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令和４年８月２２日、２３日、２４日、

２７日の４日間、市内４会場において「気

仙沼市議会報告会」を開催致しましたとこ

ろ、８１名の市民の方々にご参加をいただ

きました。 

 議会報告会では、改選後の議会構成や５

月臨時会及び６月定例会の議案審議等の報

告を行うとともに、「気仙沼市議会と市政

に期待すること」をテーマとして、参加い

ただいた皆様と意見交換会を行い、多くの

ご意見を寄せていただきました。 

 

皆様からお寄せいただいたご意見・ご感

想等は、各常任委員会で協議を行い、市当

局との協議の実施や一般質問などの形で、

よりよい市政となるための議員活動の参考

とさせていただきます。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
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計 男 女

8月22日
（月）

1 本 吉 公 民 館 視聴覚室 1班 53 36 17 遠藤秀和，千葉慶人，及川善賢，三浦由喜，白幡　章，菅原俊朗

8月23日
（火）

2 ワンテン庁舎 大ホール 3班 4 3 1 佐藤俊章，熊谷伸一，菅原清喜，佐藤健治，熊谷雅裕，三浦友幸

8月24日
（水）

3 唐桑総合支所 会議室 2班 10 9 1 村上　進，秋山善治郎，熊谷一平，菅原雄治，白川雄二，鈴木髙登

8月27日
（土）

4 中 央 公 民 館 スタジオ２ 4班 14 14 0 菊田　篤，臼井真人，小野寺俊朗，村上伸子，村上佳市，今川　悟

81 62 19合　　　　計

令和４年度　気仙沼市議会報告会　参加者数集計表

開催日
（曜日）

番号 会　　　　場 割当班
参加者数（人）

担　当　議　員
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【　分類①　】　議会の課題として検討するもの

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等（要旨） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1 人口減少

人口減少対策調査特別委員会は何を目指し期間
はいつまでか。市民から意見を聞くだけではな
く、企業誘致・教育費用無料化とかインパクト
のある施策を。

２年を目途に，現状を把握したうえで，出来る
対応・対策を随時打ち出し市政に反映して行き
ます。前向きに結果が出るように努めて参りま
す。

8月22日 本吉公民館

2 議会報告会
YouTubeのライブ発信やSNSでのPRを提案しま
す。

広報広聴委員会で検討します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

3 議会報告会
もっとみんなが参加しやすい形、ネーミング
に。気軽に参加できるようにしてほしい。

コロナ前はワークショップ形式でも行っていま
した。また報告会も公民館単位で行っていまし
た。次回はテーマ型で座卓形式で行いたいと思
います。

8月23日
ワン・テン
大ホール

4 議員定数 議員を減らせばその分予算を他に使える。 ご意見として頂戴します。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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【　分類②　】　議会に対する要望等として受け止めるもの

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1 議会だより
議会だよりを古紙再生率が本当の数値か調べて
ほしい。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

2 議会だより
議会だよりをカラーでやるのであれば，上質紙
を使った方が目詰まりがない。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

3 議会だより
カラーで見たい人はデジタルデータにしたらど
うかと思います。

広報広聴委員会で検討します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

4 議会だより
陳情についても，議会だよりに出すための説明
を入れた方がよい。

広報広聴委員会で検討します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

5 行政視察
近場にいい場所があるので遠い場所まで行く必
要がない。

ご意見として頂戴します。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

6 道路
大雨の被害が心配だ。道路や橋は議員も早めに
点検してほしい。

ご指摘のとおり対応したいと思います。 8月27日 中央公民館

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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【　分類③　】　市民からの要望等として市当局に送付するもの

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1 文化教育
田束山の文化遺産が歴史的にも高く評価される
よう，平泉世界遺産と直結していることを学術
的に証明されたい。

