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１ 実施期日・会場・参加者数 

 

  
実施日時 会    場 

出 席 

議員数 
参加者数 

令和元年１１月２４日（日） 

午後２時～午後３時３０分 

議会第１委員会室 ７人  ８人 

議会第２委員会室 ７人 １１人 

議会第３委員会室 ７人 ９人 

議会第４委員会室 ７人  ７人 

計 ４か所 ２８人 ３５人 
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２ 市民からの要望事項として市へ送付するもの 

大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

東日本大震災 
コミュニテ

ィの振興 
第１委員会室 

Ｑ：蛇田地区（新しい地区と古い地区で行き来ができない。）新しい公民館も使いやすいよう工夫をしてほ

しい。 

新旧の交流を活発にしたいが、場所が遠いなど課題が多い。（使い勝手を良くしてほしい。） 

Ａ：当局と検討していく。 

Ｑ：南中里復興住宅に入る際、説明会で顔合わせがなかった。（説明だけ） 

これで大丈夫なのか。見知らぬ人同士で、うまくやっていけるのかと心配になった。 

中心の方がいてお茶会等がもてるようになったが、近所付き合いの崩壊。仮設での交流も崩壊。町内会

と復興住宅の協力が希薄では。 

御近所付き合いが大切、枠組みをつくってほしい。住吉地区では祭などの企画で盛り上がっていた。（地

域のお祭などでコミュニティをつくってはどうか。） 

Ａ：町内会に残った人たちで、運営できない現状があった。復興住宅の入居者は、高齢者も多い。住人の中

で積極的に中心となれる人が、少ない現状。 

少しずつ前に進んできているが、課題も多い。 

祭などを企画して少しずつ溶け込んできている状況。 

交通 公共交通 

第１委員会室 

Ｑ：あゆみの駅はスロープがたくさんあるのに、蛇田駅はスロープがない。高齢者は大変。（スロープがないから

他の駅を利用するのでは。） 

Ａ：蛇田駅、ＪＲは利用状況などをふまえて検討。行政からも要望。 

第３委員会室 

Ｑ：高齢化になって目的地までの足が必要なので、バス停の整備充実を。 

待ち時間や悪天候もあるので風除け程度の待合室が早急にほしい。駅にも待合室が無い。 

Ａ：宮城交通バス運行時から、待合所は地域で対応が原則となっている。 

現在、地域交通体系の見直しを行っている。待合所も含めて検討する。 
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大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

