平成３０年度 まちづくり懇談会における要望内容等
№

項目

要望内容

まちづくり懇談会当日の回答者
回答内容

担当課

現在の状況並びに対応方針等

■地域振興課長
空き家バンクが始まったのは平成27年度からであり、３年間で
25世帯64人が移住しています。その内20歳未満は20人。順調
空き家バンクで募集しているよう
１ ①暮らし だが、移住者の状況を教えてい に伸びています。川崎町には昨年度調査しましたら空き家は
地域振興課 回答内容のとおり
300件ほどあります。空き家バンクに登録している物件は約30
ただきたい。
件。残り270件にも登録していただくようお願いはしていますが、
様々な理由で登録が進んでいません。今後更なる登録を目指
します。
■地域振興課長
町のホームページで見られるようになっており、現在、交渉中の
空き家バンクの情報は、インター
物件があれば交渉中と表記されます。
２ ①暮らし
地域振興課 回答内容のとおり
ネットで見られますか。
ビデオで動画撮影を行い、物件内部の状況や間取り等も掲載
するので、準備に時間がかかることから、準備中と表記している
ものもあります。
空き家バンクについて、ただ「川
３ ①暮らし 崎町に来てください」だけではな
く、移住後の地域コミュニティへ
の関わり方をＰＲして欲しい。

■地域振興課長
以前は、移住する地域の区長さんと面談するかどうかの希望を
とるのみでしたが、今後は、区費等の納付などを含め、地域の
かかわりを説明していきます。

■地域振興課長
毎月第４土曜日に10数店舗でフリーマーケットを開催している
４ ①暮らし スプリングではどのような事業を ので、皆さんもお立ち寄りください。
しているか。
また、新たに会社を造る、一人で商売をしていきたい人たちの
ために、ビジネススクールを年６回実施しています。

地域振興課 回答内容のとおり

スプリングは、地域おこし協力
隊や起業支援事業者が常駐し、
「移住相談」や「起業相談」の窓
口となっています。ビジネスス
クールや起業セミナー、スプリン
グカレッジという起業（予定）者向
地域振興課
けの事業を各年６回実施してい
るほか、移住ツアーや移住者交
流会という移住（予定）者向けの
事業や会員主催のフリーマー
ケットやワークショップの開催もし
ています。

■地域振興課長
地域おこし協力隊より報告を受けています。地域おこし協力隊
地域おこし協力隊と地区の方が
地域おこし協力隊のメンバーと
とは、都心部より居住地を川崎町に移して地域に根付いた活動
お茶の栽培を検討中です。先
古関茶の試飲会を開催したが、
を展開する国の制度。地元の資源掘り起こしなどにも地域おこ
日、栽培を検討している土地が
５ ①暮らし 地元特産に加えてはどうか。ま
地域振興課
し協力隊を活用してください。
お茶の栽培に適しているとの確
た、スプリングについて説明して
また、スプリングは当隊の拠点施設で、移住定住・起業サポート
認がとれたところです。今後は実
ほしい。
など、日・月曜日以外は隊員が常駐して町を盛り上げようと日々
現に向けて進めてまいります。
活動しているので、気軽に訪問、交流してください。
シルバー人材センターは町内全
６ ①暮らし 域をカバーすることは難しいの
で、出先を置くなどエリア分散で
きないのか。

■保健福祉課長
法令に基づき市町村単位であるためセンターは町内に一つに
回答内容のとおり。今後の状況
保健福祉課
なります。社会福祉協議会と同様。出先機関等は今からの運営
を見て適宜対応していきます。
体制確認に向け協議していきます。

■保健福祉課長
会員向け説明会を１０月に開催
シルバー人材センターについ
アンケートで約200人と出ています。
しており、48名の加入を得まし
て、来年の４月を目途にというこ
７ ①暮らし
予定だが、10月初めに町民向けの３日間通しの説明会をやりた 保健福祉課 た。現在も加入希望を募ってお
とだが、今どれくらいの人数が登
いと思っており、登録の意志のある方は参加していただき、その
り、70名以上の加入を目指して
録しているのか。
中で会員数を固めていきたいと思っています。
います。
シルバー人材センター設立準備
事業について、現在、その役割 ■保健福祉課長
８ ①暮らし を担っている「NPO法人ガンバ･ 今までは「NPO法人ガンバ･ペッチャー」がその役割を担ってい
ペッチャー」があるが、競合する る部分があるため、競合しないよう調整していきたい。
のではないか。

