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「令和２年度へ向けて 議会報告」
── 皆さんくれぐれもご自愛ください
４面に、もしもの時の相談先を掲載しています。このレポート
をお届けする頃にはコロナ禍の収束が図られていることを祈るば
かりです。学校関係をはじめ年度末の節目となる行事もことごと
く中止となり誠に残念です。
そのような状況下ではありますが、仙台市議会は来年度に向け
ての令和２年第１回定例議会を開きました。
我が会派 蒼雲（そううん）の会は、今回より交渉会派に認めら
れました。したがって各派代表者会議にも出席することができ、
また本会議では代表質疑にも立つことができました。
このレポートでは、私の会派代表質疑の項目と答弁内容をご報告致します。
郡市長となって３回目の新年度を迎えます。コロナ禍により前途険しいスタートとなりま
予算委員会 総括質問

すが、我が会派の議員３名は市民の安心安全のために、力を合わせて令和２年度も一生懸命
努力してまいります。
市政並びに議会に対しての率直なご意見ご要望をどうぞお聞かせください。
令和２年春

会派 蒼雲（そううん）の会代表
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泉区内の主な新年度事業
●七北田中学校（校舎増改築設計）、加茂中学校（校庭整備）
●将監児童センター建設（将監地域複合施設）
●将監市民センター建設（将監地域複合施設）、
南中山市民センター大規模修繕建設
●泉文化創造センター大規模修繕建設
●コミュニティ・センター 大規模修繕（館、七北田）、大規模修繕建設（虹の丘）
●新馬橋（橋梁架替）、泉中央ペデストリアンデッキ（補修工事）
●七北田公園（園路広場等整備（トイレ改修））、泉中央公園（園路広場等整備）、
高森東公園（園路広場等整備）、泉第二中山３号公園（園路広場等整備）
●集会所建設補助（堤、南光台５丁目、寺岡１・２丁目、長命ヶ丘中央、長命ヶ丘東、
大沢北区）
●いずみ墓園整備
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令和 2年 第１回定例会 一般質問（項目と答弁の要旨）
仙台市職員の人材育成

子ども医療費助成制度の拡充

市長）職員には、地域のニーズを当事者意
識を持って受け止める現場主義の観点や、
時代の変化を先取りする気概を持って新た
なことに挑戦する意欲、そして、多様な主
体と協働を進める姿勢など、これまで以上
に意識改革が強く求められていると考えて
いる。

市長）今般の拡充は、より幅広い子育て家
庭の経済的負担を軽減するため、本市の財
政負担や安定的な制度運営、また、対象と
なる子どもの割合、他都市の状況を勘案し、
所得制限基準の一定額の引き上げを実施す
るものである。

中央卸売市場業務条例の改正
市長）今般の条例改正とあわせ、施設の長
寿命化や再整備を計画的に進め、時代の変
化に対応し、市場関係者、出荷者、買受人
がより活発に取引が行えるよう、市場の活
性化に取り組んでいく。

人件費等の減額補正を行った理由
財政局長）令和２年度予算編成においては、
市税収入の減少や、社会保障関係費等の増
加により、昨年秋の予算見積集計時の収
支不足は、過去最大の約 424 億円となり、
この収支不足の解消を図るため、事業の優
先順位や熟度、事業の平準化等の観点を踏
まえた事業費の精査、活用可能な市債の発
行等を最大限行ったところではあるが、令
和元年度予算編成時よりもさらに不足する
状況となったものである。

外国人材の確保
経済局長）外国人材に関しては、これまで
も国や県、大学等関係機関と連携し、採用・
定着に向けたセミナーの開催や留学生を対
象としたインターンシップ、合同企業説明
会などを実施してきている。関係機関との
連携を密にとりながら、留学生や国外の外
国人材と地元企業とのマッチングを図り、
人材確保に取り組んでいく。

不登校対策への取り組み
教育長）本市の不登校児童生徒数は、年々
増加傾向にあり、喫緊の課題と認識してい
る。今後も、学校や関係機関と連携を図り
ながら、杜のひろばをはじめとする、学校
外での居場所づくりとともに、校内におい
ても不登校児童生徒が安心して過ごすこと
のできる別室などの運用の工夫や、相談員
を増員し家庭訪問による個別の働きかけな
ど、一人一人の実情を十分踏まえた、児童
生徒の支援の充実に努めていく。

新総合計画における多文化共生の視点
まちづくり政策局長）市内に居住する外国
人の増加傾向が続くと見込まれる中、グ
ローバル社会における安全安心で暮らしや
すいまちづくりと、活力創出の両面を見据
えながら、多文化共生社会に向けた検討を
深めてまいりたい。

