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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

福祉常任委員会の報告の中で、好地荘と松
風園が老朽化しており改築の必要を感じた
と述べられていたが、なぜすぐに改築しな
いのか。

いずれも県の施設であり、要望していきた
いと考えています。

2
旧料亭「まん福」の活用について、議会に
要望したが、どのようになっているか。

市では、その活用方法について市民の意見
を聞きながら検討中であり、今後も議会と
してかかわっていきます。

3
県立花巻厚生病院跡地の活用について、議
会としての方向性はどうか。

市長は、総合花巻病院の移転建て替えに活
用する方向性を示しており、多くの議員も
総合病院の重要性を認識しています。

4
同跡地については土壌の問題があるが、県
の除染等の見通しはどうか。

救急病院としての必要性もあり、総合花巻
病院移転先の有力な候補地である。県では
本年度予算で解体費用も含め１０数億円を
計上し、土壌を入れ替えて市に売却する方
針である。土壌入れ替えのため建設会社と
８月３日から平成２９年１月までの契約を
結んでいます。

5
新興製作所跡地の問題では、花巻に誘致し
た経緯等の歴史を踏まえて進める必要があ
るが、どのように考えているか。

同跡地では土壌汚染の調査や歴史的埋蔵物
の調査等の問題もある。

6
解体においては、アスベストやＰＣＢ(ポ
リ塩化ビフェニル)等の処理を適切に行う
ように進めてもらいたい。

アスベスト処理の必要性については、土地
の所有者、市、県とも既に承知しており、
県（建築リサイクル法）と市（大気汚染防
止法）の条例などに基づいて届け出が必要
であることから、届け出を受けて適切に指
導していくこととなります。

7
公園が設置された当時に植樹したが、当事
者達が高齢化となったため、樹木の管理が
されていない状態となっている。

市の公園等に関しては、担当課に対し、樹
木や施設の管理についてそのような意見が
あった旨伝えます。

8
市内にある救護施設の入所基準や利用者に
ついて教示してほしい。

資料のとおり生活保護法第38条に規定され
ており、身体上・精神上の理由で独立して
生活を営むことができない方へ生活の場を
提供し生活扶助を行うもので、身寄りのな
い方や引き取り手の無い方が入所してお
り、生活するための就労の場も与えて支援
しています。

9
有線放送（東和地域）での火災情報の際、
個人情報の関係で火災場所が特定されない
ためわかりにくい。

放送は自動機械音声のため、近くの目標物
とそこからの方向・距離で示しておりシス
テム的に各戸を特定することはできない。
消防署では、無線のデジタル化を進める中
で、周知方法についても検討しています。

10 東和町にだけある有線放送は必要か。

各種情報を受けるための必要性はある。
行政防災無線や有線放送を市内全域に設置
するのは予算的に難しいため、誰でも情報
を享受できる「ＦＭはなまき」を開設し、
緊急時には自動でスイッチが入るラジオの
提供なども行っています。
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ご質問・ご意見 会場での回答

市では地域おこし協力隊として、７名を職
員として３年間採用する。大迫総合支所に
は先日着任しており、教員住宅を定住住宅
として活用するなど、Ｉ・Ｊターン者の定
住対策を進めています。

空き家の活用では、空き家対策の中で、空
き家バンク制度を進めており、現況を調査
しながら制度への登録を進めています。

若者からは、家賃が高い、働く場や遊ぶ場
がない。女性からは出産場所がないなどの
声を聴くが、これらの課題を解決していく
ことが重要と考えています。

雇用環境を整えることが必要であり、子育
て環境、生活環境の整備、例えば子供の医
療費無償化や第２子・第３子の無償化等、
複合的に進めなければならず、議会でも市
に提案していきます。

空き家バンクは、宅地建物取引業協会や不
動産業者と協力して進めており、企業誘致
も進めている。人口減少をどこで止めるか
という人口仮説の議論が必要であり、どう
いう街づくりを進めるかが重要です。

