
■平成28年度市政懇談会記録 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨
（タイトル）

内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

1 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 教育企画課 石鳥谷小学校の今後の環境
美化について

去年、「石鳥谷小学校の環境整備について」の要望をお願いしたとこ
ろ、倒木や枝折れの心配がなくなったが、それで終わりなのか。今後の
石鳥谷小学校の環境整備をどのように考えているのか。

学校の環境整備という面で、特に美化活動については、学校の方で事
業計画を立てて実施している。基本的に学校でPTA、地域の方々と一
度整備したものは、今後の維持作業もあるので、どういう内容であれ
ば、継続して美化を守っていけるかを含め、どう整備をするかは、地域
PTAと連携して学校の方で考えて進めていくこととなる。教育委員会とし
ては、学校から出された計画の中で、教育委員会として協力できる部分
での対応となる。現在学校の方からは、どのような環境美化をしたいと
いう計画は来ていないので、現状では、前回のご要望の危険個所を取
り除いたことで終わっている。

2 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 教育企画課 石鳥谷小学校の傾斜地の景
観について

木の根がむき出しになっている。景観も含め、学校教育に入るのではな
いか。景観を良くするのに、例えばつつじを植えるとか、シバザクラを植
える等、土止めの場所にも良いのではと思っている。

法面は安定した状況にあり、枯葉を除去したことで安全は確保できてい
ると考えている。環境美化の面での植栽は、学校との相談となると思
う。学校で必要性を検討し維持管理も含め、どこまで植栽活動が出来る
かという事を学校と地域・PTAが協議していくことになる。

3 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 小中学校課
教育企画課

石鳥谷小学校敷地内周囲に
不審者対策のフェンスを設置
することについて

学校の職員室は2階にあり、今の状態では安心とはいえない。不審者の
侵入を防ぐために、学校周辺にフェンスを設置して欲しい。

学校の教育課程時間は常に先生達が子供達の安全確保に努めてい
る。子供達が校庭で活動している際も、当然先生方も一緒に校庭に出
ているという形で、見守っている。各学校では不審者の危機管理マニュ
アル等も作成し、定期的な訓練と対策の取組を行っている。今後とも、
地域と連携しながら、学校の取組をする上で地域の見守りの中で子供
達の安全確保をしていただきたいと思う。

車社会なので、駐車場への出入りを考えると誰も入らないように全体を
フェンスで囲むのは、まず不可能だと思う。1階の昇降口に鍵をかけると
いう対策をとっている学校はある。防犯対策としては、そういうところで
防いでいくことになる。

4 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 教育企画課 防球ネットの設置について 防球ネットが途中までしかない。ネットがないところからボールが転がり
出て危ない。交通事故になりかねない。

ボールが市道に出る等の防球ネットは一部設置している。現在、学校か
ら更なる延長の設置要望はない状況であるが、休日の年少児等の利用
の時、ボールが転がり追いかけて飛び出し等の危険があるのであれ
ば、防球ネットの延長を検討する。

5 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 教育企画課 石鳥谷小学校の床の状態に
ついて

石鳥谷小学校の床下には水が溜まる。粘土質の為に水が浸み込んで
いかない。田植え時期や梅雨の時期は、水が流れてきて、床下に溜ま
る様な設計になっている。ある程度水が溜まると自動的にポンプが作動
しくみ上げる。梅雨時など床面が汗をかき、滑って転ばないかと心配で
ある。

毎年度、学校より施設の改修の案件を出してもらっているが、その案件
はなかったので、現場を確認する。
（学校から聞き取りしたが、床面が結露するような現象は見られないと
のことでした。）

6 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部
建設部

教育企画課
道路課

石鳥谷小学校の傾斜地に雨
水が流れることについて

石鳥谷小学校の傾斜地から雨水が枯れ葉と共に相当道路に流れ出し
ている。枯れ葉で堰き止められ一部ダム状になっている。あのままでは
大変だと思う。

石鳥谷小学校の敷地であるが、水の流れの範疇となると、全体的な道
路の排水であるとか、敷地内からの水量を抑えることについて検討する
こととしたい。

7 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 建設部 都市政策課 空き家対策について 空き家の隣接住民からの苦情(庭木の放置による枯れ枝、枯れ葉の飛
散)が区長に寄せられた場合の対応について、直接行政区長に苦情が
持ち込まれた場合、どう対応すべきか。４月から初めての区長となり分
からなくて、誰にでも分かるような初動的な統一のマニュアル等があれ
ば、速やかに対処出来るのではないか。

まず都市政策課に連絡をして欲しい。その後現地確認をして、所有者等
に連絡し対応してもらっている。また緊迫している周囲の住民であると
か、歩行者に危険を及ぼすものについては、所有者に対する連絡に時
間を取る事なく、県や消防とも連絡を取りながら対応している。

8 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 市民生活部 生活環境課 空き地の雑草等について 空き地の雑草等の対応はどのようにすれば良いか。 石鳥谷総合支所の市民サービス課市民生活係、または本庁であれば
生活環境課へ連絡頂きたい。市の方から所有者へ雑草処理を実施して
いただくよう文書を出している。
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■平成28年度市政懇談会記録 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨
（タイトル）

内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

9 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 農業委員会 農業委員会 田の雑草について 田んぼの伸び放題の雑草の対応はどうすればいいか。 田んぼの雑草については、所有者又は耕作者で対応いただきたいが、
耕作放棄地の場合、農地の関係は農業委員会の所管のため相談・連
絡願いたい。

