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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
議員報酬について委員会で決定されたと伺
うがその結果はどうなったのか。

委員会では、地域経済の動向の厳しさから
市民の年間所得状況の低迷や市の財政状況
から議会費削減が求められているなどの理
由から、現状維持とすべきとして方向性を
まとめました。

2
学校現場の体罰などについて、全国で事案
があったやに聞いているが、どのように認
識しているか伺う。

花巻市では確認されていないので、今後の
対応としたいと伺っております。

3

入札の不祥事事件報道があった。事案のよ
うな２円３円の落札額ということに、市民
には理解しがたい。議会サイドに市から落
札価格等発表されないものか。

花巻市では落札価格等は発表しています。

4
松くい虫の病害虫処理について、県の対応
もあろうがどのようであるか伺う。

事業認定になると国５０％、県２５％、市
２５％になっております。

5
国旗・市旗の掲揚について、今どきこれが
話題なのかと残念に思う。県下の状況はど
うか伺う。

県下でも尐なく市旗だけの所もあります。

6
１１月２日のスポーツでまちづくり構想に
ついての所管事務の概要について伺う。

総合体育館完成によって、全国的規模の大
会誘致を柱に、地場産業と地域経済振興の
ために来花者を増やし、賑わいのまちづく
りを推進するとの構想であり、その実態を
調査しました。

7
八幡地区でＦＭはなまきが聴こえにくい箇
所がある。

ラジオ用アンテナも１つの方法と伺ってい
ます。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

今朝の新聞で葛巻町が定住促進の事業で４
家族の定住世帯に記念品贈呈とかの話題で
あった。市も定住促進の目玉を掲げるとか
取り組みが必要ではないか。

花巻市でも人口が減尐しているし、まさに
大事な問題であると認識しています。

2
出席の議員は自主防災組織にどうかかわっ
ているか。あるいは、後押しをしているか
伺う。

防災意識及び避難場所の第１次場所、第２
次場所等の啓蒙や避難訓練の取り組みなど
自治会役員と共に、取り組んだ例もありま
す。

3

現政権は、震災に伴って減災あるいは防災
の予算を公共事業に出している。地域では
公民館の老朽化により自家発電機の置き場
所もないという現実である。市は地域の課
題を調査し把握するべきことが重要である
との認識を望む。

ご意見として承ります。

4

八幡地区は、１行政区に３つの公民館があ
る地域である。国の大型予算に、地方の公
民館とかが避難所にふさわしい建物として
確保せしめるような支援策を示して、市が
アドバイスすることも必要ではないか。

ご意見として承ります。
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5
本年４月自主防立ち上げの準備に入ってい
るので現実の活動を提示していただいたの
で参考にしたい。

自主防活動は避難訓練、年２回の実施地区
もあります。参考にしてください。

6
他の地区の活動状況を紹介するなど、冊子
の花巻市防災便りなるものを発信すること
もよいのではないか。

ご要望として承ります。

7
震度７クラスで建物が崩壊したと想定して
自主防災を活用した方が良いのではない
か。

ご意見として承ります。
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生涯学園都市会館（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
議場に「国旗・市旗を掲揚すること」「国
旗・市旗を掲揚しないこと」の陳情の結果
の経緯について説明を願う。

陳情の審査にあたってはさまざまな賛否の
意見があったことは論を待つまでもありま
せんが、委員会として「国旗・市旗を掲揚
することを求めることに」賛成多数で採決
しました。

2

議員定数について申し上げる。合併の流れ
から現定数に至っているが、一方、市政懇
談会でも市職員も削減の課題の中で定数削
減は市の財政の裏付けによってなされるべ
きと思う。

まさにそうしたことをベースで考えまし
た。

3
今後の、市の財制状況の見通しについて伺
う。

予算規模４００億円を切ることが予想され
るし、全国類似都市と比較しても予算規模
が低くなることは予測されます。

4
市の入札に係る不祥事が発生したことでど
う捉え認識しているか伺う。

入札制度について議論された例がありま
す。

5
宮沢賢治記念館付近の胡四王山の環境や冬
期間の通行路（坂道）凍結などから道路整
備を望む。

議会でも整備改善について提言しているし
課題解決のために検討しております。

6
北上山系は活断層が縦横の地盤であり、今
後の有事の際の後方支援の強化充実を期し
たい。

ご要望として承ります。

7
工業団地への工場誘致を含めて活性化を期
したい。

ご要望として承ります。

8
空港の利をいかして県南都市と連携され、
リニアコライダーの誘致促進を図り、科学
都市実現を期したい。

ご要望として承ります。

9
市内にはまだまだ橋の補修箇所が多くない
か。補修基盤も含めて望む。

ご要望として承ります。

10
１０月１９日の総務常任委員会所管事務調
査で、市の防災危機管理状況について、調
査の結果の感想を伺う。

国、県、市の防災計画見直しでガイドライ
ンが出来たことで説明を受けました。
市では新地域防災計画策定中と認識してい
ます。

11
行政視察報告欄で、市へ提言とか地域に反
映され成果に繋げるとか示されるよう自助
努力を期したい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
各地域で防災訓練をしているとか、しよう
とかの取り組みの中で、地域自主防災を懇
談しようとするねらいは何か伺う。

