
花巻市石鳥谷地域協議会 平成 22年度第１回会議 会議録 

 

 

【日 時】  

平成 22年 5月 28日（金）午後３時～午後４時 11分 

 

【場 所】  

石鳥谷総合支所３階 大会議室 

 

【出席者】 

地域協議会委員 11名（欠席委員：長澤勝美委員、鈴木俊一委員） 

     当局：（支所）菊池総合支所長、高橋地域振興課長、照井市民サービス課長 

 各振興センター局長・局長代理６名、各課長補佐３名、小田島係長 

熊谷主査、佐々木主任 

 

【協 議】 

 ○役員の選任について 

・会長及び副会長を委員の互選により決定した。 

 会 長 菅原昭造委員 

副会長 菅原久男委員 

 

【その他】  

・会議を傍聴した者なし。 

 

 

 

 

※ 会議での発言等は別紙顛末のとおり 

※ 会議における資料として、以下を配布した。 

「花巻市地域自治区設置条例」 

「花巻市地域自治区の概要」 

「石鳥谷地域協議会開催状況」 
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※ 顛末 

                     ○ 進行 ／ 高橋地域振興課長 

開会に先立ち、菊池石鳥谷総合支所長が辞令交付を行った。 

 

１．開   会  会長及び副会長の選出前につき、高橋地域振興課長が開会を

宣言した。 15：00 

 

２．支所長挨拶 

今日は 1回目でございます。 

皆様にはただいま辞令を、市長に代わって交付させていただきました。２年

間の任期でございます。よろしくお願い申し上げます。 

地域協議会につきましては、これから事務局からその設置の根拠、また、そ

の役割等について縷縷、事務局からご説明申し上げるところでございますが、

ご案内のとおり、この地域協議会は、合併協定に基づいておりまして、地方自

治法による地域づくり、旧石鳥谷町を石鳥谷地域自治区と規定しております。

地域の中の様々な部分について、皆様を地域の代表として選任申し上げており

ます。地域協議会の大きな役割としては、市からの諮問事項等について地域と

しての見解をまとめて答申するとか、あるいは、地域の様々な課題があります

が、それらを協議していただき市の方に提案していただくなど、大きな自治区

としての権限を与えられております。身近な小さな問題もあろうかと思います

が、地域のためによろしくお願いしたいということで、本日はよろしくお願い

いたします。 

 

３．委 員 紹 介  高橋地域振興課長が委員名を読み上げ紹介 

 

４．説 明  小田島地域振興課地域づくり係長 資料により説明 

         （1）花巻市地域自治区設置条例  資料１ 

花巻市地域自治区の概要   資料２ 

         （2）石鳥谷地域協議会の開催状況 資料３ 

高橋地域振興課長 補足説明 

 

５．役員の選任について  菊池石鳥谷総合支所長が仮議長となり進行 

 

菊池石鳥谷総合支所長 

それでは、会長が決まるでの間、暫時仮議長として進めさせていただきます。

その選任について事務局から説明させていただきます。 

 

高橋地域振興課長 

  先程、係長の方からも説明がありましたけれども、会長、副会長の選任につ
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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ので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

菊池石鳥谷総合支所長 

それでは、お諮りいたしたいと存じます。委員の中から互選ということでご

ざいますが、どのような方法で互選したらよろしいでしょうか。 

 

菅原久男委員 

指名推薦でお願いしたいと思います。 

 

菊池石鳥谷総合支所長 

ほかにございませんか。 

 

板垣武美委員 

  指名推薦というのは賛成いたします。一つお願いがあるんですが、新任と再

任の委員さんがいらっしゃるということですが、再任の委員さんを教えていた

だけますか。 

 

高橋地域振興課長 

今、板垣委員さんからお尋ねのあったことですが、再任の方は４名ございま

す。順番にお名前を読み上げたいと思います。柳原榮様、菅原久男様、熊谷幸

雄様、菅原昭造様の４名でございます。 

 

