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平成平成平成平成２２２２１１１１年度年度年度年度    議会議会議会議会・・・・住民懇談会住民懇談会住民懇談会住民懇談会    調査結果報告書調査結果報告書調査結果報告書調査結果報告書    
    

    

    
ＡＡＡＡグループグループグループグループ    ＢＢＢＢグループグループグループグループ    ＣＣＣＣグループグループグループグループ    ＤＤＤＤグループグループグループグループ    ＥＥＥＥグループグループグループグループ    

場場場場        所所所所    人人人人    場場場場        所所所所    人人人人    場場場場        所所所所    人人人人    場場場場        所所所所    人人人人    場場場場        所所所所    人人人人    

５５５５////12121212((((火火火火))))    
浦宿一区浦宿一区浦宿一区浦宿一区    
集 会集 会集 会集 会 所所所所    

13131313    
小乗生活小乗生活小乗生活小乗生活    

センターセンターセンターセンター    
21212121    

旭旭旭旭 がががが 丘丘丘丘    

集 会集 会集 会集 会 所所所所    
38383838    

上四区上四区上四区上四区さくさくさくさく    

らららら集会所集会所集会所集会所    
23232323    白白白白    寿寿寿寿    荘荘荘荘    25252525    

５５５５////13131313((((水水水水))))    
鷲神第鷲神第鷲神第鷲神第一一一一    
集 会集 会集 会集 会 所所所所    

16161616    
浦宿二区浦宿二区浦宿二区浦宿二区    

集 会集 会集 会集 会 所所所所    
00009999    寿 楽寿 楽寿 楽寿 楽 荘荘荘荘    40404040    

野野野野    々々々々    浜浜浜浜    

集 会集 会集 会集 会 所所所所    
24242424    

塚浜漁民塚浜漁民塚浜漁民塚浜漁民    

福祉福祉福祉福祉ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    
22222222    

５５５５////14141414((((木木木木))))    川尻集会所川尻集会所川尻集会所川尻集会所    19191919    女川集会所女川集会所女川集会所女川集会所    22226666    

出島漁村出島漁村出島漁村出島漁村    

憩憩憩憩 のののの 家家家家    
12121212    

清水清水清水清水ｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨ    

センターセンターセンターセンター    
20202020    石浜集会所石浜集会所石浜集会所石浜集会所    17171717    

出島開発出島開発出島開発出島開発    

総合総合総合総合ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    
14141414    

５５５５////15151515((((金金金金))))    
江島開発江島開発江島開発江島開発    

総合総合総合総合ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    
27272727    

竹竹竹竹        浦浦浦浦    

集集集集    会会会会    所所所所    
26262626    ――――    ――――    

宮宮宮宮 ヶヶヶヶ 崎崎崎崎    

集 会集 会集 会集 会 所所所所    
21212121    

御御御御 前前前前    

集 会集 会集 会集 会 所所所所    
20202020    

    

    

        ○○○○    参加議員参加議員参加議員参加議員    

                ＡＡＡＡグループ・・・グループ・・・グループ・・・グループ・・・内田内田内田内田    勇雄勇雄勇雄勇雄・・・・鈴木鈴木鈴木鈴木    隆子隆子隆子隆子・・・・髙野髙野髙野髙野        博博博博    

                    ＢＢＢＢグループ・・・グループ・・・グループ・・・グループ・・・本郷本郷本郷本郷        隆隆隆隆・・・・佐佐佐佐々々々々木木木木    新一郎新一郎新一郎新一郎・・・・宮元宮元宮元宮元    伸成伸成伸成伸成    

                    ＣＣＣＣグループ・・・グループ・・・グループ・・・グループ・・・阿部阿部阿部阿部    律子律子律子律子・・・・菊地菊地菊地菊地    孝四孝四孝四孝四・・・・木村木村木村木村    公雄公雄公雄公雄    

                    ＤＤＤＤグループ・・・グループ・・・グループ・・・グループ・・・阿部阿部阿部阿部        繁繁繁繁・・・・佐藤佐藤佐藤佐藤    良一良一良一良一・・・・山田山田山田山田        直直直直    

                    ＥＥＥＥグループ・・・グループ・・・グループ・・・グループ・・・鈴木鈴木鈴木鈴木    公義公義公義公義・・・・酒井酒井酒井酒井    孝正孝正孝正孝正・・・・阿部阿部阿部阿部    和男和男和男和男    

    

        ○○○○    参加者合計参加者合計参加者合計参加者合計                    ４４４４３３３３３３３３人人人人    

                一会場平均一会場平均一会場平均一会場平均参加者数参加者数参加者数参加者数        22221111....6666 人人人人    （（（（２０２０２０２０会場会場会場会場））））    

    

                        ＨＨＨＨ１６１６１６１６年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・３８９３８９３８９３８９人人人人    （（（（平均平均平均平均    27.827.827.827.8 人人人人））））    １４１４１４１４会場会場会場会場    

                        ＨＨＨＨ１７１７１７１７年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・３４１３４１３４１３４１人人人人    （（（（平均平均平均平均    24.324.324.324.3 人人人人））））    １４１４１４１４会場会場会場会場    

                        ＨＨＨＨ１８１８１８１８年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・３３０３３０３３０３３０人人人人    （（（（平均平均平均平均    16.516.516.516.5 人人人人））））    ２０２０２０２０会場会場会場会場    

                        ＨＨＨＨ２０２０２０２０年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・３６２３６２３６２３６２人人人人    （（（（平均平均平均平均    11118888....1111 人人人人））））    ２０２０２０２０会場会場会場会場    
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Ａグループ（ 内田 勇雄・鈴木 隆子・髙野  博 ） 

 

 

＜＜＜＜質問質問質問質問・・・・提言提言提言提言・・・・要望等要望等要望等要望等＞＞＞＞    
    

    

    

○○○○    病院病院病院病院のののの赤字減少策赤字減少策赤字減少策赤字減少策としてとしてとしてとして、、、、午後診療午後診療午後診療午後診療もももも実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき。。。。    

○○○○    安住地区安住地区安住地区安住地区のののの水道管水道管水道管水道管をををを本管本管本管本管にしてにしてにしてにしてほほほほしいしいしいしい。。。。    

○○○○    大沢大沢大沢大沢～～～～安住間安住間安住間安住間のののの 398398398398 号線号線号線号線にににに歩道歩道歩道歩道のののの計画計画計画計画はははは？？？？    

○○○○    大沢林道不法投棄大沢林道不法投棄大沢林道不法投棄大沢林道不法投棄がががが多多多多いいいい。。。。パトパトパトパトロールロールロールロール等等等等のののの対策対策対策対策がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

○○○○    電力電力電力電力のののの業者業者業者業者やややや通勤者等通勤者等通勤者等通勤者等、、、、車窓車窓車窓車窓からゴミのポイからゴミのポイからゴミのポイからゴミのポイ捨捨捨捨てがてがてがてが多多多多いいいい。。。。    

