
 

 

 

令和２年第１回 

議会報告会実施結果 

（各会場分） 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月６日 



１ 開催日時及び場所 

（１）令和２年２月１０日（月） 午後６時３０分から 

① 花北振興センター ② 矢沢振興センター ③ 大迫交流活性化センター 

④ 新堀振興センター   

 

（２）令和２年２月１３日（木） 午後６時３０分から 

① 成島振興センター  ② 好地振興センター  ③ まなび学園 

④ 湯本振興センター   

 

（３）令和２年２月１４日（金） 午後６時３０分から 

① 亀ケ森振興センター ② 湯口振興センター  ③ 東和コミュニティセンター 

④ 花南振興センター   

 

２ 班編成及び担当会場 

 Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 Ｄ班 

2/10 
花北振興センタ

ー 

矢沢振興センタ

ー 

大迫交流活性化

センター 

新堀振興センタ

ー 

2/13 
成島振興センタ

ー 

好地振興センタ

ー 
まなび学園 

湯本振興センタ

ー 

2/14 
亀ケ森振興セン

ター 

湯口振興センタ

ー 

東和コミュニテ

ィセンター 

花南振興センタ

ー 

構

成

員 
久保田 彰孝 

（産建・広報） 

菅原 ゆかり 

（総務・改革） 

羽山 るみ子 

（産建・広報） 

照井 省三 

（文福・改革） 

照井 明子 

（文福） 

若柳 良明 

（産建・広報） 

横田 忍 

（総務・改革） 

佐藤 峰樹 

（文福・広報） 

阿部 一男 

（総務） 

佐藤 明 

（産建） 

伊藤 盛幸 

（文福・広報） 

佐藤 現 

（産建・広報） 

藤原 伸 

（総務・改革） 

盛岡 耕市 

（総務・広報） 

内舘 桂 

（総務・改革） 

高橋 修 

（産建） 

伊藤 源康 

（産建・改革） 

瀬川 義光 

（文福・広報） 

大原 健 

（文福） 

櫻井 肇 

（総務・改革） 

鎌田 幸也 

（総務） 

本舘 憲一 

（文福） 

藤井 幸介 

（産建・広報） 

近村 晴男 

（総務・改革） 

  藤原 晶幸 

（文福） 

 

※各議員名の下段（ ）内には所属している委員会等名を記載しています。 



目   次 

【２月１０日（月）】 

Ｐ１・・・・・・花北振興センター 

 Ｐ２・・・・・・矢沢振興センター  

 Ｐ３・・・・・・大迫交流活性化センター 

Ｐ４・・・・・・新堀振興センター  

   

【２月１３日（木）】  

 Ｐ６・・・・・・成島振興センター 

 Ｐ７・・・・・・好地振興センター 

 Ｐ８・・・・・・まなび学園 

Ｐ９・・・・・・湯本振興センター  

  

【２月１４日（金）】  

 Ｐ10・・・・・・亀ケ森振興センター 

 Ｐ11・・・・・・湯口振興センター 

 Ｐ12・・・・・・東和コミュニティセンター 

Ｐ13・・・・・・花南振興センター 

  



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

旧料亭「まん福」に使われた金額はいくらだったの
か、壊してどうするのか伺う。

５，８００万円で買収、２，６００万円かけて改
修、解体費用についてはまだ分かりません。
　また、利用計画は決まっていません。

2

市長の公用車は高すぎる。フル装備で１，０００万
円すると言われている。贅沢ではないか。

　市が利用している公用車はリースとなります。

3

　東和温泉はどれくらい赤字だったのか。 市が６，５０１万円増資することに対し、市議会は
経営健全化方針を実行するよう付帯決議を付しまし
た。

4

花巻市交流会館はお金がかかりすぎるのではない
か。

　維持費が年間５，０００万円ほどかかります。

5

新花巻図書館は採算がとれるのか。今までの図書館
はどうなるのか。図書館から年間１００冊ぐらい本を
借りているが、不便を感じていない。

現在の図書館はバリアフリー化されておらず、高齢
者や障がい者にとって不便であり、市民から新図書館
の建設を求める声があって進めているものです。今後
の議会で市民要求に沿って議論していきます。