人事 職員 第１委員会室 

Ｑ：当事者の声が生かされていない。机上の論理でモノを言うから困っている人の声が届かない。寄り添って

もらわないとコミュニケーションも図れない。 

Ａ：職員の行政対応についても、当局と検討していく。 

災害時対応 
台風第１９

号被害 
第４委員会室 

Ｑ：被害の多かった地区に、行政で出向いて説明して頂きたい。 

Ａ：行政の説明責任として必要と思う。 

社会保障・税番

号制度 

マイナンバ

ー 
第２委員会室 

Ｑ：そもそもマイナンバーカードは、国が個人の収入や財産を把握して管理しやすくするためのものと聞いたこ

とがある。簡単簡単と言いくるめられそう。個人の自由だがあまり広めてほしくない。 

Ａ：議員の中でもマイナンバーカードを持っている人は少ない。銀行のキャッシュカードの暗証番号を覚えるの

も大変。しかし、マイナンバーカードは使いこなせれば画期的に便利。 

国策に対し、問題点があるのではないかと、国に問いかけるのも我々議員の仕事。 

障害福祉 
福祉サービ

ス 
第１委員会室 

Ｑ：障害者の立場を考えてほしい。（行政の対応など分からない人が対応するからスムーズに行かない。）福祉サ

ービスをより充実させてほしい。 

Ａ：福祉充実を考え、現在ささえ合いセンターを建設中。より充実なサービスを提供できるよう対応。 

子ども 
放課後児童

クラブ 
第２委員会室 

Ｑ：放課後児童クラブの指導員として１１年１１か月働いているうちに６人が辞めた。指導員不足はわかるが、面接の時点で

仕事内容をきちんと伝えて欲しい。先日辞めた方は、仕事内容を把握しておらず、ピアス着用で仕事中に携帯をいじり、

注意したら次の日から来なくなった。子供との接し方が下手な人もいる。様子の違う児童に対し、前もって気を付けるよ

うに指摘していたが、案の定その児童を激高させ、止めに入ったところ、こちらが子供から暴行を受けて階段から落ちそ

うになり、労災の一歩手前だった。そのことを担当課に伝えても返答がない。「子供の声がうるさい」という指導員もい

た。人手不足なので仕方なく仕事をお願いしていたが「ママ友感覚で仕事ができると思った」とのこと。注意したらすぐ

辞めた。担当課からは、残っている指導員（自分）が新人をいじめるので皆辞めていくのではないかと言われた。勤務地

も移動になった。理不尽に思い、辞めた方の退職の理由を担当課に何度も尋ねたが、教えてもらえなかった。なぜ自分の

勤務地が異動になったのかも、理由を教えて欲しい。 

Ａ：市役所は縦割り。国の流れからきて、学校・幼稚園は教育委員会、保育所と放課後児童クラブは福祉部ではありますが、

近い話は待遇改善等も含めて耳に入っている。伺った件は担当の保健福祉委員会にお伝えする。結果は報告する。 
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大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

産業 農業 第１委員会室 

Ｑ：農家の草刈等のなり手がいない。地権者（耕作者）が亡くなっていない。優良農地、職員の対応（河南地

域振興課）をチェックしてほしい。（対応に問題あり） 

Ａ：あくまでも個人の土地。職員の対応については、適切に対応できるよう伝える。 

公共下水道 排水ポンプ 第４委員会室 

Ｑ：宮城水産近くは、直径３．５ｍ管渠埋設と伺う。渡波地区は、排水しきれるのか。 

Ａ：４年ぶり大雨警報で床上３２１戸、床下９，２１６戸となり、一部ポンプが稼動しなかったところがあっ

た。 

現在１１施設ポンプがあるが、地域全体で地盤沈下があり、海抜ゼロとなり自然排水ができない。 

強制排水が喫緊課題である。 

現在工事中の計画排水量は、４５ｍｍ/時。今回の豪雨量は４０ｍｍ/時。 

理論上は排水可能だが、ポンプ場に来るまでの側溝等の整備が悪いと一部停滞する。 

ポンプ場建設だけでなく、補助的な手法も市へ提言していく。 

市立病院 診療科目 第３委員会室 
Ｑ：市立病院の診療科目が少ない。婦人科、小児科、人口透析を設けてほしい。 

Ａ：人工透析は仙石病院、日赤病院でも不足している。高額の準備費を要することから、実施しかねている。 

市立病院 診療科目 第３委員会室 

Ｑ：私は目が病んでいる。足・頭のしびれもあるが、自分の病気が見つからない。セカンドオピニオン、サー

ドオピニオンにも行って紹介待ちでいるが、どこに相談したらよいかわからない。 

市立病院を盛り立てて何とかならないか。市立病院を途中でやめている人が多い。  

Ａ：総合判断できる医療機関が無い。これから高度医療も含めて体制をとっていきたい。 

市立病院で白内障の手術もできるようになる。いつ頃なるか連絡する。（「６月頃から可能」と回答済） 

市立病院 医師不足 第３委員会室 

Ｑ：科目によっては週に１・２回の診療なので、行きたいときに行けない。他の病院に行かざるを得ない。悪

循環である。 

Ａ：議員も同じように考えている。 

診療に来ていただいている先生方に「やめる」と言われないように進めている。 

医者が不足しているので、東北薬科大と協定を結び進めている。 
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大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

選挙 投票率 第３委員会室 

Ｑ：選挙に足を向ける若者や高齢者が少ない。何とかならないか。 

Ａ：若者・高齢者に理解できる選挙運動を、選ばれる私たちも考えていかなければならない。今は１８歳以上

に選挙権があり、市でも桜坂高校、専修大学で投票率向上のＰＲを行っているが盛り上がりが少なく、な

かなか投票率が上がらない。末端地方選挙であれば５０～６０％の投票率がほしいので、市も私たちも投

票率向上のために努力すべきと考えている。 

その他 市民要望 第２委員会室 

Ｑ：今までの質問、ひとつも通らないんじゃないかと思う。今までに２回ほど、市役所に問い合わせして有耶

無耶にされたことがある。今回は、市長まで声を届けてくれると感じて初参加した。 

Ａ：今日はきちんと記録を取って、市長に伝える。そして返事をもらう。今回そういったご意見があったと、

市長にお届けする。 
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３ 市政に対する質疑として区分するもの 

