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平成３１年４月２２日 



１ 開催日時及び場所 

（１）平成３１年２月５日（火） 午後６時３０分から 

① 生涯学習会館（まなび学園） ② 湯口振興センター ③ 花北振興センター 

 

（２）平成３１年２月６日（水） 午後６時３０分から 

① 大迫交流活性化センター ② 東和図書館 ③ 石鳥谷生涯学習会館 

 

２ 班編成及び担当会場 

 Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 

2/5 生涯学習会館 湯口振興センター 花北振興センター 

2/6 大迫交流活性化センター 東和図書館 石鳥谷生涯学習会館 

構

成

員 

鎌田 幸也 

総務 

藤原 伸 

総務 改革 

菅原 ゆかり 

総務 改革 

阿部 一男 

総務 

内舘 桂 

総務 改革 

櫻井 肇 

総務 改革 

近村 晴男 

総務 改革 

横田 忍 

総務 改革 

盛岡 耕市 

総務 広報広聴 

瀬川 義光 

文教福祉 広報広聴 

藤原 晶幸 

文教福祉 

本舘 憲一 

文教福祉 

大原 健 

文教福祉 

照井 明子 

文教福祉 

照井 省三 

文教福祉 改革 

佐藤 峰樹 

文教福祉 広報広聴 

伊藤 盛幸 

文教福祉 広報広聴 

高橋 修 

産業建設 

藤井 幸介 

産業建設 広報広聴 

伊藤 源康 

産業建設 改革 

佐藤 明 

産業建設 

久保田 彰孝 

産業建設 広報広聴 

若柳 良明 

産業建設 広報広聴 

佐藤 現 

産業建設 広報広聴 

 羽山 るみ子 

産業建設 広報広聴 

 

※各議員名の下段には所属している委員会等名を記載しています。 
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生涯学習会館（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

　一般質問で、市長は副市長は複数制が必要だとの
考え方で答弁している。しかし、現在副市長は不在
となっている。このことについて、議会としてどの
ように考えているのか。

　昨年２月以降１人体制が続いていましたが、今後
３月議会で示されると考えています。

2

　議会広報紙に掲載されている行政視察報告につい
て、文章表現に違和感がある。また、広報紙は公文
書扱いなのか、保管期限はあるのか。

　常任委員長の報告内容が、そのまま掲載されてい
ると考えています。また、議会としては、規定に
則った公文書とは認識していません。保存期限につ
いては、大切に保存されていると認識しています。

3

　文教福祉常任委員会で大阪府和泉市の図書館を視
察しているが、花巻市と人口や規模的に違いが多
い。また、駅からの連絡通路でつながっていること
や商業施設の一角に入っている図書館であり、比較
にならないところに何故視察に行っているのか。

