
湯口振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
ソフトウエアの著作権侵害に係る和解・損
害賠償は市税で負担するということになら
ないよう望む。

関係の会社から市に対して賠償請求があり
１５００万円は市、７００万円は職員の協
力金で支払うことの話し合いにより、６月
補正予算に諮りました。

回答済み

2
入札の所管事務調査の結果どういう課題等
を見だしたのか伺う。

積算ソフトが精密になってきたので、以前
と違った価格で対処しなければならないと
いう状況のなかで模索しているところであ
り、完全な入札制度策が見つからない現状
です。

回答済み

3
市側が市民の生命、財産を守る立場に対
し、議会は行政監視機能を発揮すべきこと
を期待する。

チェック機関として互いに議論しているこ
とをご理解賜りたくご意見として承りま
す。

回答済み

4

湯口中学校の改築の件について、平成１７
年より校舎の軒先のコンクリート、モルタ
ルの剥がれなどから危険のため、改築につ
いて強い要望をしてきている。

順番とすれば大迫中学校を先行しようとす
るも、建設用地の選考の問題で遅延してい
るようです。今後は、当課題を緊急性を高
めて要望してまいります。

市当局

5
最新データを参酌してより将来の人口増の
展望による地域の学校の将来像を捉えてほ
しいと市議団各位にも奮闘を願いたい。

強い要望として承り進言してまいります。 市当局

6

平成橋から南北に延びる市道があって、歩
道がある箇所とそうでない箇所があり、道
路が狭くなっている。また、大曲線の交差
点が渋滞したりする。信号機設置を願う。

県公安委員会に要望が図られるよう提言し
ます。

市当局

7
７月１２日からの大雤で太田橋の一部橋脚
沈下で長期通行止めであり、早期新装改良
となるよう望む。

災害復旧で対応するべく対処されるととも
に、工事工程も１年前倒しの平成２８年９
月開通を目途に推進するものと認識してい
ます。

回答済み

8

議会だよりを興味をもって読んでいるもの
として、市政のために鋭い質問をされてい
ると応援している一人であり、議員活動に
期したいことを述べたい。

政策提言等は議員の責務であり、議員相互
がいろいろ勉強しながら、前向きに取り組
んでまいります。貴重なご意見に感謝しま
す。

回答済み

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

震度５弱以上で聞く防災回線設定の基準と
定めるのはよいと思うが、しかし、情報提
供をする場合の基準はこれと同じとするべ
きでないと思う。

御意見として承ります。 市当局

2
県は震度４以上であれば職員は参集する。
震度５弱とかラインを引くのであれば統一
(見直すべき)したほうがよいのでは。

振興センターに避難所開設する場合、震度
５弱以上で職員は参集するものではないと
理解しています。見直し検討することにつ
いてはご意見として承ります。

市当局

3
雤量の観測地について、本市では何箇所あ
るか。

空港、ダム管理者、消防署(各分署含み)等
で雤量、震度の測定集約をしています。基
本的には、国の測定器のある機関からの
データとして発表していると認識していま
す。

回答済み

送付先

送付先

1



ご質問・ご意見 会場での回答 送付先

4

河川パトロールを担っている者として、不
動橋の国交省管轄の方へ豊沢ダムについて
雤量、上根子橋には、雤量計が自動的測定
されている。

資料提供として承ります。 回答済み

5
地域防災組織率は、どの地域が達成率が高
い低いとかの比較でない。

既存の防災組織でも十分機能を果たせる組
織があると伺っているので、必ずしも市の
ガイドラインが示す組織化を目指している
ことではないと認識しています。

回答済み

6
盛岡市、北上市、奥州市の防災システムか
ら離脱とあったがどういうことか。

広域は経費面から利点はあるものの、無線
部門が末端機能しないなどのメリットがな
いことなどで、離脱したことの説明があり
ました。

回答済み
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湯本振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議会だよりを読んで感じるが何々について
伺うのではなく、現状を数値で問い答弁も
数字で求めるよう思っている。

