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10月 29日（土）成田公民館 No.1 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

1 
避難所運営につい

て① 

地域防災計画の一覧表によりますと、避難所の定員

は、建物面積÷2.5 ㎡となっていますが、感染症対策を

講じた場合の定員はどうなりますか。 

また、その収容人数分に必要な備蓄品が各倉庫に準備

されていますか。特に小中学校の備蓄倉庫の備蓄品は十

分ですか。 

本市における感染症対策を講じた場合の一人当たり

の面積は、「新型コロナウイルス感染症に対応した避難

所運営方針」において 4㎡と規定しています。 

備蓄品については、備蓄倉庫のスペースの関係上、収

容人数分の備蓄は困難ですが、発災当初に必要最低限の

備蓄品は備蓄しています。そのほか防災備蓄拠点である

けやき館に備蓄するとともに、企業等との災害協定によ

り備蓄品を確保しています。 

総務部長 

備蓄品について、すぐに必要な物で不足している物が

あれば用意しなければいけないと思います。再チェック

させていただきたいと思いますし、食料品等について

は、スペース的な問題がありますので、初期に必要な物

は備蓄して、あとは順次、けやき館から輸送で運べる体

制をとっています。あわせて、市内のスーパーマーケッ

トと災害協定を行っていますので、災害時には協定に基

づいてすぐに不足の無いような体制を整えています。 

市長 

2 
避難所運営につい

て② 

公民館以外（小中学校）の避難所開設の手順が不明確

です。仙台市では「指定避難所の管理運営に関する事前

取り決め事項」によりルール化されていますが、本市に

おいても施設管理者の学校と町内会との連携がスムー

ズに行われる仕組みづくりが必要だと思います。 

また、小中学校は授業の再開が最大の課題ですので、

小中学校ではなく、公民館を中心とした避難所運営を考

えていただけませんか。 

仙台市で作成している「指定避難所の管理運営に関す

る事前取り決め事項」等を参考にしながら、施設管理者

である学校と協議を進めながら検討してまいります。 

また、指定避難所の開設には優先順位があり、まずは

公民館等の市の施設、次が小中学校の体育館、次が教室

という順番で考えています。小中学校が長期的な避難所

となることは、授業の再開に大きな影響を及ぼす懸念が

ありますので、避難所の整理、統合等、小中学校の避難

所を先に閉鎖するなどの処置で対応していきたいと考

えていますが、本市には代替えとなるホテルや旅館等が

ありませんので、小中学校の指定避難所見直しはできな

いということにご理解をお願いします。 

総務部長 
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10月 29日（土）成田公民館 No.2 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

