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○山上公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

地域見廻り隊と防犯パトロールと子供

見守り隊の連携は考えないのでしょう

か。 

３月１日に活動を開始した地域見廻り隊は、これま

で防犯パトロールを行ってきた各地区防犯協会との協

力・連携のもとで、現在、児童生徒の見守り活動を行

っているところです。 

市では、各学校にある子ども見守り隊との連携につ

いても、今後調整していくとのことです。 

２ 
新市庁舎の財源と債務の返済計画はど

うなっているのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

３ 
児童生徒数をバランスよく学区編成し

ていただきたいのですが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

４ 

粟津地区（三斗蒔～寺前）の市道の修繕

をお願いしたいのですが。 

また、交通量が増加しており交差する

際、脱輪しているので側溝に蓋を敷いて

いただきたいのですが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

なお、市道の舗装修繕は今後予定されています。 

５ 

天神橋下流の宇多川河川の整備をお願

いします。（竹藪が生い茂っており、水

の流れが悪いため） 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

なお、県事業として下流から整備を行っております。 

本年はご指摘の地域も整備に入るものと伺っておりま

す。 

６ 

光陽クリーンセンターに持ち込む際、混

み合っていて20～30分待機させられま

す。原因と改善方法をお示しください。 

（施設を管理する相馬方部衛生組合へ照会したとこ

ろ、以下の回答がありました） 

光陽クリーンセンターの混雑は相馬市可燃物収集車

等のごみ収集車の作業内容に起因しており、曜日や時

間帯によって混雑具合に差が生じます。 

曜日で見ると月曜日と金曜日、1 日のうちでは 10 時

～11時と 14時～15時の時間帯が比較的混雑していま

す。 

これらの原因ですが、月曜日は許可業者等のごみ収

集車が土・日曜日に回収したごみも搬入するためであ

り、金曜日は休日を前にして各事業所から排出される

事業系可燃物の搬入に伴い、持ち込み車両台数が増加

するためです。 

また、ごみ収集車が搬入する時間帯と重なると、混

雑に遭うことになります。 

なお、ごみ収集車がごみピットにごみを投入するた 
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 めに要する時間は、1 台当たり 5 分程度ですが、2

台続けてごみを投入すると投入口直下にごみが溜まる

ため、クレーンでごみを除去するために 15 分程度の

作業時間を要します。 

一般利用のお客様にご迷惑をお掛けしないために

は、待ち時間を少しでも回避していただけるように、

今後センターが混雑する時間帯を事前にお知らせして

いきたいと考えています。 

周知方法は、①市の広報紙の活用、②市のホームペ

ージの活用、③センター内へのポスターの貼付、④チ

ラシを作成し受付時に配付するなどです。 

また、混雑時に一般利用のお客様が来場した場合は、

これまでもセンターの委託職員がお客様に状況説明を

行ってきましたが、今後はより一層接遇面の充実を図

っていきたいと考えています。 

７ 

公立相馬総合病院の産科先生の招致を

積極的に進めていただきたいのですが。 

（公立相馬総合病院を運営する相馬方部衛生組合へ照

会したところ、以下の回答がありました） 

当院において、産婦人科医師の確保については大変

重要な問題であると位置づけております。 

金田院長就任後すぐに、福島県立医科大学産婦人科 

藤森教授（４月７日）、東北大学医学部産婦人科 八重

樫教授（４月１４日）を訪問し、面談をしてまいりま

した。 

その時の話の内容では、産婦人科医師不足は全国的

なものであり、おそらく東北地方すべての医学部産婦

人科医局は、人材不足とのことであります。そして、

現段階では、福島県立医科大学、東北大学医学部から

の産婦人科医を常勤医師として派遣することはできな

いとの返事でありました。 

今後、両大学の医局等に対して医師派遣をお願いし

ていくことと併せて、関東圏の大学医学部にも出向き、

当地方の困窮した状態を理解してもらう方策をとるな

ど、産科医師確保に向けて努めてまいりたいと考えて

おります。 

８ 

河川の環境問題。昨年の 4、5 月ごろ金

谷原の堰堤で臭い水が流れました。原因

の調査と改善をお願いしたいのですが。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 
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９ 