一般質問の内容を要約したものです。 回答済み

2
議員定数の削減の必要性を市民に良く理解
できるよう説明すべきだ。

全国市議会並びに類似都市県内市議会の現
状を調査した結果を踏まえ削減を決定した
ものです。

回答済み

3

消防指令の統合について国の緊急対策を導
入するなどして、広域的な体制が確立され
るように関係市に働きかけるべきが花巻市
のあり方ではなかったのか。

広域は経費面から利点はあるものの、無線
部門が末端機能しないなどのメリットがな
いことなどで、離脱したことの説明があり
ました。

回答済み

4
行政区内に産廃と思われるドラム缶が放置
されている。県の事務だが市としても対処
してほしい。

市当局に伝えます。 回答済み

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

台温泉地区では橋が損傷した場合の特に夜
間の非常時状態の避難が心配である。連絡
や災害発生時の対処方法が、大変心配であ
る。

各自主防災組織ごとに具体的避難訓練が必
要と考えます。

市当局

2

４０年前に瀬川の氾濫、１５～２０年前台
川の橋脚が壊れた。平場地域でも１０年に
１度の災害は考えられることだ。３．１１
災害時には花巻温泉が停電し宿泊客１００
名弱がコミュニティセンターに避難した。

観光客対策としてこの地域の特殊性として
大変重要なことと受け止めます。

市当局

3

砂防ダムが土砂で埋まっており台地区では
水害と土石流が心配だ。宿泊地として夜間
人口増加への重点的取り組み指針を示して
もらいたい。

市において観光地の対策は別途考えている
と思うが市当局にも伝えます。

市当局

4

想定外の集中豪雤があることを前提とした
指針を作成すべきだ。台温泉から北上川ま
で湯本地域全体に水路が流れている。全体
のマップを作成する必要がある。

市当局に伝えます。 市当局

5
１時間１００ミリの豪雤に備えて水害常習
地へ土のうの備蓄が必要と感じている。

市当局に伝えます。 市当局

6
市から指示などの進捗について明確なその
後の説明がない。市からの防災組織への伝
達方法とは別の問題である。

市当局に伝えます。 市当局

7
市街地と散居地区に区分したガイドライン
が必要ではないか。

市当局に伝えます。 市当局

8
二枚橋会館は市の施設ではない。耐震調査
後の支援が必要である。

市当局に伝えます。 市当局

送付先
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ご質問・ご意見 会場での回答 送付先

9
市と建設協会が災害時の協定を結んでいる
が会社名と内容を知らせてほしい。

市当局に伝えます。 市当局

10 要望だが雤量計の設置と監視を望む。 市当局に伝えます。 市当局

11
台温泉は小規模旅館で発電装置は備えてい
ない。

市当局に伝えます。 市当局

12
避難が必要な事態に情報を得るシステムは
どうなっているのか。

振興センターに情報が集約されています。 市当局
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矢沢振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
委員会が行う請願や陳情の審議は、市民の
声を聞いてから行うべき。

一般質問も含め市民の声を聞いて審議して
います。

回答済み

2 現在の入札制度はどうなっているのか。
不祥事を受けて変動性の制度に変えまし
た。

回答済み

3
小学校のエアコン導入はどうなっているの
か。

保健室を中心に計画的に整備する予定。早
めに整備するよう担当課に伝えます。

回答済み

4
公務員の給与引き下げなどによる地方交付
税の減尐の影響は。

花巻市に影響はありません。 回答済み

5 合併の効果はあったのか。
学校などの施設整備などに効果が表れてい
ます。

回答済み

6
人口減尐への歯止め対策はどうなっている
のか。

交流人口の拡大や医療福祉対策で対応して
います。

回答済み

7 医療通知書は無駄ではないか。
無駄と感じる方もあると思うが受給履歴を
確認する意味でも大事です。

回答済み

8
新花巻駅前の活性化を図る上で、歌や芸能
を上演できる常設の宮沢賢治劇場の整備が
必要と思うが。

コミュニティ会議等で検討しております。 回答済み

9 松くい虫対策は。
新たな予算確保など行政も力を入れていま
す。

回答済み

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 消防の共同運用からの離脱はどうしてか。
災害時のバックアップ体制に不備があり、
他市との意見の相違を埋めることが出来ま
せんでした。

