
意見・要望等項目 行政区 意見・要望等要旨 懇談会での回答 今後の対応策等（議会） 今後の対応策等（執行部）

議員定数について 南大 定数３人減の根拠は。 色麻町議会には総務教育・産業民生の
２の常任委員会があり、活動をスムーズに
展開するには最低でも１の常任委員会に
は６人が必要と言われています。本町の
場合、議長を常任委員会から外しており、
６人×２＋議長で１３人が適当との判断し
ました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 小栗山 議員の定数削減はいつからですか。 次回の一般選挙からの予定です。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 平沢 現１６人分の報酬額の総額を上回らなけ
れば、定数は２０人でもいいのではないで
すか。

議員定数について 伝八・除 議員定数を１３人とした根拠は。 議会活動を考えると１委員会に６人は必
要です。２委員会と議長で１３人と判断し
ました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 清水 色麻町の議員の定数の適正な数は。 自治体で決められる。類似自治体では１
２人～１３人が多いです。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 清水 議員の数が減れば議会としての役割を果
たせないのでは。

議員各自が一生懸命やるしかないです。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 一の関 ５０考委員会では議員定数を１２人とする
ことを答申している。どの様な議論があった
のか。

議員定数については２常任委員会の適
正な数を基本とし、１委員会６人は必要と
判断した。議長は慣例で委員会に属さな
いとしている。２委員会×６人＋議長＝１

適正な数とし 最終的 多数決

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
全会一致 議決済です議員定数について 一の関 人口の少ないところでも１３人の議員が必

要となるが、もっと少ないところもある。住
民代表の総会等も考えても良いのでは無
いか。

議会に代わる総会は、選挙権を有する町
民全員が対象で、代表者では総会になり
ません。地方自治法の改正が必要です。

議員定数について 王城寺
花川沢口

類似団体の議会構成比率と比べて色麻
町の定数はどのようなものか（多い・少な
い）など。

今回、活性化委員会で色々な意見等が
出たが、最終的に多数決にて決定しまし
た。（１６人→１３人／３人減)

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 上黒沢 人口割で１６人は日本一ではないです
か。１３人でも多いのではないですか。

活性化委員会で今回は１３人に決定しま
した。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。
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議員定数について 道命 １３人の根拠は。 活性化委員会で多数決で決定しました。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 志津 議員の定数を１６人から１３人に削減する
のは、次回の選挙までに間に合うのです
か。

次回の一般選挙からの予定です。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 志津 議員の定数を削減する理由は何ですか。
法定定数は何人ですか。

常任委員会の構成を考えて、多数決で
決定しました。１８人だった法定定数の上
限は撤廃されています。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 袋 ５０考委員会では議員定数を１２人が適
当とした理由は。

常任委員会は３つあるが広報委員会を除
いて２つの委員会は必要であり、１常任委
員会は最低でも６人必要です。その際、
本町は議長で構成されている基地協議
会もあり多忙なことから、議長を除いて２常
任委員会×６人＋議長＝１３人と決定し
ました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 袋 議員定数１３人を適用する時期は。 次回の一般選挙からの予定です。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 吉田 議員の報酬を上げる事で女性や、若い人
が出やすくなるのですか。定数が３人減っ
たら、窓口が狭くなるのではないですか。

若い人や女性が出るのは、本人の意識
次第です。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 吉田 定数３人削減の理由は何ですか。人口の
割に多いのではないですか。

常任委員会の構成は６人が最低人数で
す。２つの委員会に議長を加え定数１３人
としました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 大原 定数について、５０考委員会の回答を参
考にしていると思われるが、なぜ１３人に今
回なったのか。

議会として多数決により１３人に決定しまし
た。理由としては２つの委員会(各６人）に
議長をたしての数字です。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 向町 ５０考委員会では議員定数は１２人となっ
ているが、議会はそれを参考にしたのか。

参考にしたが、議員定数は議会が決める
べきものです。１つの委員会を運営するの
に６人必要です。２つの委員会と議長で１
３人としました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 向町 人口に対して１３人は多いのでは。 議員の数は必要性があって決めるもので
す。議員の数を減らせば、監視機能が弱
まります。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。
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議員定数について 向町 議員の数は多いほど意見も多様性があり
町が良くなるのでは。女性や若い人が出
やすいようにして欲しい。

議員定数について 上高城 定数３人削減ということですが、人口割で
全国で一番多いのではないですか。もっと
削減すべきです。

活性化委員会で決定しました。今回は３
人削減です。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 二反田 ５０考委員会の答申は１２人だったが、１３
人になった理由は。

議員の定数は議会が決めるべきもので、
町長や５０考委員会が決めるべきものでは
ありません。委員会の適正な人数を基本
に多数決で決定しました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 二反田 議員定数については以前から議論があっ
たと思うが、決めるのが遅い。

以前は全員一致を原則としていましたが、
今回は多数決で決定しました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 下高城 議員定数は１３人に決まったのですか。 活性化委員会で決定しました。条例改正
はこれから行います。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 宿 定数を３人削減して大丈夫なのか。 定数については、各町の条例で決めるこ
とが可能です。今回は多数決により決定し
ました。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 下黒沢 本業で議員をやっている人がいない。議
員を半分に減らし、報酬を倍にしてはどうで
すか。

議員間でも話が出ました。活性化委員会
では３人削減することに決定しました。報酬
は上げる方向で検討中です。

平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、色麻町議会議員定数
条例の一部改正を行い、次回の議会議
員一般選挙から、議会議員13人とするこ
とに全会一致で議決済です。

議員定数について 上郷 議員数減の防災計画への影響は。 議会基本条例に入っています。

議員定数について 上郷 ３人減で報酬上げに理解。 報酬上げ額は決まっていません。

議員定数について 新田 近隣市町村の議員定数は。 大衡村１４人、大郷町１４人、加美町１８
人、大和町１８人です。

政務活動費について 一の関 議員報酬を引き上げ政務活動費も支給
するようだが、内容を説明願いたい。

月額５千円、年額６万円を上限として支
給され、政務活動をしない議員には支給
されません。政務活動費を請求する際
は、領収書を添付し請求することになりま
す。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 一の関 対象となる経費は何か。審査は誰が行う
のか。

対象となる経費は調査研究費、研修費、
会議費、資料作成費、資料購入費等で
す。対象外の経費は政党活動費、選挙
活動費、後援会活動費、慶弔餞別費、
冠婚葬祭費、飲食費、専門紙以外の新
聞・雑誌等の購読費等です。チェックは
事務局が行います。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。
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政務活動費について 一の関 政務活動費については反対である。色々
な問題が出ており、厳しいチェックが必要
でありチェック機能が曖昧である。

活性化委員会でも反対意見がありまし
た。県からも多くの資料を取り寄せ、また、
他町（女川町）を研修し導入を決定しまし
た。支給は実績払いとする等、運用には
万全を期します。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 一の関 県議会でも問題となっている。違法な使
い方をした場合には、辞職する等の罰則
規定を設けてはどうか。

脱法行為を最初から見越して規定するの
ではなく、性善説に立って規定しました。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 一の関 政務活動費の額が少ないから良いと言う
ものではない。

議員報酬と政務活動費について議員個
人の考えを述べる。〔司会者〕この発言
は、議員個人の考えです。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 志津 政務活動費は６万円だけでは少ないので
はないですか。

活性化委員会では多いほうが良いという
意見もありましたが、年６万円程度がよい
という意見でまとまりました。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 志津 政務活動費を町発展のために、将来を見
越して使っていただきたい。

了解しました。 平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 二反田 政務活動費の内容は。誰がチェックする
のか。

月額５千円、年額６万円で年度末に領
収書を添付し請求します。政務活動費の
請求は議長に提出し、チェックは議会事
務局が行います。また、議会のホーム
ページでも公表します。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 二反田 政務活動費は町村は認められないと思っ
ていた。

町村も支給が可能です。県内では現在１
０町が支給しています。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 下高城 政務活動費は今まで月１万円ではなかっ
たのですか。

これまでありませんでしたが、今回年６万
円に活性化委員会で決定しました。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 宿 報酬等も上げ活動費も必要なのか。 しっかりとした内容を踏まえて報告し、ホー
ムページ等でも利用内容の報告書等も開
示します。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

政務活動費について 上郷 年６万円の出どころは。 政務活動後に議長に申請し、町から支
給されます。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。
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政務活動費について 新田 政務活動費6万円の公表はどうするので
すか。しっかり公開して欲しい。

活性化委員会ではホームページで公表
する事に決定しました。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として政務活動費の交付について要
請しました。執行部から認められた場合
は、交付に向けた条例等関係例規の制
定を行う予定です。

議員報酬について 小栗山 １年以上の欠席の報酬５０％は任期中続
くのですか。

その方向です。 平成３１年１月７日開会の色麻町議会定
例会１月会議で、議員が病気等で長期
欠席した場合の報酬等の減額について、
色麻町議会会議規則並びに色麻町議
会議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当に関する条例の一部改正を行い、
平成３１年４月１日から施行することに全
会一致で議決済です。

