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平成22年 議会報告会開催鈷果  

1 参加者状況  

開・催 日  開 催 会 場   開  催  時  間   参加者数   担当別王   

美 里 町 公 民 館  19：00′）21：00   25人   1M  

火  さ   る   ぴ   あ   館  19：00′）20：50   26人   2王り王  

北 浦 地 区 公 民 館  19：00′）20：50   

中Ⅰ卒 地 区 公 民 館  19：00′）21：00   15人   1班  

『＝                  5月2  水  ＝郷第1住宅集会所  19：00へ′20：43   23人   2王城  

練 牛 住 宅 集 会 所  19：00′）21：00   3人   3班   

農村王買境改善センター  19：00′）21：00   20人   1剖ユ  

5月27   木  駅東地Ⅰ或交流センター  19：00′）20：40   13人   2班  

書 生］ミュニチイセンター  19：00′）20：45   8人   3班   

平 均 開 催 時 間 数  1時間 52分  

参 加 者 数 合 計  147人  

1会場平均参加者数  16．3人  

2 議会班構成  

勤王  議員氏名   

1剖ユ   ◎平吹俊雄  藤田洋一  我妻  薫  武者美太郎  吉田眞悦   

2班   ◎村松秀雄  橋本四郎  赤坂芳則  櫻井功紀  福田淑子   

3班   ◎干葉一男  山岸三男  菅井洋治  大橋昭太郎  梁川慶一   

◎は班長  

3 質問・意見要望事項件数  

項  目  報告会の会Ⅰ易で  報告会後に  
計  

処理した件数  処理した件数   

議会に対するもの  64   37   27  

質 問 事 項   29   28   

意見要望事項   35   9   26   

執行部に対するもの  74   73  

質 問 事 項   22   0   22  

意見要望事項   51   0   51  

そ  の  他   0   

計  138   38   100  



『記載事項の説明』  

1議会に対するもの   

報告会後に処理した件数（回害）   

報告会出席者から議会に対する質問、意見要望において、これらを  

真撃に受止め、議会の役割を果たしていくため今後検討すべきものと  

した事項を記載しています。   

また、それに伴う回答内容を記載しました。  

2執行部に対するもの   

報告会後に処理した件数（回害）   

報告会出席者から執行部に対する質問、意見要望において、議会の  

権限上国警できない事項及び直らに解決できないと判断した事項にっ  

いて、執行部（町長部局など）に照会し、その対応を求めることにい  

たしました。   

回答があったものをそのまま掲載いたしました。  
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

総合計画などの作成過程への議会の関わり  
議会   

について、行財政・議会活性化調査特別委  

すべき。  
員芸で検討していきます。   

個別の案件として提出されていませんが、  
2  三主．∠ゝ   学校給食センター、議会で認めたのか、。政 検討を分科会ではやらないのか 

‾体になって考えてほしいo  
策。町民と    画の過程へのの関わり  

員会で検討していきます。   

3  三皇L∠ゝ   
執行部の行政懇談合と議会の報 告会の違い  審議過程などを主に報告するようにしまし  
をはっきりさせてほしい。   たが、今後更に努力していきます。   

4  ≡圭．∠ゝ   町政懇談会と違いをはっきりすべし。   
審議過程などを主に報告するようにしまし  
たが、う後更に努力していきます。   

総合計画などの作成過程への議会の関わり  

策提言なども必要ではない力＼。   
5  壬生一∠ゝ   幼稚園跡地の利用などを含め思い切った政   について、行財政・議会活性化調査特別委  

員会で検討していきます。  

個別の案件として提出されていませんが、  
水道料金の格差について、どんな審議がさ れたか 
続くことをどう考えているのか、。  

6  議会  。議会全体として大きな格差料金が    画の程への会の関わり について、行財政・議会活性化調査特別委  
員会で検討していきます。   

議会だよりの最後のへD－シ■のお知らせの中  

7  議会  に、議会のアドレスを載せた万が良いので はいか、 
な。   

議芸を傍聴してみませんかと議会だよりに  
あるが、いつ、どんな議題を審議するかわ  議案については、招集通知（通常は議会開  

8  三圭一∠ゝ l刃莞＝ミ  力＼らない。   会の4日前）と同時であり、議会だよりの  
議会の議案内容をあら力＼じめ知らせてほし  
い。   

9  ⊆主．∠ゝ   インターネットで議会の生中継、録画を配  行財政・議会活性化調査特別委員会で前向  
信してほしい。   きに検討し、執行部と協議していきます。   