　和泉市の図書館は指定管理制度やネーミングライ
ツを導入していることもあり、学ぶべきことが多く
あったためです。

4

　学生の制服について、男女問わずに選べるように
すべきと考える。他市では導入されているところも
ある。また、ＬＧＢＴへの対応についても必要では
ないか。

　ご意見として承ります。

5

　総合花巻病院の新築移転に伴い医師の確保状況を
心配している。市も多額に補助しており、議会とし
ても強く訴えていく必要はないか。

　議会の中でも取り上げており、医大等と連携しな
がら小児科や産婦人科等、医師確保について当局に
求めていきたいと考えます。

6

　議会基本条例を制定してから９年が経過した。そ
の中に定めている、議員間の自由討議は機能してい
るか。

　例えば、課題に対して意見が分かれた場合、お互
いの考えを尊重する必要があることから、討議する
場合もあります。今後更に勉強しながら進めていき
たいと考えます。

7

　議長や副議長、監査委員は８年間一般質問をして
こなかった。議員は市民の付託を受けている身であ
り、一般質問をするべきではないか。

　一般質問は自身の判断で決めるものと考えていま
す。他市では副議長も一般質問を行っている所もあ
ります。

8

　議員定数が26名となったことによる経費削減効果
はどのように受け止めているか。

　26名となったことで経費削減にはつながりまし
た。しかし、市民の声が反映されづらくなったとの
懸念があることから、責任が重くなったと認識して
います。

9

　新図書館について、ＪＲと交渉が始まるようだ
が、市民から不満があった場合、議会としても取り
上げてほしい。

　ご意見として承ります。

10
　新興製作所跡地について、どうにか対処の方法が
ないのか、議会としても再度検討してほしい。

　ご意見として承ります。

11

　起業化支援センターが次の段階の工場建設に結び
つけるため、工業用地の整備を進めるべきではない
か。

　ご意見として承ります。

12

　図書館は本を読むために行くところ。外見ではな
い。しっかりと新しい本があれば現在の場所でも問
題はないと思う。

　ご意見として承ります。

13

　議会において、文化についての質問が少ないよう
だが、今後、文化団体と議員との懇談会も実施可能
か。

　議長宛に申し込んでいただければ対応できます。

14

　学校給食の無償化はできないものか。 　膨大な予算を必要とすることであり、現状では難
しいと考えています。現在、給食費の徴収は学校で
行っていますが、今後議会の承認を得て、公会計へ
移行となる予定です。
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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

　各地域から出された意見・要望に議会なり市の施
策にどのように反映され、どのような回答をされて
いるか。

　解決されている件数の集約はありませんが、常任
委員会で検討したり、施策に反映させるべく努めて
いるものもあります。

2

　ホットタウン湯口の造成に地権者は協力したが、
いまだに遊休財産が見られる。議会でどのように議
論しているのか。市でもなかなか手がかからない。
宅地の草刈に経費をかけて無駄である。低価格で販
売するなど市に提案すべきである。

　ご意見として承ります。

3

　大曲線の整備は同盟会で要望しているが30年以上
活動しても未完の区間がある。早期完成に努力して
ほしい。

　ご意見として承ります。

4

　懇談会の持ち方への意見である。ホットタウンの
問題も大曲線も、地域の課題は地元議員がこの報告
会に出席していればわかること。なぜ地元議員が本
日の班に入っていないのか。

　要望会になることなく、地元以外の地区も回りな
がら課題を把握する狙いもありますし、市全体の
様々な課題を認識する必要があると考えているため
です。

5

　１月28日夜半からの降雪があった。にもかかわら
ず除雪に来たのはその日の夜で、雪はもう融けて、
無駄な除雪をした。

　ご意見のような無駄な除雪があるということは市
に伝えます。

(道路課に伝えました)

6
　市議会だよりの編集後記に一般質問はカテゴリー
別に編集したとあるが、どういう意味か。

　質問を課題別に整理して掲載したものです。

7

　今回の議会だよりに、中学生の議会傍聴の感想が
あり大変良かった。関心が深まり将来議員になろう
と思うきっかけになる。高校生などの傍聴も計画し
てほしい。

　広報広聴特別委員会でも高校生の意見を聞こうと
する考えも出ています。

8

　一般質問に対して答弁は市長と教育長ばかり。部
長の答弁はないのか。

　登壇しての質問には市長か教育長が答弁すること
になっていますが、再質問では部長も答弁していま
す。

9

　地域づくり事業の費用対効果について市の考えは
どうなのか。

　地域の皆さんが知恵を出し合って取り組み、それ
が地域課題にどのようにつながったかが一番の効果
と思います。

10
　東和コミセンの建設工事は、何社から見積もりを
取ったか。

　調査してから回答します。

(回答：６社が入札に参加してます(契約管財課))

