
市議会レポ－ト・安
あ び こ

孫子雅浩 2019年夏号（1）

2019年
夏号

仙台市議会議員

（泉区）
発行／市民ファースト仙台・編集／安孫子雅浩
〒980-8671　仙台市青葉区国分町三丁目７−１
TEL 022−214−8568　FAX 022−714−2320

仙 台 市 議 会

市民ファースト仙台
市議会レポート

安孫子雅浩
あ び こ

「今任期を閉じて改選へ」
　仙台市議会議員の今任期は８月 28 日迄です。改選により９月よ
り新たな議会が始まります。
　任期４年の中で後半の２年は（市長選挙後）議会内では会派の再
編がありました。
　新たに発足した会派「市民ファースト仙台」は、無所属議員で構成
し、柳橋邦彦議員を会派代表としてこれまで２年間、郡市政に対して
は、市民ファーストの視点により是々非々の立場で活動してきました。
　本レポートでは、任期後半２年の中で私が、定例議会／常任委員
会等で質疑してきた項目をご報告します。また、小中学校へのエア

コン設置の予定は以下のとおりです。
　政令市仙台となって30年、旧泉市が泉区に移行して30年。市民の声を第一として我が会派
は、この２年取り組んできました。皆さんのお声が活動の原点です。ご意見ご要望をお寄せ
ください。　　　　　　　　　　令和元年夏　　市民ファースト仙台幹事長　安

あ

孫
び

子
こ

雅浩

＜泉区内の小中学校エアコン設置スケジュール＞
● 設置完了予定校は５中学校（生徒数 400 人以上）

七北田／向陽台／寺岡／南中山／将監　今月下旬から来月上旬より使用
● ６月下旬に工事契約済が６中学校

松陵／鶴が丘／高森／将監東／加茂／南光台　工事は今年末から来年１月予定
● 現在、工事発注の手続き中が５中学校

長命ケ丘／八乙女／住吉台／館／根白石　工事は来年１月～３月予定
● 小学校（29校）は８月以降より工事発注を開始、来年３月までに発注を完了予定

工事は早くても今年末より　学校の順番等は未定

6月29日 宮沢根白石線浦田工区が開通し、北根交差点
から 4 号バイパスが直接つながりました。

7月1日 仙台市制施行130周年記念式にて同僚議員
とともに市政特別功労者章を拝受しました。
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　副議長を退任した後２年間（Ｈ29.9 ～）の本会議質問と常任委員会の質問項目を報告します。
この２年間、調査特別委員会は [ 交通政策委員会 ] に所属し、副委員長として、市民の足の確保、
買い物や通院の交通弱者対策としての市の交通政策について調査研究を行い報告書を提出。その他、
[いじめ問題調査特別委員会 ] でも会派を代表して複数回質問に立ちました。

本会議質問
一般質問（H31.2 月）
・地域包括ケアシステムの構築とセンター機能
・泉区役所庁舎の建て替えと敷地の有効活用、

バスプールの一部移転
・市民スポーツボランティアの育成と支援
・保護者のメンタルケアに対する連携体制
代表質疑（H30.12 月）
・小中学校へのエアコン設置の段取りと課題
・客引き禁止条例の実効性の確保
・東部復興道路竣工イベントの提案
・台原老人福祉センター改修工事後の運営
・水道の安心安全の担保と法改正の影響
・保育の無償化導入と保育園の現場の声
・学校給食の栄養価不足と給食費のあり方
・いじめ防止条例の一方で「自分づくり教育」に
・ベガルタ仙台 25 年の歴史と行政の関わり
・人生百年時代の健康寿命の延伸
・定禅寺通りの活性化と音楽ホール整備
・仙台駅西口地区（さくらの百貨店跡）の再生
・外国人居住者専門担当窓口の設置
一般質問（H30.6 月）
・特別支援学校高等部への需要と県との連携
・高齢世帯の自宅内事故、救急搬送の増加
・新たな経済プランと深刻化する人手不足問題
・外国人労働者の生活環境づくり
・仙台ハーフマラソン第30回記念大会への準備
・道徳学習教材に「羽生弦結選手語録」の導入

代表質疑（H29.12 月）
・郡市長就任 100 日の所感
・市役所ワンストップコールセンターの設置
・本庁舎の建設と音楽ホールの整備
・市民の足の確保と交通行政のあり方
・地下鉄東西線の沿線まちづくり
・戊辰戦争殉難者弔魂碑の積極的な周知
・東部地区集団移転跡地における事業者の公募
・就学援助費の事前支給を小学校にも
・地域包括支援センターの業務内容の精査と機能
・介護人材の不足問題
一般質問（H29.9 月）
・郡市長の市民観、市民像
・ポプリュリズムの台頭と民主主義への所見
・国際姉妹都市交流は実のある都市交流に転換
・地域包括支援センターの増設
・介護保険施設の必要整備量の考え方
・介護現場の人手不足対策
・共生型サービス（障害福祉／介護保険の合一）
・学院大泉キャンパス移転後の諸課題（宮交バス

