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平成２9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 

10月 16日 月 

北浦コミュニティセンター 19：00～20：45 6人 1班 

農村婦人の家 19：00～20：45 19人 2班 

本小牛田コミュニティセンター 19：00～20：45 11人 3班 

10月 17日 火 

大柳コミュニティセンター 19：00～20：05 3人 1班 

青生コミュニティセンター 19：00～20：36 17人 2班 

中埣コミュニティセンター 19：00～20：40 16人 3班 

10月 18日 水 

駅東地域交流センター 19：00～20：45 12人 1班 

山の神団地集会所 19：00～20：25 26人 2班 

慶半コミュニティセンター 19：00～20：35 8人 3班 

10月 19日 木 

志賀町住宅集会所 19：00～20：15 6人 1班 

下二郷コミュニティセンター 19：00～20：10 3人 2班 

彫堂公会堂 19：00～20：15 4人 3班 

参 加 者 数 合 計 131人  

平 均 参 加 者 数 10.9人  

 

２ 実施班構成 ◎は班長 

班 議 員 氏 名 

１班 ◎鈴木宏通 千葉一男   福田淑子 藤田洋一 柳田政喜 

２班 ◎山岸三男 橋本四郎   佐野善弘 前原宏 平吹俊雄 

３班 ◎櫻井功紀 大橋昭太郎 我妻薫  吉田二郎 

 

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  

議会に対するもの 43 

 質 問 事 項 26 

意見・要望事項 17 

執行部に対するもの 51 

 質 問 事 項 1 

意見・要望事項 50 

合   計 94 
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『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件数・・・ ４３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

受けとめ、議会の役割を果たしてまいります。 

   

 

２ 執行部に対するもの 

 

報告会でいただいた件数・・・ ５１件 

 

報告会出席者からいただいた執行部に対する意見・要望は、真摯に受け

とめ、対処されるよう 12月７日に執行部（町長部局など）に伝達いたし

ました。 

 

 

 

 

◎ テーマ欄について 

二つの常任委員会の研究テーマについて、質問、意見・要望をいただき

ました。今回の研究テーマにつきましては下記のとおりです。 

また、懇談で出されました、質問、意見・要望につきましては「その他」

と表記しております。 

 

・総務、産業、建設常任委員会の研究テーマ 

        「農商工連携による活性化について」 

 

・教育、民生常任委員会の研究テーマ 

        「ごみの減量化について」 

 

 

 

 



議会報告会　質問等一覧表（議会）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

1
農商工連携による

活性化
研修先に同じ規模の町を選ばなかった理由は。
もう少し詳しく内容を説明してほしい。

2
農商工連携による

活性化
本年度の取り組みと産業活性化施設との関連性が見えないが。

3
農商工連携による

活性化
町では６次産業の後方支援はしているのか。

4
農商工連携による

活性化
足利市の産学官連携は具体的にどういう内容か。

5
農商工連携による

活性化
町の産業活性化事業と美里町物産観光協会とはどのような関わり
があるのか。

6
農商工連携による

活性化
足利市の農業就業人口構成比は2％と低いが、本町にとってどの
ような参考になるのか。

7
農商工連携による

活性化
集落営農組織の法人化に向けた支援とあるが、どのような支援
か。

8
農商工連携による

活性化
付加価値創出商品開発支援事業は具体的にどのようなことをして
いるか。

9
農商工連携による

活性化
農商工連携による活性化という研究テーマを決めるのは常任委員
会か。

10
農商工連携による

活性化
本町が実施している５項目の産業活性化事業の進捗率は。

11
農商工連携による

活性化
集落営農法人化支援はどの程度進んでいるのか。

12
農商工連携による

活性化
わが町の場合農産物の何を主体にするか難しい、農協と連携して
行くことが必要だ。
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議会報告会　質問等一覧表（議会）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