10 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 建設部 都市政策課 緊急対応の必要がある空家
について

空き家対策委員会のメンバーで、計画も見せていただいたが、その中
で、緊急対応の必要性があるという物件が24年度の調査で市内で60
件、石鳥谷でも11件ある。24年度から今まで対応はどうなっているか。

持ち帰り後で回答
→都市政策課より、以下のとおり回答済
空家の所有者に対し、適切な管理のお願いの文書を送付するとともに
アンケート調査を実施している。石鳥谷地区で所有者不明で送付できな
かった空家が3件あった。これからは、空家等対策計画に基づき再度調
査を行い対応を進めていく。

11 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 災害発生時の情報伝達につ
いて

防災ラジオが配布されているが、防災ラジオがないところへの情報伝達
をどのようにするのか。

普通のFMラジオでもＦＭはなまきの78.7MHに合わせると聞くことができ
る。
大雨が降り避難勧告をする際、ラジオだけではなく色々な伝達をしてい
る。ラジオ以外では、市のホームページ、携帯電話は3社それぞれから
避難勧告の情報をエリアメールにて対応している。また、消防団でも広
報活動をする。
自主防災組織へは、会長へ（会長不在の際は、登録している3名の方）
市から電話連絡し、その後自主防災組織から各世帯へ連絡網にて伝達
となる。
いずれ1つの方法だけではなく、色々な方法で情報伝達している。テレ
ビ局にも市の災害本部から、放送局に依頼してテロップを出してもらう、
あらゆる媒体で情報を流している。

12 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 防災ラジオが聞き取りにくい
ことについて

防災ラジオが聞き取りにくい。 ＦＭはなまきは20Ｗで市内全域に配信している。20Ｗの電波を強くでき
ないかという指摘であるが、民間放送のコミュニティＦＭが出せるのは20
Ｗが最大とされている。石鳥谷第15区とか紫波に近くなればなる程遠い
こともあり、電波が弱くなっていることで、聞こえにくい。
解決の方法として、ラジオにＴの字のワイヤーを付け、胡四王山に向け
る方法やテレビの端子にケーブルを繋げる方法がある。
市では、ご自宅の屋根にＦＭ専用のアンテナを設置した際に費用の
1/2、2万5千円を上限として補助する制度がある。
また、胡四王山の他に、大迫や大沢温泉、東和に中継アンテナを設置
し、大迫は中継で聞こえがよい。ラジオの聞こえにくい際は、直接市の
防災危機管理課へ連絡いただければ、職員がご自宅へテストしに行く
のでご相談ください。

13 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 石鳥谷地域の地下断層の有
無について

石鳥谷地域の地下断層の有無について 花巻市内の活断層は、調査の結果がでている。場所は奥羽山脈沿い、
高速自動車道の西側・山手の境、北上低地西縁断層帯となっている。
衣川の方から矢巾・雫石まで南北に断層が通っている。被害想定の調
査を平成7年から9年まで岩手県で実施。その結果マグニチュード7.8が
発生する確率は、平成13年から300年間ほぼ0％と評価が公表されてい
る。ただ、熊本大地震も活断層が領域で確率は0％に近いと言われてい
た。そこで岩手県にもう一度調査できないか問い合わせをしたところ、現
時点では、再度調査をする予定はないとの回答。

14 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 防災ラジオの雑音がひどく聞
き取りにくいことについて

防災ラジオのスピーカーが小さい。音量が最大でも聞こえないし、声が
割れる。防災無線で、女性が話すように、ゆっくり話してもらいたい。高
齢者が多いので、ゆっくり話した方が分かり易いと思う。

試験放送は確かに男性職員がしている。防災危機管理課には職員が8
人いるが、女性は1人。その辺のやり方を検討してみる。
また、市役所でテスト放送を聞いているが、声は割れていないので、区
長さんのラジオの不具合かもしれない。取替えるなどして確認させてくだ
さい。
→防災危機管理課より本人に確認済
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15 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 昨年度防災ラジオを注文した
がこないことについて

防災ラジオを一般市民にも有料で配布との事であったので、昨年度申
込みをしたがまだ連絡がない。

すぐ確認する。
→防災危機管理課より本人に連絡済。

16 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 防災危機管理課 防災ラジオが他市より高いこ
とについて

他の自治体は注文の際、千円で提供しているが、花巻市は5千円で販
売している。

防災ラジオの販売価格については、限りなく1万円であるが、花巻市は5
千円で販売している。よその自治体の原価がいくらかは不明であるが、
防災ラジオは、ＦＭはなまきの他にも民放やＮＨＫも受信できる。

17 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 小中学校課 学校給食費の未納について 以前に議会でも問題になっていたが、今もあると思う。各給食センターで
は、不足分を補う為、油を売ったり等工夫している。学校でも、再三催促
はしているが、払わない人は払わない。田舎の地区では、ＰＴＡが集金し
ていて、回収率は良いと聞く。払わない人の分は、払っている人が負担
していると思う。花巻市として一つの方向性をつくらないといけない。

学校給食費の未納は、実は合併当時から比べると非常に減っている。
未納を抱えている学校も限定的になってきている。背景には、給食申込
書で契約を結んでいる。2年程前から、未納の際は所得確認を行うのに
同意する取組もし、払らえるのか分かるようにしたこともあり、未納が
減ってきている。

18 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 総合政策部 人事課 職員の地区行事への参加に
ついて