6

アパートの住民などのごみ出しのマナーが悪い。ガ
スボンベに穴をあけず出している。

アパートの管理者がゴミ出しの指導を行う責任があ
ります。

7

　市の「包括業務委託」はやめるべき。 　ご意見として承ります。

8

総合体育館の南側の水田を駐車場にしてはどうか。
イベントがあると駐車場が足りない。

　ご意見として承ります。

9

松園町の児童公園のフェンスが低く、ボール遊びを
すると車道にボールが飛び出て危険。フェンスを高く
してはどうか。

　ご意見として承ります。

10

日居城野運動公園の第三駐車場内にあるスケート
ボードパークを倍ぐらいの広さにしてほしい。
　また、アリーナのコート利用料を安くしてほしい。

　ご意見として承ります。

11

民生委員のなり手が少ない。民生委員が選出できな
い地域もある。民生委員の仕事が多すぎる。無駄な仕
事が多い。民生委員が赤い羽根の募金活動に駆り出さ
れる。

国が定数を減らした時から仕事が厳しくなっていま
す。

12

　健康寿命に関心がある。自分はペタンクをやってい
るが、人が減っている。何か方法はないか。

健康寿命の延伸を取り組む愛知県蒲郡市への視察の
振り返りを行なっています。市政にどう生かすかを検
討していきます。

13

市は医師養成事業に年間７００万円拠出している
が、総合花巻病院には医師が配置されるのか。

本年度は養成医師が１年間で５２人、主に包括的医
療機関に配置されています。岩手中部病院には８人配
置されていますが、総合花巻病院へは配置になりませ
ん。県は医師確保のため、他県と協力しながら国に働
きかけています。

14

花巻は情報発信が下手なのではないか。イトーヨー
カドーの「ぷらっと花巻」は情報が少ない。スマホで
情報が集約化されていない。北上は元イトーヨーカ
ドー施設に集約されている。

　ご意見として承ります。
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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

認定外道路（赤線）に家が建てられている。建設部
にも話したが撤去できないか。

建物の所有者に建設部が通知していると聞いており
ます。現時点では所有者に働きかけていくしかありま
せん。市が勝手に撤去は出来ません。

2

新聞に市の図書館建設構想が載っていたが内容につ
いては示されていない。議会で特別委員会の設置を考
えていないのか。

２月１４日に議員全員協議会を開催し、再度説明を
聞くことにしています。

※３月１８日の本会議において、新花巻図書館整備特
別委員会を設置しました。

3

総合花巻病院の建設費が当初より２０億円ほど減少
しているが診療内容、設備に問題はないか。

医師確保が難しいと伺っています。２０億円が減少
したのではなく、総事業費が約８０億円で、そのうち
病院棟の建設費が約６０億円とのことです。

4

１１月１日発行の議会広報紙花の風No.６０のコラ
ムの見出しで、温暖化により海面が１．１ｍ上昇とあ
るが本文にその根拠が示されていない。一般市民を対
象として発行しているのだから訂正を求める。

コラムの見出しは筆者本人が付けています。編集委
員が内容について検討しているので訂正は考えていま
せん。

5

専業農家は労働がきつい反面、収入が少なく、後継
者もままならない。今後の花巻の農業の在り方を常任
委員会で検討してくれないか。

基盤整備が出来ている農地は法人が活用できます
が、未整備の水田は引き受け手がいません。常任委員
会で検討し、意見書として国に提出することは可能で
す。

6

観光資源として宮沢賢治や高村光太郎があるが、花
巻の素晴らしい自然景観を観光に結びつけたらどう
か。

自然景観保存の観点からも、ご意見として承りま
す。

7

大沢地区に不登校者を対象としたフリースクールが
開校すると聞いているが本当か。

そのことは聞いておりませんが、情報提供として伺
います。

8

　西南中学校の生徒が議会の傍聴に来ているが、いつ
から始まったのか。また、他の学校にも傍聴を薦めた
らどうか。

　校長先生が代わってから傍聴が始まったようです。
校長先生方との話し合いの中で話題にしましたが、生
徒数や交通手段の関係で難しい学校もあるようです。

9

　矢沢小学校の校舎の傷みが激しい。教育委員会に要
望しているが結論が出ていない。早急に校舎の建設を
考えてもらえないか。

　現在、教育委員会と地元住民との話し合いを行って
いると聞いております。議会としては、できるだけ地
元の意向に沿うよう提言していきます。

10

　東十二丁目では若い担い手が農業に参加してい
る。農地の集約化のために、基盤整備をお願いして
いるが、なかなか順番が回ってこない。

　農政課では、今年の４月から７月にかけて農地の
実質化についてのアンケート調査を実施します。基
盤整備を行う際には、反対する人がいると話が進ま
ないようです。

11

　市内に常設の映画館の復活を望んでいる。若者が
集まれる場所にしたい

　市では図書館との併設も検討したようですが、そ
れは出来ないようです。ご意見として承ります。
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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