猪の巻狩りにおいても報酬は出せない

のでしょうか。 

県の鳥獣指定管理事業として、市の有害鳥獣捕獲事

業で出動した場合については、１回につき 2,200 円と

いう交通費等を含めた日当が実施隊に出されておりま

す。 

１０ 
復興施設の維持管理費はどれ位なので

しょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

１１ 

除雪作業がスムーズではありません。業

者への指導をしっかりしてください。

（家の出入り口に雪が寄せられている） 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。合わせて、業者への指導も行うように申し入れを

行いました。 

１２ 

市道の舗装率及び今後の計画を教えて

ください。 

相馬市の市道は 1,464 路線、実延長 646 ㎞あり平成

27 年 4 月現在 70.4％は舗装されております。今後も

通行状況を勘案して、市道の舗装が計画されます。 

１３ 

文化芸能の保全を教育委員会が進めて

いるものの、補助が一切ありません。神

楽なども傷んでいますが修理も出来ず、

後継者の育成もままなりません。補助を

お願いしたいのですが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

１４ 

市の公園管理の考え方についてお伺い

します。管理を地域に任せていますが、

遊具等の点検や修繕は市で行うべきで

はないでしょうか。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

１５ 

先日衝突事故があった市道初野-山上線

の交差点に一旦停止の標識設置を求め

ます。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

１６ 

粟津川に堤防がない箇所があります。整

備を求めます。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

１７ 

議員定数を削減しましたが、削減根拠を

教えてください。 

現時点では震災復興の途上であり、議員の数を減ら

すことは市民利益にならないなどの意見が出され、定

員 20 名を維持すべきとしました。しかし、4 年後は復

興事業も一定の落ち着きを見せることが想定されま

す。このため、次期改選選挙では、議員の資質向上を

図るためにも、2 名の削減としました。 
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１８ 

中村城跡大手門前に停車している車両

がいます。指導してください。（景観的

に悪い） 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

１９ 

常磐自動車道相馬 IC への進入路につい

て、市内から来た車が間違って粟津へ入

ってしまうことが多いです。進入口を分

かりやすく標示していただきたいので

すが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

   
 

○大野公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

プレミアム商品券の購入への補助金は、

公平性にかけるのではないでしょうか。 

 

今後、商工会議所と協議しながら、なお広く周知す

る事を要望してまいります。 

２ 

相馬市地方創生総合戦略は具体性に欠

けると思います。大学誘致など５年、１

０年後に向けた施策をもっと明確にす

る必要があるのではないでしょうか。 

市は、相馬市地方創生総合戦略において、２０６０

年の本市の人口ビジョンを実現するため、今後５年間

における、５分野の具体的な各種施策を掲げていると

ころであり、１０年後に向けた施策については、本年

度に策定する相馬市長期総合計画（マスタープラン）

に盛り込んでいくとのことです。 

なお、市は、現在、相馬市長期総合計画策定のため

に、市内全世帯アンケート等を実施しており、さらに

市内の約９０の各種団体等の代表者で構成する「まち

づくり協議会」を立ち上げ、各委員から有為なご提言

をいただく考えであるとのことでした。 

３ 

相馬市の漁業について、本格操業に向け

た今後の方針を説明してほしいのです

が。 

 

