化にも結び
つく事から、補助を行っている自治体も多
くあります。今後、議会として、さらに調
査を進め、適切な取り組みができるよう努
力をしてまいります。

深谷 　人口減少も進み、現在の自治会や消防
団をそのまま維持していくのが難しく
なってきている。予算の合理化もできる
ので、統廃合を行う考えはないのか。

　自治会は任意団体なので、地域住民の話
し合いで統廃合など可能です。
　消防団については、持ち帰り確認いたし
ます。

　自治会は、地域住民の意思により設立し
た団体であり、再編成についても、関係す
る地域の住民間で合意の上、実施する事に
なります。その過程において、課題等が生
じた場合は、担当課の総務課にご相談くだ
さい。

総務課
危機管
理課

総務産
業建設
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95
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(18)福祉に関すること
斎川 ① ふれあいサロンを行っているのだ

が、助成金が削られてきている。サロン
が増えているから削っているんだという
こともあるかも知れないが、高齢者対策
としてなんとかしていただきたい。

② 社会福祉協議会のバスについて、平
成２８年度まではサロンで利用できた
が、次年度以降は、サロンでは使えない
と社会福祉協議会より話をされた。
　毎回３００円から５００円位を出しあ
い、お茶会や体操などをしており、平成
２８年度は事業の一環として水族館に
行って来たが、業者のバスでは予算が足
りず、とても使えないので、社会福祉協
議会のバス利用について考えて欲しい。

① 持ち帰り担当課と協議させていただきま
す。

② 持ち帰り担当課と協議させていただきま
す。

① ふれあいサロン助成金の基本的な考え方
は、きっかけづくりにお使いいただくこと
です。白石市においては、他市町村と比較
し、手厚く助成を実施しております。

② 平成２８年度は、公民館事業として申請
され対応がなされてきました。しかし、昨
年、長野県で発生した貸切バスの事故発生
により、旅行運送に関して厳格な運営が求
められています。
　このことから、平成２９年度より、原則
として市が主催する事業、公民館及びまち
づくり協議会主催事業への貸し出しのみと
条件が明確化されました。
　サロン活動におけるバス貸し出しについ
ては、規定の目的に合致していないため、
貸し出すことができない状況です。

社会福
祉協議
会

厚生文
教

白川 　各地区のまちづくり協議会における、
まちづくりの事例について紹介して欲し
い。

　大鷹沢の大町神楽保存会では、まちづく
り交付金を活用し、踊りの披露に必要なも
のを揃え、地域の伝統文化継承の活動推進
の体制整備を行いました。
　その他の事例については、後日調査して
報告いたします。

　採択されたまちづくり交付金事業の内容
や団体については、生涯学習課ホームペー
ジでご覧になれます。
　また、平成２５年度より「広報しろい
し」の毎年度１月号に特集記事を掲載して
おります。

生涯学
習課

厚生文
教

　また、消防団の組織再編成は、関係する
消防団及び自治会の合意の上で、進めてい
ただくことになります。担当課の危機管理
課にご相談ください。

大鷹沢  　団塊の世代が高齢化してきており、
車による事故も多発しているが、高齢化
による認知症対策等について、どのよう
な施策を実施していくのか。

　認知症高齢者の支援ですが、地域包括支
援センターの事業で一般介護予防事業とし
て、６５歳以上の希望する参加者で公文式
のトレーニングと百才体操があります。ま
た、地区の集会所や公民館などで行われる
介護予防などを目的にした健康増進教室を
支援する事業もあります。

　認知症対策には、予防と早期発見により
進行を遅らせる、早期に支援に結びつける
という体制作りが必要と考えています。さ
らに、認知症が進行した場合の、本人・家
族への支援体制の充実が重要です。
　今後は、オレンジカフェを増やしたり、
家族の集いを継続支援したりする他、早期

長寿課 厚生文
教
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98 大鷹沢 　平成２９年度の子育て支援について伺
う。

　新規事業として、①南保育園で行う一時
預かり事業、②県からの補助金を活用する
第三子以降を対象にした小学校入学祝金贈
呈事業（３万円の図書カード贈呈）があり
ます。
　そのほかに、子育て応援住宅制度があり
ます。これは東大畑にある市営住宅（元雇
用促進住宅）を利用し、本市及び市外から
移住の子育て世代を対象に支援する施策
で、家賃は比較的低く設定されており、

　子育て支援の各種施策が行われておりま
す。
　本年度の主要事業として、①第二小と福
岡小の放課後児童クラブの増設、②小学校
入学祝い金贈呈事業、③保育園の一時預か
り事業、④生活困窮者の子どもに対する学
習支援事業などが行われます。
　子育て支援は白石市の重点施策の１つと
なっており、議会としてもしっかりと取り
組んでまいります。

子ども
家庭課
建設課

厚生文
教
総務産
業建設

(19)子育てに関すること
大平 　子育て支援について、１番は孫の面倒

を見てくれるのが子育て支援だ。３世代
同居、安心して生き生きとしていた家族
構成だと思う。昔の家族構成はうまくで
きていた。核家族を進めた時代があっ
た。世帯数を増やすことで消費が拡大す
ることを目論んだ。子どもを育てていく
環境を壊した。雇用促進アパートを借り
た人に助成したりの手立てもいいが、３
世代で住んでいる人にも目を向けてほし
い。そういう家族構成ができるような仕
組みを行政で作ってほしい。