11

　市と議会は車の両輪とはいえ、なれ合いの市政運
営はだめ。議決機関と提案者、しっかり区別をつけ
て、議会は市民目線で正しく判断し決定すべきだ。

　ご意見として承ります。

12

　税務署、裁判所など国の機関が花巻市に立地し、
北上市にはない。他市に移転することにならないよ
うにしてほしい。

　ご意見として承ります。

13

　都市づくりは道路ができてから建物を建てるべき
では。例えば花巻南高校の東側の道路に橋を架け
て、飯豊のほうに向けた道路を４車線にしてはどう
か。

　ご意見として承ります。

14

　改良区の水路整備と防護柵が腐食し、倒れる危険
がある。関係部署へ伝えてほしい。

　担当部署に伝えます。

(道路課に伝え、道路課から土地改良区へ伝えるこ
ととしております)
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ご質問・ご意見 会場での回答

15

　新渕橋はすれ違いが出来ず架け替えが望ましい
が、予算面から困難とのこと。舗装補修したが、前
より路面がデコボコでいっそうひどい状態となって
いる。

　調査してから回答します。

(回答：平成３１年度に対応します(道路課))

16

　湯口地区は若葉小と湯口小、花巻中と湯口中など
学区が複雑。どのような方向になるか。

　学校の問題は地域の大事な拠点の問題でもありま
す。大事なのは子供たちの教育環境がどのようにあ
ればいいのかということだと思っています。

17

　地区内に一人暮らし老人がいる。路線バスの笹間
線が廃止と聞いているが、公共交通がないと大変な
状況になる。

　予約応答型が便利と笹間の人は言っています。笹
間線の沿線市民が困ることがないよう担当部署へ伝
えます。

(都市政策課に伝えました)

18

　湯口地区は、大曲線１本道、鍋倉線も廃止され
た。南北から大曲線のバス停につなぐふくろう号の
ような小さいバス運行が望まれる。

　担当部署に伝えます。

(都市政策課に伝えました)

19
　常任委員会の行政視察がどのように生かされてい
るのか。

　市の施策に反映されるよう努めていきます。政策
提言に結び付くような活動をしています。

20

　議会報告会での意見に対する回答、周知方法は。
個人の方にはどう回答しているのか、地域住民みん
なが知る手立てを考えてほしい。

　議会報告会の内容は振興センターに届けていま
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
　側溝の蓋交換はコミュニティへの交付金では対応
できないので、市で対応してほしい。

　ご要望があったことを市に伝えます。また、高額
な工事は市に要望していただければと思います。

2

　小学校が避難場所となっているので、普通教室以
外にもエアコンを設置してほしい。

　担当部署に伝えます。

(教育企画課に伝えました）

3
　災害公営住宅の入居状況と建設にあたり市の負担
割合を教えてほしい。

　30戸入居できますが、申込状況は聞いていませ
ん。また、市の負担は１／８です。

4
　各常任委員会が行った行政視察の結果を市政にど
のように反映しているのか。

　文教福祉常任委員会では、認知症患者にＧＰＳを
装着できないか質しています。

5
　消防団の再編はどこまで進んでいるのか。 　具体的な内容は出ていません。

6

　火事の際に分団の消防団員が２、３人しかいな
かった。団員不足のため市職員を入団させてほし
い。

　市職員も入団しています。常備消防の人員増も課
題と捉えています。

7
　認知症患者のＧＰＳ装着の講習会を開催してほし
い。

　行政視察の結果を委員会で検討して市に提案した
いと思います。

8
　交付金事業の限度額を増額してほしい。 　見直しは必要と考えていますが、緊急を要するも

のは市に要望していただければと思います。

9
　副市長が任期前に退任することで市政に影響はな
いか。

　心配はしていますが、人選は市長にあるので待つ
しかありません。

10
　市営住宅の指定管理者を１社だけでなく、市内の
他の業者も入れてほしい。

　ご意見として承ります。

11
　花巻空港は10年赤字のようだが、市の負担はいく
らか。

　市の負担はありません。
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大迫交流活性化センター
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