議会のホームページ内容を新しい内容にし てしい 

10  ≡主上ごゝ  
ほ。   

議員定数がいまだに18になっている。他  
意しながら掲載していきます。（議員定数  

も事務局でチェックしてほしい。   
については5／26に訂正いたしました。）  

皿  三圭一ごゝ．   議会だより発行日にHPも更新してほし   議会だよりの編集作業と合議録の調製作業  
い。1週間位遅れる。   に時間的なズレが生じる時もあります。   

12  議会   良い。議会の中で議言副こなったものを話し た万力†良し＼ 
議会報告会は、議芸として新しい取組みで   

。   

議芸の中でどのように審議されたのか知り  

13  議会  
たい。   審議過程などを主に報告するように努めて  
行政報告会ではないので予算の内容よりも  
審議内容を。   
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議会報告会 回答一覧  

整理   画害部署  
内   回  

番号  

14  議会   議会の審議過程を知りたい。どのような議  審議過程などを主に報告するように努めて  
論をして議決したのかを矢口りたい。   いきます。   

貨物ターミナルの計画を100年に1匝】の  
チャンスと言っているが議員はただ見てい  議員個々が調査研究中であり、今後議論を  

15  壬主∠二ゝ．        己栽三三   
るだけか。議員は一緒に誘致すべきではな  
いか。   

議員の個人的考えが聞けないのでは時間を  議芸として議会だよりを中心に報告を行う  
16  議会  作って参加した意味がない。   ことといたしました。  

一方的な報告では来る人がいなくなるので  今後は行財政一議会活性化調査特別委員会  
は。   で論議していきます。   

報告会の持ら万を考え、コミニケーション  
17  三主∠ゝ  ことといたしました。  

きたい。   
を大事にしてほしい。議員個人の見解も間  

で論議していきます。   

18  議芸   
今回の報告会はPR不足ではないか。区長 がい 

多。一般の人が少ない。   

ほしい。（参加者が少ない）   19  三重∠二ゝ・   議会報告会へ参加しやすいように改善して  今後検討して改善に努めてまいります。  

集会をするには駅東地域交流センターは遠  
20  三圭∠ゝ 自我Z：ミ  すぎる。  号後検討して改善に努めてまいります。   

次回考えてほしい。  

21  三主∠ゝ   

してはどう力＼。   
開催地を増やして集まりやすい状況を設定  今後検討して改善に努めてまいります。  

22  三重∠亡ゝ・   

いてくれる会にしてほしい。   
住民の希望を主体にした日程で、要望を聞  今後検討して改善に努めてまいります。  

23  芸主∠ゝ   議員が将来に向けて新しいビジョンを議会  一般質問などで町に提言していきたいと考  
の中で示してほしい。   えています。   

厳しい財政状況と言っているが議会として  総合計画などの作成過程への議芸の関わり  
24  三圭．∠ゝ 6我三三  どう考えているのか、その方向を示してい  について行財政・議会活性化調査特別委員  

くべきではない力＼。   会で検討していきます。   

町の財政が破綻するか、しないか私たらに  

25  議会  
は情報がないのでわからない。この先どの  予算・決算審議の中でチェックしていま  
ように推移していくのか議会がチェックし  
てほしい。   

大崎広域都市計画の変更がなされたが、ど  議員個々の考え方があり、今後、行財政・  
26  言義会  のように議員は都市計画税を考えているの  議会活性化調査牛吉別委員会で検討していき  

か。   ます。   

27  議会   

7億に及ふ未納があり、耳又り上げている  
議案審査の中で提言しているが今後も重視  

が、議会でもさらに積極的に行動してほし い 
。  
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

これまでの要望などの整理を実施中であ  

口  建設課  建設事業などは陳情ではなく、全体を見て   り、事業の緊急性などを考慮しながら年内    画を作って進めべ 
実施計るき。   に取りまとめ実施計画を策定し実施してま  

