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仮称・花南地区まちづくり基本計画素案についての意見整理表 
頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
１６ 第４章 基本計画 

第１節 安全で住みよい

生活環境づくり 

 アンケート調査の問３の１位の中の道路について 
 諏訪地区では現在、地区東側を南北に走る藤沢町山の神線が

順調に進んでおるようですが、当地区にはもう一本前線よりも

交通量が多く、道路幅の狭く、人間も安心して通れない危険な

道路が一本あります（人通りがない）。それは、古道「瀬畑街道」

です。 
 今回、この道路について現在おかれている状態・確認をいた

だきたくペンを取った次第です。 
 その訳は、先ず道路幅が非常に狭い、第２に車の通行量が非

常に多く（特に朝方、夕方は国道４号線並み）。見通しが良いた

め車のスピードが上がっている。そこにもってきて歩道がない。

そのため沿線住民の方々には、生活道路となっていないのが現

状です。 
 このため、沿線住民はこの道路を避けて近くの狭い、曲がり

くねった道路を利用して買い物、通学（高校生）をしているの

が現状です。 
 「人の通れない道路（車道専用道）」を１度ご確認の上、ご検

討方よろしくお願いいたします。 

・ ご指摘の路線は２級市道・不動下根子線で

すが、ご指摘のとおり通学等における安全

を確保するため、歩道未整備箇所への歩道

整備を推進する必要があると考えます。 
・ このため、「第４章基本計画」の「第１節 

安全で住みよい生活環境づくり」の【課題】

において、次のとおり記述を追加すること

とします。 
「通学や買い物等における安全な通行を

確保するため、歩道未整備箇所への歩道整

備が求められています」 
・ ３ 施策の内容 (4)基盤の整備 ④道路
網の整備の文中に「不動下根子線はじめ必

要な路線へ」を追記します 
・ ４ 主な事業 「道路網の整備」の欄に「・

市道不動下根子線はじめ必要な路線への

歩道整備促進」を追記します 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
３８ 第４章 基本計画 

第４節 大地と生きる生

産環境づくり 

（２）農業の ②集落営農の推進と③地産地消の推進の２項目

目に、前ページまで使われていない「開催について支援します。」

という表現がありますが、「支援します。」とは「地域づくり交

付金」による金銭補助を行うことでしょうか？ 
 あくまでも、農家が行う集落営農組織の立ち上げや産直施設

の整備は「個人資産の向上」とも関係することから、「地域づく

り交付金による金銭補助はなじまない」ものと考えます。 
 よって、金銭補助とも読みとれる「支援します。」の字句は修

正する必要があると考えます。以上意見として申し述べます。 

・ コミュニティ会議として取り組んでいく

ものは、要望活動を含めて事業が推進され

るよう「努めます」や「推進します」と表

現し、地域や団体等が行う事業については

「支援します」と表現しています。 
・ 「支援します」には、地域づくり交付金の

交付による支援のほか、情報提供やノウハ

ウをいっしょに研究するなども含めた支

援を考えています。 
・ 交付金活用として例えば産直開設に要す

る事業に対しての補助や、農産物加工用の

機械導入に対する補助が考えられます。た

だし、事業主体は個人ではなく団体が対象

になるもので、花巻市でも農政サイドの補

助事業として制度があります。 
・ コミュニティ会議での支援も、市の交付要

綱等を参考としながら補助率を含めて検

討することになると考えています。 
・ よって、本計画においては交付金交付を含

めた「支援します」との表現を用いること

とします。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
 素案全体について 本書で表記している「住民」と「コミュニティ会議」との間

には、各行政区に【自治会】が存在していると思いますが、全

体の記述内容に、各地域の【自治会】の存在への配慮が感じら

れません。 

コミュニティだより５号における「地域づくり交付金事業の

流れ」としての整理だけでなく、本計画の制定・推進等におい

ても、【自治会】との位置づけ（住み分け）を明確にするべき

ではないでしょうか？ 

このままでは、住民から見ると、「コミュニティ会議」は【自

治会】の「屋上屋」に思えます。 

（本日付の岩手日報紙にも、関連した内容の記事があります。） 

・ この計画は、花南地区に住んでいる人やこ

れから住もうとする人たちにとって、暮ら

しやすいまちとなるためにはどのような

姿を描き、それに向かってどのような取り

組みをしていくか、花南地区の将来像を実

現するための計画であり、個々の自治会の

あり方を示すものではありません。 
・ これまで各自治会等は、その地区にあった

方法で行事や地区の課題解決を図る活動

を展開してきたと認識しており、各自治会

の取り組み方に違いはあっても、今後も継

続されていくものと思います。 
・ 本計画では、第４章基本計画、第５節に掲

げる「参画と交流で培うコミュニティ環境

づくり」でふれていますが、自治会活動等

がうまくいくような啓発、支援に努めるこ

ととしています。 
・ コミュニティ会議は、自治会等のあり方に

意見を述べる組織ではなく、自治会等そこ

に住んでいる方々の代表者等を構成員と

して組織し、住みよい花南地区を築いてい

く役割を担っていく組織であるとご理解

願います。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 

２ 

～７ 

 

【史跡等】の内容全般 全体的な内容構成に、散漫な感じを受けます。 

例えば、年代（江戸、明治、大正等）毎、地区（行政区）毎

にまとめる等をして記述したほうがよいのではないでしょう

か？ 

・ 【史跡等】の項目は、【沿革】と合わせて

花南地区が成立した過程や、ゆかりのある

先人、史跡を紹介しているものです。 

・ 花南地区の住民に、人物、史跡を知ってい

ただくことをねらいとして掲載したもの

であり、時代ごと、行政区ごとの年表的な

ものを意図しておりませんので素案のと

おりとします。 

 