田束山の開発・観光には以前より話し合いがさ
れておりますが，持ち帰り勉強させていただき
ます。

8月22日 本吉公民館

2 防災
福祉避難所である春圃苑の避難路の位置付けが
不明瞭なのでは。

避難路確保については改めて協議してまいりま
す。

8月22日 本吉公民館

3 海洋ごみ
会議やイベント等の飲み物が，気仙沼地域では
ペットボトルを廃止しているが，他地域では浸
透していない。

ペットボトル飲料の提供については認識が不足
しておりましたので，働きかけてまいります。

8月22日 本吉公民館

4 障害者福祉

障害者福祉事業の法律が３年に1回変わり，市担
当職員もコロコロ変わる。事業の低迷につな
がっているのではないか。それなりに長く現場
を見て対応していただきたい。

人事については，10年で3か所程度異動させる方
針があります。いただいたご意見を担当部局に
お伝えします。

8月22日 本吉公民館

5 地域福祉

春圃会では，地域福祉推進課を設置し，高齢者
の健康増進や介護予防・生きがい対策などの地
域貢献活動を行ってきたが，狭い地域にしか関
われない現状。本吉地域全域で地域をあげて共
生社会づくりを実践する新たな取り組みを。

民間で地域貢献活動を考えていただきありがと
うございます。

8月22日 本吉公民館

6 観光
（亀山モノレール）亀山の駐車場を増設すると
最大750人。この人数を運ぶことはできないので
は。

復興予算では出来ないため，知恵を絞って出た
案と認識しています。

8月23日
ワン・テン
大ホール

7 観光
（亀山モノレール）リフトの方が輸送効率がい
いのでは。90人を運ぶには25分。輸送効率が悪
いのでは。

議会として承認した事業ですので，これからも
確認してまいります。

8月23日
ワン・テン
大ホール

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

8 観光
（亀山モノレール）年中人が来るわけではな
い。赤字になるのでは。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

9 観光
（亀山モノレール）高速バスで大島に来る人も
いる。車でない人はどうするのか。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

10 観光

（亀山モノレール）以前の優待券は，古いもの
もよいとして使っていた。それではどうなるの
か。不正な利用があった。割引券は絶対やって
はいけない。採算割れを起こす。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

11 観光
（亀山モノレール）マムシなどの繁殖地を減ら
すため，広めに草刈りをしていた。対応を気を
付けていただければと思います。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

12 JR
大船渡線がなくなたった時のことを考えてほし
い。先手を打って廃線にさせないでほしい。

大船度線は，じっくり議論をしていかなければ
ならない問題と認識しています。

8月23日
ワン・テン
大ホール

13 新庁舎
病院があった場所に慰霊の場をつくらないの
か。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

14 地域活性化
気仙沼駅前のまちづくりについて，自助努力で
はどうにもならない。市として支援策はないの
か。

内湾は外資を呼び込むまちづくりをしている。
気仙沼駅前のまちづくりに関しては，要望とし
て受け止めたいと思います。

8月23日
ワン・テン
大ホール

15 観光
（亀山モノレール）ふもとから作った方がよい
のでは。リサーチが間違っていたのでは。

途中までのアクセスは今後考えていきます。 8月23日
ワン・テン
大ホール

16 地域活性化
「おかえりモネ」のオンデマンドが2023年まで
延長された。提案防災無線のメロディーを工夫
できないか検討してもらいたい。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

17
地域ブラン
ド，水産

カツオは都内の人からすると高知である。もっ
とPRをしてほしい。

議会として受けとめていきたいと思います。 8月23日
ワン・テン
大ホール

18 地域活性化
大島に若い人や子どもが集えるように，親子を
巻き込めるようなものを整備できないか。

ご意見として頂戴します。 8月23日
ワン・テン
大ホール
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№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

