
№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1
公務員は法令順守、条例順守して当たり前の職業だ
と思う。もう少し規律とかに力を入れてほしい。こうい
う事例があと起こらないようにしてほしい。

持ち帰って市長部局に伝えます。 一迫

　全職員を対象としたコンプライアンス研修を実施する
など、法令順守、服務規律の徹底及び綱紀粛正に努
めてまいります。また、入札制度の見直しを行うなど再
発防止にも全職員が一丸となって全力で取り組んでま
いります。

人事課

2
百目木宅地の看板が3箇所倒れたままになってい
る。

看板については早急に対応するよう当局に提言す
る。

花山
平成３０年１０月３１日に修復済みです。引き続き適正
管理に努めます。

管財課

№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1

結婚相談員として活動しているが、栗原市では結婚
相談のパンフレットや資料の作成に関しての、助成
はないのか。婚活のイベント企画等についても、同様
の援助が必要と思われる。少子化、人口減少の対策
として、議会としても結婚相談に対応してもらいたい。

婚活イベントに関しては、市内の民間も含め、各団
体で企画されている。栗原市においても、婚活に関
する援助企画がなされている。尚、提言について
は、関連する担当部局に伝えたい。

若柳
民間主催の婚活イベントを支援する「促進事業補助
金」を活用願います。（※既に支援メニューあり。）

定住戦略室

2
行政区長のなり手がいなくて困っている。行政区長
の報奨費を含めて、なり手不足解消のために、任用
制度の再考を願いたい。

提言については、関連する担当部局に伝えたい。 若柳

地域から推薦を受けた方を行政区長として委嘱してい
る現行制度につきましては、維持していきたいと考え
ておりますが、引き続き区長さん方のご意見を聞きな
がら、できるだけ業務の軽減が図れるよう見直し検討
を行ってまいりたいと考えます。

市民協働課

3

①来年4月導入のデマンド交通について伝創館で1回
説明があったが、それ以降具体的説明がない、あと5
カ月しかなく文字、栗駒、鳥矢崎などへの影響は大き
い、交通手段のない方へ説明すべき。利用する市民
に重点を置いた運用をしてほしい。
②文字・栗駒地区は路線バスが廃止され、バス代
200円がデマンド交通では300円になり負担増とな
る。

①市には議員からも早く説明するように言っている
ので今後説明されると思うが、区長さん方が苦労す
るのではないかと危惧している、できるだけ早く地域
を回って説明会をするよう望んでおり、ご意見があっ
たことも伝えたい。
②近いうちにデマンド交通の詳しい利用方法などの
説明が出てくると思うので、もう少し待っていただき
たい。

栗駒

①１月下旬から各地域の運行区域毎１６ヶ所で説明会
を実施いたします。
②自宅からバス停まで遠くて歩くのが大変だという声
を最大限に反映し、自宅から地域内の拠点まで運行
するデマンド交通の導入により大幅なサービス向上を
図っておりますことから、まずはご利用いただきますよ
うお願いします。

市民協働課

4

毎月16日の広報にイベントの事後報告が掲載されて
いる。終わった行事を載せても意味がないのではな
いか

広報については当局に伝える。 花山
広報くりはら16日発行号は、発行月翌月のイベント等
を掲載しており、報告的記事は掲載していません。

市政情報課

（対応方針３）
　意見・要望に対して　「執行部に伝える」　と回答した内容

１　総務部関係　２件

２　企画部関係　４件
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（対応方針３）
　意見・要望に対して　「執行部に伝える」　と回答した内容

№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1

減容化実証実験の堆肥化は、どこでやられたのか。
また、実証実験の圃場では、牧草から放射性セシウ
ムは検出されなかったというが、安全性の観点から、
もっと別の箇所でも実証実験を重ねるべきではない
のか。

減容化実証実験の堆肥化については、金成有機セ
ンター敷地内において堆肥化され、栗駒鳥沢地区の
圃場にて、生産した堆肥を利用した牧草の育成実験
を実施した。実証実験の箇所については、市当局に
も提言として伝える。
また現在、実証実験とは別に、処理施設の候補地に
ついても、議会として、特別委員会にて、調査を行っ
ていくものである。

