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平成３０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 22日 月 

大橋生活センター 19：00～20：30 13人 1班 

北浦コミュニティセンター 19：00～20：45 ４人 2班 

中埣コミュニティセンター 19：00～20：33 ７人 3班 

10月 23日 火 

青生コミュニティセンター 10：00～11：20 36人 1班 

駅東地域交流センター 19：00～20：40 9人 1班 

有隣館 19：00～20：43 11人 2班 

遠田商工会館 19：00～20：33 3人  3班 

10月 24日 水 
山の神団地集会所 19：00～20：40 27人 2班 

二郷第１住宅集会所 19：00～20：46 11人 3班 

10月 25日 木 

農村婦人の家 19：00～20：30 13人 1班 

おくらば敬愛館 19：00～20：45 15人 2班 

志賀町住宅集会所 19：00～20：30 7人 3班 

参 加 者 数 合 計 156人  

平 均 参 加 者 数 13.0人  

 

２ 実施班構成 ◎は班長 

班 議 員 氏 名 

１班 ◎前原宏 吉田眞悦 櫻井功紀 福田淑子 千葉一男 

２班 ◎山岸三男 吉田二郎 平吹俊雄 藤田洋一 我妻薫  

３班 ◎佐野善弘 鈴木宏通 村松秀雄 手島牧世 柳田政喜 

 

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 97 

 質 問 事 項 32 

意見・要望事項 65 

執行部に対するもの 53 

 質 問 事 項 1 

意見・要望事項 52 

合   計 150 
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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・・・ 97 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・・・ 53 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 26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 

        「定住化促進について」 

 

・教育、民生常任委員会の研究テーマ 

        「子育て支援対策について」 

 

 

 

 



議会報告会　質問等一覧表（議会）

整理番号 テーマ 内　　　　　容

1 定住化促進 合計特殊出生率1.8は何年前の数値か。

2 定住化促進 空き家リフォームの補助金の内容は。

3 定住化促進 人口減少のおもな理由は。

4 定住化促進 定住化促進を研究テーマにしたのはなぜか。

5 定住化促進 転出者を少なくする方策は。

6 定住化促進
目標人口の2040年19,306人というのは、可能となる数字なの
か。

7 定住化促進 高齢化、少子化、雇用の中で具体的な施策は。

8 定住化促進 定住化に向け具体的に考えている内容は。

9 定住化促進 定住促進事業の実績は。

10 定住化促進 定住促進補助金は町内の移動も対象か。

11 定住化促進 岐阜県白川町、福井県若狭町の定住化促進の取組の効果は。

12 定住化促進
出生率が低いのは子育てが難しいからではないか。町の政策をど
のように考えているのか。
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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 定住化促進 若者が定住できる施策を考えてほしい。

14 定住化促進 議会報告会の資料はわかりやすく、数字は表にしてほしい。

15 定住化促進 定住化促進において、働く場所が必要ではないか。

16 定住化促進
議会報告会資料の定住化促進では、転入・転出の数も入れるべき
では。

17 定住化促進
住みやすさについて、議会、町民でワークショップを開催してみ
ては。

18 定住化促進 定住化促進については、他町で取り組んでいない施策を。

19 定住化促進
農業振興地域が多く企業誘致ができない。工場が来れば人が来る
のでは。

20 定住化促進
子育ても就活もしっかりした補助があれば若い人たちも住むと思
う。

21 定住化促進 空き家の利活用をもっと進めるべき。

22 定住化促進
人口減少地域とそうでない地域とランク分けしての定住促進補助
金を検討すべき。

23 定住化促進 定住促進補助金も小さい額では夢がない。

24 定住化促進
家と土地を提供する自治体もある。もっと大きく考えても良いの
ではないか。
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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 定住化促進
40年前に造成された山の神団地が、どういう課題を持っている
のかをつかんで定住化の提案をしてほしい。

