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松園振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議員定数、報酬について議員からアンケー
トを取るのか。

特別委員会でも賛否があり、アンケートは
実施していません。

2
１２月定例会の補正予算、防災資器材備蓄
事業費１７００万円の内訳の詳細は。

地域無線の導入、庁内ＬＡＮ用発電機、石
油ストーブなどです。

3
東日本大震災による被災状況について、活
断層との関係も教えてほしい。

活断層との関連はないものとみています。

4
花巻市営住宅等の指定管理者「寿広」との
契約について

随意契約ではなく、選定委員会が３社から
選定しました。

5
まなび学園の土日の職員の配置状況につい
て教えてほしい。また、申し込みは早いも
の順なのか。

本年１月８日から職員が交代で土日も午前
８時３０分～午後５時３０分まで対応して
います。また、申し込みは早いもの順です
が、体育室のみ月に１回申し込みの順番を
決める抽選を行っています。

6
議会だよりに「懲罰特別委員会を終了」と
あるが

暴言発言に関する議員発言調査特別委員会
委員長報告に対し、ある議員が反対討論の
中で、議会、議員を侮辱する発言をしまし
たので、議会として処分を科して終了した
ものです。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1 反問権とはなにか。
市当局から議員に対して質問など発言する
ことができる権利のことです。

2 議長の任期について
議長の任期は議員の任期となっています。
また、議長に志願した議員は所信表明を
行っています。

地域テーマ「世代間交流について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
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中央振興センター（まなび学園）

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
市営住宅等の指定管理で、審議の際にも
め、反対もあったという話を聞いたがもめ
た原因は何か。

質疑応答はされましたが、全会一致で可決
しております。

2
請願陳情の資料は、いつ配付されているの
か。

審査前に配付されています。

3
定数について、方向性が決まったとある
が、今後の行程表はあるのか。

現在設置している「花巻市議会議員定数及
び議員報酬調査検討特別委員会」で採決の
結果、削減すべきとの方向を決定しまし
た。来年には最終結論を出すこととしてい
ます。

4
定数について、なぜ今年中に結論が出ない
のか。先送りにしているだけではないの
か。

議論の中には、もっと市民の声を反映させ
るべきとの意見もありますし、報酬につい
ては定数を決めてから検討するというスケ
ジュールではありますが、もっと早くとい
う意見も承ってまいります。

5 人口に対して定数の規定はあるのか。
地方自治法の一部改正により、上限数が撤
廃されたため、自治体独自で定数を決める
ことができます。

6
議員は多いほうが良いと思うが、減らさな
くてはならない理由はなにか。

人口・財政の推移や面積など、総合的な視
点に立って検討していきます。

7
議員の数が多い尐ないではなく、住民の声
を反映させることが肝心であり、報酬につ
いても日当制という考え方もある。

ご意見として承ります。

8

市長のマニフェストには、住みたいまち岩
手№,１とあったが、何が目玉でどのよう
なことをしたのか議会で追求できないもの
か。

議会で、マニフェストに対する到達度につ
いては確認しております。

9

ＴＰＰ問題で、岩手県内の多くの自治体で
は反対の表明をしているが、本市として
も、そのように表明してもらうような議会
になってほしい。消費税についても、絶対
に阻止しなくてはならない問題だ。

ご意見として承ります。

10

ステラミーゴを地元は頑張って応援してき
たが、市長の談話は淡々としている。議会
も何のコメントもないがどう考えているの
か。

一事業者の問題でもありますので、議会と
してのコメントは差し控えます。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議会基本条例を制定して、良かったという
印象か。

現在まで、１６項目検討してきましたが、
運用が大切です。昨年から始めた議会報告
会は、みなさんの意見を聞き、議会活動に
活かしていくために良いことと考えており
ます。

2

議会報告会は大変良く、進歩したことを評
価する。二元代表制を生かし、花巻市発展
のために活躍し、報告会がアリバイつくり
に終わらないようお願いする。

ご提言として承ります。
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3
議会だよりを見ると、市当局の答弁には憤
慨する。これに対して議員が納得のいくま
で食い下がってほしい。

ご意見として承ります。

4
議会基本条例第３条は、憲法や、その他の
法令よりも勝ると解釈できるがおかしいの
ではないか。

最高規範としているので、誤解を招いた部
分もありますが、議会基本条例が花巻市議
会にとっての、最高規範であるという定め
になったおり、憲法より上だという意味で
はありません。

地域テーマ「大型施設等の跡地利用のあり方について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

大型施設跡地を具体的に何に活用したらよ
いのか議会から出てこない。議員としてど
のようにしたいのか提言・注文してほし
い。

皆さまと話し合いを深めながら、今後のま
ちづくりについて議会も引き続き取り組み
ます。

2

平成１２年に、中央地区４２００人が署名
し、厚生病院跡地利用について陳情した。
１２年が経つが、未だに何の進展もない。
議会として善処してもらいたい。

花巻市全体のまちづくりやデザインを考え
ながら議論していきます。

3

旧空港ビルを市が欲しいから県に譲ってほ
しいならわかる。今までのいろいろな跡地
が利用されていない状況を見ると、市と議
会が何をしたいのかわからない。

ご意見として承ります。

4

まん福は耐震においてもお金もかかり、市
で買う必要はなく民間でやるべき。新興跡
地利用は考えないほうが良い。厚生病院跡
地は、県に壊してもらったほうが良い。商
店街は、まち並みを綺麗にするといった議
論をしたほうが良い。

ご意見として承ります。
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花南振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
コミュニティ会議等で実施している要望につい
て、その内容を議会は把握しているか。