相馬双葉漁業協同組合が試験操業中ですが、本格操

業へ向けた支援を継続し、さらには風評被害払拭に努

めるよう議会としても働きかけてまいります。 

４ 

地蔵川の水質調査の現状はどうなって

いるのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

５ 

大野台の仮設住宅について、浄化槽の管

理体制はどうなっているのでしょうか。 

定期的に検査を行い適正な管理を行っています。今

後も適正な管理を行っていくようチェックしてまいり

ます。 
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６ 

合併浄化槽が未設置の家庭に対する設

置促進をどう考えているのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

７ 

人口減少に向けた街づくりを考えるべ

きではないでしょうか。 

市は、地方創生総合戦略において、人口の増加、婚

姻率の向上、出生力の向上を目指すべく、５つの分野

での各施策を展開していく考えとのことです。 

具体的には、「産業・雇用」分野では、「良質な産業

をつくり、安定した雇用を創出する」こと。 

「観光・交流」分野では、「これまでの交流を活かし、

新たな人の流れをつくる」こと。 

「子育て・教育」分野では、「安心な子育て環境をつく

り、心豊かなひとを育てる」こと。 

「高齢社会対策・健康増進」分野では、「生涯現役を目

指した健康づくりを推進する」こと。 

「歴史・文化・郷土愛」分野では、「誇りをもてる「そ

うま」を伝承する」ことを目標に掲げ、「相馬市が相馬

市であり続けるために、魅力あふれる相馬市づくりを

目指す」ため、各種施策を展開してまいりたいと考え

ているとの回答でした。 

８ 

小野、黒木地区における開発事業の調整

池について、水質管理はどのようになっ

ているのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

９ 

塚部長老内地区のJRの踏切が利用出来

なくなったため、公会堂前の市道の交通

量が増加しています。今後の市道の整備

計画はどうなっているのでしょうか。 

地蔵川南側踏切は用途廃止になります。現在、実態

を調査中ですが、早期に整備されるよう要望してまい

ります。 

１０ 

和風の街づくりといいますが、和風とし

ての統一感が市民には全く感じられま

せん。 

平成２７年１２月１日に策定した中心市街地公共建

築デザインコードは、中心市街地で公共建築物を整備

する際に、和風デザインの「色」、「形」、「素材」など

視覚的な約束事を定めたものであります。 

民間建築物は、デザインコードに拘束されるもので

はありませんが、市は、出来る限り、和風の街並みに

なるよう市民との合意形成を図ってまいりたいとのこ

とです。 

１１ 

みちのく潮風トレイルについて、大野地

区の整備方針はどうなっているのでし

ょうか。 

今後も確認しながら整備に努めてまいります。 
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１２ 

議会報告会の出席者に対してお茶等の

飲み物の提供をするべきではないでし

ょうか。 

次回への検討とさせていただきます。 

１３ 

議会報告会の参考資料をもっとわかり

やすいものにしてほしいのですが。 

今回の反省として総括課題とします。 

   
○玉野公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

地域見廻り隊事業（防犯パトロール）は

有償なのに、ひまわり会（高齢者見廻り

隊）はボランティアなのはおかしいので

はないでしょうか。 

市は、地域見廻り隊の活動を無償でお願いしており

ますが、パトロールに使用する車両の借り上げ料及び

燃料代として、１台２時間当たり２千円を支給してお

り、ひまわり会には、活動費として声かけ訪問１件に

つき１５０円を支給しているとのことです。 

２ 

牧草除染後の牛の体調不良について、原

因を調査してほしいのですが。 

牧草除染後の牛の体調不良の原因について、議会報

告会において、調査要望があったことを受け、市は、

県の担当部署である相双農林事務所、及び相双家畜保

健衛生所に問い合わせを行いました。 

両事務所の回答は、現在調査中であり、詳細内容は

明らかになっていない旨の内容であったとのことで

す。 

なお、両事務所は、調査結果が確定した際には、そ

の内容を当事者に直接説明するとのことであります。 

３ 

玉野地区について、固定資産税等の税制

面における減免措置をお願いしたいの

ですが。 

市は、玉野地区の固定資産税について、総務省から

の通知及び鑑定評価に基づき、平成２４年度以降の税

額を減額しているところであるとのことです。 

４ 

玉野の活性化に力を入れてほしいので

すが。 

市は、他自治体における中山間地域での有効な取り

組みを検証の上、地域住民の意向を十分に踏まえて取

り組んでいくとのことです。 

５ 

廃校になる玉野小中学校の校舎の再利

用計画を示してほしいのですが。 

市は、廃校となる玉野小中学校の校舎の利活用につ

いて、今後地域の方々のご意見を踏まえて、検討して

まいりたいとのことです。 

６ 

猿、イノシシ被害に対する効果的な対策

を考え、実行してほしいのですが。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 
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７ 

地区の除染の費用は国に請求している

のでしょうか。 

市が平成２３年度から実施している住宅・農地・公

共施設などの除染費用は、全額国から市に交付されて

いるとのことです。 

８ 

平成２８年相馬市議会３月定例会に提

案された議案第１９号（相馬市指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例につ

いて）とは、どのような内容なのでしょ

うか。 

介護の予防事業を強化するため、運営推進会議を設

置し、地域の連携を図る内容です。 

   
 

