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10 月 17 日（日）東向陽台公民館 No.1 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

1 病院誘致について 

県知事選挙の中で、村井知事が富谷市に新しい病院を

作るということで、公約に謳っておりますが、差し支え

なければ、富谷市のどのあたりを候補地にされているの

かということを教えていただければと思います。 

昨年の 9月に発表があった時に、真っ先に病院の誘致

に向けて手を挙げさせていただいたところでございま

す。あれから 1年経って、今回発表されたのが、がんセ

ンターと仙台赤十字病院を仙台医療圏の南部エリアに、

精神医療センターと東北労災病院を仙台医療圏の北部

へということでございます。 

移転が伴うのであれば富谷市にという意思表示をさ

せていただく以上は、それなりの面積が必要でございま

すので、候補地を想定した上で手を挙げさせていただき

ました。 

場所については、正式に決まった段階で発表させてい

ただきたいと思いますので、ご理解をいただければと思

います。 

市長 

2 町内会館について 

予算との兼ね合いあるとは思いますが、会館内の廊下

部分への手摺設置など、バリアフリー化の実施と暖房便

座のご検討をいただければと思います。 

会館は、大規模改修を順番に行っておりますので、そ

のタイミングで、合わせて行えればということで、ご要

望として承ってまいります。 

市長 

3 
不登校特例校につ

いて 

不登校特例校の西成田教室ですが、これは大変素晴ら

しいことだと思います。子ども達、その家族のためにぜ

ひ成功させていただきたいと思います。 

不登校の生徒は、富谷も全国平均に近く、毎年 80 人

くらい発生しております。その子供達が立ち直るきっか

けにできればという思いで、良い形で進めていきたいと

思っております。 

市長 

4 
住宅地の雑草につ

いて 

住宅地の中で雑草が繁茂しているお宅があって手を

焼いております。市で法的な手続きは取れないのでしょ

うか。何か手立てはないものかお聞きしたいです。 

空き家であれば、空き家対策関連の法律で、行政権で

対応できる範囲がありますが、居住されていると、お住

まいの方のご理解とご協力がないと難しい状況です。 
苦情があったときには、我々もそのお宅にはご連絡を

取らせていただいております。ご理解とご協力がもらえ

るように努力しています。 

市長 
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10 月 17 日（日）東向陽台公民館 No.2 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