議会として、すべてを確認していませんでし
た。今後、議会として掌握に努めます。

2
地域で老人ケア施設が不足していると思う。最
新情報を教えてほしい。

常任委員会でも所管事務を通じて調査をし、情
報を伝えてまいります。

3
指定管理者の３件の指定場所、委託先はどこ
か。

市営住宅は２２団地と３カ所の駐車場です。特
定公共賃貸住宅は４カ所（大迫、田瀬、赤坂、
百ノ沢）です。定住促進住宅は新堀です。委託
先は、３件とも㈱寿広（本社盛岡市、営業所市
内）になります。

4

議員定数、報酬問題について、市民の関心が高
い。早めの方向性を示すべきと思う。関連し
て、定数と報酬のどちらにウエイトをおいて協
議しているのか。

遅くとも任期１年前までに決めることとしてい
ます。定数と報酬どちらも大切であり、順序と
して定数をしっかり決め、その後に報酬の問題
に入ることとしています。

5
市の人口規模から理想とする定数はどの程度と
考えられているか。私的意見であるが、報酬を
減らさず定数を減らしてはどうか。

定数の方向付けは、削減すべきこととし、これ
からの協議となります。今後、市民の声に耳を
傾け、しっかり議論して決めていきます。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1

議会は議論を十分し合って、物事を決めてほし
い。議員各位の選挙戦の演説が上手であるの
に、議場での論戦が尐なく、賛成多数で決し、
物足りなさを感じており残念である。

定例会前に、予め当局から議案説明をいただ
き、それを踏まえて会派間で勉強するなどを
行っています。そのため本会議等で議論が深ま
らないこともあり、市民にわかりやすい議会と
するため今後改善してまいります。

2

議員発言問題であるが、信念を持って発言した
議員に対して、十分調査をしてもらいたかっ
た。懲罰委員会に進展したことは本末転倒では
ないか。市民の信頼を裏切らない議会運営を切
望する。

議員発言調査特別委員会の調査は、誰も該当の
議員はいなかったというものです。懲罰特別委
員会は、議員発言調査特別委員長報告に対して
侮辱した発言をしたことに対する決定であり、
それぞれの経過と結果については、別物である
ことをご理解願いたいと思います。

3
議会状況について、インターネットで中継録画
が見れるような取り組みはできないか。

予算も絡むことであり、貴重な意見として検討
させていただきます。

4
一般質問で、関連質問をなくして、一問一答方
式にした狙いは何か。

一問一答方針を取り入れたことにより、議論が
深まり、関連質問の必要性がなくなったと理解
しています。

5

予算、決算を特別委員会で審査しているが、常
任委員会で審査されている県外の事例があり、
むしろ、議論が深まり望ましいのではないか。
議会改革推進会議で検討されているかどうか。

他市の例で、常任委員会で予算、決算の審査を
している事例があることは承知しています。今
後検討していきます。

6
定例会ごとに議案を事前に勉強するなどの取り
組みをしているのか。

本会議の一週間前頃に市当局から説明を受け、
各会派等で調査、精査し合ってから本会議に臨
んでいます。
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7

広域組合の動きについて、例として１月末にゴ
ミの住民説明があった由だが、市の対応が市民
に伝わらない。広域組合の概要や議員活動も含
めて情報が伝わるようにしてほしい。

広域組合構成自治体にそれぞれ議員の定数が割
り振られ、組合議会が構成されています。所属
議員からの報告回数を増やす等をして、議員間
において情報を取り入れながら、今後、市民に
も伝わるよう改善してまいります。

地域テーマ「実相寺・山ノ神地区の開発構想の推進および沖田地区の用途編入について  」

ご質問・ご意見 会場での回答

1

①花南産業分化交流拠点地域構想の進ちょくは
停滞している。
②河南地区のまちづくりとして、総合計画見直
し、予算に反映されてほしい。
③県中央として地域活性化のために、地区民は
頑張ろうと共通の願いである。人口減尐は一自
治体のみならずであるからして、隣接自治体と
ネットワークを広げて、政策を展開してほし
い。

平成５年から提言されている課題でもあり、総
合計画の見直しに盛り込むようしっかり受け止
め、市当局にも伝えます。

2

高齢化社会にあって、花南地区には老人向け健
康づくり施設等あってほしい。在宅介護経験か
ら、訪問医師が不足していると思う。長期入院
はできず、ケア施設の利用は高額で利用をため
らう実情である。後期高齢者として地域福祉の
充実を切望する。

福祉施設の現状や福祉サービス供給と需要等、
高齢化社会の課題は重要でありますので、提言
を重く受け止めるとともに、議員活動に活かし
てまいります。
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大迫振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1 議員定数について何人位削減するのか？
削減をすべきという方向性が出ています
が、具体的な検討はこれからです。

2
補正予算の説明について、数字だけでは実
感がわかず理解に苦しむので、もう一度具
体的に、詳しく説明して欲しい。

補正予算の性質と、どのように使われるの
かという点について、再度説明します。
（以下、消防団員への弔慰金と生活再建支
援事業などの内容を説明。）

3
議会改革推進会議の構成について教えてほ
しい。

各会派より委員を選出し１０名の議員で協
議を進めています。

4
一問一答方式や反問権について、他市町村
と比較してどうなのか

議会基本条例の検討時には採用している議
会はあまり多くなかったが、最近は確実に
増えてきています。

5
本会議での一問一答は、時間制限無しなの
か。

一般質問の場合は通告制なので、質問と答
弁を含め一時間以内です。議案審議の際の
質疑については時間制限は設けていませ
ん。

6
エーデルワイスコレクションの展示施設の
実現について、市は寄贈予定者に誠意ある
対応をお願いしたい。

ご意見として承ります

7

防災情報について、エフエム花巻の放送が
受信出来ない。災害時のことを考えると不
安だ。携帯電話には、紫波町のエリアメー
ルが入るが花巻市ではどうなのか。

コミュニテイFMの電波が入りにくいという
お話しは議会報告会の度にお聞きしていま
す。今後も市当局に働きかけてまいりま
す。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域テーマ「大迫高等学校の存続について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