外国籍市民の成人式への参加
教育長）大人の仲間入りを自覚し、周囲か
ら祝福される機会は、日本に暮らす外国人
の方にも大事なことであり、同じ年齢の日
本の若者にとっても多文化共生を身近に感
じることができるものと考えている。今後
は庁内関係部局や仙台観光国際協会等と協
力しながら、参加を働きかけるとともに、
会場内において日本人と外国人の若者が交
流できるような企画を検討したい。
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宮城県美術館の移転

勾当台ビジョンの策定

市長）現在の宮城県美術館は、建築物として
の価値の高さや豊かな自然に囲まれた周辺
環境を活かしながら、訪れる人々に対して、
豊かさや創作する喜びなどを与える施設で
あると認識している。今般の美術館の移転
案に対しては、反対や疑問などの多くのご
意見が届いているところであり、市民、県民
の皆様が美術館に寄せる思いの深さを改め
て感じている。引き続き様々な機会を通じ
て、県との意見交換を実施してまいりたい。

市長）勾当台地区が有する、ケヤキ並木な
どの緑豊かな景観・環境と文化芸術、商業、
行政などの都市機能を活かしながら、本庁
舎の建て替えや、勾当台公園の再整備、定
禅寺通活性化などを一体的に進め、仙台駅
周辺と並ぶ都心の拠点の一つとして新たな
魅力を創出すべくビジョンを策定するもの。

市役所コールセンターの開設
市民局長）コールセンターで市政に関する
定型的な問い合わせを一元的に受け付ける
ことにより、閉庁時間帯も含め、市民が迷
うことなく問い合わせができるようになる
など、市民サービスの向上に資するものと
考えている。また、コールセンターの応対
履歴等を分析し、業務改善等に反映してい
くことにより、市民ニーズに則した、より
最適な行政サービスの提供にもつながるも
のと考えている。

泉区役所建て替えのスケジュール
財政局長）新年度は、有識者による議論の
ほか、区民の皆様や関係団体などのご意見
をいただく場を適切に設けながら、公募要
領やスケジュールなどを検討・精査する予
定としており、年度末の公募開始を目指し
ていく。現庁舎の耐用年数が残り７年と
なっているため、早期の供用開始に向け取
り組んでまいりたい。

歩いて楽しい都心の歩行空間づくり
都市整備局長）多くの市民の皆様や来訪者
が都心の街並みや様々な施設の魅力を感じ、
歩いて楽しめる歩行環境を形成するために
は、都心の各所を結ぶ快適な歩行空間ネッ
トワークの構築が重要であると考えてい
る。新年度は、これまでの定禅寺通や青葉
通に加え、新たに南北に結ぶ西公園通や東
二番丁通において、歩行の安全性・連続性
を高める工夫や、憩い、楽しめる場所とし
ての空間活用方策について検討していく。

地域の移動手段確保の取り組み支援
都市整備局長）現在、燕沢地区と坪沼地区
に加え、新川地区や秋保地区において、地
域住民との意見交換や課題整理など、地域
交通に関する具体の検討が進められている
ほか、いくつかの地区からご相談をお受け
している。今回の支援制度の拡充により、
さらに多くの地区で地域交通の検討がなさ
れていくことを期待しており、それぞれの
地域の実情に応じて、持続可能な移動手段
が確保されるよう、必要な支援を行ってま
いりたい。
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こんな方はご注意ください
次の症状がある方は「仙台市宮城県相談窓口（コールセンター）」にご相談ください。
電話番号 ０２２−２１１−３８８３ 受付 24 時間（土日祝日も実施）
●風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患のある方は、上の状態が２日以上続く場合

タイ王国バンコク公式訪問
１月 22 日〜 25 日、郡市長を団長として、市議会からは嶋中副議長他議員団も同行。仙台〜
バンコク国際定期便就航による産業／物産／観光の交流促進を目的として訪問しました。
＜バンコク訪問先＞
タイ国政府観光庁、タイ国際航空本社、仙台市主催レセプション（仙台の夕べ）
在タイ日本大使館、仙台タイ経済サポートデスク、H I S バンコク営業本部、
パラマウントベッド・タイランド、U T I C フード・タイランド

タイ国際航空社長スメート氏

タイ国政府観光庁

仙台タイ経済サポートデスク

旅行会社 H I S バンコク・アソーク

仙台の夕べ in バンコク

パラマウントベッド・タイランド
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