板垣武美委員 

はい。私発言させていただきますが、私の考え方は、前の協議会の話合いの

継続性というものも考えると、新任の委員の方よりは再任の委員の方の方が適

任ではないのかなと考えます。この４名の方の中から推薦したいなと思うわけ

ですが、私は２号委員の学識経験者の菅原昭造さんを会長として推薦させてい

ただきます。 

 

菊池石鳥谷総合支所長 

ほかにございませんか。 

 

菊池石鳥谷総合支所長 

それではほかにございませんので、板垣委員さんの方から菅原昭造委員とい

うことで推薦がありましたが。そのとおりでよろしいでしょうか。 

 

異議なしの声。全員。 
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菊池石鳥谷総合支所長 

それでは、異議なしと認め、菅原昭造委員が会長に選任されました。議長を

交代いたします。 

 

  （菅原昭造会長 座席移動） 

 

高橋地域振興課長 

それでは、選任されました菅原昭造会長さんから、ご挨拶をいただきます。 

 

菅原昭造会長 

ただいま、会長に選任されました菅原昭造でございます。ほとんどの方は存

じ上げておりますが、めったにお会いできない方もいらっしゃいますので若干

だけ自己紹介をさせていただいてご挨拶に代えたいと思います。 

いわゆる後期高齢者でございます。年の順ではないと思うんですけども、最

高齢者ということで推薦されたと思っております。大変光栄でございますが、

何せ認知症気味でございまして、物忘れがありますことをお許しをいただきた

いと思います。実は私は現在、社会福祉協議会の花巻市の副会長、石鳥谷地区

の会長をしておりますし、併せて特別養護老人ホームいしどりや荘の理事長も

務めさせていただいております。 

福祉の現場を見ていますと、ある意味では大変高齢化になったのかなと思っ

ております。私の同級生も入所しておりまして、同じ年でありまして一緒にあ

のカバンを担いで歩いてあんなに元気だったものが、いつかはこうなるんだな

ということを感じながら、時々話し相手になっているところです。人は必ず老

います。いやおうなしに老いは訪れます。そのことを考えますと、何か役割が

果たせるうちに、皆さんに恩返しをしたいなと、そんな思いで日々を過ごして

おります。 

地域協議会、ある意味では、石鳥谷地域としては最高の意思決定機関でござ

います。大事なことは私自身充分理解しておりますけれども、なかなか思うよ

うに、ある意味では意思統一ができてなかったりあるいは勉強不足だったりも

しておりまして、最後にではございますがこれまでの経緯を振り返ってみます

と忸怩（じくじ）たるものがございます。最後の務めのつもりで任期中がんば

ってまいります。よろしくお願いしたいと思います。 

以上申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

高橋地域振興課長 

ありがとうございました。これからの進行につきましては、菅原会長さんに

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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菅原昭造会長 

それでは、２番目の事項であります、副会長の選任についてお諮りをいたし

ます。先ほどと同じ様に指名推薦という方式を採りたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

 

異議なしの声、多数あり 

 

菅原昭造会長 

異議なしの声が多数と承知いたしましたので、指名推薦というふうにさせて

いただきます。どなたかご推薦いただけますでしょうか。ご発言いただきたい

と思います。 

どうぞ、菅原委員さん。 

 

菅原久男委員 

柳原榮委員を推薦したいと思います。 

 

菅原昭造会長 

はい、ほかございますか。 

はい、今の事柄でしょうか。どうぞ。 

 

柳原榮委員 

特に地域協議会については、コミュニティが相当の重みを持っております。

どうも困ったな。指名されて指名するっていうのは、そういう意味ではまった

くございませんので。大瀬川活性化会議副会長の菅原久男さんをご推薦いたし

ます。 

 

菅原昭造会長 

そのほかは、ございませんでしょうか。 

特になければ、お二人の方が推薦されましたので、先議ということで最初に

指名推薦をいただきました、柳原榮委員からお諮りいたしたいと思いますが、

このような手順でよろしいでしょうか。 

 

はい。（頷く者多数あり） 

 

菅原昭造会長 

それでは最初に推薦をいただきました柳原榮委員を副会長に選任することに

ついて、ご賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手２名） 
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菅原昭造会長 