5 
学校要覧・教育委員会

議事録について 
教育要覧・要録と教育委員会会議録の充実を図ってい

ただきたい。 

教育委員会の要録として「富谷市の教育」という冊子

を作成しております。要録はご覧いただくことができま

すので、教育委員会においでいただきたいと思います。 
会議録につきましては、検討してまいります。 

教育長 

6 
図書館等複合施設

について 

図書館単体での建設から、スイーツステーションと子

供の遊戯施設と一緒に複合になるということで、本来の

資料の中心の方に図書館のスペースが広がるのだろう

と思っていますがいかがでしょうか。 
また、蔵書については、今後購入して増やしていける

分のスペースも十分取っていただきたいと思っており

ます。 

図書館を複合施設化することによって、本来の図書館

エリアを最大限有効に広げられるように努力をしてい

くということを関係部署とも確認をしておりますので、

しっかりと声を反映できるようにしていきたいと思っ

ております。 
また、ネットワーク図書館ということで、各公民館の

図書室はもちろん、学校図書室と県立図書館との連携を

ネットワーク型で繋げるようにしっかり進めていきた

いと思っております 

市長 

7 

障害を持つ子の保

護者のケアについ

て 

発達障害のお子さんが就学されると、子供さんはスク

ールカウンセラーや保健師さんがいますが、保護者の心

のケアをする場所がないということを伺いまして、発達

障害を持っている子、知的の子、自閉の子達の親の救い

の場所というのを作って欲しいと思います。 

今年度、心のケアハウスをさらに拡充して教育支援セ

ンターとして、保護者の方の相談なども受けております

ので、ご相談いただければと思います。 

市長 

発達障害をお持ちの保護者の方のお気持ちは、私達も

お聞きしています。発達障害などをお持ちの子の保護者

の情報交換の場となる「いっぽの会」では、お子さんだ

けではなく、保護者の方のお話も伺えます。また、保健

師が関わることも全く問題ありませんので、遠慮なくご

相談ください。 

保健福

祉部長 

今年から教育支援センターに専任の相談員を1人配置

いたしました。また、教育委員会にも従来の教育相談員

に加えまして、専門の担当が就学関係の相談もお受けし

ております。教育の方でも、できる限り保護者の方の想

いを受け入れられる機会を作っていきたいと思います。 

教育長 
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10 月 17 日（日）東向陽台公民館 No.3 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

8 
図書館等複合施設

について 

図書館の分館は公民館図書室ということですが、図書

館の計画の中で分館としての公民館の整備や図書の整

備に関しては、予算的にも事業の内容についても何かお

考えなのでしょうか。 

また、開館は令和 7年度を目指すとのことですが、実

際にどういった形になるのかという具体的なビジョン

がちょっと見えてこないところがあります。今後、段階

的で結構ですので、図書館についても、私たちにいろい

ろ見せていただければと思います。 

今回、複合施設としての基本計画を策定させていただ

いたところでございます。順次、具体的な全体計画の中

での図書スペースや、遊戯施設のエリアはなど、具体的

にご報告をさせていただきます。 
また、ネットワーク図書館ということで、成田公民館

敷地内にセンター館を建設して、各公民館の図書室を充

実させ、分館としてネットワーク型とするという考えは

変わっておりません。 
分室となる公民館は、拡充できるところは面積も含め

て有効に活用しながら、これまで以上に各公民館を充実

させる方向で考えております。具体的な部分は、今後、

センター館の建設の進捗とあわせて進めていきます。 

市長 

今回は、３つの施設の基本的な方針として、お示しさ

せていただいております。 

公民館のリノベーションにつきましては、図書館整備

以前の平成 29 年から進めていた通りでございまして、

今回の方針を踏まえて、公民館図書室分館として、どの

ように整備していくか、これから具体的なところをセン

ター館とあわせて進めていくところでございます。 

また、配置計画につきましては、今回基本的な方針を

示させていただきました。これから設計などに入ってい

きますので、その中で具体的に進捗についてはお示しさ

せていただくようになろうかと思っております。 

教育部

長 
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10 月 23 日（土）富谷市役所 No.1 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