○○○○    大沢大沢大沢大沢のののの側溝清掃側溝清掃側溝清掃側溝清掃、、、、住民住民住民住民のののの高齢化高齢化高齢化高齢化でででで実施実施実施実施がががが困難困難困難困難でありでありでありであり、、、、行政行政行政行政のののの支援支援支援支援がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

○○○○    議会議会議会議会のののの傍聴席傍聴席傍聴席傍聴席、、、、議員議員議員議員のののの顔顔顔顔がががが見見見見えるようにできないかえるようにできないかえるようにできないかえるようにできないか。。。。    

○○○○    下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備はいつはいつはいつはいつ頃頃頃頃からからからから実施実施実施実施するのかするのかするのかするのか？？？？    

○○○○    赤間商店前赤間商店前赤間商店前赤間商店前のののの交差点交差点交差点交差点にににに信号信号信号信号をををを設置設置設置設置ををををすべきすべきすべきすべきであるであるであるである。。。。    

    

    

    

○○○○    防災無線防災無線防災無線防災無線でででで議会開催周知放送議会開催周知放送議会開催周知放送議会開催周知放送のののの際際際際にににに、、、、議会議会議会議会のののの内容等内容等内容等内容等もももも知知知知らせてらせてらせてらせてほほほほしいしいしいしい。。。。    

○○○○    矢祭町矢祭町矢祭町矢祭町でででで実施実施実施実施しているしているしているしている議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの日当制日当制日当制日当制についてについてについてについて、、、、議会議会議会議会ではどうではどうではどうではどう考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数はどんなことをはどんなことをはどんなことをはどんなことを基準基準基準基準にしてにしてにしてにして決決決決めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。    

○○○○    病院改革病院改革病院改革病院改革プランでプランでプランでプランで地区説明会後地区説明会後地区説明会後地区説明会後、、、、議会議会議会議会はどうはどうはどうはどう受受受受けけけけ止止止止めているのかめているのかめているのかめているのか。。。。    

○○○○    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路へのへのへのへの補助補助補助補助はははは税金税金税金税金のムダのムダのムダのムダ使使使使いであるいであるいであるいである。。。。就航就航就航就航しているしているしているしている船舶船舶船舶船舶はははは小小小小さすぎてさすぎてさすぎてさすぎて危危危危なくてなくてなくてなくて乗乗乗乗れないれないれないれない。。。。    

○○○○    病院病院病院病院のののの未収金未収金未収金未収金がががが多多多多いいいい。。。。回収回収回収回収をしっかりすべきをしっかりすべきをしっかりすべきをしっかりすべきであるであるであるである。。。。    

○○○○    ７８７８７８７８万円程度万円程度万円程度万円程度のののの経費節減経費節減経費節減経費節減でででで街灯街灯街灯街灯をををを暗暗暗暗くしたのはくしたのはくしたのはくしたのは納得納得納得納得いかないいかないいかないいかない。。。。    

○○○○    老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブがががが町町町町にににに提出提出提出提出するするするする収支報告書等収支報告書等収支報告書等収支報告書等のののの書書書書きききき方方方方がががが難解難解難解難解であるであるであるである。。。。役員役員役員役員のなりのなりのなりのなり手手手手もないもないもないもない結果結果結果結果、、、、今後今後今後今後    

    クラブもなくなってしまうのではクラブもなくなってしまうのではクラブもなくなってしまうのではクラブもなくなってしまうのでは？？？？    

    

    

    

○○○○    人口減人口減人口減人口減についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策はははは？？？？    

○○○○    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路はうまくいくわけがないはうまくいくわけがないはうまくいくわけがないはうまくいくわけがない。。。。議会議会議会議会でででで運営運営運営運営のののの試算試算試算試算をををを出出出出してしてしてして検討検討検討検討したのかしたのかしたのかしたのか？？？？    

○○○○    町営住宅建替町営住宅建替町営住宅建替町営住宅建替ええええ９２９２９２９２戸戸戸戸、、、、空空空空きききき家家家家がががが多多多多いいいい現状現状現状現状でででで多多多多すぎないかすぎないかすぎないかすぎないか？？？？    

○○○○    以前以前以前以前のののの企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの失敗失敗失敗失敗、、、、町長町長町長町長のののの責任責任責任責任はははは？？？？    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、議員議員議員議員のののの報酬総額報酬総額報酬総額報酬総額をををを増額増額増額増額しないならしないならしないならしないなら何人何人何人何人でもでもでもでも良良良良いいいい。。。。    

○○○○    地震計地震計地震計地震計はははは役場庁舎以外役場庁舎以外役場庁舎以外役場庁舎以外にもにもにもにも設置設置設置設置すべきすべきすべきすべきであるであるであるである。。。。    

○○○○    防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練はははは緊張感緊張感緊張感緊張感がないがないがないがない。。。。    

○○○○    三重商会三重商会三重商会三重商会やマリンパルやマリンパルやマリンパルやマリンパル周辺周辺周辺周辺のののの冠水冠水冠水冠水対策対策対策対策はははは？？？？    

○○○○    プルサーマルはプルサーマルはプルサーマルはプルサーマルは反対反対反対反対、、、、電力電力電力電力のののの話話話話はははは信用信用信用信用できないできないできないできない。。。。    

○○○○    ゆぽっぽはゆぽっぽはゆぽっぽはゆぽっぽは掃除掃除掃除掃除ががががいいいいきききき届届届届いてないいてないいてないいてないときときときときがあるがあるがあるがある。。。。    

○○○○    人人人人工工工工がけがけがけがけ対策対策対策対策はははは地権者地権者地権者地権者へのへのへのへの対応対応対応対応がががが悪悪悪悪いいいい。。。。    

５５５５月月月月１１１１２２２２日日日日((((火火火火))))    浦宿一区集会所浦宿一区集会所浦宿一区集会所浦宿一区集会所（（（（大沢区大沢区大沢区大沢区・・・・浦宿一区浦宿一区浦宿一区浦宿一区・・・・浦宿三区浦宿三区浦宿三区浦宿三区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    １３１３１３１３人人人人    

５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日((((水水水水))))    鷲神第一鷲神第一鷲神第一鷲神第一集会所集会所集会所集会所（（（（西全区西全区西全区西全区・・・・黄金区黄金区黄金区黄金区・・・・南区南区南区南区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    １１１１６６６６人人人人    

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    川尻集会所川尻集会所川尻集会所川尻集会所（（（（清水一区清水一区清水一区清水一区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    １１１１９９９９人人人人    
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○○○○    女川女川女川女川のののの商店街商店街商店街商店街がシャッターがシャッターがシャッターがシャッター通通通通りとなりりとなりりとなりりとなり心配心配心配心配であるであるであるである。。。。    

○○○○    急斜面急斜面急斜面急斜面のののの道路道路道路道路のののの手手手手すりがすりがすりがすりが古古古古くなりくなりくなりくなり、、、、改修改修改修改修してしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。    