１１ 花南地区人口数 表の平成１３年の「世帯数合計欄の数値」が違います。 

「3202」ではなく、「3097」です。 

｢3097｣に訂正します。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
１２ 人口と世帯のまとめ部分

の記述（このように花南

地区では････伸びてい

る。） 

あまりに大雑把な分析であると感じます。 

各地区の人口動向やその原因等をもう少し深く分析し、今後

の街づくりに反映させるべきではないでしょうか？ 

例えば 

（人口動向 ---- 諏訪は増３２１、桜一は増４６、山ノ神は増

４ですが、他地区は減少しています。諏訪地区の人口増加は、

区画整理地域での下水道・都市ガス等の生活基盤の整備や都市

計画道路の開通、さらには複数の開業医やコンビニの立地等に

よる、暮らしに便利で安心な住宅地として評価されたからでは

ないでしょうか？この地域は、成功例のひとつとして、今後の

まちづくりの参考になると思います。） 

 

（男女構成 ---- 大谷地では、他地区と異なり、女性より男性

の人口が２００人ほど多いですが、これは富士大学の学生さん

でしょうか？もしそうだとしたら、この学生さん達をまちづく

りに役立てることはできないのでしょうか？） 

・ 修正を加えるとともに、予想人口について

も年ごとではなく基準年、中間年、目標年

について載せることとします。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
１９ (４)基盤整備 本項目では、ハード的な基盤整備について記述されています

が、ソフト的基盤（行政区、自治会等）の整備（見直し等）も

重要ではないでしょうか？ 

Ｐ１１～１２の表からも明らかなように、地区内における適

正な行政区の人口規模であるとか、あるいは自治会活動の標準

化であるとか等のソフト的な基盤も、今後のまちづくりでは重

要だと考えています。 

適正な人口数による行政区の見直しによる住民サービスの向

上や、人口減少による自主運営が困難な自治会の課題解消等の

取り組みによって、住民の取り組みの足腰（基盤）がより安定

してくるような気がします。 

現状では、住民と行政のパイプ役である区長が、人口規模に

関わらず一人であることによっての住民へのサービスの低下や

人口減少による自治会活動の停滞化が起きていると感じていま

す。 

 

・ 自治会等については第５節に掲載してい

ます 
・ 人口数または世帯数等による行政区の見

直しは、住民の皆さんの合意により決定

し、市へ申し出（要望）することになると

聞いています。平成１７年度に吹張町１

区、２区の行政区が合併して吹張町行政区

になりました。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
１９

～ 

２０ 

(４)基盤整備④道路網の

整備、(５)市街地整備 

基盤整備のうち④道路網整備については、地区の南北道路だ

けではなく、東西道路の整備による地区全体の交通基盤強化も

図るべきではないでしょうか？ 

表記の山ノ神藤沢町線だけでなく、既に都市計画されている、

ＪＲ東北線を跨ぐ桜町～上諏訪線や県道花巻和賀線の西坂バス

停付近～南諏訪町～山ノ神線の道路の建設推進も重要ではない

でしょうか？ 

更には、将来的には、山ノ神～藤沢町線と桜町～上諏訪線が

交差する沖田地区は、ショッピングセンターのみならず、例え

ば「花南振興センターの移転」やその他の公共施設等の生活関

連施設も配備して地域全体のバランスも解決することにより、

良好な市街地及び住宅地整備が実現できると思います。 

 

・ 「都市計画決定路線の整備推進」という形

で④に盛り込みます。 
・ （５）市街地整備に記載のとおりとご理解

願います。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
２０ (６)公共交通 ① 記述内容とＰ２１の公共交通の整備欄の「ふくろう号」の

記述に明確な関連が感じられません。 

Ｐ２０の記述を、「公共交通機関の空白地域の解消を図るた

めのふくろう号の運行コース変更等による、生活バス路線の確

保はもとより････」等にしてはいかがでしょうか？ 

②ＪＲ東北線への新駅設置については、第一に採算性が問題

であると思われ、地元としても設置予定場所や利用人口の見込

み（富士大学や農業センター等の既存施設の他に、たとえば駅

前団地の開発計画の立案等による利用人口増）等をより具体化

していくことが重要であると思います。 

ただＪＲに設置推進を働きかけるだけでは、これまでと同様

です。 

 

・ 生活バス路線の確保として、主な事業では

「フクロウ号」のコース変更について市へ

検討を働きかけていく内容を記載してい

ますが、ご意見のとおり追加記述すること

とします。 
・ 本計画書への記載は素案のとおりとしま

すが、実現化に向けた取り組みとしてはご

提言にあるような取り組みが必要と考え

ています。 
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頁数 項   目 意見の内容 意見に対する考え方 
３９ ４．主な事業 「未利用地の活用」の内容が、「不動上諏訪地内の未利用地

の活用促進活動」となっていますが、本文内容にもあるように、

「不動上諏訪地区土地区画整理事業による保留地････」の表現

が適正ではないでしょうか？ 

ちなみに、現地は「花巻市不動町１丁目１番地」というのが正

確な住所地番ですので、不動町地内ですね。 

・ ご意見のとおり修正し、「公設卸売市場北

隣接地の有効活用の促進」を追加します。 
 
 

 


