会 派 「そ う ま 維 新 」

■発行：相馬市市議会議員・会派「そうま維新」

【2014 年 6 月 1 日】

議会報告会に対するＱ＆Ａ
震災から 3 年以上が経過し、4 月に 6 ヵ所で行った「そうま維新」の議会報告会は、
市民のみなさまのご意見を伺う貴重な機会になりました。報告会の後、そうま維新は執
ｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑ
行部と勉強会で意見を交換するなどし、この回答をまとめました。まだ答えの出せない
ｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑ
課題もあり、今後の議員活動で鋭意努力して参ります。
ｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑ
相馬市議会会派「そうま維新」の 4 人の
メンバーは、2014 年 4 月 7～15 日に、仮設
住宅の集会所を中心に 6 カ所において、議
会報告会を開催いたしました。その際皆様
から頂いた様々なご質問・ご要望に対し、
会派としての回答の準備のできたものから
順次ご報告いたします。
１ 防災集合移転促進事業にかかる分譲
地について
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Ｑ３：分譲地の価格がどうしてこんなに安くなっ
たのでしょうか？また自力で土地を求めた個人

Ａ：建物は基本的に２年以内に建築してくださ

Ｑ10：入居時の保証人制度が入居予定者の負

への助成はありますか？

い。諸事情による買い戻し特約は５年間になり

担になっていませんか？

Ａ：土地所有者からの協力もあり、分譲価格を

ます。

Ａ：公営住宅の入居に際しては、原則 2 名の保
証人（うち 1 人は相馬市内）が必要です。これ

予定より抑えることができました。総工費約 25
億円のうち、分譲にかかる約 3 億円分を住民

２ 災害公営住宅について

は緊急時の対応にも必要になるものです。な

の皆様にご負担いただくようにしました。

Ｑ７：災害公営住宅の払い下げ価格はどうなり

お保証人の所得証明の提出は郵送でも受付

対象外の個人への助成は現時点ではないで

ますか？

けています。

すが、会派としましては、この助成がかなうよう

Ａ：5 年後の時価で算定します。市独自の支援

に、今後も市・県・国に働き掛けていきます。

策により、事業費の半分程度で払い下げる予

３ 避難道路について

定です。なお、土地代は別に支払うことになり

Ｑ11：荒田地区の避難道路の計画が当初から

ます。

随分変更になったが、充分か？

Ｑ１：分譲地を追加募集していますが、どのよう
な状況になっていますか？

Ｑ４：刈敷田の店舗兼用分譲地の扱いに不公

Ａ：分譲地の再募集は 4 月 30 日で締切りまし

平感を抱きますが？

たが、引渡す段になっても辞退者が出ていま

Ａ：担当課としては、所定の手続きを経て公平

Ｑ８：刈敷田にできるアパートではペットが飼え

になっています。今後、西側の道は避難道路と

す。再募集を検討しているので、まめに担当課

に行ったとのことです。４月２５日の臨時議会で、

ないのですか？

合わせて整備していくことになります。

に確認することをお勧めします。

そうま維新の議員が「問題である」と発言しまし

Ａ：現時点でペットを飼うことは禁止です。今後

相馬市建設部都市整備課☎37-2160

たが、多数意見とはなりませんでした。

の検討課題です。

Ａ：造成地が縮小したことから東側の道が中止

４ 仮設住宅について
Ｑ12：仮設住宅は将来どのように再編されてい

Ｑ２：南ノ入、荒田の住宅団地の造成工事が

Ｑ５：刈敷田以外の分譲地に店舗兼分譲地を

Ｑ９：災害公営住宅の家賃は 5 年後にどうなる

くのでしょうか？

延期になったが、早期引き渡しをお願いできな

提供する予定はありますか？

のでしょうか？

Ａ：まだ方針が決まっていませんが、現在半分

いでしょうか？

Ａ：現在のところ他の住宅団地での予定はあり

Ａ：収入などによって変わってきますが、例えば

近くが空き家になっているので、再編を検討す

Ａ：資材や人材不足で工事が遅れていますが、

ません。

月 2,400 円の家賃の方は、5 年後には 4 倍の

る時期に来ています。災害公営住宅等への入

9,600 円になります。5 年後には一般の公営住

居が完了する頃までに、住民の皆様の意向を

造成工事をできるだけ早く完了できるよう努力
しています。８月中の引き渡しを目指していま

Ｑ６：分譲並びに払い下げ時の契約条項はど

と同じ扱いになるので、高額所得者の家賃は

聞きながら、決定し発表することになると思わ

す。

のようになるのでしょうか？

大きくなります。

れます。

Ｑ13：仮設住宅に空きが出てきているので、入

Ａ：磯部地区の水産加工施設は、現在地元被

８ 道路の開通について

Ｑ23：防災無線の音量が大きすぎるように感じ

居条件を緩和できないでしょうか？例えば、家

災事業者を含め 5 加工業者が参加し、平成 27

Ｑ20：６号線、常磐道、阿武隈東道路の開通はど

るのですが？

族が減った世帯が小さい部屋に転居させられ

年 10 月完成予定で計画が進んでいます。

のようになっていますか？

Ａ：無線が正常に機能しているかの確認も含め、

るのはいかがなものか。もっと血の通った対応

また学校、店、郵便局、集落、農地組合につい

Ａ：現在６号線の再開の見通しは立っていません。

現在、正午と午後 5 時に時報メロディーを流し