いります。   

道路は本当に優先順位を決めてやっている か 
2  建設課   、必要度の低いところも急にやられてい るようだ 

。   

これまでの要望などの整理を実施中であ  
道路改修などの個所は何を見ればわかるの か 

3  建設課   、町民にわ力＼るようにしてほしい。年次 ててっ 
計画を立やてほしい。  

いります。   

4  建設課  町長選近くになると工事が出る。もっと早  これまでも緊急性を考慮し実施計画に基づ    く出来いか 
な。   いて事業実施しています。   

工事の優先度はあると思うが排水対策に  排水対策についても、これまでの要望など  

5  建設課  
もっと力をいれてほしい。   の整理を実施中であり、事業の緊急性など  
区長芸で言っているが予算がないと言われ  を考慮しながら年内に甘又りまとめ実施計画  
る。   を策定し実施してまいります。   

健康づ＜りや介護予防のための運動普及活  

6  健康  防災対策、医療費削減のためにも、年齢層   動については、関係機関と協議してまいり たいと思います 
。  

現在、美里町職員適正化計画により職員削  
減を進め、財政健全化に向け取り組んでお  
ります。町では、平成23年に大幅な組織  
改編を予定しており、定員適正化計画につ  

7  総務課  町民の立場にたって仕事をしているか、そ の視点も含めて職員削減を考えてほしい。      いても見直しをすることとしております。 なお、職員配置については、職員数が限ら  
れておりますが、住民ニーズなどにより必  
要な部署については当然、人員増も考慮し  
ながら配置を考えております。   

現在のところ、都市計画区域の見直しの予  
定はありません。都市計画法により区Ⅰ或を  

計画税町内一律対応を。税金を甘又るた    指定し、その区域内の事業を実施するため  
8  建設課  都市        めの計画 

ではないのかl。   に地方税法第702条第1項の規定に基づい  
て、都市計画税条例により徴収しているも  
のであります。   

現在のところ、都市計画区Ⅰ或の見直しの予  
都市計画区Ⅰ或が一部だけかかっているので   定はありません。都市計画法により区域を  

9  建設課          あれば廃止すべき。農業も産業であるな  指定し、その区域内の事業を実施するため    ら 、南郷地域も含め都市計画区域を全体に  に地方税法第702条第1項の規定に基づい  
すべき。もっと議論すべきでは。   て、都市計画税条例により徴収しているも  

のであります。   
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

救急医療体制は、症状の重症度などにより  
初期から二次、三次救急医療機関に分か  
れ、それぞれの役割に応じた対応をしてい  

健康  
町民の命を守る観点から大崎市民病院に救     ます。外来診療による初期救急と、入院を  

10   福祉課           急患者が受け入れてもらえるようにしてほ  必要とする重症患者を担当する二次救急、    しい 
。   そして、大崎市民病院は、重篤な患者に対  

して高度な医療を提供する三次救急医療機  
関の役割を担い、大崎・登米・栗原圏域の  

受入れをしています。   

当該行政区には、複数の団体が関係してお  
りますので行政が調整することは非常に囲  

皿  総務課  駒米地区などの学校、社協、防犯など地域 割を一体のものに見直してほしい。    難です。しかし、関係する団体の現状を把 握しながら検討する必要があると考えてい  
ます。   

町の指定避難所については、給排水・トイ  
レなどの設備状況を考慮して指定していま  
す。しかし、給排水・トイレなどが整備さ  
れた避難堤所でも、大災害時には既存の設  

