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「平成最後の定例議会を終え、新年度 御代替わりへ」
郡市長として２回目の年度当初予算が提案され、約１ヶ月にわ
たり予算案の審査ならびに「いじめ防止条例」や道路照明灯の不
適切事務等について多くの質疑をおこないました。
本レポートでは、決定した泉区の新年度事業を紹介し、また私
の今議会一般質問および前回 12 月定例議会での会派代表質疑の
概要を紹介いたします。
平成から次の御代へ。平成の 20 年間を市議会議員として務め
させていただきました。この間の泉区の高齢化進展の状況は４面
に掲載のとおりです。新たな時代に向かい、私は原点に立ち返り
（介護保険と高齢者福祉）、郊外型住宅地を多く抱える泉区の地域
課題に真摯に取り組んでいく所存です。
新年度も市民ファーストな施策の実現にむけて、会派議員（政党無所属）とともに努めてま
いります。市政についてのご意見ご要望をどうぞお寄せください。
平成31年春
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泉区内の主な新年度事業
●将監市民センター 地域複合施設（児童センター・老人憩の家の合築）建設実施設計
●北中山コミュニティセンター 空調設備・照明器具の更新、和室の洋室化等、年度内予定
●館コミュニティセンター 大規模修繕の設計、2020 年度工事予定
●七北田コミュニティセンター 大規模修繕の設計、2020 年度工事予定
●泉中央公園 バリアフリー化のため、出入り口・広場・園路の改修
●泉第二中山３号公園（西中山二丁目のほぼ中心） 公園の排水設備等の整備
●将監トンネル改修 非常用設備／監視設備／躯体補修、道路情報設備の改修
●泉ヶ岳スノーシェルター改修（2019 ～ 23 年度） 屋根外面塗装、採光部補修、漏水対策、
照明灯交換、排水溝土砂撤去予定
●古屋敷橋 本年 11 月から旧橋撤去工事 12 月に供用開始予定
●八木沢橋（泉塩釜線実沢交差点）修繕
●いずみ墓園第２期整備の仕上げ工事 2,500 基増予定（既貸出基数 12,620 基）
●特別養護老人ホーム整備（南光台地区 100 床）
●泉区役所の建替え 余剰地の利活用事業について検討
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平成31年 第１回定例会 一般質問（項目と答弁の要旨）
泉区役所の建替え

北部方面バスプールの新設

都市整備局長）新年度に、民間活力の導入
が効果的に図られるよう、整備手法や立地
も含めた条件の設定等について検討を進め
ていきたい。また整備にあたっては、泉中
央地区の活性化や賑わい創出のため、周辺
の施設とも連動したまちづくりの視点も必
要であると認識し、現敷地だけではなく、
民間の敷地活用アイデアなども含めた提案
も受け入れられる整備手法や条件につい
て、検討を進めていきたい。

都市整備局長）泉中央地区は、本市北部の
広域拠点であるとともに重要な交通節点で
あることから、今後、泉区役所の建替えに
向けた検討を進めていく中で、地区全体に
おけるまちづくりのあり方も踏まえなが
ら、バスプールの機能を含めた交通環境の
更なる改善に向けて、検討していく。

スポーツボランティアの育成と支援
文化観光局長）本市のスポーツボランティ
アは、大型スポーツイベントの誘致にあ
たってのアピールポイントになるなど、全
国的にも高い評価を得ているが、一方で、
後継者の育成が課題となっており、新年度
においては、新たに、ボランティアの一元
的な調整や人材育成を担う
組織として「（仮称）せんだ
いスポーツボランティアス
テーション」を立ち上げる
準備を進めていく。

保護者のメンタルケア
教育長）学齢期のお子さんをお持ちの保護
者の方々の中には、家庭内、そしてまた学
校生活も含む家庭外での子どもの行動や状
況についてお悩みの方もおり、その内容に
よっては教員のみで対応することが難しい
場合もあると考える。
各学校には、心の専門家であるスクールカ
ウンセラーが配置され、児童生徒だけでは
なく保護者の相談も受け、必要に応じて専
門機関の紹介もする場合がある。
保護者の適切なケアが行えるように、既存
の窓口の活用や他機関とも連携した相談体
制を構築するなど、取り組みを進めていく。

地域包括ケアシステムの構築
健康福祉局長）人材確保を含めた介護サー
ビス基盤の整備など、公的なサービスの充
実と同時に地域の状況を把握しながら、地
域のインフォーマルな資源の発掘や育成、
医療や介護などの専門職の連携を生かした
地域の支え合い体制づくりが必要。庁内各
部局とも連携し、地域課題の共有を図り、
解決に向けて力を合わせ取り組んでいく。

介護人材の確保
健康福祉局長）在留資格「特定技能」が創
設されるなど外国人人材を取り巻く環境の
変化を見ながら、女性やシニア世代など地
域の人材確保も重要と考える。県とも連携
を深めて、新年度は介護研修受講者など関
心がある方を対象とした職場体験事業を実
施し、介護の担い手につなげるなど、必要
な介護人材確保に引き続き取り組んでいく。