1 
町内会の運営につ

いて① 

町内会の会員増加策として、新しく転入された住民の方に

渡すセットの中に、町内会の案内パンフレットを入れてほし

いなと思います。 
併せて、各町内会にある掲示板にも、町内会の活動内容や

メリットが書かれたポスターも貼れると良いのではないか

と思います。 

町内会に加入しない方や離脱する方について町

内会長さんからご相談を受けているのは事実でご

ざいます。そういった中で、富谷は数値で見ると、

他の自治体、特に都市部と比較しても 8割くらいの

加入率を保っております。これは町内会長さんをは

じめ、役員の皆さんにご苦労をいただきながら、お

世話にしていただいているおかげだと思っており

ます。 

新しく転入してきた方々に町内会に入会してい

ただけるように、さらに我々も努力していきたいと

思いますし、ご意見いただいた町内会の活動をホー

ムページで紹介するというのは素晴らしいアイデ

アだと思いますので、実現できるように準備を進め

てまいりたいと思います。 

市長 

2 
町内会の運営につ

いて② 

富谷市ホームページの「町内会・行政区長情報」の中に、

町内会の活動、例えば町内会の会報を掲載して欲しいと思い

ます。種々の問題はあるかと思いますが、ぜひ掲載して欲し

いという町内会の会報等も載せていただければ、非会員の方

も見ることができますし、他の町内会の活動内容も知ること

ができて、町内会の活動の幅が広がるのではないかと思いま

す。 

3 
ごみ出しのルール

について 

ごみ出しのルールをよくご存知ではない方もいらっしゃ

います。町内会でも都度、ごみ集積場所に注意書きを出して

おりますが、なかなか守ってもらえないということがありま

すので、市で集積場所にごみ出しのルールなどを記載した掲

示板を作っていただけないでしょうか。 

ごみの問題ですが、たしかに集積場所に見えるよ

うに表示できれば良いと思います。これも町内会ご

とにいろいろと取り組んでいただいているところ

ですが、そのあたりも分かりやすく表示板を作りな

ど、検討していきたいと考えております。 

市長 
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10 月 23 日（土）富谷市役所 No.2 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

4 
ヤングケアラーに

ついて 

ヤングケアラーという高校生や中学生が、お父さん、お母

さんを介護しているとか、そういう方が、富谷にもいるので

しょうか。また、そういう人たちに対して、どういう対応し

ているのでしょうか。 

現在市では、福祉事務所内に家庭児童相談室を設

置しておりまして、その中で保護者や、子供さん、

学校や幼稚園など、所属の先生方から色々とご相談

を受けながら対応しているところです。 

完全にヤングケアラーというお子さんのご相談

は今のところありませんが、それに近いお子さん

は、少ないながらもいらっしゃいます。 

現在は、まずは保護者の方との面談や児童生徒さ

んとの直接の面談を行い、学校関係の先生方と連携

しながら、ご家庭の生活の改善などに対応している

ところです。 

保健福

祉部長 

5 

新型コロナウイル

ス感染症の後遺症

に対する支援につ

いて 

今後も発生すると思われる新型コロナウイルス感染症の

後遺症に対して、富谷市として、どのようなケアを考えてい

るのか。 

現在、コールセンターでコロナワクチンについて

のご相談を受けておりますが、今のところ、後遺症

のご相談は受けていない状況となっています。 

今後、ご相談があった場合には、その症状などを

詳細にお聞きして、病院や、かかりつけの先生とご

相談いただくようにお勧めいたします。 

その後についてのご支援は、経過を見ながら考え

ていければと思っています。 

保健福

祉部長 
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10 月 23 日（土）富谷市役所 No.3 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

6 
若年層の選挙教育

について 
18 歳以上の選挙ができる人たちに対して、実際、選挙に関

してどのような教育を考えているのか。 

投票率の低下につきましては、私も問題だと思っ

ております。いかに投票率を高めるかというのは、

いろいろその都度、検討しております。 

今後も、引き続き、特に 18 歳以上の若い世代が

投票の権利を意識して行使できるような、意識づけ

を含めて、呼びかけをしていきたいと思っておりま

す。 

市長 

選挙につきましては、中学校で生徒会がありまし

て、各学校で生徒会選挙が行われています。生徒会

で選挙管理委員会を作っておりまして、立候補する

生徒のポスターなどの認証や、ポスターをしかるべ

き場所に貼るといったような選挙制度を中学生の

時から生徒会選挙を通して学んでおります。 

また、教科につきましても中学校 3年生の公民と

いう分野で、選挙についての大切さというのを学習

指導要領に基づいて学んでいるというところでご

ざいます。今後、必要とあれば外部講師も活用して、

選挙の大切さや民主主義について学習を深めると

いうことは検討していきたいと思います。 

教育次

長 

7 市民バスについて 
市民バスのバス停に掲示してある時刻表をもっと見やす

くしてほしい。また、市民バスはとても便利なので、市民の

方にもっと PR してはいかがでしょうか。 

時刻表については、担当で検討させていただきま

す。たしかに利用される方が見やすいように改善し

ていくことが大事だと思いますので、担当課にしっ

かりとお伝えさせていただきたいと思います。 

市長 

 