災害時の避難工芸所の給排水、トイレなどの い 
12  総務課   設置を考えてほし。住民バスを興安寺で  

も止まれるようにしてほしい。  芭ヒ 

ルによる対応についても検討してまいりま  
す。住民バスについては、実情を考慮し検  
討してまいります。   

小牛田地域に5ケ所あり、平成22年6月  
1日現在で町内在住の児童数は、こばと保  

13  子ども  認可外保育所の数とそれぞれの3歳児未満    育園7人、なかよしハウス5人、山の神保 育所5人 
、託児所さくら園7人、おひさま  

保育園0人です。  

町の臣別寺職員については、雇用日数、勤務  
時間など、多様な雇用形態により多くの  

14  総務課  臨時職員の人数は  
万々を雇用しています。町で「雇入通知  
書」を発行し、雇用期間、勤務時間などを  
定め、雇用している臨時職員は平成22年5  
月1日現在、183人となっております。   

現行法律で「物納」の規定があるのは、国  
税のうら相続帯封こおいて例外的に認められ  
ている納税方法の一つであり、地方移引こお  

15  徴収  税金の物納はあるのか。  いては物納の規定がありません。したがい  
まして町の税金を物納することはできませ  
ん。（差押により換価され町税へ充当され  
る1芸合はありますが、この場合は「物納」  
とは言いません。）  
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

防災行政無線は、町内60箇所に設置した  
屋外拡声子局（スピーカー）で町内全域に  
放送しています。また、屋外拡声子届から  
だけでは放送が届かない難聴地域と、防災  
関係団体の役員や行政区長などの自宅に戸  
別受信機を設置しています。しかし、戸別  
受信機の設置に当たっては、一台当たりの  

防災無線の個別受信機の設置はできない  
設置費用が7万円程度でありますので、町  

16  総務課   か。また音量調整はできない力＼。  の財政負担を考慮しますと全戸に個別受信  
機を設置することは困難であります。しか  
し今後アンケート調査を実施し、放送が聞  
こえないなどの方々に対し現地調査などを  
行いながら個別受信機を設置すべきかどう  

か検討してまいります。なお、屋外拡声子  
局の音量については、点検放送、一般放  
送、緊急放送などは放送する内容によって  
調整は可能であります。   

複数の屋外拡声子局から音声が聞こえる地  
1或については、放送音がダフって聞こえた  
り、時間差で聞こえたりするなど、聞きに  
＜い場合もあります。屋外拡声子局問の位  

防災無線はよ＜聞こえない。声の賀、夕      置を遠＜すれば、こういった状況は防げま  
17  総務課            プって聞こえるが。場所によっては聞こえ  す。しかし、屋外拡声子局間の位置が遠＜  

ない。   なれば、反面聞えない地域が多＜発生する  
ため、音声のある程度の干渉（音がタフっ  
て聞こえたり、時間差で聞こえたりするこ  
と）は止むを得ないものと考えています。  
こ理解願います。   

町内全戸に戸別受信機を設置するためには  

18  総務課  個別受信機の設置はどうなのか。  
多額の財政負担を必要としますので、今後  
もこれまでどおり難聴地区などを中心に設  

置してい＜考えです。   

南郷地土或の戸別受信機設置については、合  
併前に防災行政無線放送の伝播状況を調査  
し、難聴地域に設置することとしたもので  
す。その調査で必要と判断し、設置承諾が  
得られたお宅には、個別受信機を設置して  

個別受信機を合併前に南郷地域全戸に配置 と前南は言っていたが美里町長  

19  総務課   する郷町長 にわっているか 

伝。  
災行政無線施設整備に合わせて平成21年  
10月に個別受信機を設置しております。  
なお、全戸に個別受信機を設置することは  

多額の財政負担を伴いますので、難聴地域  
に対してのみ対応してまいります。   

施設の公共性、地域での役割、防災行政無  
20  総務課  公共施設に個別受信機を設置する約束だっ たが未だ設置されていない。   線放送の伝達状況などを勘案しながら対応 したいと考えております 

。   

町内全戸に戸別受信機を設置するためには  

21  総務課  個別受信機は各戸につけるべき。  
多額の財政負担を必要としますので、ラ後  
もこれまでどおり難聴地区などを中心に設  
置してい＜考えです。   
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  回  
番号  