○東部公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

盆踊りの櫓や神楽の修繕に対する補助

を考えてほしいのですが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

２ 
尾浜復興公園の計画と進捗状況を教え

てください。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

３ 

現在の市内スポーツ施設では大きな大

会を開催出来る施設は乏しいと思いま

す。運動公園などを整備する考えはない

のでしょうか。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

４ 

光陽地区の屋外スポーツ施設の整備に

伴い、来相者が増えていますが、お土産

を購入する施設が近くにありません。新

たな施設の計画や既存施設の利活用を

考えるべきではないでしょうか。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。なお、現在、尾浜地区に水産物の直売センターを

建設することが検討されております。 

５ 

九州熊本地震の影響で復興事業が遅れ

る事は無いのでしょうか。避難道路の整

備が遅れているようですが、大丈夫なの

でしょうか。 

予算確保できるよう議会として各方面に働きかけを

行っていきます。 

６ 

議会報告会の参加者が少ないと思いま

す。ＰＲ方法を考えるべきではないでし

ょうか。 

今回の報告会を踏まえ、議会として再考していきま

す。 
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７ 

子育て支援に力を入れる自治体として、

他地域にはないような子育てにおける

目玉施策を実施して欲しいのですが。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。なお、新事業として新生児第 1 子：5 万円、第 2

子：8 万円、第 3 子：10 万円を支給する新生児子育て

支援金支給事業が施行されております。 

８ 

医療の充実を望むが、医師は充足してい

るのでしょうか。 

（公立相馬総合病院を運営する相馬方部衛生組合へ照

会したところ、以下の回答がありました） 

現在、当院は、地域の中核病院として適切で安全な

医療の充実を図るよう努めておりますが、産婦人科、

耳鼻咽喉科、整形外科、泌尿器科、麻酔科等で医師不

足が生じています。 

今後も引き続き、福島県立医科大学並びに東北大学

医学部の各医局等へ医師派遣の申し入れを継続して行

ってまいりたいと考えております。 

９ 

学力向上に向けた施策は。教師は充足し

ているのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

   
 

 

 

○磯部公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

復興施設見学バスは、主に水曜日に運行

しているようですが、他の曜日の開催も

考えるべきではないでしょうか。 

市は、復興施設見学バスの運行について、運転手の

業務日程やマイクロバスの運行日を踏まえて、水曜日

に実施しているところですが、水曜日以外でも運行す

ることができるよう検討していくとのことです。 

２ 

震災から５年が経ちますが、古磯部地区

や立切地区など、災害危険区域の買い上

げをした土地の管理状況が良くありま

せん。今後の改善を求めます。 

古磯部・立切地区等の災害危険区域約１４ヘクター

ルのうち約７ヘクタールは、県が実施する海岸堤防及

び防災林に決まっているものの、残りの約７ヘクター

ルの土地の利用は未決定であります。 

市は、災害危険区域のうち、宅地に隣接した所や、

道路の見通しが悪い箇所等の草刈りを年３回行うこ

ととしておりますが、それ以外の土地の管理について

は、現段階では未定となっております。 

市では、災害危険区域の管理について、同区域の土

地利用計画の策定に合わせて、検討してまいりたいと

のことです。 
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３ 

少子化により教職員数が不足している

のでは、学校運営に支障がある。市独自

による手配をして頂けないでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

４ 

通学バスに対する補助規定の見直しを

お願いします。 

現行規定では対象外ですが、磯部地区の地域性を鑑

み協議を進めてまいります。 

５ 

磯部地区に若者を呼び込む為の施策を

実現してほしいのですが。 

市は、磯部地区での定住人口増加のためには、産業

及び観光での施策の実施が有効と考えており、具体的

な事業については、地域住民の意向も踏まえ、国・県

等の支援のもと、取り組んでまいりたいとのことです。 

６ 

磯部地区に放課後児童クラブ施設を建

設してほしいのですが。 

磯部幼稚園の一部を改修しておりますので、出来れ

ばそこをご利用ください。 

７ 

義援金の使途についての議会の監視状

況はどうなっているのでしょうか。 

監査しており、適正に処理されております。 

８ 

太陽発電事業者（九電工）との協定書の

内容を、議会として了解しているのでし

ょうか。 

事業者が市との協定書の内容を厳守するよう、議会

としてもしっかり監査してまいります。 

９ 

議員定数削減に至った経緯を教えてく

ださい。 

現時点では震災復興の途上であり、議員の数を減ら

すことは市民利益にならないなどの意見が出され、定

員 20 名を維持すべきとしました。しかし、4 年後は復

興事業も一定の落ち着きを見せることが想定されま

す。このため、次期改選選挙では、議員の資質向上を

図るためにも、2 名の削減としました。 

   
 