の経営／アパート空室／アルバイト人手不足）
・小松島支援学校松陵校の開校に向けた状況

５月８日～ 10日 会派行政視察。仙台～出雲便を利用
して島根県および出雲市を調査。

５月12日 仙台ハーフマラソンでは米国ダラス市の選手
団と姉妹都市交流。同市とは積極的な経済交流を。
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委員会質問

市民教育委員会（全ての委員会で質問）
・学校現場のスクールソーシャルワーカー／ス

クールカウンセラーの専門性の向上
・空き家／空き地の増加と防火／防犯対策
・学校給食費のあり方と栄養価の確保
・客引き禁止条例は新年度より一気呵成に
・学校給食の教育的目的「食育教育」の意義
・エアコン工事の諸課題（業者／室外器／近隣）
・消防対処新システムの稼働への期待
・地域防災訓練への小中学校の積極的な参画
・図書館は若者の本離れ活字離れ阻止の砦に
・道徳教育の導入とその大切さ
・自転車安全条例の施行と外国人への周知方法
・消防航空隊新基地（仙台空港内）の稼働
・通学路の安全確保と点検体制のあり方
・学校教員の年齢の偏り、若手教員の指導体制
・市民との協働の考え方、地域と大学の協力
・いじめ問題事案への市の対応体制のあり方
・教職員の多忙化感の解消に予算増額を
・食育教育の大切さと学校給食の工夫
・いじめ対策には教職員以外の専門家の配置を
・泉岳自然ふれあい館の指定管理者
・自転車安全条例の小中高校大学への周知策
・確かな学力育成プランへの期待
・特別支援教育環境の現状と課題
・仙台伝統はしご乗りの無形民俗文化財指定
・消防車両の配備と維持コスト
・仙台城大手門保存活用計画と門の再建
・市民センター等市民利用施設の改修／修繕
・入職５年にして懲戒免職処分に至る問題
・教育的指導と“体罰”の違い、先生の指導
・生徒／保護者等による教諭の現場復帰嘆願書

予算審査委員会（H31.3 月）
・行財政改革計画を[ 市役所経営プラン ]に看

板を替える目的と定数管理
・本市下水道がトルコ国イズミール市で実施し

た国際技術支援
・ベガルタ仙台に対する本市の支援のあり方

予算審査委員会（H30.2 ～ 3 月）
・インバウンド戦略とアウトバウンド戦略
・バスポート取得率の向上策
・介護保険の利用施設の必要整備量の考え方
・介護人手不足と外国人材へのアプローチ
・後期高齢者の増加と高齢者福祉予算の確保
・生涯学習の拠点としての市民センターの役割
・買い物困難／通院困難な交通弱者対策
・元気な高齢者が増えれば仙台の未来は明るい
・戊辰戦争150年の時に東北仙台の未来を描く

決算審査委員会（H30.9 ～ 10 月）
・学校エアコン設置と財源確保、工事の手続き
・町内会加入率の低下と行政の関わり
・区役所敷地の有効活用と泉中央地区の再活性化
・泉中央駅バスプールの再構成（一部移設）

決算審査委員会 分科会（H30.9 ～ 10 月）
・泉岳自然ふれあい館の運営と小学校利用の減
・市民センターの設置目的と地域との関わり
・コミュニティセンターの修繕要望と予算規模
・外国人住民への自転車走行ルールの周知、ゴ

ミの出し方や感染症予防等の周知

決算審査委員会（H29.9 月）
・市民意識調査と重点事業の自己評価
・せんだい環境学習館たまきさんサロンの運営
・仙台農業園芸センターの民間委託 
・起業支援“アシスタ”の実績と評価
・フィンランドプロジェクトの実績と評価

決算審査委員会 分科会（H29.9 月）
・介護予防事業の取り組みと実績
・老人憩いの家に椅子／テーブル等の配備を
・向陽台保育所の建て替えは子ども第一で
・施設の長寿命化計画と予算の配分
・泉区役所庁舎は大規模改修ではなく建て替え
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昭和63年（1988）泉市を仙台市に編入
平成 元 年（1989）仙台市の政令指定都市移行により泉区誕生

グリーンフェアせんだい開催
平成 ２ 年（1990）こども宇宙館開館（平成 19 年閉館）
平成 ４ 年（1992）仙台市地下鉄南北線が泉中央まで延伸

健康増進センター開館
平成 ９ 年（1997）仙台スタジアムオープン
平成12年（2000）仙台市屋内グラウンド

（シェルコム仙台）オープン
平成26年（2014）仙台市泉岳自然ふれあい館開館

泉区のあゆみ　　　　　　　　　　　 表は泉区のホームページ 泉区の統計より

市民ファースト仙台

泉区の人口と世帯数の推移

7月2日 七北田公園内に区制移
行30年記念の植樹（紅白梅5本）
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