
平成 28 年度花巻市大迫地域協議会（第２回）会議録 

１ 会議の日時及び場所 

（１）日 時  平成２９年１月３１日（火）午後２時～４時３０分 

（２）場 所  大迫総合支所 ２階 大会議室 

２ 出席委員（出席１２名、欠席３名） 

区分 団体及び役職名 氏 名 住 所 出欠 

（１） 

公共的 

団体 

から 

推薦 

された 

  者 

花巻農業協同組合 女性部大迫支部長 菊月 美智子 亀ヶ森 欠席 

花巻市森林組合 大迫事業センター所長 高橋 純一 外川目 ○ 

花巻商工会議所 大迫支部会長 山影 義一 内川目 ○ 

花巻市社会福祉協議会 大迫支部運営委員 佐藤 格(会長) 亀ヶ森 ○ 

花巻市大迫地域区長会 会長 藤原 秀基(副会長) 内川目 ○ 

大迫地区コミュニティ振興会 会長 菊池 利和 大迫 ○ 

内川目コミュニティ会議 会長 伊藤 修悦 内川目 ○ 

外川目地区コミュニティ会議 会長 佐々木 政行 外川目 ○ 

亀ヶ森地区コミュニティ会議 会長 髙橋 正克 亀ヶ森 ○ 

（２）学識経験を有する者 

小松 健次郎 内川目 ○ 

瀬川 行夫 大迫 欠席 

菅原 美智子 大迫 ○ 

佐々木 和宏 大迫 ○ 

松坂 一人 外川目 欠席 

畠山 昌子 大迫 ○ 

（３）公募による者 応募なし － － 

花巻市 所属 役職名 氏 名 出欠 

総合政策部 部長 八重樫 和彦 ○ 

秘書政策課 課長 伊藤 昌俊 ○ 

  〃 課長補佐（企画調整・統計担当） 高橋 誠 ○ 

  〃 企画調整係長 赤坂 秀樹 ○ 

  〃   〃  主事 平石 一真 ○ 

財務部 契約管財課 課長(兼)公共施設計画策定室長 小原 有二 ○ 

  〃 主幹兼課長補佐(兼) 〃 次長 藤原 良浩 ○ 

公共施設計画策定室 主査 瀬川 猛 ○ 

     〃 上席主任 梅原 徹 ○ 

大迫総合支所 支所長 藤原 宏康 ○ 

地域振興課 課長兼地域振興主幹 畠山 敬志 ○ 

市民ｻｰﾋﾞｽ課 課長兼市民ｻｰﾋﾞｽ主幹 小国 朋身 ○ 

地域支援室 地域支援監 藤原 正己 ○ 

地域振興課 課長補佐（地域づくり担当） 高橋 一也 ○ 

     〃 課長補佐（産業担当） 中村 陽一 ○ 

     〃 課長補佐（建設担当） 佐藤 充 ○ 

市民ｻｰﾋﾞｽ課 課長補佐 高橋 一雄 ○ 

地域振興課 主任主査兼地域づくり係長 佐藤 健 ○ 



 

・傍聴者 なし 

 

３ 議 題（説明及び審議事項） 

（１）花巻市公共施設マネジメント計画（素案）について 

（２）花巻市まちづくり総合計画第２期中期プラン（素案）について 

（３）辺地総合整備計画の概要について 

（４）宿場町おおはさま 400 年記念事業について 

 

４ 議事の概要 

 開会に先立ち、本会議の成立報告（花巻市地域自治区設置条例第９条第２項） 

（１）開 会    （地域振興課長） 

（２）会長あいさつ （佐藤格会長） 

（３）説明及び審議  議長（佐藤格会長）が進行 

  ①花巻市公共施設マネジメント計画（素案）について （説明：計画策定室長） 

  ②花巻市まちづくり総合計画第２期中期プラン（素案）について 

                     （説明：総合政策部長、秘書政策課長） 

（４）報 告     

  ①辺地総合計画の概要について   （報告：秘書政策課長） 

  ②宿場町おおはさま 400 年記念事業について  （報告：課長補佐(産業担当)） 

  ③その他   （説明：大迫総合支所長） 

   ・次回協議会の開催案内（公共交通網形成計画、２月下旬以降の予定） 

 

 

主な質疑の内容は、次のとおり。 

（山影義一委員） 

 「公共施設マネジメント計画」に上水道施設が見当たらないが。 

（小原計画策定室長） 

 上水道は、現在は岩手中部水道企業団の管理ですので記載はありません。 

（佐藤格会長） 

 「公共施設マネジメント計画」と当協議会との関わり方をお知らせ下さい。 

（小原計画策定室長） 

 地域の方からたくさんのご意見を伺いたいと考えている。今後、実施計画策定の際も 

地域協議会の皆様と相談しながら進めて行きたい。また、２月１６日までパブコメも 

実施しているのでご意見をお願いしたい。 

 