議員報酬について 北大 現在の議員報酬は低いのではないのか。 現在、活性化委員会で報酬等も含め検
討しています。議員全体としては上げる方
向です。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。

議員報酬について 平沢 議員の定数削減をした場合、現在の報
酬額は16人分を上回らないのですか。

まだ確定していません。 平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。
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議員報酬について 伝八・除 議員報酬を上げる根拠は。 会社勤めの方は議員に立候補しづらいよ
うです。議員のなり手不足の時代に人材
確保のため、報酬を上げるべきと考えまし
た。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。

議員報酬について 清水 議員の定数を減らした分、報酬をアップす
るのですか。

活性化委員会で報酬額の引き上げは決
定しましたが、額はこれからです。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。

議員報酬について 清水 議員の報酬を日給制にしたらどうですか。 １００日以上活動しているがその日数も確
定的でないので、日給制にする事は出来
ません。

議員報酬について 王城寺
花川沢口

報酬について、定数削減することで上げる
べきではないか。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。

議員報酬について 志津 議員の報酬額を１０％削減したのはなぜ
ですか。

議会として監視機能が果たせなかったた
め、道義的責任において３カ月間１０％削
減しました。
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議員報酬について 宿 議員報酬について上げるべきと検討して
いるが、どの位になるのか。

全国議長会等でも話題になっています。
できれば生活ができる位になればいいが、
未だ検討中です。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
議会として議員報酬の引き上げについて
要請しました。引き上げ額については、県
内町村を参考にしたうえで、また、議員定
数３人削減による議員報酬削減額の範
囲内で、議長１万円（引き上げ後報酬月
額３３万３千円）、副議長３万円（引き上
げ後報酬月額２７万５千円）、議員３万円
（引き上げ後報酬月額２５万９千円）とし、
引き上げ実施時期は、一般選挙による改
選後の議会議員の任期開始日からとしま
した。今後、色麻町特別職給料等審議
会の答申を踏まえ、町長が決定する方向
です。

議会運営について 北大 会議開始と同時に休憩したのはなぜか。 動議を出した場合、議会として審議する必
要があり時間がかかります。議会のルール
に則って運用しています。

議会運営について 一の関 議会の傍聴には、年間何人位が来るの
か。

婦人会の方々が来るときは２０人位になり
ます。区長さん方や、一般住民の方２～３
人で傍聴する時もあり、年間５０人位が傍
聴しています。

議会運営について 鷹巣 職員手当等1,800万円程は、職員二人
分なのですか。また賃金は誰の分です
か。

議会費の職員手当等には議員分も含ま
れています。賃金は嘱託職員分です。

議会運営について 道命 常任委員会の委員の選任方法は。 議長・副議長が協議して選任しています。
議会運営委員会と広報委員会は、２常
任委員会からそれぞれ選出しています。

議会運営について 志津 通年議会にする必要はあるのですか。 災害対応などのためです。

議会運営について 二反田 議員定数が１３人になった時、議会常任
委員会の構成は。

委員会の数は現在と同じ２委員会です
が、１委員会の構成人数は現在の８人か
ら６人になります。

議会運営について 下黒沢 議会費の委託料は何ですか。 会議録作成のための費用です。

議会、議員への要望 南大 若い人が議員になれる環境を作っていた
だきたい。

議員の魅力は使命感だと思いますが、全
国的に議員のなり手が少ないのが現状
で、３０万円程度の議員報酬が必要と言
われています。

議会、議員への要望 高根 未発注等の不祥事を起こさないために、
議会の監視機能として何か対策を考えて
いるのですか。

予算執行の進捗状況を確認出来るよう、
町に申し入れします。

議会、議員への要望 清水 議員の定年制を設けてはどうですか。 議員の定年制を設ける事は出来ません。

議会、議員への要望 一の関 議員個人の考えを聞きに来たのではな
い。何のための議会懇談会か。

議会、議員への要望 向町 保健福祉まつりに議員も参加すべき。 議員全員に伝えます。

議会、議員への要望 宿 しっかりとした議員の後継者を育成して欲し
い。

議会、議員への要望 下黒沢 改善センターの改築額と、校庭の芝生の
事業費はいくらですか。しっかり監視して欲
しい。

改善センターは１億７，０００万円、校庭の
芝生化は４，１００万円です。
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議員の資質について 一の関 毎回同じ人だけ質問しているようだ。 予算・決算審査では何回でも質問できま
す。以前は同じ項目について３回までとい
う時もありました。

議員の資質について 向町 議会の質問で、質の悪いものがある。どう
にかならないのか。

議員は選挙で選ばれるてくるので、一人一
人の自覚が必要です。

議員の資質について 宿 これまでに本議会を欠席して、他の仕事お
よび私用的な用事をしている議員がいると
聞き及んでいるがいかがなものか。しっかり
とした議員活動に努めて欲しい。

原則、議会前に議長へ欠席届け等を出
し、了解を得ています。各議員が責務を
考えるものでもあり、４年に１回の審判の選
挙で町民の皆様の信を問うものです。その
点を踏まえ選んでほしいと思います。

議会だよりについて 大原 編集後記を楽しみにしている。

議会だよりについて 二反田 議会だよりを楽しみにしている。発行までの
日数はどの程度要するのか。

現在６６号で合併協議前から発行してい
ます。発行には事務局は関わっておらず、
議員だけで編集しています。会議録が１カ
月後ぐらいに出てくるので、それ以降５回ぐ
らい編集会議を行い発行しています。

議会災害対応行動マニュ
アルについて

南大 議員防災マニュアルはどの様なものか。ま
た、目的は。

議会は、議長を中心に招集し災害時にス
ムーズに対応できるようにしました。また、連
絡体制をフロー図化し、安否確認などの
マニュアルについても盛り込んでいます。

議会災害対応行動マニュ
アルについて

伝八・除 災害時の議員緊急マニュアルにおいて議
員の役割は。

執行部と議会の役割を分けて、情報共
有、情報交換を行います。

葬祭規程について 高根 葬祭規程をもう一度説明してほしい。 20年以上の議員の分のみを削除すること
に、活性化委員会としては決定しました。

平成３０年１２月２６日に町執行部に対し、
葬祭規程の町議会葬部分について、現
職の議会議長はそのままとし、現職の町
議会議員で20年以上在任し、功労顕著
なる者については、平成３１年４月１日以
降廃止することに決定したので、速やかに
処理されるよう要請しました。

「現職の町議会議員で20年以上在任し、
功労顕著なる者｣については平成３１年４
月１日から廃止するため、葬祭規程を改
正いたします。

葬祭規程について 伝八・除 葬祭規程の内容は。 現職の議会議長については残しますが、
他は削除します。

費用弁償について 下黒沢 報酬の他に費用弁償はいくらですか。 本会議に出席の時だけ１，３００円出てい
ます。

議会活性化推進調査特
別委員会について

上高城 活性化委員会の検討中の期限はいつで
すか。

平成３１年３月前までに決定したいです。

一般質問について 一の関  一般質問はどの様な形で行われるのか。
１回も質問しない人もいれば、毎回質問す
る人もいる。

１０日前までに通告することになっており、
町政に対する案件であれば何でも良い。３
月、６月、９月、１２月の４回通告できま
す。また、３月は町長の施政方針に対して
も質問できます。一問一答方式で行って
おり、９０分の質問時間があります。

議会での発言について 一の関 有線放送を聞いていると聞き苦しい発言
がある。

前回の懇談会でも指摘されており、議員
全員が承知しています。発言内容につい
ては各自が判断すべきものです。

議会懇談会について 上高城 2年前の議会懇談会の報告はなかった。 議会だよりで報告しています。

反問権について 伝八・除 反問権を与えてはどうか。 確認するための反問権は与えています。
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町施策について 南大 若い人たちが主催するイベントに対し、町
の支援をお願いしたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　加美商工会色麻支部が中心となり「し
かまの冬イルミネーション」「かっぱ夜市」な
どの事業は若者を中心に盛り上がりを見
せております。今後もご意見をふまえて検
討していきたいと考えています。

町施策について 南大 若い人たちにビジョンを描かせる施策を考
えていただきたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　町の将来像や今後の方向性を示す色
麻町第四次長期総合計画（平成23年度
～平成32年度）は、新たな長期総合計
画を策定するため、平成31年度に現在の
計画の検証作業と基本的な策定方針を
決定します。若い方々の描く将来像等に
ついての考え方やご意見を伺いながら、
町の将来像等にどのような形で取り入れ、
施策に反映させていくか併せて検討してい
きたいと考えています。

町施策について 南大 愛宕山公園等を活用したイベントを実施し
てはどうか。町の活性化に繋がる。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　例年５月下旬から６月上旬に「シャクヤ
ク祭り」を開催し、町内外の多くの方々にご
来園いただいております。現時点では、新
たなイベントを実施する予定はございません
が、ご提案等がある場合は是非お寄せく
ださい。

