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花巻市石鳥谷地域協議会 平成 28年度第２回会議 会議録 

 

【日 時】 平成 29年１月 17日（火）午後２時 30分～午後４時 40分 

【場 所】 石鳥谷総合支所 １階 委員会室 

【出席者】 出席委員：12名 

       似内英悦、藤原美智子、伊藤浩司、伊藤昌明、藤原信雄、熊谷秀夫、 

       八重樫康治、藤澤信悦、佐藤芳彰、髙橋公男、晴山美紀子、板垣武美 

      欠席委員：３名 

       横田竜太、田中由一、鎌田愛子 

      事務局出席者（石鳥谷総合支所）：９名 

       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、伊藤地域づくり係主査 

【協 議】 

委員の辞任に伴う新委員の就任及び副会長の選出について 

   資料に基づき説明し、新委員の伊藤浩司氏の紹介後、副会長の選出方法について協議

した。指名推薦による選出とし、晴山美紀子委員が推薦され副会長に選出された。     

【諮問（継続）】 

  南部杜氏の里づくりの推進について 

  ・南部杜氏の里づくりの推進に関する協議経過について 

  ・道の駅「石鳥谷」施設再編計画検討ワークショップの開催結果について 

昨年度までの協議経過及びワークショップの結果などを踏まえ、今後協議をしてい

くうえでの計画策定のあり方などについて意見が出された。 

【報 告】 

(1) 花巻市まちづくり総合計画第２期中期プランに係る「まちづくり市民ワークショップ

（石鳥谷地域）」の開催結果について 

資料に基づき説明し、ワークショップに対する意見や第２期中期プランについて

の質問などが出された。 

(2) 都市計画施設変更について 

     資料に基づき今後予定されている計画の変更について説明し、今後の手続きなど

に関する質問などが出された。 

【その他（お知らせ）】 

 (1) 次回会議開催及び内容について 

 (2) 花巻市地域公共交通網形成計画及び予約乗合バスの運行について 

【傍 聴】 会議を傍聴した者 １名（岩手日日新聞社花巻支社 似鳥政美） 

             

※会議での発言等は別紙顛末のとおり 

※会議における配布資料は以下のとおり 
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資料 

(1) 資料 No1 委員の辞任に伴う新委員の就任及び副会長の選出について 

(2) 資料 No2 南部杜氏の里づくりの推進について 

(3) 資料 No3 花巻市まちづくり総合計画第２期中期プランに係る「まちづくり市民ワーク

ショップ（石鳥谷地域）」 

(4) 資料 No4 都市計画施設変更について 
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顛 末 

○ 進行／菅原地域振興課長 

 

１ 開  会 

 

菅原地域振興課長 

 本日は、お忙しいところ石鳥谷地域協議会会議に出席いただきましてありがとうございま

す。本日の会議には、横田竜太委員、田中由一委員、鎌田愛子委員の３名から出席できない

旨の連絡をいただいておりますのでお知らせいたします。 

 それでは、ただいまから平成２８年度花巻市石鳥谷地域協議会第２回会議を開会いたしま

す。 

 開会にあたりまして、似内会長からご挨拶をいただきます。 

 

２ 挨  拶 

 

似内会長 

 年が改まりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年を迎えると、いろんな

何年目という節目を迎えたといった話題がニュースになるわけですが、戦後 70年や東日本大

震災から６年目とかさまざま出てきます。それは、風化してはならない、改めてそのことを

肝に銘じてがんばろうというメッセージだと思います。昨今気になって感じたことの一つと

して、私は昭和 23年生まれの団塊の世代でありますが、かつてはマスコミで団塊の世代、ベ

ビーブームという言葉が何回も取り上げられましたが、いつの間にかそのような言葉が忘れ

られてしまいまいした。そして今度は、その世代が高齢者になるわけですが、介護保険など

高齢者を取り巻く制度が高齢者にとって負担が増えるような動きが見える気がいたします。

それよりは、学校教育の在り方を変えた方が子供のためにも将来的にもいいのではないかと

感じる昨今であります。 

今日は４つの案件があるようでございますが、その他に、皆さまも市の広報などでお分か

りになっていると思いますが、２月１日からデマンド交通が始まるということで、石鳥谷地

域については大きく変わることはないのですが、運行の回数が増え利用料が１００円上がる

ということで、利便性が良くなるということであればやむを得ないのかなという気がいたし

ます。これにつきましては実は地域協議会の会長から意見を聞きたいという話が突然年末に

ありまして、各地域協議会の会長さんなどに出席してもらい意見を聞くということでしたが、

私は、石鳥谷は地域協議会を開いて意見を集約していないので、私の意見はありませんとい

う形にしてきました。集約していれば私もその場で意見を述べることができるのですが、そ

れができないので今回は意見を差し控えるということにしてきました。以上、ご報告申し上

げますのでよろしくお願いいたします。 

どうか今年一年、風化させることなく、皆さまそれぞれの立場でご検討ご奮闘くださるこ

とを心から祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。 
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（菅原地域振興課長による資料確認後、次第３の協議事項より似内会長が進行） 

