
 

 

 

 

【日 時】 平成 28年５月 31日（火）午後４時 00分～午後５時 10分 

【場 所】 石鳥谷総合支所 ３階 大会議室 

【出席者】 出席委員：15名 

藤原美智子、川村次男、横田竜太、伊藤昌明、田中由一、藤原信雄、 

熊谷秀夫、八重樫康治、藤澤信悦、佐藤芳彰、高橋公男、晴山美紀子、 

鎌田愛子、板垣武美 

事務局出席者（石鳥谷総合支所）：10名 

藤原総合支所長、菅原地域振興課長、晴山市民サービス課長、 

藤井地域支援監、畠山地域振興課長補佐、阿部同課長補佐、藤井同課長補佐、 

小原市民サービス課長補佐、晴山地域づくり係長、伊藤主査 

【説 明】 

 （１） 花巻市地域自治区について 

      花巻市地域自治区設置条例に規定されている地域自治区及び地域協議会につ

いて事務局から説明があった。 

（２） 石鳥谷地域協議会開催状況について 

     今までの開催状況及び平成 28 年度の会議開催予定について事務局から説明

があった。 

【協 議】 会長及び副会長の選任について 

       委員の互選により下記のとおり決定した。 

        会 長 似内英悦委員 

        副会長 川村次男委員 

【諮 問】 地域協議会だよりの発行について    

       審議の結果、地域自治区の所掌事務について追記することとし、６月   

15 日の区長配布時に石鳥谷地域全世帯配布することに決定した。 

【傍 聴】 会議を傍聴した者  1 名  

※会議での発言等は別紙顛末のとおり 

※会議における配付資料は以下のとおり 

資料： 

・花巻市地域自治区設置条例 

・花巻市地域自治区の概要 

・花巻市石鳥谷地域協議会開催状況 

・花巻市石鳥谷地域協議会だより（案）  

平成 28 年度花巻市石鳥谷地域協議会第 1 回会議 会議録 
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顛 末 

                       ○ 進行／菅原地域振興課長 

 

― 辞令交付 ― 

開会に先立ち、藤原石鳥谷総合支所長から各委員へ辞令書を交付した。 

 

１ 開  会 

 菅原地域振興課長が開会を宣した。  

 

２ 石鳥谷総合支所長挨拶 

藤原総合支所長 

本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。先ほどは、市長に代

わり委員の皆様に辞令書を交付させていただきました。今後２年間、花巻市全般、また石鳥

谷地域の施策、課題等についてご協議いただきまして、ご意見ご提言を承りたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

花巻市は、合併してから 10 年が経過し、昨年度は地域協議会の皆様で合併の検証をしてい

ただいたところであります。また、石鳥谷地域の課題である、石鳥谷のまちづくりとして、

中心市街地の活性化、石鳥谷地域の中心市街地における土地利用計画、南部杜氏の里づくり

の推進などについてご審議いただきました。 

花巻市全体としては、「花巻市人口ビジョン（素案）」「花巻市まち・ひと・しごと創生総合

戦略（素案）」「立地適正化計画」「新市建設計画」についてご審議いただいたところでありま

す。今年度は、「花巻市まちづくり総合計画第２期中期プラン」「花巻市公共施設等総合管理

計画」について、委員の皆様にご意見を伺う予定とのことであります。 

石鳥谷地域では、４月１日に地域おこし協力隊、佐藤敦さんと安部薫さんの２名が着任い

たしました。町の活性化、賑わいづくりに向けて活動してまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

石鳥谷地域の中心部は、ＪＲ石鳥谷駅を起点として発展してきたところであり、今後とも

この駅を起点として、定住人口増加策、活性化、賑わいづくりの動線を中心部に引き込む街

づくりを、皆様方のご意見を賜りながら進めて参りたいと思いますので、ご協力をお願いい

たしまして、挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介 

菅原地域振興課長が、委員名簿を読み上げ委員紹介を行い、その後、石鳥谷総合支所の

会議出席職員が自己紹介をした。 

 

 

菅原地域振興課長から配布資料の確認を行った。 
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４ 説  明 

 

会長が選任されていないため、選任されるまでの間、藤原総合支所長が議長となり進行した。 

 

藤原総合支所長 

それでは、会長が決まるまでの間、暫時議長を務めますのでよろしくお願いいたします。

「（１）花巻市地域自治区について」と「（２）石鳥谷地域協議会開催状況について」を事務

局より一括して説明いたします。 

 

（伊藤主査より、資料１「花巻市地域自治区設置条例」及び「花巻市地域自治区の概要」、

資料２「平成 27年度・平成 26年度地域協議会開催状況」に基づき説明） 

 

藤原総合支所長 

 今説明した内容について、何かお聞きしたい点などがございましたら、お願いいたします。 

 