町施策について 一の関 移住・定住は、外国人をターゲットにした
施策を検討すべきである。

移住・定住はどこの自治体でも課題となっ
ており、富山県朝日町では新聞記者を町
嘱託職員として雇用し事業を展開していま
した。

　町では定住促進に努めております。今後
の動向を見極めながら検討していきたいと
考えています。

町施策について 袋 人口減少は全国的な課題と思う。ある国
では増加しており、２０代前半で結婚し多く
の子どもが生まれている。議会でも早期結
婚を推進しては。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 結婚支援について町では、平成２８年度
から結婚支援専門員を配置し、日々相
談業務等を行い、結婚問題に取り組んで
いますので、活用戴ければと思います。お
知り合いで結婚希望者がいれば情報提
供をお願いします。

町施策について 向町 秋の収穫祭で他町村から来ている人に
餅を振る舞っているが、町のPRに役立てる
政策はないのか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町のＰＲには、まず本町に来ていただいて
自分の目で観て、肌で感じて、町を知って
もらうことが重要と考えています。その上
で、更に本町に興味を持ってもらえるように
工夫をしていきます。

町施策について 向町 色麻町の将来について議論を行って欲し
い。若い人の意見を取り入れて欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　町の将来像や今後の方向性を示す色
麻町第四次長期総合計画（平成23年度
～平成32年度）は、新たな長期総合計
画を策定するため、平成31年度に現在の
計画の検証作業と基本的な策定方針を
決定します。若い方々の描く将来像等に
ついての考え方やご意見を伺いながら、
町の将来像等にどのような形で取り入れ、
施策に反映させていくか併せて検討してい
きたいと考えています。
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意見・要望等項目 行政区 意見・要望等要旨 懇談会での回答 今後の対応策等（議会） 今後の対応策等（執行部）

町施策について 向町 出生率を上げる政策を考えて欲しい。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 　少子化及び人口減少問題からの脱却
を図るため、平成27年度に策定した「色麻
町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、平
成31年度が戦略期間の最終年度となっ
ています。また、町の将来像や今後の方
向性を示す「色麻町第四次長期総合計
画（平成23年度～平成32年度）」は、平
成31年度から現在の計画の検証作業と
基本的な策定方針を決定します。
　出生率を上げるいわゆる少子化対策に
ついては、新しい長期総合計画を策定す
る上では重点施策のひとつとなりますの
で、「色麻町まち・ひと・しごと創生総合戦
略」と「色麻町第四次長期総合計画」の
検証作業を併行して進め、具体的な政策
について検討していきたいと考えています。

町施策について 上郷 首都圏で田舎を好む若者がいる。呼び込
みにイベントはどうか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　本町の移住定住対策として栗原・登
米・大崎の各地域と連携しながら、首都
圏及び仙台市内で移住・定住セミナーを
開催し、色麻町の魅力を発信しておりま
す。今後も実施していきます。

町施策について 上郷 グリーンツーリズムでの交流は。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 グリーンツーリズムでの交流には、民間の
方々の協力が必要です。現状は、交流を
行える状況には至っていません。

集会所、生活センターに関
する要望等について

南大 集会所を新築する予定であるが、エアコ
ンの設置をお願いしたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　集会所の建て替えについては、特定防
衛施設周辺整備調整交付金を活用しな
がら、建築年数の古いセンター等から順
次行っております。
　エアコンの設置については、建て替え事
業開始当初から、町の方針として、小会
議室のみとし、その他の設置は、地区の
負担で設置をお願いしているところです。
　既に建て替えされた集会所との均衡を
図るため、今後建て替えを予定しているセ
ンター等についても、エアコンの設置は小
会議室のみと考えております。

集会所、生活センターに関
する要望等について

南大 集会所新築の際に、庭を舗装していただ
きたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　集会所の建て替えについては、特定防
衛施設周辺整備調整交付金を活用しな
がら、建築年数の古いセンター等から順
次行っております。
　また、建て替えの際には、敷地整備も行
いますが、舗装については、地区の負担
となっております。
　これも、事業開始当初からの町の方針
となっており、既に建て替えされた集会所と
の均衡を図る必要があることから、ご理解
のほどよろしくお願いします。
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意見・要望等項目 行政区 意見・要望等要旨 懇談会での回答 今後の対応策等（議会） 今後の対応策等（執行部）

集会所、生活センターに関
する要望等について

南大 集会所前の庭は、スクールバスの待機所
になっている。町の舗装基準が３㎝であれ
ば、２㎝の上乗せ分を町で負担できない
か。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　集会所の敷地整備について、舗装は地
区の負担と町の方針で決めております。
　しかしながら、当該センターにおいては、
スクールバスの転回所になっており、大型
バスが乗り入れ轍ぼれが生じる可能性も
考えられます。
　このため、敷地整備を施工する際、地盤
改良等の対応を検討いたしますが、舗装
はこれまでどおり地区の負担でお願いしま
す。

集会所、生活センターに関
する要望等について

伝八・除 各センターに防犯カメラを設置して欲し
い。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　防犯カメラは、地域の安心・安全を確保
するうえで、情報収集に有力であり、また、
カメラが稼働していることで、町民等に対し
て緊張感を与え、事件事故の抑止力に
繋がり、解決にも有効であります。
　しかしながら、各集会所等に設置する費
用や維持管理など様々な課題があり、カ
メラの設置は困難な状況であります。

集会所、生活センターに関
する要望等について

新田 センターのフェンスの負担割合を見直して
欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　集会所のフェンス設置については、町と
地区で折半（1/2）の負担となっておりま
す。
　事業開始当初からの町の方針となって
おり、既に設置された集会所との均衡を図
る必要があることから、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。

ふるさと納税について 高根 色麻へのふるさと納税はありますか。 あります。

ふるさと納税について 伝八・除 ふるさと納税の返礼品に対する町の考え
方は。

平成２９年度のふるさと納税額は、１，０１３
万円でした。返礼品は米とエゴマ関連品
が主です。

ふるさと納税について 伝八・除 ふるさと納税の使い道は。 指定されたものに使っています。

ふるさと納税について 道命 金額は。 平成２９年度で１，０１３万円です。

ふるさと納税について 道命 返礼品について。 還元率３０％以内で用意しています。人
気は米です。

災害時の対応について 二反田 二反田地区には外国人も多く住んでおり、
車を運転できない人がいる。避難の際は
バスを手配していただきたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 外国人等の避難行動要支援者への避
難につきましては、移動手段としてバスの
手配について考えております。しかし、災害
時は町も災害対応に追われ、バスの手配
ができない場合も想定されます。よって、
自主防災組織や民生委員等が中心とな
り、誰が安否確認や避難誘導等をするか
事前に決めておくことが重要であります。
　よって、車を持っていない外国人の避難
についても、自主防災組織において、事
前に誰が対応するかを決めておくようにご
協力をお願いします。

災害時の対応について 上郷 備蓄食料・毛布は確保してあるのか。 役場後ろの倉庫、元共済組合事務所に
用意しており、食料についてはスーパーと
の協定も締結しています。

災害時の対応について 上郷 停電時用の発電機の備えは。 町内各地区で手配しており、ガソリン給油
は役場で対応します。
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意見・要望等項目 行政区 意見・要望等要旨 懇談会での回答 今後の対応策等（議会） 今後の対応策等（執行部）

災害時の対応について 新田 大雨を想定した防災訓練なのに、被害が
出やすい町民体育館への避難はどうなの
か。見直しを要望します。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町民体育館は町の指定避難所となって
いることから、防災訓練の際も避難所とし
て、開設しました。ご指摘のとおり、町民体
育館は花川に近い場所にあり、大雨の状
況によっては、被害が発生することも想定
されます。今後、自主防災組織等と協議
し避難所の見直し等も検討して参りたいと
考えております。

町職員について 南大 各課の連携が取れていないと感じられる。
手続きがスムーズに進まない場面に遭遇
する事がある。また、来客者に対する職員
の挨拶が徹底されてない。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　来庁された方が、効率的に手続きが行
えるよう常々心掛けておりますが、連携不
足を感じさせたことにお詫び申し上げます。
複数課にわたる横断的な対応について
は、職員１人ひとりが他課の業務について
も把握しておく必要がありますので、接遇も
含め職員の教育に努めて参ります。

町職員について 吉田 時間外に集金した場合の職員の給料は
出ているのですか。

当然、時間外の手当は支払っています。

町職員について 下黒沢 以前用地課があったが、いまはあります
か。職員で測量出来る人は何人ですか。
町の財産を管理できる職員はいるのか。

総務課内に管財係があります。測量資格
は3～4人です。資格取得するように伝えま
す。

町へ要望する。 　用地課はありませんが、関係業務は管
財消防係が担っています。測量資格を取
得している職員は、役場全体で３名程度
です。有資格者が必要な事業においては
資格取得等の機会を与え、対応できる職
員の養成を図って参ります。