 

 

３ 協  議 

 

似内会長 

 それでは次第３の協議事項「委員の辞任に伴う新委員の就任及び副会長の選出について」

をご協議申し上げます。事務局より説明をお願いします。 

 

資料に基づき説明（説明者：地域振興課地域づくり係伊藤主査） 

 

似内会長 

 今事務局の方から説明がございました。お分かりのとおり民生委員児童委員につきまして

は任期が 11月末で終わるということで、12月１日付で新しく民生委員児童委員が選任され、

その中で石鳥谷地域協議会の委員としまして伊藤浩司さんが選任されたということでござい

ます。ご紹介申し上げます。 

 

伊藤浩司委員 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

似内会長 

 今の説明について何かご質問ございますでしょうか。 

（発言なし） 

 よろしいでしょうか。 

それでは次に副会長の選出についてお諮り申し上げたいと思います。どのような方法で副

会長を選任するか、どなたか発言をお願いします。 

 

熊谷秀夫委員 

 はい。 

 

似内会長 

 熊谷委員、どうぞ。 

 

熊谷秀夫委員 

 会長からご意見あれば伺いたいと思いますが、もしなければ指名推薦という形でいいので

はないかと思いますがいかがでしょうか。 
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似内会長 

 私の方は特に意見はありません。今、熊谷秀夫委員から指名推薦がいいのではないかとい

うご意見が出ましたが、指名推薦でよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしということですので、どなたかご推薦をお願いしたいと思います。 

 

熊谷秀夫委員 

 はい。 

 

似内会長 

 熊谷秀夫委員、どうぞ。 

 

熊谷秀夫委員 

 それでは、学識経験者の晴山美紀子委員を推薦したいと思います。 

 

似内会長 

 今、熊谷委員から、学識経験者の晴山委員を副会長に推薦したいということでございまし

たが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしとのことでございますので、晴山美紀子委員に副会長をお願いしたいと思います。 

 それでは晴山委員に一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

晴山美紀子委員 

 突然のことで戸惑っております。私にすれば学識経験者というとても恐れ多い役職なので

すが、民生委員児童委員みたいに任期が終わりましたから辞めますということもできないの

で、いつ潮時かとずっと思っておりましたけれども、似内会長と同じ年なので、あと一年く

らいであればお手伝いできるかなという気持ちでお引き受けいたしますので、皆さまどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

似内会長 

 よろしくお願いいたします。 

 協議はこれで終わらせていただきます。 

 

 

４ 諮問事項（継続） 
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似内会長 

 次第４の諮問事項に入ります。「南部杜氏の里づくりの推進について」でございます。ご説

明をお願いいたします。 

 

「南部杜氏の里づくりの推進に関する協議経過について」 

資料に基づき説明（説明者：地域振興課地域づくり係伊藤主査） 

「道の駅石鳥谷施設再編計画検討ワークショップの開催結果について」 

資料に基づき説明（説明者：地域支援室藤井地域支援監） 

 

似内会長 

説明が終わりました。皆さんの忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。どなたかご発

言お願いします。 

 

私からお聞きしたいのですが、第３回目にまとめた「私たちが考える道の駅石鳥谷」とい

う企画書に書いてある「いつ行う（べき）か」に対して「今でしょ」と出ておりますが、こ

の辺の見通しというのはどうなっておりますか。 

 