日曜日には、地区民運動会、また今後お祭りも開催されるが、市の職
員が地域行事に参加することについて、忙しい人は難しいが、促してい
かなければならないと思う。自分の仕事だけしていれば良いという公務
員ではないのだから、強く、地域行事に参加する様、ご指導いただきた
い。

市職員は、地域あってであるから、地域活動は極めて重要と考える。一
斉清掃とかに参加しながら、地域の方々が日頃何を考えているか、困っ
ている事も含め、それから自分自身の仕事も理解して頂く事で、地域活
動は極めて重要だと思う。色々な機会に喚起していきたい。

19 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 石鳥谷総合支所 石鳥谷総合支所
地域振興課

駅地下道の自転車乗車禁止
の表示について

駅の地下道で、10日程前、自転車事故があった。自転車に乗っていて、
壁にぶつかり怪我をした。以前は自転車歩行禁止の表示があったが、
今はないので表示が欲しい。

市民サービス課が交通安全の担当しているが、地下道に関しては、地
域振興課の建設係が担当。現地を見て、出来るものは早急に対応した
い。

20 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 教育部 小中学校課 小中学生への自転車乗車の
際の指導について

朝、支所へ行く途中の道路で、男子中学生が風にあおられたか、転倒し
側溝に落ちた。幸いヘルメットを被っていたので、打撲・すり傷で済ん
だ。今後学校の方でも自転車に乗る際は、完全防備で自転車に乗るよ
う指導を徹底して欲しい。

21 H28.6.10 市政懇談会
(H28)

好地 商工観光部
建設部

商工労政課
都市政策課
都市再生室

マルカンの存続について マルカンの存続について、分かっていることがあれば教えてください。 報道であった通りで、6月7日に閉店。そのあとの活用を、民間会社が耐
震化の工事をし継承することを検討している。市においては1階を活用
することの投げかけが民間会社からあり、検討している。制度的に、建
物の耐震化をするとなれば、国の耐震化制度があり、当然制度に則っ
た工事等に対しては、市として支援の考えは持っている。市としても空き
ビルにならないと良いと思う。

1 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 公害対策について 岩手コンポスト㈱、ときめきファーム㈱、山影解体の公害に対する市の
対応について伺いたい。

ときめきファーム㈱と山影解体は、焼却炉の施設があり、ダイオキシン
特別措置法という法律に基づいて、年1回煤塵測定を自主的に実施し
市へ報告頂いて、結果について公表している。異常のあった際は、対応
を求めていく。
岩手コンポスト㈱については、公害防止協定に基づき、臭気等の自主
確認を年2回実施して頂いている。また、市の条例として、花巻市悪臭
公害防止条例の規制対象の特定事業所となっている。何かあれば、市
の方で改善の指導、勧告し、それでも対応いただかない場合は、命令と
なる。

2 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 ときめきフアーム㈱石鳥谷農
場の悪臭対策について

ときめきフアーム㈱石鳥谷農場に対して、これまでの市が取り組んだ具
体的な対策と今後の対応について。

公害防止協定を締結しており、臭いと排水の測定が自主的に年2回実
施され市へ報告頂き、その結果は公表している。また、水質に関して
は、市で年1回立入り検査の対応している。定期報告、あるいは立入等
により確認をしながら、対応するので、何か異変・異常があれば、市の
方に連絡いただきたいと思う。
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3 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 市が過去に行った他の悪臭
対策や公害が出そうな企業
への市の対応について

他の地域を含めて、市が過去に取り組んだ悪臭対策や公害が出そうな
企業がある場合の市の対応について。例えば、公害防止協定、定期巡
回指導、定期検査などの対応について

矢沢地区の太田油脂産業㈱の悪臭については、花巻市悪臭公害防止
条例の特定事業所であり、強力に指導している。設備の大規模改修ま
で最終的に至っていないが、順次改善指導対応しており、大分改善の
方向に向かっている。また、毎月立入り調査、指導、改善の方法につい
て会社と確認している。
それ以外は、二枚橋地区でのアスファルトプラント、肥料の工場があり、
公害防止協定を締結し、協定に基づき定期的に自主的な測定をし、市
へ報告していただいている。またこちらも、立入りをし、水質検査、排水
検査も行っている。
何か起きた際には、当然市の方へも報告。もちろん、発生した事案内容
により、県とも協力しながら対応していかなければならないこともある。
産業廃棄物は、県に権限があるので、県とも一体となり対応していくが、
何かあれば、市へ相談・連絡して欲しい。

4 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 公害対策で臭気排水等の測
定報告を企業まかせにしてよ
いのか

今の時代、三菱・マツダ自動車など、自主的な測定報告により、全てお
かしくなっている。公害対策で臭気や排水等の測定報告を企業の自主
的な報告に任せてよいのか。

協定を締結しているところは、水質検査を年1回実施している。急に対応
を強化するのは難しい部分がある。

（市長）花巻市悪臭公害防止条例については、１２月に改正し届出制度
を設けた。今検討しているのは、化製場以外の臭いに関する条例を改
正しようと準備している。その結果、ときめきファームも対象になる可能
性がある。その後、計量証明事業者を派遣して、臭気測定を出来るよう
になる。悪臭がする場合は、市の方で調査していかないといけない。悪
臭がする場合は、教えて頂きたい。特に、夏になるとひどくなる。その場
合の計量証明事業者については検討する。

5 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 地域も市から指導をいただき
定期的に臭気の確認を行うこ
とについて