区長について 王城寺
花川沢口

現在の業務量を考慮すると、報酬等を
もっと上げるべきではないのか。また、この
件はどこで決定するものか。

区長報酬については、町執行部で決めて
います。決め方は、各地区の世帯数割
り、全体の均等割りなどを考慮しているとの
ことです。

町へ要望する。 　行政区長の報酬については、区長の設
置及び報酬支給規則に基づいて、平均
割・世帯割・調整割で算出し支給していま
す。ご意見をふまえ、報酬等のあり方を検
討していきたいと考えています。

区長について 宿 昨今、区長の仕事の量が過去よりも多く、
区長の仕事の役割を明確にして欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　行政区長には様々な分野でご苦労をお
掛けしており深く感謝申し上げます。
　各種通知、広報誌等の配布業務つい
ては、量的軽減を図るため、周知方法も
含めて見直しを行っているところです。その
他にも式典やお祭り等への出席、地域代
表としての委員就任、町行事等の運営に
関する協力と多岐にわたり多大なるご協
力をいただいております。
　ご意見を踏まえ　検討していきたいと考え
ております。

区長について 新田 区長の報酬UPを要望します。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 国の制度などの動向を踏まえながら、区
長さんの位置付けや報酬等のあり方等を
検討していきたいと考えております。

選挙について 一の関 前回の町長選挙の際、ある議員が辞職し
欠員が生じたため補欠選挙が執行された
がなぜか。

前回の補欠選挙は、議員の死亡により欠
員が３人になった事によるものでした。公職
選挙法の規定で６分の１以上が欠員と
なった場合、補欠選挙を行うことになって
いるため執行されました。６分の１以下の
欠員であれば、町長選挙の時期から議
員の任期まで６カ月の以下の日数しかな
いので、補欠選挙は執行されないと思い
ます。
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意見・要望等項目 行政区 意見・要望等要旨 懇談会での回答 今後の対応策等（議会） 今後の対応策等（執行部）

選挙について 一の関 次の町長選挙に立候補する議員はいる
のか。

防災対策について 清水 防災ラジオについて。 ポケベル用電波を利用した防災ラジオに
ついて説明。

防災対策について 下黒沢 深川の排水の件を要望したのですか。 これまでも要望していたし、今後も要望しま
す。

町へ要望する。 昨年、加美町と本町が一緒になって、河
川管理者である県に排水ポンプ場の設
置についての要望活動を行っております。
また、国に対しても要望しておりますが、河
川管理である県が事業主体となるため、
県が整備に前向きでなければ、実現でき
ません。
　県では、近くに仮設ポンプ格納庫を設置
したり、仮設ポンプの排水管を堤防に固定
し、早い段階で排水体制を整えており、こ
の対応での状況を確認するとのことです。
町では、今後も加美町とともに粘り強く要
望していきます。

防犯対策について 清水 一人世帯が多いので、太陽光で点灯す
る防犯灯を設置してほしい。

区長さんからも町へ要望してほしい。 町へ要望する。 　防犯灯の設置については、町民の生
命、身体及び財産に危害を及ぼす犯罪
の防止並びに夜間における道路上の歩
行者通行の安全を保持し、犯罪のない明
るく住みやすいまちづくりに寄与することを
目的としています。
　このため区長から設置依頼を受け、現
地（通行量や危険箇所等）を確認したうえ
で、設置の可否を検討することとしていま
す。太陽光の防犯灯は非常に高額なた
め、町では設置しておりません。

役場の総合案内窓口につ
いて

北大 役場に入ると挨拶等もなく、暗い感じがす
る。また、初めての人は行きたい部署へ行
き方がわかりづらい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　総合案内の職員を配置する方法もあり
ますが、専属で１名配置するよりも現状の
町民生活課窓口で対応したいと考えま
す。
　今後、用事先が分かり易くなるように、見
やすい案内板等を設置するなど改善を図
り、職員の対応も含め町民の方々が来庁
しやすい環境づくりに努めていきます災害復旧について 上郷 三年前の9.11豪雨で花川の堤防が決壊

寸前だった。
堤防は復旧済です。

危険区域の指定について 平沢 土砂災害対策は３戸以上連なっている所
は行ったが、２戸以下の所も対策して欲し
い。

町で決めているわけではありませんが、執
行部に伝えます。

町へ要望する。 この対策は主に宮城県が事業主体で
行っておりますが、町としては国土交通省
に補助対象要件の緩和や宮城県へ県
単独事業による工事の実施を要望してお
ります。また、防衛省に対しても、町が実
施できるように「防災に関する施設」も補助
対象とするように要望しております。

町財政について 二反田 人口の減少が激しい。町債は後の世代
のつけになる。町債の残高をあまり増やさ
ないでいただきたい。

プライマリーバランスを取りながら執行部で
は予算編成を行っています。人口減少し
ている中で、議会としても検討・研修を重
ね、執行部に提案していきます。

町へ要望する。 施設や道路の改修をするため、町債を利
用しております。将来への負担増加になら
ないよう、計画的な運営に努めて参りま
す。

ドクターヘリについて 伝八・除 ドクターヘリの着陸する場所は。 屋外運動場です。
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公共施設等の管理につい
て

王城寺
花川沢口

昨年より町に管理委託をお願いしたが、グ
ラウンドは総務課、公園は産業振興課で
管理しているようだが、地域で管理してい
た時は美化に努めていたが、現在は荒れ
ている。もっとしっかりと草刈等の管理徹底
化に努めて欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　昨年より、王城寺花川沢口グラウンドの
草刈り等の管理は町で行いましたが、除
草剤の散布や草刈り等の回数が足りな
く、結果的に荒れてしまいました。
　次回からは、適切に管理していきますの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。

水道について 高根 水道水が濁るが、議員はどこまで認識して
いるのですか。エコキュートが使えなくなり
ました。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 水道水の濁り水の発生については、長い
間ご不便をお掛けして申し訳ありません。
水道水の濁り対策としては配水管内の洗
浄や水道管の更新を行います。なお、昨
年の１０月２９日に新山浄水場の給水区
域において、漏水復旧のため断水した結
果、広範囲に水道の濁りが発生し、その
後も消火等により濁ったことから、エコ
キュート等を修理された方を対象に、町が
その修理費用を補償することとし、平成３１
年２月１日に関係する行政区に周知いた
しました。（補償対象は、平成３０年１０月２
９日から平成３１年１月３１日までに修理を
行った方で、平成３１年２月２８日までに申
請された方）

水道について 高根 新山の井戸の水質は、他の井戸の水質
と違いはあるのですか。

新山の井戸は、他の井戸より鉄分が多い
です。

水道について 高根 井戸の水質に問題があるなら、管を洗浄
や交換をしてもだめではないのですか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 鉄分やマンガンが多くても濾過し、水質試
験により適合した水を配水しています。試
験井戸を掘って、濾過しなくても良い水を
捜すことは困難ですし、濾過して配水して
いるところは本町だけではありません。濁り
水の対策は、定期的な配水管内の洗浄
と老朽管更新等の対策が必要で、今後
も強く推進いたします。

水道について 高根 配水管の更新、３０年度と３１年度の予算
が通るように要望します。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 水道施設の老朽化対策等に必要な予
算を確保し、計画的に実施していきます。

水道について 清水 水道水の濁り問題は、他では出ましたか。 高根地区から出ました。１０月３１日に全
員協議会で詳しく聞きます。

水道について 鷹巣 エコキュートが故障した場合、補償してくれ
るのですか。

町では、エコキュートの修理代等も補償出
来るか、要綱を検討しているそうです。

町へ要望する。 昨年の１０月２９日に新山浄水場の給水
区域において、漏水復旧のため断水した
結果、広範囲に水道の濁りが発生し、そ
の後も消火等により濁ったことから、エコ
キュート等を修理された方を対象に、町が
その修理費用を補償することとし、平成３１
年２月１日に関係する行政区に周知いた
しました。（補償対象は、平成３０年１０月２
９日から平成３１年１月３１日までに修理を
行った方で、平成３１年２月２８日までに申
請された方）

水道について 上黒沢 水道水の濁りについて、どれだけ把握して
いますか。

建設水道課から説明を受けています。
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水道について 上黒沢 将来的に、井戸水で十分なのですか。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 新たに河川水等を水源にする場合は、多
額の施設整備費が必要で、水利権の取
得も困難だと思われます。また、広域水道
から供給してもらう場合は、供給が可能か
どうかもわかりませんが、了承を得れば、加
入金や送水管工事負担金、広域水道
料金等、多額の費用を要すると思われま
す。また、今後の人口減少により給水量も
減少するため、今後も井戸を水源とし、揚
水量が減少した場合は、増設等で対応
することといたします。

水道について 上黒沢 エコキュートが故障した場合、補償してくれ
るのですか。

町では、エコキュートの修理代等も補償出
来るか、要綱を検討しているそうです。

町へ要望する。 昨年の１０月２９日に新山浄水場の給水
区域において、漏水復旧のため断水した
結果、広範囲に水道の濁りが発生し、そ
の後も消火等により濁ったことから、エコ
キュート等を修理された方を対象に、町が
その修理費用を補償することとし、平成３１
年２月１日に関係する行政区に周知いた
しました。（補償対象は、平成３０年１０月２
９日から平成３１年１月３１日までに修理を
行った方で、平成３１年２月２８日までに申
請された方）