図書館の建設に向けて、蔵書等も花巻ならではの入
りやすい図書館にしていただきたい。また、デザイン
も市民から公募していただきたい。

　ご意見として承ります。

2

　文化会館の大ホールが大きすぎて無駄がある。
４００人規模のホールを作っていただきたい。

　ご意見として承ります。

3

総合花巻病院が移転するので、まなび学園周辺を整
備したら、文化会館や図書館などまとまった建物がで
きるのではないか。

　ご意見として承ります。

4

大迫は人口減少で悩んでいるが、総務常任委員会の
長崎県大村市の視察で、毎年５００人程度人口が増加
している対策は何か。

長崎空港や高速道路、九州新幹線など交通の便が良
いこと、自衛隊基地があり移住者が多いこと、子育て
支援が充実していることが挙げられます。

5

市庁舎の建設について、だいぶ古いので建て替えて
もいいのではないか。

　ご意見として承ります。

6

大迫のイベントは一過性であり持続させることが課
題だ。いかに閑散期にお客様が来ていただけるか考え
てはいるが。

一過性については、大迫だけではなく、どこの地域
でも抱えている悩みでもあります。

7

イベントを行っても宿泊する場所がないので日帰り
になってしまう。空き家を利用するなど滞在型にでき
ないものか悩んでいる。

宿泊施設を持つ地域との連携や民泊も手段の一つで
す。空き家を宿泊に利用している事例もあります。

8

家から出ない一人暮らし高齢者が多いので、市でも
対策を考えていただきたい。

包括支援センターや民生児童委員から情報を得て、
相談員が訪問する事業があります。

9

外川目と内川目の路線バスが廃止になりました。免
許証を返納し、バスを利用しているので石鳥谷線は廃
止にならないようお願いしたい。

路線バスの廃止は、どの地域でも課題になっていま
す。廃止にならないようバスの利用をお願いしたいで
す。

10

予約応答型乗合タクシーは、１時間前に必ず連絡を
しなければ乗せられないと断られた人がいる。もう少
し柔軟に対応してほしい。

　ご意見として承ります。

11

早池峰山は正面の登山道が崩落し、登山ができない
状況だ。他を見ると自分たちで山を整備しているとこ
ろもある。昔は泊まりながら登山をしていたが宿泊施
設もなくなり、大迫を訪れる人も少なくなっている。
民泊も含め宿泊施設を何とかしなければならないと
思っている。

　ご意見として承ります。
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新堀振興センター(1/2)
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

1

ある議員から市庁舎建設に関わるアンケートが郵送
で届いた。議員個人からこのような形で市民に依頼す
るやり方は違和感がある。議会で検討されたものなの
か。

市民ニーズを把握するため、政務活動費を活用した
アンケート調査を行ったと聞いております。議員活動
の一環として実施したものと思います。

2

避難行動要支援者名簿は防災危機管理課で作成して
いるが、地域福祉課が作成の災害時要支援者台帳と、
社会福祉協議会が作成している要支援者カルテと３通
り存在する。
これは全て自主防災組織へ届いているが、何を根拠

として災害時に行動するのか迷ってしまう。是非、実
効性のある台帳となるよう対応を願いたい。

実際に支援活動に従事される方々が不安なく迅速に
活動できるような避難行動要支援者名簿となるよう当
局に働きかけてまいります。

3

第８期介護保険計画が来年策定されるが、現在市が
行っている介護予防事業の成果はあまり芳しくないの
ではないのか。高齢者が健康でいられるような介護予
防事業を進めていただきたい。

市では「元気でまっせ体操」を推奨し、各自治会に
講師を派遣し、普及に努めているところですが、市内
全域の取り組みとはなっていない現状にあると認識し
ていることから、更なる運動の推進を働きかけてまい
ります。

4

市で採用の会計年度任用職員に対して期末手当が支
給されるということには賛成である。指定管理を受け
ている振興センター職員にも同様の期末手当が支払え
るよう、委託費の増額を検討できないか。

指定管理を委託する際の経費の中に含まれる人件費
は、市の臨時職員に支払われる額をベースに見積もっ
ているものと伺っております。議会として新年度予算
の審議の中などで議論してまいります。

5

総合花巻病院が新たに開院となるが、現在の状況を
教えていただきたい。

３月１日に開院の予定です。当初予定していた小児
科、眼科、皮膚科、産婦人科は医師の確保が困難なこ
とから開設は出来ない状況にあると伺っております。

6

図書館建設について、現段階で話せる範囲で説明願
いたい。

１月２９日の議員説明会で新花巻図書館複合施設整
備事業構想が示されました。
その内容は、新図書館は花巻駅東側の場所に賃貸住

宅との複合施設とする内容です。

7

タケダスポーツ店の場所に図書館が建設されるとい
うことは、店を閉めさせるということなのか。これは
ＪＲ・店舗・市との協議で決まったことなのか。

議員の一般質問において、ＪＲと店舗と協議が進め
られるものと伺っております。

8

図書館にはコーヒーが飲めるカフェも入れてほし
い。

市民の声もあり、基本構想にはカフェも含まれてお
ります。

9

石鳥谷地域では保育園は民営化されているが、地域
がかたよっての保育園の民営化は不平等ではないの
か。市立保育園はこれまで何ヵ所民営化されているの
か。

南城保育園、湯本保育園、日居城野保育園と、今回
の笹間保育園の４園となります。
市では、今後も民間に移管しても運営が良好に保て

ると判断できる市立保育園については、民間に移管し
ていく方針です。
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新堀振興センター(2/2)
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

10

　現在、保育園の待機児童はいるのか。 　通常よりも保育士が多く必要とされる０歳児から
２歳児までの待機児童が存在します。
　保育園では保育士の加配が必要となることから、
即座に解消されるということは厳しい状況にありま
す。