 

 

○日立木公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

イノシシ駆除に対して数字をデータ化

し、計画的に減少するようにしてほしい

のですが。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 
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２ 

復興工事のためのダンプトラックによ

り、道路の損傷がひどいので、直してほ

しいのですが。 

市の管理する道路は、市が定期的に点検し、補修を

するのが基本です。もし、危険箇所を発見したときは、

市の土木課道路維持係（℡37-2203）に連絡をお願いし

ます。 

なお、県道については、県の管理になりますが、市

が連絡窓口となりますので、同様に、市に連絡をお願

いします。 

３ 

農地復興のため、各団体に配備された大

型トラクターの現状と利用状況を把握

し、今後の対応を検討してほしいのです

が。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

４ 

自治会加入率の低下について、対策を打

ってほしいのですが。 

市は、転入や転居の手続きの際に、市民課窓口で行

政区加入の案内通知と行政区長名簿を配布し、転入や

転居された方自らが、行政区長に連絡して頂くようお

願いしているところです。 

市としては、広報紙の配布や災害時の対応などの行

政区の役割を明記したチラシを作成の上、転入や転居

の手続きの際に配布することで、行政区加入を促進し

ていきたいとのことです。 

５ 

防犯カメラの設置補助事業について、性

能や設置、維持管理など、自治会に対し

て具体的な説明をしてほしいのですが。

また、維持管理に対して財政的なバック

アップをしてほしいのですが。 

市では、防犯カメラ設置費補助金の概要について、

５月１５日号広報そうまでお知らせしております。 

市としては、夜間でも３０メートル先まで撮影でき、

かつ、録画機能を搭載している防犯カメラを想定して

おり、維持管理経費は設置者に負担していただくこと

としているとの回答でした。 

なお、防犯カメラ設置に関する説明会については、 

行政区等からの要請に応じ、随時対応していくとのこ

とです。 

６ 

議員の役割について、再度見直すべきで

はないでしょうか。 

 市議会では、議員の役割と責任を、一人一人が、自

覚する事が重要と考え、昨年６月、相馬市議会基本条

例を制定しました。今後とも、役割を果たすべく、し

っかり取り組んでまいります。 

７ 

福島第一原発視察の報告を積極的に市

民にしてほしいのですが。 

今後、議会だより等を活用し、より、積極的に報告

してまいります。 
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○飯豊公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