回答済み

2 水道の広域に問題はないか。 問題ないと考えています。 回答済み

3

各地区ごとに災害が違うように、それぞれ
の防災への取り組みは違う。また、井戸の
水質検査をするとか、避難施設への物資支
援の内容、災害時の弱者（新生児・病人な
ど）への支援体制などが具体的に見えてこ
ない。退職看護師の登録などきめ細かい対
応が必要。

それぞれの提案は貴重な意見として担当課
に伝えます。井戸などの調査なども対応が
必要だと思います。

市当局

送付先
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太田振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
１２回も陳情が出されている、花巻城本丸
跡鳥谷ヶ崎公園について、何という呼称に
したいものなのか。

鳥谷ヶ崎城址公園、または花巻城址公園に
するべきではないかということです。

回答済み

2

観光りんご園跡地について、このままでは
農地が荒れ周囲に与える影響も大きいし景
観も良くない。地域の声を聞き入れ強力な
行政指導を行ってほしい。

ご要望として承り市当局にお伝えします。 市当局

3 太田橋は１年でも早く完成してほしい。 ご要望として承り市当局にお伝えします。 市当局

4
街灯をＬＥＤに変えてほしいが予定はある
のか。

ご要望として承ります。 市当局

5

高村山荘までの定期バスもなくなり、今後
のＰＲをどのように考えているのか。また
元の高村光太郎記念館、いまの収蔵庫を有
効利用してほしい。

ご要望として承り市当局にお伝えします。 市当局

6
以前、清水寺の宵宮には臨時バスを出して
お参りをしていただいた。そのような支援
があればありがたい。

ご要望として承り市当局にお伝えします。 市当局

7

花巻の大目標は、活力とやすらぎのある
イーハトーブ花巻であり、花巻の活性化に
ついての議論と知恵を出すことを議会の皆
さんにお願いしたい。

ご意見として承ります。 回答済み

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
地域差はあると思うが、今後も応急手当や
消火訓練など個々のレベルアップを図って
いきたいと考えている。

自主防災組織等活動ガイドラインを参考に
して地域の実情に合わせて進めていただき
たいと思います。

回答済み

送付先
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笹間振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
地域の道路の補修について、今年の５月に
要望したが、何の調査も回答もない。これ
はどういうことか。

2

道路補修の件について質問がありましたが
先月市が調査し改修していただくことにな
りましたので報告しておきます。
(区長報告)

3
資料にある市議会基本条例第１３条及び第
１４条に基づく説明資料の作成を求める事
業の選定とは何か。

各常任委員会から、市の各種政策立案の経
緯や内容について本会議前に詳細の資料の
提出を求めることができるようになりまし
たことから、その項目を委員会ごとに協議
したものです。

回答済み

4
ＩＬＣ国際リニアコライダーに対する花巻
市の取り組みについて伺いたい。

直接候補地に係る一関市や奥州市は議員連
盟を作り積極的な運動を展開しています
が、当市議会としては具体的な行動は取っ
ていません。

回答済み

5

市議会議員の定数削減については、定数を
削減することにより、予算を抑制しようと
するものか、それとも世の中のすうせいに
従おうとするものなのか。

全国類似都市の議会の状況や花巻市の人口
の将来予測や議会のあるべき姿を真摯に受
け止めて導き出した結論です。

回答済み

6 報酬は、本当に上げないのか。 報酬は現状維持と決定いたしました。 回答済み

7
入札の不祥事が発生したが、事件が発生す
る前に議員としてチェック出来なかったの
か。

事件発生前から議会としても最低制限価格
制度における指名停止の撤廃や今後の入札
制度のあり方について検討しようと準備を
しており、真摯に取り組んでおります。

回答済み

8

北上市と花巻市の境界線にある２世帯の住
民が、住所は北上市だが生活のベースは花
巻市にあり、行政のはざまで翻弄されてい
る。何とか早期に安住できる様対応をして
いただきたい。

ご意見として承ります。 市当局

9
今日ご出席の議員は、将来北上市との合併
については、どうお考えでしょうか。

個人的な意見は差し控えたいと存じます。 回答済み

共通テーマ「地域防災について」

1
情報の伝達と支援の要請についてですが、
地区内の円滑な情報伝達体制をきちんと整
備していただきたい。

情報伝達体制については議会としても重要
と考えておりますが、課題も多いことから
更に検討をします。

市当局

送付先

本件に関しては区長さんからご報告があっ
たとおりですのでご了承願います。

回答済み
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2
熊の出没にたいして、十分な情報伝達体制
の整備と適切な対応を心がけていただきた
い。