26 定住化促進
町のホームページなど外への情報発信が弱い。観光や子育てなど
ＰＲに利用すべき。仙台駅から45分という町のメリットももう
少し出してほしい。

27 定住化促進 町の活性化をどうするかがまず先。

28 定住化促進
ここでいかに快適に暮らせるかというＰＲが足りないと思う。働
く場所については広域的な検討も必要。

29 定住化促進
議会が人口減少に危機感を持っているとは思えない。町民に危機
感を働きかけるのには違和感がある。

30 定住化促進
学校の統廃合に危機感を持っている人もいる。学校は住みやすさ
の面からも大事。

31 定住化促進
人口増の施策として、美里町の交流人口を拡大できるＰＲのイベ
ントをすべきである。

32 定住化促進
交流人口拡大のため文化会館を活用した美里町のＰＲをすべきで
は。

33 定住化促進
農業後継者がいないが、都会の若者たちで興味のある人もいる。
美里町で呼び込んでは。

34 定住化促進 駅東周辺の土地を住宅地に開発しては。

35 定住化促進 住宅団地を造れば良いのでは。

36 定住化促進 下水道が完備されていないところがある。
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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

37 定住化促進 今までのような取組では企業誘致するのは難しいのではないか。

38 定住化促進 民間を含めた定住促進の組織化を図るべき。

39 定住化促進 人づくり、町づくりも具体性を持って提言すべき。

40 子育て支援対策 保育士の充足状況は。また、潜在保育士は。

41 子育て支援対策 病児保育が石川県七尾市で可能で、本町でできない理由は。

42 子育て支援対策 保育所の民営化の話があるが、応募している会社は何社か。

43 子育て支援対策
「産み育てやすい」と言うがどういうことをやっていこうとして
いるのか。

44 子育て支援対策 父子家庭、母子家庭の数は。

45 子育て支援対策 待機児童は解消しているのか。

46 子育て支援対策 今回の視察を美里町にどのように反映させていくのか。

47 子育て支援対策
保育所が駅東にできるというが、受け入れ対象地域は町全体なの
か。

48 子育て支援対策 子育て支援ですぐに取り組めるものは。
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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

49 子育て支援対策 この町の保育所に入れない子どもをどうするのか。

50 子育て支援対策 保育所開設の場所と時期は。

51 子育て支援対策 提言は重点を絞って、実現可能なものを。

52 子育て支援対策
若い人の定住率は子育て支援に比例する。所得に応じた支援を考
えるべきでは。

53 子育て支援対策
地域の横のつながりが大事だ。共働き家庭の子どもに食事を出せ
る地域づくりを考えては。

54 子育て支援対策
「子育て支援対策」よりも若い人に子育ての自覚をもっと持つよ
うに啓蒙すべき。

55 子育て支援対策 議会報告会の参加者の意見だけでなく若い人の意見も聞くべき。

56 子育て支援対策 子育て支援策についてＰＴＡなどの意見を聞くべき。

57 子育て支援対策 子育て支援より結婚が先ではないか。

58 子育て支援対策
子育て支援事業は、負担額をできるだけ安くみんなが使えるよう
にしてほしい。

59 子育て支援対策 南郷病院で病児保育をするには負担が大きい。

60 子育て支援対策
待機児童対策として、学校の空き教室や空き家の利用も考えて
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

61 子育て支援対策
今の美里町の負債総額は。その負債を抱えてこれらの事業が必要
なのか。

62 子育て支援対策 子育て支援対策を具体化して提言すべき。

63 子育て支援対策 町独自で、ニ、三点に絞って子育て支援に取り組んでほしい。

64 その他 本町に結婚相談員はいるのか。

65 その他 「ごみ減量化」の提言に対してのその後は。

66 その他 中学校再編はどこまで進んでいるか。

67 その他
ごみ減量化において、本町の塵灰処理金額が増えている。議会か
ら執行部へ意見をすべきだが。

68 その他 美里町を売りだす目玉となる事業は何か。

69 その他 大崎広域斎場の場所は決まったのか。

70 その他 放射性物質汚染廃棄物試験焼却の説明と空間放射線量の変化は。

71 その他 小学校のこれからについてはどう考えているのか。

72 その他 議会報告会の班構成は毎回変えるのか。
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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