菅原地域振興課長 

ワークショップに参加された方からは、道の駅の再編はすぐにでもやってほしいというよ

うなご意見が多くございました。市といたしましても、道の駅の再編について、以前から皆

さまに考え方をお示ししたりご意見をお聞きして、できるだけ早く事業を進めたいと考えて

おります。 

南部杜氏伝承館や酒匠館、あるいは駐車場のことなどいろいろございます。そういった中

で、まずできることから進めようということで、駐車場が大変狭いということを言われてお

りますので、こちらにつきましては駐車スペースを拡張するために、来年度その取り組みを

しようと考えているところでございます。 

また、南部杜氏伝承館につきましてはいろんなご意見がございますので、具体的にどうす

るか検討している段階ではございますが、平成３年に建設されてから２５年経過しておりま

すが、展示内容も全然変わっていない状況であり、また、歴史民俗資料館の展示内容と重複

している部分もあるので、展示内容を検討するとともに、ここは南部杜氏の里ということな

ので、全国のお酒を試飲あるいは販売できるような部分を設けるとか、あるいは気軽に休憩

できる場所がほしいという意見もあることから、２階にスペースがあるのでそこを活用でき

ないかということも考えております。また、岩手県立産業技術短期大学校の教授とお話しす

る機会がございまして、ご相談したところ、南部杜氏伝承館の改装計画について卒業研究の

テーマとして取り組んでもいいという話もございまして、現在取り組んでいただいておりま

す。２月末くらいには内容が出来上がるという予定でありますので、今回のワークショップ

のご意見も踏まえまして、伝承館のあり方、どういう施設にするかはこれから検討し、来年

度中には形を作りたいと思っておりますので、その際には皆さまにご意見をお聞きすること
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があると思います。なるべく早く進めたいと思っておりますが、関係団体と協議を進める部

分もございますので、多少時間を要することもあると思うので、まずはできることから取組

み、準備が整った段階で徐々に整備を進めていくという形で進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 

似内会長  

ありがとうございました。まずは駐車スペースの確保に取組むということで理解をしてい

いのですか。 

 

菅原地域振興課長 

まず駐車場のスペースを確保して、大型バスがより駐車しやすくするなどして利用者も多

くなるようにと考えております。 

 

似内会長 

ありがとうございました。どうぞご発言おねがいします。 

 

板垣武美委員 

南部杜氏の里づくりの推進については、平成２６年度から回を重ねてきて協議をしている

ということです。お聞きしたいのは、南部杜氏の里づくりの推進というのがそのまま道の駅

の関連施設の整備計画とイコールと考えていいのでしょうか。ワークショップの説明もあり

ましたが、ワークショップの表題では『道の駅「石鳥谷」施設再編計画』となっているわけ

です。そこで、道の駅関連施設の整備計画と道の駅「石鳥谷」施設再編計画というのは同じ

内容でたまたま呼び方が違っているだけなのか、それとも別の計画を持っているものなのか

についてもお伺いしたいです。繰り返して申し上げますが、南部杜氏の里づくりの推進とい

うのは、すなわち道の駅の再編整備のことを指すのかということです。 

 

菅原地域振興課長  

南部杜氏の里づくりの推進ということで、道の駅としては南部杜氏伝承館、酒匠館、りん

どう亭などがあり、国土交通省の施設もありますけれども、その周辺には歴史民俗資料館や

図書館、アイスアリーナ、農業体験伝承館などの施設もございます。そういったものを含め

た形での南部杜氏の里づくりの推進ということでございます。南部杜氏の里づくりの推進と

いうのは少し広い意味合いになりますけれども、今回のワークショップは道の駅の中の関連

施設を中心に意見をお聞きしたので、南部杜氏の里づくりの推進の中に含まれるということ

でございます。 

 

板垣武美委員  

南部杜氏の里づくりの推進についてという諮問事項になっているわけですので、答申を出

すものだと思って聞いておりましたが、いつまでに答申のようなものを出さなければならな
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いのかというのが気になっておりますし、先ほどの会長からの質問に対し、課長は平成２９

年度中に形を作りたいという旨の発言もありましたが、何しろ関連施設というのは一つや二

つじゃないというのを先ほど伺いましたけれども、答申時期についてはいつごろになるとお

考えになっているのかということと、再編計画の全体像がはっきり見えませんが、ワークシ

ョップとかアンケートとかいろいろおやりになっていることは承知しましたが、この後どう

いう手順を経て計画の成案がまとまるのでしょうか。 

 

菅原地域振興課長  

今回、諮問事項ということで皆さまに提示いたしましたが、今回は答申をいただくという

ことではなくて、皆さまからご意見をお聞きするということの趣旨で提示させていただいた

ところでございます。今回のご意見をお聞きしながら南部杜氏の里づくりの推進の全体の計

画を作っていかなければなりませんが、いろんな施設、いろんな団体が関わっておりますの

で、具体的にそれがいつになるのかというのはなかなか示しにくい状況ではございますけれ

ども、いつまでも事業が進まないということではいけませんので、なるべく早くお示しでき

るようにしたいと考えているところでございます。 

 