お二人ですか。 

次に、柳原榮委員から推薦のありました菅原久男委員を副会長に選任するこ

とについて、ご賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手８名） 

 

菅原昭造会長 

ありがとうございました。 

ご覧のとおりでございまして、柳原榮委員さんではなく、菅原久男委員さん

が副会長に選任されました。皆さん、ご異議ございませんね。ありがとうござ

いました。 

それでは、役員の選任については以上で終わりますが、次第には特に書いて

はありませんが、この際、菅原久男委員さんから一言ご挨拶をいただきたいと

思います。就任のご挨拶をお願いします。 

 

菅原久男委員 

本当に私でいいのでしょうか。 

 

菅原昭造会長 

皆さんの意思でございますから。 

 

菅原久男委員 

柳原さんがぴったりだと思ったので推薦したところでしたが、このように決

まったからには心を入れ替えて新たな気持ちでこの役を引受けてがんばりたい

と思います。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。 

 

菅原昭造会長 

よろしくお願いします。 

 

（委員一同 会釈） 

 

６．そ の 他 

 

菅原昭造会長 

役員の選任については以上でございますが、今日の…実は協議会の案件は、

事務局では、用意してございません。初任の方々もおりますし、また今後の協

議会の進め方についてまだ、決まっておりませんので議題というものはござい
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ませんが、その他というところで、今後の地域協議会の持ち方、この協議会の

仕組みにつきまして、意見交換ということでお話し合いをいただきたいと思い

ますが、このような進め方でよろしいでしょうか。まずお諮りいたします。 

 

  異議なしの声あり 

 

菅原昭造会長 

それではですね、いろんな仕組みというかやり方があったわけですが、今後

のこの協議会の持ち方につきまして、ご意見のある方はご提案、ご発言をいた

だきたいと存じます。 

どうぞ板垣武美委員。 

 

板垣武美委員 

実はですね。新任の委員の方が、９人、私も含めて９人いらっしゃるんです

が、先ほどは制度の概要とかについてお話いただきましたが、やはり今ひとつ

ですね。地域協議会がどういったことをしているのか、どうもよく分からない

というのが実情ではないのかなと思いますので、学習会のようなものを計画し

ていただければと思うのですが、要望になります。 

 

菅原昭造会長 

ひとつずつ決めていきましょうね。ただいま板垣委員から提案がありました、

新任の方々もさることながら、再任の人たちもこの協議会のやり方については

お互いにまだまだ勉強不足の面もありますので、そういう面についての勉強会

の機会を持ったらどうかというご提案でした。いかがでしょうか。勉強会、学

習会の中身そのものはこれからの話合いになりますけれども、まずこういう機

会を持ってはどうかという提案であります。 

会長としては、必要な事項ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

是非お願いしたいです、との声あり。 

 

川村茂委員 

今までの説明を聞いているわけですが、私の考えで話しますが、今まで多岐

にわたっていろいろな提案がなされた結果がこのようになっているのですが、

それから、他の地域協議会なり、旧市町村の中でどのような議論がなされてい

るのか、あわせて勉強したいと思います。 

 

菅原昭造会長 

はい、多岐にわたって勉強会したいというようなご意見であると承知いたし

ました。ほか、ございますか。 
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それでは、まず決めましょうか。一番早い時期になるかと思うんですが、次

の会合は、市からの正式な諮問案などがあれば別として、そういうものがない

場合も想定しながら、地域協議会のあり方、あるいはこれまでの経緯、先ほど

事務局の方からひと通りの説明はあったわけですけれども、それはそれとして

中身まで入っておりませんので、勉強会を持つことにしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

意義なし、是非お願いしたい、の声多数あり。 

 

菅原昭造会長 

それは、時期については後で相談したいと思います。 

年数回の協議会が今までも開催されておりますが、次回は、平成 22年度の２

回目は今協議されたことがたぶん中心となると思いますが、そのことについて

事務局と協議しながら具体化してまいりたいと思います。よろしいですね。 

 

はい、という声複数あり。 

 

菅原昭造会長 

事務局よろしいですね。 

 

高橋地域振興課長 

  はい。 

 