地域防災をテーマにして懇談会を深め、今
後安心して暮らせる町づくりの一助であり
たいと考え懇談会としました。
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2
弱者の把握やその方々の救済のあり方を地
区民に啓蒙することは、なかなか難しい課
題と認識した。

ご意見として承ります。

3

例えば、活断層の上は危ないとか、崖崩れ
が恐いとかの具体性が無ければとかの危険
な所は何かをキチンとしたところを踏まえ
ていくべきではないか。また、避難訓練の
目的、避難場所の意識が薄い。沿岸民は高
台に避難とか具体化しているが、市民は具
体例がよく分からないのではないか。

危険な箇所とかの防災取り組みには、地域
間の温度差があるが、議会としても、持ち
帰って広域的な事項として取り組むべきと
思います。

4
大きなテーマであり本日参加者からの話題
が出しにくいことだ。これまでの話からも
噛み砕いて話題を出してほしい。

議会としても取り組みはどう在るべきか重
要性を受け止めています。地域防災組織の
役割は、震災発生時の避難誘導や救済、安
否確認等であり、市の対応にいたるまでの
取り組みとして大切であります。

5

里川口町自主防災会の「地域防災につい
て」に掲げてあるように、地震など広域的
防災と火災、洪水の狭義的防災というよう
に、３つの行動パターンを捉え、行動規程
を定めている。この３つの行動パターンは
参考に資する内容であるので、議会でも考
慮してほしい。

ご意見として承ります。
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亀ケ森振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
鳥谷ヶ崎公園の名称変更の陳情はどういう
ことか。

花巻城跡公園と改称してほしいのが陳情の
趣旨。個人の思いの強さはともかく、市民
の間に広がりは無く、運動も皆無である。
かつての花巻城の広大な区画の一部でしか
ない現在の公園を、花巻城跡とするとつじ
つまが合わなくなることから不採択としま
した。

2

議員定数を２６人に減らすとの案は極端に
尐なくなるが、市政情報を住民に提供して
もらう面で支障がないか。どの辺が妥当な
のか教えてほしい。

議会の役割や議員の活動に見合う定数と報
酬額を設定することがポイントになりま
す。

3

２６名が妥当との特別委員会案のようです
が、市民からの要望や陳情を受けたりする
面で本当に大丈夫ですか。仮に定数を減ら
した場合でも議員に頑張っていただけるな
ら報酬を上げてもよいのではないか。

特別委員会にご意見としてしっかりとお伝
えします。

4

議員定数は、市民の納得を得られる根拠を
明確に示すべきだ。人数や経費をとやかく
言うよりも仕事に見合った数が大切。定数
も報酬も「仕事本位」で考えていただきた
い。

特別委員会にご意見としてお伝えします。

5
議員は必要な仕事をするための必要数は
あって当然だと思います。大いに議論をす
る必要があると思う。

ご意見として承ります。

6

報酬は議員職に専念してもらい、副業を持
たないで済む位の報酬額は絶対必要だと思
う。議員の経費を減らしてまで節約という
考え方は違うと思う。

ご意見として承ります。

7

行政視察先がなぜ、九州や近畿方面ばかり
なのか。もっと近場で優秀なところはない
のか。むしろ、他市から花巻へ行政視察を
呼び込むようにしたらどうか。

それぞれの常任委員会で先進事例地を選ん
だ結果、今回のような視察先となったもの
です。
花巻市への視察の受け入れは、議会改革、
起業化支援センター、小さな市役所構想な
どのテーマについて各地から多数視察に訪
れていただいております。

8
議場への市旗国旗の掲揚は良いことだと思
うが、市の職員が当番で交互に上げ下げし
てもらいたい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

公民館単位に８つの自主防災組織が結成さ
れている。
各公民館ごとに防災マップづくりをしたい
と考えている。

状況を承りました。

2

外部で世話をすると言われても受ける方が
嫌がったりして簡単なようで上手くいかな
い。
防災マップは当初、何の役に立つのかと思
いきや、地域のことを知る上で良かったと
感心した。

状況を承ります。
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3 緊急時対応ラジオを全戸配布してほしい。 ご意見として承ります。

4

防災について地区民の関心は薄いのが現状
です。息長く続けていくには地域にあった
方法を細々とでも継続していくことが一番
大事だと思う。

ご意見として承ります。

5

地域防災の本当の趣旨を明確に出してもら
えれば、地域の対応も変わってくるし、皆
も身近な問題として受け入れやすくなると
思う。

ご意見として承ります。

6
災害時にはＮＨＫの災害放送をそのまま流
してもいいと思う。

震災があって７日目からは、そのような形
で協定を結び、夜はＮＨＫの放送を流しま
した。

7
防災行政無線でさまざまな情報を流してい
ただきたい。

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
議場への市旗、国旗の掲揚に係る陳情の採
択、不採択の経過を聞きたい。