11

　４月に開園する保育園もあると聞いているが教え
てほしい。

　新たに３か所保育園が開園する予定となってい
て、合わせて１００名の入園が見込まれておりま
す。

12

　空き家バンクの状況について聞きたい。 　平成３１年１月４日現在、空き家の件数は９４９
件で、空き家バンクに登録されているのは４５件と
なります。

13

　新型コロナウイルスが世界的に蔓延している。市
内のホテルもキャンセルがあったと聞いたが、当市
の取り組みはどうなっているのか。

　県でも対策会議が開かれ、今後、市町村に対し連
携して取り組むよう、対策が示されてくるものと想
定されます。

※２月２８日から、小・中学校の一斉休校、公共施
設の休館、行事の自粛要請を行いました。

14

　市内への企業誘致等の現状はどうなっているの
か。

　今後の企業誘致に対応するため、新たに５ヵ所の
産業団地の構想が示されております。

15

　新堀小学校では「読書思いで帳」を導入して読書
習慣を推進している。このアイテムは市内企業が開
発したものでもあり、全市に普及できるような取り
組みは考えられないか。

　市内小学校ではまだ数校しか取り組まれていない
のが現状です。利用者からは自身の成長の過程と共
に、自分が読んできた本の歴史が記録として保存さ
れること、好評であることをお聞きしていることか
らも、更なる普及に繋がるよう提案してまいりま
す。

16

　近年災害が激甚化してきている。消防団も日中に
活動できる団員が少なくなってきていることに伴
い、常備消防の人員を増やす計画はないか。

　今後、日中の常備消防への負担が増すことが予測
されることから、定員の見直しについて提言してま
いります。
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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

　会計年度任用職員とはどんな制度ですか。 　臨時補助員・非常勤職員の名称と待遇が変わりまし
た。議会としては制度が変わったことにより、働く人
が不利益にならないように対応してきました。

2

　県立東和病院の再編はどうなるのか。 　岩手中部医療圏の医療計画に東和病院を含めている
ことが確認されました。これにより、今回は廃止には
ならないということが明らかになりました。

3

　松くい虫で枯れた木を営林署ではテープを巻いてい
るが、直接山の所有者にお金を渡して切ってください
とお願いしたほうが早い。市で対策を考えてほしい。

　ご意見として承ります。

4

　田んぼが荒れている対策を講じなければ大変なこと
になる。市で対策を考えてほしい。

　ご意見として承ります。

5

　浮田保育園がなくなった。来年度に再編の方向性は
どうなるのか。具体的な方向を示してください。

　第２期子ども・子育て支援事業計画が示され、適正
規模・適正配置で進めることになります。新しい方向
は出ていません。

6

　新花巻図書館について伺う。 議会には新聞報道の範囲で説明がありました。複合
施設として建設し、上層部に住宅を配置するという内
容で、多くの議員から質問・意見が出て、再度議員全
員協議会を行なうことになりました。

7

　ソーラー発電を山の斜面に木を切って設置するのは
危険であり、条例で規制すべきではないのか。遠野市
の条例のようなものがほしい。

　県の環境アセスメントで規制されておりますが、遠
野市のような条例については検討していきます。

8

　避難行動要支援者名簿について、すべての避難行動
支援者名簿があれば対応しやすい。平常時から知って
いたほうが支援しやすい。

　ご意見として承ります。

9

　東和町には「婦人消防協力隊」が作られているが、
団員の半纏は統合の際どうなるのか。

　婦人消防協力隊は自主的に編成したものです。

10

　若い人に頑張ってもらいたいので、議員報酬の引き
上げはやるべきではないのか。

　ご意見として承ります。

11

　東和の通学バスは少人数しか乗っていない。５時半
だけしか乗れないようだ。バスを利用したいので増便
してほしい。

　デマンド交通をご利用願います。
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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

文教福祉常任委員会で第１３号請願「給食副食費の
助成を求めることについて」がなぜ不採択になったの
か。

自宅で子供を育てている家庭もあり、公平性を保つ
べきであること、また、保育士確保に財源を向けるべ
きであるという意見もあったことから不採択としまし
た。

2

笹間保育園を民営化することにより、待機児童が生
じる事はないか。なぜ無償譲渡なのか。

民営化により待機児童が生じることはありません。
建物は無償譲渡、土地は無償貸し付けとし、保育事業
の運営をしっかりと引き継いでもらうものです。

3

新型コロナウィルスの防疫体制は大丈夫か。市内在
住の中国人留学生が春節の際、行き来があるのではな
いか。

防疫は県の管轄です。市での対応はまだ示されてお
りません。

※２月２８日から、小・中学校の一斉休校、公共施設
の休館、行事の自粛要請を行いました。

4

地域自主防災に参加しているが、災害時要援護者で
あるにもかかわらず、支援を拒否している人への対応
ができない。本人を説得して欲しい。

　ご意見として承ります。

5

会計年度任用職員制度によって、まちづくり協議会
の職員の報酬を市の職員と同等にすることはできない
か。

会計年度任用職員は、市が雇用している臨時・非常
勤職員に適用するものです。指定管理事業の職員の手
当は、今後検討すべきものと考えます。

6

登下校時の保護者での交通パトロールは限界があ
る。効果のある交通指導員の増員をして欲しい。

　ご意見として承ります。

7

市民から見て現在の市庁舎は仕事をする場所とは思
えない。煩雑で狭く、市民の集まるホールもない。建
て替えはしないのか。

　現在のところ建て替えの考えはないようです。

8

新興製作所跡地はどうなっているのか。アスベスト
もないのでそのまま舗装してはどうか。

　ご意見として承ります。

9

　市の図書館は具体的にどうなっているのか。 新花巻図書館複合施設整備事業構想が示され、令和
５年の完成を見込んでいるようですが、内容はまだ決
まったわけではありません。