菅原昭造会長 

回数についてはどうですか。どうぞ。 

 

板垣武美委員 

あ、回数ですか。ちょっと順序が違う…。 

 

菅原昭造会長 

いいですよ。どうぞ。 

 

板垣武美委員 

今、花巻市では、地域協議会のほかに、各地区にコミュニティ会議というも

のができて、３、４年くらいになるんですけどもね。それぞれのコミュニティ

会議は自分たちのコミュニティ会議がどんなことに取り組んでいるかというこ

とを伝えるために広報誌のようなものをそれぞれ出されているわけです。地域

協議会については、残念ながら細かく市のホームページなどを見ないと、一体

どういうことが話し合われていたりするのかっていうことがよくわからないの
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で、私は、簡単な広報誌をですね、出すべきではないのかなと思っているんで

す。広報出していただけるでしょうかということを提案いたします。 

 

菅原昭造会長 

はい。熊谷委員さん、指名申し上げます。どうしたらいいですか、今の話に

ついては。広報を出すことについて、再任委員の立場で今までの経緯ではどう

お考えですか。 

 

熊谷幸雄委員 

広報を出すということは、協議会にどんな提案が出ているかという意味では、

いいかと思いますけれども、今までの経緯というか、前の任期の間２年間やっ

たことを話し合いしてることを羅列というか、箇条書きにして知らせることは

できると思いますけれども、その程度で済んでしまうのではないかと。それを

発展させて広報にできるかという点についてはちょっと。知らせるという意味

ではいいかと思いますけども。何か、こういう話し合いがもたれましたといっ

た、箇条書くらいのことしかできないのではないか、というのが私の意見です。 

 

菅原昭造会長 

いずれにしても、何をやっているのかよくわからないという市民がいるわけ

ですから、お知らせをしなければならないし、情報公開もしなければいけない

ことなんですが、中身まで、どこまで、ある意味で関心のあることを、内容に

するかということでは、今回からの取り組み次第ということなんですがね。 

柳原委員さんこのことについていかがでしょうか。 

 

柳原榮委員 

私は２年間委員を務めたわけですが、会議毎にこう結論が出て、次々と、進

んでいくのであれば、まさしく広報に、こういうことでこういうふうになりま

したと、いうことがあると思います。今までですと、問題提起して２回３回繰

り返ししながら、じゃあこの石鳥谷町をどうして行くかという形では、なかな

かそこまで行かないような気がするんですが。今回は新しい委員が半数以上多

いわけなので、会議を開いてやっぱり広報に載せましょうという結論があった

際に、私はそれからでも遅くはないのではと思います。とりあえず、まず会議

をやりながら、やっぱり広報に出して皆さんにお知らせしましょうという形に

なれば、それからでも遅くはないのではないかと思います。 

 

菅原昭造会長 

ほかに、いかがですか。 

あの板垣委員さんがいま提案された中身は大丈夫だと思うんですが、中身そ

のものがまだ十分吟味されていないし、私自身も特に 22年度のことについては、
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掌握しておりませんので、もう少し状況を見てはどうか、という意見のようで

あります。 

どうぞ。 

 

板垣武美委員 

私の言った広報というのは、そんな大層なものではなくて、極端な話をすれ

ばですね。回覧板のような、（Ａ４紙１枚を指差して）こんな物の裏表、裏がな

ければ表だけでもいいと思うんですけども、こまめにですね。何をやっている

かということを、市民というか石鳥谷の地区の人たちに知ってもらわないこと

には、なかなかその身近な地域のその町づくりについて関心が高まっていかな

いとこう思うわけでありまして、そんな大げさなものではありません。川柳コ

ーナーとかそんなものは設ける必要はありません。もうひとつの方法としては、

私は前から市役所に言ってるんですけども、市のホームページの中に石鳥谷の

地域協議会のページを作ってくれないかと、機会ある毎に言ってるんですけど

もなかなかそれは検討していただけないようですので、そんな広報という言葉

を使いましたが、大層なものでなくても、最初は裏表程度のものでいいですの

で、初回は、どんな人が委員に就任したかということでもいいと思いますけど。

そうすれば、このことはこう思うという意見がですね、寄せられるかも知れな

いですし、まずやってみることが必要じゃないのかなと私は思いました。 

 