○○○○    密漁防止監視船密漁防止監視船密漁防止監視船密漁防止監視船のののの建造建造建造建造についてについてについてについて、、、、受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担をををを少少少少なくしてなくしてなくしてなくしてほほほほしいしいしいしい。。。。    

○○○○    船着場船着場船着場船着場のののの海底海底海底海底のののの浚渫浚渫浚渫浚渫をををを早急早急早急早急にしてにしてにしてにしてほほほほしいしいしいしい。。。。干潮干潮干潮干潮のののの時時時時、、、、集落集落集落集落よりよりよりより遠遠遠遠いいいい港港港港がががが船着場船着場船着場船着場となりとなりとなりとなり困困困困っているっているっているっている。。。。    

○○○○    町町町町でででで実施実施実施実施しているしているしているしている道路道路道路道路のののの笹竹刈笹竹刈笹竹刈笹竹刈りりりり、、、、年年年年１１１１回回回回をををを２２２２回回回回にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。    

○○○○    蚊駆除蚊駆除蚊駆除蚊駆除のののの薬剤薬剤薬剤薬剤はははは効効効効きめがきめがきめがきめがありありありあり、、、、蚊蚊蚊蚊はははは少少少少なくなったがなくなったがなくなったがなくなったが笹竹笹竹笹竹笹竹がががが枯枯枯枯れているれているれているれている。。。。環境環境環境環境にににに悪影響悪影響悪影響悪影響ではとではとではとではと心配心配心配心配    

    であるであるであるである。。。。    

○○○○    議会議会議会議会だよりのだよりのだよりのだよりの文字文字文字文字がががが小小小小さいさいさいさい。。。。    

○○○○    道路道路道路道路をををを拡幅拡幅拡幅拡幅してしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。    

    

５５５５月月月月１１１１５５５５日日日日((((金金金金))))    江島開発総合江島開発総合江島開発総合江島開発総合センターセンターセンターセンター    ((((江島区江島区江島区江島区))))    参加住民参加住民参加住民参加住民２２２２７７７７人人人人 
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Ｂグループ（ 本郷 隆・佐々木 新一郎・宮元 伸成 ） 
    
    
＜＜＜＜質問質問質問質問・・・・提言提言提言提言・・・・要望等要望等要望等要望等＞＞＞＞    
    

    

    

○○○○    議会改革議会改革議会改革議会改革・・・・議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて    

・ 人口人口人口人口がががが減減減減っているのでっているのでっているのでっているので、、、、議員議員議員議員もももも削減削減削減削減するべきだするべきだするべきだするべきだ。。。。住民住民住民住民 1,0001,0001,0001,000 人人人人にににに１１１１議員議員議員議員でよいでよいでよいでよい。。。。    

・ 定数定数定数定数をををを徐徐徐徐々々々々にににに減減減減らしていってらしていってらしていってらしていって、、、、最終的最終的最終的最終的にににに１０１０１０１０人人人人でよいでよいでよいでよい。。。。    

・ 町議会議員町議会議員町議会議員町議会議員はははは常勤常勤常勤常勤でないからでないからでないからでないから、、、、矢祭町矢祭町矢祭町矢祭町のようにのようにのようにのように日当制日当制日当制日当制にするべきだにするべきだにするべきだにするべきだ。。。。    

・ 議員議員議員議員はははは名誉職名誉職名誉職名誉職ではないのかではないのかではないのかではないのか、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア((((無給無給無給無給))))になれになれになれになれ。。。。    

・ 議員議員議員議員がががが知恵知恵知恵知恵をををを絞絞絞絞ってってってって人口人口人口人口をををを増増増増やせやせやせやせ。。。。働働働働くくくく場所場所場所場所ををををつくつくつくつくれれれれ。。。。    

○○○○    鹿鹿鹿鹿のののの害害害害がひどいがひどいがひどいがひどい。。。。朝方朝方朝方朝方、、、、一一一一のののの鳥居付近鳥居付近鳥居付近鳥居付近でもでもでもでも群群群群れをなしているれをなしているれをなしているれをなしている。。。。牡鹿半島全域牡鹿半島全域牡鹿半島全域牡鹿半島全域でででで関係市町関係市町関係市町関係市町がががが共同共同共同共同でででで

対策対策対策対策をををを取取取取るるるるべきだべきだべきだべきだ。。。。    

○○○○    認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者グループホームはグループホームはグループホームはグループホームは入所期間入所期間入所期間入所期間のののの制限制限制限制限があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。    

○○○○    特養特養特養特養ホームはホームはホームはホームは何百人待何百人待何百人待何百人待ちのちのちのちの状態状態状態状態とととと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、供給供給供給供給がががが足足足足りているのかりているのかりているのかりているのか。。。。    

○○○○    六小六小六小六小・・・・四中四中四中四中とととと一小一小一小一小・・・・一中一中一中一中がががが統合統合統合統合したしたしたした際際際際にににに使用使用使用使用するするするする通学通学通学通学バスをバスをバスをバスを、、、、小乗地区小乗地区小乗地区小乗地区のののの小中学生小中学生小中学生小中学生もももも利用利用利用利用できなできなできなできな

いかいかいかいか。。。。    

○○○○    角浜角浜角浜角浜のののの東洋冷凍前東洋冷凍前東洋冷凍前東洋冷凍前にににに大型大型大型大型のののの保冷車保冷車保冷車保冷車がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にににに駐車駐車駐車駐車していてしていてしていてしていて、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの通学通学通学通学にににに危険危険危険危険であるであるであるである。。。。せめてせめてせめてせめて

通学時間通学時間通学時間通学時間をををを避避避避けるとかけるとかけるとかけるとか、、、、交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員をををを配置配置配置配置するとかはできないかするとかはできないかするとかはできないかするとかはできないか。。。。    

    

    

    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、議員議員議員議員１１１１人人人人につきにつきにつきにつき住民住民住民住民のののの数数数数がががが何人何人何人何人くらいがくらいがくらいがくらいが適当適当適当適当とととと考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。    

○○○○    介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料はいくらはいくらはいくらはいくら値上値上値上値上げしたのかげしたのかげしたのかげしたのか。。。。今後今後今後今後もももも３３３３年年年年ごとにごとにごとにごとに常常常常にににに値上値上値上値上げされるのかげされるのかげされるのかげされるのか。。。。    

○○○○    １１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの医療費医療費医療費医療費がががが女川町女川町女川町女川町はははは県内県内県内県内でもでもでもでも１１１１～～～～２２２２番目番目番目番目にににに多多多多くかかっているとくかかっているとくかかっているとくかかっていると聞聞聞聞くくくく。。。。病気病気病気病気のののの早期発見早期発見早期発見早期発見

のためにのためにのためにのために、、、、多勢多勢多勢多勢のののの人人人人にににに検診検診検診検診をををを受受受受けてもらうようけてもらうようけてもらうようけてもらうよう周知周知周知周知のののの方法方法方法方法をををを考考考考えよえよえよえよ。。。。    