13
農商工連携による

活性化
農商工連携の中で家畜市場を含めた取り組みが必要ではないか。
美里町での牛の飼養頭数が減っているので考えてもらいたい。

14
農商工連携による

活性化
牛の飼育者が減っているが何らかの対策が必要ではないか。家畜
市場のある町として本腰を入れてもらいたい。

15 ごみの減量化 ごみのリサイクル率など県内で町の順位が低い原因は。

16 ごみの減量化 ごみの減量化に関する社会科副読本を配布する対象者は誰か。

17 ごみの減量化
本町のごみ減量化の取り組みに対する実態が明らかになったが、
その内容は。

18 ごみの減量化 戸別収集が行われているのはどこか。またその理由は。

19 ごみの減量化
教育民生常任委員会でごみの問題がそんなに重要か。ごみの美里
町の現状の分析は行っているのか。常任委員会としてはごみをど
こまで減らしていくように考えているか。

20 ごみの減量化 資源ごみもごみの総量に入るのか。

21 ごみの減量化 ごみの減量化の目標値は。

22 ごみの減量化 ごみ減量化の視察研修先は登米市で良かったのでは。

23 ごみの減量化 生ごみをたい肥化し、循環型農業を推進すべき。
たい肥化助成をもう一度考えてほしい。

24 ごみの減量化
ごみの問題を町民にどのように伝えていくのか。議員も町民への
ごみについての学習会や報告会が必要である。
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議会報告会　質問等一覧表（議会）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

25 ごみの減量化 高齢者のごみの回収が課題になっていくのではないか。

26 ごみの減量化 減量化よりも分別やマナーの問題が重要ではないか。

27 ごみの減量化
ごみの減量化によって大崎広域への負担軽減が見える町の取り組
みを示してもらいたい。議会としての取り組みの成果がわかる議
会報告会にしてほしい。

28 ごみの減量化
ごみ問題に継続的に取り組んでほしい。この問題を町民の理解を
図るようにしてほしい。

29 ごみの減量化
生ごみを減らすなど課題を絞って取り組んだほうが効果があるの
ではないか。

30 ごみの減量化
ごみ減量化の提言を出したものが執行部にどのように活かされた
のか、来年の議会報告会に出してもらうと比較検討がしやすい。

31 その他 都市計画税については公平負担と考えているか。

32 その他 議会で統合中学校の話をしたのか、資料が稚拙だが。

33 その他 中学校の統合問題はどうなっているか。

34 その他
気象観測システムの予算は自主財源か。誰がどのように使うの
か。

35 その他 経済産業省の活性化事業に本町は取り組んでいるか。

36 その他 統合による３中学校跡地の利活用は。
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議会報告会　質問等一覧表（議会）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

37 その他 気象観測システムの観測結果を見るにはどのようにするか。

38 その他 小牛田バイパスの高規格道路計画はどのようになっているか。

39 その他
以前は３常任委員会だったが、２常任委員会では範囲が広く大変
と思う。

40 その他 報告会資料は余白があるのに字が小さすぎて見にくい。

41 その他 報告会資料を事前に配布できないか。

42 その他 議会報告会の在り方を考えるべき。

43 その他
議会報告会の目的は何か。報告会で出されたことについて回答を
出すように戻してほしい。
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議会報告会　質問等一覧表（執行部）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

1
農商工連携による活

性化
産業活性化事業5項目の取り組みでは多すぎるのではないか。
個人事業者を伸ばしていったほうがいいのではないか。

2
農商工連携による活

性化
美里町のブランド品は何か。ブランド品をつくるためには行政
が後押ししなければならないのではないか。

3
農商工連携による活

性化
行政は産業活性化に向け生産者や事業者などに情報提供やアド
バイスすべきでは。

4
農商工連携による活

性化
やる気があれば補助金は付いてくる。生産者と話し合い、必要
な補助政策を作り上げるべきだ。

5
農商工連携による活

性化
12次産業化まで謳っているところもあるが。仙台が近いんだ
から負けないようにやってほしい。

6 ごみの減量化
ごみの集積所が私有地や公道にある。謝礼を支払い利用させて
もらっているが町の実態はどうか。

7 ごみの減量化 生ごみ処理機は電気代が掛かる。町でたい肥化出来ないか。

8 ごみの減量化
リサイクルといって分別して出しているが再生利用されている
か。再生利用されている報告があれば、分別しがいもある。

9 ごみの減量化
登米市では雑草の堆肥化をしているとあるが、美里町でも行う
べきである。

10 ごみの減量化
ごみの集積所まで持ってこられない人がでてきており、これか
らは助け合いが必要である。

11 ごみの減量化
美里町のごみへの対策は生ぬるい。分別をもっと厳しくすべき
である。

12 ごみの減量化
小型家電が回収されているが、その場所を町民がわからないで
いる。
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議会報告会　質問等一覧表（執行部）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