菅原昭造会長 

はい。事務局からのコメントがあれば、どうでしょう。 

 

高橋地域振興課長 

お知らせすることは非常にいいことだと思います。私も会議に出てみて、い

ざまとめるということになると、難しいこともあるのかなと。今日の初回のよ

うにこういう方々が、会長、副会長に選出されたという部分であればこう比較

的広報を出しやすいのかなというイメージが、私はしてますが、普段の会議の

部分になるとちょっと。さりとて、やっていることを市民の方にお知らせする

ことも必要と、まとまりの無い気持ちになっているのが現実でございます。 

 

菅原昭造会長 

市の広報の紙面が限られていることから仕方が無いことかもしれませんが、

市の広報にほとんど地域協議会のことについて紹介されていませんね。市の広

報とのリンクといいますか連携、コンテンツ、そういうものも必要でしょうし、

同時にオリジナルというか、独自の物もあったほうがいいのではという板垣委

員の提案なようであります。 

これはですね、次回までに十分に吟味してはいかがですか。即決ということ

にもいかないし、また即決してもいいんですけども、やりかねた場合には、普
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天間じゃないですけども、何だということになりかねませんので、次回までに

お互いに吟味しながら、次回には結論を出すようにしたいと思います。 

 

板垣武美委員 

あの、よろしいですか。さっきの勉強会の話ですが。 

 

菅原昭造会長 

はい、どうぞ。 

 

板垣武美委員 

勉強会の中で、あるいは他の自治体の事例等を提示していただいて、広報誌

を出している事例がないか紹介していただくことをお願いしたいと思います。 

 

菅原昭造会長 

よろしいですか。 

 

高橋地域振興課長 

はい、それは確認いたします。 

 

菅原昭造会長 

今日は、あまり時間が十分ではないかもしれませんが、まだまだ時間はもう

少しありますので、ご発言をいただきたいと思います。 

今までの事柄のほかに、田中委員さん何かございませんか。 

 

田中由一委員 

はい。この会議自体には、予算というものは付いているのでしょうか。例え

は広報を出すとか、学習会をやる時に講師を呼んだり、または資料が必要だと

いう時に予算はあるものなのか。それが知りたいです。 

 

菅原昭造会長 

先程お話がありました極めて簡単な広報誌、その類のものは総合支所にお願

いすれば可能かもしれませんが、予算的なものは特に無いと思いましたが、い

かがですか。 

 

高橋地域振興課長 

石鳥谷地域協議会で予算計上されているのはですね、皆さん方にお支払いす

る報酬です。これは諮問とかあったとき、自主開催の時は出ないです。金額に

つきましては、１回 7,300 円ということで、予算上は４回分ということで

438,000円計上になっていますし、あと消耗品として 9,000円、合計で 447,000
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円。そういう予算措置の状況でございます。 

 

菅原昭造会長 

よろしいですか。したがって、先程からお話が出ておりますように、簡単な

広報誌を出すような場合には、単独予算ではないので、別ないろんな事業等の

組み合わせとか、総合支所の方のいろんな需要費の中での紹介事項ということ

で取り組むよりほかないと思います。単独の予算は無いという風な説明であり

ます。 

よろしいですか。ほかありませんか。渕沢委員さんいかがですか。 

 

渕沢節子委員 

初めてのことですし、勉強会で一生懸命勉強してやっていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

菅原昭造会長 

皆さん、一言ずつしゃべってもらえませんか。どうぞ委員さん方お願いしま

す。今後の提案のこととか、意見とかご希望とか、よろしくお願いいたします。

どうぞ。 

 

藤原眞紀男委員 

情報公開という形ではないんですけども。最初に出席してみても分からない

わけですよね。町内に居てもね。何やってるか分からないっていうことですか

ら、板垣さんが言われたように、回覧でいいからとにかく公開しようと、そう

すればもっとちゃんとやるようにとか、いろんな反忚も出てくるでしょうから、

ひとつの活性化といいますか、ひとつ進歩することになるんじゃないでしょう

か。 

 

