
答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名  辻浦 義浩 

担当部  企画財政部 担当課  企画課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項   「新たな地域コミュニティ活動の創造」について 

【質問要旨】 
  新たな地域コミュニティ活動の創造について、組織づくりや活動方法などの相談    

に小まめに対応する支援体制を整備するとあるが、その基盤づくりについてどのよう

に考えているのか。 

【答弁要旨】            【答弁者：市長】 
  ある団体に事前にどういうことができるかを検討していただいている。イメージと

しては、ネットを中心に双方向に情報を流す仕組みづくりをすることと、事前に登録

いただく方をお願いすることなど、平成28年度中に準備をし、関係者に声掛けをして

スタートしたい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成29年４月１日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月12日現在 
  
  平成28年度から社会福祉協議会で取り組んできた同事業につきましては、今年度か

ら企画課政策推進室が引き継ぎ、市内で活動している団体やサークル等の把握や活動

状況の調査を行っております。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成 28年３月 
議員名  辻浦 義浩 

担当部  企画財政部 担当課  財政課 

質問年月日   平成 28 年３月４日 

質問事項   「市民とともに改革」について 

【質問要旨】 
  今後の公共施設等の維持管理に努めるためには、使用料の見直しもかけなければい

けないと考えるが考えを伺う。 

【答弁要旨】            【答弁者：市長】 
  いたずらに減免がいいのか、要するに受益者負担の原則という公共施設の大原則が

ないがしろにされている可能性もあるとは思う。適切な使用料についてはやはり議論

がある。一方的に行政が決めるのではなく、市民的な議論の中から受益者負担とは一

旦何かという原点から議論してもらい、次の総合計画までにははっきりさせていきた

いと考えている。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成29年４月１日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月21日現在 

 

  使用料の見直しにつきましては、個別の精査を行った結果、市民農園、カルチャー

センター、総合体育館、トレーニング室・温水プール及びまなびの里サッカー場につ

いて、パブリックコメントを経たのち、平成28年第４回市議会定例会にて条例を改正

し、使用料を改定しております。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名  辻浦 義浩 

担当部  教育部 担当課  生涯学習課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項   （仮称）伊達市総合文化館について 

【質問要旨】 
  施設名称は、人に与えるイメージが強いと思う。例えば、亘理伊達家歴史館のよう

な具体的にわかりいい名称にしたほうが来る方にもイメージしやすいと思うが、お考

えを伺う。 

【答弁要旨】            【答弁者：教育長】 
  名前によって来られる方がどんなものを期待できるかということを誘発、触発でき

るような名称を考えていきたいと思うが、アイヌ文化、亘理伊達家移住や美術等の作

品もあるので、そういったところを網羅した形で伝わるようなことで検討したい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成28年９月５日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成28年９月５日現在 
 

（仮称）総合文化館の正式な名称については、次に掲げる点を考慮しつつ、総合 
的に判断し、「だて歴史文化ミュージアム」と命名することといたしました。 

・伊達市の「歴史」や「文化」を紹介している施設だとわかること。 
・博物館、美術館の両方の要素を表現する「ミュージアム」を含めていること。 
・だて歴史の杜の一角にあることを示していること。 
・親しみやすく、覚えやすいこと。 
・観光客が興味を持って入りたくなるような名称であること。 

 平成30年秋予定のオープンに向けて、市内外の多くの皆様に何度も足を運んで 
いただけるような魅力ある施設とするよう、準備を進めて参ります。 

 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名  辻浦 義浩 

担当部  教育部 担当課  指導室 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項   「伊達市いじめ防止基本方針の策定」について 

【質問要旨】 
  今回いじめ防止基本方針ということで、現在各学校においてあると思うが、児童や

ＰＴＡ、地域との連携の中でさまざまな意見が出ていると思うが、この内容について

どう反映させているか伺う。 

【答弁要旨】            【答弁者：教育長】 
 今策定に当たりましては、教育委員会事務局のほうで進めておりまして、今後は教育

委員会の会議に諮ったり、あるいはパブリックコメント等も必要になってくると思う

ので、各種、各世代、各団体等の意見など伺いながら進めていく。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成28年10月24日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月11日現在 

 

  伊達市いじめ防止基本方針につきましては、平成28年10月に策定いたしました。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  企画財政部 担当課  企画課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 まちづくりとボランティアの役割について 

【質問要旨】 
だてトークに出ている方を中心に審議会などのメンバーに新しい人材を登用するこ

とについてどう考えているのか。 

【答弁要旨】            【答弁者：市長 】 
例えば公園などのテーマを決めて、みんなでいろいろ議論、検討して、この公園を

目的別につくり直すなど、多額の予算をかけずにできることを１つずつ重ねていくこ

とも大事だと思う。今回やってみて、我々が望むのは生活感のある女性の参加である

が、なんでもしゃべってくださいと言っても言ってもらえないのに、誰かが言うと次

から次に出てきたりするので、具体的な成功事例、体験事例をつくっていきながら、

そういう意識の改革に、特に若いお母さん方が参加してもらえればいいと今回痛切に

感じており、これは難しくないので、早めにやっていきたい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成29年９月１日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月13日現在 
  

