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福島市議会

会長あいさつ

地方移住促進の
チャンス

鈴木 正実

新型コロナウイルス感染症は
私たちの日常を大きく変化させ
ました。その一つに働き方が挙
げられます。これまで国は働き
方 改 革 を 推 進 し て き ま し た が、
遅 々 と し て 進 み ま せ ん で し た。
それが感染予防のためのリモー
トワーク、テレワークにより在
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宅勤務という新しい働き方が現
実化しました。そして今、東京
圏の若者を中心に「豊かな自然
の中で心豊かに暮らす」など地
方移住の関心が高まっています。
今こそ、福島市の移住・定住策
を積極的に展開するチャンスで
す。在宅勤務はもちろん、農家
の担い手、新たな分野への挑戦
など多く方々に夢を実現しても
らいたいものです。そして市に
は一人ひとりに寄り添い、夢を
共有し後押しする態勢の確立を
期待しています。

余には繰越金が充当されます。
歳出補正の主な内容は、コロ
ナ禍の影響を受け実施困難とな
った事業を減額するなど、当初
予算の一部組み替えが行われま
す。また新型コロナウイルス感
染症緊急支援策第６弾等にかか
る経費が計上されます。
継続費の補正は、新最終処分
場管理棟建設工事を２カ年度に
わ た り 実 施 す る た め に 追 加 し、
令和３年度中の供用開始に向け
準備を進めるものです。
今回、当会派からは鈴木正実
議員、根本雅昭議員、斎藤正臣
議 員、 川 又 康 彦 議 員 の ４ 名 が、
一般質問を行いました。

年度福島市農業集落排水事業会
計決算認定の件は、それぞれの
決算の認定並びに水道事業会計
及び下水道事業会計の剰余金処
分についてで、監査委員の審査
意見書のほか、各会計における
主要な施策の成果等の付属書類
と共に決算特別委員会分科会で
審査を行い、 日の全体会では
決算のとおり認定すべきものと
決しました。
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９月定例会議の報告

令和２年９月定例会議は９月
１日に開会し、令和２年度福島
市一般会計補正予算等の議案
件及び報告９件が提出されまし
た。
議案第１０１号令和２年度福
島市一般会計補正予算は、歳入
歳出予算、継続費、繰越明許費
及び地方債の補正で、歳入歳出
予算は総額７億１，１００万円
余を追加するもので、その財源
には国・県支出金１億１００万
円余、地方債３億５，６００万
円余、新型コロナウイルス感染
症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 ８，
５００万円余などを追加するほ
か、差引き１億５，５００万円
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決算特別委員会の報告

14

二階堂 武文
宍戸 一照
鈴木 正実
尾形 武
真田 広志

24

決算特別委員会は、９月９日
に全体会で正副委員長の互選等
が行われ、副委員長に当会派か
ら斎藤正臣議員が選任されまし
た。
その後９月 日、 日及び
日の３日間にわたり、分科会が
開かれました。
議案第１０４号令和元年度福
島市各会計歳入歳出決算認定の
件ないし議案第１０７号令和元
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ゆ

ま

根本 雅昭
川又 康彦
斎藤 正臣

この印刷物はユニバーサルフォントを
使用しています。
写真：あづま総合運動公園

市民の皆様と真に心を結び、人々が生き生きと、そして心穏やかに暮らせる県都・ふくしま、県境を越
えた広域圏域のリーダーにふさわしい中核市・ふくしまの実現を目指す。
市民の皆様と同じ目線に立ち様々な政策提言をするとともに、厳しい環境に取り巻かれている地方議会
の在り方を見つめ直し真に開かれた、期待される議会を目指す。

真結の会
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まゆのかい

阿部 亨

常 任 委 員 会 の 報 告
総務常任委員会

文教福祉常任委員会

【宍戸 一照・尾形 武・鈴木 正実】

【斎藤 正臣】

【政策調整部】本庁舎の全

【健康福祉部】本市

てのフロアで公衆無線LAN

では、任意接種であ

（フリーWi－Fi）サービス

るロタウイルスによ

を拡充し、本庁舎利用者の利

る感染症を予防する

便性向上を図るとともに、各

ため、ロタウイルス

フロアで会議や面談などがオ

予防接種を、接種当

ンラインで実施できる基盤

を整備します。本庁舎の各階で11月を目途に市民のWi－Fiが利用可能

になります。【財政部】本庁舎総合窓口、市民税課、各支所、西口サー
ビスセンターの窓口において、住民票や税証明書の手数料支払いにクレ
ジットカード及び電子マネーによるキャッシュレス決済を導入して、こ