高校が無くなると大迫地域がさびれてしま
う。廃校で生徒達がいなくなれば街に動き
が無くなり、教育のみならず商売へも尐な
からず影響が出る。どこの地域であっても
教育や福祉、医療は平等に扱われるべき
だ。

昨年の県教委の説明会では、三学級以下の
県立高校を統廃合の対象とする方針でし
た。岩手中部地区では大迫、花巻農業、西
和賀の三校が該当します。地元の熱意は十
分に感じられます。議会でも、ここから先
は県、ここまでは市という縦割りをするこ
となく取り組んでいきます。

2

県教委の説明会の際に、西和賀高校では北
上市長や教育長などが参加し、存続を訴え
ている。その点、花巻市は大迫高校につい
て無関心に映る。花巻市長、教育長、議員
の皆さんの力で高校存続をお願いする。

ご意見として承ります。
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3
寄宿舎を設けて、環境科学分野の専門校化
をするなど、町外や県外からも生徒を引き
寄せる具体的な存続方法を考えたい。

ご意見として承ります。
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好地振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

請願・陳情をする場合、時間も含めて制限
があるのではないか。説明も素人では難し
い雰囲気があるし、紹介議員を見つめるの
も大変だ。窓口である議会事務局にも考慮
してほしい。

そのような障害を感じているとすれば問題
ですので、今後改善するように検討しま
す。

2
議会中継のインターネット利用はどの程度
か。また、夜も録画で見れるようにしてほ
しい。

議会中継のみをカウントできるシステムに
なっていませんので状況はわかりません。
夜も見ることができる録画につきましては
検討中です。

3
小さな市役所構想とはなにか。また、将来
振興センターを無くす考えなのか。

地域のことは地域で考え行動していくとい
うことが主な柱で、各地域の振興センター
をその拠点とする考えです。また、振興セ
ンターが弱体化しないよう注視していきま
す。財産が逼迫していますが、役割を明確
にしての地域づくりが大切です。

4
議員定数や報酬について、いつまでに決め
るのか。

現在設置している「花巻市議会議員定数及
び議員報酬調査検討特別委員会」で採決の
結果、削減すべきとの方向を決定しまし
た。来年には最終結論を出すこととしてい
ます。

5
暴言発言での対応は議会の品位に欠けるの
で注意してほしい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域テーマ「好地地区の商店の活性化対策、空き店舗・空き地の有効活用について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

数年前から朝市を始めたが、商店街から抗
議を受けたため注視した。各種イベントも
横の連携が取れていないため円滑にいかな
い。地元でもこの問題を取り上げてほし
い。

石鳥谷まつりのような一体感を持てないも
のでしょうか。自分たちのことは自分たち
でという基本に立ち返り、横の連携を取る
ことが後継者育成にもつながると考えま
す。

2

住民アンケートなどによると、身近に買い
物する場所がほしいなどが多い。空き地や
空き店舗の貸し出しもスムーズにいかない
など活性化対策が上手くいっていないので
はないか。

空き店舗対策は市でも事業として実施して
いますので、市と協議してはいかがでしょ
うか。北上市では三陸地方と提携し、災害
支援も兼ねながら空き店舗で海産物を販売
しています。いろいろな工夫が必要だと思
います。

3
活性化のための補助金の使途などについて
も問題ないか。

補助金などの使途については、地元の団体
などとよく議論するべきと考えます。
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八重畑振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

・定数は削減の方向であるが、概ねどのく
らい削減する考えか。また、報酬をどのよ
うにするのか。
・定数を検討する時に、常任委員会の数や
構成人数を考えた適正な人数をするべきと
考える。また、報酬は市財政を視野に入れ
て検討するべきと思う。

人口・財政の推移や面積など、総合的な視
点に立って検討していきます。また、報酬
は市の財政や情勢などを見極めて検討して
いきます。

2
人口に対する定数は何人か。前回３４人に
した理由は何か。

人口１０万人以上の上限が３４人と法律で
決まっていましたが、この法律が改正とな
り、いまは議会で自由に決めて良いことに
なっています。また、前回の検討時に市民
から合併して間もないので減らさないでほ
しいという声が多かったことから法律の上
限である３４人としました。

3
地域の要望があった時には、議員も同席し
て要望していく必要があると思う。

現在は原則として、地域のコミュニティ会
議が中心となり行政区長を通じて要望する
こととしています。

4
井戸向橋と堤防との落差があって、増水す
ると被害が出ると思うが、どこが整備に向
けた要望をしていくのか。

石鳥谷地区全体の課題として、井戸向橋を
含めた道路整備の要望を行っています。

5
清掃センターで被災地の瓦礫を焼却するこ
とを地域に説明しているのか。

瓦礫の放射能測定は、運搬する前と焼却す
るときに行って、基準以下の瓦礫を処分す
ることを地元住民に説明しています。住民
からは、測定結果を公表することの要望が
出されています。

6

懲罰特別委員会が終了と議会だよりに簡単
に載っているが、審議の時間と経過を具体
的に教えてほしい。新聞をにぎわしたわり
には簡単に終わっている感じがする。

審査は１回の審査に３時間から４時間くら
いかけた委員会を８回行いました。なお、
これは議員発言の調査報告に対し議場内で
議会と議員を侮辱したことに対して戒告の
懲罰を科したものです。

7

行政区が２地区増えると聞いたが、人口減
となっている中で、行政区の地域を大きく
して減らすような広域的な状況をつくる必
要があるのではないか。

持ち帰って検討し、ご意見を市当局に伝え
ます。
（これにつきましては、最初に平成２２年
に対象の行政区から要望が出され、その後
対象の行政区を含む地区全体の総意として
要望が出されたことから分割を行ったもの
です。）