板垣武美委員  

後日、先ほどお話しいただいたようなことが分かるような、どういう経過を経てこれから

どういう形で整備を進めていきたいかというプランというか全体像が分かるロードマップの

ような、変更は当然あると思いますけれども、そういうものがもし作れるのであれば後日提

供してもらいたいと思います。 

 

似内会長  

現在は論点整理の最中だということで理解すればよいですね。ただ、平成２６年度から始

まっておりますので、各委員さん方からもご意見を賜っているし、ワークショップも開いて

いる、あるいは県立産業技術短期大学校からもご提言をいただくということであれば、ある

程度絞り込んでいってもいいのではないかという気がいたします。論点整理がされ、これで

よしとなったときに、市側で整理していかなければならない部分や予算が伴うということに

なれば、先送りになるということが当然あるかもしれないですけれども、来年度あたりまで

には締めるという考え方を我々も持ちたいし、当局もそういう考え方で論点が大体定まるよ

うに努力いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

八重樫康治委員  

最初に私たちの意見を求められ、その後今回このようにワークショップのやり方でやった

ということですけれども、こういう風にした方がいいという意見はたくさん出ているようで

す。そして私たちが話したようなことも今回出ていますし、新しい意見も出ているように見

受けられます。昔、行政評価というやり方がありましたが、やはりある程度の行政評価的な

手法を使って、必ずやらなければならないもの、あるいは今のままでいいものなどいろいろ
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あると思うので、そのような視点で方向付けを早く起こしていただきたいという気がします。

いずれにしろこのままいろんな意見を広く聞いてしまえば収拾がつかなくなると思うので、

その辺はまとめの方向でお願いできればなと思います。 

 

菅原地域振興課長  

今、八重樫委員がおっしゃったとおりだと思います。これからまとめの方向に向かうよう

に進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

似内会長 

したいことはいくらでもあるわけですが、できることは何か、できることのうち今やるべ

きことは何かという整理をぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

伊藤浩司委員  

今まとめの方向に入ってしまいましたのでもういいかとは思いますが、南部杜氏の里づく

りの推進というコンセプト、これを本当に考えなくてはいけないと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。その中の今回の道の駅ということですけれども、ワークショップで

たくさん羅列してありますけれども、優先順位をどうするかということです。道の駅という

のはまちの玄関です。道の駅に来れば石鳥谷の地域のことがある程度分かるようにすること

が必要です。使う人からの観点と、運営する人からの観点は少し違うところがあって、一致

すればいいのですが、使う人からすると、資料の中にもありますが産直は小さく物がなくて

魅力がない、りんどう亭は５時に終わってしまう。ラストオーダーは午後４時３０分。石鳥

谷の人がお客さんを呼んで夕方にご飯を食べようと思ってもどこか開いていますか。りんど

う亭も芽吹き屋も早く終わってしまう。紫波とか花巻に行ってしまう。あと農産物販売所は

５時半で閉まる。道の駅に来ても夕方は食堂も産直も閉まっている。それで魅力があります

か。使う側からみると資料にあるようにたくさん意見はありますが、まず作る側として道の

駅にどういう機能を持たせたいのでしょうか。このように羅列されても基本的にこういう道

の駅にしたいというものが無くては優先順位でやろうと思ってもやれないと思います。運営

側でコンセプトというか道の駅に求めるものがありましたら教えていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

菅原地域振興課長  

道の駅石鳥谷は県内で第１号の道の駅ですけれども、みなさんご存知のとおりここは南部

杜氏の里ということですので、そういったものを観光の目玉にしながら道の駅を魅力ある施

設にしていきたいと思いますし、利用者が憩える環境にするためには、さきほど営業時間の

ことが出ましたが、これについては市が直接行っているわけではないので運営している団体

と意見を交わしながらより利用しやすくすることが必要だと思いますので、そのような計画

を考えていきたいと思っております。 
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似内会長 

他にございませんか。 

今、板垣委員、八重樫委員、伊藤委員がそれぞれおっしゃったことが論点としてどう整理

されていくかということになってくると思いますので、この辺を平成２９年度早々あるいは

平成２８年度末あたりまでにはこういう形で整理していくということを示していただければ

よろしいのではないかと感じます。 

ワークショップの結果や県立産業技術短期大学校の若い学生の方からの意見、ここで３名

の委員から出た意見、中身がよく分からないのでしっかり整理してほしいという意見がでま

したので、それらを整理していけばある程度道の駅の再編というのが見えてくると思います。

細かいことは必要ないと思います。大きい画用紙に書けばいいのであって、その中の細かい

部分は後から付け加えればいいと思います。形が見えてくればもう少し掘り下げていけるの

ではないかという気がいたしますのでよろしくお願いいたします。 

他はございませんか。 

（発言なし） 

では次の話題に進めさせていただきたいと思います。 

 