○○○○    薬薬薬薬がががが余余余余っていることをっていることをっていることをっていることを医師医師医師医師にににに告告告告げられずげられずげられずげられず、、、、処方箋処方箋処方箋処方箋をををを受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、結果的結果的結果的結果的にににに余余余余ったったったった薬薬薬薬をををを捨捨捨捨てるてるてるてる高齢者高齢者高齢者高齢者

がががが多多多多くいるくいるくいるくいる。。。。なんとかできないかなんとかできないかなんとかできないかなんとかできないか（（（（どうすればいいのかどうすればいいのかどうすればいいのかどうすればいいのか）。）。）。）。    

○○○○    鹿鹿鹿鹿のののの被害被害被害被害がひどがひどがひどがひどいいいい((((針浜区針浜区針浜区針浜区のののの住民住民住民住民))))。。。。抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策をををを。。。。    

○○○○    浦宿浦宿浦宿浦宿バイパスバイパスバイパスバイパス((((仮称仮称仮称仮称))))のののの現況現況現況現況とととと将来計画将来計画将来計画将来計画はははは。。。。    

○○○○    浦宿二区内浦宿二区内浦宿二区内浦宿二区内にはにはにはには公園公園公園公園がないがないがないがない。。。。子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの遊遊遊遊びびびび場所場所場所場所としてのとしてのとしてのとしての公園公園公園公園をををを造造造造れないかれないかれないかれないか。。。。    

        

    

    

○○○○    議会改革議会改革議会改革議会改革・・・・議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて    

・・・・    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは税金税金税金税金でまかなっているのだからでまかなっているのだからでまかなっているのだからでまかなっているのだから、、、、町民感情町民感情町民感情町民感情としてはとしてはとしてはとしては議員数議員数議員数議員数はできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ少少少少ないないないない方方方方がががが

よいよいよいよい。。。。住民住民住民住民 1,0001,0001,0001,000 人人人人にににに１１１１議員議員議員議員のののの比率比率比率比率がががが適当適当適当適当とととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、議員数議員数議員数議員数はははは１０１０１０１０人人人人でよいでよいでよいでよい。。。。    

・・・・    議員定数議員定数議員定数議員定数をこれまでをこれまでをこれまでをこれまで２２２２人人人人ずつずつずつずつ減減減減らしてきているのでらしてきているのでらしてきているのでらしてきているので、、、、今回今回今回今回もももも２２２２人減人減人減人減でよいでよいでよいでよい。。。。    

・・・・    何何何何をやっているのかをやっているのかをやっているのかをやっているのか分分分分からないからないからないからない議員議員議員議員がががが多多多多いいいい。。。。資質資質資質資質のののの向上向上向上向上をををを。。。。    

・・・・    夜間議夜間議夜間議夜間議会会会会、、、、日曜議会日曜議会日曜議会日曜議会をををを開開開開いてはどうかいてはどうかいてはどうかいてはどうか。。。。    

・・・・    人口減少人口減少人口減少人口減少はははは何何何何とかならないのかとかならないのかとかならないのかとかならないのか、『、『、『、『人口減少対策特別委員会人口減少対策特別委員会人口減少対策特別委員会人口減少対策特別委員会』』』』をををを立立立立ちちちち上上上上げよげよげよげよ。。。。    

５５５５月月月月１１１１２２２２日日日日((((火火火火))))    小乗生活小乗生活小乗生活小乗生活センターセンターセンターセンター（（（（小乗区小乗区小乗区小乗区・・・・高白区高白区高白区高白区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２２２２１１１１人人人人 

５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日((((水水水水))))    浦宿二区浦宿二区浦宿二区浦宿二区集会所集会所集会所集会所（（（（針浜区針浜区針浜区針浜区・・・・浦宿二区浦宿二区浦宿二区浦宿二区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ９９９９人人人人 

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    女川集会所女川集会所女川集会所女川集会所（（（（女川全区女川全区女川全区女川全区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２２２２６６６６人人人人 
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○○○○    シーパルシーパルシーパルシーパル号号号号をををを利用利用利用利用するするするする人人人人がががが多多多多くなったくなったくなったくなった分分分分、、、、町中町中町中町中をををを歩歩歩歩くくくく人人人人がががが少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。シーパルシーパルシーパルシーパル号号号号とととと商店商店商店商店とのとのとのとの

相互活用相互活用相互活用相互活用をををを図図図図るるるる方策方策方策方策をををを。。。。    

○○○○    改修工事改修工事改修工事改修工事をしてからをしてからをしてからをしてから、、、、商店街商店街商店街商店街のののの街灯街灯街灯街灯がががが暗暗暗暗すぎるすぎるすぎるすぎる。。。。防犯灯防犯灯防犯灯防犯灯のののの役割役割役割役割りをりをりをりを果果果果たしていないのではたしていないのではたしていないのではたしていないのでは。。。。    

○○○○    ２２２２割増商品券割増商品券割増商品券割増商品券についてについてについてについて、、、、100100100100 円券円券円券円券もももも必要必要必要必要だったのではないかだったのではないかだったのではないかだったのではないか。。。。    

        

    

    

○○○○    町立病院関係町立病院関係町立病院関係町立病院関係    

    ・・・・    診察診察診察診察もももも処方箋処方箋処方箋処方箋もももも会計会計会計会計もももも時間時間時間時間がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎるぎるぎるぎる。。。。    

    ・・・・    患者患者患者患者のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして、、、、医師医師医師医師のののの説明説明説明説明がががが足足足足りないりないりないりない。。。。    

○○○○    シーパルシーパルシーパルシーパル号関係号関係号関係号関係    

    ・・・・    予約予約予約予約をををを前日前日前日前日にににに入入入入れてもれてもれてもれても満員満員満員満員とととと断断断断られることがあるられることがあるられることがあるられることがある。。。。大大大大きなきなきなきな車車車車をををを使使使使うとかうとかうとかうとか増便増便増便増便するとかはできなするとかはできなするとかはできなするとかはできな    

        いのかいのかいのかいのか。。。。    

    ・・・・    家家家家からからからから目的地目的地目的地目的地までまでまでまで運運運運んでくれるのでありがたいんでくれるのでありがたいんでくれるのでありがたいんでくれるのでありがたい。。。。特特特特にににに尾浦区尾浦区尾浦区尾浦区やややや竹浦区竹浦区竹浦区竹浦区ではではではでは坂坂坂坂のののの上上上上のバスのバスのバスのバス停停停停までまでまでまで    

        歩歩歩歩いていていていて行行行行かなくてすむのでとてもかなくてすむのでとてもかなくてすむのでとてもかなくてすむのでとても助助助助かるかるかるかる。。。。    

○○○○    介護関係介護関係介護関係介護関係    

    ・・・・    待機者待機者待機者待機者がががが多多多多いといといといと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、町内町内町内町内にににに介護施設介護施設介護施設介護施設がががが少少少少なななな過過過過ぎるのではないかぎるのではないかぎるのではないかぎるのではないか。。。。    