73 その他 執行部への提言に対してのＰＤＣＡをすべきである。

74 その他
これまで出された意見が町政にどう反映されたのかわからないの
で、議会報告会への参加者が少ないのではないか。

75 その他 若い人たちの意見を聞く場をつくるべきだ。

76 その他
消費税税率アップ反対の決議は出さないのか。財務省の情報だけ
ではなく、三橋貴明氏などの情報をユーチューブで把握し対応し
てほしい。

77 その他
議会報告会での女性の参加が少ない。女性が参加しやすい方法を
考えるべき。

78 その他
事前に議会報告会研究テーマの内容を知らせないで意見をと言わ
れても出せるはずがない。

79 その他 町内にお金が流れる仕組みを議会として提案すべき。

80 その他 子育て支援だけでなく、高齢者に範囲を広げた提言を。

81 その他
議会報告会での「報告」は議会だよりで十分。「議員と語り合お
う」なら来ると思う。懇談会にすべきでは。

82 その他 議員を減らして報酬を上げても良いのでは。

83 その他 議員定数は減らすべきではない。

84 その他 中埣地区の議会報告会会場は地区内を回ったほうが良いのでは。
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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

85 その他
中埣地区の議会報告会会場は中埣コミュニティーセンターが良い
のでは。

86 その他
会場によって議会報告会の開始時間は18時からでも良いので
は。

87 その他 議会報告会の開催時期は10月下旬から11月では。

88 その他 議会報告会の出席者が少ない理由を分析すべき。

89 その他 議員活動は地域の問題を町に届け解決してほしい。

90 その他 議会報告会は他の市町村を参考にしてほしい。

91 その他
傍聴しやすくするために、議会の開催を土日、夜間も行ってほし
い。

92 その他 中学校の統合問題は議会でよく検討してほしい。

93 その他 議会報告会は年２回にしたほうが良い。

94 その他 議会報告会で出された要望などの回答を出して欲しい。

95 その他 議会報告会の担当議員は前年と同じ議員が良い。

96 その他
北海道の栗山町、福島町などは「一般会議」を行っている。検討
して欲しい。
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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

97 その他 議会で消費税増税反対の意見書を出して欲しい。
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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 その他
大崎定住自立圏構想は10年以上になるが、本町はこれまで何
を行ってきたのか見えないが。

2 その他 町民を入れた町広報誌の編集委員会を立ち上げたらどうか。

3 その他
本町のＰＲを栗原市のユーチューブ動画みたいな若い感覚を取
り入れ、町長自ら出演したらどうか。

4 その他
東北イノアックが築館に新工場を建設したが、地元企業が町内
にとどまるように話すべきでは。

5 その他
団地内に空き家があるのは、更地にすると固定資産税が高くな
るからそのままにしている。税制度に問題があるのでは。

6 その他
防災行政無線の戸別受信機は、設置に高い金額の印象だけ与え
るような説明で、「付けてみようか」と思ってもらえるような
丁寧な説明が必要では。

7 その他
下水処理場に保管してある椎茸の原木を覆っているシートが先
日の台風で破損したが。

8 その他
国の助成によるプレミアム商品券発売時は、子育て支援として
優先的に販売したらどうか。

9 その他
学校再編ビジョンにおける中学校建設予定地は、町の中心、地
域の中心であるべきで、町づくりの根幹である。

10 その他
合併時の約束で職員定数削減は理解できるが、現在の職員定数
について考えるべきではないか。

11 その他 道の駅より保育所、子どものことを優先すべき。

12 その他 人間ドックと脳ドックの対象年齢を拡大すべきだ。
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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