昨年の６月に最初の陳情が出され12月の議
会で結論を出したものです。

2
いじめや不登校が全国的に問題になってい
る。花巻にもあるのではないか。

本市は、全国の中では出現率が低い状況で
す。

3

こちらに越してきて間もないが、「花南こ
ども広場」を利用させてもらっている。こ
の辺の子どもを持つ若いお母さんとふれあ
えるのはありがたい。いろいろと教えてほ
しい。

ご意見として承ります。

4
花南開発の現状について、今どこまで来て
いるか。沖田地区が終わって、その他に尐
し話があるようだがどうなっているか。

調査し、後日回答いたします。

5
和同産業からの道路が開通した。あれは当
初、北上の中部病院完成と同時に開通とい
うことだったがどうなったか。

調査し、後日回答いたします。

6
上町成田線が、今開通しているのは南城中
学校の入り口までだが、あの辺どうなって
いるか。

調査し、後日回答いたします。

7
青果市場近辺の工事をする時、市場のあの
辺の土地を建設業者の現場に貸しているが
賃料をもらっているのかどうか伺う。

調査し、後日回答いたします。

8
避難者の見守りについて避難者に特化した
定期的な巡回は行わないとしているがどう
か。

市としては、市民も避難者も分け隔て無く
同じ対応としています。
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共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

諏訪では、住民への連絡方法・伝達手段と
して、スピーカーシステムをテストしてみ
たが、窓を閉めていると聞こえないなどの
問題がある。この地区は豊沢川の氾濫もあ
りうるので一年おきに水害対策と地震対策
の避難訓練をしている。コミュニティ会議
の予算で防災関係の資材も購入している。

ご意見として承ります。

2
地域ごとに事情が異なるのだから、あまり
無理せず独自の取り組みをしていきたい。

ご意見として承ります。

3

南城地区では大震災を経て自主防災組織は
やはり必要との意見があり、結成はしたも
ののいまだに防災意識が薄く避難訓練は未
実施であるが尐しづつ意識を高めていきた
い。

ご意見として承ります。

4

桜町では大震災後に組織を立ち上げた。コ
ミュニティ会議の予算で発電機から担架、
無線機など調達し公民館に保管している。
消火器の使い方や停電時を想定した炊き出
しの訓練も行っている。若い世代の人達に
後継者として協力してもらうことが課題
だ。

ご意見として承ります。

5

地域防災計画が見直しされたが、避難所対
策として床に貼る資材とか女性のプライバ
シーを守るものが必要との意見がある。ま
た、災害時に被害が広域化した場合の備え
として、近隣市町村で相互補完することが
必要になると思う。

広域対応については、県が計画を策定して
います。

6

役員が２年くらいで交替し、なかなか防災
思想が浸透していかない。自治会の役員は
年配者が多く、若い人がいないのが実態
だ。若い人たちに来てもらいたい。

ご意見として承ります。

7
地域防災は地域づくりが必要であり今の時
代にあった方法で、何らかの形で防災意識
が高まるようなことをすればいいと思う。

ご意見として承ります。

8

班長にも自主防災組織に入ってもらい、自
発的な取り組みとして要援護者保護のため
の対象となる人達の実態をつかんでいただ
いている。

ご意見として承ります。
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土沢振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

学校の統廃合で生ずる跡地利用はどうなっ
ているのか。旧土沢小学校の体育館は、子
ども達が部活等で利用しているが、水道も
出ないしトイレも使用できないで困ってい
る。また、草だらけとなっているところも
あり、周辺環境の悪化となっているところ
もある。

跡地の利用については、市では地元の意向
を大切にして進めていますが、老朽化の激
しいところや予算面などから一部に不便を
かけているのも事実です。水道やトイレの
問題は担当部署に伝えます。

2 市職員の不祥事についてどう考えるか。
大変な不祥事であり今後、議会としても考
えていく必要があります。

3
民生委員の区長推薦については区長が大変
なので見直してほしい。また民生委員の数
が足りないと思う。

ご意見として承ります。

4
教員宿舎が空いているが、被災者や福祉関
係に貸し出すなど、有効利用を考えてはど
うか。

検討すべき課題でありますので市の担当に
伝えます。

5
学校と地域が一体となり、学校と地域の係
わり方について議論すべきではないか。

ご意見として承ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

組織を立ち上げたが現場の対応は難しい。
県内全体が同じ防災の考え方ではだめだ。
また、避難場所の耐震の問題はどうなって
いるのか。

難しい問題も多いが、地域の実情に合わせ
た自主防災が一番です。避難場所の耐震な
ども調べてもらうよう伝えます。

2

幼稚園や保育園、福祉施設などはどうある
べきか。教員や職員の数が足りているの
か。福祉施設から要望があっても地区では
応えることができない。

基本的には施設または学校内で完結できる
よう常に話し合っておくべきだと思いま
す。

3
ダム決壊の場合の備えについても考える必
要があると思う。

御意見として承ります。
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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

