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宮城県美里町議会 

行財政・議会活性化調査特別委員会 



平成２４年 議会報告会開催結果 

１ 参加者状況 

開 催 日 開 催 会 場 開催時間 参加者数 担当班 

５月２２日 火 

福ヶ袋会館 19：00～20：50 5人 1班 

美里町役場東庁舎 19：05～20：30 4人 2班 

北浦地区農村集落ｾﾝﾀｰ 19：00～20：40 15人 3班 

５月２３日 水 

中埣地区公民館 19：00～20：50 14人 1班 

青生ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 19：00～20：30 9人 2班 

谷地中公会堂 19：00～20：05 5人 3班 

 ５月２４日 木 

志賀町集会所 18：30～20：20 23人 1班 

農村環境改善ｾﾝﾀｰ 19：00～20：40 12人 2班 

下小牛田地区農村集落ｾﾝﾀｰ 19：00～20：30 9人 3班 

 ５月２５日 金 

二郷第１住宅集会所 19：00～20：45 11人 1班 

駅東交流センター 19：00～20：40 9人 2班 

健康福祉ｾﾝﾀｰ 19：00～20：30 13人 3班 

参 加 者 数 合 計   129人  

１ 会 場 平 均 参 加 者 数   10.75人  

２ 実施班構成 ◎は班長 

班 議員氏名 

１班 ◎村松秀雄  橋本四郎  赤坂芳則  我妻 薫  櫻井功紀 

２班 ◎千葉一男  藤田洋一  山岸三男  梁川慶一  吉田眞悦 

３班 ◎福田淑子  武者美太郎 大橋昭太郎 平吹俊雄 

３ 質問・意見要望事項件数 

項    目 

質 問 ・ 意 見 ・ 要 望 の あ っ た 件 数  

合  計 
報 告 会 の 会 場 で 

処 理 し た 件 数 

報 告 会 後 に 

処 理 し た 件 数 

議会に対するもの 64 48 15 

 質 問 事 項 38 38 0 

意見要望事項  26 11 15 

執行部に対するもの 63   

 質 問 事 項 20   

意見要望事項  43   

 そ の 他    

合   計 127   

 

  



『記載事項の説明』 

 

 

１ 議会に対するもの 

 

報告会でいただいた質問、意見要望の件数・・・ ６４件 

 

報告会出席者からいただいた議会に対する質問、意見要望は、真摯に受

とめ、議会の役割を果たしてまいります。 

いただいた質問、意見要望の内容を次頁に掲載しました。 

  また、内容が重複している項目がありますが、別会場での意見等もある

ため掲載しております。 

 

  項目の「対応（報告会）」は、報告会当日に会場で回答したものです。 

  また、「回答」は、検討を行い後日、議会だよりで回答したものです。 

 

 

 

２ 執行部に対するもの 

 

報告会でいただいた件数・・・ ６３件 

 

報告会出席者からいただいた執行部に対する質問、意見要望は、真摯に

受けとめ、対処されるよう 7月 24日執行部（町長部局など）に伝達いた

しました。 

 

 