13 ごみの減量化
ごみ減量化のモデル地区を指定しながら重点的に取り組んでい
かなければ効果があがらないのでは。

14 ごみの減量化 ごみ収集についてカレンダーに細かく記載することが必要。

15 ごみの減量化
研修バスで町民の人たちをごみ減量化の先進地で研修してはど
うか。

16 ごみの減量化
ごみが減らないのは個人のモラルにかかわっているので、意識
改革に力を入れるべき。

17 ごみの減量化
生ごみ処理機の助成金は今もあるのか。町が姿勢を示せば減量
化になっていくのではないか。

18 ごみの減量化 コンポストの助成金は継続し、利用方法を指導すべきである。

19 ごみの減量化
登米市ではごみ袋の価格を高くしているが町の負担を考えると
良いのでは。

20 ごみの減量化 ごみの分別表を再度配ってほしい。

21 ごみの減量化
石巻市では紙のリサイクルが進んでいる、町ではリサイクル
マークのついているものだけだが。

22 ごみの減量化 粗大ごみの戸別収集をしてほしい。

23 ごみの減量化 ごみ出しの指定時間が早すぎるのでは。

24 ごみの減量化
福島には紙ステーションがある、回収ボックスがあると良いの
では。
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議会報告会　質問等一覧表（執行部）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

25 ごみの減量化
分別が悪いと持って行ってもらえない。ごみ袋に名前や番号を
書いていれば誰のごみか分かるが。

26 ごみの減量化 ごみカレンダー等の文字は大きくわかり易くしてほしい。

27 ごみの減量化 集団廃品回収を啓蒙・啓発して全町で取り組むべきでは。

28 その他
若宮神社付近の田尻から来る道路と県道の接点が整備されてい
ない。早く整備してほしい。

29 その他
60歳前後の世代の一人暮らしの人の見回りも必要ではない
か。孤独死がこの地域でもおきている。

30 その他 空き家、空き地が増えている。それらの対策が必要である。

31 その他
南郷中学校の統合は、子供が少なくなる10年後でも良いので
はないか。

32 その他
移住対策等、人口を増やす工夫をして生徒を確保してほしい。
空き家を活用する方法も良いのではないか。

33 その他
道の駅構想は立ち消えになったのか。この構想に期待するとこ
ろは大きい。

34 その他
地球温暖化対策実行計画策定は計画を作るだけか。実施する場
合は金がかかると思うが、その余裕があって行うのか。計画は
自分たちで作れば良いのに、なぜ委託をするのか。

35 その他 他町からの集客を増やす工夫が必要ではないか。

36 その他
工場の誘致をすることによって他の産業も発展するのではない
か。企業との話し合いが必要だ。
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議会報告会　質問等一覧表（執行部）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

37 その他 長期計画にあるインフラ整備を進めてほしい。

38 その他 放射能汚染物質で汚れた草でたい肥を作ってほしくない。
放射能汚染物質を燃やさないでほしい。

39 その他 経営重視になるので、学校給食の民営化はしてほしくない。

40 その他 学校給食センター化に賛成。単価が違うし、一人一人への対応
も出来る。白紙撤回されたが、考えるべきだと思う。

41 その他
合併浄化槽の利用者が多いところでは、公共下水道は必要ない
のでは。

42 その他 水害時の対策を考えてほしい。

43 その他
都市計画の中心になる統合中学校をなぜ涌谷町との境に持って
行かないといけないのか。

44 その他 小中一貫校が見直されているが考えるべき。

45 その他 エネルギーの地産地消を考えるべき。

46 その他
志賀町側の東北本線沿いに水が溜まり夏は蚊が湧いて大変、排
水対策を。

47 その他 交通弱者対策にもっと力を入れるべき。

48 その他 ふるさと納税の実績は、より一層の強化を。
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議会報告会　質問等一覧表（執行部）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

49 その他
108号線バイパス小牛田小学校前歩道と側道の除草をしてほし
い。

50 その他 デマンドタクシーの利用方法の周知徹底を。

51 その他 青生小学校校庭の水はけが悪い、改良を。
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