市当局に適切な対応をしていただくよう要
望します。

市当局

3
熊の出没経路は水路や川に沿って里に入っ
てくるが、その境に何らかの具体的な安全
対策を講ずる必要があると思うがどうか。

市当局に適切な対応をしていただくよう要
望します。

市当局

4

花巻市としては、一体どのような災害を想
定して防災計画づくりを市民にうながして
いるか。リーダーシップをとって進めてほ
しい。

ご意見として承ります。 市当局
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内川目振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
小中学生の食物アレルギーについて、花巻
市ではどのような傾向にあるのか。

本年５月１日現在、小中学校あわせて３０
９人います。弁当を持参や原因食材などを
除いたおかずの提供、持参による代替え食
などに取り組んでいます。

回答済み

2 動線確認訓練とはどういうものか。
アレルギーが発症した場合の、現場での対
応や連絡の方法です。

回答済み

3
カントリープラザの解体について、具体的
な日程は。

現時点では承知しておりません。 回答済み

4
花巻市の法人税（均等割）が盛岡、北上、
一関などの他市よりも高い。企業支援につ
いて議員はどう考えているか。

一般論になりますが、用地取得や造成、一
定期間の無償提供など企業に対する支援に
はさまざまあり、法人税を低くすることも
一つの支援策であるが、行政はトータルで
企業支援を行っています。

回答済み

5
富士大学の周辺に駅を設置するなど、学園
都市として開発する発想はなかったのか。

ご意見として承ります。 回答済み

6
早池峰国定公園までの二次交通の確保につ
いて、検討願いたい。

ご意見として承ります。 回答済み

7
大迫診療センターに通院するための交通手
段についても善処願いたい。

ご意見として承ります。 回答済み

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
７月２７日の豪雤落雷による被害の状況に
ついて、市役所から議会へ報告がありまし
たか。

議会への報告は今のところありません。 回答済み

2
地域住民は災害時の市役所への情報伝達や
連絡ルートがよく分からない。情報がスト
レートに行く仕組みを整えてほしい。

災害時に一般の人たちが危険にさらされる
のは困るので、遠慮せずに総合支所に連絡
してください。

回答済み

3
コミュニティＦＭ放送がうまく受信できな
い地域が内川目地区にはある。

受信環境整備事業が６月の補正予算に計上
された。市では、テレビの共同受信アンテ
ナ施設を利用して受信する取り組みを大迫
地区から行うことを考えています。

回答済み

4
災害時に独り暮らし老人などの弱者への対
応が課題だ。

ご意見として承ります。 回答済み

5
３．１１の大震災の際は夜間も余震が多く
て女性の民生委員は大変だったようだが内
川目地区は男性の民生委員が多い。

状況を承りました。 回答済み

送付先

9



ご質問・ご意見 会場での回答 送付先

6
日常的ないたわりが災害時に活きる。皆が
民生委員のような役割を担っていけるよう
な地域づくりが大事だ。

ご意見として承ります。 回答済み

7
ひとり暮らしや空き家が多くこの近辺７０
戸位のうち１５、６件超えている。

状況を承りました。 回答済み

8
民生委員の数も減り、民生委員を補佐する
体制づくりが必要と思います。

ご意見として承ります。 市当局

10



外川目振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
６月補正予算中、大迫カントリープラザ解
体撤去及び整地について伺う。

老朽化により危険であることから撤去する
が、今後地元の意向に沿って対応すべきと
捉えています。

回答済み

2

先日の雷雤で、向山野球場の照明がつかな
いので、大至急対処してほしい。当振興セ
ンターのグラウンドの照明について、野球
スポーツ尐年団は、夜の練習となっており
外野側に２基設置要望したい。