19 福祉バス

母子会では，市内で福祉バスが使えない。市外
は使える。
福祉バスを復活してほしい。令和４年10月で廃
止になる。

担当部局にお伝えします。 8月23日
ワン・テン
大ホール

20 選挙 投票所の数が少なく不便。 担当部局にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

21 復興工事
復興工事が終わった後，資材やごみがそのまま
になっているところがある。

担当部局にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

22
気仙沼唐桑最

短道

舞根峠の応急整備はするにしても，本家本元の
気仙沼唐桑最短道事業の促進に力を入れてるよ
う働きかけてほしい。

特別委員会にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

23 水道
大雨による断水があった。唐桑地域にも気仙沼
地域の水を引いてほしい。

大沢浄水場からの水量で十分に賄えます。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

24 水道
旧町からの懸案事項である石綿セメント管を早
く交換してほしい。

ご意見として頂戴します。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

25 観光
唐桑地域は観光資源が豊富。遊歩道の整備や，
東屋・ベンチの修理，防護柵などインフラ整備
をしてほしい。

担当部局にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

26 三陸道
階上インターチェンジをフルインター化し，企
業誘致してほしい。

ご意見として頂戴します。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

27 文化教育 学力向上の方策を。子供たちの将来が心配。 担当部局にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

28 道路 小鯖鮪立線トンネルの早期実現を。 担当部局にお伝えします。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

29 行政
草刈りが年配者だけで大変。市から各自治会に
委託してはどうか。

ご意見として頂戴します。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

30 堤防
大川と神山川ではハゼが釣れなくなった。コン
クリート堤防の影響ではないか。

今後，注意して見守ります。 8月27日 中央公民館
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№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

31 文化教育
気仙沼中と条南中の統合について，生徒数の推
移は説明と逆で条南の方が多くなっている。保
護者にアンケートとるか悩んでいる。

地区の合意を得ない限り統合はできません。ア
ンケートで保護者の多くが統合を望んだ例もあ
り，そうなるとなかなか話し合いが難しくなる
ことがあります。

8月27日 中央公民館

32 観光
岩井崎の秀ノ山像について，説明書きが不足し
ている。近くにある碑も読みにくい。もっとＰ
Ｒしてほしい。

担当部局にお伝えします。 8月27日 中央公民館

33 行政

大島十八鳴浜の駐車場整備はもっと早く対応し
てほしかった。亀山モノレールが決定後の市民
説明会だったのも残念だ。議会は権力の暴走を
止めるべきだ。

ご意見として頂戴します。 8月27日 中央公民館

34 行政
民生委員の自治会推薦が大変だ。自治会長に負
担をかけないでほしい。

ご意見として頂戴します。 8月27日 中央公民館

35 行政

以前は自治会長と民生児童委員との話し合いが
あったが，最近は新型コロナの影響でできてい
ない。他市町の事例も学んで，具体的に検討す
る場をつくってほしい。

ご意見として頂戴します。 8月27日 中央公民館

36 防災
新市役所の整備に合わせて車でも利用できる避
難道を整備しほしい。

ご意見として頂戴します。 8月27日 中央公民館
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【　分類④　】　その場で回答済み（対応済み）のもの　（　終了　）

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1 少子化問題
少子化が著しく，官民一体となり取り組むべき
問題だが，議員としてどのように考えている
か。