菅原昭造会長 

はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

伊藤賢治委員 

はい、私も初めてなもので、やっぱり板垣委員さんの言うとおり、回覧の程

度でいいから、みなさんに何やってるかというようなことを、こんなようなこ

とをやってるというような紹介、その程度の回覧でいいから出していただいて、

そうしますというと、２、３回やっているとこの人がやっているのであればと

分かれば、コミュニティのほうも活性化するのではないかと思います。広報は

回覧でもいいから。 

 

菅原昭造会長 
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川村委員さんどうですか。 

 

川村茂委員 

皆さんいろいろ意見出されているわけですが、私は、もう少しこの内容を勉

強して、実績が表れ、あるいは、方向性が自分たちなりに確認できた時点で議

論すべきではないかと思います。今ここで、すぐという時点ではないと思いま

す。 

 

菅原昭造会長 

主濱委員さんはどうですか。 

 

主濱芳江委員 

私、こういう会合を持っていることさえ知りませんでして、これから勉強す

ることになるので、是非勉強会を持っていただきたいなと思います。 

 

菅原昭造会長 

はい。確認させていただきます。今、その他の事項でお話し合いしていただ

いておりますが、流れとしては、ひとつは勉強会、自主開催、あるいは２回も

３回もあるかもしれませんが、協議会のあり方について情報を集めての勉強会

を実施予定ということですね。もうひとつは、回覧板的なものでもいいから、

時期が来たら市民の方々にお知らせする回覧板的なものでも当初はいいのでは

ないかとのことであったと思いますが、この二つが本日話し合いのまとめのよ

うなものであったと思いますが、決定してよろしいでしょうか。 

回覧板的なものは、予算なくてもできますね。 

 

高橋地域振興課長 

はい、できます。 

 

菅原昭造会長 

この２つについては、確認させていただきました。 

もうひとつだけ確認させていただきます。勉強会につき、どの辺りがよろし

いでしょうか。まず、７月 25 日は実は選挙であります。その前、７月 11 日は

たぶん参議院議員選挙が来るんじゃないかなと思いますが、特別選挙と係わり

の無い方が大部分ではありますけれども、忙しくなる方もおいでになるかもし

れませんので、そのあたりを斟酌すれば、次回は何月あたりがよろしいでしょ

うか。 

あの、市の方で諮問はありますか。 

 

高橋地域振興課長 
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はい、今のところはないです。 

 

菅原昭造会長 

勉強会という性格で、もう２、３日しますと、６月になりますので、６月、

７月のうちに次回の会合を持ってはどうかということでの提案であります。 

どなたか、時期的なものについて、どうぞ。 

 

板垣武美委員 

せっかちなんで、早ければ、早いほどが良いと思いますが、５月ということ

は絶対なりませんので、６月の早い時期を希望したいと思います。 

 

菅原昭造会長 

６月であれば選挙は関わりはありません。いろいろな手順を踏まなくても情

報さえ集めれば開催が可能でありますが、まず事務局の方では心積もりをお願

いいたします。 

 

高橋地域振興課長 

事務方といたしましては、来週からですね、議会の対忚が出てきます。議会

は６月４日から、予定では６月 17日ということで聞いてございます。そのあと

にしていただければ助かるなという思いがしております。あともうひとつは、

重ねてのお願いですが、選挙は７月 11 日ということで期日前投票が６月 25 日

からはじまります。ということで、選挙の方の対忚も私共ありますものですか

ら、議会後、選挙前だと比較的いいのかなと。 

 

板垣武美委員 

６月 18日ですね。 

 

菅原昭造会長 

６月 18日前後がいいのかなあ、ということのようであります。お仕事持って

いる方もいると思うので、時間については皆さんが都合がいい時間を設定した

いと思います。場合によっては、夜。 

18日前後でいいですか。 

 