    ・・・・    介護認定前介護認定前介護認定前介護認定前でもでもでもでも介護介護介護介護サービスをサービスをサービスをサービスを受受受受けられるということのけられるということのけられるということのけられるということの周知周知周知周知をををを図図図図れれれれ。。。。    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、報酬報酬報酬報酬をををを下下下下げてげてげてげて現状数現状数現状数現状数をををを維持維持維持維持してはしてはしてはしては。。。。    

○○○○    原発事故原発事故原発事故原発事故についてについてについてについて、、、、人為人為人為人為ミスをなくすようミスをなくすようミスをなくすようミスをなくすよう、、、、もっともっともっともっと強強強強くくくく要請要請要請要請するべきだするべきだするべきだするべきだ。。。。    

    

    

５５５５月月月月１１１１５５５５日日日日((((金金金金))))    竹浦集会所竹浦集会所竹浦集会所竹浦集会所((((桐桐桐桐ヶヶヶヶ崎区崎区崎区崎区・・・・竹浦区竹浦区竹浦区竹浦区・・・・尾浦区尾浦区尾浦区尾浦区))))    参加住民参加住民参加住民参加住民２２２２６６６６人人人人 
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Ｃグループ（ 阿部 律子・菊地 孝四・木村 公雄 ） 

    

    

＜＜＜＜質問質問質問質問・・・・提言提言提言提言・・・・要望等要望等要望等要望等＞＞＞＞    
    

    

    

○○○○    道路関係道路関係道路関係道路関係    

    ・・・・    地域全体地域全体地域全体地域全体のののの道路道路道路道路のののの陥没陥没陥没陥没があるがあるがあるがある。。。。地質調査地質調査地質調査地質調査をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

    ・・・・    万石浦道路橋万石浦道路橋万石浦道路橋万石浦道路橋、、、、猪落線猪落線猪落線猪落線についてのについてのについてのについての見通見通見通見通しししし。。。。    

○○○○    財政財政財政財政がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、各種団体各種団体各種団体各種団体のののの補助金補助金補助金補助金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて、、、、町民町民町民町民のののの代表代表代表代表のののの方方方方々々々々もももも交交交交えてえてえてえて委員委員委員委員    

    会会会会をををを作作作作りりりり、、、、検討検討検討検討してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

○○○○    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路はははは営利営利営利営利をををを目的目的目的目的としているとしているとしているとしている。。。。万万万万がががが一一一一にもにもにもにも事故事故事故事故、、、、災害等災害等災害等災害等がががが起起起起きたきたきたきた場合場合場合場合、、、、最高限度額最高限度額最高限度額最高限度額をををを超超超超ええええ    

    たらたらたらたら町町町町はははは補償金補償金補償金補償金をををを出出出出すのかすのかすのかすのか。。。。    

○○○○    補助金支出補助金支出補助金支出補助金支出にににに対対対対するするするする公公公公としたとしたとしたとした法的法的法的法的根拠根拠根拠根拠はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。法令法令法令法令にににに基基基基づくものかづくものかづくものかづくものか。。。。    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、人口人口人口人口 1,0001,0001,0001,000 人人人人にににに対対対対しししし１１１１人人人人でもいいのではないかでもいいのではないかでもいいのではないかでもいいのではないか。。。。    

○○○○    看護師宿舎看護師宿舎看護師宿舎看護師宿舎のののの利用利用利用利用をををを図図図図るべきでないかるべきでないかるべきでないかるべきでないか。。。。一方一方一方一方でででで急傾斜地急傾斜地急傾斜地急傾斜地でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

○○○○    ２２２２割増商品券割増商品券割増商品券割増商品券についてについてについてについて、、、、不正不正不正不正のないようにしてほしいのないようにしてほしいのないようにしてほしいのないようにしてほしい。。。。    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者やややや１５１５１５１５歳未満歳未満歳未満歳未満がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの政策政策政策政策をををを取取取取っているっているっているっている東京東京東京東京のののの日日日日のののの出町出町出町出町のののの例例例例をををを出出出出    

    しししし、、、、今後本町今後本町今後本町今後本町のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに生生生生かすべきでないかかすべきでないかかすべきでないかかすべきでないか。。。。    

    

    

    

○○○○    議会関係議会関係議会関係議会関係    

    ・・・・    議員議員議員議員にににに定年制定年制定年制定年制はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。    

    ・・・・    議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、９９９９月月月月までまでまでまで結論結論結論結論をををを出出出出すとはどういうことなのかすとはどういうことなのかすとはどういうことなのかすとはどういうことなのか。。。。    

    ・・・・    議員定数議員定数議員定数議員定数についてはについてはについてはについては、、、、良識良識良識良識のあるのあるのあるのある定数定数定数定数にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。    

○○○○    ２２２２割増商品券関係割増商品券関係割増商品券関係割増商品券関係    

    ・・・・    チラシにはガスとチラシにはガスとチラシにはガスとチラシにはガスと書書書書いてあるのにいてあるのにいてあるのにいてあるのに使使使使えないとえないとえないとえないと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。またまたまたまた商品券商品券商品券商品券だとだとだとだと３３３３％％％％取取取取られるのでられるのでられるのでられるので、、、、    

        使使使使ってほしくないともってほしくないともってほしくないともってほしくないとも言言言言われたわれたわれたわれた。。。。    

    ・・・・    どうしてどうしてどうしてどうして３３３３％％％％払払払払わなくてはならないのかわなくてはならないのかわなくてはならないのかわなくてはならないのか。（。（。（。（説明不十分説明不十分説明不十分説明不十分、、、、広告広告広告広告にににに偽偽偽偽りありりありりありりあり））））    

○○○○    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路    

    ・・・・    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路のののの船船船船にににに 8,5008,5008,5008,500 万円投入万円投入万円投入万円投入したがしたがしたがしたが、、、、利用者利用者利用者利用者がががが少少少少ないないないない。。。。今後今後今後今後どうするつもりなのかどうするつもりなのかどうするつもりなのかどうするつもりなのか。。。。５５５５月月月月    

        のののの連休中連休中連休中連休中もマリンパルのもマリンパルのもマリンパルのもマリンパルの客客客客はははは他町他町他町他町よりよりよりより少少少少なかったなかったなかったなかった。。。。    

    ・・・・    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路のののの船船船船をををを購入購入購入購入のののの際際際際にににに町民町民町民町民へのへのへのへの説明説明説明説明はあったのかはあったのかはあったのかはあったのか。。。。このようなこのようなこのようなこのような大金大金大金大金をををを投入投入投入投入するときにはするときにはするときにはするときには、、、、        

        きちんときちんときちんときちんと町民町民町民町民にににに説明説明説明説明すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。    

○○○○    町立病院関係町立病院関係町立病院関係町立病院関係    

    ・・・・    病院病院病院病院のののの改革改革改革改革プランについてプランについてプランについてプランについて説明説明説明説明はあったがはあったがはあったがはあったが、、、、今後今後今後今後のことをのことをのことをのことを説明説明説明説明してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    ・・・・    病院病院病院病院のののの看護師看護師看護師看護師はははは多多多多いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。    