少子化問題は深刻であり，国の交付金等も活用
して取り組むよう話をしています。

8月22日 本吉公民館

2 農林
モーランドの牛タン加工について詳しく説明
を。製造加工の見通しはきくのか。

施設を改修し，ふるさと納税で人気の牛タンを
加工販売します。今年は5000kg製造予定です
が，それを上回る申込みをいただいています。

8月22日 本吉公民館

3 高齢者福祉
前浜地区で高齢者の遺体が発見された。地域・
コミュニティ問題として高齢者の健康をどう考
えるか。

本市の75才以上の受診率が県平均より低く21％
です。民生常任委員会で協議します。

8月22日 本吉公民館

4 高齢者福祉 独り暮らしの要介護者の交通手段に支援を。

市ではデマンド交通などを考えていきたいとし
ています。他市の例では，タクシー業者と連携
してエリアで料金を分け，半額を補助する制度
などがあります。

8月22日 本吉公民館

5 地域共生社会
地域共生社会はどこが主導し活動組織を立ち上
げ，活動内容を策定するのか。

地域共生社会については定義をしてまいりま
す。

8月22日 本吉公民館

6 文化教育
津谷小の建て替え時期，津谷小と小泉小の統合
について。

市は津谷小の大規模改修を考えています。ス
クールバスについては制約が多いですが，住民
の意見を酌んで話を進めてまいります。

8月22日 本吉公民館

7 道路 津谷小は大型バスが入らない。 津谷小の狭い道路は拡張工事を考えています。 8月22日 本吉公民館

8 看護学校
気仙沼市医師会附属高等看護学校の閉校を止め
られないのか。

看護学校は医師会が運営しており，募集定員が
少なく医師会が閉校を判断しました。

8月22日 本吉公民館

9 議会だより
印刷業者としては，議会だよりの4の倍数ページ
はありがたい。その方が楽である。

広報広聴委員会の議論の中ではではできるだけ4
の倍数にできるよう心掛ける議論をしていま
す。

8月23日
ワン・テン
大ホール

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

10 議会
議会として陳情の内容に関してはどのように受
け止めているのか。

市議会として国や県に要望を出してほしという
ものが多いと感じています。

8月23日
ワン・テン
大ホール

11 議会だより
議会だよりをカラーで印刷するのは無駄ではな
いのか。

色の配色を含めて，見やすさを工夫していま
す。

8月23日
ワン・テン
大ホール

12 議会
陳情はどこにどういう風にしたらいいのか。ど
うしたら陳情しやすくなるのか。

定められた期間内に所定の書類を揃えて議長に
提出します。HPにも案内が掲載されています。
請願という制度もあります。

8月23日
ワン・テン
大ホール

13 議会報告会
以前暴言があった。会場が紛糾したときは静止
してほしい。

それは当たり前のことですので，静止します。 8月23日
ワン・テン
大ホール

14 まちづくり 内湾に入っている外資とはアムウェーの事か。
内湾施設自体の外資とはアムウェーとは関係あ
りません。

8月23日
ワン・テン
大ホール

15 少子高齢化
議会としては少子高齢化をどのように考えてい
るのか。

今年度新たに人口減少問題対策特別委員会を設
置し，現在は今後の活動の内容について議論し
ている段階です。

8月23日
ワン・テン
大ホール

16 条例
議員定数条例がインターネット上で未施行に
なっている。

期限付きの条文があり，その期限をまだ迎えて
いないためそのような記載になっていますが，
条例自体は施行されています。

8月24日
唐桑総合支
所会議室

17 議員定数
全国市議会議長会の調査によると人口に対して
議員定数が多いが議員間で共有しているか。

特段共有はしていませんが，全員認識はしてい
ます。

8月24日
唐桑総合支
所会議室

18 議員
新聞社に都合の悪い記事を掲載しないように
言っている議員がいると聞いた。

そのようなことはありえません。 8月24日
唐桑総合支
所会議室

19 防災

11月の防災の日に合わせて，学校と地域が連携
して訓練をして来たが，最近は地域に任せきり
になっている。何をしていいか分からない地域
もあって困っている。

コロナの関係でやり方が変わってきたというこ
ともあるかと思います。学校にお伝えします。

8月27日 中央公民館

20 農林
徳仙丈の森林文化センター，市民の森の炊事場
とも火災の後に復旧されていないのはなぜか。

議会でも一般質問を通して早期再建を要望して
いましたが、時間を要しているようです。　森
林文化センターは、以前、令和４年度中に再建
するとの答弁がありました。

8月27日 中央公民館
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№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