回答内容のとおり。関係法人・団
保健福祉課 体等と随時調整を進めていま
す。

川崎町のシルバー人材に登録し
９ ①暮らし て、町外の仙台市とかで仕事は ■保健福祉課長
できません。
できますか。

保健福祉課 回答内容のとおり

■保健福祉課長
３年ごと計画に基づき保険料を見直ししております。現在は第７
町の介護保険料は他市町と比
期。第５期は県内１位、第６期は５位、第７期は４位。高水準であ
１０ ①暮らし べると高いのか。また、他市町か ることに間違いありません。ただし、他市町から転入した介護施 保健福祉課 回答内容のとおり
らの転入者が影響しているの
設等の利用者の負担は、転入前の市町が負担しますので影響
か。
はありません。同様に、川崎町から町外の施設に転出しても当
町が負担することもあります。
健診の問診票について、国保加
入者は事前にいただけるが、社
会保険扶養者は受付してからあ
１１ ①暮らし らためて問診票を記入することに ■保健福祉課長
来年にむけて検討したいと思います。
なるので、事前に問診票をいた
だくことはできないでしょうか。
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社会保険の被扶養者が町の住
民健診を希望するか否かが特定
できず、事前に個別の問診票を
送付することは困難であります。
保健福祉課
必要な方は申し出により問診票
の事前配布が可能であることか
ら、来年度から広報等で周知し
ます。

№

項目

１２ ①暮らし

要望内容

どれくらいの外国人が来ている
のか？

まちづくり懇談会当日の回答者
回答内容
■町民生活課長
ライフフーズさんに今回８月に約12名で、今後50名から60名を
計画しているそうです。
■副町長→5月末現在で66名の方が外国人登録されており、
全体の１％未満となっております。

担当課

現在の状況並びに対応方針等

⑦９月30日現在、住民票のある
外国人は、78人です。（ブラジル
町民生活課 1、スリランカ2、中国8、インドネシ
ア5、北朝鮮2、韓国17、フィリピ
ン6、アメリカ1、ベトナム36）

■生涯学習課長
集積箱によっては、編み目が大きくカラス等に荒らされる場所も
行政区長と現場確認をしました。
設置されているごみの集積所で あり、各集積所で工夫をしていただいております。それでも破ら
１３ ①暮らし すが、カラスにつつかれてゴミが れてしまうということでしたら、町民生活課にご連絡いただけれ 町民生活課 今後、同様の事案が発生した場
合、行政区長に相談し対応いた
出てしまう。
ばと思います。
します。
■町長
細かくてしかも堅いものがあるのか、探してみたいと思います。
■総務課長
現在、裏丁１号線を優先道路と
交差点は基本的にはどちらかを優先道路と位置付ける必要が
１４ ①暮らし して交通規制されているが、交 あります。どちらからも一時停止にするのは例外的となります
通安全の観点から全ての交差点
が、危険と思われる交差点を県公安委員会へ要望すれば相互
を一時停止としてもらえないか。
一時停止にすることも可能ですので総務課までご相談下さい。

総務課

今後、要望がありましたら県公安
員会に対し要望を行う予定として
います。

総務課

渋滞が無く、安全な走行を考慮
すると、双方向において一時停
止をすることが一番良いと考えて
おりますので、現状のままで対策
を検討していきます。

役場前の道路（県道蔵王・川崎
１５ ①暮らし 線）と裏丁１号線の交差点に信
号機を設置する計画はないの
か。

■町長
議会からの意見もあり、以前大河原警察署長へ直接要望したこ
とがあったが、車の往来がないのに待たされることになったり、
渋滞が発生したりするデメリットも予想されます。

商品券を毎年開発センター前で
９時から早く並んだ順で配ってい
１６ ①暮らし るが、行けない人もいるので、来
年も補助するのであれば全員に
恩恵が出るようにしてほしい。

■地域振興課長
事前販売を７月５日と６日の２日間、75歳以上の方の世帯303世
帯を対象に行っています。町民バスは日曜日に走っていないの 地域振興課 回答内容のとおり
で、バスで行く人のために設けております。来年度についても
実施する予定です。

■町長
副町長を中心に徴収をおこなっています。
税の滞納1億3千万円あるので、
現在、督促等の通知だけでなく、滞納が少ないうちから声掛け
１７ ①暮らし 重点的に徴収していただきた
を行い、さらには差押えや弁護士に税の徴収をお願いするなど
い。
税の徴収を強化しております。今後も一生懸命対応していきた
いと思います。
１８ ②道路・ 道の駅構想はあるのか。
公園

■町長
現在「あだこだ」を国が貸与しても良いとの話があります。現在
の建物では魅力的ではないと考えています。また、持続可能な
管理運営をどうするのか悩ましいところが今後の課題です。

税務課

回答内容のとおり

建設水道課
回答内容のとおり
地域振興課

道の駅は30軒の専業農家がな
ければやっていけないと聞いて ■町長
１９ ②道路・ いる。市場から持ってきてではな 建物だけは比較的簡単ですが、運営をどうしていくかが難しい 地域振興課 回答内容のとおり
公園
く、農家を育てていかなければな ところですので検討していかなければならないと思っています。
らないのでは。
■町長
②道路・ あだこだでの道の駅構想の話を 現在「あだこだ」を国が貸与しても良いとの話がある。現在の建
２０
公園
聞いたが、予定はあるのか。
物では魅力的ではない。また、持続可能な管理運営をどうする
のか悩ましい。今後の課題です。