藤澤信悦委員 

 資料２に昨年度の開催状況がありますが、昨年度の地域協議会で検討した内容は、資料１

の条例第５条の事務の所掌の（１）から（４）のどれに当てはまるのか教えていただきたい

と思います。それと第５条の中には「地区コミュニティの醸成に関すること」とあるわけで

すが、会議内容の「石鳥谷のまちづくりについて」は中心市街地に関する内容であり、他の

地区の話題が無いように思います。 

 

藤原総合支所長 

 ただいまの藤澤委員のご質問についてですが、昨年度、委員の皆様に石鳥谷のまちづくり

について協議いただいたわけでございますが、これらにつきましては、（１）の「地域住民の

意見を反映した、地域振興に関すること」に当てはまるのではないかと思います。 

 岩手医科大学が移転したことで矢巾町や紫波町は人口が増えておりますが、土地が高騰し

ております。そこで、石鳥谷地域の土地利用について地域課題として取り組んでいるところ

でございます。若い世代、子育て世代を新たに呼び込むためには、土地が高くてはなかなか

来ません。石鳥谷小学校は現在２クラスです。以前は３クラスありましたが減ってきており

ます。何とか若い世代を呼び込み定住させたい。盛岡の不動産会社が、石鳥谷駅前に 41 区画

販売する予定で現在進んでおりまして、10 件ほど申込みが来ていると伺っております。８月

から本格的に分譲する予定でございます。 

 

 他に質問ございませんか。 

 

（発言なし） 
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５ 協  議 

藤原総合支所長 

それでは、続きまして「次第５ 協議事項」に移りたいと思います。 

 はじめに、「（１）会長及び副会長の選任について」であります。会長及び副会長の選任に

つきましては、花巻市地域自治区設置条例第７条第１項の規定によりまして、会長及び副会

長各１名を委員の互選により定めることとなっておりますが、どのようにして互選したらよ

いか、皆様にお諮りいたします。 

 どなたかご意見ございませんか。 

 

熊谷秀夫委員 

はい。（挙手） 

 

藤原総合支所長 

 熊谷委員、どうぞ。 

 

熊谷秀夫委員 

 互選の方法についてですが、私は指名推薦が望ましいと思います。 

今回、地域協議会委員となった方の中には再任された方もいらっしゃいますし、その中に

会長及び副会長を務められた方もいらっしゃるので、私は引き続き、会長には似内英悦さん、

副会長には川村次男さんを推薦したいと思います。 

  

藤原総合支所長 

 ただいま熊谷委員より、指名推薦という提案がございました。会長には似内英悦委員、副

会長には川村次男委員さんを推薦したいというご意見でございます。 

 他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

藤原総合支所長 

 それでは皆様にお諮りいたします。会長に似内英悦委員、副会長に川村次男委員を選任す

ることでご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

藤原総合支所長 

 ありがとうございます。会長は似内英悦委員、副会長は川村次男委員に決定いたしました。

今後２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議長を似内会長と交代いたします。 
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菅原地域振興課長 

 似内会長、会長席の方にご移動をお願いいたします。 

 

（似内会長、座席移動） 

 

菅原地域振興課長 

 それでは、ただいま会長に就任されました似内会長より、ご挨拶をいただきたいと思いま

す。 

 

似内英悦会長 

似内英悦でございます。地域協議会の会長に選任されたわけでございますが、２年間、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

先日、石鳥谷地域協議会の会長を務められました菅原昭造さんがお亡くなりになられまし

た。菅原前会長のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

 昨年度は、花巻市合併 10 年の検証がございましたが、今年度は昨年度に比べて地域協議会

の回数も減るのではないかと思っています。今年は、資料にもございますが、ラットランド

市と石鳥谷町が姉妹都市提携を結んで 30 周年になります。20 周年に来日した際、ラットラ

ンドの方々は、石鳥谷の皆さんにたいへんお世話になったと言っておりました。今年も来月

に花巻市に交換留学生が来ることになっておりますので、温かく迎えていただければと思い

ます。 

 先ほど条例の説明がありましたが、条例第７条の２項をご覧いただければ会長を解任する

ことが出来るとありますので、何かありましたならば遠慮なく申し出いただきたいと思いま

す。２年間ではありますが、よろしくお願いします。 

 それでは、協議事項の続きに入りたいと思います。「（２）地域協議会だよりの発行につい

て」、事務局から説明をお願いします。 

 

（伊藤主査より、資料３「花巻市石鳥谷地域協議会だより」に基づき説明） 

 

似内英悦会長 

 地域協議会だよりの発行について説明していただきました。６月 15日の区長配布の際に石

鳥谷地域を対象として全戸配布する予定とのことです。内容について、ご意見ご質問ござい

ませんか。 

 