21 文化教育
生徒数の推移が誤っていたことは議会にも説明
があったのか。

総務教育常任委員会に説明がありました。 8月27日 中央公民館

22 道路
化粧坂の県道工事はいくらかかっているのか。
いま必要なのか。

20年くらい前から計画がありましたが，震災や
諸事情で中断していた工事が始まりました。県
の事業ですが、約31億円の予算で令和7年度完成
の予定です。

8月27日 中央公民館

23 橋
条南中学校前の神山川歩道橋はほとんど歩いて
いない。必要だったのか。

田中前商店街からの要望があり、紹介議員を通
じて請願書を提出されました。国の復興予算で
車道整備を要望しましたが認められず、歩道に
なりました。条南中学校の生徒が市立病院側に
避難する際に、非常に重要ですし、高校生が登
下校に利用しています。

8月27日 中央公民館
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【　分類⑤　】　市当局に対し照会のうえ回答するもの

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1
合併後の計画

進捗
合併基本計画で合併の条件となっていた防火水
槽の設置の進捗状況は。進まない理由は何か。

担当部局に確認します。 8月22日 本吉公民館

2 障害者雇用
障害者雇用規定について。気仙沼市の障害者雇
用率は。また身体・精神・知的障害者の割合
は。

担当部局に確認します。 8月22日 本吉公民館

3 文化教育

数年前に学校いじめ防止基本指針の改正があっ
たが，更新は学校で行っているのか。また，入
学時に説明するとあるが，正しく運用されてい
るか。

担当部局に確認します。 8月22日 本吉公民館

4
障害者・高齢

者福祉

成年後見制度利用促進事業について。本市は他
市町村と比べて申立件数が少ないと聞いたこと
があるが，判断能力が衰えた方が少ない地域な
のか。

担当部局に確認します。 8月22日 本吉公民館

※市当局からの回答は１４～１７ページに掲載しております。

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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【　分類⑥　】　市民からの質問等として受け止めるもの　（　回答不要　）

№ キーワード 意見・提言・要望・質問等　（　要旨　） 回答・対応した内容等 開催日 会場

1 子育て支援
待機児童解消・子育支援のために頑張っている
保育施設への支援は。

本市で待機児童はないと聞いていますが，支援
については民生常任委員会の中でも協議してま
いります。現場の声を聞かせていただきたいと
思います。

8月22日 本吉公民館

2 障害福祉
障害ではなく障がいと明記すべきでは。（県に
問合せ済み）

厚労省では障害・障がい，どちでもよいとの見
解です。

8月22日 本吉公民館

3 新庁舎
旧市立病院にほこらがあったが，何があったの
か。気仙沼高校の場所は香久留ケ原といって昔
火葬場があった。

白神神社は気仙沼高校の中に移転をしていま
す。

8月23日
ワン・テン
大ホール

寄せられたご意見・ご要望等　　　（　議会報告会　：　令和４年８月２２・２３・２４・２７日　）
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市議会報告会に寄せられた質問・意見等に対する回答 

 

担当部課係名 総務部危機管理課消防団係      

担当者職氏名 主幹兼係長 岩槻 忠徳       

番号 意見・提言・要望・質問等の要旨 会  場 

１ 

合併基本計画で合併の条件となっていた防火水槽の設置の進捗状況

は。進まない理由は何か。 

 

８月２２日 

会場：【本吉公民館】 

現 
 

状 
 

等 

防火水槽の設置については，気仙沼市と本吉町との合併により策定した「新市基本計画」の

事業個別表により，本吉地域では平成２１年度から令和元年度までの１１年間で，毎年２基

ずつの合計２２基が計画されていた。 

東日本大震災後には住宅再建状況を踏まえ，本吉地域においては令和元年度までで２３基の

防火水槽を新たに設置した。 

令和２年度以降も水利を確保するなどのため，本吉地域では６基の防火水槽を新たに設置し

ている。 

 

対 
 

応 
 

等 

今後も防火水槽については，気仙沼市全体の水利の状況を踏まえ，財源確保のうえ整備して

いく。 
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市議会報告会に寄せられた質問・意見等に対する回答 

 