1
　人口減少を最重要課題と捉えた対策を進めて欲し
い。

　市でも各種人口減少対策を進めており、議会とし
ても最重要課題として捉えています。

2

　大迫地域では、路線バスが廃止されデマンド交通
が運行されているが、道路が狭かったり積雪の影響
等で利用できないことがあるということだ。この事
実を把握しているのか。

　デマンド交通の事業者から通行の危険性の指摘が
あり、市でも現場確認を行って協議しているとのこ
とです。

3

　大迫地域は狭い道路が多く、老朽化施設も多いの
で、過疎債や辺地債を活用して財源を確保し、ハー
ド整備をして欲しい。

　市では、過疎債を活用して道路整備を進めていま
す。辺地債について、大迫地域で現在は活用できる
要件を満たしていませんが、辺地区域に認定される
ように議会でも取り上げていきたいと思います。

4

　バスターミナルの撤去による空き地を有効活用し
たまちづくりを進めて欲しい。

　跡地活用は地域の意見を伺いながら進めることに
なりますので、有効活用できるように意見を出して
欲しいです。

5

　今後の人口減少が必然である中で、５年後、10年
後の花巻市をどのように考えているのか。

　市では地方創生の総合戦略に基づいて、子育て環
境の整備、企業誘致、北上の大規模企業立地に伴う
住宅整備の検討など、各種施策を総合的に進めてお
り、こうした取り組みが長期的な人口減少対策につ
ながると考えます。

6

　大迫には歴史ある「九の市」があるが、路線バス
が廃止され、デマンド交通も曜日で運行されている
ため、人出が少なくなり市日の存続自体も危惧され
ているので、デマンド交通の運行日を検討して欲し
い。

　デマンド交通の運行日など、地域から市に声を伝
えることが大事で、議会としても後押しし、市に伝
えていきます。

(一般質問で取り上げました)

7

　大迫の商店街では、イベント開催のための公衆ト
イレの整備、あんどん祭り山車の展示館や制作場所
の整備などを求めている。中心商店街の活性化につ
いて、先進地視察などでの好事例等を聞きたい。

　全国の成功事例では、地域の強力なリーダーが先
導しており、官民が一体となったまちづくりを進め
ています。また、若者と市長の懇談会により意見を
取り入れている例もあります。地域の中で知恵を出
し合うことが重要と考えます。
　あんどん常設展示については、市に提案したいと
思います。

(一般質問で取り上げました)

8

　市営宇瀬水牧野での放牧利用頭数が減っており、
従業員の確保も問題となっている。キャトルセン
ターの設置による頭数維持と従業員の年間雇用な
ど、畜産振興を図ってほしい。

　農業は花巻市の基幹産業であり、力を入れていか
なければなりません。議会の中で農業振興公社の経
営状況の報告もありますので、その中で取り上げて
振興策につなげていきたいと思います。

9

　新市建設計画に基づいた事業に合併特例債を有効
に活用して欲しいが、活用できるのはいつまでか。

　合併特例債は平成37年度まで活用できます。大迫
地域では、文化財センターや大迫中学校の建設に活
用しています。

10

　12月議会の一般質問の中で、市長が「市政が宮沢
賢治を利用し事業に結び付けることはできない」と
の答弁をしていたが、花巻の偉人である宮沢賢治の
精神を活かした事業も必要だと考える。

　市では「賢治まちづくり課」を設置して情報発信
しています。文化的意味合いの強い宮沢賢治を商業
活動に利用することは、理解を得ることが難しいと
考えます。

11

　大迫地域は他の地域と違って鉄道駅がない。その
特殊性を考慮し、他の地域と別な観点から振興策を
考えてほしい。

　ご意見として承ります。
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東和図書館
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