高橋地域振興課長 

  実は、区長会議もそのあたりを予定しておりまして、今そちらの方を調整中

でありまして、区長会議はその 21日の週ということで予定しておりまして、区

長会の会長さんと調整中でありまして、ちょっとそちらの方の兼ね合いもあり

ますので。 
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菅原昭造会長 

あと、ご意見ありますか。18 日前後が想定されますし、時間的なものについ

てはいかがですか。18日は何曜日ですか。 

 

高橋地域振興課長 

金曜日です。18日ではいかがでしょうか。 

 

菅原昭造会長 

決めれるのであれば、決めた方がいいです。18 日ということでの提案を事務

局からさせていただきました。次に時間的なものはいかがでしょうか。午前で

すか、午後ですか、場合によっては夕方ですか。 

 

伊藤賢治委員 

大先輩を前にですが、できれは夜であればいいんですが。 

 

菅原昭造会長 

柳原さんいかがですか。 

 

柳原榮委員 

日中にお願いしたいです。 

 

伊藤賢治委員 

まあ、今までもなかったですか。 

 

菅原昭造会長 

今日は、午後３時にお集まりいただいたようですが、この辺りの時間帯です

とお勤めの方いかがですか。同じことですか。２時でも３時でも。 

それでは、18日の午後２時ということではいかがですか。 

 

よろしいです。という声複数あり。 

 

菅原昭造会長 

はい｡それでは、18日午後２時ということで。役所の方でいろいろな制限もあ

りますので、100パーセント確定というものではありませんが、予定ということ

でそのようにさせていただきます。よろしいですね。 

なんらかの事情で変更した場合には再度、皆さんに連絡を取りながら決めた

いと思います。 

 

藤原眞紀男委員 
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時間はどれくらいかかりますか。 

 

菅原昭造会長 

午後２時の召集ですと、午後４時半あたりを目処にしたいと思います。 

 

 

伊藤賢治委員 

この会議の時は、常に振興センターの局長さん､ここに出席している市職員の

方々は会合のときは参加するんでしょうか。 

 

菅原昭造会長 

原則的にはそうです。 

 

伊藤賢治委員 

はい｡ 

 

菅原昭造会長 

このことにつきましては、再任の委員の立場で申し上げますと、先程板垣委

員さんのお話にもありましたように、いずれコミュニティ会議の人たちの話題

が多いんですよね。その場合事務局を担っておりますセンターの職員の人たち

にご出席していただければ、非常に分かりやすいということでもちろん代表者

として皆さん入っておりますけれども、事務担当、事務方からもお入りいただ

いたほうがいいということでずっと、このようになっております。この仕組み

は変えないで行きたいと思います。ご迷惑でない限り、こういう形で振興セン

ターの方々とはリンクして行きたい、ということです。 

あと、ご意見ございますか。実は今日は、１時間 30分くらいでいいんではな

いかということでしたが、ほかに意見とかご意見がございましたら別に時間は

制限いたしません。フリートーキングという形でご意見いただきたいと思いま

す。いかがですか。 

はい、どうぞ。 

 

板垣武美委員 

資料３の説明をいただいたわけですが、あの平成 21年度の協議会の開催状況

の説明の中で、石鳥谷地域における課題が 10項目あるというお話でした。それ

が今どうなっているのか、細かい説明でなくて結構です。知りたいなあと思い

ます。例えば商店街の問題とか、いろいろ出ているわけですが、それが今どう

いった状態になっているのかお話いただければと思います。勉強会のときでも

いいかもしれませんが。 
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熊谷幸雄委員 

今までの資料があれば一番一目瞭然で分かります。去年までのこうだったと

いうことであれば。だから、勉強会にその資料を出してもらえば見ただけでわ

かりますので、これをひとつひとつやると、ほかの人の説明だけでも困ると思

うので勉強会でやったほうがいいと思います。 

 

板垣武美委員 

ひとつひとつ細かい説明は求めておりませんでした。どんなふうになってい

るかコメントしてもらいたいんです。例えば、7番の自主防災ＡＥＤについては、

全戸に配布済みだ、とか、解決した、とかその程度で言ってもらえばいいなあ

という意味で発言しました。 

 

菅原昭造会長 

事務局説明してください。勉強会では具体的な資料を出しますので、ここに

書いてあるのでお願いします。 

 