建設水道課 回答内容のとおり

側溝の維持管理について、年次
計画を定め順次整備していくと
２１ ②道路・ のことであるが、伊勢原地区周
公園
辺の整備計画はどのようになっ
ているのか。

■建設水道課長
回答内容のとおり（現場調査によ
伊勢原地区内の側溝整備については、計画年次も未定の状況
り、伊勢原地内の道路側溝が
建設水道課
ですが、緊急的に整備が必要な箇所については、適宜修繕を
数ヶ所破損しているため、補修
行っております。
することとする）

流雪溝器具が破損している（固
定部分のボルトが無くなってい
２２ ②道路・ る）ところが何箇所かあるのです
公園
が、どのようにしたら良いのでしょ
うか。

■建設水道課長
以前、本荒町地区の側溝に子どもが落ちて流されるという事故
8/31大河原土木事務所に再要
が発生したことを受けて、大河原土木事務所において調査を実 建設水道課 請しており、時期は未定だが今
施しており、破損箇所等の内容について把握しているとのことで
後実施予定。
す。

２３ ③農業

有害鳥獣処理施設は処理して
捨てるとのことだが、加工して特
産品にできるものもあると思うが
どう考えているか。

■総務課長
今回の施設は処理施設なので処理のみしかできません。また、
原発の事故以来、自分で食べる分については問題ないが、販
売はできません。解除する際は、宮城県で一斉に解除すること
になります。
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農林課

回答内容のとおり

№

項目

要望内容

まちづくり懇談会当日の回答者
回答内容

担当課

現在の状況並びに対応方針等

２４ ③農業

捕獲した熊やイノシシを放射線
検査して業者に販売をすること
は可能なのか。

■総務課長
熊は有害駆除でしているため、法律で決められておりできませ
ん。イノシシについては県内全てが100ベクトル以下に落ちてい
るとは限らないため、宮城県では自粛しています。川崎町では
出ていないが、町単位で許可は出ていないので商売はできま
せん。

農林課

回答内容のとおり

２５ ③農業

有害鳥獣解体施設処理施設は ■農林課長
解体専門という説明でしたが、加 現在のところ、加工場を造る計画はありません。また、放射能の
工場を造る計画はあるのか。
関係もありますので、県内どこでも加工販売はしておりません。

農林課

回答内容のとおり

２６ ③農業

イノシシ等の肉を利用した料理
を提供できないのか。

■農林課長
県内では１００ベクレルを超えているので提供できません。川崎
町内のイノシシは１００ベクレル以下ではあるのですが、県から
は許可が出ない。自家消費であれば食べているようです。

農林課

回答内容のとおり

２７ ③農業

電気柵補助は２回目もできるの
か。

■農林課長
申請できるのは一年間にひとり一回です。また、同じ場所はで
きません。

農林課

回答内容のとおり

２８ ④観光

■幼児教育課長
将来的にマラソン大会に有名な
たとえば高橋尚子選手を招待すると相場的には300万円かかる 生涯学習課 回答内容のとおり
人を呼ぶとか考えはないのか。
そうです。コースや運営経費等を考えると難しい。

２９ ④観光

「イーレ！はせくら王国」につい
てですが、こどもの遊び場の整
備を行ってはどうか。

３０ ⑤教育

■教育長
昨年度教育委員会に報告があったのは小学校で１件のみで
町内の小学校にいじめ問題はな す。仙台管内と比較するといじめ問題が少ない。
いのか。
学校ではいじめアンケートや生活アンケートを実施して各学校
が対応し解決しており、深刻なものは事故報告書として報告さ
れることになっているが今のところありません。

３１ ⑤教育

学校給食でご飯を持っていく日
があるが、持ってこない子がいた
り、給食費を払わない払えない
家庭があると聞いているので対
策を検討してほしい。

■町長
まだ始まったばかりであり、これから色んな改善を加えていかな
ければならないと思っています。

地域振興課 回答内容のとおり

学務課

今年度はいじめの報告は無く、
深刻な案件は発生していませ
ん。

■教育長
現在、給食費の未納者はいません。川崎町は月水金はご飯を
各自持ってくることになっており、忘れた場合は家に電話した
り、パックのご飯を用意しておいて後日お金をいただくなどの対
応をしておりますので食べられないということはありません。
完全給食については現在検討中です。