子どもが道路などでスケードボードをして
おり危険だ。市は公園や周辺を禁止するな
どしているが、遊べる場所を確保すること
も大事なのではないか。

子どもの遊び場所の確保や、公園の利用の
あり方については考慮する必要があるので
担当部署に伝えます。

2
花巻球場をもっと整備し、プロ野球の一軍
の試合を誘致できるような施設にするべき
だと思う。

２８年度の国体に向けて、整備しておりま
す。

3
図書館の整備は駐車場の確保も含め、しっ
かりと考えてほしい。

市民からもいろいろ意見が寄せられてい
る。今後議会としても議論し、市民に愛さ
れ利用される施設整備に向けて提言してい
きます。

4
新田地区の用途変更についてだが、市では
将来の市街化形成についての基本的な考え
がないと思う。

この件は審議会も通ったことから進むもの
と思うが、市街化の発展のあり方などにつ
いても市当局とこれからも議論していきま
す。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

市民の大半がまだ良く分かっていない。避
難所そのものが地域の実態に合っているの
か。さらに防災に関する備蓄はあるのか伺
う。

避難所も実態に合ったものにしていくべき
だし、備蓄や資機材についても検討が必要
です。

2

防災組織を立ち上げても、その後どうして
いいのか苦慮している組織が多い。
リーダーの養成、無線の配備避難訓練が実
情にあっているのか。

振興センターに防災無線が配備されており
ます。

3

４区の訓練内容は、最初は対策本部の立ち
上げ、次に避難所の設営や各種の訓練など
がくる。花巻北中学校の生徒には平日でも
訓練に参加してもらっている。
要援護者などの把握は社協や民生委員も
行っているが、それだけでは足りない。ア
パート対応は難しく住民へ伝えるすべがな
い。

避難訓練も各地区によってやり方が違って
くると思います。それぞれの環境にあった
自主防災のあり方を考えてほしいと思いま
す。現場の問題を市にも要求してほしいし
議会も伝えていきます。
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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

第１８条陳情「議場に国旗・市旗を掲揚す
ることを求めること」を採択したとのこと
ですが、いつ議場に国旗・市旗を掲揚する
のか。

議会運営委員会で協議した後になります。

2
文教常任委員会の学校教育の現状と課題に
ついて、具体的に伺う。

２３年度の市内の小中学校の不登校出現率
やいじめ認知率の平均値は、全国・岩手県
の平均率より下回っておりまた、学習定着
度は、県の平均率より上回っているが、中
学校の英語の学力向上と家庭教育の資質の
向上などが今後の課題であるとのことでし
た。

3
議会だよりの視察報告にある、滋賀県・甲
賀市の農業法人「酒人ふぁ～む」の取り組
みについての視察の効果について伺う。

平成１４年から農地を守るということで行
われております。視察した結果を参考にし
てまいります。

4
花巻市マスタープランにある、この地域に
沿った整備計画について、地域住民に対し
て、分かりやすいように説明してほしい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
地域防災は積雪対策等、冬場における環境
整備も必要と思う。

除雪計画は、毎年、地域の区長さんの方々
と相談して計画を立てて進めているようで
す。

2 避難所のマップの作成をするべき。 ご意見として承ります。

3

避難所の案内図は、それぞれの地域に合わ
せたものを作るべきであり、地域の方々が
中心となって、市が連携を取りながら作成
するべきと思う。

ご意見として承ります。

4

誰でも、どこにいても直ぐ避難ができるよ
うに、避難所を示す看板を設置するとか、
観光マップに避難場所を記したものを作成
するべきと考える。

ご意見として承ります。

5

自主防災組織の災害に対応できる訓練は、
地域住民だけではなく、消防関係者、学校
関係者、市と一体となって訓練ができるシ
ステムをつくり指導してほしい。

ご意見として承ります。

6

災害時に情報を確実に伝えるために、無線
アンテナなどを設備し、無線による情報伝
達ができるような、環境整備が必要だと思
う。

振興センターに防災無線を配備しておりま
す。災害情報はFM花巻エリアメール等で情
報を提供しております。

7
防災計画には、第一次避難所が自治公民館
となっているが、耐震など避難所として適
切ではない施設もある。

ご意見として承ります。
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8
生涯学習会館に災害時に必要な資材などを
置ける場所を設けてほしい。

拠点避難所となっている各振興センターに
は必要な資材を配備しております。

9

花巻市の西側に南北に延びる活断層があり
花巻温泉や第二工業団地の下を通っていま
す。地震災害を考えて議会としても調査研
究する必要があると思う。

ご意見として承ります。
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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
「国旗・市旗を議場に掲揚することを求め
る」陳情に対する反対意見は、どのような
ものがあったか。

国旗は、国の象徴として戦前に使われ、戦
争への思い出があるなど、国旗に対して市
民のさまざまな意見があります。そうした
中で議員が市民の代表として活発に議論を
交わす議場に国旗を掲揚することはふさわ
しくないとの意見がありました。

2
国旗・市旗は、国や市の象徴であることか
ら、議場に掲げてほしい。

議場運営に関することは、議会運営委員会
が決めることになっております。

3 議員報酬は、現行の報酬額で十分か。

現行の報酬額は、県内１３市で上位４番で
す。全国類似都市では、最下位の位置であ
り他市と比較しても高くはない状況です。
多くの議員は、報酬と他の収入と合わせな
がら、活動しています。