れらの新しい生活様式に対応したICT化を推進します。さらに新型コロ
ナ感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者を対象に、令和3

年度の固定資産税・都市計画税の減免を行います。福島大笹生インター
チェンジの地域振興施設「道の駅」本体建築工事・電気工事の請負契約
10億5,600万円余を締結し、令和3年3月の竣工予定です。また、福島消
防署清水分署整備工事、十六沼公園サッカー場人工芝張替工事（3面の

うち2面）、中央市民プール改修工事2工区の請負契約を締結しました。
【消防本部】消防ポンプ車1台、小型動力ポンプ付き水槽車（積載水量

10,000ℓ）1台、高規格救急自動車１台を更新。また、昨年の台風19号

の大雨対応で被災した消防団（第3分団、第10分団、第19分団）の消防
ポンプ車3台を更新します。

日福島市に住民票が
あるお子さんを対象
に費用の一部を助成
していましたが、令
和2年8月以降に出

生したお子さんから全額公費負担とし、市民の自己負担をゼロにするた
めの、ロタウイルスワクチン予防接種の定期化に伴う予防接種委託料

2,541万円余が採択されました。合わせてロタウイルスワクチン予防接

種の定期化に伴う減額分968万円余についても採択されました。【教育
委員会】福島市立大久保小学校および福島市立青木小学校が令和2年度
で廃校となり、令和3年度からは福島市立飯野小学校に統合することに

伴い、福島市立学校条例の一部の改正が採択されました。なお、統廃合
について地域の自治振興協議会を始め、PTAを通して保護者への十分な

説明をし、理解を得られたこと、安全な通学を確保するためのスクール
バスの運行が検討されていること、新たな制服の購入が保護者負担とな
らないよう学校への支給が検討されていることの説明がありました。

福島市議会には４つの常任委員会があり、あらかじめ決められた担当所管について、
少人数で集中的に審議を尽くすために設置された委員会です。それぞれが所管する事務の調査、議案、請願、陳情などの
審査を行っております。なお、【 】内は、それぞれの常任委員会における当会派の所属議員名です。

経済民生常任委員会

建設水道常任委員会

【二階堂 武文・阿部 亨・川又 康彦】

【真田 広志・根本 雅昭】

【商工観光部】企業立地促進

【建設部】人と車が共存する

計上しました。大笹生イン

りを目指し平成元年に完成し

費として1億4,127万円余を

親しみと潤いがある道路づく

ター工業団地内の2社および

たパセオ通りですが、経年劣

市内2社への助成金になりま

化や埋設管工事等によりひび

す。老朽化が進んでいた県庁

割れや段差が生じているため、

通り商店街のアーケードを

「パセオ通りの再生」を目指

地元商店街組合が改修する

し、安全快適にすごせるバリ

にあたり改修事業の一部945

万円余を計上します。278万円余を計上し、花見山公園をより快適に見
て回るため休憩用の木製ベンチを38基設置します。また、違法駐車や

危険個所への立ち入り禁止防止用の木製バリケードを10基設置します。
【農政部】万一の決壊による想定被害が大きい４つの農業用ため池に水
位計の観測機器を設置し、豪雨被害に対する監視体制を強化するもの

で、1,000万円を計上します。【市民・文化スポーツ部】市役所および

各支所等の窓口において、クレジットカード等の決済が可能となるマル
チ決済レジ端末を導入する経費として、窓口キャッシュレス決済事業費
1,258万円余を計上します。これによって窓口での手数料等の支払いが

キャッシュレス対応となり市民の皆様の利便性が向上します。戸籍・住
民基本台帳システム等改修事業費に2,500万円を計上しました。これは
令和6年実施される他市町村での戸籍謄抄本取得に向け、必要な戸籍シ
ステムの改修を行うものです。

アフリーな環境づくりを進めるとともに、イベントストリートとしても
利用できるような賑わいのある魅力的な道路や快適な歩行空間にリニュ
ーアルすべく1億4,500万円を補正計上し、舗装工事を実施します。