　持ち帰り回答します。 　３世代同居の重要性は理解しておりま
す。しかしながら、白石は祖父母の家の近
くに住む「近居」の家庭が比較的多く、現
在のところ３世代同居を推進する施策は考
えておりません。今後は、必要に応じて仕
組みづくりができるよう考えていきたいと
思います。
　子育て支援は白石市の重点施策の１つと
なっており、議会としてもしっかりと取り
組んでまいります。

子ども
家庭課

厚生文
教

　このほか、認知症予防と認知症に関する
相談を、気軽にできるオレンジカフェ（認
知症カフェ）事業を週一回（火曜日）ふれ
あいプラザで実施しております。
　また、認知症の方を支援する「認知症サ
ポーター」養成事業も実施しており、地
域・学校団体などで、出前講座を行ってお
ります。
　平成２９年度予算では、高齢者対策に関
しては、いきがいデイサービス事業として
２，６３７万７千円、地域ささえ見守り活
動支援事業として１万１千円を予算を計上
しております。

に相談にあたる「認知症初期集中支援チー
ム」が設置されます。また、成年後見制度
の普及など、可能な限り住み慣れた地域に
住み続けられるような施策も実施されま
す。
　議会としても今後、動向を注視してまい
ります。
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100

101 学校管
理課

厚生文
教

大鷹沢 　子育て支援の充実を目指すのは、人口
減少に歯止めをし、少子高齢化を払拭す
るためだと思う。
　それには、安心して子どもを産める生
活環境の創設・保持が必要だが、予算措
置が少ないのではないか。

(20)小中学校に関すること
小原 　小中学校のトイレの洋式化について、

地区の行事等で小中学校の体育館を借り
ることも多い。その際は高齢者も多く利
用するので、洋式にならないかと言われ
ている。体育館についてもトイレを洋式
化してもらいたい。白石市図書館も和式
しかないようなので、こちらに関して
も、高齢者のことも考えて、１つぐらい
は洋式化にしてもらいたい。

　持ち帰り、市当局に伝えます。 　今年度、教育委員会において小中学校の
トイレ洋式化の予算を計上しています。整
備予定個所としては、児童生徒が常時使用
する教室棟を考えてとのことであり、ご指
摘の体育館についても、今後検討していく
とのことです。

白川 　全国的に多くの待機児童がいるが、本
市の保育園においてはどのような状況と
なっているのか。

　本市における待機児童は、年度初めには
発生していませんが、その後に出生してく
る子どもについて、次年度４月までの間に
受け入れきれない場合、０歳児において数
名の待機児童が発生します。
　現在、本市は平成３０年度までに完全に
待機児童をゼロとする方向で進めていま
す。

　本市における待機児童は、年度初めには
ほとんど発生しておりません（平成２９年
４月で１名）。年度途中になると、育児休
業が終了する方々がでてくるので、数名の
待機児童が発生する傾向となっています。
　現在、本市は平成３１年度までに通年で
待機児童をゼロとする方向で進めおります
ので、議会としても協力してまいります。

子ども
家庭課

厚生文
教

　限られた予算の中、本市の重点施策と位
置付けられ子育て支援が行われておりま
す。出産前の助成として１４回の妊婦検診
の費用助成や特定不妊治療助成などが行わ
れております。
　また、子ども医療費助成も通入院とも中
学３年生まで対象にしており、所得制限も
昨年１０月から撤廃いたしました。

健康推
進課
子ども
家庭課

厚生文
教

　かつ、退去後に本市に住居を購入した場
合、今まで支払った家賃合計の３０％を補
助する仕組みになっております。
　また、子どもたちの安全安心の居場所と
して、放課後児童クラブの施設を第二小学
校・福岡小学校の敷地内に新築増設してお
り、まもなく完成し利用できる事になって
おります。

　重要な施策に対しては、基金を活用し大
胆に予算措置をしていくことが必要な場合
もございます。只今のご意見は当局に届
け、回答させていただきます。
　また、子育て支援の一環でもある、中学
三年生までの入院・通院費用の無料化、所
得制限の撤廃等も実施しております。
　子育て支援において、健康・生命を守る
施策は重要ですので、その施策にも力を入
れておりますので、見ていただければと思
います。
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104

105
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斎川 ① 平成２９年度で斎川小学校が廃校に
なる。廃校後の土地建物については、地
元でも活性化を図ろうということで色々
考えている。
議会において、あれだけの財産を取り壊
すのか、残すのかなどといった意見の交
換はされているのか。

② とにかく廃校は来年なので、その
後、５年も１０年も放置されないよう、
できるだけ早くに協議してよい方向に進
めるように努力してほしい。

① 廃校後の土地建物利用については、厚生
文教常任委員会おいて、関係者から「公民
館機能や図書館機能を持たせた、地域のコ
ミュニティの核となるような拠点にした
い」という声も出ていると伺っておりま
す。
　議員も地域の拠点として活用すべきだと
いう考え方で一致しております。