夫婦沼排水の件については議会にどう説明 され 
22  建設課  

、どう審議されたの力＼。   
対策について検討中です。   

23  建設課  以前から要望していた古館住宅の排水の案 件が改善されていない 
。   

いては、現在検討中です。   

現在の路線は、県道の東側にある南郷病院  
や南郷庁含などの主要公共施設を運行ルー  
卜としておりますが、木間塚本道は、この  

24  総務課  木間塚本道にパスを通してほしい。  県道の西側となるため、現在の運行ルート  
に加えた場合、ルートの煩雑化により、運  
行距離・時間とも長くなるため難しい状況  
です。   

25  総務課  住民バスの涌谷町への乗り入れを。   
各市町の住民ハスなどの相互利用などにつ  
いて協議してまいります。   

子育て家庭における経済的負担軽減を図る  
ため、子ども医療費月力成を6歳から9読ま  
で10月から実施する予定であります。ま  
た、子育てと仕事の両立支援から保育所待  
機児童解消のため、認可外保育所児童の保  

子ども   謹書へ月力成金交付を本年度から行っていま  
家庭課  す。  

26  少子化対策と結婚相談事業の推進を。  結婚相談事業については、各機関・団体の  
生涯  代表をもって組織される美里町後継者対策  
学習課  推進協議会と協議会が委嘱する20名の結  

婚相談員の活動により推進されています。  
これまで取り組んできた相談室の開設や出  
会い交流事業などを継承しながら、大崎定  
住自立圏構想で検討されている大崎地域1  
市4町の広土或的な活動を考えております。   

27  建設課   道路案内手票識（駅、役場方面へ）を菊地夕  設置の必要性があるのかどうか検討してま  
クシー付近に設置してほしいがどうか。   いります。   

小牛田地域の役場、地区館などにある情報  情報公共端末については、老朽化などによ  

28  企画 財政課        公共端末は、合併後使えない状態である  り使用できないため、平成22年度中に撤    が。  去する予定です。   
平成22年度当初予算において15人分を  

29  産業  雇用拡大奨励事業は今どれ位活用されてい るの力＼。 実態は 
。  

30万円でありますが、現在5名の該当者  
がおります。   

現金支給ではなく口座振替で支給を行って  
おり、法第14莱（受給権の保護）により  

子ども  子ども手当給付事業は現金支給になってい    未納分給食費には充当できません。し力、し  

30           家庭課  るが給食費未納などに当てられないか。   ながら、納付相談は可能であるので、教育  
鱒務課と協議しながら未納解消に努めてま  

いります。   

総額569，384円内訳小学校9  

31  教育 総務課  給食費の未納額はいくらか。  8，896円、中学校425，268円、  
幼稚匡145，220円   
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   
内  回  

番号  

■H20．7．15 「美里町物流拠点調査・  
研究事業」が平成20年度市町村振興補助  
金（市町村提案事業）の交付決定を受け  
る。  
■H20．7．15 「美里町物流拠点調査・  
研究事業」に毒手。地域を取り巻＜経済情  
勢の中で、町に必要な取り組みと方向性を  
模索  

【主な内容】  

◆美里町物流拠点調査・研究  
◆美里町物流拠点調査・研究懇話会  
◆美里町物流拠点促進啓発事業（美里町物  
流シンポジウム）など  
■H21．2．17美里町物流拠点調査・研  
究を報告。環境と経済の両立を目指し、鉄  
道買物へのモーダルシフトを推進し、産業  
プラットホームと物流ハブターミナルを形  
成する「MrLogisticsCenter」の必要性  

32  総務課   貨物ターミナル構想の経過は。  を提唱  

■H21．8．4匡l土形成計画法に基づ＜  
「東北国広域地方計画」が決定。美里町に  

おける調査・研究の促進について記述され  
る。  

■H21．10．18地元関係者の機運を高  
め地域の協力体制の構築を目的として、想  
定地権者を対象に経過経緯を報告。小牛田  
地区館で開催  
■H21．10．30東北圏広域地方計画に  
基づ＜「国際物流プロジ工クトチーム」が  
設置される。  
■H21．10．31へ′11．29町内20会揚  
で開催された住民懇談会で経過経緯を報  