議会報告会　質問等一覧　（議会）

整理
番号

内　　　　　容 対応（報告会） 回　　　　　答

1
統合幼稚園建設で中埣幼稚園等は、そ
の後どうなるのか。

３園とも解体される。跡地利用は未定
である。

2
給食センター建設凍結を議会としてど
う考えるのか。

小牛田地域学校給食センター計画基本
構想に基づく建設を凍結するという陳
情書を採択した。その後、提案は無い
ので議論していない。

3 徴収対策課の効果をどうみるか。
差し押さえなどで徴収率は向上してい
る。

4 水道料金はどうなるのか。
財政計画が示されている。2段階方式
で6月にも示される予定である。

5
議会だよりに議案に対する賛成・反対
が出ているが、反対した人の理由はわ
からないのか。

討論がでない限り個人議員の意思まで
はわからない。

6 幼稚園の跡地利用は。 まだ決まっていない。

7 非常勤職員を充てる事は違法なのか。
違法ではないが、何かあった時の責任
の所在が問題である。

8
税金などの滞納はどうなっているの
か。

滞納金額は平成22年度決算で説明して
いる。

9
報告会を開いた意図は何か。どう町政
に反映されるのか。

議会の説明責任と、町民と直接対話の
場を持つことである。さらに、まとめ
たものを特別委員会で検討している。

10 徴税の未納はどうなっているか。 平成22年度の決算で説明している。

11 滞納処分の努力はしているか。
徴収対策課で行っている。差し押さえ
もしている。

12
臨時、非常勤保育士の勤務体系の違い
は本人の意思か町の判断か。

採用時に両方ある。

13 水防倉庫計画は。
現状倉庫で、資材の充実を行う。新設
計画は、今は無い。



議会報告会　質問等一覧　（議会）

整理
番号

内　　　　　容 対応（報告会） 回　　　　　答

14 議員に条例の提案権はあるのか。 提案権は有る。

15 小島地区の放射線のモニタリングは。
県で設置することになっているがまだ
設置はされていない。

16
石巻は住宅難である。宅地のことを聞
かれるが駅東は売れているのか。

最近、売れている。税の優遇措置も
とっている。

17
女川原発の再稼動について、議会は反
対か。

再稼動反対の意見書を提出した。

18
原発の再稼働について、議会の考えを
聞きたい。

議会として反対の意見書を提出してい
る。

19 水洗化率とはどういうことか。
供用可能エリア内での接続戸数の割合
である。

20
水洗化率が向上すると青生地区の水洗
化が早くなるのか。

事業の進行と水洗化率とは関係ない。

21
議会は、指定管理者へ移行したことに
よる問題はないと考えるか。

大きな問題は無いと考えているが、今
後も継続して注視していく。

22
議会としては、指定管理のメリットと
デメリットをどう考えているか。

経費の削減と民間の活力を導入でき
る。大きなデメリットは特にないと思
う。

23
議会は原発稼働停止による代替電力を
考えたのか。

議会としてそこまでの議論は行ってい
ない。

24

都市計画税徴収地域は公平に事業が、
進められていない。昨年も提言した
が、議会は、なぜこの問題に取り組ま
ないのか。

議会報告会のまとめとして、町に要請
した。

25
統合幼稚園建設が計画されている場所
は、環境上好ましくないとおもわな
かったのか。

粉塵や水路等の心配については、調査
の結果安心であるということから可決
された。

26
町の借金の返済は、計画的に返済され
ているのか。

財政計画を建て、県の判断を仰ぎなが
ら、しっかりとおこなっている。



議会報告会　質問等一覧　（議会）

整理
番号

内　　　　　容 対応（報告会） 回　　　　　答

27
合併特例債が国営かんがい排水事業に
使われたため、合併時の計画が進めら
れないのではないか。

国営かんがい排水事業は一括償還が有
利であり、合併特例債を利用した。今
年は、町民の安心安全のため、防災事
業に使われている。

28
町税の徴収に努力されていないのでは
ないか。

徴収対策課が設置されている。時効が
生じないよう、滞納分を徴収してい
る。また、県の徴収対策機構と連携し
徴収に力を入れている。

29
震災前と比べて、企業が他町に離れて
いるのではないか。

そういった認識はもっていない。

30
学校保護者緊急連絡システムとは、ど
のようなものか。

小牛田小学校のＰＴＡと学校が子供た
ちの安全のために携帯メールでの情報
発信を行っていたものを、全部の小学
校での取り組みとしたものである。

31
モニタリングポストの測定結果はイン
ターネットで、見られるのか。

文化会館の前に設置されたのは文部科
学省、小島に設置されるものは、県の
各ホームページで見られる。

32
震災でのセーフティータワーの活用の
検証のなかから、新たなタワーの建設
がなされるのか。

昨年の震災時に大きな効果を発揮し
た。そのことから、増設するものであ
る。

33 災害復旧は、今年度で終わるのか。 終わらないものもある。

34

小牛田統合幼稚園ができたら、幼稚園
バスには何歳児から乗れるのか。前に