8

今年の成人式に参加した若い人たちが人の
話も利かないで騒いでいる姿を見て残念に
思う。成人式のあり方を含めて、議会の中
で話し合うべきではないか。

ご意見として承ります。

9

防災対策が急務と考える。特に北上川が増
水すると人家が水没する地域があるので、
北上川堤防の整備について、議会としても
要望して強力に推進してほしい。

今、防災のまちづくりということで、防災
計画の見直しを図っていますが、北上川堤
防整備を含め、防災対策を進めていきま
す。また、市としても毎年、国や県に要望
している項目に入っていますので、議会と
しても積極的に声を出していきます。
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共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議会改革を進める上で、これからやらなけ
ればならないことは何か。

議会基本条例にある、その他の重要な事項
について議会として、市の計画をどこまで
議決事件にしていくのかということと、政
治倫理の条例の策定について調査研究して
いきます。

地域テーマ「高齢化に伴う今後の地域づくりについて 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議会の中で、この高齢化について何か話題
することはあるのか。

花巻市の高齢化は２８．３％となっていま
す。高齢化が進む中で、地域づくりをどの
ように進めていくのかが大切です。そのた
めにも地域での横のつながりを持たせ、そ
の人材の活用をしながら、体制整備してい
くことが必要ではないかと思います。

2

お年寄りの方々が地域の中で活動できる場
をつくっていくことが大切ではないか。議
会でも老人パワーを活用できるような施策
を市に働きかけてほしい。また、地域のつ
ながりを持たせるためにも個人情報保護だ
けにとらわれずに情報の共有化が必要では
ないか。

議会でも地域の人材育成について研究して
いきます。また、個人情報についても柔軟
な対応ができるような体制の構築が必要で
はないかと思います。

3
議員は調査研究する場合に、重要な課題で
ある高齢化などについても広範囲な調査研
究を行ってほしい。

高齢化社会に対応した対策について、どの
ように進めていくのかをよく考えて、ご意
見を参考にしながら行っていきます。

4
市は、高齢化社会の対策についてどのよう
な計画を立てているのか。

今、人口減や高齢化が急激に進んでいるこ
とから、総合計画の見直しを図っていると
ころです。
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成島振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

議員定数について、自分たちの集落からも
議員がなくなることが心配。議員定数は報
酬とも関係する。定数を減らさず報酬を減
らすこともありうるのではないか。

現在設置している「花巻市議会議員定数及
び議員報酬調査検討特別委員会」で採決の
結果、削減すべきとの方向を決定しまし
た。来年には最終結論を出すこととしてい
ます。

2

議員定数について削減とか現状維持の意見
があるが、その根拠は何か。それを説明す
べきである。北上市議会等他市の定数をあ
まり参考にするべきではない。

3
定数を単に減らせばよいというものではな
い。他市のことは参考程度とすべきだ。

4
「まん福」の存続内容について陳情者、請
願者は何を要望しているか詳しく聞きた
い。

「まん福」は建造物としても価値があるこ
と、花巻中央地区の集会所的に必要である
こと、茶道・華道・書道の研修、披露の場
等活動の拠点として活用できるほか、中心
地が位置の活性化にもかるので市が買い
取って保存運用してほしいというもので
す。

5

東和出身の及川古志郎は、軍人で地域の偉
人的な存在。その住居が傷みつつあり、保
存すべきだ。地域から陳情を提出した際は
十分審議してほしい。

市当局に伝えます。

6
東和から北上・金ヶ崎への道路の整備を要
望しているが、議会としても整備に努めて
ほしい。

市当局に伝えます。

7
東和地域の旧６小学校の中には危険な建物
もある。計画的に解体も含め整備するよう
議会としても支援願う。

ご意見とした承り、市当局に伝えます。

8
有線放送は継続してほしい。今後の見通し
はどうか。

有線放送は花巻市の合併時に職員配置も含
めて合意したもので、当面廃止にならない
ものと考えます。継続の要望につきまして
は市当局に伝えます。

9
旧東和高校の活用についてどうするのか。
県と市はどのような話になっているのか。

旧東和高校の話につきましては把握してい
ないところですが、活用につきましては市
当局に伝えます。

10
毘沙門ドーム内のグランドの土が固くなっ
ている。土の入れ替えを市当局に要望して
いるが議会も実現に尽力してほしい。

市当局に伝えます。

11

東和小学校前に通じる道路に歩道が設置さ
れたため、歩道を使わなければ水田に入る
ことができなくなった。農作業できるよう
に対応できないか。

市当局に伝えます。

ご意見として承ります。定数の根拠等につ
きましては特別委員会で議論しているとこ
ろです。
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共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域テーマ「成島振興センターのプールを駐車場につくり替えることについて 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
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花北振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
常任委員会の報告は、箇条書きでも良いか
ら簡単な資料があれば理解が深まる。メモ
的なものでも良いからお願いしたい。

ご要望として承ります。

2
議員定数と報酬の検討についての見通しを
聞きたい。

定数と報酬問題は、次の改選の一年前まで
に結論を出すべきとしました。現在、県内
の他市町村や類似団体の状況も参考にしな
がら検討を進めています。特別委員会とし
ては削減すべきとの方向性を出していま
す。削減数については各会派等の考えを聴
取し委員会で結論を出したいです。

3
議員定数と報酬の問題は別々に検討してい
るのか。

報酬についても、これから特別委員会で検
討していきます。

4
（２月７日の新聞記事に関して）市議会は
昨年の特別職等報酬審議会の答申を無視し
たことになるのか。

答申は、あくまでも市長の諮問に対して
行ったものです。審議会の詳細については
関知していません。

5
議員の報酬はどのようにして決まるのか、
仕組みがよく分からない。

条例によって規定されています。

6
第二体育館の建設費用は結局どれくらいか
かったのか。

およそ２０億円位です。

7
プロフットサルチームの解散も噂されてい
るが、新体育館の活用機会はどのようなも
のが予定されているのか。

国体の他にも、全国規模のハンドボール大
会やバレーボール大会などが予定されてい
ると伺っています。

8
1150億円も市債残高があるのに新体育館の
ようなハコモノはつくるべきではない。

ご意見として承ります。

9

福祉常任委員会で行った社会福祉協議会や
包括支援センター、民生児童委員協議会と
の懇談会の中身を詳しく知りたい。また、
そのことで福祉行政の方向性や改善策に具
体的なものが見えてきたのか。