水道について 上黒沢 水道配管を新設すべきではないですか。 計画的に布設替えをするようです。 町へ要望する。 老朽化した配水管は、計画的に更新して
参りますが、下水道管埋設工事と一緒に
配水管も新しい管に更新している箇所もあ
りますので、水道水の濁り対策としては、
配水管内の洗浄を優先して行ないます。

水道について 吉田 水道管の根本的な見直しを検討して欲し
い。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 新たに河川水等を水源にする場合は、多
額の施設整備費用が必要で、水利権の
取得も困難だと思われます。また、広域水
道から供給して貰うことができたとしても、
広域水道加入金や送水管工事負担
金、広域水道料金等、多額の費用を要
すると思いますし、既設の水道管はそのま
ま利用しますので配水管内の洗浄や老
朽管の更新も行わなければなりません。ま
た、今後の人口減少により給水量も減少
しますので、今後も井戸を水源とし、井戸
の揚水量が減少した場合は、増設等で
対応することといたします。

水道について 下高城 水道の濁りでエコキュートが壊れました。
水道が使えないことを、早く詳しく伝えて欲
しい。

エコキュートの補償は検討中です。建設
水道課に伝えます。

町へ要望する。 断水や濁り水が発生した場合は有線放
送や広報車で周知していますが、早急に
周知出来るように努力しているところです。
また、「建設水道課からのお知らせ」とし
て、濁り水が発生した場合のエコキュート
の対応などについて、チラシを配布してい
ますので参考として下さい。また、エコ
キュートの修理費を補償することとし、平成
３１年２月１日に関係する行政区に周知し
ております。
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自衛隊等演習関係につい
て

南大 最近、オスプレイが飛んで来るが騒音がひ
どい。民家の上を飛ばないように出来ない
か。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 宮城県と大和町、大衡村、色麻町で構
成する王城寺原演習場対策協議会で
は、騒音や飛行について次のとおり要望を
行っています。
「機体の安全性を確保した上で、飛行経
路や飛行区域、高度等については、人
家や学校等を避けて飛行するなど、地域
住民の安全に配慮すること。」
「飛行に伴う騒音・振動等による生活環
境への影響に十分配慮すること。」

自衛隊等演習関係につい
て

南大 防衛予算のアップは要望しているのか。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 本町が会員となっている団体や町長が関
係省庁や国会議員へ要望活動を行って
います。
※団体（全国基地協議会、防衛施設周
辺整備全国協議会、沖縄県道１０４号移
転訓練受入演習場関係市町村連絡協
議会、県防衛施設周辺整備事業促進
協議会、王城寺原演習場周辺整備事
業促進協議会

自衛隊等演習関係につい
て

伝八・除 自衛隊の車が町道を通る事があるので、
通ってはだめな所に標識をして欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町として、地区の要望事項は伝えました
が、要望のあった行政区長からも王城寺
原演習場周辺地区長懇談会時に要望し
て戴き、自衛隊の方で設置して貰うことに
なりました。

自衛隊等演習関係につい
て

袋 米軍に次いで英軍も来た。益々訓練の
幅が広がる。今後、オーストラリア・インド軍
も懸念される。今年はオスプレイも飛来し
た。平成９年から２２年度まで防音工事が
行われたが、拡大も必要と考える。議会と
しての考えは。

議会全体としての動きはありませんが、個
人で一般質問として取り上げています。町
でも防衛局と交渉した経過がありますが、
今は諦めている状況のようです。議会とし
ての考えは今はありませんが、防衛省に要
望するよう町に伝えます。

町へ要望する。 住宅防音工事区域の拡大については、
要望活動を行う団体や町長自ら関係省
庁や国会議員へ毎年要望活動を行って
います。
※団体（全国基地協議会、防衛施設周
辺整備全国協議会、沖縄県道１０４号移
転訓練受入演習場関係市町村連絡協
議会、県防衛施設周辺整備事業促進
協議会、王城寺原演習場周辺整備事
業促進協議会）

自衛隊等演習関係につい
て

袋 今後騒音も激しくなってくる。議員一致して
動いて欲しい。

持ち帰って検討します。

自衛隊等演習関係につい
て

下黒沢 防衛省からの補助金の額はいくらです
か？

特定防衛交付金は年7～8千万円です。
米軍実弾射撃訓練時は1億800万円追
加されます。

町道について 小栗山 町道小栗山線の消えているセンターライン
を引いて欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 積雪が多いと除雪によりラインは消えやすく
なりますが、当路線は延長が長いため、
毎年必要な区間を部分的に引いている
状況です。現地を確認し、必要なところは
新年度に施工することといたします。

町道について 高根 小栗山線の、歩道の土砂を撤去して欲し
い。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 土砂の捨て場が確保できしだい撤去する
こととしております。
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町道について 上黒沢 道路のアスファルトが割れている所があり
ます。補修をしていただきたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 舗装道路の補修は、路面に穴が開いた
り、地震などで大きい亀裂等が発生した
場合は、危険ですので早急に穴埋め等
の補修を実施しますが、危険で無い場合
は状況により対応しております。また、舗装
の更新等は、道路のひび割れやわだち掘
れの程度、交通量等により、優先して施
工しなければならないところから行っており
ます。

町道について 道命 キャンプ場と道路の整備は。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 大滝キャンプ場は、できるだけ自然を感じ
られるようにしているので、あまり手を加えて
おりません。道路については、キャンプ場に
近い部分は国有林内であり森林管理署
管理となっています。現況の維持管理程
度となっているのが現状です。

町道について 下黒沢 町道加茂堂線について、説明して欲し
い。

現状計画を図解して説明。

河川の管理について 上高城 保野川、花川の中州の現地調査をやっ
た事はありますか。河川の危険個所の確
認はしていますか。

現地調査は行っていません。これから検
討していきます。中州の件は、県に要望書
を出しています。

町へ要望する。 保野川、花川については宮城県が管理し
ておりますが、以前、町と関係区長が県
へ要望し、現地確認後に土砂の浚渫や
支障木を伐採して貰ったことがありました
が、数年後、両河川共に浚渫前と同様
の状況になったことから、現在も町と関係
区長が他の河川も含めて支障木の伐採
や土砂の浚渫、堤防の草刈り等を要望し
ております。

河川の管理について 上高城 保野川の土砂上げと、堤防の草を２回
刈って欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 保野川、花川については宮城県が管理し
ておりますが、以前、町と関係区長が県
へ要望し、現地確認後に土砂の浚渫や
支障木を伐採して貰ったことがありました
が、数年後、両河川共に浚渫前と同様
の状況になったことから、現在も町と関係
区長が他の河川も含めて支障木の伐採
や土砂の浚渫、堤防の草刈り等を要望し
ております。

河川の管理について 上郷 深川の改修工事はできないのか。 深川の改修は県の予算の関係です。 町へ要望する。 深川については宮城県が管理しておりま
すが、加茂堂橋から上流の未改修区間
の改修工事も含め、土砂の浚渫や支障
木の伐採等を要望しております。特に県道
から上流の上郷地区や新田地区の区間
は、土砂の堆積や支障木竹が甚だしく、
豪雨時に農地に越流する状況です。宮
城県では、現地を確認した結果、現在改
修工事の予定は無いものの、土砂の浚
渫等を前向きに検討するとのことです。今
後も河川改修工事も含めて要望して参り
ます。
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河川の管理について 新田 深川の改修を要望します。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 深川については宮城県が管理しておりま
すが、加茂堂橋から上流の未改修区間
の改修工事も含め、土砂の浚渫や支障
木の伐採等を要望しております。特に県道
から上流の上郷地区や新田地区の区間
は、土砂の堆積や支障木竹が甚だしく、
豪雨時に農地に越流する状況です。宮
城県では、現地を確認した結果、現在改
修工事の予定は無いものの、土砂の浚
渫等を前向きに検討するとのことです。今
後も河川改修工事も含めて要望して参り
ます。

公園等の整備について 向町 健康寿命を伸ばすために、愛宕山にパー
クゴルフのクラブハウスを作って欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 クラブハウスの建設、そして維持管理に多
額の経費が必要となります。そうなると有
料化も考える必要がありますが、現状とし
ては無料で多くの人に利用していただくこと
の方が、健康増進につながるのではない
かと考えます。しかしながら、トイレは現在簡
易トイレですので、その対応は検討いたしま
す。

公園等の整備について 二反田 未就学児と低学年は、動きが激しく大変
危険。遊具もあったが駐車場になった。ま
た、車の通行もあり大変危険な状況だ。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町営住宅の駐車場は１戸につき１台と少
なかったため、旧二反田公会堂にも駐車
していただく状況でしたが、集会所新築後
は地区の要望により駐車出来なくなり、遊
具付公園を駐車場にしたという経緯があり
ます。現時点では公園の整備計画はあり
ませんが、幼保一元化や町営住宅の長
寿命化により、現在の保育所や町営住
宅敷地の利用を計画するうえで、公園の
敷地が確保できれば整備を検討したいと
考えております。