要望として承り市当局に伝えます。 市当局

3
介護施設の入所待ちに日数がかかる。待機
解消からも施設増設を図ってほしい。就労
場所の確保にも繋がる。

意見として市当局へ伝えます。 市当局

4
大迫診療所の患者が尐ない。夜の診療とか
の柔軟な対応もあってほしい。

現状として、県の医師増員要請の推進をし
ているものと認識しています。

市当局

5
地下水給水しているが、この度の放射能の
環境汚染にかかわって、詳しい情報がほし
い。

放射能汚染にかかる山菜、シイタケなどに
ついては、自治体ごとの対応が原則。検査
機能を強化するよう引き続き対処します。
飲食料品の放射能検査は市交流会館で実施
しています。

回答済み

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
防災無線は有事の際の情報が聞きづらい。
移設を含めて検討してほしい。

要望として承り市当局に伝えます。 市当局

2
サイレンを手動で鳴らす方法なので、自動
化してほしい。これまでも調査することに
も回答が出てこないでいる。

市政懇談会でも提起されていると承知して
います。要望として市当局へ伝えます。

市当局

送付先
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大瀬川振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
松くい虫被害について早急な市の対策を求
めたい。

松くい虫対策は駆除分・樹幹注入の補助事
業を行っています。情報提供は畜産林務課
が窓口です。

回答済み

2
６次産業化の調査について具体的に聞きた
い。

ＪＡ・生産者・菓子工房等と連携し商品開
発を行っております。

回答済み

3

県道盛岡和賀線は交通量も多く、歩道が途
切れているために危険である。特に、墓園
への市道入口はカーブであり、市・県に改
善を要望してもらいたい。

要望として承ります。 市当局

4
熊が頻繁に出てくる。通報すれば市は動く
が常時パトロールをしてもらいたい。

有害鳥獣対策強化を市に伝えます。消防団
が自主的に警備している地区もあります。

市当局

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

炊き出し、消火訓練、研修会等を行ってき
た。防災家族カードの作成をやってみたが
反応がいまいちで記入後市に登録する方法
が硬い。もっと使いたくなるような工夫が
必要と思う。要援護登録を拒否する人もい
る。地域では把握されている。市、民生委
員(社協)・自主防とのつながりがはっきり
しない。

当地区は自主防災活動が進んでいる。個人
情報の問題はどこの地域でも共通課題であ
るので改善については市に要望してまいり
ます。また、緊急時、誰が誰に行くか体制
づくりが大事です。

回答済み

2
遠野の総合防災センターを見学してきた。
素晴らしい装置・施設であった。議会でも
機会があれば見学をしてほしい。

ご意見として承ります。 回答済み

3
集中豪雤で葛丸川がどうなるのか、市でシ
ミュレーションしてもらいたい。危険性が
予測できれば対応も考えられる。

ダムの決壊などは専門家の意見を聞きなが
ら当局が検討中と伺っています。ご要望の
件は市に伝えます。

市当局

送付先
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八日市振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
過去にどのような特別委員会があったかこ
こ２～３年の例をお知らせしてほしい。

過去には議員定数及び議員報酬調査検討特
別委員会、悪臭問題特別委員会、花巻空港
対策特別委員会、議会改革検討特別委員会
等があります。

回答済み

2
地域の活性化において尐子高齢化の問題は
大きなテーマだが、特別委員会を設置して
はどうか。

尐子高齢化対策は大変重要な課題と捉えて
おり、今後十分に検討します。

議会全体
で協議

3
農地転用を積極的に図り、地域の活性化を
推進できるよう、国に要望していただきた
い。

制度上の縛りがありますので、地域の要望
として承ります。

市当局

4
個人や地域からの要望は弱い。議員の力に
期待したい。

地域からの具体的な要望に対しては、真摯
に対応してまいります。

回答済み

5
国に対して花巻市議会独自の意見書を出し
た例はあるか。

国政にかかわる重要な課題については、基
本的に全国ネットワークの力で対応してい
ます。（ＴＰＰ、消費税増税、生活保護基
準の引き下げ等）

回答済み

6
意見書の効果はどれだけ上がるものだと考
えているか。

常に地域から声を上げていくことが重要だ
と考えています。

回答済み

7
これからの地域の農業はどうすればよいの
でしょうか。視察の現状からご指導いただ
きたい。

これ以上農地を荒らさず農業生産を高める
手立てを考えていかなければなりません。
議会としても農業政策推進議員連盟を立ち
上げ、講演会の開催や視察等を行い、今後
も積極的に地域農業の支援に取り組みま
す。