はできないものでしょうか？

て質問が寄せられましたが、会派として真摯に

現在、帰還困難区域の住民やそこで働く業者の

ています。音量については、皆さんの意見も踏

Ａ：自立等で人数が減った世帯に対し、小さな

向き合い、今後の議会活動の中で精力的に取

みが通過許可されています。相馬市民には通行

まえて調整しながら運用していきます。

部屋に移るようなことを市では求めていません。

り組んで参ります。

許可は出されません。常磐道≪相馬～山元≫≪
原町～浪江≫は平成 26 年中、≪浪江～富岡≫

Ｑ24：市内の太陽光発電事業の状況はどうな

は平成 27 年 4 月に開通の予定です。阿武隈東

っていますか？

分離することで、別に部屋をもらうことができま

７ 放射線対策等について
Ｑ17：家の周りの放射線の測定や除染をして

道路≪山上・間野次郎～玉野≫は平成 28 年度、

Ａ：現在、中核工業団地東地区と石上地区に

す。しかし被災してない家族との同居の場合は

欲しいのですが？

≪玉野～霊山≫は 29 年、 ≪常磐道山上～間

約 2 メガの発電所が稼働しています。また、山

それが認められていないのが現状です。

Ａ：現在放射線測定の申請を受付けています

野次郎≫は 30 年に開通予定です。

上菖蒲形地区内に約 8 メガ、磯部地区に約 40

申入れがあるたび、市は福島県被災支援課に
判断を仰ぎますが、家族が増えた場合、世帯

メガの発電事業の計画が進められています。

ので、市の放射能対策室に同意書を提出くだ

５ 住宅再建にまつわる情報提供について

さい。5 月 20 日現在約 500 件の申し込みがあ

９ その他の質問について

Ｑ14：住宅再建支援金の適用は？

り、順次対応しております。詳細は放射能対策

Ｑ21：瓦礫が他地域からも搬入されていると聞

Ａ：災害危険区域の全壊家屋は一律 100 万円

室（☎37-2270）にお尋ねください。

いたが？

の見舞金が支払われました。その他、家を自

Ａ：協定を結んだ新地町以外の搬入は無いと

力で再建する際に 200 万円の支援金がもらえ

Ｑ18：光陽地区に除染で出た土が仮置きされ

当局の説明です。災害瓦礫の搬入は昨年 8 月

ます。また災害公営住宅入居の方も、住宅の

ているが、いつまでこの状態なのか？

で終了し、今後考えられる搬入は、市内の復

払下げを受ける時に、その価格から 200 万円

Ａ：国は中間貯蔵施設を建設し、平成 27 年 1

興組合から依頼される農地瓦礫のみです。国

が差引かれることになります。

月に運搬を開始したいと考えています。現在双

の代行焼却炉は秋までに稼働を終了します。

葉町、大熊町と中間貯蔵施設建設のための調
Ｑ15：住宅建設時の消費税補てんや登記時の

整を行っています。

罹災証明利用について、住民の皆さんへの広

Ｑ22：チャルメルカー(買い物支援のための移
動販売車)は利用者の立場に立っていないの

報をお願いしたいのですが？

Ｑ19：相馬市の水は安全なのでしょうか？

ではないか？

Ａ：住宅建設に際し、建物は消費税分が補て

Ａ：相馬地方広域水道企業団の水道水に放射

Ａ：買い物困難区域の買い物支援であるので、

んされますが、外囲工事は対象になりません

性物質は検出されておりませんので、飲料水

目的がしっかり果たせるよう、適切な見直しと

のでご注意ください。法務局に登記する際、登

として全く問題ありません。企業団では、平成

改善を図る必要があると考えます。改善はそ

録免許税が免除されますが、罹災証明が 1 度

24 年 10 月１日よりゲルマニウム半導体検出器

の後しているようですが、引続き利用者に役に

しか使えないので、土地と建物を合わせて登

を導入し、週 3 回水道水の検査を独自に実施

立つ販売車になるよう求めていきます。

記することをお勧めします。詳しくは建築課（☎

しています。 放射性物質の検出限界値は１

37-2148）の窓口でご相談ください。

Bq/kg です。なお、玉野地区の飲料水は相馬
市が同意書をもらった 98 世帯について年 3～4

６ 磯部地区の将来像について

回検査を実施していますが、16 種の核種の検

Ｑ16：磯部地区はこれからどのようになっていく

査項目は、いずれも検出下限値以下になって

のですか？

います。

■最後に
今回の「そうま維新」議会報告会では仮設住
宅集会所を中心にした会場に毎回 10 人前後
の参加者があり、みなさまの貴重なご意見を
伺うことが出来ました。心より感謝申し上げま
す。震災から 3 年以上が経過した今、生活再
建、住居移転の大事な時期での報告会となり
ました。集団移転に伴う災害公営住宅、宅地
分譲など様々な最新の情報を交換したり、復
興、自立に関する重大課題へのご質問を頂き
ました。Ｑ＆Ａ方式にて紙面上で回答しました
が、4 人の「そうま維新」はみなさまの気持ちや、
声を代弁して議会活動に臨みます。これからも
多くの被災者、相馬市民に寄り添う議員として、
議会活動を継続していくことをお約束して御礼
といたします。

（会長・荒 秀一）

■議会を傍聴しよう。
皆さんもぜひ議会を傍聴し、相馬市や市会議員の発言をチェックしてください。
6 月議会の日程は次の予定になっています。●会期 6 月 9～25 日 ●本会議：9・12・13・25 日（う
ち一般質問 12・13 日） ●委員会：16・17・20 日（総務委員会・文教厚生委員会・産業建設委員会・
予算決算常任委員会の４委員会があります。委員会傍聴は事前申込みが必要です。日程が短縮
されることもあります。） ●詳細は議会事務局☎３７－２１７７まで。