学務課

回答内容のとおり

３２ ⑤教育

川崎町では、全国学力状況調査
の結果を公表しないのは何故で
すか。
また、東松島市の公立小中学校
のように、夏休み期間を短縮す
る等の動きも出ているのですか。

■教育長
宮城県内で結果を公表しているのは10市町です。公表すること
により、競争意識をあおり過ぎる等の懸念がありますので、慎重
にならざるを得ません。
夏休み期間の短縮につきましては、仙南地域や近隣市町の動
向をみながら、検討してまいります。

学務課

回答内容のとおり

３３ ⑤教育

先日、「富岡幼稚園を考える会」
が開催されましたが、無くなって
しまうのではないかと不安です。
町としては富岡幼稚園を無くす
方向性も検討しているのです
か。

■教育長
「富岡幼稚園を考える会」を開催して区長さんや保護者のみな
さんなどから広くご意見を聞いたところです。今後もみなさまの
ご意見を伺いながら、町の考えをお伝えし、進めていきたいと
思っております。

地域の方々には多様な意見があ
りますので、「富岡幼稚園を考え
幼児教育課
る会」などを通して検討していき
ます。

３４ ⑥病院

川崎病院の入院患者の伸びは
「地域医療連携業務」の進展か ■病院事務長
ら他市町から積極的に受入して 常に緊急用の入院ベットを確保しているため、町民が入院でき
いるとのことだが、町民が入院で ない事態は想定していません。
きない事態はないのか。

病院

地域医療連携業務などの進展
により、他市町からの入院患者
数が増加してはおりますが、常
時満床という状態ではありませ
ん。また、急患用として２床程度
は常時確保しておりますので、
町民の方が入院できないというこ
とはありませんのでご安心くださ
い。

３５ ⑥病院

国保川崎病院について、外科が ■町長
無く不便であるので、再開はあり 外科医を確保するために努力をしていますが、厳しい状況で
ますか。
す。今後も引き続き努力します。

病院

回答内容のとおり

病院

人口減少や健康増進事業の取り
組みにより、患者数の減少が進
む中、訪問診療の推進や他の市
町から積極的に患者を受け入れ
るなど、病院収益を増やす取り
組みを拡充し、赤字減少に向け
て、今後とも努力してまいります。

３６ ⑥病院

病院は平成１７年から改善の状
況にあるというが、どうなのか。

■病院事務長
年々赤字額が減少しており、ある程度経営改善していると言え
ます。今後も、赤字を減少すべく、職員一丸となって努力してま
いります。

3 / 4 ページ

№

項目

要望内容

まちづくり懇談会当日の回答者
回答内容

■病院事務長
待ち時間については、短縮できる部分については、できるだけ
努力していきたい。

担当課

現在の状況並びに対応方針等

病院

待ち時間が長くなってしまうこと
は、予約の数が日によって違うこ
とが、ひとつの要因であると考え
ておりますので、一日の予約数
の見直しなどを行い、待ち時間
の削減に努めて参ります。

３７ ⑥病院

川崎病院に電話予約を入れて
受診しても、待ち時間が長いの
で短縮できないか。

３８ ⑦防災

川崎町でも災害が発生し、大勢
が避難するとなった時に学校が
■地域振興課長
避難所となると思うが、優先的に
契約の中で優先的に使わせてもらえることにしております。
使用する等、事業者と取り決め
をしているのか？

３９ ⑦防災

全国的にゲリラ豪雨、土砂災害
等が多い。本砂金は山で囲まれ
沢も多く、地域としても災害等に ■町長
ついて話し合っている。地区とし 地域住民の災害意識の醸成等引き続き協力お願いいたしま
てできることを少しずつでも取り す。
組んでいきたいと考えているかど
うか。

総務課

回答内容のとおり

４０ ⑦防災

近年の異常気象等の影響によ
り、台風等が発生した際に気象
庁から発表される「大雨・土砂災
害警報（注意報）」が当町に出さ
れる頻度が多くなっているようで
すが、例えば「古関地区のどこど
こ」というように、せめてもう少しエ
リアを絞ったかたちで周知するこ
とはできないか。

総務課

回答内容のとおり

４１ ⑦防災

消防団に若い人がいないので、
■町長
元消防団の人に手伝ってもらえ
今現在の退職年齢は65歳、これを単純に70歳まで引き上げる
るように、OB隊みたいなのを町
のも一つの案。柴田町では協力隊というものがあります。
で援助してもらえないか。

総務課

現在、消防団員の確保対策をい
ろいろと検討しているので、その
中で定年年齢引き上げの件等も
協議しています。

■総務課長
現実的な対処法としましては、気象庁からのデータ）を監視しな
がら、地区の行政区長さんと避難の必要性等についても相談し
ながら、それぞれ個別に対応していくしか方法はないのではな
いかと思っています。
なお、以前配布しております「防災マップ」を見ると、町内の土
砂崩れ警戒区域等の範囲が分りますのでご確認下さい。
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地域振興課 回答内容のとおり