 

５ 報告事項 

 

（1） 花巻市まちづくり総合計画第２期中期プランに係る「まちづくり市民ワークショップ

（石鳥谷地域）」の開催結果について 

 

似内会長 

それでは次に花巻市まちづくり総合計画第２期中期プランに係る「まちづくり市民ワーク

ショップ（石鳥谷地域）」の開催結果についてご説明をお願いいたします。 

 

資料に基づき説明（説明者：畠山地域振興課長補佐） 

 

畠山地域振興課長補佐 

今回は出された意見の一部をご紹介しましたが、これらは中期プランを策定しております

秘書政策課へ報告しております。それらの意見を参考として花巻市まちづくり総合計画第２

期中期プランの素案を現在策定しており、現在、市長協議等を行い大詰めの段階となってお

ります。 

すでに委員の皆様にはご案内しておりますが、１月３０日午後１時３０分から第２期中期

プランについての説明があります。その説明のあと素案について意見を伺うこととなってお

ります。今回は石鳥谷で行われたワークショップで出された意見の報告ということで、第２

期中期プランに対する意見については次回の１月３０日の地域協議会にて伺いたいと考えて
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おります。私からの報告は以上となります。 

 

似内会長 

報告事項についての説明が終わりました。１月３０日の地域協議会の案内については皆様

に届いていると思います。 

まちづくり総合計画第２期中期プランは、地域協議会への諮問答申事項ですか。 

 

菅原地域振興課長 

中期プランにつきましては意見聴取ということなので、諮問答申ではない予定でございま

す。 

 

似内会長 

分かりました。今日はワークショップで出された意見についての報告で、次は３０日に中

期プランについて説明し委員の皆さんから意見を聞きたいということで理解してよろしいで

すね。それが最終になるわけですね。 

 

菅原地域振興課長 

地域協議会に意見をお聞きするのはそれが最終ということになります。 

 

似内会長 

各委員さんからはこれから意見を聞く場があるということです。ワークショップで出され

た内容について何かお聞きしたいことがあれば出していただきたいと思います。 

 

板垣武美委員  

ワークショップの結果をご紹介いただきましたが、いろんな意見が出てます。なるほどな

と思って資料を拝見いたしました。ワークショップの利点というのは普段なかなか発言でき

ない人も気軽に発言できるというのがメリットなわけですけれども、これはこれで大変いい

ことと思いますが、中期プランに係るという前置きがあるのですから、楽しくワークショッ

プが終わったでは済まないわけです。申し訳ないですが、これからのまちづくりについての

意見であればこれですごくいいと思いますが、中期プランは３年計画と思いましたが、石鳥

谷地区では向こう３年間の重要課題は何かとか重点事項は何かというような、先ほど会長か

らもありましたが論点整理というのをしたうえで第２期中期プランに掲載してもらうような

手続きというか努力も必要だと思っています。これを生のままで秘書政策課に提出したとい

うことですが、ワークショップを経験して向こう３年間を見据えて力を入れていこうとする

重点事項とか解決を迫られている重要課題というものを、支所としての整理はされておりま

すか。 
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菅原地域振興課長 

ワークショップをやった際は、自由に意見をいただくということで特に絞った形でのご意

見は求めない方法で行いました。ただ、第２期中期プランの３年計画に意識を置いていただ

きながら、縛りを強くしないでなるべくいろんなご意見を出していただくようお願いしまし

たので、長期的な課題やご意見を多くいただいたわけです。せっかくいただいたご意見です

ので、それについては秘書政策課に報告し中期プランの検討に対する意見ということで扱っ

ていただいたところです。支所として何が重点課題かということは具体的には提供しないで

秘書政策課に提出したところでございます。 

 

板垣武美委員 

参加者の皆さんはこれでいいと思いますが、支所としてはある程度整理をして掘り下げて

分析をしたうえで、第２期中期プランとして石鳥谷として実現してほしい課題はこれだとい

うふうに出すべきだと私は思います。先ほどの協議事項の道の駅の再編とか整備についても、

第２期中期プランの重要項目として掲載するように間に合えばよかったと思いますが、タイ

ミングがずれたみたいなので、今日は秘書政策課が来ておりませんので申し上げませんけれ

ども、中期プランの策定自体も全体像がまるで見えなくて輪切りという感じになっています。

まだ素案がまとまっていないようですが、政策領域全体をカバーするような計画ですので、

３０ページとか４０ページのものになるかと思いますが、１月３０日の第３回地域協議会で

その説明を受けてすぐ意見を述べなさいと言われてもなかなか難しいと思います。秘書政策

課にお願いしてもらえませんか。素案がまとまったら地域協議会の委員の皆さんにとにかく

早く手元に届けるように伝えていただければと思います。 

 