4

議員定数は、２６人で良いと思うが、定数
を減らした分、報酬を引き上げるべきであ
る。議員活動は、兼業ではなく、専門的に
できるような環境をつくるべきと思うがい
かがか。

委員会では、総合的に判断して、報酬を現
状維持の方向性にしましたが、定数が減る
ことによって、活動領域が拡大し、専門性
が求められることなどから、多くの方々が
挑戦できるような環境を将来的につくるべ
きとの意見もありました。

5
文教常任委員会の活動報告の中に、学校教
育の現状と課題及びキャリア教育について
具体的に示してほしい。

２３年度の市内の小中学校の不登校出現率
やいじめ認知率の平均値は、全国・岩手県
の平均率より下回っており、改善されてい
ます。また、今後の課題は中学校の英語の
学力向上と家庭教育の資質の向上などがあ
るとのことでした。キャリア教育は、南城
小学校と湯本中学校がモデル校として推進
し、総合学習の中でボランティア活動、職
場訪問や職場体験などを通じて自己の将来
設計力を身につけさせる取り組みを行って
います。

6

市では、保育所の再編計画について、内部
で検討をしており、地域の方々と意見交換
して進めるとのこと。また、保育所を完全
民営化にしたいとのお話があった。民営化
にすると、結果的には保育所がなくなる。
子どもが尐なくても保育所は必要であり、
公立で運営することで維持できるのであり
民営化にしないでほしい。

保育所の民営化は、全国各地区での構想で
す。必ず地区の保育所に入るということで
はなく、親が通勤しているところの保育所
に入る園児もあるのが現実です。地域の課
題として率先して進め、保育所の維持をそ
のまま続けていただくことがよいのではな
いかと思います。

7

振興センターの建設について、市に要望し
ていますが、実現しないのが現状です。こ
の建物は老朽化が進み、耐震がされていな
い状況です。１日も早く建設計画が実現で
きるようにしてほしい。

ご意見として承ります。
（平成２５年度で基本設計費が措置されま
した）

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

地域防災組織は、６行政区のうち５行政区
で組織され、活動をしている。残りの１行
政区は、消防団を支援する消防後援会と婦
人消防隊があることから、それらの組織を
フル活用することによって、新たな組織を
つくる必要はないとの地域の方々の意見が
ある。
地域防災については、それぞれの組織で活
発に活動している状況である。

ご意見として承ります。
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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
鳥谷ヶ崎公園の呼称の変更を求めることに
ついて、何度か同じ陳情がなされているが
その経緯について伺う。

過去同じ内容の陳情が１０回提出されてお
ります。まったく同じ内容であり、既に不
採択されているものであることから、今回
も不採択としたところです。

2
同じ内容の陳情の提出の仕方に問題はない
か。

現在の制度上、出された請願・陳情は、そ
れぞれ議長が所管する常任委員会に付託し
審査する事になっておりますが、今回のよ
うなケースを受け、議会運営委員会の中で
議論し、まったく同じ内容の請願・陳情に
ついては、委員会に付託しない事が出来る
よう改正する事と致しました。

3
発達障害の子どもへのいじめや不登校の実
態と、市の対応について伺う。

花巻市においては現在、いじめ・不登校に
おいて懸念される事案はないとしているも
のの、弱者に対し積極的に対応すべきと考
えます。

4
障害者総合支援法の制定を受けて花巻市議
会としては今後どう対応していく考えか。

障害者自立支援法を廃止し新たに制定され
た法律ですが、議会として議論を深めてい
きます。

5
障害者を取り巻く環境は大変厳しいものが
あり、実態をよく検証し、改善にいかして
ほしい。

ご意見として承ります。

6

いじめや不登校の問題について花巻市は統
計上問題はないとしているが数字だけでな
く目に見えないものを含め内容をさらに吟
味し、実態を正しく認識してもらいたい。

いじめの定義や調査の方法によって結果は
違って参ります。表面的な数字に惑わされ
ることなく、真実に近づけるよう努力して
まいります。

7
毘沙門の参道の灯篭や近くの橋の欄干など
かなり塗装が剥がれている状態で美観を損
ねている。是非、改善していただきたい。

市への要望は、どのような事でも区長さん
やコミュニティ会議等を通じて、遠慮なく
申し出てください。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

自主防災組織を作るにしても、地域によっ
て状況は違う。当地区では従来より消防や
婦人会、自治会、公民館組織等十分機能し
ており、市の一律に同じような組織を作る
ことには疑問を感じている。

画一的に組織化することは必ずしもベスト
とは言えませんが、最低限の体制を作って
いく中で、今後地域性にも配慮すべきと考
えます。

2
防災組織の運営についてはコミュニティ会
議の予算とは別枠で措置してもらいたい。

ご意見として承ります。

3
災害時、障害者などへの対応は、かなり難
しいと予想される。人的な面、予算的の面
特段の配慮を願う。

ご意見として承ります。
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4
災害の際の安否確認の方法についての具体
的なイメージをお示し下さい。