10

　まん福の跡地利用は決まっているのか。 解体の方向で検討していますが、跡地利用は決まっ
ておりません。

11

公共施設のマネジメントには金がかかる。個別の公
共施設についてのマネジメントは出ていない。

　令和２年度末までに策定する見通しです。

12

　新花巻図書館複合施設整備事業構想に詳しい説明
がない。本来、教育委員会の権限でやるべきなのに
生涯学習部が所管しているのはおかしい。

　ご意見として承ります。

13

　市長や当局と懇談する機会があるのだから、議員
懇談会はやめたらどうか。

　ご意見として承ります。
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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

図書館について、本当に移転が必要か。建設ありき
ではなく、何をコンセプトにするのかが先ではない
か。市民の意見を取り上げてほしい。

将来の図書館の姿を描き、基本構想が策定されてお
ります。しっかりしたビジョンを市に求めていきたい
と思います。

2

新しい図書館は文教地区として総合花巻病院跡地も
候補地の一つとの思いがあったが、市政懇談会で今の
場所に残してほしいと話したことがある。

パブリックコメントには、現在の場所、まなび学園
周辺、駅または４号線沿いの３つの意見がありまし
た。ご意見として承ります。

3

図書館について、オガールやさくらホールなどのよ
うに使いやすい複合施設にしていただきたい。

　ご意見として承ります。

4

上町商店街の歩道がでこぼこになっており、高齢者
が転んでいるところを見た。県道の時より市道になっ
たら対応が遅くなった。

　ご意見として承ります。

※道路課に伝えました。

5

花巻駅前に新花巻図書館を整備するのであれば、橋
上化による自由通路を同じく考えていかなければなら
ないのではないか。

　ご意見として承ります。

6

図書館に行くには、車ありきではなく環境を考え、
市街地循環バスをもっと利用すべきではないか。

　ご意見として承ります。

7

新総合花巻病院が開院するので、市街地循環バスの
コースの検討をしてほしい。

新総合花巻病院の開院に合わせて、コースが変わっ
てくると思います。

8

花巻市の情報を得るために、全てのチラシやパンフ
レットを集約したコーナーを公共施設に設置してほし
い。

　ご意見として承ります。

9

議員も議員活動を若い人に向けてＳＮＳを活用し、
発信することも大事ではないのか。議会だより「花の
風」にも市民からの意見が届くようにしていただきた
い。

　ご意見として承ります。

10

　「まん福」はやはり取り壊しか。 　取り壊しになります。

11

花巻市史は、ここ４０年の歴史が編纂されていない
が、作成しないのか。

　ご意見として承ります。
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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

今後、蔓延が懸念される新型コロナウイルス対策は
どうなっているのか。

今後、市町村に対して連携して取り組むよう対策が
示されてくるものと想定されます。

※２月２８日から、小・中学校の一斉休校、公共施設
の休館、行事の自粛要請を行いました。

2

文教福祉常任委員会の活動報告の中で、コミュニ
ティ・スクールについて湯本小学校の校長から説明を
受けたとのことであったが、議員だけを対象としての
ものだったのか。

議員全員を対象としたものではなく、文教福祉常任
委員会の所管事務調査の活動として、花巻市校長会よ
りコミュニティ・スクールについての説明を受けたも
のです。

3

文教福祉常任委員会ではコミュニティ・スクールの
先進地として、京都府城陽市を視察したとのことだ
が、京都府城陽市のどのような取り組み事例が参考と
なったのか。

京都府城陽市では、市内全ての学校でコミュニ
ティ・スクールが導入され、以前から設置していた学
校評議員からコミュニティ・スクールへと移行したも
のでした。城陽市は市域が狭く、学区内には小学校２
校、中学校１校の設置と、恵まれた環境にあると感じ
ました。

4

花巻市はコミュニティ・スクール導入の予定はある
のか。

国からは令和４年度からの導入を示されていること
から、それに向けて取り組まれています。

5

新花巻図書館は商業施設、住宅、図書館の複合施設
とするとの報道があったが、策定されている基本構想
とはまったく違うように思う。議会ではどのような議
論がされているのか。