公園の整備について 宿 現在、しっかりとした遊戯等のある遊び場
がなく、住民の要望とがあるので何とかし
てほしい。また、子供たちは急に道路等に
出てくるので、標識等の設置をお願いした
い。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　遊具等のある遊び場は、保健福祉セン
ター（愛々童夢）があります。また、ふれ愛
タウン（旧色麻小学校跡地）内にも遊具を
整備しておりますのでご利用ください。現時
点では、遊具等のある遊び場を整備する
計画はありません。

ブロック塀の安全対策につ
いて

向町 ブロック塀が危ないと赤いポールを立てて
いるが、どこで立てたのか。

県土木事務所が行いました。

情報通信施設について 北大 町の破綻事業ともなったワイマックスにつ
いて、議員の責任としては３カ月の１０％の
減給では責任は軽すぎるのではないの
か。

情報通信施設について 吉田 ワイマックスの完成前になぜ全額を支払っ
たのですか。

物品納入という契約だったからです。

情報通信施設について 吉田 ワイマックスの電波は、電波法に違反して
いたのですか。

許可を得て始めたので、違法ではありませ
んでした。通じさせるため、業者から提案さ
れたのが違法電波でした。
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情報通信施設について 大原 今回の３カ月減給することで、議員として
の責任を果すものか。

あくまでも、議員として監視機能を果せな
かったことに対しての責任です。事業破綻
するとはだれも思ってもいませんでしたし、
設計業者を当時みんなが信用し、疑うこと
もありませんでした。

情報通信施設について 向町 情報通信事業がだめになって、有線放送
に移るのか。

有線放送の一方放送のみです。

情報通信施設について 向町 情報通信施設について、内容がよくわか
らない。町ではよく説明して欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　町民皆様へ行政情報などを伝達する
手段として整備した情報通信施設、地域
ワイマックスでの一斉放送が叶わなくなり
既存の有線放送を引き続き利用すること
に致しました。現在、有線放送が無いお
宅に有線放送スピーカーを設置し、情報
伝達ができるよう事業を進めております。住
民皆様には多大なるご迷惑とご不便をお
かけしましたことを深くお詫び申し上げます。

情報通信施設について 宿 事業破綻の責任の明確さについて、議員
としてどのように考えているのか。

監視機能を果せなかった責任として、４月
～６月の報酬分より１０％削減しました。今
後は事業に対して、慎重な審議・監視等
をはかっていきます。

情報通信施設について 上郷 ワイマックスはどうなったのか。 第三者委員会検証で使用不可と決まり
ました。当初より専門家が入っていません
でした。

工業団地整備事業につい
て

袋 大原地区に工場団地が計画されている。
議会として、企業が張り付く行動は取って
いるのか。

企業誘致で議会が行動を起こすのは難し
いです。町長に他町のように議会も交えて
行動したらと提言しましたが、今はそこまで
考えていないと回答でした。

工業団地整備事業につい
て

袋 はつらつの用地買収で議会が混乱したよ
うだが。

工業団地整備事業につい
て

袋 町が企業誘致に進むのであれば、議会も
一致して進めて欲しい。

議会としての動きはまだありません。１１月９
日に総務教育常任委員会が予定されて
いるので、このことについても調査します。

工業団地整備事業につい
て

大原 多少のリスクを抱えても、町の発展の為進
めるべきではないのか。

八つ原溜池の残土利用から始まった事
業です。３工区に分けて、１工区ずつ販売
を進めるとのことです。また、道路の拡張
等も含め莫大な費用がかかるようです。

工業団地整備事業につい
て

新田 工業団地の造成について、なぜ賛成した
のですか。

工業団地整備事業につい
て

新田 工業団地の造成費はいくらですか。 造成費として、７～９億円かかる計画と聞
いています。

工業団地整備事業につい
て

新田 工業用水の対応は。 町は検討すると思います。 　有収率の向上を図るための老朽管の更
新、水源の井戸洗浄等を行いながら必
要な水量の確保に努めて参ります。
また、安定的な水量を確保するため、新
たな井戸等の増設を検討します。

工業団地整備事業につい
て

新田 工場誘致のために議会としてどう動くので
すか。

執行部からの要請はありません。
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有線放送について 一の関 有線放送の今後の方向性はどのように
なっているのか。

有線放送を活用し行政情報を流します。
有線放送のない世帯約８００世帯には、
アンケート調査を実施し必要の可否を取っ
ています。今後、必要とする世帯には順
次スピーカーを設置する計画です。

有線放送について 吉田 家に有線放送を入れるための穴を開けたく
ない。

情報提供のため、スピーカーの設置をお
願いしています。

有線放送について 二反田 防災無線の状況はどの様になっているの
か。

防災情報は有線放送と広報車で対応し
ています。有線放送の未加入世帯につい
ては、アンケート調査を実施し、有線放送
の線が有るところから順次設置していま
す。

有線放送について 二反田 平成２３年から３回避難した経緯がある。
住宅の４階まで上がり、避難を呼びかけ
る。住宅には早急に有線放送を設置して
欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　町営住宅等については、平成31年度か
ら順次有線放送スピーカーを設置する計
画としております。

有線放送について 二反田 民生児童委員、保健推進委員等を担っ
ているお宅で、有線放送の未設置世帯
がある。そのような世帯には、早く設置して
いただきたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　現在のスピーカーの設置状況、また、建
柱や共架等の必要がなく、既存の電線か
ら直接引き込むことが可能かどうかを確認
させていただいた上で、対応させていただ
きます。

有線放送について 二反田 二反田地区で有線放送を設置している
世帯は１８戸しかない。早急な対応を望
む。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　町営住宅等については、平成31年度か
ら順次有線放送スピーカーを設置する計
画しております。

有線放送について 下黒沢 Jアラート等有線放送の音量が低い。 担当係に伝えて調査してもらいます。 町へ要望する。 　現在の有線放送機器の状態を確認さ
せていただき、対応させていただきます。

人口減対策について 道命 人口減の対応は。 婚活をテレビでやっている所もあります。人
が住む場所の確保が必要です。町住宅
に空きがあります。人口は東京集中で他
は減です。

町へ要望する。 　子どもを産み育てやすい環境をつくるた
めに、幼保一体型の認定子ども園を整備
するための検討を進めています。
　また、定住化・雇用の促進等を図るた
め、工業団地を整備し、企業誘致を進め
て参ります。

人口減対策について 下黒沢 色麻町の人口を増やすことを真剣に考え
て欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 　子どもを産み育てやすい環境をつくるた
めに、幼保一体型の認定子ども園を整備
するための検討を進めています。
　また、定住化・雇用の促進等を図るた
め、工業団地を整備し、企業誘致を進め
て参ります。

空き家対策について 上高城 空き家対策を行政としてどう考えているの
ですか。大村分校等公共施設の空き家
はどうですか。

執行部へ伝えます。なお空き家バンクとし
て持ち主から登録してもらい、利用者を
募っています。

町へ要望する。 　所有者から空き家バンクへの登録の申
し出があった場合には「空き家情報」とし
て、町ホームページに掲載し、情報提供を
行っております。今後も、空き家バンクへの
登録を推進して参ります。また、旧大村分
校は、年々老朽化が進んでおりますの
で、建物の解体及び跡地の有効活用を
含めて検討して参ります。
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鳥獣被害対策について 小栗山 電柵等への町単独補助を要望します。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 鳥獣被害対策は、個人対応では限界が
あり、地域ぐるみで対策を講じることが有効
と言われています。個人がバラバラに侵
入防止柵を設置することが、かえって他の
地域への被害を広げてしまうことが懸念さ
れます。そこで、地域ぐるみで設置・管理し
ていただき、交付金を活用する方法をとっ
ています。

鳥獣被害対策について 高根 鳥獣害被害について、どのような対策をし
ていますか。

国、県の交付金で対応しています。 町へ要望する。 現在、町が行っていることは
①鳥獣被害対策実施隊の設置及び鳥
獣の捕獲活動の実施
②狩猟免許取得助成制度の創設
③侵入防止柵の導入及び管理の指導
④研修会の開催
⑤広報紙・チラシによる啓蒙
⑥王城寺原演習場への対策実施要望
等です。

鳥獣被害対策について 高根 捕獲した有害鳥獣に、助成金を出す事は
考えていないのですか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町鳥獣被害対策実施隊が有害鳥獣とし
て捕獲したイノシシ、クマ等については、報
奨金として町有害鳥獣対策協議会から
支出しています。

鳥獣被害対策について 高根 電気柵への助成は３戸以上だが、個人
への助成は考えていないのですか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 鳥獣被害対策は、個人対応では限界が
あり、地域ぐるみで対策を講じることが有効
と言われています。個人がバラバラに侵
入防止柵を設置することが、かえって他の
地域への被害を広げてしまうことが懸念さ
れます。そこで、地域ぐるみで設置・管理し
ていただき、交付金を活用する方法をとっ
ています。