介護計画を作成するケアマネージャー業務
の困難さを痛感しました。民児協との懇談
会では、後継者不足が一番の課題でした。
視察や調査活動がすぐに成果に結びつくも
のではありませんが、市当局とも協議を
し、尐しでも良い方向に持っていきたいと
考えています。

10
福祉常任委員会と民児協の懇談会は、もっ
と十分に時間をとってもらいたい。

懇談会の件については、今後の教訓といた
します。
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11

民生委員のなり手が無いのは、マスコミの
取り上げ方にも一因があるのではないか。
事故や事件があった時に民生委員の責任ば
かり追求する。多々誤解されている面もあ
るので民生委員の地道な活動について、議
会だより等でも大きくとりあげて欲しい。

この議会報告会で皆様から出されたご意見
ご要望、ご質問についてはどのような問題
であっても、全て記録して議会改革推進会
議等で整理をし、対処して参ります。

12
予算委員会での審議を行う際に、議員に予
算案や予算書等の資料が示されるのは何日
ぐらい前か

概ね１０日前です。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議会の改革についての説明にあった１６項
目の改革事項はどのようなものか説明願い
たい。

１６項目あり、その中身については、例え
ば「政治倫理条例の制定」といった、これ
から取組むものがあります。実施済みのも
のには一問一答方式の質問の採用、執行機
関の「長の反問権」の行使などがありま
す。現在は「議決事件の追加」について検
討中です。

2

議会改革というのは市民から「こうしてく
れ」というものなのか、それとも議員自ら
「こうしよう」というものなのか、どちら
なのか。

両方です。

3
議会のこの点を改革して欲しいという市民
からの意見は、どういう形であがっている
のか。

まず、各常任委員会へ振り分けし、その作
業は議会改革推進会議で行なっています。

4
議会改革推進会議のメンバーは議員全員
か。

各会派等から委員を選出し、１０名で構成
しています。

地域テーマ「災害時の要援護者支援について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
３.１１以降の要援護者への対応につい
て、自主防災組織と民生委員の連携はどう
なっているのか？という声が聞かれた。

ご意見として承ります。

2 要援護者とは、どういう方々なのか

概ね６５歳以上の一人暮らしの高齢者、高
齢者のみの世帯の方々、在宅の障害者の
方、概ね要介護度３以上の在宅の方などで
す。昨年の９月時点で市全体で９８９人が
登録しており、花北地区は１１５人が登録
しています。

3

同じ様な言葉に、「災害弱者」というもの
がある。世間一般で言う社会的弱者への支
援の取り組みがまだまだ十分ではない。日
常的な取り組みや学校教育の場での防災教
育などを充実させていく必要がある。

ご意見として承ります。
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4 要援護者のリストは誰が把握しているのか 区長、民生委員です。

5
福祉常任委員会と民児協の話し合いをどん
どん重ねて欲しい。

ご意見として承ります。

6

要援護者について民生委員が申請を受付し
ても、市のデータの追加・修正等の処理が
半年に一回程度とかで情報の更新が遅れが
ちだ。災害はいつ来るのか分からないのだ
から、悠長に構えず随時、リアルタイムで
速やかに対処願いたい。

ご意見として承ります。
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花西振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
懲罰特別委員会が終了と載っているが、こ
の結論はどのような形になったのか。

懲罰特別委員会は、議員発言調査特別委員
長報告に対して侮辱した発言をしたことに
対する決定であり、それぞれの経過と結果
については、別物であることをご理解願い
たいと思います。

2
議員発言から懲罰に係る一連の調査はどの
程度調査したのか。経過を説明してほし
い。

議員発言調査特別委員会では関係者への
しっかりとした調査を行って結論を出して
います。その調査結果に対しての不適切な
発言への懲罰であり、議員発言調査特別委
委員会と懲罰特別委員会とは違います。

3

「まん福」の請願が継続審査になっている
ことについて、どのような問題点があるの
か。また、この場所は市街地の中心であ
り、市が所有することで、将来的に価値が
ある場所になることから、きちっとした活
かし方をする必要があるのではないか。

審査は建物が歴史的価値があるのかという
ことから調査し、設計士から価値ある建物
と聞いていますが、市の所有施設として利
用する場合に、耐震性や防火面の安全性に
ついて、施設改修しなｋればならないとい
うことがあります。請願者から実情を聞く
などいろいろな意見を踏まえて３月の委員
会で結論を出していきます。

4
「まん福」の建物の安全性に問題あるとい
うが、これまでに壊れたことはない。

今回の震災で壊れているところもあります
が、耐震的にどうなのかということを調査
しなければならないと思います。

5

この施設は利用するのに最も適した場所で
あり、多目的に使用して、次元の高い芸術
文化を学ぶことにもなっているので、是非
議会として採択してほしい。

皆さんのご意見を参考にしながら審査を進
めていきます。

6
議員定数の問題は、方針が決まっているの
か。

いろいろな観点から検討して、定数や報酬
について来年には結論を出していくことと
しています。

7
定数は最低どのくらいとみているのか。定
数について真剣に検討してほしい。

議員定数の条例改正に当たりましては、人
口、面積、財政力、事業課題及び将来の予
測と展望を十分に考慮するとともに、市民
の意見を参考とし検討していくこととして
います。

