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亀ヶ森地区文化祭を開催します
恒例となってお ります亀ヶ 森地区文化祭 を、本年度 は下記の日 程で行うこ とに決定
しました。多数のご来場をお待 ちしております。本年 度は 7 日（日）午後に「ぐるっ
と花巻まちづくりフェスタ 」のバスが 本会場に来るため 、例年より 展示時間を 1 時間
延長しています。
○期

日

平成22年11月6日（土）
7日（日）

午前９時〜午 後６時
午前9時〜午後３時

○会 場
亀ヶ 森トレーニ ングセンタ ー、亀ヶ森地 区農業構造 改善センタ ー
なお、現在各 種団体代表 者および自治 公民館長、 女性部長に 出品作品の 取りまとめ
をお願いしてお ります。学 級講座の成果 や趣味の製 作品などが ございまし たならば、
ぜひご出品ください。たく さんのご出品をお 待ちしております 。
また、準備・片付け等は 以下の日程で行い ますので、ご協力 をお願いします。
○会 場設営
○展示準備

11 月 5 日（ 金）午前 9 時 〜
11 月 5 日（ 金）午 後 2 時〜

各自治 公民館
各種団 体・各自治 公民館・女性 部

○バザー準備
○会場片付け

11 月 5 日（金 ）午後 2 時〜
11 月 7 日（ 日）午 後 3 時〜

各自治公 民館女性部

カワニナ調査を実施しました
9 月 25 日（土）、花巻市環境マイスターの似内功孝
氏を講師に招いて、3 区清流の駅周辺でカワニナの棲息
調査を実施し、地区住民 23 名が参加しました。
その結果、たくさんのカワニナが見つかりましたが、

まなび学園祭に
活動の展示を行いました
9 月 25 日（土）から 27 日（月）
にかけて開催された「まな び学園
祭」で、亀ヶ森地区コミュ ニティ

後日の調査ではホタルに悪影響を及ぼす「コモチカワツ

会議の活動についての展示 を行い

ボ」も発見され、稗貫川にも生息域が及んでいることが

ました。

わかりました。

ふるさとふれあい盆祭り や敬老
会などの行事写真や、一昨 年から
昨年にかけて実施した「ホ タル棲
息調査」の結果のほか、盆 祭りに
飾られた「あんどん」も展 示し、
来場者の目を引きました。

各種説明会が
開催されました
9 月下旬から 10 月上旬にかけて、市主
催の各種説明会が相次いで行われました。
9 月 27 日（月）には都市計画見直しに
ついての住民説明会が行われ、市の都市計
画マスタープランの見直しにより、新たに
亀ヶ森地区 の一部 が都市計 画対象 地域に
入ったことについて説明が行われました。
３０日（木）には秋季懇談会が行われ、
市政についての質疑等が行われました。こ
の質疑については隣の欄でご紹介します。
10 月 8 日（金）には「合衆市イーハト
ーブ花巻構想」に関する意見交換会が行わ
れました。こちらの内容については、『道
しるべ』10 月号をご覧ください。
また、合衆市構想の裏付けとなる「地域
の自立と協働の推進に関する条例素案」の
パブリックコメントも現在実施中です。皆
さんのご意見をお寄せ下さい。

10 月中旬〜
11 月上旬の行事予定
10 月
17 日（日）

地区ソフトボール大会・
グラウンドゴルフ大会
20 日（水） 研修視察（一関方面）
23 日（土） 亀ヶ森小学校学習発表会
11 月
６日（土）〜
７日（日） 亀ヶ森地区地区文化祭

インフルエンザワクチン接種
１ ０ 月から
花巻市では、インフルエンザの予防接種
について、助成を行っています。
助成対象になる方には、後日受診票（予
診票）を送付します。
接種期限

平成２３年３月３１日

○お問合せ先
大迫保健福祉センター

℡48- 2124

秋季懇談会における
質疑の内容
9 月 30 日（木）の秋季懇談会における【質
問】【要望】と、市から の【回答】について掲
載しています(文面は要約しています)。
項目が多いため、【意 見】は割愛させて いた
だきました。
【要望】 防災行 政無線が 聞こえ ない。 スピー カーの 向きを
変えるとか、増設を考えて もらいたい。
【回答】コミュニテ ィ FM が 9 月 1 に開局になった 。大変
申し訳ないが、FM で情報を市民にお伝え すること
としているので、了承願い たい。
【要望】グリーン ツーリズム(GT )の受入者が少な くなって
きているので、勉強会の開 催等をお願いした い。
【回答】 受入し ていただ ける農 家を増 やすた めに関 係機関
と連携をしながら研修会等 を開催したい。
【要望】GT 受入時に市内の施設を無料化して もらいたい。
【回答】関係機関と連携で きるよう協議して 改善したい。
【要望】給食で地産地消を してほしい。
【回答】 地産地 消を栄養 教諭、 学校栄 養職員 の研究 テーマ
としている。
【質問】木材についても地 産地消した方がい いのでは。
【回答】公共事業等で使用 することは検討し ている。
【質問】 たばこ が値上が りにな る。販 売が減 れば税 収も減
って困るのではないか
【回答】たばこ税に ついては税収減も止 むを得ないと思う 。
【質問】下水道料金は一本 化するのか。
【回答】下水道は上水道 の使用量、浄化 槽は大きさによる 。
【質問】 下水道 と浄化槽 では整 備費や 維持費 に違い がある
のか。標準モデルで示せば 分かりやすいと思 う。
【回答】 後ほど お示しし たいと 思う。 市民に 同じサ ービス
を提供できるよう努力して いるが、そうな っていな
い分野もあることをご理解 願いたい。
【質問】 亀ケ森 一区の十 文字は 凍結す ると非 常に危 険であ
る。バイパスをつくっても らいたい。
【回答】 道路の 交差は直 角が基 本とな ってい るので 、今の
よう な形 に なっ てい る と思 う 。県 管理 の 道路 なの
で、確認しながら要望を県 の方に伝える。
【質問】 納税組 合が各部 落ごと にある と思う が、市 は納税
額によって報奨金を出して いるのか。
【回答】 前納報 奨金は現 在は廃 止とな り、使 途を限 定して
事務費補助金としている。
【要望】 振興セ ンターの 修繕に ついて 以前か ら要望 を出し
ている。また、エアコンの設置についても 市長に要
望したことがある。
【回答】修繕の要望につ いては以前から聞 いていた。修繕 、
エアコンについては調査の 指示を出している 。
【質問】 市長車 はセンチ ュリー と聞い たが、 経費が かさむ
のではないのか。ハイブリ ッドカーにする計 画は。
【回答】今の市長車はリー ス車。契約があ と 1 年程残って
いる。これから払うリー ス料より解約金の 方が高い
ため、契約期間内は使用する。更新する際 には検討
したい。

職員交流から帰ってまいりました
7 月から 9 月までの 3 ヶ月間行われた職員交流研修が終了し、
及川主任に代わって阿部が再び着任いたしました。皆さん改めて
よろしくお願い致します。
及川主任には 行事が多 い時期の 人事交流と いうこと もあり、
並々ならぬご尽力を頂きました。ありがとうございました。

大迫地域の人の動 き
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