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平成25年度予算に対する会派の要望と仙台市当局の対応
仙台市議会の会派「市民フォーラム仙台」（代表 日下富士夫 議員数９名）は、会派の基本政策に基づき平成25年度予算に対する
要望を行い、仙台市当局から次のような回答（対応）を引き出し、平成25年度予算に反映させました。

被災者の生活再建1
居住環境の改善、円滑な集団移転事業の実現や雇用などの
生活再建を促進する。

新たな都市防災対策の確立2
地域防災計画の抜本的な見直しに早急に着手し、防災拠点を
整備し、防災リーダーを育成する。

経済の再生と雇用の創出3
地元中小企業への一層の支援や農業の再生に努め、短期・長期
の雇用確保に尽くす。

市民福祉の充実と安全・安心のまちづくり4
子ども・高齢者・生活困窮者・障がい者の福祉を充実させる。
医療体制や食の安全対策を強化推進する。

「新たな杜の都」の環境・エネルギー政策5
自然と人間が調和・共生する生活スタイルへの転換を促すとともに、
自然エネルギーの開発・普及を促進する。

財源確保に向けた行財政改革の推進と
効率的な政策展開

6

効率的かつ効果的な行財政運営や政策展開を求め、市役所の組織改革と、
意識改革を推進する。
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 1 被災者の生活再建
1．「防災集団移転促進事業」の着実かつ円滑な実施

要望 ① 防災集団移転が円滑に実現できるよう、国に対し
　 「復興交付金事業」における自由度の高い運用や、
　復興基金の上積みの実現を求める

回答 本市の防災集団移転促進事業については、東部沿岸地域と
緑ヶ丘四丁目地区の 2地区の事業計画の事業費が復興交付金
として認められ、これまでのところ 2地区とも予定どおり
事業が進んでいる。今後とも、集団移転事業の円滑な推進の
ため、必要な財源確保を図ってまいりたい。
また、復興交付金の効果促進事業の自由度の拡大や、復興
基金の上積みなどについては、宮城県等と連携強化を図りな
がら、国に働きかけてまいりたい。

要望 ② 被災土地の買い上げにおいて、移転先の土地取得や
　賃借条件の改善による被災者の負担軽減を

回答 本市独自の支援として、集団移転先の土地を市から借地す
る方に対して、被災前後の従前土地価格の差額と流失建物等
の移転補償費の一部の合算額相当分の期間の借地料を免除す
ることとしており、これにより移転者の負担軽減を図ってま
いりたい。

要望 ③ 「防災集団移転促進事業」から外れる地域についての
　上記に準じた対応を

回答 災害危険区域外の津波浸水区域については、防災集団移転
促進事業の適用にならないことから、災害危険区域と同等の
本市独自の支援事業を実施しており、被災地を買い上げる等
の更なる支援の実施は困難である。

2．被災宅地の復旧支援
要望 ①「造成宅地滑動崩落緊急対策事業」の着実な実施

回答 平成 24 年度中の着工に向けて、実施設計及び住民説明会
等を行っており、住民等の理解を得ながら平成 25 年度完了
を目標として着実に進めてまいりたい。

要望 ② 復旧にあたる交付金事業などの運用により、現在対象外と
なっている地区についても個人負担をさらに軽減を

回答 公共事業対象地区以外の中程度以上の被災宅地については
東日本大震災宅地復旧工事助成制度でその復旧を進めている
ところである。この独自支援は、他地域と比べても充実した
内容となっており、これ以上の支援の実施は、困難である。

要望 ③ 宅地の造成方法や災害履歴などをデータ化した宅地情報シ
ステムの早期構築を

回答 宅地の造成履歴、切盛り区分図及び土砂災害危険箇所を
まとめた「宅地造成履歴等情報マップ」を作成し、平成25年
度から市ホームページ等で広く市民に情報提供を行ってまい
りたい。

3．仮設住宅の居住環境の改善など

要望 ① 「災害救助法」の早期改正を求め、応急仮設住宅建設の
　権限を政令市へ委譲

回答 応急仮設住宅建設の権限も含め、自立的・自発的な被災者
の救助・救援にあたることができるよう、政令市の市長を
災害救助法の救助主体と位置づけることを引き続き国に要望
してまいりたい。【健康福祉局】
災害救助法の改正については、指定都市市長会において

「災害対応法制の見直しに関する指定都市要請」を取りまとめ、
関係省庁等に対し改正要望を行った。今後も国の災害対応法
制改正の検討に合わせ、働きかけを行ってまいりたい。

【総務企画局】

要望 ② 見守り事業などの充実によるコミュニティづくりの促進、
生きがいづくりや孤独死防止、心のケアも含めた健康増進
事業の推進

回答 応急仮設住宅に入居している方に対しては、｢復興定期便」
による各種支援情報の提供や、「ひとり暮らし高齢者等生活
支援システム」による緊急通報・見守りサービスの提供など
の継続した支援のほか、精神保健福祉総合センターと区保健
福祉センターが連携し、心のケアも含む健康面の個別支援を
実施するとともに、生活不活発病の予防や閉じこもり予防の
ために運動教室を実施し併せて交流の促進を図っている。
今後も、地域の見守り活動やコミュニティ支援を行ってい

る関係者や団体等と連携した支援に取り組んでまいりたい。
【復興事業局・健康福祉局】

地域連携担当職員等のコーディネート機能を活かし、仮設
住宅での交流機会の創出を図ることや、NPO等による見守り
事業等により、顔の見える関係づくりを支援してまいりたい。

【市民局】

要望 ③ 市内約 9,100 戸のみなし仮設住宅は地域支援団体などの
協力のもと、被災者への情報提供、心身の健康増進や社会
参加などを積極的に促すとともに、自立に向けた支援活動
の拡充を

回答 引き続き区保健福祉センターにおいて健康相談や健康教育
を行うとともに、地域での交流サロンの開催情報の提供に努
めてまいりたい。また、関係団体と連携した組織横断的な支
援体制を区ごとに構築し、住まいの再建方針の早期確立や就
労に関する支援など、被災者一人ひとりの状況に応じたきめ
細かな支援に取り組んでまいりたい。

要望 ④ 復興公営住宅は、希望する住宅に入居できるだけの必要
戸数を着実に整備

回答 復興公営住宅については、住宅を滅失し自力での住宅確保
が困難な世帯に対し、的確に供給できるよう整備に取り組ん
でまいりたい。

要望 ⑤ 復興公営住宅整備では、既存の地域コミュニティによる支え
あいが継続できる必要なケアや見守り機能を確保

回答 復興公営住宅は、阪神・淡路大震災で生じた様々な課題を
踏まえ、コミュニティの維持や高齢者の孤立防止の観点から、
住宅の計画、設計、入居募集を一体で捉えた整備を考えている。
計画段階では従前居住地との位置関係や交通利便性などを

考慮した選定に努めるほか、設計にあたっては、団地内の
コミュニティ形成に配慮するとともに、入居募集においても、
コミュニティ形成の観点から世帯属性に偏りが生じないよ
う、多世代居住に配慮した募集を行うこととしている。

市民フォーラム仙台の要望と当局の回答
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市民フォーラム仙台の市民フォーラム仙台の要望要望と当局のと当局の回答回答