1

　総務常任委員会で公共施設の屋根貸し等について
視察したようだが、市議会で屋根の有効活用など議
論されているか。

　太陽光の発電について、公共施設の屋根を活用し
ている例を視察しました。花巻市での屋根の活用は
これからだと考えています。

2
　道の駅の整備について、西南地区で計画されてい
ると聞いている。整備内容や市の支援はあるのか。

　事業主体は市で、産直や食堂も整備予定です。

3

　選挙の投票率が低下し危惧している。今後、投票
意識を高める方法を議員皆さんで考えてほしい。

　議員候補がいる地域は投票率が高い傾向にありま
す。もっとＰＲするよう取り組んでいく必要がある
と考えています。

4

　市の重要課題解決のためには特別委員会が必要。
人口減少問題など重要課題はいっぱいある。

　特別委員会設置には議員の合意が必要ですが、課
題に応じて委員会を設置するか今後も検討していき
ます。

5
　行政視察は議員の見識を広げるだけでなく、市の
施策に反映されなければならない。

　視察はテーマを設定して行っています。最終的に
は政策提案につなげることを目標としています。

6

　人口減少に歯止めをかけるため、就職する際、新
卒者が地元に残って働くような施策はないか。

子育て支援など施策は進められています。ＩＵ
ターンもパンフレットで呼びかけ、就業者の支援、
空き家バンク、空き家の改修や引っ越しへの支援が
あります。

7

　日が短くなり帰宅する児童・生徒の安全確保が心
配される。見守り対策など人的な対応はとれないも
のか。

　市民の力で運営し、見守りにもかかわってもらう
コミュニティスクール事業なども展開されいてま
す。当地区でも参考にしてはいかがでしょうか。

8

　中山間地域の農業の行政視察を行ったようである
が、本市の参考になる点はあったか。

　農業振興、その中でも中山間地域の農業は大きな
テーマです。１年かけて政策提案できるよう活動し
ています。

9

　コミュニティ会議が11年目を迎えインフラ整備も
進んだが、発足当初の状況と今はだいぶ変わってお
り見直しが必要ではないか。

　インフラ整備の関係では、市でも交付金使途の見
直しを検討したいと答弁されています。

10

　交付金で解決できない課題も多い。議員もコミュ
ニティ会議に入ってもらい課題解決に取り組んでほ
しい。

　議員もコミュニティ会議に参画するよう議会でも
話題にしたいと思います。

11

　中山間地では農地の集積は困難。議員も現地に
入って必要な対策を講じるべき。市民と議員が共
助、協働でいってほしい。

　農業振興を図らなければ集落は消滅します。その
ためにも圃場整備は必要で、のり面を少なくする工
法もあるようです。現地に入っていくことも常任委
員会の活動として考えていきたいと思います。

12

　農道は多面的維持事業で舗装が可能である。市内
道路はほとんどが市道なのでこの事業は対象外だ
が、市道認定を廃止することも議会の議決事項。農
道舗装を検討してほしい。

　調査してから回答します。

(回答：現在の制度では対象となりません(農村林務
課))

13

　高齢者の温泉利用への市の支援事業について、予
算や利用状況を教えてほしい。

　湯のまちホットサービスという事業です。平成29
年度の決算額は19,354千円、約32,000人が利用して
います。

14

　高山市を視察したようだが、観光ということで温
泉の利用増に向けて市として応援することとか、台
湾便もあって貢献していると思うがその辺の話を聞
きたい。

　高山は温泉地というより市内そのものが観光地で
す。花巻空港－上海便も運航され、中国や台湾から
来てもらうことが先決ですが、花巻の良さをＰＲす
るなど提言を含め検討していきたいと思います。
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ご質問・ご意見 会場での回答