・古関裕而氏をモチーフにした「デザインマンホール」を古関裕而スト
リートと古関裕而記念館の２カ所に設置。マンホール蓋をレコードに見
立て、ＱＲコードをスマートフォンで読み取ることで関連情報が得られ
るなど、本市の魅力を伝えるとともにまちなか回遊性にもつなげていき
ます。【都市政策部】中心市街地の活性化を図るため、市中心部の貴重
な公共空間である「まちなか広場」について、［賑わいの拠点］［市民
の交流拠点］［回遊軸の拠点］と共に［防災機能の拠点］とすることを
目的に2,700万円を補正計上し整備します。【水道局】安全で安心な水

道水の供給、強靭な水道施設による安定した水道水の供給を目指した老
朽管更新事業の年次計画に基づき、１億6,830万円を計上し配水幹線の
布設替工事を行います。
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福島市議会

真結
（まゆ）の会 第５号

所管事務調査等の委員長報告
総務常任委員会
調査
テーマ

人口減少等の社会変化を見据えた持
続可能な行政の在り方に関する調査

【主な提言】

福島市を含め日本全体が人口減少局面に突入、

生産年齢人口も減少し続けることによる労働力

不足が危惧されています。同時にAI、RPA等
のICTが飛躍的に発展するなど行政を取り巻く
環境が大きく変化しています。調査中には新型
コロナウイルスの感染拡大により滋賀県大津市

文教福祉常任委員会
調査
テーマ

健都ふくしま実現に向けた

健康づくりの取組に関する調査

【主な提言】

食生活、運動習慣等を原因とする生活習慣病

に起因する急性心筋梗塞や脳梗塞による死亡率
が全国でも非常に高い本市の現状を喫緊の課題
と捉え、「健都ふくしま実現に向けた健康づく
りの取組」に関する調査を行いました。

その調査の結果として、健康無関心層はもと

経済民生常任委員会
調査
テーマ

古関裕而氏を活かした

にぎわいの創出に関する調査

【主な提言】

連続テレビ小説「エール」の放送により、全

国的に古関氏と本市への関心が高まっており、

これを追い風として、以下の3つの提言をまと
めました。

１点目は、エール・レガシーの積極的な活用

で、放送終了後も、エールを活かした観光ＰＲ

建設水道常任委員会
調査
テーマ

道路の効率的な

維持管理・安全対策に関する調査

【主な提言】

高度経済成長期に集中して整備された本市道

路の急速な老朽化が懸念されていること、さら

４常任委員会は、所管する行政分野に関するテーマを設定
して調査を実施。今定例会議で委員長報告を行い、それに
基づき議会は、市長等に対し政策提言を行いました。さら
に、今回は特別委員会の調査の結果報告が加わりました。

や二本松市で市役所が一時閉鎖されるなど運営

ICT導入、ICT

対応し、さらには将来を見据えた、効率的で

な事務作業を自

上の危機事象も発生しました。それらの変化に

持続可能な行政運営に資するため、①RPA等

ICTの導入手法について②ICTの計画的な導入
について③ICTを含めた経費の削減について④
ICTを活用した市民サービスの向上について⑤
人材育成と推進体制について－との提言をまと
めました。特に詳細な業務分析による効果的な

含めて、子供から大人まで楽しみながら健康に
なることを目的とした施策、そして、健康づく
りを実践する意欲を高めるための付加価値をつ
けた施策を実践することで、さらなる健康意識
の啓発を図ること、また、現状の推進体制の中
において、より幅広く健康づくりに携わる地域