回答済み

8
熊の出没に対する対応について、的確な情
報伝達が出来る体制を作ってほしい。

熊の出没情報に対応するあり方について
は、他地区からも要望があり、今後当局に
対応を求めてまいります。

市当局

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
自主防災として独自に活動しろといわれて
もよく分からない。最低限の活動指針を示
してほしい。

市は自主防災組織活動のマニュアルを作成
し推進しています。

回答済み

2 段階的に活動の示唆を与えてほしい。

それぞれの地域の実情が違う中で、一律に
進めることは困難であり、各地域の実例を
学びながら、官民一体となり実ある計画づ
くりを支援してまいります。

市当局

送付先

送付先
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新堀振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
議員定数が減になり議員の負担が増加する
と思うが議員報酬のアップはするのか。

報酬は全国類似都市４３市中最下位ですが
県内では４番目であり低い額ともいえませ
ん。市民所得の伸び悩みの状況にもあり現
状としました。

回答済み

2

議員定数の削減は英断との気もあるが、議
会の持つ機能１つは民意の反映２つ目に政
策立案、３つ目に監視機能の３つを持って
いるがそれらがどう変化していくのか教え
てほしい。

議員の専門性と資質を高め、広い識見を養
うなど議員が変わっていかなければならな
いと思っています。

回答済み

3
３つの機能の低下は是認しているようだが
住民からいえば不安が残る。資質を落とす
ことのないよう健闘を願いたい。

ご意見として承ります。 回答済み

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 このテーマを取り上げた理由は何か。
昨年の５月に自主防災ガイドラインが作成
されたが以後、地域がかかえる地域防災上
の課題を議会として把握するためです。

回答済み

2 今までに参考になった例があるか。
松園地区等で自分達が住民台帳の整備など
１次避難体制が先例となっていると思いま
す。

回答済み

3
集落公民館の役員が主体に防災会を組織し
ている。老人世帯の確認、炊き出し訓練、
暖房器具の用意をしている。

参考として承ります。 回答済み

4
経験では現地対策本部があっても本所にだ
けに権限が集中して連携系統が発揮されな
かった。

ご意見として承ります。 市当局

5

援護が必要とする人の名簿があっても公開
しなければ意味がない。自分が登録を許可
しているのであるから公開する方向にする
べきだ。

関係者には守秘義務を課しながら名簿を配
布しています。

回答済み

6
台帳の有効活用方法を議会でも研究してい
ただきたい。

ご意見として承り議会でも研究してまいり
ます。

議会全体
で協議

7
新堀振興センターで消防団無線とは別方法
の無線によって訓練をすることとなってい
る。

参考として承ります。 回答済み

8
好地の駅西地区は、人口の増加状況にある
ので部を増設する必要がある。

ご意見として承り市当局へ伝えます。 市当局

送付先
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小山田振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

鳥獣被害が大きい。特に最近はサギの被害
が大きい。松くい虫もそうだが生態系が変
わってきているのでは。熊も多いが対策は
しているか。

市では被害の実態を調査する必要があり、
また猟友会員の確保対策が大きな課題であ
ります。

市当局

2

議会の放送を有線で聴いているが、いろい
ろな質問があって良い。東和地区は有線放
送があるが市民に広く聞いてもらう方法は
あるか。

ＦＭ放送、インターネット中継、有線テレ
ビ等を行っています。今後できるだけ市民
に議会内容が伝わるよう検討してまいりま
す。

回答済み

3
ＦＭ放送の音質が悪い。逆に東和町の有線
放送は音が高すぎる。どうにかならない
か。

検討するよう担当課に伝えます。 市当局

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
市は防災マニュアルを見直しているという
が、もう尐し具体的に提示してほしい。防
災組織へ任せるだけでいいのか。

各地域によって組織の進行度合いが違うと
思います。地域内の話し合いの中で進めて
いただきたいと思います。

回答済み

2

災害時は高齢者と介護者対策が大きなテー
マだ。日ごろからの見回りが大切だが、ひ
とり暮らしなどに、どのような対応するの
か。

地域によって事情が異なり災害の内容も違
います。市では要援護者登録の調査もして
おり、地域の話し合いと訓練を積み重ねて
いくことが必要と考えます。

回答済み

送付先
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浮田振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1 請願や陳情を出すのは個人か団体か。 どちらの場合も同様に扱います。 回答済み