新田西地区において、震災後、行政指

導もあり水田に豆を植える事業で水田

を畑として修繕したが、震災前同様に稲

作に戻りたいと考えています。水田とし

て耕作出来るようにしてください。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。 

２ 

復興施設が多くできましたが、将来へ負

担を残したくありません。今後の維持管

理費の青写真（算定）はあるのでしょう

か。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

３ 

現市庁舎の解体計画（費用含む）と解体

後の土地の活用はどうなっているので

しょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

４ 

相馬市の借金はいくらあるのでしょう

か。また、返済計画（年数等）はどうな

っているのでしょうか。 

平成２８年４月１日現在の市債残高は、総額約２４

０億５千万円で、その内訳は、一般会計約１３７億５

千万円、公共下水道事業約９８億８千万円、農業集落

排水事業約４億２千万円となっております。 

市は、これまで市債残高の減少に努めてきたところ

であり、平成１５年に約３００億４千万円あった市債

残高は、平成２０年に約２７４億３千万円、平成２２

年に約２６４億３千万円、平成２５年に約２５２億２

千万円と推移し、この１２年間で約５９億９千万円（約

２０パーセント）減少し、前述の約２４０億円５千万

円となっているとのことです。 

また、市債の返済については、法律で事業ごとの返

済年数が定められており、公営住宅建設事業が２５年

以内、道路事業が１５年以内及び災害復旧事業が十年

以内などとなっているとのことです。 

市としては、今後も歳出削減や借入金の抑制に取り

組み、市債の減少に努めていきたいとの回答でした。 

５ 

震災で戦災忠霊塔が被災し、現在は小さ

く碑が設置されています。元の忠霊塔に

は戦没者約 1100名の氏名が保管される

など、遺族の拠所となっていました。思

いを考慮すると、同規模の設置が望まれ

ます。復興基金での事業化は出来ないの

でしょうか。 

馬陵公園内に設置されていた戦災忠霊塔は、東日本

大震災で被災し、倒壊の恐れがある状態となったため、

所有者である市遺族会が市に対し撤去の支援を申し入

れたことから市は撤去し、その後市遺族会は、新たに

規模を縮小した戦災忠霊塔を設置したとのことです。 

市としては、戦災忠霊塔は市の所有物でないことか

ら、その再建について関与することはできないものと 
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  考えているとの回答でした。 

６ 

復旧・復興事業でのダンプの通行が依然

多くなっています。毎年スピードや通学

時間帯が問題となりますが、業者への指

導はどうなっているのでしょうか。 

議会報告会で頂いた意見として市に報告いたしまし

た。合わせて、業者への指導も行うように申し入れを

行いました。 

７ 

5／1 に議会報告会のチラシが配布され

たが、当日は他チラシも多く効果が薄か

ったと思います。ＰＲ方法を再考しては

どうでしょうか。 

今回の報告会を踏まえ、議会として再考していきま

す。 

８ 

区長の旅費の考えについてお尋ねしま

す。いつ制定された算定基準なのでしょ

うか。また、支給時のお金の準備と押印

の手間を考慮すると違う支給方法も考

えるべきだと思いますが。 

現在の区長の旅費は、平成２年７月に改正された条

例に基づき支給されております。 

市では、今後の旅費の支給方法について、市区長会

の意向を踏まえて対応していきたいとのことです。 

９ 

玉野地区の除染状況はどうなっている

のでしょうか。 

住宅、道路、牛舎等、人が立ち入る建物は全て周囲

の除染を完了しております。今後も除染を環境省と協

議し進めていきます。 

   
 

○八幡公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

相馬市地方創生総合戦略では「医療体制

の充実」が子育て・教育の部会になって

いますが、高齢社会対策・健康推進の部

会で取り組むべきではないでしょうか。 

地方創生総合戦略では、本市が人口減少による消滅

の危機に陥ることなく、将来的にも安定した発展を続

けることを目標としております。 

この戦略策定の際に、出生力向上のためには、子ど

もを産み育てる環境として、特に産婦人科、小児科の

充実が必要であるとの意見が寄せられたことから、市

は「医療体制の充実」を、「子育て・教育」分野に記載

したとのことです。 

２ 

もっと子供が広く安全かつ無料で遊べ

る施設か欲しいのですが。 

現在、市は、尾浜地区に「子どもたちが遊び、人が

集い、交流できる憩いの場」をコンセプトとした、広

さ約７ヘクタールの施設整備について検討を進めてい

るところであります。 

市としては、この施設に、子どものための遊び場を

はじめとして、市民が集い、活動できるイベント広場 
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  などを盛り込みたいと考えているとのことです。 

３ 

上記２について、市長への手紙を出した

が返事がないのですが。 

市は、市長への手紙が寄せられた場合には、市長が

直接電話で回答内容をお伝えし、その後、回答書を送

付しています。 

これまで子どもの遊ぶ施設に関する手紙は、３件寄

せられており、市は回答を希望しなかった１件を除く

他の２件について、すでに回答書を返信したとのこと

です。 

４ 

はまなす館周辺の歩道は、段差が大きく

幅員が狭いため、改善してほしいのです

が。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

５ 

公設土取り場の土取り後の利用計画は

どうなっているのでしょうか。 

 