4．被災企業及び仕事を失った被災者の生活再建

要望 ①雇用を確保するための「緊急雇用創出事業」を延長

回答 緊急雇用創出事業については、平成 25 年度（平成 24 年度
末までに事業開始した場合）までとなっていることから、国
に対し期間の延長などについて要望しているところである。

要望 ② 地元企業が常勤雇用を拡大できるよう、受注機会の拡充な
ど地元企業への各種支援制度の充実

回答 本市の工事契約では、制限付き一般競争入札については、
原則として市内に本店を有することを入札参加資格要件とし
て設定することとしており、指名競争入札についても、地元
企業を優先して指名する取り扱いとしている。
また、物品等の発注においても、地元企業を中心に指名・
発注を行っており、各課の契約においても、この方針に沿っ
た発注を行うよう文書でもって要請している。
今後とも、地元企業が受注可能なものは地元でという立場
を堅持することにより、地元への安定的な発注がなされ、
雇用の確保が図られるよう努めてまいりたい。【財政局】
地元企業のニーズにあった人材を育成するための事業を実
施するとともに、地元企業を中心とした合同企業説明会など
を開催し、より多くの方々が地元企業に就職できるよう支援
しているところである。【経済局】

要望 ③ 被災企業の事業継続と再生のための「グループ補助金」を拡充

回答 港地区をはじめとした被災企業の早期復旧に寄与している
グループ補助金については、平成 23 年度に引き続き、平成
24 年度も東北市長会等を通じて、予算枠の拡大の要望を行う
とともに、本市単独での要望も実施したところである。
引き続き、採択を希望する市内企業があることから、今後
も機会を捉えて国に対して働きかけてまいりたい。

 2 新たな都市防災対策の確立
5．地域防災運営体制の構築と防災活動の実施

要望 ①地域の力による自主防災運営体制の構築

回答 これまで町内会を単位に自主防災組織の結成を働きかけて
きたところであり、町内会や自主防災組織の行う防災活動に
対して、防災訓練時の指導や、地震防災アドバイザーの派遣、
防災マップの作成支援及び災害図上訓練の普及促進などの
支援を行ってきたところである。
今後は、これからの取組みに加え、自主防災活動の活性化
を図り、地域防災力を高めるために地域防災リーダーの養成
を行ってまいりたい。

要望 ② 平時における地域防災活動の積極的な推進とともに、
　活動支援が必要な地域への支援

回答 これまで、町内会や自主防災組織の行う防災活動に対して、
防災訓練時の指導や、地震防災アドバイザーの派遣、防災マッ
プの作成支援及び災害図上訓練の普及促進などの支援を行っ
てきたところであるが、こうしたこれまでの取り組みに加え、
自主防災活動の活性化を図り、地域防災力を高めるために地域
防災リーダーの養成などさまざまな支援を行ってまいりたい。

6．実効ある要援護者支援プランの実施

要望 ① 要援護者支援プランに基づいた、地域における個別支援
計画の策定

回答 災害時の避難支援の方法や支援者、避難場所といった要援
護者の個別支援計画については、地域の実情を考慮する必要
があることから、町内会などの地域団体等と要援護者との話
しあいにより決めていただくのが望ましいと考えている。
本市としては地域団体等による平常時の要援護者支援活動

の中で個別支援計画の作成が進むよう、市内で行われている
事例を紹介するなど関係部局と連携して支援してまいりたい。

要望 ②地域における要支援者の避難支援訓練の促進

回答 地域ごとに作成する予定の避難所運営マニュアルに、要援
護者の支援について盛り込み、マニュアルの検証も兼ねて
訓練を実施するよう努めてまいりたい。

7．自主防災組織の構築と防災教育
要望 ①自主防災組織の要となる防災リーダーの育成

回答 自主防災活動の活性化を図り、地域防災力を高めるために、
平成 24 年度より独自の講習カリキュラムによる地域防災
リーダー養成講習会を開始したところであるが、今後とも
養成を図るとともに、その普及啓発など地域防災リーダーの
活動を支援してまいりたい。

要望 ② 学校における児童・生徒の防災教育の充実と役割意識の徹底

回答 学校における防災教育については、その充実にこれまでも
取り組んできたところではあるが、今回の震災を踏まえ、
新たな防災教育の推進に取り組んでまいりたい。
また、この取組の中で、災害時においてもボランティアと

して活躍できる児童生徒の育成に努めてまいりたい。

8．マンションなど集合住宅における防災体制と訓練
要望 ① マンションなど集合住宅における自主防災組織の立ち上げ

を促進
回答 自主防災組織については、これまで町内会単位の結成を働

きかけてきたところであるが、今後は、町内会に加入してい
ないマンション等においても自主防災活動が行われるよう、
防災マニュアル作成の普及啓発などにより、自主防災組織の
結成を支援してまいりたい。

要望 ② マンションなど集合住宅への非常用物資の備蓄への助成

回答 マンションなど集合住宅の非常用物資については、自助・
共助の範囲内で必要な物資を備蓄していただくことを基本に
考えており、住民間の合意を得ながら備蓄に取り組んでいた
だきたいと考えている。

9．非常時における市職員の対応力向上
要望 ①非常時における市職員の参集方法の改善

回答 各部局で定めている防災実施計画の作成や職員研修の際
に、参集基準の徹底及び連絡網のチェックなどを周知して
まいりたい。
また、メールを活用した参集の周知は有効な方策であるた

め、職員非常呼出システムの有効活用を図るほか、杜の都防
災メールの登録の推奨に取り組んでまいりたい。
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要望 ② 非常時における市職員へ対応訓練の充実による現場対応力の強化

回答 新規職員研修や人事異動に伴い防災担当職員研修会を実施
しているほか、市・区災害対策本部や指定避難所を参集先と
する指定動員職員への研修会を実施している。
今後も、研修会や市総合防災訓練を通じて職員の災害対応
力向上に努めてまいりたい。

10．帰宅困難者対策の充実

要望 ① 交通事業者や民間事業者の協力による帰宅困難者の抑制策の推進

回答 帰宅困難者等の発生による混乱を防止するために、「緊急
を要さない移動はひかえる」ことについての広報・啓発に
努めてまいりたい。

要望 ②帰宅困難者対策としての一時滞在場所の確保

回答 一時滞在場所の確保について、民間施設については、平成24
年8月に締結した、あすと長町地区の民間スポーツ施設との
一時滞在場所としての使用協定のような協力が市内の交通
結節点等で得られるよう努めてまいりたい。

11．指定避難所における防災資機材の早急な整備

要望 非常時用発電機や照明器具、プロパンガスなどの配備拡充
及び防災資機材の早急な整備

回答 平成 24 年中に発電機 3台、LED 投光器 5台を各指定避難
所へ配備している。

12．災害時に即応可能なライフラインの構築

要望 各ライフライン（ガス・上下水道・電気・通信）供給の多系
統化と供給ブロックの再編成など、民間との連携も含む災害
時に即応可能なライフラインの構築

回答 施設の耐震化を継続して実施するとともに、南蒲生浄化セン
ターへの流入幹線である第 1・第 2南蒲生幹線を震災時にバッ
クアップする第3南蒲生幹線の整備に取り組んでまいりたい。
また、災害時の復旧応援について、民間事業者と平成 17
年度に協定を締結しており、東日本大震災においても民間事
業者と協力して応急復旧にあたったところである。
引き続き、民間事業者と連携しながら、災害対応にあたっ
てまいりたい。【建設局】
水道供給ラインの多系統化については、平成 23 年度中に
太白配水所系が完成したところであり、若干残っている単一
水系の地域についても検討を進めてまいりたい。
また、配水ブロックのさらなる細分化を行うとともに、
民間事業者・他水道事業体との連携強化など、災害時に即応
可能な対応を図ってまいりたい。【水道局】
供給ラインの多系統化については、パイプライン方式と
海上輸送方式による複数の供給ラインを確保するとともに、
さらなる安全安心を図るため、エネルギー事業者間の協力体制
の強化や、内陸部への新たなパイプライン受入地点の設置に
向けて関係機関との協議を進めてまいりたい。
また、今回の震災において、防災ブロックが有効に機能し
たことから、今後とも必要な見直し等を行いながら、より
適切に防災ブロックを維持管理するとともに、日本ガス協会
との震災時における相互応援体制の強化に努めてまいりたい。