3 
背割り排水路につ

いて 

昭和 49 年に造成した富ケ丘地区には住宅地の真ん中

に生活用水を流す背割り排水路がありますが、高齢化で

掃除ができない等の理由で一部自己所有の排水路が埋

められているところがあります。そうなると排水路の役

割を果たせなくなりますが、一部または全部の排水路を

埋めることに問題はありませんか。また、そうなった場

合に全員の同意が得られるか、費用をどうするかという

問題があります。 

ほかの市町村では排水路を継続するための建築協定

等の施策がありますか。 

当該排水路は、共有または個人の所有財産であり、行

政に指導する権限が無いため、市での判断は難しいもの

と考えています。あくまで所有者、その区間の方々で話

し合って対応を考えていただくことになります。 

また、他市町村での排水路を継続させるための建築協

定等については、色々調査しましたが、仙台市を含め該

当するところは把握できませんでした。 

建設部長 

背割り排水路については、懸念されている部分は十分

にわかっているのですけれども、どうしても民民の部分

に行政がなかなか関与できないという状況があります。 

市長 

4 
防災の補助金につ

いて 

大災害が起きた時には道路等がどういう状況になっ

ているかわからないため、やはりすぐには食料関係が届

かないと思っています。水など緊急なものは町内会で用

意できますので、2、3年前まで防災から出ていた補助金

を復活させていただけませんか。 

防災のための補助金の復活については、検討させてい

ただければと思います。 
総務部長 

5 
空き家の管理につ

いて 

どこの地区にもあると思いますが、空き家の敷地内に

は草が生えていて、環境だけでなく火災も心配です。市

から所有者に管理してもらえるよう対応していただけ

ませんか。 

既に情報をいただいている空き家の雑草については、

所有者に除草の依頼文書を送っていますが、そのままの

状態になっているところもあるかと思います。そのよう

な情報をいただければ調査しますので、お知らせくださ

い。 

市民生活

部長 

6 

公園のバスケット

ボールコートにつ

いて 

明石台地区の公園にあるバスケットボールコートの

ラインが薄くて子供たちが遊べないため、整備していた

だけませんか。 

ご指摘いただいた明石台公園のバスケットボールコ

ートについては、今年中にラインを引きたいと考えてい

ます。 

建設部長 

ラインが消えている状況が続いたということで、改め

てほかの地域も消えているところは、ラインを整備した

いと思います。市でもパトロールしていますが、気付か

ない部分もありますので、忌憚なく教えてください。大

仕事になるものやほかの地域とかけ離れたものは難し

いですが、基本的には情報をいただければすくに対応し

ていますので、よろしくお願いします。 

市長 
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10月 29日（土）成田公民館 No.3 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

7 
エアロゾル感染対策

について 

全小中学校にいち早くクーラーを入れていただきま

したが、今年 7月の新型コロナウイルス感染症対策分科

会において、エアロゾル感染の対策をするよう提言が出

されていますので、ご検討いただきたいと思います。 

市ではオミクロン株対応の際に換気が重要だという

ことで、全ての学校教室、公共施設、町内会館にＣＯ2

の測定器を配布しています。そのＣＯ2 の状況を見て、

換気しながらこの冬対応していければと思っています。 

市長 

8 

デジタル時代にお

ける町内会のあり

方について 

 町内会では役員不足や伝達手段についての問題があ

り、デジタル技術を活用して問題解決を図る必要がある

と考えます。市でも研究して支援していただきたいと思

います。 

また、誰でも市長と直接話ができるようなウェブ会議

についても、今後考えていただきたいと思います。 

デジタル化については、対応可能な部分は対応してい

きたいのですが、受け手側である町内会の体制整備も含

め、バランスをとりながら、可能な限りデジタル化に向

けて取り組んでいきたいと思います。 

また、市長とオンラインでというのは、ぜひ実現でき

るようにしたいと思います。 

市長 

9 除融雪について 
今年の散布面積が昨年から 2工区増えていますが、な

ぜ増えたのですか。 

増えた 2工区については、散布箇所を改めて精査し、

要望された箇所を追加したものです。 
建設部長 

10 歩道について 
東向陽台地区の 12-3 号線及び 8-2 号線の歩道が非常

に傷んでいますので、整備をお願いします。 

路線の傷みについては、現場を確認させていただい

て、速やかな対応に努めているところです。予算規模が

大きい場合は次年度以降に対応したいと思います。 

市長 

11 
自治体ランキング

の項目について 

自治体ランキングの項目をわかりやすくしていただ

ければと思います。富谷はなぜ 1位なのか、なぜ 1位に

なれないのか、そういう強み弱みをもっと明確にしても

らうと 1位という価値が出てくるのではないかと思いま

す。 

全てのランキング調査の背景にはそれぞれいくつも

の項目があり、データとして示されていますので、今後

はそういった項目もしっかりと皆さんにお伝えするよ

うにしていきたいと思います。 

市長 

12 
富谷の代名詞につ

いて 

富谷の代名詞となるものを作ると良いのではないか

と思います。例えば国際的なスイーツのまちだというま

ちづくりを全国に広めていったら、スイーツは富谷、富

谷はスイーツのまちというようになると、また住みやす

いまちになるのではないかと思います。 

富谷を一言で言い表せる代名詞については、スイーツ

のまちを含め、今後なるべく早い段階で示せるように努

力したいと思います。 

市長 
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10月 29日（土）成田公民館 No.4 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