例えば震度５弱以上の場合、民生委員さん
が、自分の受け持ちの世帯の安否確認を行
いますが、その後の報告体制も整備しなけ
ればならないと考えており、一旦振興セン
ターに情報を集約し、その後本庁に報告す
るという流れが一般的な対応かと思われま
す。

5
電気や暖房、風呂など、緊急時の対応を考
えてもらいたい。

ご意見として承ります。

6

平時、災害への備えとして、小さな河川の
整備についても万全を期してほしいと思う
が、日頃から市へ要望出来る道筋をきちん
と確保していただきたい。

ご意見として承ります。

7
田瀬ダムの決壊なども考えられるが国交省
からは明確な回答はない。議会として、き
ちんと聞きただしていただきたい。

これまでも当局をただしてきましたが、明
確になっていないことから引き続き対応を
求めていきます。
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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

花巻市は観光立市を掲げているが、太田油
脂の悪臭問題は賢治記念館等を訪れる観光
客に多大な悪影響を与えていると思うが議
会として、どう対応しているか。

監督権限は、県と市にあり臭いが認知され
る度に、昼夜を問わず市職員が状況確認を
しており、基準値を超える臭いが認められ
た時点で、改善勧告をしています。議会と
してもきめ細かい対応が出来るよう、更に
注視していきたいと考えます。

2
臭いの拡散は、どの辺まで広がっているの
か、調査してるか。

市では、各地に悪臭モニターを配置し、必
要に応じて報告をいただいております。

3

議員定数の検討については、市民や議員に
とって身近な問題だが、結論を出すまでの
時間が掛かり過ぎている。継続審議で引き
伸ばしているように感じるがどうか。

慎重に議論を進めてきており、３月定例議
会において、議員定数及び報酬について委
員長報告を行い、６月議会に条例案を提出
し、決定したいと考えております。

4
在任期間が長過ぎる議員は、後進に道を譲
り勇退すべきと思う。

ご意見として承ります。

5
市長は、岩手No.1を掲げているが、果たし
てどこがNo.1になっているのか示していた
だきたい。

今後議会としても十分検証してまいりま
す。

6
議員も、１つでも多くのNo.1が実現出来る
よう努力してほしい。

市長が掲げたキャッチフレーズではありま
すが議会としても１つでも多くNo.１と言
えるようなものが増えるよう努力してまい
ります。

7
議員の言動は市民に見られている。自覚を
持って臨んでいただけるよう要望する。

貴重なご意見として受け止めてまいりま
す。

8
上小舟渡、方八丁線の歩道の件について以
前より要望していたが、その後何ら返答が
ないが、どうなっているか。

予算が平成２５年度に措置されたので、平
成２５年度は歩道設置に向けて調査を始め
ることになりました。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
市の示す防災計画は、内容が膨大過ぎてわ
かりにくい。災害時の市民の行動マニュア
ルを作ってほしい。

それぞれの地域の実情が違う中で、一律に
計画を進めるのは無理があるため、地域自
主防災の取り組みをお願いしており、行動
マニュアルについても同様であります。

2
一時避難所の収容力の問題や障害者への対
応、また、夜間体制への取り組み等、きめ
細かい対策を考えてほしい。

実情に応じて対応出来るよう、当局に伝え
ます。

3

防災に関して地域で考えてほしいと言うが
アイデアはあっても資金がなければ何も出
来ない。そういう点も十分配慮していただ
きたい。

ご意見として承ります。
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4
災害時の一時避難場所の耐震化はどうなっ
ているのか、住民の安心・安全は確保出来
ているか。

耐震など建物の構造的な問題については、
大変重要な問題と捉えておりますが、まず
は拠点避難場所を優先に進めていくものと
認識しております。

5
地区の公民館等の耐震化について費用面で
も支援をしていただきたい。

耐震化等公民館の改修につきましては市の
基準もありますが、今後必要に応じて補助
率の問題も含め、当局に要望してまいりま
す。

6
下似内に急傾斜地や洪水の危険箇所等の指
定がなされている場所があるが、どこで調
査しているのか。

市、県それぞれ所管する部署で調査、指定
しているものであります。

7
指定されている避難場所より近い場所への
避難も、柔軟に考えるべきではないか。

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
オスプレイの飛行計画で、本市上空は飛ぶ
のか。

県内上空グリーンルートは、西和賀町と北
上市の一部とされていますが、万が一、不
時着などとなった場合、花巻空港が利用さ
れることは予想されます。

2 防災危機管理状況はどうなっているか。

現在地域防災計画の見直しを進めており、
関係機関との調整などを行い成案を２月２
０日の防災会議で審査し、決定すると伺っ
ています。

3 花巻図書館の今後の方向性について伺う。
老朽化に伴い整備が必要とされていますが
現時点で市当局から詳細について示されて
いません。

4 大型店舗の出店の内容について伺う。

場所は南新田で、全面積６６,０００ ㎡の
規模にドラックストア、スーパーマーケッ
ト、書店文具、ホームセンター、ファッ
ション衣料、百円ショップ、レジャー施
設などが予定されていると伺っています。