12

一般質問の際、最初の質問は当局に背を向
け議員に向かって行っているが、最初から
当局に向かって質問し、顔を見ながら真剣
勝負する形にするべきではないか。

現在、一般質問のあり方について、議会改
革推進会議で検討しており、最初から質問
席で質問することも含めて協議している。
大事な意見として承ります。

11
人口減少対策について、どのような方法で
どう進めていきたいのか考えを示してほし
い。
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花巻市交流会館

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1
６月補正の農林業予算における畜産関係へ
の補助の内容を伺う。

畜産を営む個人・業者に対して、牧草の刈
り取り機械などの整備に対する補助であり
ます。

2
安全保障法制の整備に対する意見書を提出
したとのこと。議員はどこまで法案に対し
て理解しているのか伺う。

各議員の考えはそれぞれであるが、法案の
重大さから国に対して慎重審議を求めるこ
とで一致したものです。

3
安全保障法制に対する意見書で、「憲法の
理念を尊重し」とうたっている。まとめは
どのようにされたか伺う。

文言については、さまざまな考えを持つ議
員であるため、議員全員がまとまる表現と
したものです。

4
木質バイオマス発電所への木材供給は継続
して行えるのか。将来的に経営不振などが
懸念されるが見通しについて伺う。

材料調達は本市のみならず近隣からも調達
するとのことです。市では関係団体の支援
が得られ供給ができると判断しています。
後々市民に負担がかからないよう議会とし
てもチェックしていきます。

5
「まん福」の管理状況について、議会とし
て把握しているか伺う。

当局からの「まん福」の活用に対する議会
への説明は二転三転しており、今後の進め
方について時間をいただきたいとのことで
もあり、議会としては把握しておりませ
ん。

6
本日の議会報告会に参加した者が少ない。
周知方法や市の他の行事と重複回避など考
えるべきではないか。

多くの市民の参加を目指したが残念であ
る。今後多くの市民が参加していただける
手立てを考えてまいります。

7

全国的な大会が総合体育館で開催されると
きには、この体育館と空港や新幹線花巻駅
などと結ぶ交通機関が必要。大会関係者や
観光客に利便性の高い交通アクセスを考え
るべきではないか。

花巻を訪れる方々への交通アクセスは大変
重要である。関係部署に伝えます。

8
議員提案が見られていない。議員の活躍を
望む。

議員の力を発揮できるよう精進し、期待に
応えられるよう努めてまいります。
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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
市営宇瀬水牧野内に自生する国の天然記念
物、アツモリソウの保護について議会の理
解と協力を求める。

当局から詳細を聞き取った上で今後の議会
対応を検討していきます。

2

以前に比べ農業の指導分野が希薄になって
いると感じている。企業誘致による雇用も
大切だが、農業後継者育成の対応も含め議
会の考えを伺う。

市と農協とのタイアップが重要。現在営農
アドバイザーを配置し対応しているが、専
門技術の指導ができる職員の配置や栽培作
目の指導が必要と考えています。

3

木質バイオマスの企業誘致が行われたが、
山の手入れに手が回らない状態で、燃料材
の木材供給を心配している。これらを含め
詳細を伺う。

燃料材の木材供給については、県内の木材
生産者を対象に調達可能量を調査の結果、
安定的な確保が可能と判断され、導入予定
の発電ボイラーの熱効率性能に見合ったも
のとなっており花巻市森林組合の年間供給
は１万トンとなっています。

4
ゴミ処理施設の本格稼動によりゴミの減量
を求められているが、減量手段の具体的指
導がない。

市の対応が遅いのは感じており、総務常任
委員会でもDVDの配布等を求めるなど提
案しています。

5
分別ゴミの洗浄出しなどの指導があるが、
水道代が高騰している中で不満の声があ
る。

ゴミの分別については施設の管理上不可
欠。市民の理解と協力が必要です。

6

教育環境について、保育所の民営化、小学
校の統合等については少子化で理解をして
いるが、地域での前向きな協議の時間を持
ちたいので早めの情報提供を願う。

少子化に伴う教育環境の変化については地
域で十分協議を深めていただきたいと思い
ます。
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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
施設をつくる土地を購入する時は、議会は
十分調査してほしい。