市は、福島県からの要請を受けて、今田及び坪田の

両地内にまたがる市有地約４９ヘクタールを、平成２

６年９月から復旧・復興事業に使用する盛土材等の土

取場として提供しているところです。 

市は、市有地を土取場として提供する際に県と協議

を行い、土取終了後は、当該地を従前と同様に林地に

復元することとしていますが、今後、地元住民の方々

をはじめ、市民の皆様から有効な土地利用の提言があ

れば、再度、県と協議を行い、当該地域の活用を図っ

ていきたいとのことです。 

６ 

今田地区の工事用道路について、工事完

了後も継続して利用出来ないでしょう

か。 

地元の要望を最優先としながら、県と協議していく

よう議会としても支持してまいります。 

７ 

交代のあった区長など、相馬市地方創生

総合戦略会議のメンバーについて今後

の方針を教えてほしいのですが。 

市は、地方創生総合戦略会議の委員について、各団

体からの推薦に基づき、委嘱しています。 

市によると、各団体での改選等に伴い、委員を変更

する必要がある場合には、今後の地方創生総合戦略会

議の開催に併せて、当該団体から改めて委員となる方

を推薦していただくことになるとのことです。 

８ 

市で観光バスの運営ができないでしょ

うか。 

市は、公共交通機関の運行本数の減少等に伴い、市

民の日常の足を確保する観点から、生活路線バスへの

補助や、おでかけミニバスの委託運行を行っていると

ころです。 

市では、民間事業者等から、本市における観光バス

の運行について協議があれば、対応していきたいとの

ことです。 
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９ 
子どもオーケストラのCDやDVDを作

成してほしいのですが。 

エルシステマジャパンに問い合わせてみます。 

１０ 

旅館等のバリアフリー化に対する促進

や補助の考えはないのでしょうか。 

委員会で調査し、結果を議会だより（8/1 発行 第 119

号）で報告します。 

１１ 

市の施策に対する外部評価委員会の評

価が高すぎると思います。目標数値が低

いのではないでしょうか。 

市は、現在、学識経験者と市民公募者７名の方々に

外部評価委員をお願いしております。 

各委員は、市が重点的に進めている事業（平成２７

年度は５８事業）を、現地視察や担当者からのヒアリ

ングを通じ、自らの判断で、事業の妥当性、効率性な

どを、５点満点で点数化しております。 

市は、７名の委員の平均点を、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４

段階の評価に分けて公表しており、評価のための目標

数値は設けていないとのことです。 

１２ 

地域見廻り隊の課題と今後の方針はど

うなっているのでしょうか。 

３月１日に活動を開始した地域見廻り隊は、これま

で防犯パトロールを行ってきた各地区防犯協会との協

力・連携のもとで、現在、児童生徒の見守り活動を行

っているところです。 

市では、各学校にある子ども見守り隊との連携につ

いても、今後調整していくとのことです。 

１３ 

防犯カメラの性能・設置・維持管理・補

助金について教えてください。 

市では、防犯カメラ設置費補助金の概要について、

５月１５日号広報そうまでお知らせしております。 

市としては、夜間でも３０メートル先まで撮影でき、

かつ、録画機能を搭載している防犯カメラを想定して

おり、維持管理経費は設置者に負担していただくこと

としているとの回答でした。 

なお、防犯カメラ設置に関する説明会については、 

行政区等からの要請に応じ、随時対応していくとのこ

とです。 

   
 

 