大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

東日本大震災 

仮設ポンプ 第４委員会室 

Ｑ：仮設ポンプのランニングコストの財源は大丈夫か。 

Ａ：仮設ポンプ８５基全体の年間電気料等ランニングコストは約４億円だが、全額国の交付金で賄っている。

新設ポンプ場完成後の経費は試算中。 

歩行者デッ

キ 
第３委員会室 

Ｑ：市立病院に上る階段は何のための階段か。よく話題にのぼっている。全てが将来のためが多く、現実の対

策もしてほしい。 

Ａ：津波対策も含め有事のための段階と市立病院とささえ合いセンターに行くための階段で、津波拠点対策事

業で実施した。 

管渠敷設 第４委員会室 
Ｑ：山下地区の西部管渠敷設完了の時期はいつか。 

Ａ：令和３年３月末まで要する見込み。 

社会保障・税番

号制度 

マイナンバ

ー 
第２委員会室 

Ｑ：マイナンバーカードは身分証明書にもなるが、個人情報の塊過ぎて、持ち歩くのが怖い。高齢だと紛失の

可能性も高い。紛失したときどれだけ保障してもらえるのか。 

Ａ：マイナンバー制度は、委員会で議論になっていない。今後議論になれば話し合いたい。 

介護 
地域包括支

援センター 
第３委員会室 

Ｑ：包括センターは各地域の繋がりがあって連携すると思っていたが、１か所になると遠くなるので行き

づらい。 

Ａ：これまでと同じように各支所等にも窓口があるので、その連携の拠点が包括支援センターとなる。 

社会福祉 
社会福祉協

議会 
第３委員会室 

Ｑ：社協の会費は毎戸から徴収するが、市の予算で運営できないか。 

今後も負担しなければ運営できないのか。 

ささえ合いセンターの予算があれば会費を取らなくてもよいのでは。 

Ａ：社協の運営費は、市の補助金と毎戸会費で賄っている。 

「社協だより」に年１回社協の決算が、掲載されますので見ていただきたい。 

Ｑ：社会福祉協議会は、ささえ合いセンターに入るか。 

Ａ：社協もささえ合いセンターに入る。 
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大分類 

(分野) 

中分類 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
会場 

Ｑ：主な提言・要望等に関する質疑 

Ａ：行ってみっちゃ議会での回答 

産業 上品の郷 第１委員会室 

Ｑ：上品の郷について赤字続き。市の助成等は出しているのか。売上げが減っているのでは。 

Ａ：冷暖房の設備補修での現状赤字、売上げが落ちている訳ではない。 

石巻市が筆頭株主なので駐車場の拡張等で予算を出しているが、利益や売上げが減っているわけではな

い。 

公共下水道 排水ポンプ 第４委員会室 

Ｑ：山からの水の内水排除は大丈夫か。 

Ａ：公的ポンプだけでは、対処困難な場合がある。各家庭で市補助の雨水タンク利用もできる。 

雨は低いところにたまる。 

雨水洪水ハザードマップは、市で作成中であるが、自分の標高を確認し高いところへ避難するのも大

事。 

市立病院 医師不足 第３委員会室 
Ｑ：医者が不足しているのか。 

Ａ：お医者さんがいない。 

学校教育 
エアコン設

置 
第２委員会室 

Ｑ：教室ひとつひとつにエアコンをつけるのはかなり費用がかかると思うが、学校のエアコン設置は国がやる

のか。 

Ａ：基本的には国の予算でやる。電気代などは直接ご家庭に集金に行くことはない。 

社会教育施設 

複合文化施

設 

第３委員会室 

Ｑ：複合センター（複合文化施設）はいつ出来るのか。 

Ａ：令和３年３月に完成する。 

サン・ファ

ン・バウテ

ィスタ 

Ｑ：サン・ファンの全面改修は決まったか。また、場所の検討は行ったか。 

Ａ：県の施設であるが震災で打撃を受け、「あり方検討委員会」で１／４に復元することに決まった。中瀬

も検討したが、これまでの施設もあることから現地に決まった。 

 


