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『市民の安全を守り抜く年に』

第 4 回定例会 会派代表質疑

令和３年が明けました。一年前と今日が、こんなにも大きく違っ
てしまうことを世界中の誰が予想したでしょうか。
昨年はコロナ禍への対処のために議会を７回も開き、さながら通
年議会のような一年でした。本レポートでは、先月の会派代表質
疑での私の質疑要旨を報告致します。
来月には、新年度予算審査の定例会が開かれます。コロナ禍によ
り本市の財政運営が相当厳しいのは国と同様ですが、令和３年度
は新たな仙台市の総合計画もスタートする年です。
市民生活の安全と安心を守りながら、仙台市の新たなまちづくり
も始まる本年に、議員としての職責をより一層果たすよう努力して

まいります。
本レポート４面には、泉区役所庁舎の建て替え方針案を掲載しました。旧泉市時代からの庁舎は
44 年が経過し設備関係の傷みも激しく、市役所本庁舎よりも早く令和８年度までの供用開始を
目指します。区役所の建て替えは、泉中央地区の交通環境の改善とともに、地区全体が活性化す
る賑わいの創出も求められています。
会派・蒼雲の会は、市民皆様からのご意見ご要望を議会活動の基本として取り組んでおります。
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新型コロナウイルス感染症に対応した相談窓口
●健康電話相談（24 時間受付）☎022-211-3883・022-211-2882
●税金等の支払いに関する相談窓口
＜市税＞（泉区）財政局 北徴収課 ☎022-214-5027
＜県税＞ 宮城県仙台北県税事務所 ☎022-275-9111
＜国税＞ 仙台北税務署 ☎022-222-8121
＜健康保険料／厚生年金保険料＞ 日本年金機構 仙台東年金事務所 ☎022-257-6111
●仙台市経済局 Facebook での情報発信 仙台市経済局経済企画課
☎022-214-8275 メール：kei_joho@city.sendai.jp
新型コロナウイルスに関する中小企業者向け情報
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/covid_19_2020.html
「新型コロナウイルス感染症 ●経済支援情報
特設ページ」

●感染症対策動画
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第 ４ 回定例会

宮城県美術館の現地存続と周辺まちづくり
市長）県美術館の現地存続の判断は、美術
館に対する、多くの県民、市民、関係団体
の皆様の想いを踏まえてのものと思います。
県美術館が存置されるエリアは、広瀬川な
ど豊かな自然に囲まれながら、歴史を積み
重ねて来た仙台の始まりの地であり、本市
の魅力を代表する多くの歴史・文化資源が
集中する、「杜の都」、そして「学都」を象
徴する地区となっており、この地区の価値
を、未来に向けてさらに高めていけるよう、
鋭意取り組んでまいります。

大型クラスター発生時の対応と課題
健康福祉局長）大規模なクラスターが発生
した際には、入院や宿泊療養を要する陽性
者が一度に発生することとなるため、入院
や宿泊療養につなげるための医療機関や県、
ご本人等との調整業務が大幅に増加してお
り、これまでの間、保健所内の感染症対策
担当以外の職員も動員して対応している。
また、入院調整を担う調整本部においては、
県と連携し、医療機関の状況を一元的に把
握し、専門家の支援もいただきながら、迅
速な対応に努めております。
引き続き、関係機関と連携し、速やかに入
院や宿泊療養につなげるために必要な体制
の確保に努めてまいります。
また、保健所支所においては、行動歴等を
把握して濃厚接触者を特定し、検査につな
げるなどの積極的疫学調査の業務が増加
し、大きな負担がかかることとなる。その
際には、区内の他課や地区の保健所支所が
応援を行うほか、健康福祉局内外の保健師
やОＢ保健師の応援派遣を行っています。

来季へ立ち上がろう！ 市民球団・ベガルタ仙台

ベガルタ新体制への激励および
スタジアムパーク構想の実現
市長）東日本大震災の際には被災地に勇気
と元気を届けてくれたベガルタ。佐々木新
社長のもと、震災後 10 年の節目の年に、
成績的にも経営的にも力強く躍進できるよ
う、多くの市民、サポーターの皆様ととも
に、私も全力で応援してまいりたい。
スタジアムパーク構想については、スタジ
アム周辺に新たな賑わいをもたらし、クラ
ブの自律的・安定的な経営にも資するなど、
様々な可能性を持ったご提案と受け止めて
おり、市として何ができるのかクラブと一
緒に考えてまいります。

ベガルタ仙台新社長への期待
副市長）ベガルタを長く応援してこられた
佐々木新社長の下で、クラブがサポーター
やスポンサーをはじめ地域一体となって、こ
の厳しい状況を乗り越え、地域に活力をも
たらし、子どもたちに夢を与えるようなチー
ムとして飛躍することを、期待しています。