本年３月、当局に対し、新しい西棟のライフ

サイクルコストを速やかに算出し公開すべきで
あることを提言するとともに、議会機能に関す
る諸元として、「議員定数については、前計画

で想定していた46名ではなく、現在の35名を
基本とした規模の施設整備にすること」「全員
協議会室は不要とし、コスト縮減につなげるこ

あるべき行政運営を見据え計画的に導入を進め
るべきであるとまとめました。

材を育成すると
の健康づくり推
進組織を基本と
した気軽に活動

できる組織をしない全地区に早急に構築し、市
民の自主的な健康づくりを推進していくことな
どの提言をまとめました。

を続け、まちなかの回遊性向上につなげるべき

業となり得るも

とした近隣施設や、商工団体、他自治体、他事

この音楽によ

であります。２点目は、古関裕而記念館を中心

のと考えます。

業との連携の一層の強化を図るべきであります。

るまちづくりの

くりについてであります。

な取組が必要で

３点目は、音楽文化の継承と人材育成、まちづ
今後、古関氏の名を冠した作曲や編曲等のコ

ンクールを創設し、10年、20 年と継続するこ
とで、古関裕而のまち・ふくしまの象徴的な事

1点目は、道路維持管理における優先順位で

す。道路の要望に対応していくため、効果的な
修繕に向けた優先順位の考え方について検討し
対応すべきです。

浸透には継続的
す。音楽文化の振興を図る長期的なビジョンを
持ち、その中で行政と市民、団体等が協働で目

指すまちづくりの方向性を示すべきであります。

3点目は将来を担う人材の育成です。職員の

技術力の向上を図り、技術の継承に努めるなど、
人材育成の取組に注力すべきです。

4点目は道路に対する市民意識の醸成です。

2点目はICTによる道路維持管理業務の効率

市民通報システムの構築、運用にあたっては、

法を導入すべきであり、要望箇所や修繕履歴等

へ興味関心を抱くきっかけとなる取組を調査研

りデジタル化を進め、効率化を図るべきです。

新庁舎西棟建設調査特別委員会
議場レイアウト

できない業務に注力できる体制の構築など将来

ともに、各地区

の情報管理については、市民通報システムによ

議会機能の３つの諸元と

職員でなければ

考慮し、ストレス解消による心の健康づくりも

するきっかけが少ない働き盛り世代への対策を

していくが重要であると捉え、調査を行い、市

調査の経過
結果の報告

により、職員が

のリーダー的人

化です。ICTの導入について、本市に必要な手

に対する提言を４点にまとめました。

動処理すること

より、健康を意識しながらも健康づくりを実践

に安全対策も急務であることから、限られた財
源や人員の中で、安全で安心な道路環境を維持

活用により単純

システムが有効に活用されるよう、市民が道路
究し、実行すべきです。

以上４点の提言をいたしました。

とも検討可能であること」「議場や委員会室は、

しい西棟を

整備をすることが庁舎全体による最適な施設の

能、防災機

多用途な活用を可能にするなど自由度を高めた
活用を進める上で有効である一方、運用方法に

は十分留意すべきであること」の3点をとりま
とめ報告しました。その後、議場レイアウトに
おいては、床面はフラットな作りとし、机、イ
スは可動式であること、傍聴席は議長席の正面
に配置すべきであることを申し上げました。新

- 3 MAYU -

市民交流機
能、行政機
能に関する
諸元を取

りまとめ、

平塚市議会の議場視察

「複合市民施設」として基本計画の策定を目指
すべきであります。

3体温が37.5℃以上の方、体調のすぐれない方の来場はご遠慮ください。
2入場時の消毒液による手洗い。

4連絡先として、氏名、住所、電話番号の記入。

⃝新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があり

⃝詳しくは、福島市議会ホームページをご覧いただくか、福島市議
ます。

会事務局へお問い合わせください。☎０２４（５２５）３７７６

川又 康彦

かわまた やすひこ

真田 広志

さなだ ひろし

鈴木 正実
すずき まさみ

◦経済民生常任委員
◦議会運営副委員長

副幹事長

◦建設水道常任委員
◦ 新庁舎西棟建設調査特別委員会

飯坂町字湯町 番地
ＴＥＬ ５４２ ４
- ２５１

幹事長

◦総務常任副委員長
◦ 新庁舎西棟建設調査特別委員会

松浪町１番 号
ＴＥＬ ５２６ ３
- ２０１

会長

飯坂町平野字林添１番地の１０１
ＴＥＬ ５４３ １
- ２１８

二階堂 武文

斎藤 正臣

さいとう まさおみ

宍戸 一照

にかいどう たけふみ

◦文教福祉常任委員
◦議会運営委員

ししど かずてる

◦経済民生常任委員長

渡利字七社宮５番地の１
ヴェルードーネ七社宮３０１
ＴＥＬ ５２１ ２
- ３４２

政調会副会長

町庭坂字内町 番地の２
ＴＥＬ ５９１ １
- １３８
http://nikaidou.net/

根本 雅昭

総務会長

荒井字上町裏 番地
ＴＥＬ ５９３ １
- ０３５

阿部 亨

ねもと まさあき

顧問

尾形 武

あべ とおる

総務会副会長

- 4 MAYU -

（抜粋）

1マスクの着用（未着用の方の参加をご遠慮いただきます。）

◦総務常任委員
◦監査委員

おがた たけし

政調会長

◦経済民生常任委員
◦ 新庁舎西棟建設調査特別委員会
副委員長

渡利字七社宮 番地の１
ＴＥＬ ０７０ ５
- ０９２ ６
- ８０１
https://m-nemoto.com/

◦建設水道常任副委員長
◦議会運営委員

相談役
◦副議長
◦総務常任委員

松川町浅川字大古内９番地
ＴＥＬ ５４８ ７
- ６８３

今回の質問の全体内容は、福島市議会ホームページ【http://www.city.fukushima.fukushima.jp/site/gikai/】の「議会録画中継」でご覧いただけます。