令和 3 年度 とみや市政懇談会 質問・回答要旨 

7 
 

10 月 23 日（土）富谷市役所 No.4 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

８ 
ペットの飼い方の

マナーについて 

猫に餌付けをしてしまい、野良猫の数が増えてしまってい

ます。町内会の回覧や広報でペットの飼い方のマナーを定期

的にお知らせいただくとありがたいです。 

コロナでペットを飼う方が増えています。犬を飼

われている方は、最近はマナーが徹底されて、こち

らへの苦情も少なくなってきました。ただ、猫は捕

獲できないということもありますし、それで餌付け

されると野良猫が増える一方だというのもありま

すので、ご意見を踏まえて、何かしらの対策を取っ

ていきたいと思います。 

市長 

９ 
町内会の運営につ

いて 

広報配布やごみの収集の関係も含めて、町内会の運営に苦

慮している。市は自治会には直接介入できないと言われてい

るが、もう少しアドバイス的なものだけではなく、行動に移

していただけないでしょうか。 

広報とごみの問題は住民であり、納税者であれ

ば、住民であれば全て我々行政側の責任ということ

でやっております。広報の配布は、我々行政側から

町内会長さんである各行政区長さんにお願いをし

ており、会長さんにご苦労をおかけしております

が、どうかご理解をいただければと思います。 
なお、現状で良いとは思っておりませんので、町

内会に入会されない方々に対して、町内会への理解

と入会していただけるような働きかけなどを庁内

で検討させていただきます。 

市長 
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10 月 23 日（土）富谷市役所 No.5 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

10 教育について 
これからの時代はデジタルを中心とした教育の充実を図

るべきと考えている。恵まれた地の利を生かして、不登校特

例校も含めた富谷の教育改を推進して欲しい。 

たしかに富谷は恵まれており、周囲に大企業が立

地し、そこで働いている方々の多くが富谷に住んで

いただいております。 
おかげさまで、富谷の子どもたちの学力は全国平

均よりも高い位置におります。決して富谷の教育は

劣っていないということはご理解いただければと

思います。 

市長 

学力に関しては、富谷の児童生徒は高い能力を持

っていると実感しております。さらに子ども達の力

を伸ばしていきたいと思います。 

ICT に関しては、昨年 11月から 1人 1台のタブレ

ットを整備しました。整備しただけではなく、多く

の学校が朝からタブレットを出して、どの授業でも

当たり前のように使っています。授業でも活用でき

ている点では、富谷は進んでいるということで、他

市町村からも視察に訪れている状況でございます。 

教育次

長 

11 
市役所の職員につ

いて 

簡単な質問になります。市役所では現在、障がい者の雇用

者数は何人になりますか。昨年との増減はありますでしょう

か。また、市役所に入ってすぐの受付にいらっしゃる女性は

職員なのでしょうか。受付には男性もいますか。 

雇用している障がい者の人数は９人で、退職によ

り昨年から１人減っています。 
総務部

長 

受付は女性職員が専任で行っています。 市民生

活部長 

現在の職員の男女比は１：１くらいになっていま

す。女性の管理職登用も適材適所で進めており、男

性職員の育児休暇取得の実績も増えています。 
市長 
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10 月 23 日（土）富谷市役所 No.6 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

12 
図書館等複合施設

について 

我々一般市民には、いつの段階でプランが提示されるの

か。また、提示された時に市民の要望がプランに反映できる

のか。反映されないまま実施設計に入ってしまうのではない

かと心配していますがどうなのでしょうか。 

図書館の基本方針、基本計画はシビックミーティ

ングなどを通して皆さんと作りあげたもので、これ

は変わっておりません。市民の皆さんの意見をしっ

かりと反映させていただいて、今後は設計や、具体

的な部分に入っていくことになります。その際に、

市民の意見を聞く機会を設けるのか、という趣旨の

質問かと思いますが、今のご意見を賜りまして、そ

の手法も含めて、今後検討していきたいと考えてお

ります。 

市長 

 

 

 