ご意見として承ります。

2
病院については力を入れて、お金をかけて
ほしい。

ご意見として承ります。

3
議会報告会について参加人数が少ないため
集まれる日程、時間帯を工夫してほしい。

ご提言として持ち帰ります。

4 地元の議員がいた方がよいと思う。 ご提言として持ち帰ります。

5
議員の後援会にも声をかけ集めてはどう
か。

ご提言として持ち帰ります。

6
コミュニティ会議の役員、振興センターの
関係者も参加してもらってはどうか。

ご提言として持ち帰ります。

7
好地地区は人口もふえ、楽しみな地区であ
る。議員も注目してほしい。石鳥谷地域を
宮沢賢治の情報発信基地にしてほしい。

ご意見として承ります。

8
盛岡発の最終バスを石鳥谷まで延ばしても
らいたい。

市当局へ伝えます。

9 井戸向橋に歩道橋をつけてほしい。 市当局へ伝えます。

10
県道志和石鳥谷線（１９８号線）について
花巻部分の歩道を完成させてほしい。

市当局へ伝えます。
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東和総合支所

会場でのご質問・ご意見
ご質問・ご意見 会場での回答

1

養護老人ホームの建て替えが必要だとの福
祉常任委員会の報告があったが、他にはな
いのか。特別養護老人施設に比較して養護
老人ホームは財源の措置も少ない。議会で
視察に行っていると思うが、その結果を課
題解決に生かしてほしい。

確かに養護老人施設は老朽化が進んでおり
建て替えが必要と考えます。意見を反映し
ます。

2

東和の歴史と文化財について学び、ふるさ
との歴史と手を携えて顕彰し次世代へ引き
継いでいくことを目的として「東和の歴史
と文化財を学ぶ会」を結成した。東和地域
にとって、東和ふるさと歴史資料館は地域
振興に欠かせない施設である。早期の再開
及び新施設へ向けて支援してほしい。

昨年の懇談会でも出されている課題であり
ご意見として承ります。

3

昨今、限界集落について言われている。自
分のいま住んでいる地域もあと３０年～４
０年したらどうなるかわからない。人口減
少問題についての対策を５人の議員から考
えを伺いたい。

議員それぞれ考えは持っているが、個人的
意見を述べる場ではないので了承していた
だきます。

4

最近の農業振興について、法人化・大規模
化を進めている。中山間地の小規模で頑
張っている農家もあり支援策を考えてほし
い。また、地域の特色ある農産物、第６次
産業として、商業・工業と結びつき策を検
討してほしい。

全くそのとおりです。低米価等大変な状況
にあり１００％理解できる意見として承り
ます。

5
萬鉄五郎記念館付近の焼却ゴミ整理の環境
整備をしてほしい。

ご意見として承ります。

6

４月から電力の自由化が始まるが市議会と
しての議論はどうか。小電力発電について
は、岩手や花巻市は地域的に恵まれている
と思う。猿ヶ石北部土地改良区ではこの小
水力発電が黒字だと言っているが市は調査
しているか。

議会としては話題になっているが議論には
至っていない。小水力発電については、維
持費等について考慮すると厳しい面がある
と考えます。

7

今日の懇談会で出された課題について解決
する手立てを是非考えてほしい。例として
「東和小学校」付近におけるカラス公害が
ひどい。これまで市政懇談会に提言してい
るがなかなか解決していない。カラスの天
敵の音声を放送する、電灯で照らす、音波
を出す等の手立てもあると思うがどうか。

ご意見として承り市当局に伝えます。

8

空き家対策について、空き家の利用を考え
るとき空き家の予備軍の調査こそ重要だ。
できれば市としての方針を打ち出してほし
い。地域間では所有者に対して言いづらい
こともある。

今日的課題です。市は３年前に区長に依頼
して空き家調査をしました。その中で管理
不十分な空き家には所有者に６回にわたっ
て改善依頼をしています。また、危険空き
家については消防本部等関係機関に対策し
ていただいています。ご意見として承りま
す。

9

人口減少が自然減なのか、社会減なのか、
中山間地農業の担い手・後継者問題等々に
ついての実態調査が必要ではないか。これ
らの課題解決の方向として、実態調査をし
てほしい。

ご意見として承ります。
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