問題発生は時期によって異なるので、定期的な確認を市から指導して
頂き、地域でも一緒に行っていきたい。コミュニティ会議の中には、生活
環境部会というのがあるので、市の指導を頂きながら行いたい。

悪臭の確認は、地域の方と一緒にやらないと上手くいきませんので是
非お願いしたい。

6 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 ときめきフアームの臭いの測
定結果の公表等について

公的な検査を年１、２回して、市の測定としてそのデータを住民に報告し
て欲しい。そうすることにより精神的な安心感もあるのではないか。
結果をコミュニティだよりに掲載する方法もある。

臭う場合は、、公害防止協定の中で、まず原因を調査し、指導すること
ができる。立ち入りについては、あきらかに臭うということが判明できな
い限りは、権限がない。改善指導し、それでも悪臭が止まない時は、市
の方で臭気測定をし、現場をしっかり数字で確認しながらさらに指導し
ていく。悪臭の情報については、常に連絡をいただきたい。その際、臭
いが発生し、広範囲に広がっているのであれば、ときめきファームに指
導する。

その結果もコミュニティに連絡すること。

7 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 指導、勧告、立ち入りについ
て

市は指導、勧告、立ち入りをどの程度までできるのか。 色々なケースがあるが、基本的には公害防止条例では、指導ができ
る。立ち入りは、特定の決められた事業所にできる。市の悪臭公害条例
の中では、全てに関して立ち入ることはできない。化製場他２業種につ
いては勧告等できる。

他の事業所でも、適用なるように今後条例を改正する予定。

8 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 市民生活部 生活環境課 臭いの測定について 悪臭やハエが発生した時期に業者を委託し、公式に測定したが基準値
をクリアした。それは、臭いを発生した所に器械を置き、悪臭を検査する
わけではなく、敷地境界で測定するという基準がある。

測定となると、ときめきファームと締結している公害防止協定で定められ
ている12種類の悪臭物質濃度を測定器で測る。また公害防止協定で
は、臭気の測定地点を風下の敷地境界線と定めていることから、臭い
は、敷地境界で採取している。実際に、建物の中は臭うが、建物の中か
ら出なければ良いことになる。例えば、隙間から臭いが出たら、それが
問題であり臭気指数も上がることになる。設備はかなり改修したが、今
臭いがするのは、何年か経過しているので、建物に隙間があるとか、普
段閉めているのが閉めていないとか管理上の問題。そのため、臭うこと
を会社に伝えないと会社は改善しない。現地を確認し、臭いがあれば、
こちらから伝えながら、良い方向に向けたいと思う。

4/9



■平成28年度市政懇談会記録 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨
（タイトル）

内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

9 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 農林部 農村林務課 松くい虫対対策について 松くい虫のせいで、山があれ、里があれ、木が朽ちて、危険な状態が見
られる。市や営林署は、どのような指導をしているか。わかっている範囲
内で教えていただきたい。

松くい虫は、どんどん北上している。花巻の中で、松くい虫の拡大を防ぐ
ために予算があるのは、国の方針で大迫だけ。道路等で危ないところ
は、敷地の所有者が切ることになるが、どうしても危険であれば、市で
切る。
重要な松林などの保全区域については、国の基準とは違うが市が対応
していく。
現在、花巻バイオマス発電に木材を貯めており、こちらで、松くい虫被害
の木を引き取る手続きをしているので、今後、伐採は進むと思う。

10 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 建設部 道路課 道路要望について 市道黒内沢線の、地域の要望箇所での番号が6番になっていたが現在
は8番目になっている。もうひとつの要望は、林道前田の沢線。お墓が
すぐ傍にある。雨が降ると道路に穴が掘れる。田んぼに砂利が流れ所
有者に迷惑をかける。１２、１３基のお墓がある。お盆前にはトラックでな
らしたり、市も砂利補強している。1年に何回かならさないといけない。距
離は330ｍ位で、坂もあるので、側溝には砂利が入る。

各地区でコミュニティ毎に順番をつけている要望が約300件ある。全部
取り上げられない。子供の通学路の歩道が必要だとか、ものすごく危険
な状況にあることを説明しないといけない。八重畑コミュニティ会議で協
議し、地区の方で、安全の部分ということで順番を上げていくようにしな
いとなかなか取り上げられない。

11 H28.6.24 市政懇談会
(H28)

八重畑 選挙管理委員会 選挙管理員会 参議院議員選挙の際、振興
センター等投票所の借用期
日について

選挙の投票所で振興センターを8日～10日まで3日間、市で全館押さえ
ている。8日からでないといけないのか。9日からでもよいのではないか。

投票所の会場準備は、それぞれ会場毎に担当する職員が決まってい
て、通常は金曜日の夕方に準備して、選挙の投票に備えている。投票
会場となる部屋を施錠出来ればよいが、出来ない場合が多いので投票
所に入られないよう全館を確保している。

今回については、仮に2日で良くても、今から2日に変えることはできない
と思う。そういう声があったことは、伝えておく。

1 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 総合政策部 防災危機管理課 土沢地区の災害対策につい
て

東和体育館は、土沢地区の指定避難所に指定されているが、避難生活
にかかる物品の保管状況や物品の種類・数量・搬入方法などはどうなっ
ているのかその詳細を知りたい。また、有事の際のコミュニティ会議の
関わりはあるのか、体育館の職員の対応が必要か、市職員との役割分
担についてお伺いしたい。