若柳

　市では、栗駒地区の牧草育成実験のほか、金成地
区において、野菜や花卉、牧草等の育成実験を実施
しました。その結果、栽培した全ての植物において、放
射性物質が不検出であったことから、堆肥散布による
植物への影響がないことを確認しました。これらの結
果から、あらためて他の場所で実験を行う必要はない
ものと考えております。

放射性廃棄物
等対策室

2
指定廃棄物に関しての決定事項について継続的に
市民説明会をしてほしい。

栗原市議会としては厳しいのではないかと思う。説
明は市政懇談会が最良と思うので地域の方々に丁
寧な説明は必要である。市に提言していく。

高清水

　汚染牧草の処理に係る方針案の説明につきまして
は、本年7月5日から候補地周辺の方々や畜産農家の
方々、一般市民を対象に説明を行なってまいりまし
た。また、今後開催予定の市政懇談会においても説明
してまいりたいと考えております。

放射性廃棄物
等対策室

3

測定の仕方、表現の仕方で受け取りが難しい。調査
報告は詳しく記述し、説明してほしい。今後、数値に
関する所は、詳しくしてほしい。関連して、事故直後
に環境放射線対策市民会議ができ、除染について主
に取り上げてきているが、唯一市民が知りえる情報
を共有でき、学ぶ場が市民会議と考える。議会でも
市民の意見や情報を提供する場として、重視して活
用や説明をする場として、議会でも取り組んでいただ
くよう要望する。

限られた時間の中で、細い数値は説明できなかっ
た。９月の市の説明会では詳しく数値を掲載してい
た。最大１０ベクレル、最小で６．１という数字を参考
にしながら、皆さんと情報共有しながら、この問題を
解決に進めていきたい。市民会議については、市長
へこうした意見があったと報告する。

一迫

　環境放射線等対策くりはら市民会議については、栗
原市除染実施計画に基づき設置した組織であり、平
成28年度に計画した除染が全て完了したことから、開
催しなかったものであります。なお、汚染牧草の処理
について、今後市政懇談会において説明してまいりた
いと考えておりますので、その折に情報交換や意見交
換をお願いしたいと考えております。

放射性廃棄物
等対策室

4

堆肥化の実証実験の結果を市民にわかりやすく知ら
せる方法、議会だよりを読んで理解するのは大変で
ある。今説明したようなことを地域で説明するくらいの
ことをする必要がある。高齢者の多い鶯沢地区では
尚更だと思う。

そうした詳しい説明をするのが市の役割だと思うの
で、市の方へつなぎます。

鶯沢

　実証実験の結果や汚染牧草の処理に係る方針案の
説明につきましては、本年7月5日から候補地周辺の
方々や畜産農家の方々、一般市民を対象に説明を行
なってまいりました。また、今後開催予定の市政懇談
会においても説明してまいりたいと考えております。

放射性廃棄物
等対策室

5
イノシシによって、毎年のように畦畔が壊されるので
困っている。補助制度を考えてほしい 。

要望として当局に伝える。 花山
　今後、状況を確認しながら、市としてどのような支援
ができるか検討してまいりたいと考えております。

農林畜産課

３　農林振興部関係　５件
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（対応方針３）
　意見・要望に対して　「執行部に伝える」　と回答した内容

№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1

栗駒の風土館について、なかなか貸してくれない。栗
駒中学校２年生が秋の市で物を作って販売してお
り、風土館の前や駅の駐車場を使ってお客さんがた
くさん来たが、大雨が降ってきて、雨の降る日になん
で風土館貸さないのかと聞くと貸さないということだっ
たが、そういう時に活用してほしい。
　また、陶芸展とかやりたい人とかもいるようだが、個
人に貸さないのかダメだということである。風土館の
中に色々な物があるので物がなくなったりするからな
のか。栗駒の街中にも若者が店を出して色々活性化
を図っている。そういうのにビルとか空き家を借りると
家賃が高い。風土館を使わないのであれば、安価に
貸すとかできないか。日本酒会などにはすぐ貸すそう
だが、どうして貸さないのか議会でわかれば教えて
ほしい。