９月定例会議一般質問

新型コロナウイルス感染症対策として、例年より時間を短縮して

25

39

今回の９月定例会議において、当会派からは鈴木正実議員、根本雅昭議員、斎藤正臣議員、
川又康彦議員の４名が、当面する市政各般の課題について質問をいたしました。

開催します。また、来場される方は以下の点にご協力ください。

図書館本館整備は駅前
の賑わい創出の観点を

⃝11月14日㈯ 午後１時30分▶午後２時30分〈三河台学習センター〉

東口再開発工事の期間
歩行者天国で賑わいを

午後２時▶午後３時〈信陵支所〉

中合福島店閉店後の
駅前の賑わい維持を

⃝11月13日㈮

駅前の賑わい創出は、伊達市
でのショッピングモール開設へ
の動きや駅前再開発ビル商業テ
ナント誘致を考える本市にとっ
て最優先の課題です。これから
駅前にできる医大、ホールに加
え、図書館本館を駅前周辺にす
ることは賑わい創出につながり
ます。そこで、図書館本館整備
の際の立地選定において、駅前
の賑わい創出の観点を立地の選
定基準とすることが重要と考え
市への見解を質しました。市側
からは図書館本館のこれまでの
役割を踏まえたうえで駅前中心
部の賑わい創出に向けた観点も
立地選定の基準に加え検討して
いくとの答えでした。

午後６時▶午後７時〈飯野学習センター〉

第６次福島市総合計画（素案
の案）の（案）として個別施策
が示されていますが、中心市街
地の活性化について、駅東口地
区 の 再 開 発 事 業 の 工 事 期 間 中、
駅前通りを定期的に歩行者天国
にし、市民利用を促して街なか
の求心力を維持することの必要
性について質しました。
歩行者天国の定期化で、規制
の手続きが簡素化されるのみな
らず、イベント等の市民の利活
用、周辺の店舗のセールス等を
実施することで駅前の賑わいの
創出につながるとともに、実施
に向けて福島駅前通り商店街を
始め関係機関と協議を進めると
の答弁がありました。

⃝11月11日㈬

ＪＲ福島駅前の中合福島店は
月末、駅前再開発事業により
閉店しました。入居していた辰
巳屋ビルは２０２２年の解体工
事が始まるまで「空きビル」と
なります。当面の駅前の賑わい
維持について、当局は「辰巳屋
ビルの暫定的な活用として市民
の利用が見込める物販や福島市
を訪れた方々のおもてなしの拠
点となるよう所有者と引き続き
協議を進め、県都の玄関口のふ
さわしい賑わいを維持できるよ
う取り組みます。また駅前通り
を中心としたイベントの支援を
継続するとともに、さらなる集
客力のあるイベントを開催して
まいります」と答弁しました。

午後２時▶午後３時〈吾妻学習センター〉
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51

庄野字太夫五郎内東９番地の
ＴＥＬ ５９３ ２
- ６３６
http://abe-toru.net/

14

10

水道施設情報管理シス
テムの緊急時の利活用

⃝11月10日㈫

8

来年度から運用される水道施
設情報管理システムにより、災
害時等の緊急時に水道施設の被
害情報を集約し、給水タンク車
の配備等、応急給水計画を迅速
に立てることが可能であるため、
その利活用について質問しまし
た。現場から直接被災状況を入
力する機能やＧＰＳを備えた給
水タンク車両の位置情報を活用
し、局内本部と現場がリアルタ
イムに情報共有を図り、スピー
ディーで効率的な対策を進める
ことが可能で、さらに、断水影
響 範 囲 を 最 小 限 に 抑 え る た め、
他の水系ブロックからのバック
アップ供給体制等に活用してい
くと答弁がありました。

令和２年度秋季福島市議会
議会報告会・意見交換会開催

真結
（まゆ）
の会 第５号
福島市議会