東和体育館は、土沢第１行政区から第６行政区及び第９行政区にお住
いの方々の指定緊急避難場所及び指定避難所になっている。東和体
育館を避難所として活用する場合の備蓄物資は、東和総合支所に保管
しており、必要量を市職員が運搬することとしている。これは発災から３
日分を想定したもので、アルファ米（ご飯）５００食、アルファ米（お粥）３
５０食、飲料水ペットボトル入りで８１６ℓ、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、
毛布８０枚、携帯トイレ、災害用トイレ４台、トイレットペーパーなどを備
蓄している。
市では２日から３日を賄うとの考え方で備蓄しているもので、土沢地区
は６５人の想定備蓄分である。これは東日本大震災など過去の大きな
災害の実績をもとに想定したもの。現在、各世帯で１日分の非常食など
を備えておくよう啓発している。それ以上長引く場合は、花巻地域など
他の地域に備蓄している物資を運搬して対応することとしている。また、
避難が長期になる場合には、発災後に別途物資を調達して対応するこ
ととしている。
また、東日本大震災後、国とガス保安協会のご支援をいただきバルク
(ガスタンク)を、昨年東和学校給食センターに設置した。これを使用しご
飯の炊き出しをすることを想定している。

避難所を管理する職員は割り当てしており、夜間や土日でも割り当て職
員が対応する。コミュニティ会議や体育館職員は、役割をお願いしてい
ないが、鍵を開けて待っていていただけるとありがたい。

避難行動として、一次避難所に避難されたあと、東和体育館に移動す
ることが想定されるが、すぐに東和体育館が避難所として開設されるの
は、震度５弱以上の地震や避難勧告が出た時。一次避難所の対応は、
自治会で対応をお願いしたい。

2 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 総合政策部 防災危機管理課 手押しポンプ設置の補助につ
いて

災害時は水の確保が大事。電気が使えない時は、手押しポンプが役に
立つ。東京都では手押しポンプの設置に補助をしているようなので、前
向きに検討していただきたい。

石鳥谷の八重畑地区で、使用できる昔の井戸をコミュニティ会議で調査
し、災害時に使用する取り組みをした実績がある。
土沢地区にも、古い井戸で使用できるものもあるかもしれない。東京都
の例も研究してみる必要もあると思うので、持ち帰り検討させていただ
きたい。

5/9



■平成28年度市政懇談会記録 「内容」「懇談会での回答」は、読みやすくするため、正確さを損なわない範囲で、部分的に文章上の整理を行っています。

番号 年月日 種別 地区名 担当部 担当課
参加者発言趣旨
（タイトル）

内容（要旨） 懇談会での回答（現状・取り組み状況等）

3 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 東和総合支所 東和総合支所地
域振興課
東和総合支所市
民サービス課

東和コミュニティセンターの防
犯対策について

東和コミュニティセンターが閉館になり、利用者はそれぞれに適宜会場
を見つけて学習を継続しており、この部分については安堵している。し
かし、閉館により人通りが少なくなって周辺がうす暗く感じられ、現在も
待ち合わせ等の中高生が駐車場付近に待機していることから、防犯上
心配しているところである。
　また、冬の季節などを考えると、青少年の健全育成の見地から、この
ことをどう捉えているのか見解をお聞きしたい。

東和コミュニティセンターの館内の照明は一切付けていないため、以前
に比べると周辺はうす暗く感じると思う。コミセンの使い方として子供た
ちは待合場所として使われていることから、閉鎖にあたり道路側に待合
所を設置した。夜間は10時まで照明を点灯し、防犯上鍵を閉めて朝６時
３０分に開けている。待合所の中にいれば雨風はしのげる状態だが、広
いスペースではないため、コミセンの軒下で待っている姿も見受けられ
る。今後は、駐車場付近に待機している生徒に対し、表示を十分するな
ど知恵を出して、対策を講じなければならないと考えている。

4 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 教育部 文化財課 市指定天然記念物の管理に
ついて

市全体で市指定の天然記念物が５５か所あるが、そのうち東和町に２２
か所ある。できるだけ多くの天然記念物を後世に残したいと考えてい
る。ついては、天然記念物の状態の把握方法やその管理に要する費用
負担についてお伺いしたい。

市指定の天然記念物は全体で５５件あり、そのうち植物は５０件。このう
ち２２件の植物の天然記念物が東和町内にある。これら天然記念物の
うち、国指定の「カズグリ自生地」、「泥金山のシラキ自生地」は地域の
管理組合により管理されているが、他の天然記念物２０件については、
所有者の管理となっており、市文化財指定をする際に、所有者の方に
承諾いただき管理を依頼している。管理経費については、保護、増殖、
生育環境保全などの経費で１０万円以上要した場合、指定文化財修理
費補助金交付要綱により上限５０万円として２分の１が補助される。実
績としては、平成２７年度は仲町千本カツラの枝伐採に交付している。
また、天然記念物の状態の把握方法については、台風等の発生時に
は、市職員が巡視して被害の有無を確認している。天然記念物に限ら
ず市指定文化財の状態把握は、定期的に地域ごとにパトロールを行っ
ている。

5 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 教育部 文化財課 金比羅さんの赤松の松くい虫
被害防止について

　以前松くい虫被害にあう前に予防策として樹幹注入について市に相談
したところ、木の中が空洞のため樹幹注入できないといわれた。友人の
樹木医に診てもらったら中空でも樹幹注入できるとの話もあった。つい
ては、もう一度樹幹注入など被害防止策を検討してもらえないか。
　また、コミュニティ会議から予防経費の補助してもらえないものか。