8

市内には、中学校単位に社会体育館がある
が、この花巻中学校区にはないことから、
スポーツ振興のためにも体育館建設を推進
してほしい。

市当局に伝えます。

9
図書館は老朽化し狭いので、市役所を市の
中心部に移転させ、その跡地に多目的複合
施設としての図書館を建設してほしい。

図書館は文化の中心という施設ですので、
多くの人たちが利用しやすく充実した施設
をつくるべきと考えます。

10
議会中継で専門用語が多すぎて分かりにく
いので、わかりやすい仕組みにしてほし
い。

ご要望として承ります。
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共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
地域住民の要望は議会を通じて市長にも伝
わっているのか。

今は地域のコミュニティ会議が中心となり
行政区長を通じて要望していますので、議
員は直接的に関わらないことになっていま
す。しかし、希望があれば議員と一緒に関
係部局に要望活動をすることもできます。

2
議案審議の議会を傍聴したときに、原案に
対して質疑応答が尐なくさびしい感じがし
たが、議論を活発にしてほしい。

議案審議のときだけではなく、実際はいろ
いろな場で審議されているのは事実です
が、議論の活性化に向けて進めていきま
す。

地域テーマ「都市計画道路の整備計画について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

市の都市計画道路見直しの説明会で若葉長
山の神線は計画から廃止し、文化会館への
交通をスムーズにするために、課題になっ
ている場所を一般の道路整備で行うという
ことであった。文化会館の駐車場にバスが
入ることができる道路になるよう早期の整
備を議会でも強く働きかけてほしい。

市の説明会や今の意見でもありますよう
に、都市整備課で計画から廃止にする替わ
りに代替案を示し、課題の場所を整備する
ことに検討しています。議会としましても
皆様のご意見を市当局に伝えていきます。

2
都市計画道路の廃止だけではなく、市に
とってどこが一番大切なのか考えて整備し
てほしい。

財政問題もありますが、長年経過している
計画は見直すべきと考えます。

3
万代橋から花巻病院の前を通って国道４号
線にいく道路の整備はどのようになってい
るのか。

万代橋から花巻病院までの路線は継続路線
となって整備することになっています。し
かし、国道４号線までの整備計画は廃止と
なって、歩道整備だけ行う予定です。

4
市役所の西側の道路整備と古い建物はどう
なっているのか。

今回の地震で建物が壊れたことで撤去され
ていますし、この道路は計画通りに整備さ
れる予定です。

5
城下町の道路として使いにくい道路が多い
ので、歩きやすい道路に整備してほしい。

市当局に伝えます。
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宮野目振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
花巻市総合計画はどう策定される見通し
か。

現計画は平成１８年の新市建設計画を柱に
策定され、計画には構想と実施計画があり
ます。人口、世帯数も変化しており、今後
新たに市民の声をお聞きしながらの策定と
なります。

2
議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会
は定数を削減すると決めたのか。また、報
酬を上げることも検討しているのか。

現在設置している「花巻市議会議員定数及
び議員報酬調査検討特別委員会」で採決の
結果、削減すべきとの方向を決定しまし
た。来年には最終結論を出すこととしてい
ます。

3 政務調査費は年間いくらか。
政務調査費は年間２４万円で、議員個々に
交付しています。

4
議員定数は何人にするか早く決めるべきで
ある。

ご意見として承ります。

5
議員定数を早く決めるべきである。花巻市
の議員は他市に比較して多い。人口も減っ
ている。

ご意見として承ります。

6

市民の声が反映されなくなるから議員は削
減しないでほしいとの意見があるが、コ
ミュニティ会議を充実させることで議員削
減をするという議論が必要である。

ご意見として承ります。

7
行政視察について、どのような目的をもっ
て視察したのか議会だよりに書くべきであ
る。

議会だよりはスペースも限られるので不十
分かもしれません。ご意見として承りま
す。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域テーマ「農業問題について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域テーマが農業問題であるが、国ではＴ
ＰＰも提案されているように農業はＴＰＰ
も提案されているように農家は将来展望を
持てない。農家と農協が活動できるように
取り組んでほしい。

議会は農業政策議員連盟を設置して農業生
産者との意見交換を実施しました。また、
一般質問を通して集落営農強化の提言など
もしています。このほか他市で制定した農
業基本条例も注目されています。議会では
ＴＰＰへの参加については慎重に対応する
よう求める意見書を国に提出しました。

2
農業について議会から若い世代に伝えたい
メッセージを聞きたい。

農業専業者は尐ないが第２種兼業農家も大
切な任務を持っています。遊休農地を活用
し楽しむ農業を実現することや、六次産業
への取り組み等、農業に関わる切り口はあ
ります。食を守る農業を確立するべきと考
えます。

3
市は強い農業のため有機米生産を進めるべ
きだ。

ご意見として承ります。

4

国ではＴＰＰ議論も行われているが、米、
麦、大豆の作物別自給率目標を立てて価格
設定し、生活できるような農業政策を進め
てほしい。

ご意見として承ります。
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亀ヶ森振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

議会だより中、ワイン特区の視察事例につ
いて、その概要（特区とは）はどのような
ものか。また、花巻市（観光協会）のホー
ムページの観光面で、大迫ワイン、神楽、
早池峰山の情報が見当たらない。市の観光
宣伝が不足している。

酒税法上一定の規則がある中で、若者がブ
ドウつくりを生かしたまちづくりのために
尐人数単位で起業できるようにした事例を
視察したものです。
花巻市の観光資源を大切にし、広くホーム
ページに照会されるよう働きかけます。

2

国際交流について、合併前は各地区それぞ
れ特徴ある交流が図られていた。大迫の例
では、ベルンドルフとの中高生代表と５年
ごとのホームステイを図るなど、人情の厚
い交流であったと認識している。本市の方
針は、ワンパターンになりつつある。これ
までの歴史や伝統ある交流を重視し、万遍
なく人選をして交流促進されるよう期待す
る。