似内会長 

これは意見として伺っておいてください。いずれ１０年間のまちづくり総合計画の中期プ

ランですから、ローリングとかスクラップアンドビルドの形で考えていけばいいということ

ですね。第１期で達成したからいいですよとか、この部分についてはまだ時間をかけなけれ

ばいけないので推し進めますといったような形で中期プランを作っていくということでいい

ですよね。 

 

菅原地域振興課長 

第１期は平成２６年度から平成２８年度で、第２期は平成２９年度から平成３１年度まで

ということですが、第２期中期プランの策定に当たっては、第１期の計画の振り返りをしな

がら継続する事業は継続し、あるいは新たにやるべき事業は実施するということで進めてい

くということでございます。 

 

似内会長 

大きい柱は変わっていないということでよろしいですね。個々の事業について内容を精査

し第２期中期プランを作っていくといことでよろしいですね。畠山補佐から説明いただいた
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のは、こういう意見が出ましたよという報告でございますのでご理解いただきたい。私ども

にはもう一回度発言する機会があるということです。ただ、この際発言したいという方がい

ましたらお出しいただきたいと思います。 

 

よろしいですか。今日は意見が少ないなと思いますので、できれば各委員さん一言ずつご

意見をいただければ幸いと思います。 

１０分くらい休憩を挟みたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（休憩） 

 

（2） 都市計画施設変更について 

 

似内会長  

 それでは、休憩前に引き続きまして会議を進めてまいりたいと思います。報告事項の（２）

都市計画施設変更についてご説明をお願いいたします。 

 

資料に基づき説明（説明者：藤井地域振興課長補佐） 

 

似内会長  

 都市計画道路の縮小変更についてご説明いただきました。ご質問があればいただきたいと

思いますが、ございますか。 

 

熊谷秀夫委員 

 都市計画道路は先ほど説明にもありましたが、建築制限がございますけれども、区長さん

方への説明会を行った時に、もしかして改築したい、あるいは改築したという人がいたと思

うのですが、そのような意見があったのか特になかったのか教えていただきたい。 

 

菅原地域振興課長 

 区長さんへの説明の際には、建築制限に関することは特にご意見はありませんでした。た

だ、今まで都市計画道路の予定があることによって地元の生活道路に関する要望をしてこな

かった経緯もあるということで、計画が変更になるのであれば是非要望したいというような

ご意見がありました。それを受けて昨年１２月１９日には現地を見させていただいておりま

す。その要望に対する整備はすぐできるかどうかは別の問題ではありますけれども、実態が

わかりましたので、必要な整備ができるように関係各位と協議して進めてまいりたいと思い

ます。 

 

熊谷秀夫委員 

 区長さんたちと土地所有者の方々とでは、考え方が少し違うのではないかと思います。個
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人の土地に制限をかけているわけですから、計画道路に合わせた住宅の建て方をしたり土地

を残している方もいるのではないかという意識があるわけです。そうなると計画道路を縮小

変更するとなったときに、例えばですが当初と話が違うといった話が出てこないのか不安が

あります。当初の予定どおり道路ができれば一番いいのでしょうが、それができないことも

よく分かります。ですので、地元の人に良く分かっていただくということが一番大事だと思

います。 

 

菅原地域振興課長 

 確かに現地確認をした際に、道路が通る予定があるために玄関の位置を考慮したという方

もいたという話も聞きました。そういったことで、直接関わる方についてはご意見を聞きな

がら進めてまいりたいと思っております。 

 

熊谷秀夫委員 

 分かりました。 

 

似内会長 

 過去のことですが、確かにこの白幡薬師堂線は問題があった道路だったと思っております。

ビバハウスいしどりやの周辺の方々については、計画によって何らかの影響があった方がい

ると思うので、十分な説明が必要かと思います。昭和３９年の都市計画の決定の時にはバイ

パスが出来ておりません。バイパスが出来たことでこの白幡薬師堂線がほとんど不要になっ

てしまったと思いますが、石鳥谷地域の大きな宿題だったのではないかと思います。ですか

ら計画の縮小はやむを得ないことだと思いますが、熊谷委員さんがおっしゃったとおり、規

制があった方々に対しては誠意をもった対応をしていただくようにお願いしたいと思います。 

都市計画審議会はいつごろ計画しているのですか。 

 

