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花巻市文化会館

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

　議会は単なるチェック機能にとどまらず
政策提言をする役割がある。「花巻をどう
するか」とは、すなわち「市民生活の向上
つまり懐を豊かにする」ということだが、
議会ではこうした具体的な議論が少ない。

ご意見として承ります。

2

花巻市の公共施設の場合、立地があちこち
にばらばらの単発型が多かった。もっと機
能的に考えるべき。私たちも新しいまちづ
くりに参加したいので発案や提言の場所の
工夫をお願いしたい。

パブリックコメントなどの市民参加の手法
を積極的にご活用願います。

3
総合体育館の玄関が狭い上に、西向きで風
の直撃を受ける構造になっているのでぜひ
とも改善を要請したい。

ご意見として承ります。

4
賢治記念館に通じる道路を広げてほしい。
駐車場も狭くて不便。高村山荘についても
留意してほしい。

ご意見として承ります。

5
文化会館の大ホールの調整室が雨漏りして
いる。スポ－ツ施設ばかりではなく文化施
設もしっかりと守ってほしい。

各施設の維持補修については、要望として
当局へつなげます。

共通テーマ「子育て支援について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
学童クラブに対して市単独で月当たり500
円から1,000円の補助を支給しているが、
増額支援できないか。

学童クラブの保育料は１カ月6,000円から
11,000円程度の料金の幅がある。要望とし
て受け止め、行政につなげます。

2
除雪に対して補助金などの費用負担を考え
てほしい。

ご意見として承ります。

3
インフルエンザ予防接種の実費負担をさら
に軽減してほしい。病後児保育についても
制度面で検討してほしい。

要望として伝えます。

4
徒歩通学ができるような歩道、あるいは場
合によって路側帯を広げてほしい。

国交省による通学危険箇所の調査も入って
いる。安全な通学のために教育委員会や関
係部署に機会あるごとに要望してまいりま
す。

5
預かり会員拡充でファミリー・サポートセ
ンターの運営を手厚くしてほしい。

24年度は「おねがい会員」が687人なのに
対し、「あずかり会員」は149人と圧倒的
に少ない。早急に拡充策を検討するように
行政に伝えます。
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ご質問・ご意見 会場での回答

6
地域と子どもたちの関係が希薄になってい
る。「子どもを地域に返す日」など努力目
標みたいなものを考えてほしい。

要望として教育委員会や関係団体につなげてい
きます。

7
学童クラブのパート職員の健診費用が自己
負担なので公費負担を考えてほしい。農林
部の復活をお願いしたい。

ご意見として承ります。

8
回復期の子どもを預かってくれる施設があ
れば助かります。障がい児を預かってくれ
る施設も必要と思います。

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
行政は法律を盾にするが、国の基準などは
地域の実情に合わせて変えていくことが必
要ではないか。

ご意見として承ります。

2
コミュニティ会議の予算に無駄がないか監
視してほしい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「子育て支援について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
待機児童が20数名いるというが、どのよう
な解決策を考えているのか。

解消に向けては柔軟に対応している。市で
は平成２６年度の実態について県に報告す
ることになっています。
※年度途中からの希望者は対応できるよう
検討はしています。

2
子どもの保育園受け入れは柔軟な対応をし
てほしい。特に働く女性には手厚い支援の
中身であってほしい。

ご意見として承ります。

3
各保育園とも以前から定員を大幅に超えて
保育している。無理な保育により、保育環
境が悪くなっていく傾向にある。

ご意見として承ります。

4
保育園が足りない。新規に開園を促すべき
だ。

ご意見として承ります。

5
障がいを持つ子どもへの行政からの支援額
が低く、保育士が不足している。

ご意見として承ります。

6
保育の現場では、子どものアレルギー対策
で食事代の経費が増大している。このまま
では満足な健康支援ができない。

ご意見として承ります。

7
国の子育て支援の新制度は金をかけずに子
育てをしようとするもので、地方と都会を
一緒にするなど制度の中身に問題が多い。

ご意見として承ります。

8 子育て支援は妊娠初期から始めるべきだ。 ご意見として承ります。

9

保育園への入園問題だけに目が向けられる
が、自分で子育てをする人への支援も必要
だ。核家族の増加で子育てに疲れ、心を病
んでいる母親が多い。常勤の助産師や保健
師の増員が求められる。

ご意見として承ります。

10
妊婦の無料健診券を産後も使えるようにし
てほしい。

ご意見として承ります。
※産後も使用できる場合もあり、窓口で相
談してください。

11
子どもの健康診断に眼科なども加えてはど
うか。

ご意見として承ります。

12 予防接種の優遇策を考えてほしい。 ご意見として承ります。

13
子どもの医療費無料化を議会で可決しても
らい感謝している。

ご意見として承ります。
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ご質問・ご意見 会場での回答

14
今の子どもの体は硬いといわれている。早
寝早起きなど、子どもにとって良いことの
市民運動を盛り上げるべきだ。

ご意見として承ります。

15
発達障がいに対する支援が不足している。
小中学校、高等学校に問題がある。

ご意見として承ります。

16
学童クラブを小学６年まで拡大すべきだ
が、施設が狭いほか指導員が足りない。

ご意見として承ります。

17
学童クラブの指導員の待遇が劣悪で、なり
手がないだけではなく、やめていく人が多
い。

ご意見として承ります。

18
学童クラブを利用する子どもの親は１人親
が多くなってきている。金銭的な支援など
が必要だ。

ご意見として承ります。
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大迫総合支所

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
大迫中学校の移転について、早急に進めて
ほしい。

ご意見として承ります。

2
企業や総合支所に消防車を配置できない
か。

設備等の関係からも、消防車は消防署に置
くことになっており難しいものと考えま
す。

共通テーマ「子育て支援について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1
現在の保育園や小学校等の今後の存続はど
うなるのか。