（山影義一委員） 

「まちづくり総合計画第２期中期プラン」保育料軽減とあるが、もう一歩踏み込んで 

無料とならないものか。 

（伊藤秘書政策課長） 

 今年度より、市では国の制度を拡充した形で、定められた所得以下の世帯での小学 

生以下の年長者から数えて、第３子以降の園児の保育料無償化を実施しています。 

（藤原秀基副会長） 

 この総合計画に沿ってどんどん施策を進めてほしい。 



（菊池利和委員） 

 この総合計画を実現できればすばらしい花巻になると思うが、あまりにも膨大な 

事業量と思う。ポイントを絞って事業実施を考えても良いと思う。 

（伊藤修悦委員） 

 10 年ほど前、岩手県立大迫病院の無床化問題を協議した際、無料タクシーを運行 

する話が出たと記憶しているが現在どうなっているのか。施策変更となった際は十分 

な住民周知をお願いしたい。また、大迫病院で入院受入れを再開して欲しいと願って 

いる。 

 

（佐々木政行委員） 

 この総合計画を実施するにあたって、財政運営は大丈夫なのか。 

（八重樫総合政策部長） 

 市の財政負担が少なくなるよう、各省庁からの有利な財源の掘り起し等歳入確保に 

務め、歳出削減も行いながら大丈夫となるように財政運営します。 

（畠山昌子委員） 

 昔の施設で現在は使用されていない施設が見受けられる。無駄と思う。 

（八重樫総合政策部長） 

 将来の利用状況等もしっかり見極めながら、これからは無駄の無いよう進めて行く。 

 

（菅原美智子委員） 

 観光について、仙台空港から花巻大迫への周遊バスがあれば観光客増加につながる 

と思う。また、これ以上、大迫のバスが不便にならないようにお願いしたい。 

（八重樫総合政策部長） 

 観光客の増加で考えていることは、海外便が就航している国内空港と花巻空港を結び 

花巻空港から県内各地への周遊ができるようにと国や県に企画提案をしている。公共 

交通機関、バスについてもできるだけ維持できるよう働きかけをしていく。 

 

（小松健次郎委員） 

 古い消防屯所、車庫のみの屯所がまだあるので、整備を進めて欲しい。また、消防 

団員の確保対策に力を入れて進めて欲しい。 

（八重樫総合政策部長） 

 消防屯所、ポンプ等の整備計画があるので順次整備を進めます。団員確保対策につ 

いては、昨年度から新たに消防団応援事業を始めたところであり、消防団員と団員を 

支える家族等を応援しながら、更なる団員確保、消防団 PR を図っていきます。 

 

（髙橋正克委員） 

 市民一人ひとりがそれぞれの立場で少しづつでも、良い花巻市になるよう行動して 

いく事が大切と思う。コミュニティ会議が地域の先立ちとは思うが、若い人材が入っ 

てこない状況がある。 

（八重樫総合政策部長） 

 コミュニティ会議の皆様には市政運営にご協力頂き大変感謝している。新しい取組み 

としてワークショップ形式で市政懇談会を開催した。普段、コミュニティ会議に参加 

していない方からも参加や発言を伺う機会ができ好評である。これからも進めていき 

たいと思っている。よろしくお願いいたします。 



 

（佐藤格会長） 

 内川目、亀ヶ森地域には学童クラブが無い状況である。子育てする若い世代への子 

育て支援、援助の施策を進めるようお願いしたい。回答は不要です。 

 

（伊藤秘書政策課長） 

 辺地総合整備計画は、合併特例債・過疎債よりも財政上有利な辺地債を活用するため 

の計画であるが、岩手県と協議した結果、以前認められていた小字単位ではダメという 

ことになったもの。大迫地域では、合併特例債や過疎債を活用し公共施設の整備を進 

めます。 

（佐々木政行委員） 

 合併特例債や過疎債を使用できる期限、現在の計画期間をお知らせ下さい。 

（伊藤秘書政策課長） 

 合併特例債は 10 年延長になり平成 37 年度まで、過疎債は計画期間 5 年なので 

平成 33 年度まで使用可能です。 

 

（中村課長補佐(産業担当)） 

 宿場町おおはさま 400 年記念行事を予定しています。皆様のご協力をよろしく 

お願いいたします。 

・仮称「日本ワインフェスティバル花巻大迫」：平成２９年６月３～４日 

・記念式典、講演、大名行列等：平成２９年７月下旬 

・青森県平川市「平川ねぷたまつり」と「大迫あんどんまつり」との共演 

：平成２９年８月１４日 

・宿場町おおはさま特別番組の制作：平成２９年度中 

 

（藤原支所長） 

 次回の協議会の案件として「公共交通網形成計画」を予定。２月下旬以降の開催と 

なる見込みです。ご出席よろしくお願いいたします。 

 

 

（５）閉 会   （市民ｻｰﾋﾞｽ課長） 

 