② 教育委員会に対しては、進捗状況を節目
において、速やかに議員全員に報告説明を
お願いしております。今後も早い対応がで
きるよう努力してまいります。

　跡地の有効活用については、地域の統合
準備委員会の中で検討中ですが、基本的
に、地域の拠点として活用すべきだという
考え方になっています。今後、市で調整案
を作成することなります。
　議会としてもその内容について検討して
いきたいと考えています。

学校管
理課

厚生文
教

大平 　教育環境の充実から、学校のグランド
を芝生化にしてほしい。山砂から芝生化
すると、思いっきり走ることができるよ
うになる。公立学校のグランドがすべて
芝生になったら素晴らしいと思う。難し
い話ではないと思う。検討頂きたい。

　持ち帰り、話をします。 　教育委員会では、学校のグランドは面積
が多いため、芝生の維持管理は非常に困難
であるとのことです。
　そのような状況のため、議会としても芝
生化は難しいと考えております。

学校管
理課

厚生文
教

中央 　統合される学校のスクールバスについ
てどのようになっていますか。

中央 　学校の統廃合に、小原はなぜ入ってい
ないのでしょうか。

　小原は、小規模特認校になっているため
です。

　当日の回答のとおりです。
　なお、「白石市小中学校の在り方検討委
員会」において、小規模特認校としての特
性及び教育的効果を考慮し、当面はそのま
ま存続させることが望ましい旨の答申をい
ただいております。

学校管
理課

　地域の統合準備委員会で話し合われてい
ます。まだはっきりとしているわけであり
ません。

　地域の統合準備委員会で話し合いに基づ
き、庁内においても調整中の段階です。

学校管
理課

厚生文
教

厚生文
教

大鷹沢 　大鷹沢小学校の学校だよりの記事に、
室内の照明器具が点滅しているので交換
を要望したが、予算が無いという返答で
あったとの声が掲載されていた。
　庁舎の基金として１億円くらい積むの
だから、配慮を願いたい。

　教育委員会に届け、結果を報告いたしま
す。

　平成２８年１２月に平成２８年度の学校
評価を作成するにあたり、保護者アンケー
トを実施した中での自由記載欄に４年生の
教室の電燈が点滅しているので、修繕して
ほしい旨の記載がありました。
　本年２月に実施した学校と保護者との懇
談会の折、校長から教育委員会に修繕を依
頼している旨を回答しているとのことで
す。（年度内に修繕済み。）
　なお、学校だよりは、当案件だけでな

学校管
理課

厚生文
教
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109

白川

(22)給食センターに関すること
大平 　学校給食の米飯だが、角田の業者が

作って持ってくる。立派な給食センター
があるので、白石の米を食べさせたらど
うか。

　白石の米を炊いて、市内の小中学校に出
しています。角田の業者と契約しているこ
とで、そうなっています。

　米飯給食の際には、すべて白石産米を使
用しております。なお、宮城県給食会との
契約の中で、仙南地域については、現在委
託している角田市の業者となっています。

学校管
理課

厚生文
教

(21)博物館構想に関すること
深谷 　旧白石高校跡地について。

① 校舎は解体しないのか。

② その跡地に、資料館を建てると言う
計画があると思うが、白石に展示する資
料があるのか。

③ 博物館建設構想等、跡地の利用はど
う考えているのか。白石城があり、観光
の拠点となる場所だ。バスが乗り入れら
れるようにするなど、観光への取り組み
を積極的にしてはどうか。

① 平成２９年度に解体することになりまし
た。

② 旧白石高校校舎を借りて、資料を保管し
ています。それらを展示する予定です。

③ 旧白石高校と旧白石女子高の跡地があ
り、博物館建設や車の乗り入れなど、どの
ように活用していけるか県と調整しながら
進めています。

① 平成２９年度に解体工事着手予定です。

② 展示資料については、整理保管しており
ます。

③ 旧白石高校跡地利用について、市の関係
各課が集まって協議を進めているところで
す。

生涯学
習課

厚生文
教

　白川中学校の廃校後の跡地利用につい
ては、現在、住民からのアンケートを集
約している段階であるが、跡地利用の先
進事例などがあれば、参考としたいので
紹介して欲しい。

　ある地域では、廃校の場所でパン作りを
始めたところ、人気商品になり、成功した
事例があります。
　跡地利用については、国でも様々な補助
金制度を用意してあり、本市には、それら
の情報や先進事例をまとめたものがありま
す。また、インターネットでも調べること
もできます。
　本市の各地区の状況については、教育委
員会から厚生文教常任委員会へ報告を受け
ているので、それらの情報については地域
の方々へ周知されるよう努めていきます。

　跡地利用の情報や先進事例については、
当日の回答のとおり、インターネット等で
も調べることもできます。
　なお、アンケートの他、子供を増やすよ
うな土地利用といった意見も出されている
ところです。

学校管
理課

厚生文
教

く、懇談会の結果がすべて掲載されており
ます。
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