菅原地域振興課長 

 平成２９年度に準備をいたしまして、平成３０年度になるかと思いますが、県の都市計画

審議会の後に市の都市計画審議会を経て事業を進める予定でございます。 

 

似内会長 

 そうすると都市計画の変更決定は平成３０年度以降になりますね。その間に建築する場合

は、現在の都市計画に基づく規制を適用するということですね。 

 

藤井地域振興課長補佐 

 はい。そのとおりでございます。県の都市計画審議会の決定を受けるまでは現在の計画は

残っておりますので制限がかかるということになります。 

 

似内会長 
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 好地地区まちづくり委員会の藤原委員さん、ご意見あればどうぞ。 

 

藤原信雄委員 

 機会ある度に話し合われてきたことだと思いますが、昭和３９年頃は私もこちらに住んで

いないものですから、申し訳ないですが意見は特にございません。区長さん方と一緒に現地

を見て歩いたという話は聞いておりました。納得していただいたという話は聞きました。 

 

晴山美紀子委員  

 私は石鳥谷駅付近に住んでおります。駅から北側に伸びる道路がありますが、その先の突

き当たりが T 字路になっていて、細い方の道路が私たちの生活道路になっております。駅か

ら来る車が T 字路を一旦停止しないで侵入してくるので危ないと感じることがあります。ど

ちらが優先道路なのでしょうか。 

 

藤井地域振興課長補佐 

 一般的には T 字路は行き止まりの方が一時停止をしなければならないと警察からは聞いて

おります。 

 

晴山美紀子委員 

 駅から来る車は、大きい道路だから優先道路だと思って止まらずに侵入してきます。怖い

思いをしています。 

 

熊谷秀夫委員 

 駅から北へ伸びる道路は今後整備予定がありますか。 

 

藤井地域振興課長補佐 

 整備計画はあります。 

 

似内会長 

 駅前北側の区域は区画整理事業区域ですか。今回は都市計画道路の変更のみで、区画整理

事業区域の変更は無いということですか。 

 

藤井地域振興課長補佐 

 資料の図面に現在の区画整理事業区域を掲載しております。今回は都市計画道路のみの変

更ということです。区画整理事業区域も建築制限がかかっております。 

 

菅原地域振興課長 

 立地適正化計画で定めた居住誘導区域との整合性も考慮しまして、今回は区画整理事業区

域の見直しは見送ることとしました。市としましては住宅を増やしていきたいと考えており
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ますので、今回は都市計画道路の変更のみとさせていただいております。 

 

晴山美紀子委員 

 石鳥谷駅前地区の宅地分譲はどのような状況ですか。 

 

菅原地域振興課長 

 民間会社において宅地分譲しておりますので、詳しい状況は分かりませんけれども、春に

なれば動きがあるのではないかというふうに聞いております。 

 

似内会長 

 都市計画道路の計画決定区域内で生活している人たちに対して、誠意ある対応をしたうえ

でまちづくりを進めていくことが必要だと思います。 

 他にどなたかご意見やご質問ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

 それでは以上で、報告事項を終わりたいと思います。 

 

 

６ その他 

 

似内会長 

 その他ということですが、総合支所の方からありますか。 

 

菅原地域振興課長 

 それでは事務局の方から次回の第３回会議についてですが、すでにご案内しておりますが

１月３０日午後１時３０分から、支所の３階大会議室で開催いたします。なお、会議内容は

２件で案内しておりましたが、昨日、辺地総合整備計画について地域協議会の開催依頼がご

ざいましたので、花巻市まちづくり総合計画第２期中期プランと花巻市公共施設等総合管理

計画に加えて開催することとなりましたので、よろしくお願いいたします。会議資料につき

ましては、本庁担当課に聞いたところ２４日に発送する予定とのことです。 

 

似内会長 

 次回の開催については質問等ございますか。なければデマンド交通についてあるようです

が説明お願いできますか。 

 

菅原地域振興課長 

 現在、市では、花巻市の公共交通のマスタープランとなる花巻市地域公共交通網形成計画
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を策定中でありまして、地域協議会に意見聴取する予定だということでございます。時期に