    ・・・・    曜日曜日曜日曜日によってによってによってによって先生先生先生先生がががが代代代代わるのはわるのはわるのはわるのは困困困困るるるる。。。。同同同同じじじじ先生先生先生先生にににに診診診診てほしいてほしいてほしいてほしい。。。。    

○○○○    保健保健保健保健センターのセンターのセンターのセンターの駐車場駐車場駐車場駐車場になぜになぜになぜになぜ鎖鎖鎖鎖をするのかをするのかをするのかをするのか。。。。    

○○○○    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後はははは体育体育体育体育・・・・文化施設文化施設文化施設文化施設、、、、観光施設観光施設観光施設観光施設もももも検討検討検討検討すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

○○○○    福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設のののの利用料利用料利用料利用料についてについてについてについて    

    

５５５５月月月月１１１１２２２２日日日日((((火火火火))))    旭旭旭旭がががが丘集会所丘集会所丘集会所丘集会所（（（（旭旭旭旭がががが丘区丘区丘区丘区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ３８３８３８３８人人人人    

５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日((((水水水水))))    寿楽荘寿楽荘寿楽荘寿楽荘（（（（上一区上一区上一区上一区・・・・上二区上二区上二区上二区・・・・上三区上三区上三区上三区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ４０４０４０４０人人人人 
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○○○○    ２２２２割増商品券関係割増商品券関係割増商品券関係割増商品券関係    

    ・・・・    発売所発売所発売所発売所がががが分分分分からないからないからないからない。。。。    

    ・・・・    つりつりつりつり銭銭銭銭はははは出出出出ないのかないのかないのかないのか。。。。    

○○○○    8,58,58,58,500000000 万円万円万円万円ものものものもの補助金補助金補助金補助金をををを出出出出したがしたがしたがしたが、、、、大事大事大事大事なななな税金税金税金税金をををを大切大切大切大切にににに使使使使ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

○○○○    防波堤工事防波堤工事防波堤工事防波堤工事についてについてについてについて、、、、田田田田のののの尻尻尻尻とととと尾浦漁港尾浦漁港尾浦漁港尾浦漁港があるががあるががあるががあるが、、、、尾浦尾浦尾浦尾浦のののの方方方方からからからから始始始始めてほしいめてほしいめてほしいめてほしい。。。。    

○○○○    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの開催時期開催時期開催時期開催時期についてについてについてについて、、、、６６６６月末頃月末頃月末頃月末頃とかとかとかとか、、、、ホタテのホタテのホタテのホタテの耳耳耳耳つりつりつりつり時以外時以外時以外時以外にににに行行行行ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

    

    

    

○○○○    議員定数関係議員定数関係議員定数関係議員定数関係    

    ・・・・    議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、他町村他町村他町村他町村ではどうなっているのかではどうなっているのかではどうなっているのかではどうなっているのか。。。。    

    ・・・・    女川女川女川女川でででで動動動動かすのにかすのにかすのにかすのに、、、、議員議員議員議員はははは最低何人必要最低何人必要最低何人必要最低何人必要なのかなのかなのかなのか。。。。    

    ・・・・    議員議員議員議員をををを減減減減らしたらしたらしたらした場合場合場合場合、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの負担負担負担負担はどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのか。。。。    

    ・・・・    議員定数削減議員定数削減議員定数削減議員定数削減はははは単単単単にににに経費経費経費経費のののの問題問題問題問題ではないではないではないではない。。。。身内選挙身内選挙身内選挙身内選挙になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう。。。。末端末端末端末端のののの声声声声をををを聞聞聞聞くにはくにはくにはくには多多多多いいいい    

        方方方方がががが良良良良いいいい。。。。    

○○○○    原発関係原発関係原発関係原発関係    

    ・・・・    プルサーマルについてプルサーマルについてプルサーマルについてプルサーマルについて女川町議会女川町議会女川町議会女川町議会ではではではでは認認認認めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。    

    ・・・・    原発原発原発原発はははは３３３３回回回回もももも火災火災火災火災があったががあったががあったががあったが、、、、住民住民住民住民へのへのへのへの説明説明説明説明はははは不十分不十分不十分不十分であるであるであるである。（。（。（。（東北電力東北電力東北電力東北電力にににに対対対対してしてしてして））））    

○○○○    町町町町にににに公務員公務員公務員公務員はははは何人何人何人何人いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。    

○○○○    合併合併合併合併するといいことはするといいことはするといいことはするといいことは何何何何もないもないもないもない。。。。    

○○○○    漁協漁協漁協漁協もももも県内県内県内県内でででで一一一一つのつのつのつの漁協漁協漁協漁協になったがになったがになったがになったが、、、、末端末端末端末端のののの声声声声はははは聞聞聞聞こえてこないこえてこないこえてこないこえてこない。。。。    

○○○○    昨年昨年昨年昨年もももも話話話話したがしたがしたがしたが、、、、災害時災害時災害時災害時にににに備備備備えてえてえてえて井戸水井戸水井戸水井戸水のののの検査検査検査検査をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。飲飲飲飲めるようにしてほしいめるようにしてほしいめるようにしてほしいめるようにしてほしい。。。。人間生人間生人間生人間生    

    きていくのにきていくのにきていくのにきていくのに大事大事大事大事なななな水水水水ではないかではないかではないかではないか。。。。なぜやってくれないのかなぜやってくれないのかなぜやってくれないのかなぜやってくれないのか。。。。    

○○○○    住民懇談会住民懇談会住民懇談会住民懇談会をををを６６６６月末月末月末月末にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。５５５５月中月中月中月中はははは仕事仕事仕事仕事がががが忙忙忙忙ししししくてくてくてくて人人人人がががが集集集集まらないまらないまらないまらない。。。。    

    

    

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    出島漁村憩出島漁村憩出島漁村憩出島漁村憩のののの家家家家（（（（出島区出島区出島区出島区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民        １０１０１０１０人人人人 

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    出島開発総合出島開発総合出島開発総合出島開発総合センターセンターセンターセンター    ((((寺間区寺間区寺間区寺間区))))    参加住民参加住民参加住民参加住民    １４１４１４１４人人人人 
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Ｄグループ（ 阿部  繁・佐藤 良一・山田  直 ） 

    

    

＜＜＜＜質問質問質問質問・・・・提言提言提言提言・・・・要望等要望等要望等要望等＞＞＞＞    
    

    

    

○○○○    議会関係議会関係議会関係議会関係    

    ・・・・    議会議会議会議会だよりはだよりはだよりはだよりは名前名前名前名前をををを載載載載せてほしいせてほしいせてほしいせてほしい。（。（。（。（質問質問質問質問、、、、討論討論討論討論、、、、賛否賛否賛否賛否））））    