亀ケ森小学校は、国からの補助を受けてか
ら一定期間を過ぎていないため、当面は統
合や廃止などはないものと考えます。

2 保育園の待機児童が発生する理由は何か。
現在の経済状態の中で、働く女性がふえて
きていることも、１つの理由と考えます。

3
保育園間で人数の振り分けなど、調整はで
きないのか。

希望する保育園に入所できないときには、
ほかの保育園を紹介する場合もあります。

4 認定子ども園は新設になるのか。
国としても、そこまで議論が深まっていな
いのが現状です。
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石鳥谷生涯学習会館

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

人命にかかわることは、すぐに対応してほ
しい。行政組織改編案が12月定例会で議決
された。市長選挙が近い時期にあるのに提
案した当局も、議決する議会も分かりにく
かった。

ご意見として承ります。

2
中央図書館整備の具合はどうなっている
か。

旧厚生病院跡地に、こどもの城と併設で建
設する案が出されています。県は土地を市
に譲渡するとしています。現在、設計業務
の委託業者を選定している段階です。

3
議会報告会は地域の要望を聞くことを主体
にするようにしてほしい。

ご意見として承ります。

共通テーマ「子育て支援について」
ご質問・ご意見 会場での回答

1

八重畑学童クラブは、施設として振興セン
ターを借りながら利用している。来年度は
クラブの児童数が20人を超える見込みであ
る。
施設を新しく建設するか、場所を変更する
かの早期の対応をお願いする。

ご意見として承ります。

2

クラブの運営主体が地域によっても違う。
また、入所費用、育成時間や指導員の給料
などがまちまちで、クラブ間にギャップが
見られる。市のほうで最低限度などの一定
の基準を定めて１つにまとめてほしい。

ご意見として承ります。

3

市での学童クラブへの運営委託料の算定で
は、入所児童数が19人と20人の場合の１人
違うだけで99万１千円の差がある。この激
変についての緩和の措置を市単独で行って
いただきたい。

ご意見として承ります。

4

学童クラブ間で大きな格差が生じていると
感じている。市内の全学童クラブを対象と
して、以下のことを調査してほしい。
①４月、９月、３月での在籍児童数。
②１年生で入所した児童数、２年生で入所
した児童数など、学年ごとの入所開始児童
数。
③入所条件などの要領。
④保護者の学童クラブに対する意見要望。

ご意見として承ります。

5

学童クラブが学校の中にあると、何かある
時に連絡が取りやすいが、学校と学童クラ
ブが別々であればインフルエンザがはやっ
た時など隔離などしやすい。

ご意見として承ります。

6

交通事故が多い。石鳥谷中近くにショッピ
ングストアーができた。その近くで事故が
起こっている。積極的に動いて信号機の設
置などを検討してほしい。

ご意見として承ります。各団体、各方面か
らの要請があると良いと思います。
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7
児童数の減少で20人を割る学童クラブが出
てくると考えられる。その点で、委託料の
算定の見直しを考えてほしい。

ご意見として承ります。

8
石鳥谷中前の道路は制限速度が時速50キロ
であり、危ないので対処してほしい。学校
の前は大抵時速40キロである。

ご要望として承ります。

9
保育園や市内の学童クラブの状況や課題が
どのようになっているのか、議会のほうか
ら資料を提供してほしかった。

ご意見として承ります。

10

子ども子育て支援に関するニーズ調査で、
保護者の就労に農業の概念がなくて、自分
には当てはまらない答えにくいアンケート
であった。アンケートの結果を反映して市
政に生かしてほしい。

ご意見として承ります。

11

母親が病気、父親が仕事の時などに、昼夜
にかかわらず少しの時間でも、子どもを見
てくれる所が花巻にあれば良い。また、産
後などで働きたいが働けない状況の時に、
相談する人が周りにいてほしい。

こどもの城は包括的に相談ができる窓口を
備えるとしています。ご意見として承りま
す。

12

子どもをどのように育てるかが大事。我慢
しない、しつけの足りない子どもがいる。
家庭で、親などが子どもとの触れ合いがな
される環境を整えるような支援をするべき
だ。

ご意見として承ります。
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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
議会だよりの部設置条例の記事は市民に
とって分かりにくい。

意見として持ち帰って議会だより編集委員
会に伝えます。

共通テーマ「子育て支援について」

1
夜間の育児放棄状態を解消するため夜間保
育の実施を希望する。

夜間保育については大変重要なことと認識
しており当局に伝えます。

2
学童クラブの職員の待遇や身分保障など処
遇改善をお願いしたい。

ご意見として承ります。

3

感想として述べるが、教育振興協議会でも
子育ては地域社会でと謳われているが､生
まれた子どもにとって、しつけなど大事な
時期が大半は他人の手での教育になってい
る。三つ子の魂百までといわれるが､親が
かかわれない状況というのは大きな課題で
ある。

ご意見として承ります。

4

学生のクラブ活動について、クラブの数が
減っており、やりたいクラブができない状
況である。市内の学校が学区単位を超えて
連携してできるような方法がとれないもの
か。

ご意見として承ります。

5

個人的に習い事をしている生徒は、中学に
入ると強制的にクラブ活動に入ることにな
るので、その習い事をやめてしまわなけれ
ばならない状況がある。

ご意見として承ります。

6
スクールバス時間の見直しが必要である。
スポーツ尐年団等の活動ができない。

教育委員会に伝えます。

7
スポーツ尐年団の活動を指導してくれる方
が必要である。

教育委員会に伝えます。

8
小学校が統合したことにより､東和小学校
に楽器が使用されないで眠っている状況で
ある。活用する方法を検討してほしい。

教育委員会に伝えます。
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