13 
市の区分けについ

て 

市の立地で、居住地あるいは教育地、商業地、自然の

土地という区分けをしていると思いますが、現在造成を

していて自然が無くなっていくのが少し不安で寂しい

ところがありますので、区分けをもう少しわかるように

明確化してもらうと、住民も将来の土地がわかると思い

ます。 

基本的には住居エリア、商業施設エリアというように

区分けさせていただいております。仙台三本木線から東

側の緑地の部分は開発しないように、緑を保全する地域

も位置付けていますので、その辺りをしっかりと、わか

りやすく皆さんにお伝えし、ご理解いただけるようにし

ていきたいと思います。 

市長 

14 
町内会の今後のあ

り方について 

先日、市から町内会のあり方についてアンケートを求

められて、私も提案しました。町内会の今後のあり方、

方向性について、町内会からも提案したいと思います

が、市としても考えていただきたいと思います。 

町内会の方向性については、今回「おためしイノベー

ション富谷」という実証事業において、町内会のあり方、

もっと町内会が活性化するためにはどうしたら良いの

かということに取り組んでいますので、皆さんからいた

だいたアンケートを含めて今後に生かしていきたいと

思いますし、町内会長の皆様にもご意見をいただきなが

ら、市としての方向性を示していければと思います。 

市長 

15 
(仮称)やすらぎパー

クとみやについて 

動物の墓地について、仙台市に何か所かあるのですけ

れども、遠かったり、雪の日に行けなかったりというこ

とがあります。ペットにはやはり近くにいてほしいと思

いますので、この施設の中に共同埋葬用の納骨堂のよう

なものを作っていただけませんか。 

ペットの合葬墓所は予定しております。お知らせが遅

くなって申し訳ありませんが、11月号の広報の中でも紹

介しております。今後、また詳しい情報をお知らせした

いと思います。 

市民生活

部長 

当初は予定に無かったのですが、同様のご意見を市民

の皆さんから沢山いただいて、今はもうペットも家族同

然なので、計画を変更して作ることにしました。 

市長 

16 
災害時の支給物品

について 

災害時に避難所として公民館が開設されない状況の

中で、町内会館を避難所とした場合に、避難の状況にも

よると思いますが、市から指定避難所に支給される物品

を教えてください。お互いの役割分担を明確にしておい

たほうが、無駄な投資も必要なくなりますし、最低限揃

えなければいけないものを充実させていけるかと思い

ます。 

公民館が避難所として開設されない場合の備品等と

役割分担については、ご意見を基に検討してわかりやす

くお示しできればと思います。 

総務部長 
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10月 29日（土）成田公民館 No.5 

No. 項目 質問要旨 回答要旨 回答者 

17 
避難所の開設につ

いて 

コロナ禍の昨今で、車中泊やソロキャンプなど屋外で

の生活というものが結構されていますので、災害時に車

中泊で避難することも避難所運営マニュアルに入れて

いただけるとありがたいと思います。 

今のご意見に対応できるように、総合運動公園のスポ

ーツ交流館の前を車中の避難場所として設置し、計画に

入れています。スポーツ交流館にはシャワーがあります

ので、車で避難されて、シャワーを浴びられるようにな

っています。周知不足で申し訳ありませんが、改めて非

常時のために周知してまいります。 

市長 

18 
各施設の避難経路

について 

各施設に非常口がありますが、避難する際、非常口か

ら出てきた時に、安心して避難できるのか、経路として

生きているのかということを確認いただけるとありが

たいです。 

少なくとも公共施設については、改めて非常口からの

避難経路がしっかりと確保されているかどうかを含め

て再チェックしたいと思います。 

市長 

19 
給食センターの隣

の道路について 

給食センターの隣の道路はいつ開通するのか教えて

ください。 

当該道路は国の交付金を活用して整備していること

もあり、整備スケジュールが段階的となっています。ま

た、併せて用地交渉にも時間を要している状況です。現

在、令和 5年度末の開通に向けて整備を進めています。 

市長 

 