担当部課係名  総務部 人事課 人事研修係 

担当者職氏名  主幹兼人事研修係長 西城寿光   

番号 意見・提言・要望・質問等の要旨 会  場 

２ 

 障害者雇用規定について。気仙沼市の障害者雇用率は。また身体・

精神・知的障害者の割合は。 ８月２２日 

会場：【本吉公民館】 

現 
 

状 
 

等 

障害者雇用促進法により，令和４年度の法定雇用率は２．６％となっている。 

本年度の障害者雇用率について，本市（病院事業局除く）は１．４１％，病院事業局は２．

０４％となっており，法定雇用率を達成するまでには，１５人の不足が生じている状況であ

る。 

本市職員のうち，障害者手帳を所持している職員は２１人で，内訳は身体障害者が２０人，

精神障害者が１人，９５．２％が身体障害者となっている。（なお，法定雇用率算出の基礎と

なる障害者数は２４人で，重度の場合は×２で算出することなどによる。） 

 

対 
 

応 
 

等 

 毎年度，会計年度任用職員採用試験について，障害者枠を設けて実施しており，引き続き

法定雇用率達成に向け，取り組んでいく。 

 法定雇用率達成に向け，本年度は，ハローワーク気仙沼と連携し，障害者を対象としたミ

ニ企業説明会を開催したところであり，今後も関係機関とも連携して取り組む。 
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市議会報告会に寄せられた質問・意見等に対する回答 

 

担当部課係名 教育部 学校教育課     係 

担当者職氏名 副参事（指導主事）西條 和也  

番号 意見・提言・要望・質問等の要旨 会  場 

３ 

 数年前に学校いじめ防止基本指針の改正があったが，更新は学校で

行っているのか。また，入学時に説明するとあるが，正しく運用され

ているか。 

８月２２日 

会場：【本吉公民館】 

現 
 

状 
 

等 

平成２５年１０月に策定された国の「いじめの防止等のための基本的な方針」は，平成２

９年３月に「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を新たに策定するとともに，

未然防止・早期発見の実行化，組織的対応等について改訂を行っている。それを受け，宮城

県は平成３０年３月，気仙沼市は同年５月に方針の改定を行い，各学校は，同年６月までに

改定し，現在は年度ごとにそれぞれの学校で見直し・更新を行っている。 

 入学時においては，学級活動や４月に行われる PTA総会等において，児童生徒・保護者に

方針について説明するとともに，年間を通して各学校の HP に掲載し周知を図っている。ま

た，各学校では，方針に従って月１回の生活アンケートを実施するなどして早期発見に努め，

いじめの疑いや可能性のある事案については，校内いじめ問題対策委員会において調査し，

いじめと認知されたものは早期の解決に向けて組織で対応している。 

対 
 

応 
 

等 

 教育委員会では，各学校から，いじめ行為の発覚直後の報告，及び毎月１回の「生徒指導

月例報告」により指導の経過等について報告を受けている。また，年に２回実施している「気

仙沼市いじめ問題対策連絡協議会」において，学校，保護者代表，各関係機関と情報を共有

している。それらを通して「学校いじめ防止基本方針」に基づいて，いじめの認知や対応が

適正になされているか確認し，必要に応じて指導に当たる。さらに，事案によっては市教育

サポートセンターが仲介し，外部専門家の協力を得ながら，連携して早期の解決に向けて支

援する。 

 また，今後も継続して各学校の「学校いじめ防止基本方針」を全職員が理解するように指

示するとともに，家庭と連携し一体となって抜本解決を目指すことを徹底する。さらに，未

然防止の観点から，市内全学校で，いじめを生まない環境の形成に取り組むようにする。 
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市議会報告会に寄せられた質問・意見等に対する回答 

 