コロナ感染症に係る経済対策
経済局長）これまでも、経済対策の推進に
取り組んできたが、引き続き、持続的な事
業運営に欠かせない資金繰りや、地域産業
応援金による前向き投資への支援を行って
いくとともに、今般の国における第３次補
正予算や県の動向も踏まえながら、本市の
地域経済を担う中小、小規模事業者を継続
的に支援してまいります。
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代表質疑 （項目と答弁の要旨）12月10日
将監地区の複合新施設の整備は
地域主体による運営への支援を
市民局長）今後、地域主体による市民交流
スペースの運営がテーマとなっていること
を踏まえて、これに必要な体制づくりや資
金の確保などに向けた地域の皆様の議論
を、本市としてもサポートしていくほか、
施設全体の管理体制との調整を図るなど、
この施設が地域力を生かした多様な世代の
ふれあいと交流の場のモデルとなるよう、
取り組んでまいります。

将監に市民センター、老人憩いの家、児童センター
による 3 館の統合施設が誕生します。

老人福祉センターの施設老朽化への対応
健康福祉局長）市内各センターでは老朽化
が進んでおり、設備の更新や改修を要する
箇所が、毎年数か所発生しています。今後
とも、センターからの要望も踏まえたうえ
で、必要な修繕等を行ってまいります。

市長へ女川原子力発電所視察を提案
市長）女川原子力発電所における津波対策
工事の進捗状況や安全対策については、私
も報告を受けておりますが、私自身の目で
現状をしっかり確認することも大切である
と考えるので、機会を捉えて現地を視察し
てまいります。

介護人材不足は深刻であり
市として実効性ある人材確保対策を
健康福祉局長）宮城県介護人材確保協議会
での議論なども踏まえ、県に設置された地
域医療介護総合確保基金を活用し、ICT 導
入支援や介護助手、外国人人材の活用など、
新たな取り組みや事業の拡充に取り組んで
いるところである。本市においても、市内
の介護関係団体と協働で、人材確保に向け
た取り組みを行っており、介護の魅力を伝
える広報、介護職員の交流会や研修会など
のほか、今年度は、新たにオンラインを活
用した採用力向上セミナーなどを実施して
いる。介護人材の確保はより厳しさを増し
ており、本市としては、県に対し本市が実
施する事業へ基金を充てることを求めると
ともに、引き続き関係団体と協力し、より
効果的な取り組みを検討していきます。

市立学校への仮設エアコンの移設

泉中央老人福祉センター（七北田菅間）は、
建築から45 年が経過しています。

教育長）移設に当たっては、室内機・室外
機の設置のほか、冷媒管の接続及び電源配
線敷設等の工事が必要になる。補正予算成
立後、速やかに発注手続きを進めて、183
校（エアコン 525 台）への令和 3 年 6 月末
までの移設完了をめざしてまいります。

仙台市総合コールセンターが開設しました。
☎ ０２２－３９８－４８９４ 年中無休／平日８時～20 時・土日祝日８時～17時
市政に関する一般的な問い合わせをワンストップで回答します。
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泉区役所建替事業 実施方針（中間案）
＜新庁舎の整備に係る基本方針＞ 令和 8 年度までの新庁舎供用開始を目指す
迅速さ
将来への配慮

迅速な建替えおよび区役所機能の移転が可能な計画。また、新庁舎の長期的使用
を見据え、環境に十分配慮するととももに、将来的な維持管理や改修の容易さに
も配慮。

効率性
フレキシビリティ

区役所事務が効率的に行える環境を整備するとともに、他用途・多目的に利用でき、
将来的な区民のニーズや職員の働き方の変化等にも対応できるフレキシビリティ
を確保。

災害対応

区民の安全・安心を守る庁舎として、災害時の事業継続性を確保。

セキュリティ

来庁者の利用方法や職員の業務に応じ、セキュリティにも十分配慮。

ユニバーサルデザイン

来庁者が使いやすい・分かりやすい庁舎とし、あらゆる人が円滑に利用できるよう、
ユニバーサルデザインに配慮。

＜泉中央地区における泉区役所建替事業の位置づけ＞
機能集約型の
都市づくり

賑わいや魅力を一層高めるための都市機能の強化とともに、駅を中心に回遊性を
向上するなど、面的な都市空間の形成を推進。
広域拠点にふさわしい交通環境による魅力の創出を推進。

導入用途

土地の有効利用・高度利用を推進する施設・機能を期待。
例えば、映画館等の大規模集客施設、高機能オフィスを備えた業務施設、大学や
専門学校といった教育施設、子育て施設等。

交通環境の改善

バスの利便性向上や、道路混雑緩和のため、既存庁舎敷地を活用した方策により、
交通環境の改善に配慮。
例えば、バス停・バス待ち環境の整備、路線バスや貸切りバス等の待機スペース
の確保等。

周辺イベント開催
時の配慮

仙台スタジアムにおけるプロサッカー試合開催時など、大規模集客イベント開催の際
には、駐車場を利用可能とするなど、来客の駐車場の確保と回遊性の向上に配慮。

公共空間の活用促進

広場のイベントスペース整備に当たり、周辺公共施設等との連携可能性に配慮。

防災機能の強化

災害時の一時避難や帰宅困難者の受け入れが可能な計画。また、帰宅困難者を円
滑に誘導出来る動線計画。

地元の連合町内会（泉松陵）の防災訓練に参加。
コロナ感染予防に配慮した避難訓練が肝心です。

仙台徳洲会病院は、泉区高玉町に移転新築工事中。
完工は令和 4 年 1月末の予定です。
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