２月１４日開催の議員全員協議会の場に当局の出席
を求めて説明を聞き、今後の対応を練ることとしてい
ます。

※３月１８日の本会議において、新花巻図書館整備特
別委員会を設置しました。

6

市長のフェイスブックに新図書館構想について、実
に事細かに掲載されているが、ただし、今の説明から
すると、市と議会との連携が悪いのではないのか。

市長は、議員説明会の後、記者発表し、その後、自
身のフェイスブックで公表したものと思います。

7

　市長の提案は、図書館構想ではなく、住宅付き複合
施設構想ではないのか。明日の当局の説明で納得でき
ない場合はどうするのか。

　説明内容によっては議員全員協議会終了後、議会と
して議論や協議をする組織の設置も検討されるものと
思います。

8

　現在の花巻図書館は古くて、狭く、利用者に不便を
強いている面がある。石鳥谷図書館は新しく素晴らし
い。市では新図書館をどのような中身にしようと考え
ているのか。

　議員説明会では、図書館の中身についての説明はさ
れておりません。

9

　緊急避難行動の際の要支援者名簿は、名簿掲載への
公表に同意されている方々の氏名は既に公表されてい
るはずだが、今回の条例の制定はどういうことなの
か。

　本人からの明快な拒否が示されない方々について
も、平時から要支援者名簿に掲載するというもので
す。

10

　亡くなられた方の名前も災害時の要支援者名簿に
載っていることがある。担当課内で連携を図ることが
できないのか。

　年に２回の改訂のため、どうしてもそのようなケー
スもあり得るものと考えられます。

11

　台風１９号の際、要支援者の方々に避難所へ避難し
ていただいたが、毛布と布団だけで対応が良くなかっ
たとの声があった。

　市側でも今回の経験を踏まえ、段ボールベッドやト
イレなど、より快適な環境を整える考えであると聞い
ております。

12

　総合花巻病院内に休日当番医の先生が来て、診療を
行うことはできないか。

　対応は難しいと考えます。
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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

　会計年度任用職員とは何か。 臨時補助員・非常勤職員の名称と待遇が変わり、期
末手当が支給されるようにりました。地域おこし協力
隊、ふれあい生徒教育支援員等の職員が会計年度任用
職員になります。

2

　亀ケ森小学校がなくなるのではとの話があるが。 教育委員会は地元決定を尊重する立場です。地元で
よく話し合って下さい。

※令和３年４月に大迫小学校に統合される予定です。

3

新花巻図書館が突然決まったようだが、本当に決
まったのですか。

新花巻図書館複合施設整備事業構想が提案されまし
たが、その後、議会との話し合いを持つことになりま
した。市長の記者会見で市民はもう決まったと思って
いるようですが、議会での議論の行方をしっかりと見
てほしいと考えます。

4

避難行動要支援者名簿に関する条例を作っていただ
き、関係者は納得している。名簿がなくてもわかって
いるが、はっきり言うことができるようになった。

個人情報保護が優先されてきたが、地域の中で理解
しあえる関係を築くことが大事です。

5

健康寿命を延ばすために「元気でまっせ体操」を進
めて３年になる。健康で長生きするために課の垣根を
越えて市全体で推進していくべきだ。

愛知県蒲郡市では健康寿命を延ばすため、全庁・全
市民をあげて取り組んでいました。
　ご意見として承ります。

6

子供たちの読書離れが進んでいるが、これは親たち
の読書離れでもある。文化レベルを上げていかないと
学力向上にも地域の活力にもならない。全庁あげて取
り組んでほしい。

　ご意見として承ります。

7

議員は地域の要望実現のために質問をしているの
か。質問したことを自分で採点しているのか。

議会には質問内容への評価制度はありません。各議
員はそれぞれ採点しながらやっていると考えます。

8

　議会報告会への出席が少ないのはなぜか。 議員から声をかけるとか、市民全体の関心事がある
時などには、参加者が多くなると実感しています。
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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

今年の冬は温暖化のため水不足や土壌の病気が懸念
される。事前に対策を取って欲しい。

　ご意見として承ります。

2

耕作放棄地は４倍以上に増えている。農業委員のパ
トロールだけでは限界がある。土地所有者に改善を求
めてはどうか。

　ご意見として承ります。

3

　議員との懇談会の内容が市政にどのように反映され
ているのか見えていない。

　広報広聴特別委員会で要約し、市当局に送付してお
ります。
　また、各常任委員会でも内容は把握しており、検討
したりして一般質問等に生かしております。

4

　ホットタウン湯口の県の造成地には入居している
が、市の造成地は整備されていない。早急に手を打つ
べきである。

　ご意見として承ります。

5

　旧前田小学校が地滑り危険箇所として避難所でなく
なったので、近くの温泉施設を利用したらどうか。

すでに災害時における救助に関する協定を温泉施設
と締結しており、受け入れ体制ができております。

6

　各常任委員会で視察した結果を市政に有効に生かし
て欲しい。

　ご意見として承ります。

7

文教福祉常任委員会で第１３号請願「給食副食費
の助成を求めることについて」がなぜ不採択になった
のか。

自宅で子供を育てている家庭もあり、公平性を保つ
べきであること、また、保育士確保に財源を向けるべ
きであるという意見もあったことから不採択としまし
た。

8

　図書館建設の具体的な内容を教えて欲しい。 公民連携で事業を進めるとの説明がありました。議
会として特別委員会を設置する予定であり、これから
内容について検討していきます。