    ・・・・    夜間議会夜間議会夜間議会夜間議会をやってはどうかをやってはどうかをやってはどうかをやってはどうか。。。。    

○○○○    一人暮一人暮一人暮一人暮らしのらしのらしのらしの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが町立病院町立病院町立病院町立病院にににに入院入院入院入院したがしたがしたがしたが、、、、退院退院退院退院をををを勧勧勧勧められためられためられためられた。（。（。（。（町立病院町立病院町立病院町立病院のありのありのありのあり方方方方））））    

○○○○    町内在住者町内在住者町内在住者町内在住者（（（（若者若者若者若者））））向向向向けのアパートをけのアパートをけのアパートをけのアパートを造造造造ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

○○○○    町外町外町外町外からからからから通勤通勤通勤通勤するするするする役場職員役場職員役場職員役場職員をををを町内在住町内在住町内在住町内在住にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。    

○○○○    プルサーマルのプルサーマルのプルサーマルのプルサーマルの考考考考ええええ方方方方はははは。。。。    

    

    

    

○○○○    横浦横浦横浦横浦のののの門門門門のののの拡幅拡幅拡幅拡幅はははは優先順位優先順位優先順位優先順位１１１１位位位位なのにまだだがなのにまだだがなのにまだだがなのにまだだが、、、、町単独町単独町単独町単独事業事業事業事業でやれないのかでやれないのかでやれないのかでやれないのか。。。。    

○○○○    横浦横浦横浦横浦のののの津波対策津波対策津波対策津波対策はははは去年去年去年去年からからからから要望要望要望要望しているがしているがしているがしているが、、、、どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか。。。。    

○○○○    財政財政財政財政はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かかかか。。。。    

○○○○    六小六小六小六小・・・・四中四中四中四中のののの跡地跡地跡地跡地はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか。。。。    

○○○○    下水道工事下水道工事下水道工事下水道工事、、、、野野野野々々々々浜浜浜浜はどういうはどういうはどういうはどういう計画計画計画計画をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか、、、、説明説明説明説明がされてないがされてないがされてないがされてない。。。。    

    

    

    

○○○○    合併問題合併問題合併問題合併問題、、、、議会議会議会議会ではどうではどうではどうではどう捉捉捉捉えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。    

○○○○    若若若若いいいい世代世代世代世代へのへのへのへの住宅住宅住宅住宅・・・・雇用雇用雇用雇用へのへのへのへの支援支援支援支援はさらにはさらにはさらにはさらに必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、現状現状現状現状のののの予算内予算内予算内予算内でででで人数人数人数人数をををを増増増増やすべきではやすべきではやすべきではやすべきでは。。。。    

○○○○    商品券商品券商品券商品券をををを使使使使おうとしたがおうとしたがおうとしたがおうとしたが、、、、日曜日休日曜日休日曜日休日曜日休みのみのみのみの店店店店がががが多多多多くてくてくてくて使使使使えなかったえなかったえなかったえなかった。。。。    

○○○○    ふるさとふるさとふるさとふるさと林道林道林道林道がががが完成完成完成完成するとするとするとすると町内町内町内町内をををを通通通通らなくなるらなくなるらなくなるらなくなる。。。。宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客もももも石巻石巻石巻石巻にににに流出流出流出流出するのではするのではするのではするのでは。。。。    

○○○○    東北電力東北電力東北電力東北電力のののの危機管理危機管理危機管理危機管理のののの評価評価評価評価はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。    

○○○○    金華山航路金華山航路金華山航路金華山航路はははは補助補助補助補助するするするする必要必要必要必要があったのかがあったのかがあったのかがあったのか。。。。    

○○○○    議会議会議会議会だよりのだよりのだよりのだよりの賛否賛否賛否賛否はははは議員名議員名議員名議員名もももも載載載載せてほしいせてほしいせてほしいせてほしい。。。。    

○○○○    シーパルシーパルシーパルシーパル号号号号をををを利用利用利用利用してしてしてして半島地域半島地域半島地域半島地域からからからから傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者をををを増増増増やせないかやせないかやせないかやせないか。。。。    

    

    

    

○○○○    下水道整備下水道整備下水道整備下水道整備、、、、自己資金自己資金自己資金自己資金のののの問題問題問題問題でででで水洗化水洗化水洗化水洗化できないできないできないできない世帯世帯世帯世帯がががが多多多多いのではいのではいのではいのでは。。。。    

○○○○    グループホームのグループホームのグループホームのグループホームの対象対象対象対象はどんなはどんなはどんなはどんな人人人人でででで、、、、かかるかかるかかるかかる費用費用費用費用はははは。。。。    

○○○○    若者雇用若者雇用若者雇用若者雇用へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。    

○○○○    総合運動施設総合運動施設総合運動施設総合運動施設をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化につなげてほしいにつなげてほしいにつなげてほしいにつなげてほしい。（。（。（。（上山上山上山上山、、、、アスリートアスリートアスリートアスリート村村村村のののの事例事例事例事例））））        

○○○○    他町他町他町他町にににに住住住住んでいたときんでいたときんでいたときんでいたとき、、、、町内町内町内町内のののの旅館旅館旅館旅館をををを利用利用利用利用したがしたがしたがしたが、、、、それほどそれほどそれほどそれほど良良良良くなかったくなかったくなかったくなかった。。。。        

５５５５月月月月１１１１２２２２日日日日((((火火火火))))    上四区上四区上四区上四区さくらさくらさくらさくら集会所集会所集会所集会所（（（（上四上四上四上四区区区区・・・・上五区上五区上五区上五区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２３２３２３２３人人人人    

５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日((((水水水水))))    野野野野々々々々浜集会所浜集会所浜集会所浜集会所（（（（横浦区横浦区横浦区横浦区・・・・大石原区大石原区大石原区大石原区・・・・野野野野々々々々浜浜浜浜区区区区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２４２４２４２４人人人人 

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    清水清水清水清水コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター（（（（清水二清水二清水二清水二区区区区・・・・清水三区清水三区清水三区清水三区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２０２０２０２０人人人人 

５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日((((金金金金))))    宮宮宮宮ヶヶヶヶ崎集会所崎集会所崎集会所崎集会所    ((((宮宮宮宮ヶヶヶヶ崎崎崎崎区区区区))))    参加住民参加住民参加住民参加住民２１２１２１２１人人人人 
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Ｅグループ（ 鈴木 公義・酒井 孝正・阿部 和男 ） 

 

 

＜＜＜＜質問質問質問質問・・・・提言提言提言提言・・・・要望等要望等要望等要望等＞＞＞＞    
    

    

    

○○○○    婦人会婦人会婦人会婦人会のボランティアのボランティアのボランティアのボランティア活動活動活動活動をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、出島出島出島出島からからからから来来来来るるるる人人人人へのへのへのへの交通費交通費交通費交通費をををを町町町町でででで出出出出してもらえないかしてもらえないかしてもらえないかしてもらえないか。。。。    