鳥獣被害対策について 高根 箱わなを設置してもらったが、効果がな
かった。括りわなを設置してもらう事は出来
ないのですか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 被害の申出があった場合現地を確認し
て、通り道が確認できる等括りわなを設置
することにより捕獲できそうな箇所と判断し
た場合に、括りわなを設置しています。

鳥獣被害対策について 伝八・除 イノシシ対策を強化して欲しい。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 新年度での新たな取り組みとして、専門
家を招き、町内の有害鳥獣対策の検討、
現地での指導助言等を計画しています。

鳥獣被害対策について 清水 鳥獣害被害の対策と、個体数を減らす対
策は。個人への助成は。

猟銃やわなの資格取得への助成や、３
戸以上での柵の設置への助成をしていま
す。なお個人へはしていません。

町へ要望する。 個体数を減らすためには、捕獲が必要
で、その資格を持った人を増やすために、
資格取得助成を行っています。
個人への柵設置助成については、地域ぐ
るみで取り組むことが重要であることから、
助成はそのような取組へ限定しています。

鳥獣被害対策について 鷹巣 鳥獣害被害の現状と対策は。 イノシシ等の捕獲状況、猟銃等の免許取
得状況、電柵やワイヤーメッシュを３戸以
上に材料供給などの対応策を説明。
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鳥獣被害対策について 鷹巣 被害状況を調査し、議会で取り上げて欲
しい。町の対応を求めます。

議会の中で話し合うとともに、執行部に伝
えます。

町へ要望する。 現在、町が行っていることは
①鳥獣被害対策実施隊の設置及び鳥
獣の捕獲活動の実施
②狩猟免許取得助成制度の創設
③侵入防止柵の導入及び管理の指導
④研修会の開催
⑤広報紙による啓蒙
⑥王城寺原演習場への対策実施要望
　等です。
新年度での新たな取り組みとして、専門
家に本町にきてもらい、町内の有害鳥獣
対策の検討、現地での指導助言等を計
画しています。

鳥獣被害対策について 鷹巣 わなの資格の講習料はいくらですか。 料金はわかりませんが、県内３カ所で行わ
れています。

鳥獣被害対策について 王城寺
花川沢口

地区では交付金を利用して、電柵・メッ
シュ柵等対策を町よりしているが、演習場
の柵の下からイノシシが出てきて、稲作等
の被害をうけている。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 演習場へは、柵の補修や下方の穴埋め
等の管理を要望していますが、追いつい
ていないのが現状下と思われます。さら
に、柵の内側への緩衝帯の整備や、演
習場内での捕獲活動の実施の要望もして
います。

鳥獣被害対策について 上高城 鳥獣害被害対策はどうなっているのです
か。

狩猟・わな免許取得への助成金制度
や、電気柵等への助成があります。

鳥獣被害対策について 上高城 捕獲した有害鳥獣は、自分で処理するし
かない。ジビエの処理加工場を広域で考
えて欲しい。

今のままでは増える一方です。要望として
執行部に伝えます。

町へ要望する。 県内の有害鳥獣は、放射能の影響でジ
ビエに使用できないのが現状です。自家
消費か埋却による処分しかない現状で

農政について 北大 備蓄米・加工米の取り扱いについて、国
の施策等も含め、今後の扱い方はどうな
るか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 本町としては、国の施策や実需者からの
要望を踏まえ、備蓄米には取り組まず、加
工用米・輸出用米に取り組んでいます。

農政について 道命 稲作の将来は。 JAに頼るか、独自でいくかの選択になると
思います。

農政について 道命 だて正夢の方向は。 次世代の後継品種になると思われます。

農政について 道命 ドローンをテレビでやっていた。 若い人はＩＴに強い。町でも進展の予定で
す。

農政について 大原 色麻町は中山間地に指定されていないた
め、補助等のメリットが少なく、農業法人に
対しても街に支援等を要望する。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 町の支援とは、助成措置かと思います
が、財政負担の問題があり、国県の助成
制度の活用等への支援に限定している
状況です。

農業後継者問題について 道命 後継者不足の中での方向性は。 王城寺ファームでは、若い人が入りやす
いよう野菜作りを始めています。若い人が
就職できる場を作る必要があると思いま
す。

町へ要望する。 現在後継者として従事されている方の育
成・指導、後継者の雇用あるいは研修の
受け手となり得る農家や組織の発掘・育
成に取り組んでいきます。

農業後継者問題について 吉田 遊休地、耕作放棄地を減らすため、地主
へアプローチをしてほしい。受委託の受け
手への支援を考えて欲しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 貸付希望者は多いが、借受希望者が少
ない状況で需給のバランスがとれていな
い現況です。現在、農地中間管理機構
利用に関する助成制度がありますので、
活用していただきたいと思います。

農業後継者問題について 大原 農業就業者の高齢化が進む中で、後継
者不足に対して、若い方々が農業へ進
めるよう町・国へ要望を望む。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 現在後継者として従事されている方の育
成・指導、後継者の雇用あるいは研修の
受け手となり得る農家や組織の発掘・育
成に取り組んでいきます。
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農業後継者問題について 向町 農業後継者不足はどうなるのか。議会で
耕作放棄地問題の議論がない。

町だけでは難しいので、JAと一緒に考えて
いくべきだと思います。

放射能汚染牧草について 鷹巣 汚染牧草の処分を早急に行って欲しい。 町では、すき込みの実証実験を行ってい
ます。早急に処理するよう執行部に伝えま
す。

町へ要望する。 計画的かつ短い期間で処理できる方法
で、31年度から取り組む計画でいます。

放射能汚染牧草について 道命 環境大臣が処理施設を県内にと発言。 8000ベクレル以下の物は、西部クリーンセ
ンターで焼却している。平沢放牧場ですき
込み実験中です。

花川ダムについて 王城寺
花川沢口

花川ダムの土砂堆積の蓄積等含め、町
の管理としてどのように実施していくのか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 花川ダムは、現状がダム機能を果たして
いないことから、代替ため池を整備し、水
源確保に努めており、その管理については
花川ダム管理組合が行っております。今
後も同様の管理方法となります。

花川ダムについて 二反田 花川ダムの現状はどうなっているか。また、
以前は専任職員も配置されていたが現在
は。

花川ダムは現在機能していない状況であ
り、県が事業主体となり現在代替えの溜
池数カ所を構築している状況です。また、
専任の職員は配置していなく、兼務職とし
て事業にあたっています。

エゴマについて 道命 町内での利用は。 町内の料理教室で指導しています。残苗
を各家庭で作付利用しています。

エゴマについて 道命 エゴマの葉付き実を、塩漬けにして利用で
きる。成分は同じ。

悪臭問題について 下黒沢 フラワーの悪臭問題を解決してほしい。
ここで儲かった金を、公害問題に使っても
らいたい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 現在計画中のバイオマス発電施設が悪
臭の減少につながるものと期待し、事業
者間の合意を促しています。また、新年度
で臭気測定を実施する予定としています。

結婚支援事業について 北大 現在あまり効果が見られない結婚支援相
談員の給料分を、もっと仲人を町民に求
めて、その分を成果分としてまわしたらどう
か。

支援自体をもっと充実させる形態が必要
です。執行部に伝えます。

町へ要望する。 平成２８年度から結婚相談業務を行って
いて、引き合わせや商工会青年部やJA
青年部と婚活イベント等を行っています。
結婚は、人と人との問題でもあり、なかな
か難しい事業でもあります。
今後、より良い結婚支援事業を展開出来
るよう検討していきます。

結婚支援事業について 伝八・除 結婚支援事業の実績が上がっていない
ようだが、このまま続けるのか。

成果が上がっていない事を議会で質問し
ているが、答えははっきりしません。

結婚支援事業について 袋 人口減少を心配している。結婚相談所の
実績はどうなっているか。

３年目になるが、まとまったのは一組とのこ
とです。相談員の仕事は主に引き合わせ
までであり、引き合わせの数は多いがなか
なかまとまらないのが現状です。

結婚支援事業について 袋 相談員の考えだけで動いているのか。 担当課長を交え行っています。大崎市・
加美町・ＪＡともタイアップして取り組んでお
り、相談員だけではありません。

結婚支援事業について 上郷 一組の結果だけ。今後は。 出会いの場作りであり、その後は各自の努
力です。

農村環境改善センター改
修工事について

袋 改善センターの改修工事を実施している
が、耐用年数６０年に対し４０年しか経過
していない。用地を取得した際新築するも

国では延命化対策を講ずるよう進めてお
り、建物を長持ちさせる方針が示されてい
ます。新築となると経費がかさみます。

農村環境改善センター改
修について

袋 給排水設備は大丈夫か。どの程度の改
修が必要か、議会として意見はなかった
のか。

バリアフリー、土足での利用などの意見が
ありました。
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屋外運動場について 袋 ナイター設備を撤去した理由は。復活する
見込みはないのか。

設備の老朽化、利用者の減少が主な理
由です。また、利用件数も少なく費用対
効果も考慮し撤去しました。復活するとな
ると約２億円の費用が必要となります。復
活してほしいという声が多く出れば、執行
部でも検討すると思います。