5 議員報酬は全国で最低ということなのか。 最低ではなく、下位の方にあります。

6
議員の活動の意味からも、報酬は下位では
なく中間あたりに考えてはどうか。

ご意見として承ります。

7
たんぽぽクラブへの現地調査の内容を教え
てほしい。

現在、大谷地に第１、第２たんぽぽクラブ
がありますが、２５年度に、第３たんぽぽ
クラブを開設したく、交通の利便性を考え
て、若葉町地区を希望しているようです。

8
上町では電線等の埋設工事を行っているが
まちづくり構想との関連を、議会ではどの
ように議論をしているか。

埋設工事について、議会のほうへは提示さ
れていませんので関連について分かりかね
ますし、議会で議論はされていません。

9
埋設工事をやるということは、構想がある
からではないか。

確認したうえで、後日お知らせします。

10
まちづくりの方向性について、議員個々の
意見を聞かせてほしい。

個々の意見については控えさせていただき
ます。

11 子どもの城の詳細を教えてほしい。

子育てに関して総合的な拠点センターとし
て、健常者から障がい者まで、保育から教
育まで、家庭内の相談や子どもに関するあ
らゆる相談に対応する施設を整備するとい
うことで、場所は旧新興製作所跡地で、子
どもセンターと駐車場の計画と伺っていま
す。

12 旧新興製作所は既に取得したのか伺う。
まだ取得していませんが１２月議会に補正
予算が提案され、６００万円ほどの測量調
査費を可決しました。

18



13
障がい者自立支援協議会が、昨年できたが
知っているか。

詳細については、承知しておりません。

14
一般質問で取り上げた、いじめについての
教育長の回答が非常に簡素だが現状を示す
数字的なものはあるか。

平成２３年度分の数字で言いますと、不登
校児童生徒の出現率は市内小学校0.15%、
中学校では1.67%となっています。いじめ
認知率は、小中学校ともに0.07%となって
いて、いずれも県や全国平均よりも下回っ
ているようです。

15
まん福について議会としては趣旨採択され
たが、地域住民のまちづくりのために協力
を願いたい。

ご要望として承ります。

16 地域内に社会体育館を建設してほしい。 ご要望として承ります。

17
花西振興センターの老朽化対策や、文化会
館の裏にある学童保育の環境の改善などを
してほしい。

ご要望として承ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
避難場所となりうる文化会館駐車場に、ソ
ーラー式の電灯をつけてほしい。

ご要望として承ります。

2

南万丁目では、自主防災会として個人情報
の取り扱いや、一次避難所である公民館の
耐震性への対応など、どのような形で進め
て行けば良いのか２５年度から指導してい
ただきたい。

ご要望として承ります。

3

自主防災組織等活動ガイドラインの中に各
世帯に家族カードを配布して、家族構成等
を記入してもらうとあるが、これは個人情
報保護法からみて大丈夫か。

組織で取り組むことについてはいいと思い
ます。

4
文化会館駐車場までの道路拡幅をお願いす
る。

ご要望として承ります。

5
消防署から滝の沢までの歩車道の整備をお
願いする。

ご要望として承ります。
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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
議会では、花巻図書館以外の図書館の現状
と課題について何か話されているか。

現在のところ、特に話はされていません。

2
議場に、国旗・市旗を掲揚するべき、する
べきではないの論点を教えてほしい。

国旗は国の象徴であり、市旗と同様に掲揚
するべき。これまで通り掲揚せず、自由に
議論を交わすべきとの意見がありました。

3
国旗・市旗について、採択されたが今後の
進め方はどうなるか。

今後の進め方についてはまだ詳細が決まっ
ていません。

4
花巻城本丸跡鳥谷ヶ崎公園の呼称の変更を
求めることについての内容を、教えてほし
い。

鳥谷ヶ崎公園の呼称に「城址」という言葉
を加えてほしいという陳情でした。

5
各常任委員会の行政視察が、同じ日に行わ
れているが、議員が市に不在でも支障はな
いか。

議会の日程等により、各委員会が重複する
こともありますが、全員が不在になるとい
うことはありません。

6
これまでの行政視察が、どのようにいかさ
れているのか伺う。

花巻市を、常に良くするための努力と勉強
を重ねています。

7
視察先の霧島市での写真に、頬づえをつい
ている様子があるが、このような写真は掲
載するべきではないと思う。

今後気をつけたいと思います。

8

議員報酬について、定数が減ることを考え
ると仕事も増えると思うし、年金をもらっ
ていない若い方を考えると、現状維持では
なく若干は上げてもいいと思う。

ご意見として承ります。

9
実際の報酬額、手取りの額、報酬以外のも
のがあるのか教えてほしい。

報酬は３３万９千円で、所得税を引かれた
手取りの額は２５、６万円です。報酬以外
では、費用弁償として議会に出席した場合
に交通費を支給されていますし、政務調査
費として月２万円を支給されています。