現状を踏まえて、これまでの取り組みを検
証し、さらなる相互の歴史や文化を大切に
した交流促進が図られるべきと考えます。
市当局にも伝えます。

3
大震災に伴う本市の沿岸支援状況が見えて
こない。

市では、釜石市や大槌町へ職員の出向派遣
をしたり、市内に居住する被災者（５６０
人程）の支援を行ったりしています。ま
た、市社会福祉協議会では奉仕活動の募集
を行うなど支援活動を推進しています。

4
市民の声を議会に反映させるためには、議
員定数を減らすべきではない。

特別委員会としても、市民の皆さんの意見
をしっかり聴いて、議論していくべきと認
識しています。

5
防災ラジオの台数を多く増やすとか、なお
未だ聞こえない所の実情を踏まえて対処す
ることを望む。

市当局に伝えます。

6

大迫の地域（内川目、外川目）では、行き
止まりの箇所がある。農業の展望が難しい
時世にあって、地場産業も乏しく市内の就
労と定住確保のため、企業誘致促進を切望
する。

市当局に伝えます。

7

本日の出席者は、呼びかけもあって多数出
席した。しかし、この種の会議は出席者の
意見が市政に反映されることが尐なく、期
待はずれになることが多い。大迫は観光面
でワイン、神楽、早池峰山と貴重な財産が
ある。これが市の観光振興に反映されるよ
うに大迫をよろしくお願いしたい。

議会報告会のあり方については、今後、内
容を十分検討し、市民の意見が市政に反映
されるよう努めてまいります。大迫の貴重
な財産が、市の観光振興にもっと生かされ
るよう努力してまいります。

19



8
なぜ定数３４人を削減しなければならない
か。むしろ、大迫地区とすれば増員するべ
きと考えるが、法律との関連はいかがか。

地方自治法の改正により、上限定数（人口
１０万人から２０万人は３４人）は撤廃
（平成２３年６月）され、自治体で決める
こととなっています。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について

ご質問・ご意見 会場での回答

1

コミュニティ会議と区長制は大迫はなじめ
ないでいる。主体は住民であることは当然
で、改革を図っていくことはやぶさかでは
ない。住民の要望等はむしろ議員ではなく
区長がやるべきと思う。議員は政策論に取
り組んで然るべきで、その意味で議員定数
は減らすべきだ。

今後、議員活動のあり方等について議論し
てまいります。

地域テーマ「情報伝達の整備について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

大震災の経験から防災無線について、これ
までよく聞こえない等で市に要望もしてき
た。本日の新聞に防災ラジオ貸し出し記事
が出ている。まずは決着したと思っている
のか。

市民に対する情報伝達については、今後も
十分議論してまいります。

2

他市では大震災で防災無線で助かった例が
あるが、本市では昨年３月１１日、ＦＭワ
ンを聞いても大半は音楽が流れていた。緊
急時にＦＭワンに問い合わせても役立たな
いのではないか。

震災当初は、災害対策本部とＦＭとをつな
ぐ回線が整備されておらず、放送しない時
間は音楽が流れるシステムになっていたた
め、十分に情報発信できていない点があり
ましたが、３月１２日に整備し改善されて
います。
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八幡振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議員定数と報酬について、平成２５年とい
うのは何か意味があるのか。

定数と報酬問題は、次の改選の一年前まで
に結論を出すべきとしました。

2
報酬審議会の答申が２月８日の新聞の載っ
ていたが、どう思っているか各議員から聞
きたい。

（出席議員がそれぞれ感想を述べまし
た。）

3

一般質問で政教分離のことがあった。地域
行事に申し合わせがあったということで、
今年は市から出席がなかった。地域活動に
対し、議会としても配慮してほしい。

ご意見として承ります。
（市当局に確認したところ、特にそのよう
な申し合わせはないとのことでした。）

4 議場で国旗と自治体旗を掲揚してほしい。 ご意見として承ります。

5

交流の場として、例えば議会主催の市民納
涼ビアガーデンを開催し、若者を含めより
多くの市民が参加できるようなものがあれ
ば、心の交流に繋がるのではないか。

ご意見として承ります。

6
常任委員会の視察で学んだことを、今後の
市政に生かしてほしい。花巻市に視察にく
る方たちの目的は何か。

全国から年間３０から５０件の視察を受け
入れています。主な項目としましては、小
さな市役所推進事業が多く、次いで起業化
支援センター、宮沢賢治記念館等が挙げら
れます。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
地域の皆さんからの要望を聞く方法とし
て、どのような対応をしているのか。

議会報告会も大切な機会です。また、イン
ターネットやメールなどを活用して個人で
対応している議員もおります。このほか各
種の会合などに出席するようにしていま
す。

2

議員定数削減が進めば、我々の意見が届く
のかという不安や弊害が懸念されるので、
インターネットやＦＡＸをフリーダイヤル
化にするなど、幅広く声を聴くというシス
テムを充実させてほしい。個人的には報酬
を減らしても定数は増やしたほうが良いと
思う。

ご意見として承ります。

3
議会だよりに議長による議会の評価を載せ
てみてはどうか。

はなまき市議会だより編集委員会に申し伝
えます。

地域テーマ「地域コミュニティ会議後継者問題について  」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

無関心層の増加により、役員になり手がな
く顔ぶれはいつも同じという、これでは一
つのコミュニティの問題としてではなく、
市県国が考える時期ではないか。

ご意見として承ります。
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2

あまり顔を出さない人たちを、公共的に参
加してもらうきっかけをつくってほしい。
コミュニティ会議でも、各地域から若者を
推薦して、研修会や視察を実施し体験発表
会を繰り返すことで後継者が育っていくの
ではないか。