（仮称）多文化共生総合相談ワンストップセンター
文化観光局長）本市においては、現在、仙
台国際センター内に外国人の生活相談窓口
を設けているが、今後は、入国管理局や弁
護士会などとの関係機関と連携し、在留資
格や法律等に関する相談体制を新たに整え
るとともに、自動翻訳機の導入などにより
対応言語を増やすなど、窓口機能の強化・
拡充を図る方向で検討していく。
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平成30年 第４回定例会 代表質疑（項目と答弁の要旨）
平成の次の時代の本市「都市像」
市長）今後の人口減少局面、厳しさを増す
時代環境に入りながらもなお未来志向の魅
力あるまちづくりを目指したい、その鍵と
なるのは、厚みのある歴史や学都の知的資
源、また杜の都の自然環境とコンパクトな
都市機能など、このまちの長所に磨きをか
け、さらなる持続的な発展都市を目指して
いきたい。

「水道事業」のあり方
市長）本市としては、現在、宮城県で検討
が進められているコンセッション方式につ
いて、市民の皆様や事業者の不安の解消に
つながる十分な説明を求めながら、引き続
き将来にわたって安全・安心な水道水を安
定的に供給するという水道事業の社 会 的
使命を、行政の基本的な責務と位置づけ、
しっかりと取り組んでいきたい。

東部地域の復興事業への取り組み

客引き行為等の禁止に関する条例

副市長）大震災発災後の厳しい状況の中で、
議会での議論や多くの市民、あるいは被災
者の皆様との意見交換を重ねて、巨大な津
波の制御には限界があることから、減災の
考え方を基本とする震災復興計画を策定
し、東部地域の再生に向けて多重防御ある
いは集団移転、避難施設の整備、農業の再
生など様々な事業に取り組んでいる。

市民局長）この条例を実効性あるものとす
るには、市が主体的に取り締まりを行って
いくこはともとより、その対象に風営法や
県迷惑行為等防止条例で禁止されている風
俗営業の客引が含まれるため県警とともに
対策を講じることが肝要と認識している。
条例施行後も情報共有を図るとともに、合
同での一斉取り締まりを行うなど、これま
で以上に連携を強化していきたい。

外国人関係担当部署の設置
文化観光局長）外国人住民の増加に伴う各
種の相談については、各区役所等が窓口と
なり、文化観光局や仙台観光国際協会が支
援しながら対応を行っている。この秋から
各区の連合町内会長協議会等にて、外国人
住民に関するお困り事への対処法などにつ
いての説明会を実施するほか、手続窓口で
の通訳を担う人材の育成に着手している。

学校給食の栄養量不足
教育長）学校給食の現場では、望ましい栄
養量を確保できるよう工夫を重ねている
が、食品価格が上昇傾向にある中、基準に
示された栄養量の充足は難しい状況となっ
ている。多様な食品を組み合わせたり、地
場産品や郷土料理を積極的に活用するな
ど、これまで以上に努力していきたい。

ベガルタ仙台への本市かかわり方
文化観光局長）本市としては、ベガルタ仙
台がプロスポーツチームとして安定した経
営基盤を確立できるよう、改めて働きかけ
を強めていくとともに、本市の適切な支援
のあり方について、関係者の皆様とも意見
交換等を行いながら検討していきたい。

たくましく生きる力育成プログラム
教育長）本市の最重要課題であるいじめ防
止にもつなげるため、各学校において自己
肯定感を高める授業プラン等の実践に取り
組んでいる。今後はより変化の激しい社会
になっていくことが想定され、児童生徒が
将来においてしっかりと自立し、たくまし
く生き抜くために必要となる、生きる力育
成プログラムの充実、進化を図っていく。
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小中学校へのエアコン
（ガス方式）設置
生徒数 400 人以上の５中学校は工事発注済み。
［七北田・将監・向陽台・寺岡・南中山］
※但し、八乙女中学校はガス設備工事の都合あり。
泉区内その他の中学校 12 校は、新年度に一斉に工事
発注の予定。小学校 29 校については、その後に何回
かに分けて発注予定。また各学校の設置完了の時期は、受注業者の都合や学校の工事環
境の違い（教室の移動や室外機の設置条件）によって異なるようです。

泉区内中学校区ごとの高齢化率（平成10年⇒30年）
この 20 年間で中学校区の高齢化率は大きく変化しています。
中学校区名

平成10年

平成30年

上昇率

中学校区名

平成10年

平成30年

上昇率

14.4

26.1

11.7

長命ヶ丘中学校区

9.1

39.4

30.3

南光台中学校区

鶴が丘中学校区

9.5

37.5

28.0

寺岡中学校区

6.8

25.8

19.0

根白石中学校区

21.6

37.0

15.4

将監中学校区

7.2

24.5

17.3

将監東中学校区

12.2

31.3

19.1

南中山中学校区

6.7

21.6

14.9

高森中学校区

8.4

31.2

22.8

館中学校区

7.3

21.4

14.1

松陵中学校区

4.5

31.1

26.6

住吉台中学校区

4.7

20.3

15.6

加茂中学校区

7.8

30.2

22.4

八乙女中学校区

10.9

19.0

8.1

南光台東中学校区

12.1

27.7

15.6

七北田中学校区

7.1

13.7

6.6

向陽台中学校区

12.1

26.6

14.5
※太字は、平成10年 20％以上、平成30年 30％以上、上昇率 20％以上

鶴が丘二丁目では大きな事故が連続 東南アジア諸国との交流促進を目指して議員連盟が発 仙台市児童相談所では児童福祉司を増員中。そ
発生。区役所に相談し、
カーブミラー 足。市内にはベトナム人やネパール人も増えており、タ れでも一人当たり70ケース以上を担当。家庭の
中で一番弱い子どもを外から守る砦。
2 ヵ所と路肩に反射シールを設置。 イと仙台が定期便で繋がる意味は大きい。
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