告。 ■H22．5．30前原誠司国土交通大臣に  
対し、構想実現に向けた対策強化を要望  
■H22．6．3第2匝】「匡l際物流プロジ工  
クトチーム」開催   

33  総務課  物流センターはいつ結論がでるのか。   
現在のところ、明確な時期はお害えするこ  
とはできません。   

構想は、町が作成したものです。作成にあ  
たっては「美里町物流拠点調査・研究懇話  
会」を設置し、今後の物流拠点や拠点機能  

34  総務課  物流センターの構想はどこが作ったのか。     のあり方、地域実態と実現可能性などを考  

慮し、民間などの皆さんから出された意見  
を反映するよう配慮しました。   

現在、予防接種法の定期接種対象疾患に位  
健康  子宮頸がんワクチンを実施してほしい。  置づけされていないことから、国に対し定  

35          福祉課  （子ども手当を利用しても）   期接種への早期実現を訴えかけてまいりま  
す。   
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議会報告会 回答一覧 ■  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

3歳児のバス送迎は危険が伴うため乗車は  
教育  幼稚園の送迎について3歳児もしてほしい   しておりませんが、幼稚園統合により遠距  

36          総務課  がなぜしないのか。   離となること力＼ら、3歳児もハス送迎もう  
後検討します。   

広域消防鹿島台分署移転については、大崎  
広域消防全体の書所再編の計画により進め  
られているもので、王別寺点では志B分署  

広域消防の鹿島台分署移転はどうなるの  （仮称）として設置される予定ですが、移  
37  総遷課           力＼。   

転先などの詳細は決定しておりません。育  

事の際は広域消防として、管轄に関係な＜  
最も早く到達できる署所力＼ら出動すること  
になっております。   

平成21年度の美里町契約業者指名委員会  
で審議された随意契約による工事発注実績  
では、総務課が最も多く3件で  
2，940，000円でした。随意契約について  

38  総務課  町での随意契約はどの課が多いの力＼、金額      は、地方自治法施行令で少額である場合の    はどれ位か、 
、年間何件あるのか、。   限度額が規定されている外、町の財務規則  

で定めております。工事については、130  
万円未満、物品購入80万円未満、業務な  
ど50万円未満は随意契約可能としており  
ます。   

元みなみ幼稚園は空家である、芋後どのよ  現在は、物産開発（バラ染め）を行うため  
うになるのか、。   に美里町観光物産協会へ施設の一部を貸し  

39  総務課              砂山小跡の民具がそこにある、南郷庁含に  ています。（平成23年3月31［］まで）  
ある物も統合して展示してはどうか。   その後については、検討中です。   

合併時に、議】易を小牛B庁舎に置くことで  
決定しおり、その後議場中継システムを取  
り入れ改修を行いました。また、南郷庁含  

40  総務課  議場を南郷庁含にもってくる考えはない か。     の議場については、多日的な利用に供する ため別途改修をして 
、現在は多目的ホール  

として利用しています。現在のところ、議  
場を南郷庁含に移す考えはありません。   

南郷地域敬老式の会場は各地区に分ける必  
南郷地域のハス送迎を含め、会】易の問題な  

41  健康   要はない。1年に1匝l集落に関係なく会え   どについては、継続して調整・検討してま いります。   福祉課  るので楽しみである。－ケ所で行ってほし い 
。南郷地域の送迎は続けてほしい。   

42  南郷病院   
病院の存続のためには、医師確保（内科  平成22年7月か、ら、常勤医師1人（内科  
医）にもっと力をいれてほしい。   医）を採用しました。   

医師の確保を図ることにより現状の標楳科  
南郷病院の医師が減少し、診療所になるの  

43  南郷病院   ではないか、。診療科も増やせない力＼。  ついての予定はありません。  
※現在の標楳科は内科、外科、小児科、眼  
科、整形外科   

44  南郷病院  南郷病院の患者数はどれ位か。   
平成21年度決算より1日平均  
入院で38．4人 外来で126．5人   
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
番号  

圃場整備した区域内町道に痛んだところが  

45  建設課   ある。未舗装の所（二郷第1～4地区）の  そのつど敷き砂利やクレーター補修を行い    をう 
補修願。  ます。   
クレーターはどうなっているのか。  