担当部課係名 保健福祉部地域包括ケア推進課地域包括支援センター 

担当者職氏名 主査 小野寺秀幸                 

番号 意見・提言・要望・質問等の要旨 会  場 

４ 

成年後見制度利用促進事業について。 

 本市は他市町村と比べて申立件数が少ないと聞いたことがあるが、

判断能力が衰えた方が少ない地域なのか。 

８月２２日 

会場【本吉公民館】 

現 
 

状 
 

等 

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への審判申立を行う必要があることから、

申立件数については把握できませんが、制度利用率で比較したところ、本市は県内他市町村

と比較して少なくありません。 

 判断能力が十分でなくなる代表的な原因として、高齢者人口に一定割合で発症するといわ

れる認知機能低下や、障害者手帳等の取得に限らない知的能力の不十分さ、その他精神疾患・

精神障害等が挙げられますが、判断能力が十分でない方の実際の人数を把握することは困難

であり、数値化も難しい状況となっております。 

対 
 

応 
 

等 

成年後見制度については、判断能力が十分でないすべての人が利用しなければならないも

のではなく、必要とする人が制度利用に結び付くことが望ましいと認識しております。 

成年後見制度は、本人の権利を守るための制度であると同時に、一定の権利が制限される

側面もあることから、個別のニーズに応じて慎重に利用を検討する必要があり、実際に申立

を行う判断は、最終的には申立人が決めるものとなります。 

このことから、本市においては、各相談窓口で本人及び家族の相談に随時応じており、本

人申立のほか、申立を考えている親族等と十分な話し合いを行っています。 

成年後見制度利用促進法の理念は、本人がメリットを実感できるように制度の運用を行う

ものとされており、本市といたしましては、今後も成年後見制度に関する研修会等を開催し、

制度の正しい理解を図るため、周知啓発に努めてまいります。 
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気仙沼市議会報告会 参加者アンケート 結果 

 

 

Q１ お住まいの地区 【回答数：77】 

   気仙沼：13人  鹿折：2人  松岩：2人  階上：1人  大島：2人  面瀬：3人  

唐桑：6人  中井：3人  小原木：1人  津谷：20人  小泉：10人  大谷：12人 

市外：2人 

 

Q２ 性別 【回答数：77】 

   男性：57人(74.0%)  女性：20人(26.0%) 

 

Q３ 年代 【回答数：77】 

   20代未満：1人(1.3%)  20代：2人（2.6％）   30代：4人(5.2%)   

40代：16人(20.8%)   50代：26人(33.7%)  60代：8人(10.4%)   

70代：18人(23.4%)   80代以上：2人(2.6%) 

 

Q４ 開催をお知りになった手段 【回答数：87（複数回答）】 

    議員から：14人 (16.1%)   議会だより：43人(49.4%)  新聞記事：16人(18.4%)  

市のホームページ：2人(2.3%)   その他：12人(13.8%) 

 

Q５ 開催にご都合のよい曜日・時間帯 【回答数：75】※無回答は含まず 

    土日午前：1人(1.3%)   土日午後：7人(9.4%)  土日夜間：4人(5.3%)  

    平日午前：1人 (1.3%)  平日午後：5人(6.7%)  平日夜間：57人(76.0%)  

 

Q６ 議会報告会全体の感想は 【回答数：66】※無回答は含まず 

   満足：16 人(24.2%)  やや満足：38人(57.6%)  やや不満：12（18.2%)  

不満：0人(0.0%) 

 

Q７ 「議会報告」の説明は 【回答数：65】※無回答は含まず 
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   わかりやすい：35人 (53.9%) わかりにくい：9人(13.8%) どちらとも：21人（32.3%) 

 

Q８ テーマへの関心度 【回答数：69】※無回答は含まず 

とてもある：33人(47.8%)  ややある：27(39.1%)  あまりない：9人（13.1%)  

ない：0人(0.0%) 

 

Q９ 意見交換会のご感想【回答数：64】※無回答は含まず 

   満足：15人 (23.4%)  やや満足：35人(54.7%)  やや不満：14人（21.9%)  