【ガス局】
電力施設については、安定した供給を確保するための発電
設備、変電・送電設備等の耐震化をはじめとした防災対策を
図るよう、電力事業者へ求めてまいりたい。

また主要な電気通信設備等について耐震対策を推進すると
ともに、バックアップシステムの確立、主要伝送路のループ
構成あるいは２ルート構成による通信網の整備・充実を図り、
通信網システムの信頼性向上に努めるよう、通信事業者へ
求めてまいりたい。【消防局】

13．非常用燃料の確保

要望 個別の防災協定の締結による非常用燃料（ガソリン・灯油・
ガスなど）の確保

回答 災害時の燃料供給ルートの多重化を図るため、平成24年 9
月 6日付でカメイ株式会社と「災害時における燃料および食料
品等の物資の供給協力に関する協定」を締結したところである。
また、平成 24年 10 月 10 日付で石油元売 14社で構成する
石油連盟と「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書」
を締結し、災害時の燃料供給が円滑に行われるよう、市内重要
施設の設備情報の共有を図っているところである。【経済局】
災害発生時に主に災害対応車両への燃料を円滑に確保する

ことを目的に石油元売業者と協定を締結しており、災害時に
燃料等がより確実に入手できるよう、現在、協定の見直しに
着手しているところである。【消防局】

14． 津波浸水想定地区における、過去の津波高、 避難経路
などを表示した避難掲示板の設置

回答 津波から避難するための施設の整備について、津波工学等
の有識者及び地域の代表の方で構成される検討委員会を開催
して避難施設整備について検討しており、地域の皆様のご意
見を伺いながら、施設の整備計画を策定する予定としている。
その中で津波避難のための掲示板等の設置についても検討し
ており、円滑な避難が可能となるよう努めてまいりたい。

15．ゲリラ豪雨などの都市型水害対策の重点化
回答 効率的かつ効果的な雨水対策を図るため重点整備地区を中

心に、雨水ポンプ場や幹線の整備を進めるとともに、簡易型
調整池の設置や暫定ポンプ施設の設置などによる被害軽減を
図ってまいりたい。

 3 経済の再生と雇用の創出
16．東部浸水地域における農業の復興

要望 東部浸水地域における農業の復興に向けた農地や施設の復旧
の速やかな実現、及び農地の集約化などによる担い手不足の
解消、生産から流通までの 6次産業化の推進など農業経営の
将来的な安定に向けた取り組みの強化を

回答 津波被害を受けた約 1,800ha の農地や施設の復旧について
は、平成 23 ～ 25 年度にかけて段階的に復旧・除塩工事を
行い、平成24年度には 500haの農地において営農が再開され
ているところである。また、平成 25 年度は 900ha、平成 26
年度には 400ha の農地において営農が再開できるよう、関係
機関と連携し、取り組みを推進してまいりたい。
さらに、仙台東部地区約 2,000ha で実施予定のほ場整備と

併せて、集落営農組織や農業法人などの担い手に農地を円滑
に集約・集積するため、集落等との話しあいを進めるととも
に、復興特区を活用し、6 次産業化に取り組む農業者等を
積極的に支援するなど、復興計画に掲げる「農と食のフロン
ティア」の実現に向けた取り組みを推進してまいりたい。
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17．地元中小企業や商店街に対する支援の拡充

要望 地元中小企業や商店街の経営維持と発展に対する支援策の
拡充、及び制度融資の拡大など地元金融機関による一層の
理解と支援

回答 商店街への支援については、ハード面・ソフト面での各種
支援を行ってきており、平成 24 年度にはアーケードの大規
模改修に要する費用の助成制度を新設したところである。
今後とも、魅力ある商店街づくりに向けて、商店街等の皆様
と協議しながら、それぞれの商店街の実情に応じた効果的な
支援に努めてまいりたい。
また、平成 23 年度創設した震災対応の融資制度及び直接
被害を受けた中小企業者に対して行う利子・保証料補給を
引き続き平成 24 年度も実施し、被災中小企業に対して円滑
な資金繰りの支援を行っているところである。
さらに、既に制度融資を利用している中小企業者の資金繰
りを円滑にするため、金融機関等に対し条件変更に柔軟に
対応するよう要請しているところであり、引き続き金融機関
等に対して要請してまいりたい。

18．みやぎ発展税の対象拡大

要望 本市の雇用創出につながる都市型産業への適用などみやぎ
発展税の対象拡大の実現

回答 現在進めている企業誘致や人材育成においてもみやぎ発展
税が還元されるよう、本市の特色を踏まえながら誘致対象業
種の拡大や人材育成メニューの拡充など、引き続き県と協議
を行ってまいりたい。

19． 産学官をはじめ地域の多様な主体との連携に
  よる新産業の創出

要望 成長分野の産業創出に向けて産学官をはじめとする地域の
多様な主体との連携ならびに地元研究機関と地元企業が連携
できる環境整備の促進

回答 企業・大学をはじめ、多様な主体が展開する成長分野の
産業創出に向けたプロジェクト等について、地域経済への波及
効果等も考慮しながら推進してまいりたい。
また、本市では「御用聞き型企業訪問事業」をはじめとす
る地域の大学等と連携した施策を通じて、地域企業のニーズ
に則した産学の円滑な連携を推進しているところであり、
今後とも本市及び仙台市産業振興事業団の施策メニューを通
じた総合的な支援により地域企業の技術力・製品開発力の
向上を図ってまいりたい。

20．雇用対策の強化

要望 ① 深刻化する若者の就職環境に対し、国や県の制度に加えた
本市独自の相談・支援体制の強化

回答 本市、ハローワーク、宮城県、労働界、産業界及び学校等
の関係者を構成員とする「宮城新卒者就職対策応援本部会議」
において、それぞれの役割分担について調整を図るとともに
連携しながら若者の就職に向けた支援に取り組んでおり、
個別相談会（キャリアコンサルティング）を開催しているほか、
希望者の相談に適宜応じているところである。
また、新規学卒未就職者や若年求職者に社会人基礎力と
就業機会を提供する事業を実施して就労に向けた支援をおこ
なっているところであり、今後も関係機関と連携し、各種
支援情報を共有しながら、適切な支援を行なってまいりたい。

要望 ② 増大する非正規雇用労働者や雇用のミスマッチなど雇用
　情勢に対応した効果的な対策の強化

回答 正規雇用を対象とした企業合同説明会を開催するなど、
正規雇用の推進およびミスマッチの解消に努めるとともに、
就職に関する情報提供や面接対策等を行う就職支援プログラ
ム、就業体験と組み合せたジョブトライアル事業なども併せ
て実施しているところである。
また、子の就職に強い影響を与える保護者を対象とした