文化財保護審議会の委員で植物の専門家がいるので、委員と市職員と
一緒に木を見て、所有者の方とどういう方法がいいか検討したい。コミュ
ニティ会議の予算の使い方については、地域の中で話し合っていただき
たい。

6 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 財務部 財政課 市の借金の現状について 以前の説明で、だんだん借金は減ってきていると聞いたが、現状はどう
なっているのか。

一般会計の借金は553億円の見込みで、毎年減っていたが、今年度
は、湯口中学校や大迫中学校などの工事があり少し増えた。昨年度、
新市建設計画と過疎計画の期間延長したので、有利な起債が使えるこ
とになる。合併特例債と過疎債は70％の交付税措置がある有利な起債
であり、合併特例債は230億円まで起債が可能となる。今後も、健全な
財政運営を行っていきたい。

7 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 東和総合支所 東和総合支所地
域振興課

井戸の湧水について 地域にある井戸２か所のうち１か所が枯れてしまった。舘山公園の水道
工事が原因ではないかとの話が出ているが。現状報告である。

水道工事との因果関係はわからないが、まず現地を確認させていただ
きたい。

8 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 財務部 市民税課 小型特殊自動車のナンバー
プレート取得について

トラクターなどの小型特殊自動車について、新規で購入する際に販売店
に協力してもらい、ナンバープレートの取り付け指導を行えば市税が増
えるのではないか。

面白い提言をいただき感謝する。担当課に伝える。

9 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 総合政策部 人事課
地域づくり課

市政懇談会への市職員参加
について

地域の市政懇談会に、地元出身の市職員も出席し、地域の課題などを
聞く機会を設けてはいかがか。

強制はできないが、非常にいいことなので声掛けをしてみたいと思う。

10 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 健康福祉部 地域福祉課 民生委員の負担軽減につい
て

民生委員の負担軽減を図るため、岩手町の自治振興会で一人暮らし高
齢者世帯を対象に、首掛けスイッチを押すと赤灯とサイレンが鳴る装置
設置の新聞記事を見た。市としても何か研究してみてはいかがか。

民生委員さんの負担が大きいことは承知している。岩手町の件は担当
で調査することとしたい。
現在市の取り組みとして、社会福祉協議会にお願いし、地域福祉訪問
相談員を８名配置していただいている。この方々は民生委員のお手伝
いを行ってもらっている。この他に、民間宅配会社などに見守りをお願い
しており、負担の軽減に努めているが、今後も負担軽減については考え
させていただきたい。
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11 H28.6.27 市政懇談会
(H28)

土沢 農林部
建設部
東和総合支所

農林林務課
道路課
東和総合支所地
域振興課

道路沿いの松くい虫被害木
の倒木について

枯れた松の木が倒れて道路をふさいでいた。木には確認済みの赤い
テープが巻いてあった。個人的には所有者に責任があると思うが、いろ
んな人の話のなかで、市で処分するといっているので手をかけてはいけ
ないとの話もあった。4月1日号の市の広報はなまきにもそのことが載っ
ていて、市が対処すると書いていた。確認してから数年も経過している
のに手がつかないことについて、市の考えを伺いたい。

4月1日号の市の広報はなまきに、道路の木は市の責任で対応するとの
記事は記憶にない。考え方は、私有地の松については所有者に責任を
持って処分してもらうことになる。例外として、道路通行上危険な場合
は、市で対応することもある。現在、バイオマス発電の燃料として、松枯
れ病にかかった松の処分を検討している。処分の際には、所有者の負
担が軽減されるように進めている。

1 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 建設部 都市政策課 空き家対策について 近年、管理不全による空き家が増加傾向にあり、防犯、環境、景観上さ
まざまな社会問題が生じているがその対策について。

市では、現在、花巻市空家等対策計画（案）を作成しパブリックコメント
により市民の皆様からの意見を伺い、7月中旬に公表する予定で進めて
いる。
花巻市空家等対策計画の目的は、「空家等対策の推進に関する特別
措置法」に基づき、計画を作成し市が取り組む空家等対策の中長期的
な方針と具体的な取組を示すことを目的としている。
空家等調査の実態調査は、平成24年度と平成27年度に、行政区長から
649件の空家情報を頂いた。
また、法律の施行により、固定資産税台帳や他の自治体からの個人情
報等が入手可能となり、これに基づき、市の方で再度調査したところ、
239件の空家が確認された。
昨年区長から寄せられた268件と、市が確認した239件の合わせて507
件の現地調査を専門業者に依頼し、情報のデータベース化を行う。
空家等については、個人の財産であり、基本原則は、所有者自らの責
任において改善・解決を図ることが大前提である。
これからは空家等の管理不全抑制のため、所有者等と地域、行政が連
携しながら所有者に適切な管理を促したいと考えている。

2 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 建設部 都市政策課 花巻市空家等対策計画につ
いて

平成27年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、
花巻市の広報にも取組が示されているが、「花巻市空家等対策計画」に
ついて教えて欲しい。