設備の老朽化のため、撤去しました。
また、費用対効果を考えますと経費が多
額となりますので、復活することは難しいも
のがあります。
近隣の市町村でナイター設備のあるグラ
ウンドを利用いただきますようご理解ください
ますようお願いします。

学校給食について 二反田 仙台市で、学校給食の栄養価が問題と
なっている。本町は大丈夫か。

栄養価については問題ありません。しか
し、残食があり一部問題となっています。

献立の栄養量が基準より大幅に不足して
いるものはありませんが、若干不足している
栄養素はあります。基準量を充足できるよ
う努めます。H31年1月の残食割合は、小
学校で5.5％、中学校で5.9％です。担任
が生徒一人一人に配慮し、給食指導を
行っています。

学校給食について 下高城 今後、給食費の値上げはあるのですか。 現在給食費の25％を助成しています。値
上げについては町に確認します。

町へ確認する。 年々、食材費や主食代が上昇していたた
め、平成31年4月から給食費の値上げを
予定しています。

学校教育について 高根 10数年来の色麻学の成果はないのです
か。地方創生にも役立つのではないです
か。

成果は示されていません。 平成２４年度からの学習分野ごとの検討
により、大枠としての「色麻学」の姿と分野
ごとの学習内容が見えたところではありまし
たが、これを事業化するにあたっては多くの
新規事業が必要となることもあり、既存事
業、例えば生涯学習出前講座の歴史関
連の講座等に検討内容を要素として付加
することも模索してまいりました。
　また、現在、色麻学園でも「総合的な学
習の時間」に、小学３年生から中学校３
年生までが「色麻学」として学習を行って
おり、それを社会教育の分野である「地域
学校協働活動」が支援しております。
　今後も小中学校、幼稚園、関係機関
等と協議をおこない、共通理解、共通認
識のもと、最終的には、全教科・領域から
学習内容を洗い出し、社会科の授業や
生涯学習の講座等を通じて、郷土色麻
町の伝統や文化先人の努力を知る郷土
愛を学ぶ機会を提供することを最終目標
とします。
　ただ、「地方創生」に関しては、学習分
野が「歴史・産業・環境・文化」であること
から、直接的な効果・影響については明
言できません。
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学校教育について 宿 今回の全国学力テストの結果を踏まえて、
議会での教育長の答弁の内容はどうか。
また、いじめ問題は現在無いのか。小中
一貫校のその後の状況は。

教育長の答弁については、議事録があり
閲覧可能です。いじめ問題については、
議会としては無いものと聞き及んでいま
す。また、小中一貫校の状況は順調に進
んでいるとのことです。

色麻学園の芝生化につい
て

王城寺
花川沢口

少年野球をする上で現在、養生中の為、
利用できないでいる。この期間の代案は。
また、今後の管理及び経費等はどうなる
か。

代案については、町からスポ少の親の会
に示されています。また、管理等は一定期
間業者に依頼し、その後、町職員が管理
する予定です。

幼保一元化について 向町 幼保一元化はどうなっているのか。 平成３４年度の開園を目標に進めている
が、設置場所、運営主体などは何も決
まっていません。

幼保一元化について 二反田 幼保一元化施設の計画は、どの様になっ
ているのか。

平成３４年度の開園を目標に進めている
が、設置場所、運営主体などは何も決
まっていません。

幼保一元化について 上郷 早期の幼保施設の場所決定を求める。 平成３４年度の開園を目標に進めている
が、設置場所、運営主体などは何も決
まっていません。

町へ要望する。 幼保連携型認定こども園基本整備計画
の策定に取り組んでいる状況であり、その
計画に設置場所、運営主体などを盛り込
み町子ども子育て会議の意見等も参考に
し事業を進めたいと考えております。

　全国学力学習調査の結果ついては、
昨年度と今年度の比較では、小学校の
平均正答率で算数Ｂ（応用）は、上回って
いますが、国語ＡＢ、算数Ａ（知識）は、下
回っています。中学校の正答率で、国語
Ａ、数学ＡＢは上回っていますが、国語Ｂは
下回っています。小学校は県との比較で
はほぼ同じか上回っています。中学校は、
県平均、及び全国平均を上回っておりま
す。結果内容を見ますと、小中一貫教育
の成果が出たものと思っています。また、
学習状況調査の全国との比較で、「朝食
を食べていますか」は、小学校は下回り、
中学校は上回っています。「家で宿題をし
ているか」では、小中学校共に上回ってい
ます。
　いじめ問題については、教育委員会、
学校、家庭が連携して未然防止、早期
発見に取り組んでおります、年間を通しま
すと、認知件数としては、数件発生しまし
たが、早期対応、早期解消に努めてお
り、すべての事案が解消しており、継続中
の事案はなく、平成31年1月末時点では、
いじめは０件です。
　小中一貫の状況ですが、９年間の義務
教育の中で、系統的で連続性のある小
中一貫校の特色を生かし、児童生徒の
生きる力と豊かな個性を育てる教育が出
来ております。全国学力学習調査の結果
や中総体での躍動、吹奏楽部の活躍、
いじめゼロCMコンクールでの受賞など、学
力向上、スポーツ・文化活動面におい
て、成果が確認できております。今後も、
地域、学校、家庭が連携して、子どもたち
が未来に夢を抱き、その実現に向けて頑
張ることができるよう教育環境の充実に努
めてまいります。
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介護施設について 王城寺
花川沢口

今後、益々増加する一人暮らしの高齢者
向けのシェアハウス（ホーム）を設けるべき
ではないか。近隣の加美町にはあるようだ
が、どうか。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 ご意見のとおり一人暮らし等世帯は増加し
ています。高齢者世帯用の住宅建設に
ついては、検討していきたいと考えておりま
す。

介護施設について 道命 将来の介護施設は。 執行部に伝えます。 町へ要望する。 現在の施設利用状況は、近隣市町村の
施設を合わせると、ちょうど良い施設数で
す。また、介護サービスの充実により希望
して在宅介護を行っている家庭もあります。
そもそも介護施設は社会福祉法人等の事
業所が開設しており、今後高齢者人口が
減少していくことを考えると、介護施設が町
内へ進出することは難しいと考えますが、
状況を見極めながら、必要な施策を講じ
てまいります。

シルバー人材センターにつ
いて

吉田 シルバー人材センターの人数と、これから
について。

会員は現在６５人～６６人です。今後公
益法人になれば、国から補助金が出ま
す。

指定管理者制度について 吉田 地域活動支援センターの指定管理につ
いて、審議内容を教えてください。

役場の職員から現状の説明を受けまし
た。

公立加美病院について 道命 病院運営の方向は。 公立病院は多くが赤字。国より改革プラ
ン。

公立加美病院について 道命 患者が少ない対策は。 大崎市民病院を柱に、サテライトとして病
院運営にあたります。

公立加美病院について 吉田 公立加美病院の赤字はいくらですか。 ２９年度は色麻町と加美町で補填したの
で、約２，０００万円程の黒字です。

公立加美病院について 吉田 赤字を少なくするため、検診を病院で行え
ませんか。

今、検討しています。

公立加美病院について 下高城 加美病院への補填はどのくらいですか。 色麻町と加美町合わせて、昨年１億４，０
００万円を補填しています。

要望 二反田 燃えないゴミを指定日以外に４回出してい
た住民がいた。結果としてＡＬＴだった。教
育総務課に問い合わせたら、ゴミの出し
方までは指導していなかったとのことであ
る。ＡＬＴが交代した情報も入っていなかっ
た。指導の徹底と情報提供をお願いした
い。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 来日間もない時期で、ゴミの出し方につい
て理解されておりませんでした。その後は
しっかり指導徹底し現在は、指定日にゴミ
を出すことができております。
　また、ALT交代時には、区長にご挨拶に
伺い、新しいALTを紹介しました。広報しか
まにおいても、紹介しております。ALTが地
域の一員としてに親しまれ、信頼されるよう
今後とも、情報提供等に努めALTを指導し
てまいります。

要望 下高城 約束した水路工事の発注時期を示して欲
しい。

執行部に伝えます。 町へ要望する。 未改修箇所の水路布設については、防
衛省の補助事業で実施する予定としてお
りますが、集会所建設工事や道路舗装
補修工事等の継続事業に加え、水道施
設の老朽化対策工事を優先的に行って
おり、実施予定をお示しできない状況です
のでご理解願います。また、伊勢堂堰か
らの農業用水であるため農林水産省の補
助事業についても確認しているところで
す要望 下黒沢 町道加茂堂線の現場事務所を移転して

欲しい。
執行部に伝えます。 移設済みである。

その他 道命 大崎合併はあるのか。 大崎圏としては一つだが、合併はありませ
ん。
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その他 下高城 一人暮らしの通報システムは、どこへ連絡
すればよいのですか。

保健福祉課で確認してください。

その他 下高城 再生協議会で農地面積の違いはどうなっ
ているのか。

町から連絡させます。
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