セミナーや個別相談会を実施し、就職に結びつける働きかけ
を行っているところである。
今後も、ハローワーク等の関係機関と連携しながら効果的

な支援を行ってまいりたい。

21． 観光・コンベンションなどの集客事業に対する
   施策の強化

要望 ① 次期デスティネーションキャンペーンの成功に向けた
　海外プロモーション事業やロケ地誘致の促進など、
　国内外へのシティセールスの強化

回答 国内での事前 PR活動に加え、タイ、シンガポール、マレー
シア及び台湾での PR 活動や海外向けホームページ等による
情報発信などの取り組みにも力を入れ、国内外から多くの
観光客にお越しいただけるよう取り組んでまいりたい。

要望 ②観光資源の魅力向上を図るとともに観光客の受け入れ態勢
の強化

回答 仙台・宮城 DC を契機として、新たな観光資源の発掘や
魅力向上を進めているほか、地下鉄東西線開通も見据えた都市
型観光の確立や、東北各地との広域連携の強化、受け入れ
体制の強化、戦略的なプロモーションの展開などにも引き続き
取り組んでまいりたい。

要望 ③ 仙台七夕まつりをはじめとする「仙台三大まつり」への
　商店街の協力体制の強化など活性化促進

回答 七夕まつり等の「三大まつり」については、まちの魅力や
賑わいの創出のため、商店街をはじめ関係者と協力し、効果
的な実施に努めてまいりたい。

要望 ④ 各種市民企画型イベント（定禅寺ジャズフェスティバル・
　みちのく YOSAKOI まつりなど）への支援の強化

回答 市民創造型のイベントについては、その実施内容等を踏ま
え、引き続き行政としての関わり方や効果的な支援のあり方
を検討しながら、支援してまいりたい。

要望 ⑤ 本市を本拠地とするプロスポーツチームの発信力の有効
　活用、及び各種国際スポーツ大会の誘致及び復活

回答 それぞれのチームや支援組織と連携を図りながら、プロ
スポーツの本拠地という特性を活かし、街の賑わいや交流人口
の拡大に努めてまいりたい。
各種国際スポーツ大会については、引き続き関係競技団体

と連携を図り、その誘致に努めてまいりたい。
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要望 ⑥ 音楽イベント（仙台クラシックフェスティバルなど）の活性
化など、楽都・劇都としての地元資源のより積極的な活用

回答 仙台クラシックフェスティバルなどのイベントにおいて
は、仙台フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、仙台出身の
音楽家や地域の文化団体を積極的に登用し、より魅力的な内容
となるよう改善を図っていくとともに、オペラ「遠い帆」の
上演において、合唱団として多数の市民参加を得るほか、
舞台スタッフに地元の人材を活用するなど、楽都・劇都仙台
がこれまで育んできた地域資源を最大限に活かし、さらなる
誘客に努めてまいりたい。

要望 ⑦ 国際会議や大会など各種コンベンションの誘致促進へむけ
た、開催補助金の拡充、受け入れ施設や機能の充実強化

回答 仙台観光コンベンション協会におけるコンベンションの
誘致から開催までの支援をワンストップで行うサービスなど
を実施するほか、国際センターを核とした、学会等の大規模
コンベンション需要への対応能力の拡大を目指し、宮城県ス
ポーツセンター跡地にコンベンション施設を整備してまいり
たい。

 4  市民福祉の充実と安全・安心の
　   まちづくり

22．保育所待機児童の解消

要望 ① 認可保育所の増設に加えた、
　幼稚園やせんだい保育室の積極的な活用

回答 保育需要の状況に応じ、認可保育所、家庭保育福祉員等、
多様な保育サービス基盤の整備を促進するとともに、3歳未
満児の待機児童対策として、引き続き、幼稚園設置者による
未満児保育所の整備に取り組んでまいりたい。

要望 ② 幼稚園やせんだい保育室の積極的な活用、ならびに病児保育
の充実など保育サービスの拡充と保育施設の選択肢の拡大

回答 私立幼稚園の活用と 3歳未満児保育所の整備に引き続き
取り組むとともに、せんだい保育室・家庭保育福祉員への入所
促進を図るために引き続き保育料負担軽減制度を実施し、
選択肢の拡大を図っているところである。
病児保育については、実施施設の空白区への設置に向けた
医療機関などとの情報共有を図ってまいりたい。

要望 ③ 子ども子育て新システムへの移行を見据えた制度間格差の是正

回答 今後、国において検討される新たな保育制度に係わる設備
運営基準や給付水準等を踏まえ、市の認可基準やせんだい
保育室等の移行支援策の検討を行い、新たな制度に円滑に移
行するとともに制度間の格差是正が図られるように、必要に
応じて国に働きかけながら、取り組んでまいりたい。

23．子育て支援の強化

要望 ①のびすく仙台の整備拡大

回答 平成 24 年 10 月にのびすく機能を有する原町児童館が宮城
野区に開館し、4箇所でのびすく事業を実施するよう拡充を
図ったところである。また、若林区でののびすく整備に向け
て、平成 25 年度予算に所要経費を盛り込み、各区における
整備を図ってまいりたい。

要望 ② DV・児童虐待の相談・支援機能の充実

回答 児童虐待防止については、要保護児童対策地域協議会で
関係機関との定期的な情報共有に努めるほか、乳幼児健康診
査未受診者の取組みにより要支援者の早期発見と早期対応を
図ってまいりたい。【子供未来局】
DV被害者の相談支援については、各区子供家庭総合相談

とエル・ソーラ仙台の相談・支援機能との連携を図り、
強化してまいりたい。【市民局】

要望 ③ サテライトの整備等児童館クラブ希望者増加への対応を強化

回答 これまでも、児童クラブ利用希望者が受入可能人数を超え、
将来的にもそのような状況が続くと見込まれる場合にサテラ
イト室を整備して対応してきているが、今後のさらなる児童
クラブ利用希望者の増加に対しては、学校を含む児童館周辺
の施設関係者等とサテライト室設置の協議を行いながら、
適切な対応に努めてまいりたい。

要望 ④子育て家庭への経済的支援の充実

回答 平成 24 年 8 月に成立した子ども・子育て支援法により、
子どものための現金給付として児童手当が位置づけられ、
子育て家庭への経済的支援を国の責任において実施すること
が明確になった。
本市としても、「子育て応援社会」の実現は喫緊の課題と

の認識のもと、今後も基礎自治体として可能な支援策を検討
してまいりたい。

24．男女共同参画の推進

要望 総合的な子育て支援策も含めた男女共同参画の推進

回答 「男女共同参画せんだいプラン 2011」に基づき、政策形成
や意思決定の場における女性の参画を進めるとともに、ワー
ク・ライフ・バランスの実現を図るための取り組みを実施し、
男女共同参画を推進してまいりたい。【市民局】
仙台市すこやか子育てプラン 2010 により、多様化する
保育需要への対応充実や仕事と子育ての両立に向けた取組み
を進め、子育て家庭を支える社会の仕組みづくりを目指して
いる。【子供未来局】