個人の財産に対しては町は対応はできませ  
空家が増えているが管理がされず隣近所の   んので、雑草の繁茂や害虫の発生の環境に  

町民  華や蚊の発生、動物などで環境が悪くなっ  係る相談や苦情に対しては、土地■建物の  
46                生活課  ている。   所有者に対し除草や庭木の手入れをしてい  

対策をとってほしい。   ただ＜ように文書などでお願いをしている  
ところです。   

47   総務課   
建設課   町道の不中裏通線に以前にあった側溝が遮  当該道路の整備時に、以前の機能が損なわ    断され、一部がな＜なった。復活すべきで  れないよう付け替えや新設などを実施して    ある。  います。以前あった水路について用途廃止  

同じく、以前あった水路が廃止された。こ  しても支障が無いことを確認し払下げした  
れも活かしておいてほしい。   ので、復活させることはできません。   

平成22年度では、道路整備は、駅前梅ノ  
木線の路線の側溝改修及び歩道設置、小牛  
田北口線外16路線の道路整備、石巻街道  

るの力＼。  
48  建設課  道路整備や排水対策などはどこが整備にな      線道路改良工事、原前2号線道路改良工  

事、中田線道路改良工事です。排水不良箇  
所などの整備は、下二郷地区排水足各の調査  
測量設計を行います。  

駅東不動堂線と県道涌谷、三本木線の交差 は 
49  建設課   点協議、一部決定していない。 自につ と充分に協議済であります。なお、未整備  

ちんと協議してほしい。   
町は歩道や転車横断帯いて、県とき  

50  建設課  後藤江、南郷江の排水対策は年次計画を示 してほしい 
。   

場所が特定できないので回答できません  
51  建設課  後藤江の整備はどうなっているのか。危険 である   が、後藤江については日頃から点検、調整  

を実施しております。   

駅東造成地は交通標識も横断歩道もない、  横断歩道や速度規制などの適正な交通規制  
52  総務課        無法地帯である。安全柵もない。安全安心  により、地Ⅰ或内の交通安全が確保されるよ  

に対する対策を進めてほしい。   う警察に要請しています。   

53  建設課  駅東に町木のハナミズキを植えるべきであ る 
。   

峯山地域内道路が波打ったり剥がれたりし  
ている。歩道も悪い、建設課に話してい   行政区長さんとは打ち合わせをし、道路、  

54  建言空言里         る。側溝清掃は町内会でしている。町は計  歩道、側溝などについて修繕を行ってまい  
画を立てて補修してほしい。側溝が沈んで  りましたが、う後も計画的に実施してまい  

いるので水もたまるので蚊が発生してい  りたいと考えております。   
る。  
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   内  容   回  
：   

番号  

交差点には2方向（北側と南側）に「一時  
停止」の規制標識に加えて路面表示も設置  
されております。更には、四隅にガード  
レールを敷設し、道路が交差していること  

55   総務課  クリーンセンターヘ行＜道路と南郷への道路の十字 路は事故が多い、安全対策をしてほしい。      に気づき易＜しております。 北側と南側の2方向から乗る 
車両が「一時  

停止」と左右の確認を確実に行うよう、ま  
た、各車両が走行速度を厳守していただ＜  
よう遠田警察署と連携してまいります。   

56  建設喜果   
これまでも県に対し要望してまいりました  

ンクとなっており、改善してほしい。  
涌谷≡本木線の中流堰付近は道路が急なクラ    が、今後も強＜県に対して要望してまいり  

ます。   

側溝に蓋のない場所は何処をさしているの  
か特定できないので回答できませんが、こ  

側溝に蓋がない、小牛B南郷線の歩道に柵    れまでも特に危険な箇所には蓋を設置して  
57  建設課          がないなど、町全体が安全策に欠けている  おります。今後も危険な箇所については順  