9

　イノシシが出没し、農産物の被害が出ている。対策
は取っているのか。

来年度予算に鳥獣被害に対して、電気柵やわなを増
やしたり、カメラの設置等も考えた費用を計上してい
るようです。

10

　文教福祉常任委員会の第７号請願で看護師の全国一
律の特定最低賃金の新設はなぜ不採択なのか。

　地域の実情によって判断するべきものであり、労使
で申請するものであるので、不採択となりました。

11

　総合花巻病院の看護師の人員確保は大丈夫か。ま
た、県立東和病院は存続できるのか。

　医師不足ではありますが、看護師不足については情
報が入っていません。
　東和病院は黒字経営であり、存続するべき病院とし
て県でも市でも認識しております。

12

　鍋倉地区の除雪が始まる時間が遅く、出勤や登校時
間に間に合わない。

　委託業者の除雪計画や優先順位もあります。

※ご意見として承ります。

13

　壊れない堤防などあるはずがない。災害の危険性が
ある場所には、家を建てないまちづくりを考えたらど
うか。

　ご意見として承ります。
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東和コミュニティセンター
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

1

図書館整備について、賃貸住宅と複合化すると犯罪
の危険性があるので、単独の図書館でよいのではない
か。

新聞報道されたような計画で固まったわけではあり
ません。

2

産業建設常任委員会で行政視察した葛巻町の新エネル
ギーを利用した建設・農林振興について、感想をお聞きし
たい。

地産地消のエネルギーで地域を豊かにすることを目
標としており、地球環境に配慮したエネルギー活用だ
と感じました。

3

田瀬地区で西武不動産から利用したい人がいたら申
し出てほしいということがあったが、どれくらいの申
し出があったか教えてほしい。

どれくらいの方が申し出したのか詳細は承知しておりませ
ん。

4

市民生活の満足度調査など、広くアンケートを取っ
てほしい。

　ご意見として承ります。

5

地方でも新型コロナウイルスが爆発的に発生するか
もしれない。花巻市でも取り組んでほしい。

　国や県と連携した取り組みが重要と伺っております。

6

花巻市は農業も商工業も衰退しているようにしか見
えない。人口が増加している事例をもっと調査し、取
り組んでいただきたい。

　ご意見として承ります。

7

上町商店街に老人ホームや市営住宅を建てることが
商店街の発展につながるのか。

空き店舗を利用したリノベーションが１０件以上出てきて
おり、将来への振興が期待されております。

8

今日、医師や看護師不足が言われており、給与の引
き上げなど待遇面での改善が問題解決につながるので
はないか。県などの関係機関に働きかける必要がある
のではないか。

　ご意見として承ります。

9

　図書館整備は、総合花巻病院の跡地が良いと思う。 　ご意見として承ります。

10

今の市長は企業をどれくらい誘致してきたのか。北
上市のベッドタウン化し、人口を増やすこともよいの
ではないか。

　ご意見として承ります。

11

道の駅「とうわ」の空き店舗の利活用を推進してほ
しい。

　ご意見として承ります。

12

市長への対話や要望等で地域課題の話をすると詳し
い説明を聞かず「予算がありません」と言われ、目の
前に大きな壁が作られたように感じる。もう少し丁寧
な対応ができないものか。

　ご意見として承ります。
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花南振興センター(1/2)
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

1

男女共同参画において、花巻市議会が全国から注目
を集めることができるよう、市議会議員の定数を男女
１３人ずつとするという考え方はどうか。

実現するためには、地域や団体の中から女性候補を
擁立できるような環境作りが求められると考えます。

2

世界各地で紛争が起き、深刻さも増し、終息が見通
せない状況となっている今こそ宮沢賢治の精神を提唱
することが有効と考える。その視点から花巻市議会で
もこの課題に関して真剣に議論することで、国際平和
にも繋がり、議会としての注目度も増すものと考える
が、どうか。

　ご意見として承ります。

3

花巻市の図書館の建設に向けて、今後、市民の声な
ども反映されるよう、議会でも取り上げ、議論してい
くものなのか。

今月下旬から開催の３月定例議会において、図書館
の在り方を協議する特別委員会を設置することが確認
されました。

4

図書館建設を進めている部署や所管する常任委員会
はどこか。

これまでの構想案の策定などは生涯学習部が担当し
ており、所管は文教福祉常任委員会です。しかし、今
回示された構想では、建設部の中に整備室を設置する
との説明がありました。

5

図書館建設についての特別委員会の設置案は議会の
最終日に提案されるものなのか。また、議会として、
本来の図書館の在り方について議論し、提案していく
ものなのか。

　そのとおりに運ばれるものと認識しています。

6

　市民は、過去に新花巻駅が現在の花巻駅と直結され
るものと信じていたし、望んでもいたが、当時の議会
の判断が甘かったのか、現在の場所に建設された。
　図書館については、多くの市民が願っているような
ものにしてほしい。図書館建設については新花巻駅の
ような二の舞を踏まないよう努力してほしい。