25．高齢者への生活支援

要望 ① 高齢者のみ世帯、一人暮らし高齢者の増加に対応するため、
生活支援を含めた健康づくり、介護予防、認知症対策など
の充実

回答 団塊の世代が高齢者となり、高齢者の大幅な増加が見込ま
れることから、仙台市介護予防推進プラン及び高齢者保健福
祉計画に沿って、一人暮らしの方も含めた高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう、関係団体等とも連携を図
りながら、介護予防・健康づくりの取組や認知症対策等を
幅広く展開してまいりたい。

要望 ② 拡大する需要に対応できる要介護高齢者の入所施設（特別
養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなど）
の整備を拡充

回答 要介護高齢者の入所施設については、高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画において、前期計画を上回る、特別養護
老人ホーム 600 人分、グループホーム 360 人分、有料老人ホー
ム等の特定施設 300 人分の整備目標を設定したところであ
り、当該計画に基づき着実な整備を図ってまいりたい。
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要望 ③国の制度改正に合わせた高齢者用住まいの重点的な整備

回答 高齢者住まい法の改正により、バリアフリー構造と見守り
サービスを備えた「サービス付き高齢者向け住宅制度」が
創設されており、国の補助制度などの情報提供等を通じて、
民間事業者による整備促進を図り、既存の高齢者向け優良賃
貸住宅（高優賃）とあわせ、高齢者用住宅の確保に努めてま
いりたい。

要望 ④ 一人暮らし高齢者が救急を要する際、救急隊員が速やかに
対処できるよう本人の持病、医療機関情報などを明記した
｢救急医療情報キット｣ を冷蔵庫に保管するシステムの導入

回答 救急医療情報キットの導入に当たっては、有効に機能する
ために情報の更新が不可欠であると考えている。先行して
導入している他都市への調査においても、情報の更新の効果的
な手法については課題であると伺っており、この点について、
関係部局や団体と協議の上、引き続き検討してまいりたい。

26．生活保護受給者の適正な運用

要望 生活保護受給者および大震災後の生活困窮者に対する生活
実態の十分な把握ならびに、社会的・経済的な自立に向けた
自立支援員による対応など総合的な取り組みの強化

回答 現在、国において生活保護制度の見直しと生活困窮者対策
を総合的に実施するため、「生活支援戦略」を策定中であり、
社会的・経済的な自立を促す取組みの強化もこの中で検討さ
れている。本市としてもこうした状況を注視しながら、大震
災後の生活困窮者の状況やニーズなどを踏まえ、適切に対応
してまいりたい。

27．障がい者支援

要望 ①障がい者の就労支援へむけた取り組みの強化

回答 障害者の就労支援については、障害者就労支援センターに
おける支援内容の充実を図り、職場開拓や関係機関との連携
を強化すると共に、継続して知的障害者を本市が非常勤嘱託
職員として雇用し、就労に向けた職場実習を行っている。
平成 24 年度は配置箇所を 2箇所から 3箇所へ増やしたと
ころである。今後とも障害者就労支援施策の充実強化を図っ
てまいりたい。

要望 ② 心身の健康管理や療育、放課後ケアなどを充実し、
　地域で生活が営めるための支援策の充実

回答 心身の健康管理については、これまでも心の健康維持、
増進活動を行ってきたが、大震災の影響による抑うつ気分、
不眠、身体的既往症の悪化などが見られる市民も少なくない
ことから、各区保健福祉センターと精神保健福祉センターと
が連携し精神科医による相談室を開設するほか、新たに人員
を配置し各種の健康教室やサロン事業、ハイリスク者への
訪問支援などを実施しているところであり、引き続きこれら
支援の取組みを進めてまいりたい。
療育については、南北アーチルによる市内 2館体制により、
一層の充実に努め、関係機関との連携のもと、地域における
療育支援の強化を図ってまいりたい。
放課後ケアについては、平成 24 年度より利用日数の拡大
を図ったところであるが、今後も更なるサービスの充実を
検討してまいりたい。

要望 ③ 発達障がいの早期発見と適切な療育について、
　学校との連携を含めた療育機能の強化

回答 校内研修の実施、行動観察や情報交換による支援方針の
共有等、学校との連携を深めるとともに、各区保健福祉センター
や児童発達支援センター等障害児施設、保育所、幼稚園、
児童館、地域住民等との連携を併せて強化し、障害の早期発見
及び適切な療育につとめてまいりたい。

28．医療体制の強化

要望 ①災害拠点病院の市内地域バランスを見直す

回答 平成 23 年 10 月に仙台オープン病院が新たに災害拠点病院
に指定されたことにより、市内の災害拠点病院数は 7箇所と
なったところである。
災害拠点病院の適切な配置と機能の強化について、指定を

する宮城県に働きかけてまいりたい。

要望 ② ドクターカーや消防ヘリコプターへの医師同乗システムの
活用を含むメディカルコントロールの拡充

回答 ドクターカーシステムの補完体制等について引続き検討す
るとともに、医療との連携による「消防ヘリコプター医師同
乗システム」や「救急活動支援医療チーム」の安定的な運用
も含め、救急業務の高度化等への的確な対応により、メディ
カルコントロール体制の充実に努めてまいりたい。

要望 ③ 新市立病院はアクセス環境の改善を図るとともに災害拠点
病院としての機能の充実

回答 新市立病院の利便性を高めるため、地下鉄長町一丁目駅の
出入口新設や敷地北東側出入口の交差点化など、全庁的に交
通アクセス環境の整備を進めてまいりたい。
また、災害拠点病院として、免震構造の採用やヘリポート

の設置などを行うこととしているが、東日本大震災の教訓を
踏まえ、運用面でも十全な対応ができるように準備してまい
りたい。

29．予防医療の推進

要望 ① 予防医療を推進するため、健康診査などの受診率と予防
接種率の向上をはかる

回答 健康診査については、生活習慣病予防を「第 2期いきいき
市民健康プラン」の重点分野に位置づけており、疾病の早期
発見・早期治療のために健診の重要性の啓発や健診を受けや
すい体制づくりに努めてまいりたい。
予防接種については、定期接種のみならず任意接種におい

ても、市政だよりなどで全市的な接種勧奨を行うことにより、
高い接種率を維持しており、今後も引き続き適切な接種勧奨
に努めてまいりたい。

要望 ② 歯科検診制度を若年層世代へ対象年齢を拡大させるなど、
　歯と口腔の健康づくりの推進

回答 歯周病疾患検診については、国の制度では 40 歳以上の節
目年齢を対象としているが、本市では独自事業として、20 歳
のデンタルケアと 30 歳の歯周疾患検診の２つの事業を実施
し若い世代の歯周病予防に取り組んでおり、今後も、歯と口
腔の健康づくりの充実を図ってまいりたい。
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30．自立と共生のまちづくり

要望 ① 新たな発想による復興計画の遂行や地域防災計画の策定
に、NPO・学生・女性・障がい者などが参画する機会の
拡大推進

回答 地域防災計画については、本市防災会議において策定する
こととなっており、同会議では、今回より女性の委員をはじ
め、NPOや障害者団体等にも参画していただいて検討を行い、
このたび、地域防災計画中間案を公表したところである。
中間案では、男女共同参画はもとより、市民一人ひとり、
地域団体、NPO、企業、大学など様々な主体と行政が連携・
協働して、「100 万人市民による防災」の実現を目指してい
くこととしており、今後広く市民の皆様のご意見をいただき
ながら、さらなる協議を進めてまいりたい。