①風土館は六日町振興商業共同組合が指定管理し
ており、館内にはくり電の大事な物を保存している。
最近食堂もなくなった。指定管理者として、貸出しの
条件もあると思う。
②指定管理料として４２０万円出して管理してもらっ
ている。今年の春頃から食堂は閉鎖し、展示物はく
り電のもあるが、写真とか色々ある。誰も見に行か
ないようである。六日町振興商業共同組合が管理し
ており勝手に使用できない。決算のときにそういうこ
とを質疑したことがある。利用したい別な団体が結
構いるので、そういう所へ指定管理するべきである。
神楽や演劇やるのにちょうど手ごろである。２００人く
らいのイベントがやりやすいと聞いている。議会とし
て皆さんの意見を行政に話しをします。

鶯沢

　みちのく風土館の利用については、施設管理者であ
る指定管理者が許可しており、公序良俗に反する行
為など、いくつかの制限を除けば利用は可能でありま
す。
　今後におきましても、市民の皆様等から利用の要望
があった場合は、状況に合わせて柔軟に対応して参り
ます。

産業戦略課

№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1

①胃がん検診のあり方について。ピロリ菌の検査に
より胃がんによる死亡率が低下してきている。今年
の集団検診からピロリ菌の検査が実施されるように
なったが、胃カメラも集団検診の申し込み段階で受付
できないか。
②検診の際に胃カメラを希望したが、仙台ではなく近
隣で検査できないか。

①市の検査等を確認し提言したいと考える。
②要望として当局に伝える

瀬峰

①胃カメラは希望される方全員を受け入れる体制が
整っていないこと、精度管理が難しい点などから市の
集団検診の申込みで受付けはしておりませんが、人
間ドックにおいては説明会時に検診団体が胃カメラを
希望する方を個別に受け付けており、自己負担で受
診いただいているところであります。
　なお、ピロリ菌検査は検診団体おいてがん対策研究
事業としてモデル的にH30年度実施したことから今年
度のみの対応となります。

②市の検診と合わせて胃カメラでの検診が受診できる
のは人間ドックのみとなっております。
　市の人間ドックは成人病予防協会と契約して実施し
ていることから、それ以外で受診いただくことはできま
せん。
　市内の医療機関で受診を希望される場合は、個別
に申込みいただいての受診となります。

健康推進課

2

集団検診の2次検査で、仙台の循環器センターに行
かなければならない。特に大腸検査の場合は下剤を
飲む必要があることから、トイレが心配である。近くの
病院でできないのか。

集団検診については、入札で業者が決定されている
ので、検討を要するが要望として当局に伝える。

瀬峰

大腸がん検診の二次検査対象となった方において
は、検査の通知とあわせ市内で受診できる医療機関
をご案内しているところでありますが、ご不明な点があ
れば健康推進課、各保健推進室にお問い合わせ願い
ます。

健康推進課

４　商工観光部関係　１件

５　市民生活部関係　２件
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（対応方針３）
　意見・要望に対して　「執行部に伝える」　と回答した内容

№ 意見・要望事項等要旨 回答要旨 地区名 当局の対応方針 担当課・室名

1

中学校統合には賛成したが、一人の住民要望として
跡地を夏祭り、生涯学習まつり等の「いこいの場」に
して子どもと一緒に行事ができる場にして欲しいがど
うか。要望として他地域ではイスが固定された大きな
ホールがある。高清水にも設備がしっかりとした公民
館が欲しい。

学校の跡地利用の方向づけは行政であり、教育関
係での利用、又は地域での活用とある。要望として
お伺いしておく。

高清水

旧町時代の高清水公民館は震災で大きな被害を受
け、その後取り壊ししたものであり、同じく震災で被害
を受けた高清水総合支所の建設に併せて、公民館機
能を持たせて建設された経緯があります。現在、高清
水地区においては、各種団体が利用目的に応じて、
高清水生涯学習館や高清水コミュニティセンター、保
健福祉センターほっと館、高清水体育センターといっ
た施設を利用していただいており、点在してはいます
が地域人口等から見て充足していると考えます。

社会教育課

2
中学校の統合により、スクールバス通学になると思う
が、学校への入り口など改善が必要な箇所があるが
どうなっているのか。

これまでも各議員から提言されているが、市民から
も要望があったことを当局に提言していく。

瀬峰
　県道１号線のことと思われますが、今後も県に対して
道路改修の要望を行っていきたいと考えております。

教育総務課

６　教育部関係　２件
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