○○○○    ２２２２割増商品券割増商品券割増商品券割増商品券でででで買買買買いいいい物物物物をしたをしたをしたをした時時時時、、、、スタンプをスタンプをスタンプをスタンプを押押押押さないさないさないさない店店店店があるがあるがあるがある。。。。    

○○○○    大原大原大原大原のののの廃屋対策廃屋対策廃屋対策廃屋対策をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

○○○○    パチンコパチンコパチンコパチンコ屋敷地内屋敷地内屋敷地内屋敷地内のゴミがのゴミがのゴミがのゴミが気気気気になるになるになるになる。。。。    

○○○○    若若若若いいいい人人人人のののの働働働働くくくく場場場場のののの確保確保確保確保をしてをしてをしてをして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

○○○○    白寿荘隣白寿荘隣白寿荘隣白寿荘隣のののの空空空空きききき地地地地をををを白寿荘白寿荘白寿荘白寿荘のののの活動活動活動活動でででで利用利用利用利用できるようにならないかできるようにならないかできるようにならないかできるようにならないか。。。。    

    

    

    

○○○○    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬をををを福島県矢祭町方式福島県矢祭町方式福島県矢祭町方式福島県矢祭町方式にしてはどにしてはどにしてはどにしてはどうかうかうかうか。。。。    

○○○○    プルサーマルプルサーマルプルサーマルプルサーマル計画計画計画計画についてはについてはについてはについては、、、、導入導入導入導入することですることですることですることで地元地元地元地元のメリットはあるのかのメリットはあるのかのメリットはあるのかのメリットはあるのか。。。。    

○○○○    議会議会議会議会のののの議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、議員自議員自議員自議員自らららら決決決決めるのではなくめるのではなくめるのではなくめるのではなく、、、、外部外部外部外部でででで決決決決めるシステムはないのかめるシステムはないのかめるシステムはないのかめるシステムはないのか。。。。    

    

    

    

○○○○    原発関係原発関係原発関係原発関係    

    ・・・・    東北電力東北電力東北電力東北電力にににに対対対対しししし、、、、安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保をををを町町町町からからからから強強強強くくくく要請要請要請要請してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    ・・・・    プルサーマルプルサーマルプルサーマルプルサーマル計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。    

○○○○    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは何人何人何人何人ぐらいになるのかぐらいになるのかぐらいになるのかぐらいになるのか。。。。    

○○○○    気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼のののの大島大島大島大島へのへのへのへの架橋架橋架橋架橋のののの計画計画計画計画がががが示示示示されているがされているがされているがされているが、、、、本町本町本町本町のののの出島架橋出島架橋出島架橋出島架橋はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。    

○○○○    屋敷浜線屋敷浜線屋敷浜線屋敷浜線のののの石巻側石巻側石巻側石巻側のののの整備整備整備整備はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。    

○○○○    遠藤民夫遠藤民夫遠藤民夫遠藤民夫さんさんさんさん宅裏宅裏宅裏宅裏のののの斜面斜面斜面斜面にににに津波津波津波津波のののの避難路避難路避難路避難路をををを確保確保確保確保ししししてほしいてほしいてほしいてほしい。。。。    

○○○○    視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者へのへのへのへの朗読朗読朗読朗読ボランティアをしているがボランティアをしているがボランティアをしているがボランティアをしているが、、、、議会議会議会議会だよりをもっとわかりやすくできないかだよりをもっとわかりやすくできないかだよりをもっとわかりやすくできないかだよりをもっとわかりやすくできないか。。。。    

○○○○    商店会商店会商店会商店会のののの街路灯街路灯街路灯街路灯がががが暗暗暗暗くなりくなりくなりくなり、、、、印象印象印象印象がががが悪悪悪悪くなったくなったくなったくなった。。。。    

○○○○    老人施設老人施設老人施設老人施設をををを石浜石浜石浜石浜にににに造造造造ることができないかることができないかることができないかることができないか。。。。    

○○○○    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致はしているのかはしているのかはしているのかはしているのか。。。。    

○○○○    石巻石巻石巻石巻とのとのとのとの合併合併合併合併でででで住民住民住民住民をををを増増増増やすことができないかやすことができないかやすことができないかやすことができないか。。。。    

    

    

    

○○○○    水道関係水道関係水道関係水道関係    

    ・・・・    御前地区御前地区御前地区御前地区のののの水道水道水道水道のののの水圧水圧水圧水圧がとてもがとてもがとてもがとても低低低低いのでいのでいのでいので改善改善改善改善してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    ・・・・    指指指指ヶヶヶヶ浜浜浜浜のののの消火栓消火栓消火栓消火栓からのからのからのからの水圧水圧水圧水圧がががが低低低低いいいい。。。。日常生活日常生活日常生活日常生活でもでもでもでも以前以前以前以前よりよりよりより水圧水圧水圧水圧がががが低低低低くなったくなったくなったくなった気気気気がするがするがするがする。。。。    

○○○○    町立病院町立病院町立病院町立病院のののの寝台車寝台車寝台車寝台車をををを病人病人病人病人のののの外泊用外泊用外泊用外泊用にににに使用使用使用使用できないのかできないのかできないのかできないのか。。。。    

○○○○    御前浜御前浜御前浜御前浜防波堤防波堤防波堤防波堤のかさのかさのかさのかさ上上上上げはしたがげはしたがげはしたがげはしたが、、、、間間間間にににに合合合合わないときがあるわないときがあるわないときがあるわないときがある。。。。    

○○○○    地地地地デジデジデジデジ対応対応対応対応にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている（（（（指指指指ヶヶヶヶ浜浜浜浜））））    

○○○○    議会議会議会議会・・・・住民懇談会住民懇談会住民懇談会住民懇談会のののの開催時期開催時期開催時期開催時期をををを考考考考ええええ直直直直してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。（。（。（。（御前御前御前御前））））    

 

５５５５月月月月１１１１２２２２日日日日((((火火火火))))    白寿荘白寿荘白寿荘白寿荘（（（（大原全区大原全区大原全区大原全区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２５２５２５２５人人人人    

５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日((((水水水水))))    塚浜漁民福祉塚浜漁民福祉塚浜漁民福祉塚浜漁民福祉センターセンターセンターセンター（（（（飯子浜区飯子浜区飯子浜区飯子浜区・・・・塚浜区塚浜区塚浜区塚浜区・・・・小屋取区小屋取区小屋取区小屋取区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２２２２２２２２人人人人        

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日((((木木木木))))    石浜集会所石浜集会所石浜集会所石浜集会所（（（（石浜東区石浜東区石浜東区石浜東区・・・・石浜西区石浜西区石浜西区石浜西区））））    参加住民参加住民参加住民参加住民    １７１７１７１７人人人人 

５５５５月月月月１１１１５５５５日日日日((((金金金金))))    御前御前御前御前集会所集会所集会所集会所    ((((御前御前御前御前浜浜浜浜区区区区・・・・指指指指ヶヶヶヶ浜区浜区浜区浜区))))    参加住民参加住民参加住民参加住民    ２０２０２０２０人人人人 