要望 ② 地域の関係団体による見守り活動の促進をはじめ、隣近所の
顔が見える地域コミュニティの形成

回答 町内会をはじめとした地域の諸団体や学校などが参画し、
震災時対応の振り返りなどを通じて、気軽に話しあいながら
共通の理解や方向性を見出していく機会づくりを進め、
地域における顔の見える関係づくりを支援してまいりたい。

【市民局】
平成 24 年 10 月に策定した第 2期地域保健福祉計画に基づ
き、地域の見守り・支えあい、身近な交流等をさらに促進す
ることにより、地域における顔の見えるコミュニティの形成
に努めてまいりたい。【健康福祉局】

要望 ③ 地域課題の解決のため、各区にコミュニティソーシャル
ワーカーを適正配置するとともに地域関係団体などをつな
ぐ役割の充実

回答 平成 24 年度より、全ての区・総合支所に地域連携担当
職員を配置したところであり、地域の関係団体・機関と区役
所間の連絡調整などを通じて、地域づくりに対するきめ細か
な支援をしてまいりたい。【市民局】
地域における支えあいの推進や、地域課題の解決力を高め
るため、地域の関係団体をつなぐ役割などを担うコミュニ
ティソーシャルワーカーの育成を進めてきたところであり、
今後、地域で実践できるよう体制整備を図ってまいりたい。

【健康福祉局】

31．学校教育の振興
要望 ① コミュニケーション力や社会対応能力を醸成するため、

　「たくましく生きる力育成プログラム」を全校に拡大
回答 自己や他者を認識し、コミュニケーションや人間関係を

構築する力や態度等を育成するために、「たくましく生きる
力育成プログラム」の充実と全校での実施に向け、取り組ん
でまいりたい。

要望 ②たくましく生きる力の根底となる基礎学力の向上

回答 本市が独自に実施している標準学力検査及び生活・学習
状況調査の分析結果を踏まえ、本市児童生徒の学力状況のみ
ならず生活習慣や学習意欲等の学習状況についても詳細に
分析して授業改善に取り組むとともに、きめ細かな指導・支援
を行っているところである。引き続き、家庭・地域とも連携
して基礎学力の向上に努めてまいりたい。

要望 ③ 未就学児も含む、児童・生徒に対する大震災後の長期的な
心のケアの継続

回答 幼児健康診査における子どもと保護者の心のケアの取り組み
のほか、子どものこころの相談室を継続実施してまいりたい。

【子供未来局】
震災に伴う児童生徒への心のケアのため、現在、スクール

カウンセラーの配置拡充や心のケア支援チームの派遣、津波
で被災した学校などの支援対象校への精神科医派遣などを
行っているところである。引き続き心のケアに取り組んでま
いりたい。【教育局】

要望 ④いじめや不登校問題への取り組みの充実

回答 学校のみならず各家庭や地域の協力を得ながら、いじめを
起こさせない環境を整え、各学校での未然防止に取り組みた
い。不登校児童生徒と保護者への支援の充実には引き続き
努めてまいりたい。

要望 ⑤教育委員会のあり方を検証

回答 これまでも事務事業の点検・評価の実施や市民への情報の
公開等を積極的に進めてきたところである。教育委員会のあ
り方等については、社会情勢の変化を踏まえながら、国にお
ける議論を注視してまいりたい。

要望 ⑥ 教職員による不祥事の続発を断ち切る・職業倫理の徹底

回答 教育行政の信頼回復に向け、主な取組として、「スクール・
コンプライアンス携帯シート」を全教職員に配付し、携行を
義務付け、規範意識の徹底を図るとともに、各学校において
「スクール・コンプライアンス委員会」を設置し、不祥事防
止のための具体的な組織・体制づくりを進めているところで
ある。これらの取り組みを通じて、学校教育に対する市民の
信頼を取り戻し、学校における教職員の不祥事の根絶を図っ
てまいりたい。

要望 ⑦指導力が不足している教員の研修制度を充実・強化

回答 指導改善研修が必要と判断された教員について、教員とし
ての実践的指導力や資質の向上を図り、児童生徒・保護者に
信頼される教育活動が展開できることを目指し、一人ひとり
の課題に応じた研修計画を作成し、原則 1年間の研修を実施
しているところであり、今後も研修内容の充実・強化に取り
組んでまいりたい。

要望 ⑧教職員の業務負担の軽減をはかるとともにメンタルケア
体制の充実をはかる

回答 教職員の業務負担の軽減に関しては、研修会の効率化や
提出書類の削減などを進めるとともに、学校事務の効率化を
進めることで教員の多忙化解消を図る試みなどを進めている
ところである。
また、メンタルヘルスケアに関しては、教員個々に対する

スクールカウンセラーによる相談体制を図るとともに、医師
等による心の健康相談事業を行い、教職員の心のケアを推進
しているところである。
今後もこれらの取組を通じて教職員がしっかりと子どもた

ちと向きあえる体制の充実を図ってまいりたい。
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市民フォーラム仙台の市民フォーラム仙台の要望要望と当局のと当局の回答回答

要望 ⑨ 学校支援地域本部の対象校を拡大し、学校開放をさらに
推進するとともに、校区ごとに地域で子どもを育む環境の
充実

回答 現在、46 校に学校支援地域本部を設置しており、今後も
順次拡大を進めてまいりたい。また、学校支援ボランティア
の積極的な導入などに全校で取り組んでおり、今後とも学校・
家庭・地域が一体となって地域で子どもを育んでいく環境の
充実に努めてまいりたい。

要望 ⑩ 市立の高等学校（中高一貫校を含む）は、各校の設置目的
と特徴を生かし、教職員の質の向上を図るとともに、生徒
の進路に沿った教育と指導を徹底させ、進学・就職の実績
確保

回答 各高等学校及び中等教育学校の教育目標実現のための取り
組みや特色ある学校づくりを進めるとともに、教職員の資質
向上を図り、生徒一人ひとりがそれぞれの個性や能力を伸ば
し、希望進路を実現できる魅力ある学校づくりを推進して
まいりたい。

要望 ⑪ 学校規模の適正化は大震災の教訓も踏まえ、地域と学校の
あり方を十分に検証して現実的な対応方針を策定

回答 学校は、児童・生徒の学びの場であるとともに、保護者や
地域の皆様に支えられ存在する地域コミュニティの核となる
教育施設と認識しており、次期方針の策定にあたってはこれ
までの取り組みを十分に検証するとともに、学校の大規模化、
小規模化から生じる多様な課題の整理を並行して行うなど、
幅広い観点から検討してまいりたい。

32．放課後児童対策の充実

要望 児童館のほか学校施設も積極的に活用するなど量の拡充と
質の向上を図る放課後児童対策の充実

回答 放課後における子どもの安全な活動場所を確保できるよ
う、学校施設を活用して実施している放課後子ども教室の
開設など、放課後対策について、関係局と連携しながら取り
組んでまいりたい。また、当該事業を担当する職員を対象と
した研修機会の充実を図るなど、市民サービスの充実に努め
てまいりたい。

33．暮らしの安全と危機管理

要望 ① 東京電力福島原子力発電所事故の影響に対する市民の不安
を解消するため、放射能の測定器の増設、空間および食材
などの放射線測定の拡大と情報公開の徹底

回答 空間放射線量の測定については、市内 70 箇所で測定を
継続しているほか、中学校にも測定器を配備し、小学校や保育
所、児童館等に貸し出し、随時測定できる体制を整えている。
放射性物質の検査についても、これまでの各種の検査を
継続しているほか、市民の自家消費用の食品の簡易測定を
開始したところである。
これらの結果は、市民の皆さまへお知らせしているが、
今後もきめ細かな測定やわかりやすい広報に努めてまいりた
い。【危機管理監】