13 その他
都市計画税は公平性からいっても問題だ。活用の仕方も企業誘
致に使うなど考えるべきだ。

14 その他 子ども手当の現況届出の回数が多すぎるので改善してほしい。

15 その他
どこを目指してのまちづくりなのか見えない。中学校統廃合し
た後はどのような活用がされるのか。福祉の地域にしていくと
か、そこをはっきりすべき。

16 その他
職員には現場主義に徹するよう教育してほしい。要望など20
項目も出しても最後は「予算がないから」ということが何年も
続いている。

17 その他
9月の水道管破裂の時は濁り水が出たが、かなり時間がたって
から防災行政無線で放送された。もっと早く対応してほしい。

18 その他
去年の「ごみ減量化」では期待していたが全く進んでいない。
ごみにかかる費用を町民に知らせて少しでも少なくするように
してほしい。少なくした費用で学校の空調にまわしてほしい。

19 その他
生きがいデイサービスが9月の説明で社協から民間事業者に変
わるとの説明があった。利用者が不安に思っている。

20 その他 敬老式の対象年齢を77歳以上に戻してほしい。

21 その他
小牛田小学校前国道108号線沿いの遊休地の雑草は、大変危険
なので早く除草してほしい。

22 その他 役場本庁舎の3階までエレベーター設置を。

23 その他
国道108号線蛇沼交差点から古川までの道路は少し改良された
が、高規格道路ができるかどうか不安である。

24 その他 町へいろいろ要望を出しているが回答がない。
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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

25 その他 住民バスは休日や土日も運行してほしい。

26 その他 定住化促進のＰＲ資料の充実を図るべきでは。

27 その他 町の商工業の衰退が著しい。もっと活性化施策を図るべき。

28 その他
防災のため、江合川中州の整備、北上川下流の整備をしてほし
い。

29 その他 田尻川、美女川の整備を急がれたい。

30 その他 町でももっとＰＦＩ方式を取り入れるべき。

31 その他 中埣小学校プールは早急に整備を。

32 その他 小学校教育は地域の特性を活かすべき。

33 その他 住民バスとスクールバスのより有効な活用を考えるべき。

34 その他 職員は責任と自覚をもって仕事をしてほしい。

35 その他 新規就農者の募集や体験農業などの事業に取り組んでほしい。

36 その他
スケートボードやボルダリングなどの施設があれば若い人達が
集まってくるのでは。
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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

37 その他 町営二郷第1住宅の整備をすべき。

38 その他 町道慶半沖・高玉沖1号線を整備してほしい。

39 その他 他の町には検査課がある。設けてほしい。

40 その他
中学校統合は不動堂中学校と小牛田中学校で行い、南郷は小中
一貫校を考えてほしい。

41 その他
部活ができないから中学校統合と言っているが、通学時間が長
くなりできなくなるのでは。

42 その他
中学校用地選定のため、コンサルタントになぜお金を使わなけ
ればいけないのか。

43 その他
自衛隊航空機の騒音が大きい。町に連絡があり飛んでいるのか
確認してほしい。

44 その他
国民年金で生活できない人が増えている。その点も踏まえて政
策を進めて欲しい。

45 その他
住民バスの年末年始などの運休について、各停留所に運行予定
を表示すべき。

46 その他
地区の防災計画の見直しを図っているが、早く町の方針を決め
て欲しい。

47 その他
防災行政無線が聞こえないので戸別受信機を普及させてほし
い。

48 その他
図書館内で会話、電話、独り言を言っている人がいる。職員が
注意してほしい。
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49 その他 駅東にある6か所の案内板の表示が合っていない。

50 その他
駅東の盲人誘導ブロックの先に横断歩道も何も無いところがあ
る。

51 その他
不動堂中学校のプールは使用していないのなら撤去してほし
い。

52 その他 志賀町地区後藤江の安全対策を講じてほしい。

53 その他
町の防災訓練中止の場合は、もっと早めの連絡ができないの
か。
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