15

　ある所に行ったら英語で尋ねられた。小学校から
英語を学ぶようだが、英会話、中国語、韓国語でも
いいが外国語を学べる施策を考えてほしい。

　ご意見として承ります。

16

　人口減少で空き家、空き地が増えている。相続し
ていない土地でだれが管理者かわからない状況で、
固定資産税納税者に管理等について働きかけるよう
検討してほしい。

　固定資産税を通知する際に、適正管理すべきとい
うことは通知されています。

17

　これから認知症が増え、財産管理や相続などの問
題がでてくる。そのために成年後見制度があり、勉
強してほしい。

　ご意見として承ります。

18

　空き家を壊してさら地にすると、固定資産税が６
倍に上がるということを聞いた。郡部でもそうなる
か。景観上、安全上から壊しても税が上がらないよ
うにすべきでないか。

　さら地にすると固定資産税は上がります。空き家
の適正管理に関する法律があり、荒れたままにして
おくと税金が上がります。荒れたままかどうか調査
する委員会があり、市でも設置されています。

19

　イノシシや鹿などの農作物被害の問題は、花巻市
だけではない。近隣市が連携し早期に対策を立てて
被害が出ないようにしてほしい。

　ご意見として承ります。

20
　それぞれの議員の選挙公約について、自分で感じ
る達成率はどうか。

　数値で表すのは、議員それぞれなので困難ではな
いかと思います。

21

　空き家対策に関連して、市営住宅も結構空いてい
る。収入基準を変えれば入居するのではないか。ま
た、十数年改修もしない古い市営住宅がある。廃止
する予定で改修しないのか。大谷地住宅はあまりに
もみすぼらしい。

　老朽化が進み、市営住宅のニーズが少ないという
のもあります。民間アパートの利用に向かっている
と考えます。ニーズが高まれば、それに対応する方
策を市でも考えていくと思います。

22

　中山間地の関係で石川県羽咋市をぜひ視察してほ
しい。自然農業に取り組んでいる。視察先に加えて
ほしい。

　ご意見として承ります。

23

　子どもの貧困対策の担当部署はどこか。貧困対策
をまとめる場合、ファミリーマートが3,000店舗で
やると聞いている。子供がご飯を食べられるように
してほしい。視察に行くなら都会ではないか、一番
進んでいると思う。

　ご意見として承ります。
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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

　成年後見制度の利用者を増やすために、講習会を
実施してほしい。任意後見人と法定後見人があるこ
とも知られていない。

　社会福祉協議会では講習会を実施していますが、
さらに周知する必要があると考えます。

2

　北上川の護岸工事はどうなっているのか。 　７、８年前に国は進めることとしましたが、全国
の大災害が重なり実施されていません。市としても
要望しております。

3
　マイナンバーカードを市が推奨できないか、議会
で検討してほしい。

　ご意見として承ります。

4
　以前ブロック塀の事故があったが、花巻市はどう
なっているか。

　教育委員会がすべて調査し、個人所有のものは所
有者に補修、撤去をお願いしています。

5
　市道、歩道がかなり傷んでいる。点検、補修をし
てほしい。

　豪雪によりかなり傷んでいます。しかし、市の予
算が限られているので時間がかかります。

6

　議会だよりが、前号から一般質問の欄が質問者ご
とからカテゴリーごとに変更になり読みづらい。
色々な書体が入り混じって読みづらいし、省略しす
ぎて内容がわからない。

　研修会、行政視察で多くの人に見てもらうために
はどうするかと検討した結果、このように編集しま
した。昨日の湯口会場では良くなったとのご意見が
ありました。

7

　北上市の議会改革は進んでいるようだが、花巻市
の議会改革はどうなっているか。また、改選前の議
会改革推進会議は何をしてきたのか。

北上市議会に視察にいくなど検討を進めている。
改選前は政務活動費、タブレットの活用などについ
て取り組んできました。

8
　議会だよりで学校の再編について触れていない。 　一般質問で取り上げていますが、紙面の都合上掲

載できませんでした。

9
　議会の開催日程、特に一般質問の日程がわからな
い。

　議会運営委員会が決定するので、一般質問は直前
にしか確定しません。

10
　議会の録画配信を実現してほしい。会議録を早く
公表してほしい。

　ご意見として承ります。
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