昨年10月に開催した「住み続けたいまちづくりワークショップ」では、20名の参加

者の公募を行ったところ、平成27年度に各事業所や市内のサークル等に所属する50歳

未満の方を対象に実施した「未来を語るだてトーク」の参加者から16名の応募があり

ました。    

また、現在までに「住み続けたいまちづくりワークショップ」に参加した２名がま

ちづくり人材バンクに登録するなど、新しい人材が各種審議会委員に登用される可能

性が拡がっております。 

なお、今年度実施中の「みらい会議」の参加者にも登録を促して参ります。 
 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  総務部 担当課  総務課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 まちづくりとボランティアの役割について 

【質問要旨】 
ポイントを上げるのに介護現場でボランティアをして、年間通して積算されて、何

かしらのプレゼントと交換ができる。その程度の部分でもインセンティブとして働い

て、かなり効果を上げているため、ボランティアに対してポイントを付加する仕組み

を検討してはどうか。 
【答弁要旨】            【答弁者：市長 】 
  ポイント付与する対象について庁内で検討している。例えば、自治会長、民生委員・

児童委員などで、本当になくてはならない存在である。さらに、今ご指摘のあったボ

ランティアに、市が認定したという条件がつくかもしれないが、参加したら幾らとい

うのがあってもいい。その原資は市が出すわけだけれども、そのプライドに対して市

が報いるということもあっていいのではないかということで検討する予定であるた

め、わかり次第議会にも報告したいと考えている。 
 

【対応・進捗状況】 対応済（平成  年  月  日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月26日現在 

 

  伊達まちカードの有効活用に関する検討資料として、各課で把握しているボランテ

ィア団体・個人の調査を行いました。 

  伊達まちカードのポイント付与の範囲について検討を進めております。予算や認定

手続の方法が整い次第開始したいと考えております。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  建設部 担当課  建設課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 道道南黄金長和線の歩道整備について 

【質問要旨】 
  ふたば保育所が建設されたが、手前の歩道が100メートルほどないところがある。 

平成29年度完成をめざす中で、少し費用がかかるかもしれないが、分割発注で歩道

だけ早く進めることはできないか。 

【答弁要旨】            【答弁者：市長 】 
  あと２年間で終わる予定であるため、部分的な前倒しができないか、総合振興局に

お願いしてみたいと考えている。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成  年  月  日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月28日現在 
  

北海道で道路整備を行っている道道南黄金長和線につきましては、今年度から北海

道糖業側から工事に着手しております。 
ふたば保育所周辺の歩道整備は、用地等の関連から部分的な前倒しは難しい状況で

すが、来年度の工事完了を目指していると伺っており、引き続き、早期完成に向け要

望して参ります。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  教育部 担当課  図書館 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 図書館サービスについて 

【質問要旨】 
あり方検討委員会で検討される間に、お金をかけなくてもできる方法をみんなで考

えながら、現状の問題点を改善することができる部分について対応するようにすれば、

そんなに予算をかけずに済むと思うがどうか。 

【答弁要旨】            【答弁者：教育長 】 
  早急に改善できる部分、できない部分、費用がかかる部分を仕分けして、図書館や

図書館運営協力会などと連携をとりながら考えていきたい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成28年６月17日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成28年７月14日現在 
 
  図書館運営協力会からこれまでに提言のあったものを踏まえ、図書館で現状の問題

点を洗い出し、多目的トイレの音漏れ防止などの「改善できる部分」、エアータオル

等の設置などの「費用がかかる部分」及び読書や勉強をするために来館する利用者や

乳幼児を同伴する保護者が気兼ねなく図書館を利用できるよう１階の閲覧コーナー

と児童書コーナーを分離するなどの「改善できない部分」に仕分けを行い、「改善で

きる部分」につきましては、既に改善を行っております。 
また、あり方検討委員会の協議の中で、「費用がかかる部分」及び「改善できない

部分」につきましても、今後検討されて行くこととなります。 
 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  総務部 担当課  総務課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 図書館に限らず公共施設への無線ＬＡＮ環境整備について 

【質問要旨】 
図書館に限らず公共施設に無線ＬＡＮ環境を整備する考えはあるか。 

【答弁要旨】            【答弁者：総務部長 】 
  セキュリティの問題をクリアすることとニーズがあるかどうか、メリット、デメリ

ットがどうかなどを検討して、全体的なことを考えながら進めてまいりたい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成  年  月  日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月21日現在 

 

  公共施設への無線ＬＡＮ環境の整備につきましては、市内の公共施設12箇所（市民

活動センター、カルチャーセンター、総合体育館、コミュニティセンター４箇所、図

書館、市役所本庁舎、第２庁舎、保健センター及び大滝総合支所）へ公衆無線ＬＡＮ

を設置すべく、平成29年度予算を計上しております。 

  現在、市民活動センターへの導入が完了しておりますので、他施設へも順次導入を

進めていくところであります。 



答弁指定事項進捗状況調書 
 

 

平成28年３月 
議員名 小久保 重孝 

担当部  企画財政部 担当課  企画課 

質問年月日   平成28年３月４日 

質問事項 図書検索バナーの設置について 

【質問要旨】 
市ＨＰトップページに西胆振広域の図書検索ページへのリンクバナーを設置する対

応はできないか。 

【答弁要旨】            【答弁者：企画財政部長 】 
  全体のバランスと需要度など課題もあるので、アクセスしやすくという方向で研究

していきたい。 

【対応・進捗状況】 対応済（平成28年９月１日） 対応中 検討中 実施不可 

  ■平成29年９月１日現在 

 

  アクセス状況等の確認作業の結果、利用者の利便性の向上に繋がると判断し、図書

館情報システムページに至る「図書館情報システム」のバナーを市ホームページトッ

プに配置いたしました。 