○中央公民館 

Ｎｏ ご質問・ご意見 議会の考えや、市の方針等 

１ 

市民アンケートを実施する場合、目的等

を全市民に分かりやすく、また、回答し

やすいように改善してほしいのですが。 

市としては、今後、市民アンケートを実施する際に

は、今回の意見を考慮し、アンケートの目的や内容を

分かりやすくするとともに、市民が回答しやすいもの

となるよう努めていくとのことです。 
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２ 

時間外利用や加入者以外の不法投棄な

ど、ゴミステーション利用者のモラルの

低下に対して、行政が対策を検討してほ

しいのですが。 

市内のゴミステーションは、自治会及びアパート管

理者が設置しており、中には鍵のついた箱を用いて登

録者しか利用できないようにしているところもありま

すが、大部分のゴミステーションは、道路脇や側溝の

上などに設置されているところです。 

市は、毎年３月にゴミカレンダーを配布し、ゴミの

種類別収集日やゴミ出しに関する注意事項等を市民に

周知しているところですが、ご意見のあった利用者の

モラル低下の対策として、ゴミステーションに注意喚

起看板を設置し、時間外利用や登録者以外の使用禁止

等の周知に努めていきたいとのことでした。 

３ 

市民会館のさらなる利活用方法を検討

すべきではないでしょうか。 

市民の意見として、反映されるよう、議会として取

り組んでまいります。 

４ 

市職員の対応の改善をしてほしいので

すが。特に公共施設における「おもてな

し」の対応をすべきではないでしょう

か。 

市は、職員の接遇向上のため、毎年民間事業者の講

師による研修を実施しているところですが、職員が目

配り、気配り、心配りによるおもてなしができるよう、

更に効果的な研修について検討し、実施していきたい

とのことです。 

５ 
議員と市民との関係をもっと身近に感

じるように努力してほしいのですが。 

ご意見ありがとうございます。相馬市議会基本条例

の精神に基づき努力してまいります。 

６ 

行政視察の事例を市政に反映させるべ

きではないでしょうか。 

可能な限り、反映できるよう取り組んでまいります。 
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●以下は、会場で実施したアンケート中、「今後、市議会に対してどのようなことを求めま

すか」という問に対し、ご記入いただいた内容です。 

 

（中央公民館） 

・議員の定数の問題、議会活動の報告のあり方、市民に対する活動をもっとわかりやすく広

報してもらいたい。 

・議会での議員の質問は、もう少し多くの議員に市政に対する質問をしてもらいたい。 

・議会報告会への市民の参加について、もっと参加するように啓蒙してください。どうした

ら参加者を増やせるか再検討をお願いします。 

・私たちが誇りに思える議会になって欲しい。行動力を出して欲しい。 

・議会だよりの読まれ方の実態は。関心度は低いと思うので、引き上げる方策を。 

・（議会報告会への）参加者をもっと求めます。 

・「なじょすっぺ相馬」の広報を第一にして欲しい。市民の声を聞くチャンス。 

 

（飯豊公民館） 

・「なじょすっぺ」？議員自身も相馬市の今後を危惧していると思う。このことについて、

各議員からコメントしてほしかった。 

・市民のための市政を。 

・議会の報告、他意見を求めることではなく、議員個人、個人の考え方を聴きたい。その事

についての質疑、応答の会議を求む。 

・もっと市民の声を聞いてほしいです。 

・報告会の回数を増やしてほしい。 

・この様な報告会は都度開催すべき。ただし、参加しやすい時間、方法を検討すべきか。 

 40～59 歳の参加者をどうするか。 

・議会報告会の題は堅い感じがして、出席が悪いのではないか。議案の説明では流し聞きの

感じでした。聞かせる話し方になるといいですね。 

 

（八幡公民館） 

・市民の立場で議決していただきたい。この報告会は地域住民として大変良いと思います。 

・各地区にもっと目を向けてほしい。 

・公設土取場の場所の有効利用を。 

・一生懸命やってください。 

・相馬市がより良くなるように期待いたします。 

 

（大野公民館） 

・定期開催 

・参加者の意見を行政によろしくお願いします。 

・地域の声を吸収し、行動願います。 
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・市議会の傍聴を心掛けますが、今日のような報告会をこれからも開催してほしい。 

・市の執行部と対等の「力」を持ってほしい。 

・議員定数の問題（削減） 

・市民の目線で行動してください。 

・地元の議員が別地区でも良いが、話がない。当選したならば、これで終わりという感が否

めない。 

 

（磯部公民館） 

・今後も続けてください。 

・子どもの教育、成長に今まで以上に力を入れてやってもらいたい。お金をかけて。老人だ

けが大切にされているように感じるところがある。 

 

（東部公民館） 

・参加者の意見にあったように、半端な施設を多くではなく、充実したものが出来るように

提出された案件を審議してください。 

・相馬市のために、今までどおりご尽力賜りたいです。 

 

（日立木） 

・議会報告会を継続して欲しい。 

・原発の廃炉に向けた動向に注意していただきたい。 

・議会の広報活動の方法、議員個々、広報活動を多くしてもらいたい。 

 

（山上公民館） 

・議員定数削減は正しいのか。 

・市民の憩いの場として、県立、市立公園など。イメージとして、南相馬市（東ヶ丘公園）

等の推進。 

・もっと報告して欲しい。 

・市長のイエスマンばかりにならないように。 

・早めの対応を。 

・次回もお願いしたい。 

・活動が目に見えるような広報を充実する。 

 実態が支援者以外に見えづらいので、やっかみや誤解が生ずる。 

・今後も議会報告会をしてもらいたい。 

 

（玉野公民館） 

・各地区の要望等をしっかりと対応して行うこと。 

・玉野地域の将来を考えてほしい。 

 