不満：0人（0.0%） 

 

Q１０ 市議会だよりの感想【回答数：65】※無回答は含まず 

   満足：16人 (24.6%)  やや満足：41人(63.1%)  やや不満： 8人（12.3%)  

不満：0人（0.0%） 

 

自由記載 

【「意見交換」の進め方についてのご意見など】 

○ 議員さん方が１つ１つの質問や課題にていねいに受け答えをしており、好感がもてました。 
○ 一問一答でとても良かった。 

○ 議員の方が、どのような考えがあるのか少しわかったように思います。 

○ 活発な意見交換ができたと思います。  

△ 意見交換のテーマとは違う内容だったと感じた。 

△ どんな意見にも対応できるよう、多少答えをもってきてほしかった。 

△ 同じ人が長い時間意見をするのはいかがなものか。であれば以前の様にテーマを２つ位に
決めて意見交換をしてはどうか。 

△ もっともっと突っ込んだ論議をしたい。 

△ 「意見交換」の時間は１時間位で足りないと思ったので、何回か行ってほしい。 

△ 「くわしくは、議会だよりを読んでください」では、議会報告としては物足りない！！ 

 提言・意見のフォローが大切。あとからしっかり回答を。 

 たくさんの意見が出されましたが、一つでも多く速やかに解決していただけると、より良
い気仙沼、本吉になると思います。 

 とても参考になり勉強になりました。今日の意見交換は、できればＨＰにあげていただき、
記録を周知していただきたいと思います。回答を更新していただければ、なおよいと思い
ました。 

 その場で発言しにくいので、事前受付してくれると良いかなと思う。議員の方も「持ち帰
ります」というよりその場で答えられる方が良いのでは。 
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 市民の意見を聞こうとする市議会議員さんの意欲が感じられました。私たち市民が問題意識
を持って、市議会議員さんに訴えることが大切であると思いました。このような会は絶対必
要です。もっと回数があってもいいように感じました。   

 議会報告会を続けてほしい。 

 

【「市議会だより」に掲載してほしいことなど】 

 助成金などに関して、助成の開始時期などを記入した方が、より分かりやすく、市民がより
行政に関心を持つ。 

 子育て関連 

 三陸新報と連携にし、早く報告してほしい。 

 議案を取り上げた理由を詳しく記載すると分かりやすい。 

 人口減少・少子化対策について今後も分かりやすく掲載していただきたい。 

 意見交換の返答方法は議会だよりに記載して頂ければ、今日出席できない地域の人にも伝わ
ると思いました。 

 議員定数のあり方に関する審議会設置条例の経過、結果 

 他市町村の参考になる案件のピックアップをしていただきたい。 

 地区市民の意見など 

 各地区で問題になったことを「議会だより」に載せてもらえれば本吉・唐桑地域のことも知
れますので、よろしくお願いしたい。新庁舎の話題が大きいです。早く図面を見せて、多く
の意見を取り入れてほしいと思います。  

   

【その他のご意見】 

 若い人の意見を積極的に取り入れる体制をつくったらよいと思います。例えば、中高生に出
張授業をするとか。司会は学校の先生がします。ちまたの問題について、中立な立場から三
陸新報の記者などが事実関係を解説します。そこで議員の間で意見を交わしていただき、生
徒に質問してもらいます。課題に対する案に対して、賛成派の議員は何故賛成なのか、反対
派の議員は何故反対なのか、中学生にも分かりやすく説明してもらいます。そうすれば、ど
の議員がどういう考えを持って日頃活動しているのかが分かるので、18歳になって選挙権が
得られても悩まずに投票できます。 

 健やかな市の子ども達のために、是非ご支援をお願いいたします。 

 市民が思っていること、期待していることが沢山あり、是非議会にかけ、すぐにでも検討す
るべきだと思う。 

 市政に期待がもてました。今後もよろしくお願いいたします。質問した民間の保育施設に是
非、ご支援をお願いいたします。 
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