要望 ② 県警の市警察部や関係団体をはじめ、市民との連携協力な
どにより犯罪抑止力を強化

回答 犯罪の発生を防止するため、仙台市警察部や各警察署との
連携を強めるとともに、地域で活動している防犯協会、防犯
指導隊への市民の理解を深め、防犯活動への参加や防犯学習
の機会を提供しながら、地域の防犯力を高めてまいりたい。

要望 ③若林警察署の早期整備を実現

回答 宮城県警察の「警察署整備再編計画」において、（仮称）
若林警察署が設置される予定となっている。本市としては、
その早期設置に向け、協力してまいりたい。

要望 ④ 生活道路および通学路の安全確保のため、家庭・学校・
地域などの連携による地域安全活動の拡充

回答 平成 23 年 9 月に策定した「仙台市安全安心街づくり基本
計画」に基づき、犯罪機会を与えない防犯性の高い道路の
整備促進等各種施策や事業等を積極的に展開するとともに、
地域コミュニティ全体による防犯の取り組みを支援し、地域
の安全・安心な環境づくりを推進してまいりたい。【市民局】
通学路については、仙台・まもらいだー事業を継続しなが

ら、スクールガード・リーダーや学校ボランティア防犯巡視
員・関係機関と連携し、児童生徒の安全確保に努めてまいり
たい。【教育局】

要望 ⑤街路灯の更新や適切な除草管理および道路標識の改善

回答 通学路やその他の地域の照度アップは、これまでと同様に、
引き続き優先度等を考慮のうえ実施してまいりたい。
また、除草、道路標識の改善については、日常のパトロー

ルや点検を行い、現地の状況等を考慮し、適切に実施してま
いりたい。

34．自転車対策の強化
要望 ① 自転車と歩行者の接触事故防止策を強化するとともに、

　学校や関係機関における自転車走行ルールの指導の徹底
回答 毎月 15 日の「自転車交通安全の日」や「春・秋の市民交

通安全総ぐるみ運動」等の様々な機会をとらえ、警察署等や
関係機関と連携し、安全利用推進街頭キャンペーンや街頭
指導を通じて、自転車利用の事故防止のためのより効果的な
対策を検討してまいりたい。
また、学校や関係機関と協力し、法令・罰則等の周知、

スケアードストレイト（スタントマンの事故再現による体験
型教育）の開催や出前講座の積極的な利用を呼びかけ、自転
車マナーアップ等への理解と実践を働きかけてまいりたい。

【市民局】
自転車と歩行者の安全対策について、今後警察と協議を行

いながら、接触事故防止策等の検討を行ってまいりたい。
【建設局】

学校安全教育担当者講習会を毎年開催し、自転車の利用も
含めた交通安全教育の充実を図っている。また、各学校にお
いては、交通安全教室や日常の学級活動等の中で、交通ルー
ルの遵守や交通事故防止のための指導を行っている。今後も
所轄警察署等と一層の連携を図りながら、安全教育の充実と
交通事故の防止に努めてまいりたい。【教育局】

要望 ②駐輪場の整備拡充

回答 地下鉄東西線関連の駐輪場のほか、都心部において、買い
物客等の短時間利用を目的とした路上駐輪場等の整備に努め
てまいりたい。
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35．「食の安全」の確保

要望 ①「食の安全」確保への取り組みを継続・強化

回答 本市では、平成 18 年度に「仙台市食品の安全性確保に関
する基本方針」を定め、これに基づき、毎年「仙台市食品の
安全性確保に関する基本方針に基づくアクションプラン」
および「仙台市食品衛生監視指導計画」を策定し、食品の安全
性確保に向けた施策を総合的かつ計画的に推進しており、
今後とも継続して取り組んでまいりたい。【健康福祉局】
農産物等については県の検査に加え、市独自で仙台産野菜
等の放射性物質の検査を引き続き実施するとともに、検査
結果のホームページへの掲載や市窓口でのチラシの配布など、
迅速かつわかりやすい広報に努めてまいりたい。【経済局】

要望 ② 学校などにおける食物アレルギー対応食の提供拡大および
　事故防止の徹底

回答 小・中学校を対象とした食物アレルギー対応に関する研修
会等を通じ、実際の事例を基に食物アレルギーの実態や、
調理や受渡し時におけるチェックの重要性について認識を深
めてもらうなど、事故防止への体制を強化しながら、対応食
の提供に取り組んでまいりたい。

36．感染症対策の強化

要望 新型インフルエンザをはじめとする感染症への対策体制の
強化。

回答 感染症対策については、「仙台市危機管理指針」に基づき、
迅速な情報収集に努めるとともに、庁内関係部局の協力の
もと、緊急事態に対処し、仙台市医師会や医療機関等との
連携によって、適切な医療体制を確保してまいりたい。

 5  「新たな杜の都」の環境・
　   エネルギー政策
37．エネルギー政策の強化

要望 ① 太陽光発電やバイオマス燃料など、自然再生エネルギー
事業の積極的な拡大

回答 太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーは CO2 の
削減と同時に、災害時にも自立分散型のエネルギーとして活用
できるものであり、国の政策と連携しながら、各種の優遇策
も活用し、新エネルギーの市施設への導入や市民・事業者等
への普及促進を図ってまいりたい。

要望 ② 蓄電技術や次世代エネルギーの開発促進など、成長産業で
ある環境関連産業の創出を促し、環境と産業が協調する
仙台モデルの実現

回答 次世代型太陽光発電システムの実証実験誘致を進めるほ
か、生活排水を吸収して油分を生成する藻類バイオマスの
研究・開発を推進するなどにより、多様なエネルギー源の確保
や環境関連産業の振興を図ってまいりたい。【経済局】
事業活動における環境負荷低減などの環境配慮の取り組み
を推進するなど、環境保全が経済的な考え方や事業活動を
通じて実現するような、環境と経済の好循環が図られる都市
づくりを進めてまいりたい。【環境局】

要望 ③ 環境関連産業の誘致や導入支援にはエネルギー政策の専門性
が求められるため、これを一元的に取り扱うプロジェクト
チームの設置と窓口の一本化による体制強化

回答 都市とエネルギーの問題は、街づくりや産業、市民生活な
ど広範囲の分野を含み、行政における担当部局も多岐にわた
るが、それぞれの取り組みが効果的・効率的に行われるよう、
適宜プロジェクトチームやワーキングなどを通じて、組織間
の連携を図り、しっかりと進めてまいりたい。

38．ごみの減量化のさらなる促進
要望 事業系ごみも含め、紙ごみ排出のさらなる抑制に努めると

ともに、生ごみ・緑化ごみに対するリサイクル方針の確立
回答 紙類は家庭ごみ・事業ごみの約 3割を占めており、今後と

も事業者に対する啓発・指導と市民啓発に努め、減量・リサ
イクルに積極的に取り組んでまいりたい。
また、生ごみについては、資源化施設の整備状況を踏まえ、

事業者に対する減量・リサイクルの啓発・指導を進め、
市民に対しては生ごみ処理機購入に対する助成事業や講座
および広報・啓発等を効果的に活用し、各家庭における減量・
リサイクルが進むよう取り組んでまいりたい。
なお、剪定枝については資源化方法やその活用先も含め、