　ご意見として承ります。

7

　今回の新花巻図書館複合施設整備事業構想の提案の
仕方をみれば、市長と議員との関係について、議員側
が下に見られているのではないのか。

　議会として毅然とした態度で臨ませていただきま
す。

8

　避難行動要支援者名簿が条例化されたが、氏名の公
表を望んでいない方についても、自主防災組織等に名
簿が行き渡っていることを知っているのか。

　氏名の公表を望まない方々の名簿については、緊急
避難時以外に開封しないことを条件に、支援行動に携
わる関係者に届けられているものと理解しておりま
す。

9

　現在の花巻市の人口減少について、市議会ではどの
ように捉えているのか。

　各議員が様々な観点から市当局に対して意見や提案
を行っています。市でも、子育て支援対策や移住・定
住促進住宅支援などに力を入れています。今年、初め
て転出者よりも転入者のほうが多く、社会増に転じて
いる。各種政策の効果が徐々にではありますが、表れ
てきているものと考えます。

10

　花南地区は人口増加に転じているが、市のメイン通
りである上町の賑わいがまったく失われている。地域
間の格差が目に付くが、この現実をどのように捉えて
いるか。

　上町については、災害公営住宅の整備や子育て支援
住宅の整備のほか、中央広場の整備やマルカンビルの
復活など、遊休不動産の活用などへの支援も行われ、
徐々にではありますが賑わい復活への道が切り開かれ
ようとしています。大きな課題は周辺部の人口の減少
が激しいことであり、特効薬はありませんが、当局も
議会も互いに知恵を出し合いながら、取り組まなけれ
ばならないものと認識しています。
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花南振興センター(2/2)
会場でのご質問・ご意見

ご質問・ご意見 会場での回答

11

　北上市と比較しても花巻は立地企業が少ない。若者
に住んでもらうためにも働く場の確保は重要だと思う
が、どのような手法で誘致活動を行っているのか。

　企業誘致のため、産業団地の整備計画が進められて
おります。
　また、職場は他市でも、「住むのは花巻」というこ
とを浸透させていく活動や施策も重要であると考えて
います。

12

　総合花巻病院の総工事費は当初は８８億円ほどであ
り、当市では２０億円ほどの補助金を決定したが、最
近の報道を見ると、総工事費が６６億円ほどと減額さ
れているようだ。それが正しいとすれば、補助金の減
額もあるのではないのかと思うが、詳細について教え
ていただきたい。

　当初の総工事費は９８億円程度であったものが、工
法等の見直しで８０億円ほどに減額されたと記憶して
おります。詳細については定かではないので、担当部
署に確認します。

※総事業費が約８０億円で、そのうち病院棟の建設費
が約６０億円とのことです。

13

　市役所の窓口業務の委託について耳にしたが、内容
について詳しく知らせてほしい。

　包括業務委託というもので、県内では陸前高田市が
窓口業務を外部に委託しております
　当市では昨年の５月から導入に向けた検討をしてい
ます。しかし、個人情報の保護や、委託事業者の社員
に対して市職員が直接指導、監督ができないなどの課
題があるようです。

14

　昨年１０月の市民と議会との懇談会の参加者が少な
い。市議会では参加者の少ない状況をどのように捉え
ているのか。

　今後の開催に当たっては、今回の各会場でいただい
た意見や要望などの結果を踏まえ、検討することに
なっております。

15

　議会報告会をもう少し小さな単位で開催することは
できないだろうか。

　議会報告会は、広く市民の声を聴く場という考え方
から、２７振興センター単位で地域住民の声を聴くた
めに開催しているものです。

16

　議会に傍聴に行っても、専門用語が多くて難しい
し、議案の番号だけ言われても何のことなのかと、分
からないことばかり。また、他の議員の様子を拝見し
たくても映像は当事者のみであり、傍聴席は狭くて苦
痛を強いられる。

　ただいま寄せられた意見は、直ちに対応できるかは
別として、議会改革推進会議や議会運営委員会などの
場で検討させていただきます。

17

　母親の介護のため、愛知県から地元に戻って来た。
愛知県は医療サービスが充実しているが、花巻市では
訪問看護など医療サービスが少なく、苦慮している。
この現状をどう受け止めているのか。

　岩手県は医師数が全国でも最下位にあり、看護師の
絶対数も少ない状態にあることをご理解願います。
　なお、３月１日に開院する総合花巻病院には地域包
括ケア病棟も整備されていることから、在宅医療の面
からも非常に有効なものになると考えられます。

18

　「検討する」というが、いつまでに実施できるとい
うのか。

　「市長は執行権を持ち、議会は議決権を持つ」とい
うことから、「何々の事業をいつまでにやる」という
ことを申し上げられる立場にはないことはご理解願い
ます。

19

　どうして市役所内に地域包括支援センターが設置さ
れているのか。

　地域包括支援センターは市から委託された社会福祉
協議会が運営しているものです。なお、花巻中央地域
包括支援センターは、行政機関との連携を図るために
市役所内に設置されているものとなります。
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