10
花巻市の２４年度の目玉となる施策の進捗
状況を教えてほしい。

観光とスポーツに力を入れて、交流人口を
増やすためさまざまな事業を行っていると
いう状況です。

11
石鳥谷図書館は、全国でもトップレベルの
対応、サービス体制を取っている図書館だ
と思う。

ご意見として承ります。

12
図書館の間で職員の交流があるようで、と
てもいいことだと思う。

ご意見として承ります。
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共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
防災について、内陸は非常に穏やかで緩や
かな考え方だなと思うが、本当に地震のと
き大丈夫か。

沿岸と違う部分はありますが大震災に備え
るべきと思います。

2

過去の台風により、北上川の洪水で多大な
水害を被った歴史があり、国土交通省が堤
防を建設するために、一昨年測量実態調査
を行ったが、その後の経緯がわかれば教え
てほしい。

岩手河川国道事務所では八重畑の堤防未整
備地区に建設が必要と説明していました。

3
花巻市が防災計画の中で、市民や地域に対
して要綱を示すなど指導してほしい。

ご要望として承ります。

4

土地の固定資産税は、建物がなければ税金
が高くなるが空き家でも建っていれば安い
と聞いた。それが本当であれば更に空き家
が増え、防犯や災害など地域対応が必要に
なるのではないか。

確認してお知らせします。
（住宅用地に対する課税標準の特例という
法律があります。例えば２００㎡以内では
評価額の７０％が通常の課税標準額ですが
特例では評価額の６分の１が適用されま
す。なお、家屋の状況によるので一概には
言えないと思います。）
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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
補正予算の説明は数字だけではなく事業説
明がほしい。

市民に分かりやすい説明の改善をしてまい
ります。

2
除雪後道路が狭くなり、交通障害となって
いる。稗貫川、中居川を利用した排雪溝を
要望する。

提案、要望として承ります。

3
森林資源利活用の就労、産業おこしを要望
する。

エネルギー問題からも重要な提言と承りま
す。

4
大迫中学校新築問題はどうなっているか伺
う。

用地など地元協議を進めるべきと考え、教
育委員会に伝えます。

5
大迫高校存続願いがどうなっているか伺
う。

震災以降、県の計画は休止中と伺っていま
す。平成２５年度以降の入試状況を見て市
への説明があると思われます。

6
早池峰山が自然遺産の候補となった。市は
情報集め市民運動してほしい。

当局に要望として伝えます。

7 大型店の中身について伺う。
南新田地域の用途変更が都市計画審議会で
同意され、今後は商業施設開発の動きとな
ります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

自主防災について、強震による家の倒壊が
心配。消防団との情報共有等、訓練のきっ
かけをつかめずにいる。市からの指導をい
ただきたい。

平成２５年度市では地域説明会を予定して
いると担当者から伺っています。

2
ＦＭ難聴地域解消を何度も市に要望してき
たが改善されないので、地元でＮＨＫ放送
施設の活用を考えている。

平成２４年度において難聴の解消に向けて
いろいろ調査をしています。新年度に向け
て対策を講じていると思います。

3
独居老人の安否確認に苦労している。ブ
ザーなど福祉支援について福祉協議会等で
援助徹底してほしい。

福祉協議会、民生委員に指導強化してもら
うよう伝えます。

4
自主防立ち上げについて住民も協力する意
識に至っていない。指導願いたい。

ご意見として承ります。
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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
国旗・市旗を掲揚するなという背景は何か
について伺う。

過去の戦争体験から国旗に対する思いはい
ろいろあり、慎重に考えるべきという意見
でありました。

2 教師の休職状況を伺う。
平成２５年２月１日現在で、長期休暇取得
者が１０名、そのうち２名が休職となって
おります。

3
子どもの城の補正予算について、反対が９
人しかない。他の議員は納得したのか。

予定候補地は、国土調査がされていない場
所で、現場調査の測量費等と理解していま
す。

4
不祥事が出たが、議会のチェック機能を強
化してほしい。

議会の監視強化に努めます。

5 議員定数８人減の理由を伺う。
全国平均、将来の人口推計、近隣都市の動
向、議会機能と議員の役割、財政規模等か
ら調査検討しました。

6
定数削減で議員がいなくなるところはある
か。

８２名から３４名に削減の選挙では、大幅
に減った所もありました。

7
九州等遠くに視察にいっているが、身近な
所での視察は出来ないのか。

ご意見として承ります。

8
議会傍聴したが、もっと活発に議論してほ
しい。

今後、努力してまいります。

共通テーマ「地域防災について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
教育会館を避難所として市に要望したが認
められていない。市は現場確認をすべきで
ある。

ご意見として承ります。

2 災害の分類について伺う。
地震、水害、火災、土砂災害等々がありま
す。

3
防災マップでは花北地区全域が浸水地域と
なるが、これでよいか。

北上川の決壊を想定して作成したと市から
伺っております。

4
アイオン・カサリン台風では逆流で四日町
一日市が浸水し小舟渡は浸水していない。
マップは実態にあっていないと思う。

市は平成２５年度事業に地域協議を予定し
ていると伺っており、その中で見直し協議
ができると捉えております。

5
防災マップについて、正しいデーターで見
直してもらいたい。

ご意見として伺います。
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