ご意見として承ります。

3
次期役員を探すのも苦労がある。情報など
身近に感じられる手だてがほしい。

ご意見として承ります。

4
会議などの会場を各地域の持ち回りにし
て、顔ぶれを変えるため地域の掘り起こし
をしているというほかの事例がある。

ご意見として承ります。

5
議会の冒頭に花巻市民憲章を唱和している
か。

唱和していません。

6
現在、花巻市民憲章の石碑がないが、唱和
も含め、市民みんなが憲章を大事にしてほ
しい。

ご意見として承ります。

7
市民の歌、市民憲章に対し、市民の意識を
上げるため、ＦＭラジオ、新聞、市のホー
ムページの活用をしてはどうか。

ご提案として承ります。

8

市職員に対し、地域コミュニティに積極的
に参加するよう市長から言うべきで、議会
としてもそのように推進していくことが必
要ではないか。

ご提案として承ります。
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土沢振興センター（東和総合福祉センター）

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議員定数を削減すべきでない。現状維持で
お願いしたい。

特別委員会で検討している。ご意見として
承ります。

2 まん福をどのようにするのか。

集会施設がないので集会所として利用した
いとの趣旨と受け止めています。
（この請願・陳情につきましては、３月定
例会で趣旨採択しました。）

3
震災の影響で四日町付近の復旧について今
後のことを考えないのか。

現状復旧は行いましたが、今後の予想され
る液状化への対策は今のところ施していま
せん。

4
特別職等報酬審議会の意見書で、議員４人
総合額を減額すべきとの問題をどう思う
か。

審議会のメンバーは、市長が委嘱するもの
で、議員とは別の組織です。この問題につ
きましては現在議会では「議員定数及び議
員報酬調査検討特別委員会」を設置して検
討しています。

5
議員報酬を減額すると議員のなり手がいな
くなるので減額すべきではない。

ご意見として承ります。

6
懲罰特別委員会終了についての説明をして
ほしい。

暴言発言関する議員発言調査特別委員会委
員長報告に対し、ある議員が反対討論の中
で、議会、議員を侮辱する発言をしました
ので、議会として処分を科して終了したも
のです。

7
中学校での授業に武道が取り入れられるこ
とを議員は説明を受けているのか。

教育委員会からの説明はありません。
（この問題につきましては一般質問の中で
質問しています。）

8
都市計画道路土沢中央線を整備から外さな
いでほしい。

市当局に伝えます。

9
赤坂団地からの歩道がないため、歩道の整
備をお願いしたい。

市当局に伝えます。

10
道路の計画の廃止は住民の意見を聴いてほ
しい。

市当局に伝えます。

11
市政懇談会には責任ある答弁のできる職員
に来てもらいたい。

市当局に伝えます。

12 市街地の除雪、排雪をしてほしい。 市当局に伝えます。

13
スクールバス利用について、治安上の問題
から中学生も小学生と同じ距離から利用で
きるようにしてもらいたい。

市当局に伝えます。

14
高齢化社会に向け乗り合いタクシーの検討
をしてほしい。

市当局に伝えます。

15
電動移動者（ラクーター）に助成金を出し
てほしい。

市当局に伝えます。

16
デマンドタクシーの見直しをしてほしい。
増便や即応性など。

市当局に伝えます。
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17

コミュニティ会議への交付金配分につい
て、人口密集地とそうでない地域の調整が
必要と考える。すでに社会基盤整備が充実
している中心部では予算消化と思われるよ
うな部分もあると聞いている。北上市のよ
うに予算要求方式も一考すべきと思う。

市当局に伝えます。

18
教員住宅（安俵六本木）が空き家になって
いるので、市営住宅として活用できない
か。また、草刈等の管理をしてほしい。

市当局に伝えます。

19
防犯上の理由からも空き家対策をしてほし
い。

市当局に伝えます。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

3
常任委員会行政視察はどれほど市政に反映
されているか。

視察を踏まえ一般質問等を介して市政や議
員活動に反映しています。

4
行政視察で市職員は同行しないのか。（企
画立案している市職員も同行したほうがい
いのでは）

議会事務局員は同行しています。市職員は
独自の研修も行っています。

5
会派は議員個々の意見を拘束していないの
か。

会派は同一理念を共有する政策集団として
活動していますが、議員個々の意見の拘束
はしていません。

地域テーマ「東和小学校周辺の歩道の整備について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
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谷内振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

市長の諮問機関である特別職報酬審議会が
答申した内容で、市長初め三役の減額がな
いのはおかしいと思うがどうか。また、議
会で議論している定数などの削減について
は将来的には削減すべきと思うが極端に減
らすべきではない。

審議会の報告はまだ受けていませんのでよ
くわかりません。現在設置している「花巻
市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別
委員会」で採決の結果、削減すべきとの方
向を決定しました。来年には最終結論を出
すこととしています。

2
福祉灯油は今後も継続してほしい。特にも
寒い冬で困っている家庭がある。

市は取り組まないとしています。議会とし
ましては、大切な事業と思っています。

3

議会報告会の結果は、振興センターやホー
ムページで見られるというが、より多くの
市民に見てもらうために、議会だよりに掲
載したらどうか。

議会報告会の結果につきましては、概要を
議会だよりに掲載しております。

4

被災地である大槌町のアンケートを見る
と、仕事を求めて内陸に住みたいという希
望者が多い。市としてもこうした希望に応
える対応をしてほしい。

今も５６０人ほどの方がしないで暮らして
います。支援の立場からも貴重な提言とし
て承ります。

共通テーマ「花巻市議会に求めること」について
ご質問・ご意見 会場での回答

1
反問権は今まであったのか。また、質問で
きる者の範囲はどこまでか。

過去には実施例はありません。反問できる
範囲は市長と部課長までとしています。

地域テーマ「地域拠点施設としての谷内振興センターの整備について 」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

谷内振興センターは、旧小学校校舎を利用
しているが、不便を強いられている。地域
の拠点としての振興センターを新たに建設
してほしい。

谷内地域でビジョンを作成し、目標達成に
向けて進んでいることについては、議会と
しても応援していきたいと思います。
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