藤原信雄委員 

 これは両面印刷ですか。 

 

似内英悦会長 

両面印刷とのことです。 

他にございませんか。文言の修正など、何かございませんか。 
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藤澤信悦委員 

地域協議会の権限のところですが、花巻市地域自治区設置条例の第５条の地域自治区の事

務の所掌（１）から（４）を引用できないでしょうか。第５条の内容を追加して、もう少し

具体的に地域協議会の権限について明記した方が良いと思います。 

 

似内英悦会長 

事務局の方で、追加可能でしょうか。 

 

菅原地域振興課長 

追加したいと思います。 

 

似内英悦会長 

他にありますでしょうか。今回は、地域協議会の委員の紹介と今までの会議の開催内容と

いうことで、書いてあるとおりだと思いますが、何かございませんか。 

 

（発言なし） 

 

似内英悦会長 

それでは以上で協議事項を終えたいと思います。進行を事務局にお返しします。 

 

６ そ の 他 

菅原地域振興課長 

 似内会長、進行いただきありがとうございました。 

 次第６番の「その他」でありますが、事前にお配りしておりました、ラットランド市との

姉妹都市提携 30 周年記念市民ツアーについて説明いたします。 

 

（地域支援室藤井地域支援監より、別途配布した「花巻市・ラットランド市姉妹都市提携 30

周年記念市民ツアー」のチラシに基づき内容を説明） 

 

藤原総合支所長 

補足になりますが、裏面にツアーの日程がありますが、以前はボストンを経由しておりま

した。今回はニューヨークに変更となり、終日自由行動となっております。興味のある方は

是非お申し込みいただければと思います。５年後は、ラットランドの方々が来日することに

なっています。 

 

藤原信雄委員 

「姉妹都市」という表現が使われますが、姉妹だと、どちらが姉でどちらが妹ということ

はあるのでしょうか。「姉妹都市」ではなく「友好都市」という言い方にはできないのでしょ

うか。また、ラットランド市への市民ツアーに参加するにあたり、石鳥谷の方が優先的に参

加できるような枠はあるのでしょうか。 
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藤澤信悦委員 

 「姉妹都市」という表現は、アメリカ英語の「sister city」からきているのですが、英語

では姉と妹の区別はしていないです。それから、追加の確認ですが、ラットランド市の市民

ツアーを募集するにあたり、市からの助成金のようなものはないのでしょうか。 

 

藤井地域支援監 

花巻市には、ラットランド市の他にも姉妹都市があり、他の都市へのツアーの際も特別枠

はありませんし、助成金もありません。全て実費で参加していただいておりました。 

毎年、中学生の交換留学を行っていますが、今年は６月の中旬に来日する予定です。午前

中は、石鳥谷総合支所などの施設を見学して、午後は石鳥谷国際交流センターで過ごします。

夜には、石鳥谷・ラットランド友好協会が毎年行っている歓迎レセプションが予定されてお

りますが、今年はライオンズクラブも企画に参加して夕食会を開催します。 

市民ツアーのチラシはこれから配布しますし、６月１日号の広報にも掲載しますので、周

りの方々にお知らせしていただければと思います。 

 

菅原地域振興課長 

他に何かございますか。 

 

板垣武美委員 

２点お伺いしますが、次回の開催はいつでしょうか。それと、平成 27 年度の協議内容で継

続中の案件はありますか。 

 

藤原総合支所長 

 次回は９月に「花巻市公共施設等総合管理計画」の説明の予定がございます。 

継続中の案件に関しましては、「石鳥谷地域の中心市街地における土地利用計画」や「南部

杜氏の里づくりの推進」についてが、まだ最終形になっていません。昨年度、委員の方々に

アンケートを取りまして、現在、関係機関と協議をしている段階ですので、出来上がった段

階で委員の皆様にお示しし完成形としたいと考えております。 

 

板垣武美委員 

 昨年度のアンケートの結果を提供していただくことは可能ですか。 

 

藤原総合支所長 

 はい。昨年度の会議で提示したものがありますので、後程提供させていただきます。 

 

菅原地域振興課長 

 他に何かございませんか。 

 

藤澤信悦委員 

私は、地域が発展するためには、経済的な向上と精神的な向上のバランスが大事だと思い
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ます。昨年度の地域協議会は、各種計画についての検討など経済的向上の面はあったが、精

神的向上の面がなかったように感じます。これからは精神的向上の部分を考えていくことが

大切だと思います。地域協議会は、この両方のバランスがとれた会議になっていただきたい。 

 

 

７ 閉  会 

菅原地域振興課長 

 これをもちまして、本日の花巻市石鳥谷地域協議会第１回会議を終了します。本日は大変

お疲れ様でした。 

 

 