つきましては２月もしくは３月ということです。これからの市の公共交通がどのようにある

べきかという非常に重要な計画でございます。その中でデマンド交通についてですが、石鳥

谷地域ではすでに実施しているわけですが、資料に書いてあるとおり、従来の運行回数を増

やし予約方法も利用しやすく変更して運行するということでございます。デマンド交通は、

現在、石鳥谷地域と東和地域で運行していますが、これを全市に広げようということもあり

まして、料金を４００円に統一する計画でございます。ただし、石鳥谷地域については３月

末までは現在の３００円とし、４月から４００円に変更となります。従来よりも利用しやす

くなりますし、路線バスの維持も課題となっていることから、予約乗合バスを利用していた

だければと思います。利用が必要な方がいらっしゃいましたら声かけをしていただければと

思います。今回は予約乗合バスの説明のみとなりますが、公共交通網形成計画の説明につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり、２月もしくは３月に地域協議会を開催し意見を伺

う予定ですので、その際にはよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

似内会長 

 ありがとうございました。各コミュニティ会議へは説明があったのですね。 

 

藤原信雄委員 

 ありました。 

 

似内会長 

 分かりました。先ほど挨拶の中で公共交通の検討会に出席してきたと申し上げましたが、

路線バスの見直しによる廃止を先読みして、予約乗合バスの事業を進めるということでござ

います。資料をご覧いただきたいのですが、現在運行しているバス路線１８路線が将来的に

は２路線になってしまうという想定のもとに考えられたものでございます。石鳥谷地域の路

線バスにつきましては、幹線路線ということで特に大きな見直しがあるわけではございませ

ん。大迫、東和、笹間、宮野目、湯口地区についてはバス路線の見直しが予定されているこ

とから、将来の公共交通について考えていこうというものであります。３００円から４００

円に値上げするということですが、検討会においても話題になりましたが、タクシー事業者

やバス事業者も採算を度外視して運行することはできないでしょうから、ご理解をいただき

たいという話がでておりました。 

 

熊谷秀夫委員 

 一つお願いしてもいいですか。 

 

似内会長 

 はい、どうぞ。 
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熊谷秀夫委員 

 大瀬川地区での説明会には２０名ほど来ておりましたが、そのほとんどの方はすでに予約

乗合タクシーの利用登録をしている方でした。もっと利用登録を増やしていただければと思

っています。石鳥谷医療センターでは、タクシー会社へ電話をしている老人の方が結構いま

す。そのような方は登録していないと思います。乗合バスの運行はいいことですが、利用す

る人を増やさないとだめだと思います。機会がある度に利用登録を促すよう話をした方が、

皆さんのために良いことだと思いますのでよろしくお願いします。 

 

藤原信雄委員 

 運転免許証の返納者に対しては、助成制度のようなものがありますか。 

 

菅原地域振興課長 

 １月１５日号の市広報でもお知らせしておりますし、地区での新年交賀会でも説明させて

いただいたようでございますが、できるだけ多くの方にこの制度を理解し利用していただき

たいと思いますので、今後も PR してまいりたいと思います。支所の窓口に利用登録に来た

方もいるようです。皆様にもぜひ声掛けをしていただき多くの方にご利用いただけるように

お願いしたいと思います。 

 免許証の返納者に対する特別措置に関しては、ご意見として伺いたいと思います。 

 

似内会長 

 他にございますか。 

 多くの人に利用していただいた方が効率が良くなると思いますので、ぜひ PR を絶えずお

願いしたいと思います。 

 

伊藤浩司委員 

 今の１日の利用人数はおおよそどれ位ですか。あと、現行の４便から９便に増えると当然

台数も増やすことになりますか。 

 

菅原地域振興課長 

 確か台数は増えると聞いておりますが、詳しい台数は分かりません。 

 

伊藤浩司委員 

 今現在の利用者はあまり多くないのですか。数年前からいろんなところでデマンド交通に

ついて話されているようですが、増えていないということですか。 

 

菅原地域振興課長 

 詳しい数字はお答えできませんが、徐々に増えてきているかとは思います。この機会にさ

らに増やしていきたいと思っております。 
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似内会長 

 他にございますか。 

（発言なし） 

 よろしいですか。総合支所からその他何かございますか。 

 

菅原地域振興課長 

 支所からはございません。 

 

似内会長 

 委員の皆さまからその他ございますか。 

（発言なし） 

 委員の皆さまからも特にないようですので、その他について終了させていただきます。あ

りがとうございました。 

 

 

７ 閉  会 

 

菅原地域振興課長 

 似内会長、大変ありがとうございました。皆さまには長時間にわたり、大変ご苦労様でし

た。 

 これをもちまして、花巻市石鳥谷地域協議会第２回会議を終了いたします。 

 本日は大変ありがとうございました。 