も言ったが、何の回答も得られなかっ
た。

統合幼稚園になると３歳児から乗れ
る。

35
セーフティータワーの下小牛田の設置
場所は。

まだ決まっていない。

36
放射能問題を議会として、どのように
取り組んでいるのか。

意見書を国と県に提出している。

37
前回にも、議会の会議録が、ホーム
ページに掲載されるのが遅いと言った
が、今も変わっていない。

努力している。

38

給食センターはなくなって、自校方式
で良かったと言う声が多く出ている。
まだセンター方式の構想は生きている
のか。

基本構想は内容を修正し町長に提出す
るとの事であり、学校給食施設は学校
再編を審議するなかで一緒に考えてい
きたいとのことである。

39
議会報告会で予算と決算を一緒に出来
ないか。

23年度の決算は今年の9月議会となる
ため、5月には一緒にできない。



議会報告会　質問等一覧　（議会）

整理
番号

内　　　　　容 対応（報告会） 回　　　　　答

40 下水道料金の一本化は出来ないか。
公共下水、農集排、コミプラがあり料
金は別である。

41
南郷庁舎にも立派な議場がある。移動
議会をしてはどうか。

職員3人体制と会場設営、資機材の移
動が困難である。

42
避難所に発電機等、防災備品を早期に
整備して欲しい。

発電機を配備するように意見を付し、
予算化されている。

43
保育士や業務員などは正職員でなけれ
ばだめなのか。正職員と臨時職員の適
正配置を考えるべき。

何かあった時の責任の所在が問題であ
り、議会として正職員の配置を求めて
いる。

44 議会だよりの編集は、要約しすぎだ。 紙面の都合がある。

45
病院の医師確保の意見を付したのはな
ぜか。大学病院に通うなど町長も努力
すべき。

退職医師の1名の補充は行われた。収
益につながる医師の確保で議会も後押
しをしている。町長も活動している。

46
予算審査において、16項目の意見を付
した事は評価する。

47

都市計画が計画どおりに進んでいない
のではないか。計画の実現性も疑問で
ある。議会でもしっかり、監視しても
らいたい。

48
インターネット配信は、いつまでにで
きるのか。期日を決めて取り組むべき
である。

特別委員会で検討している。

49
財政で歳入が減り、歳出が増えている
がこれでいいのか。使えるお金が少な
くなっていくのではないか。

財政計画を建て取り組んでいる。

50
議会だよりに特別会計ごとの借入金も
グラフで示して欲しい。

特別委員会で検討する。
グラフについては、みんなの予算を参
照されたい。

51
議会報告会で、パワーポイントなどＩ
Ｔの利用なども考えては。

特別委員会で検討する。
議会だよりをもとに説明しているの
で、現在のところ必要と考えていな
い。

52
昨年の報告会のなかで町長に求めてい
たことについての結果報告が無いが。

特別委員会で検討する。 次回開催から対応していく。



議会報告会　質問等一覧　（議会）

整理
番号

内　　　　　容 対応（報告会） 回　　　　　答

53

給食センターの陳情書採択が１２月議
会の本会議で議決されたが、議会だよ
りに掲載されていないがすべきであ
る。

特別委員会で検討する。
今後はわかりやすい掲載に努めてい
く。

54
住民と議会で共同政策研究会のような
ものができないか。

特別委員会で検討する。 課題として検討していく。

55
監査委員の選任については、前回回答
が無かった。議会だよりに住民監査請
求の方法も載せてほしい。

監査委員の選任については、議会だよ
り第26号で回答している。議会だより
は議会活動を主に掲載するものであ
る。

56
幼稚園についての２４０万円の「業務
委託」成果物の精査をして欲しい。

特別委員会で検討する。
審査の基本は款・項であり、必要に応
じ目・節を審査する場合がある。個々
の成果物までは審査していない。

57
総合計画は議決事項にすべきではない
か。

特別委員会で検討する。 課題として研究していく。

58
議会報告会を年１回でなく２回して欲
しい。

特別委員会で検討する。 現状を維持していく。

59
報告会で出た要望や意見についての答
えを皆に知らせてほしい。

特別委員会で検討する。 次回開催から対応していく。

60
議会だよりの入札予定価格と落札価格
の表示を、税込か否か統一した表現に
してほしい。

特別委員会で検討する。 統一した表示に努める。

61
秋に25年度の要望を聞く会を実施して
ほしい。

特別委員会で検討する。 今後の課題として検討していく。

62
議会報告会での要望は、町へ伝達した
とあるが、その結果について町民に知
らせてほしい。

特別委員会で検討する。 次回開催から対応していく。

63
採決の一覧表があるが、全会一致の分
がわからないので、載せてほしい。

特別委員会で検討する。
紙面の都合もあるので、議案全体につ
いてはホームページを参照されたい。

64
常任委員会に、一般の人や、専門家を
入れて政策提言に資することはできな
いか。

特別委員会で検討する。 常任委員会は議員で構成される。