計画の対象区域は、市内全域。計画の期間は平成28年度から32年度
までの5年間。空家等の種類は、建物の用途を定めず、全ての建築物と
付属する工作物で居住等の使用がされていないことが常態であるも
の、またその敷地を空家等という。常態とは、概ね1年を目処としてい
る。
今年度は、空家等の実態調査を業者に委託し外観調査・所有者等の
データベース化を行う。
　「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処」の「特定
空家」とは、そのまま放置すれば、倒壊、防犯上危険な状態、又は衛生
上有害で適切に管理が行われていない、また景観を損なっており、周辺
の生活環境の保全を図る為に放置することが著しく不適切な状態の空
家となる。
原則は、所有者自らの責任で改善・解決を図ることを促す。
市では現地調査を行い、特定空家等判定基準により判定し、空家等対
策推進委員会において判断、悪影響の範囲以内に周辺の建築物や通
行人等が存在し、又は通行に被害を与えるかどうかの状態で判断す
る。
特定空家等と判断された場合、「助言・指導」「勧告」となり、勧告となる
と固定資産税の「住宅用地特例」が受けられなくなる。
相談窓口は、建設部都市政策課、総合支所では地域振興課となる。
「その他空家等に関する対策の実施」は、「予防」「活用」「措置対応」を
基本とし、一層の効果を得られるように逐次計画を見直す。

3 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 建設部 都市政策課 花巻市空家等対策計画の対
応実例について

「花巻市空家等対策計画」の対応実例について詳しく教えて欲しい。 「花巻市空家等対策計画」はこれからだが、現在市に寄せられている空
き家情報では、特に酷いと地域から苦情があった件については、市の
方から適切な管理のお願いの文書を所有者または管理者に送付してい
る。これにより、解体に至った空家も数件ある。また、街中では、外壁の
剥落防止の措置を取って頂いた事案が数件ある。敷地内の草刈りをし
て頂いたものもある。
外壁の剥落とか屋根の飛散によって周囲に悪影響・危険をもたらす
ケースもあり、消防や県の方とも連携し対応したケースもある。
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4 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 建設部 都市政策課 空き家の活用策について 空き家は、地域の美観を損ない火災発生、防犯、防災の問題となるが、
マイナス面ばかりではなく、リフォームを考えて利用の仕方によって活
用、また資源にもなるのではないか。

平成27年8月から「空き家バンク制度」を開始した。使わなくなった空き
家・住宅を市に登録して、写真を付けて公表し、使いたい人に貸したり、
売ったりするシステムである。
空き家を有効活用することにより、景観、防犯の面だけでなく、本市へ
の移住・定住の促進となる。都会で生まれ育った方で田舎で暮らしたい
人がいる。石鳥谷では少ないが、東和地域では、空き家を活用し農業を
営んでいる方がいる。
空き家を登録し、市外の人との売買や賃貸契約が成立した場合、持ち
主に10万円の奨励金を交付している。使う方がリフォームする場合で県
外から定住し、売買で成立した際は、リフォーム経費の総額の２分の１
で限度額200万円以内、賃貸の場合は総額の２分の１で限度額100万
円以内で補助をしている。
人口は減少しているので、人口を増やす手立ての1つとして「空き家バ
ンク制度」を活用したいと思っている。

5 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 総合政策部 秘書政策課 空家バンクの情報について インターネット上に不動産紹介サイトが多々があるが、そちらへ花巻市
の空き家バンク情報を掲示し活用するのもひとつの方法と思う。

花巻市のホームページのトップに空き家バンクのバナーがあり、空き家
バンクのページに移動する。専用のページを設けているので、是非ご覧
頂きたい。家の外観写真、土地面積、延床面積等、公表できる内容を全
て掲載している。
他の不動産紹介サイトへの掲示については検討してみる。

6 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 石鳥谷総合支所 石鳥谷総合支所
地域振興課

駅前の放置自転車の活用に
ついて

何年か前の市政懇談会で駅前の放置自転車の活用について提言し
た。今年は岩手国体があるので、それに活用できないものか。
当時の回答では、電動アシスト自転車を導入する計画があると伺った
が、その後どのようになったか教えて欲しい。

放置自転車を活用しているのは、石鳥谷交番連絡協議会で無料貸出
自転車「チャリンタ君」。駅前に鍵のかかっていない自転車を置き、自由
に使用でき、多くの方に使用していただいている。使用した方が乗り捨
てる場合があるため、台数も少しずつ増やしている。
電動自転車の件は確認する。

7 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 農林部 農政課 農作業を推進するためのＧＰ
Ｓについて

農作業を推進するためにGPSの地上局を2ケ所程設けると聞いたが、設
置場所がどの辺なのか教えて欲しい。

今年の新規事業で、土地をメッシュで細かく状況を見る。3基設置する予
定で、場所は、まだ明確に決まっていない。

8 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 農林部 農政課 ＧＰＳの活用について GPSで場所が分かる。ドローンはGPSがないと動かないらしい。
GPSを有効に使う場面が出てくると思う。３箇所設置し活用しなければ
宝の持ち腐れになる。その支援構想とか補助事業があれば、有効活用
できるのではないか。GPSの活用する為の支援制度、構想があれば教
えて欲しい。

今は設置の段階で、土壌の状況を把握するなどできるが、他方面での
活用は、まだ研究段階なので参考にする。

9 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 選挙管理委員会 選挙管理委員会 １８歳から投票ができるように
なったことについて

今年から選挙が１８歳となった。そこで、花巻市の市政の現状を市長・
副市長・部長さん方から、授業の中のホームルーム等を利用して「今の
花巻市はこういう状態であるよ」というようなことを話して欲しい。市政に
ついて子供たちにも伝える場を設けて欲しい。