本市における効果的・効率的なリサイクル手法について検討
を進めてまいりたい。

39．水辺の環境保全
要望 広瀬川をはじめとする親水空間の改善や活用の促進、水辺の

環境保全と浄化、ならびに生態系のさらなる回復への取り組み
回答 「杜の都環境プラン　2011 － 2020」における「自然共生

都市づくり」の施策体系中の「豊かな水環境を保つ」の中で、
地形・景観等の周辺環境との調和や生態系に配慮した河川整
備、市民が水辺環境とふれあうことのできる場の確保、生物
の生息・生育空間としての水辺環境の保全等を掲げており、
今後とも関係部局と連携を図りながら河川等の親水空間の
改善や水辺の環境保全等が図られるよう努めてまいりたい。

【環境局】
広瀬川創生プランの施策体系の中で「広瀬川の魅力を活用

し自然を生かした親水ゾーンの設置」を掲げ、河川スロープ
の緩傾斜化・広幅員化を実施したところである。今後とも
啓発活動などを通して、河川の活用促進を図ってまいりたい。

【建設局】

40．環境配慮型行動の定着
要望 省エネや節電・電気自動車の普及啓発など、日常生活におけ

る環境配慮型行動の定着を図り、環境負荷の少ない低炭素型
都市づくりの推進

回答 震災復興を契機として、環境負荷のより少ない持続可能な
都市づくりを図るため、電気や水道などの省エネルギー・
省資源への意識が高まるよう、市民参加型の活動を推進して
まいりたい。
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市民フォーラム仙台の市民フォーラム仙台の要望要望と当局のと当局の回答回答

 6 財源確保に向けた行財政改革
　  の推進と効率的な施策展開

41． 行財政改革プラン 2010の見直しに早急に着手し、
   組織および事業の効率化による復興財源の確保

要望 ① 事業評価による事業の見直しや優先順位を明らかにすると
ともに、受益と負担の適正化を検討

回答 震災による影響を踏まえ、事務事業の見直しなど「復興計
画期間における行財政改革の方針」を平成 24 年 11 月に策定
した。また、事業の優先度は毎年度の予算編成の中で判断し
ていくこととし、受益と負担の適正化については、震災の
影響による市民や企業の状況に配慮しながら、検討を行って
まいりたい。

要望 ②事業執行上、適切で効率的な組織体制および人員体制の確立

回答 平成 24 年 10 月に区役所の課税事務を本庁に一元化するな
ど税務事務の集約化を実施し、スリム化を図るとともに適正
な人員体制を検討の上、配置した。
今後とも適切かつ効率的な組織及び人員体制の確立に
向け、不断の見直しを図ってまいりたい。

要望 ③ 外郭団体の整理統合に積極的に取り組むとともに、可能な
限り民間などへの外部委託を推進

回答 各団体の設置目的や役割、各団体が担う事業の必要性など
も含めて、統廃合について引き続き検討してまいりたい。
また、外部委託については、市としての実施責任を担保で
きることを前提に、民間に委ねた方が効率的でありサービス
の向上にもつながるものについて検討してまいりたい。

要望 ④ 災害時における基礎自治体の責任と権限を明確にするとと
もに、政令市として県や国からのさらなる権限委譲の実現

回答 住民の生命と財産を守るという災害時における基礎自治体
の責任を果たすために、必要な権限について精査し、その
権限と財源の移譲を実現するべく、引き続き法令等の改正を
国等に対して求めてまいりたい。

要望 ⑤ 本市の権限と財源および執行能力を検証するとともに、
　特別自治市など大都市制度のあり方を検討

回答 特別自治市をはじめとした、各地域の実情に応じた多様な
大都市制度の実現のため、指定都市市長会などを通じて国に
対して働きかけるとともに、本市にふさわしい大都市制度の
あり方について、検討を進めてまいりたい。

42．地下鉄東西線の整備促進

要望 ① 東部地区再生の拠点であり、集団移転や復興公営住宅の
中心地区である荒井駅周辺の重点的な整備の促進

回答 荒井東地区については、地下鉄東西線の供用にあわせた
駅舎の上部利活用や駅前広場、パークアンドライド駐車場の
整備をはじめ、東部地区再生の拠点としてのまちづくりを進め
てまいりたい。また、震災以降は復興公営住宅の整備や防災
集団移転先地に位置付けられたことから、できるだけ早期の
工事完了を目指してまいりたい。

要望 ② 地下鉄駅とバス結節の機能強化や沿線のまちづくりを促進
させ乗降客数を確保

回答 バス結節機能の強化については、平成 22 年 11 月に
「せんだい都市交通プラン」を策定し、鉄道を中心とした交通
体系の構築を施策に位置づけたところである。
東西線開業を見据えたバス路線の再編については、定時性・

速達性の高い鉄道に乗り継ぎができるようなバス路線網への
再編や利用しやすい運賃について、引き続きバス事業者とと
もに検討を進めてまいりたい。また、鉄道への乗り継ぎ利便
性を高めるため駅前広場の整備など結節機能の強化を図って
まいりたい。
沿線のまちづくりの促進に関しては、「東西線沿線まち

づくりの基本方針｣ を踏まえ、地元まちづくり協議会や地域
住民との勉強会など、地域と連携を図りながら、市民協働に
よる沿線のまちづくりに取り組んでまいりたい。

要望 ③ 運行経費の一層の節減、ならびに ICカード化による効率的
な地下鉄事業の展開

回答 地下鉄東西線の開業時には駅務業務の一部を委託するとと
もに、IC カードを 26 年度より順次導入し、効率的な運営が
図られるよう取り組んでまいりたい。

43．「あすと長町」地区の開発を促進

要望 ①企業や民間集客施設などの誘致を促進

回答 杜の広場周辺の大規模保留地では、アリーナを核とした
総合スポーツ施設が完成し、様々なイベント等による広域的
な交流や賑わいの創出が期待されている。
また、ＪＲ長町駅周辺では、鉄道運輸機構所有の大規模画

地が公募により落札され大型商業施設等の立地が計画されて
いる。
引き続き、区画整理事業の施行者である都市再生機構と連

携しながら施設の誘致促進に努めてまいりたい。

要望 ② アリーナや杜の広場などを積極的に活用したイベント開催
など発信力の強化によるにぎわいのあるまちづくりの促進

回答 アリーナを使用するスポーツイベント等を通じて、
運営する民間企業や地元商店街・町内会等と連携を図りなが
ら街の賑わいの創出等につなげてまいりたい。

要望 ③あすと長町地区への復興公営住宅の整備

回答 本市が整備に向け既に取り組んでいる 16 箇所以外は、
公募買取により整備することとし、長町地区についてもその
買取候補エリアとしたところであり、民間事業者から幅広く
ご提案いただけるよう取り組んでいる。

44．市職員の人材育成強化

要望 市役所職員の意識改革を強力に推進するとともに、
人事異動や昇任試験のあり方を見直す

回答 目標や課題に対し最大限の成果をあげるため、組織力向上
を図る研修を充実させるとともに、限られた人員体制で業務
の高度化等に対応するため、異動サイクルや昇任試験のあり
方について検討を加えてまいりたい。
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