2
有線放送のない東和地域以外では、どのよ
うに議会情報を得ているのか。

インターネットや花巻ケーブルテレビでリ
アルタイムに観ることができます。

回答済み

3 今後も有線放送をなくさないでほしい。 ご要望として承り市当局に伝えます。 市当局

4

上浮田北上線の道路工事が５年かけて行わ
れた。その道路で昨年と現在、修補工事が
行われているがこれは異常ではないか。ま
た、補修と修補の違いを教えてほしい。

補修は工事発注者としての市が行い、修補
は工事施行業者が行います。

回答済み

5
道路整備について、コミュニティ会議で順
番をつけ要望しているが、議会の方でもよ
ろしくお願いしたい。

ご要望として承ります。 回答済み

6
期日前投票の投票率を、せめて旧1市３町
単位で示すことはできないものか。

ご要望として承り市当局に伝えます。 市当局

7

松食い虫被害に対する予算の使い方で、伐
採なら伐採に徹底するべきではないか。ま
た、森林組合だけではなく、一般の技術の
ある方にも賃金を払えるような仕組みが必
要なのではないか。

ご意見として承り市当局に伝えます。 市当局

8
地区民が多目的に使用できたり集れる場所
がほしい。

ご要望として承り市当局にお伝えします。 市当局

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
既存の組織を当てはめるかたちで自主防災
組織を立ち上げたが、今後の活動のイメー
ジができない。

地域によって違いはあると思いますが、地
域内の情報の把握と実際に災害等を想定し
訓練してみることが大切と考えます。

回答済み

2
高齢化が進む中での組織づくりに良い例は
ないか。

どこの地域でも共通の課題と捉えておりま
す。

議会全体
で協議

3
動ける組織をつくるためのマニュアルなり
方法を教えてほしい。

地域によって状況が違いますし、市として
も全域をクリアするためのマニュアルとい
うのは難しいのではないかと思います。

回答済み

送付先
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田瀬振興センター

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
策定中のまちづくり総合計画について、今
後、議会で審議が行われると思うが、どう
いうかかわり方をするのか。

議会報告会でのご意見などを政策領域毎に
整理し、常任委員会や特別委員会などで調
査出来れば良いと思いますが、具体的な審
議方法についてはこれからです。

回答済み

2
レストハウス交流センターについて。利用
者が尐ない。使用料等の減免をできないも
のか。

市の施設の利用料の見直しについて、現在
市当局で検討中です。

市当局

3

自主防災組織を今年度中に作りたい。今ま
で情報は、民生委員と消防から入ってくる
だけだったが今度は行政区から発信した
い。

ご意見として承ります。 回答済み

4
有線放送で、市議会の状況聞ける。他の地
区はどうか。

去年、コミュニティＦＭで試験放送した。
現在議会運営委員会で検討中です。

回答済み

5 職員の事故が多いなと思った。 ご意見として承ります。 回答済み

6
デマンドタクシーについて、田瀬地区は利
用度が高い。

ご意見として承ります。 回答済み

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 自主防災について組織率はどうなのか。 市全体で１８４団体、７８．７％です。 回答済み

2
熊やハクビシンの被害が出ているが対策は
どうか。

猟友会会員は全市で４０名位しかおらず、
駆除に苦慮しています。

回答済み

3
自主防災組織は設立したが、中身が上手く
いかない。

ご意見として承ります。 市当局

4

要援護者台帳の活用について、援護する人
はお願いできるが、肝心の対象者（本人）
が迷惑をかけたくないと遠慮し承諾のハン
コを押さないケースがある。

ご意見として承ります。 市当局

5 避難所への距離に問題あり。 ご意見として承ります。 市当局

6
田瀬地区は端から端まで１５ｋｍもあり民
生委員２名では大変だ。

ご意見として承ります。 市当局

7
独居老人宅の雪かきなどは、除雪機の移動
が大変。

ご意見として承ります。 市当局

送付先
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