ので対策を講じてほしい。   次蓋を設置してまいります。小牛田南郷線  
の歩道脇は、除草作業などで支障もあり柵  

などは考えていません。   

公共下水道事業、浄化槽整備事業はそれぞ  
公共下水道だけでな＜、合併浄化槽も進め ていべ 

58  建設課   ＜き。受益者負担金は、農集排も公 と同じようにポで収るべき 
共徴す。  

容が異なり統一することはできません。   

コミュニティ事業はパラマキ予算である。  各地域の活動に有効に利用されており、地  

59  企画 財政課        そのお金は計画を立てて町全体に活力＼すべ  域づくりに役立っていると判断しておりま    きである。  す。   
町としては、現在も納税貯蓄組合の設立推  
進を行っています。しかしながら現状は、  
各単位団体の構成員の高齢化が進み組合幹  

納税組合は未納がない。納税組合に力を入  
60  税務課   れてはどう力＼。  ております。また、新規組合昌の加入促進  

もしているところですが、口座振替が増え  
ていることと個人の課本別犬況について「矢l］  

られたくない」との考えもあるようで新規  
加入者が減少しているのが実情です。   

休憩が度重なることがあり、傍聴する側は  休憩がないよう執行部として対応してまい  
61  総務課        いらいらする、なぜ多いのか。   

ります。   

平成21年度末で全体計画面積544．3ha  
62  建設課  公共下水道工事はどこまで進んでいるか。   に対し、47．1％の整備率です。   

63  企画  「みんなの予算」で、前年度予算比較など  検討します。   財政課  変化が分かるようにしてほしい。   
予算の刷新会議などに取り組むべきだ。事  予算の編成にあたっては、庁内での各課の  

64  企画 財政課        業仕分けに住民参加などを含め積極的に取  整理調整を行い編成を行っております。住    り組む方法を考えるべきである。  民参加については等後検討いたします。   
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議会報告会 回答一覧  

整理   回害部署   
内  回  

番号  

企業誘致推進専門員には、企業や各業界の  
動向に関する情報収集、情報発信、交渉機  

企業誘致推進員の仕事は何か、実績はある  

65  総務課  
の力＼。  頂くとともに、新規・既存企業への訪問、  
報酬支払いは、成果に応じて行うべきでは  セミナーの開催、支援など、企業誘致施策  
ないか。   全般にわたり活動をしております。このよ  

うに、現在の業務内容から、実績に応じた  
幸闘州は考えておりません。   

激変緩和のため平成24年度から段階的に  
66  水道 事業所  水道料金はいつ統一するのか。  料金の見直しを行い平成26年度に町内統  

一料金にしたいと考えています。   

県水につきましては、責任水墨の小牛臨地  

67  水道  県水の引き受けは必要以上に墨があり、   区99．7％、南郷地区109．9％を使用して おります。   事業所  余った水の利用を進めるべきではないか。   
練牛小学校跡地の利用については地域住民  

68  健康  練牛小学校跡地に介護施設を建設してほし   の意見を踏まえ今後の利活用について検討 してまいりたいと思います 
。  

美里の基幹産業は農業です。将来展望につ  
いては農業生産の基盤と農村の生活環境の  

69  
う考えているのか。  

産業   美里の基幹産業は何か。基盤整備された美 田を活用し地域つくりをする将来展望をど     整備を進め食糧供給基地として農業の持続  
地の多面的機能を生かした地域づくりを進  
めたいと考えております。   

70  総務課  結の里の利用、活用をしてほしい。   
有効な利用、活用については、引き続き検  
討してまいります。   

美里町に人を呼び込むようなランドマーク  

71  企画   を建設できないか。限界集落にならないよ  現在のところ、予定しておりません。   財政課  う元気な町にしてほしい。少々の負担は容  
認する。   

毒生］ミ1ニティセンター敷地内の竿ヒパが安全上問  施設利用者から要望があったため、現場確  

72  生涯 学習課  題である。   認のうえ現在一部を撤去する方向で検討中  
除去してほしい。   であります。   

毒生コミュニティセンターの大ホールにつ  

いては、軽運動場などとしての目的で建設  
73  生涯   吉生］ミュニティセンター大ホールの音響が悪い、改    したものでありますので、音響については  

学習課  善してほしい。   
泊っておりませんので  
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