高橋地域振興課長 

昨年度話し合いした 10項目ですが、課題名、課題の概要、地域協議会で出さ

れた問題点、課題の解決方法、課題の取扱いの考え方と表にしたものがござい

ますので、ちょっと今日は準備しておりませんので、次回の勉強会にそれを出

せばいいのかなと考えていました。 

今お話のありましたＡＥＤの設置の関係でございますけども、これにつきま

しては、石鳥谷地域におきましてＡＥＤを設置している関係機関を調査いたし

まして、チラシを各商店に配布して日中お客様の見える場所に張ってもらうお

願いをしたという形でまとめております。 

課題によっては、例えば、石鳥谷総合支所の空き部屋の有効活用、３階、議

会棟の課題があるわけですが、これについては、なかなか解決策は見つからず

引き続き協議といいますか、意見を集約していくという形でまとめております。

継続になっているのは、一番上の、賑わいのある商店街の再生事業については、

今、商店街の顔づくり事業ということで推進しておりますので、そういった様

子をこれからもう少し検証していきましょうという形で、まあそんな形で 10項

目をまとめております。 

次回、それを見直す作業をするということではいかがでございましょうか。 

 

菅原昭造会長 

よろしいですね。それはたたき台といいますか、ある意味で検証していかな

いと前に進まないかと思います。 

そのほかにいかがですか。どうぞ。 
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田中由一委員 

会議にあたって、限られた時間で中身の濃いものにしたいので、資料とかあ

ったならば、事前に配布または配信してもらえれば、皆さん一忚目を通した状

態でここに集まるっていう形になれればなと思います。今まではどうでしたか。 

 

菅原昭造会長 

今までも大体そうでしたね。大事なものについてはそのようにしておりまし

たので、今のことについては、そのようにして参りたいと思います。 

今日は、顔合わせと会議の性格をお互いに共通理解しようということでの集

まりでありました。次回は、今の意見を有効に取り入れて勉強会ということで

開催したいと思います。この機会にご発言いただきたいと思います。 

ほか、ございませんか。はい、どうぞ。 

 

板垣武美委員 

今年度中に、諮問が予定されているものがありましたら教えていただけます

か。 

 

高橋地域振興課長 

私のところで今のところ話を聞いているのは、合併した直後に制定しました

花巻市総合計画を見直したいという話が出ていますので、それが出てくるのか

なと思っております。正式に協議会にお願いしたいという話は聞いていません

が、今までの流れからみますと、それが組み込まれるのかなと思っております。 

 

菅原昭造会長 

途中で何が出てくるか予想が付きませんが、正式諮問のようなものが毎年２、

３件はあります。ただ、どういった内容のものが出てくるかについては、今、

課長から話があったように詳しい中身については、まだ承知していないといっ

た内容であります。 

 

板垣武美委員 

確認していいですか。 

 

菅原昭造会長 

はい、どうぞ。 

 

板垣武美委員 

次回の検討会のときに、総合計画とかですね、いろんな計画書を資料として

出してもらえますね。現在のものを。 
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菅原昭造会長 

あたりまえのことでしょうね。全戸に配布されるパンフレットみたいなもの

もありますけれども、なかなか目を通していないでしょうから。 

 

板垣武美委員 

各種地域計画に関する事項っていうのがありますので、そういうものは、い

ただければなと。 

 

菅原昭造会長 

そのようにお願いします。 

 

高橋地域振興課長 

はい、分かりました。 

 

菅原昭造会長 

あとはいかがですか。あの当然のことながら、いろんな計画書が整ったもの

は、新しく委員になられた方を含めて、全委員に配布したいと思います。 

今日のところは、よろしゅうございますか。 

 

はい、という声あり。 

 

菅原昭造会長 

では、その他の事項でいろいろとご発言いただきましたが、３時召集という

会議でございますから、この辺りで閉じたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

 

異議なしの声、複数あり。 

 

菅原昭造会長 

顔合わせということの性格上短時間ではありましたが、質疑はここで終わり

にしたいと思います。 

 

７．閉   会 菅原久男副会長が閉会を宣言した。16：11 