市の選挙管理委員会では、明るい選挙推進協議会と一緒に市内の高
校に出向いて、授業の一こまを活用させていただき、選挙権の意味等を
勉強する時間を取らせていただいている。
ご提言は、花巻市の市政について説明するというこれからのご提言でし
たので、具体的に検討していく。

10 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 農林部 農政課 中間管理機構の問題につい
て

中間管理機構に大いに期待を持っているが、上手く利用できていないの
が現状だ。平成28年度からまた制度が変わる話もあり、先日一部説明
会があったようだ。組織を法人化したが、なかなかきちんとした形にする
のに時間がかかる。何でもスタートの時は、どういう風にしたら良いかわ
からない。集落営農イコール法人化というような形で進めて、良い形に
なればと思っているが、その点について、ご所見をいただきたい。

中間管理機構の関係は、説明不足あるいは、スタート段階は大変で、
皆さん苦労されていると聞いている。JAと連携を取りながら、きちんと説
明をしていかないといけないと思っている。

11 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 石鳥谷総合支所 石鳥谷総合支所
地域振興課

振興センターの暖房について 大瀬川振興センターは、改築して10数年なる。充実した設備なのに、暖
房施設の音がうるさい。せっかく講演に来ていただいても暖房の音がひ
どくて聞こえない。暖房を止めると寒い。ブルーヒーターを使用しても家
庭用なので暖まらない。暖房対策を考えてもよいのではないか。

施設改善については、各地域から要望を聞き順次対応している。優先
順位は、地域の方々と相談して決めており、地域の方々から優先順位
が高ければ、対応できるが、地域の中で他の要望事項があり、優先順
位が低くなっているのではないかと思う。

12 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 農林部 農政課 生産調整について 平成29年度で生産調整が終わるらしいとの話しを聞いた。市の助成制
度、薬剤・肥料等・土地改良、まだまだ続けて欲しいが、いかがか。

継続かどうかは、当然有効で生かしていけるものについては、続ける前
提であるが、ただ事情が変わってきているので、それに対応する見直
し、あるいは、新たなものも視野に入れる必要があるのかなと思ってい
る。
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13 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 市民生活部 生活環境課 子供達が楽しく集える憩いの
場所について

金ヶ崎のせせらぎ公園は、24時間出入りが出来る公園で、噴水があり、
小さな子供達が遊んでいる。親が目を離しても危険ではなく、すごく整
備された施設であり、すばらしいと話していた。
花巻市にも整備されたところがいっぱいあっても良いのではと思う。既
存のものに如何にお金を掛けず、市民が集える憩いの場所に整備して
いただきたい。

14 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 石鳥谷総合支所 石鳥谷総合支所
地域振興課

振興センターのプールの存続
について

大瀬川・八日市にプールがある。プールの老朽化でいずれは廃止の方
向になると思うが、いかがか。

大瀬川地区と八日市地区に旧小学校のプールがある。現在修理をしな
がら、子供達の夏休みにプール開放しており、今後の基本的な考え方
は、今のプールの機能が壊れた場合、廃止の方向である。
子供が減少しており、プール監視を保護者がしていることから、監視当
番を続けていくことも難しい状況にあり、運営に差し支えがでてくること
から、その話し合いも行っているところである。
あと何年持つかわからないが、大事に使っていただいて、子供たちの夏
休みの遊び場として、皆さんにご協力していただきたい。

15 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 建設部 都市政策課 ウーバーという相乗り制度に
ついて

高齢者が交通事故の被害者となるのが今まで多いが、逆に高齢者が
加害者になる事例もある。免許返納の際、デマンド方式もあるが、カ
バーしきれていない。富山県でウーバーという、相乗り制度がある。近
い将来、そのような方法でも使わないと、高齢者はいつまでも免許証返
納しないし、事故が増える。今すぐではなくても、検討余地があるのでは
ないか。

石鳥谷地域では河東、河西とでデマンド交通を運行している。現在見直
しをしている。現在は前日に予約するのが基本であるが、今後は当日
の1時間前に予約できるように検討している。１日何便からフリータイム
にすることも検討中である。各地域からのご意見を聞きながら、良いシ
ステムにしたいと思っている。
ウーバーについては、三菱総研の方をご紹介頂き、担当者が勉強して
きており、将来的には、そういうシステムも必要なのかなと思う。
今後はデマンドを見直し、ウーバー等も検討するために勉強していると
ころである。

16 H28.6.29 市政懇談会
(H28)

大瀬川 石鳥谷総合支所 石鳥谷総合支所
地域振興課

ふれあい公園の草刈につい
て

間もなく、国体が開催される。国体推進課では、環境関連もしているが、
役所は縦割りだと思う。ふれあい公園の歩道と車道の間に物凄く草が
あり、25日に地域で草刈をした。
国体推進課・道路課・体育協会で横の連携を取りながら、環境美化をお
願いしたい。ふれあい運動公園の西側と南側はさっぱりとしたが、北側
と東側は、まだ草が残っている。草が長くならないうちに除草して欲し
い。

石鳥谷第９区の下大瀬川美土里の会の方々には、草刈をしていただき
感謝申し上げる。
ふれあい運動公園周辺の市道は、石鳥谷総合支所において年１回の
除草剤散布の区域になっており、今後は適期における除草剤散布に努
めていきたい。
また、歩道と車道の間に土が残っており、今年の4月に大瀬川線約2.5キ
ロの縁石の土（2ｔダンプ8台）を除去したが、土が溜まっているとまた草
が生えるので、今後土の除去も検討していきたい。
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