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１ 開催日時 

 

平成 29年 1月 24日（火）・26日（木）・27日（金） 午後 6時 30分から 8時 30分 

 

２ 開催場所 

 

日  時 １    班 ２    班 

１月２４日 街地区生涯教育センター 南方地区生涯教育センター 

１月２６日 永岡地区生涯教育センター 三ケ尻地区生涯教育センター 

１月２７日 北部地区生涯教育センター 西部地区生涯教育センター 

 

３ 出席議員 

 

１    班 ２    班 

議長 伊藤 雅章 副議長 佐藤 千幸 

産業建設委員長 千葉 正男 総務教民委員長 千田 力 

議会広報委員長 及川 みどり 議会運営委員長 千葉 和美 

総務教民副委員長 
議会運営副委員長 山路 正悟 

町政調査会会長 
議会広報副委員長 梅田 敏雄 

町政調査会副会長 千葉 正幸 産業建設副委員長 巴 正市 

総務教民委員 阿部 隆一 総務教民委員 青木 俊悦 

産業建設委員 有住 修 産業建設委員 高橋 美輝夫 

産業建設委員 千葉 良作 総務教民委員 阿部 典子 

 

４ 参加人数  

 

会   場 参加人数 

街地区生涯教育センター １４ 人 

南方地区生涯教育センター １２ 人 

永岡地区生涯教育センター ２４ 人 

三ケ尻地区生涯教育センター ２６ 人 

北部地区生涯教育センター １８ 人 

西部地区生涯教育センター １７ 人 

計 １１１ 人 
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５ 参加者からのご意見等 

 

（１）議会に関するもの 

 

地区 ご意見・ご質問 回  答 

街 議会の権限の説明があったが、議員の権

限は何か。議員は選挙公約実現に向けてど

う取り組むのか。 

議員は、議会での発言を通して自分の考えを町政

に働きかけている。特に一般質問を通して町側に意

見をぶつけていく。自分の掲げた目標に対して町に

発言していくことが議員の一番の権限と考える。 

町の案件に対し議員は意思を表し、その総意とし

て議会の権限となる。 

街 国会や県議会議員には秘書が付いてい

るが、町議会の場合はどうなのか。 

秘書はいないが、グループなり個人で勉強するこ

とになる。住民の声を聞く姿勢が大事と思っている。

また、議会での研修を役立てながら学んでいる。 

街 議員研修をどのように活かしているの

か。 

研修したことを町に照らし合わせてどのように活

かしていけるのか、という姿勢で議員活動を行って

いきたいものである。町づくりにどのように活かし

ていくか、もっと勉強していかなければならない。 

三ケ尻 一般質問する議員が少ない。議論がなけ

れば議会、町は盛り上がらない。もっと議

論して私たちに情報を伝えてほしい。 

私たち議員の役割で大きなものは一般質問で町の

考えを質すことであり、議案の質疑で課題を質すこ

とであると考える。議員個々の考えもあろうかと思

うが、議員の仕事としてしっかり対応していきたい。

議会から住民に伝える場については、今後多く設け

ていきたい。 

三ケ尻 議員研修に行って、金ケ崎町にとってど

う活かされているか見えない。住民目線で

考え、行動するようにしてほしい。 

議員としての情報収集は必要なことであり、情報

は自分で収集しなければならない。現場の声を聞い

て、それを議会活動に活かしていきたい。 

三ケ尻 総務教育民生常任委員会の所管事務調

査の意見を町に伝えたとのことだが、その

結果はどうなっているのか。 

9 月定例会で議会として町に申し入れた意見のそ

の後については、まだあまり期間がたっていないの

で結果はみえていないが、議案審議など今後の議会

活動の中で取り上げていく。また、議会広報でも、

「どうなったあの提言」として追跡調査を行ってい

る。 

三ケ尻 このような懇談会は、今後も開催するの

か。 

何らかの形で、年１回以上行っていきたいと思っ

ている。 

南方 町議会議員に報告会をして欲しいと言

ったら、金ケ崎町は報告会はしないと言わ

れたがどうなのか。議員の仕事は何なの

か。 

やらない事にしている訳ではない。例えば後援会

が主催している例もある。議員の考え方次第それぞ

れである。議員は良い町を作って行くのが仕事。 

南方 2 年前の議会・各種団体意見交換会の住

民意見は、その後反映されたか。 

意見等取りまとめ、議長から町へ要望として提出

した。その結果、役場の組織が見直され子育て支援

課が創設され、また学童保育所が増加になった。 

南方 議会広報に割れた賛否の掲載をした事 賛否の掲載は続ける。 
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は良い。 

西部 議員定数 16 は多いか、少ないか。議員

報酬は足りるか、足りないか。各議員から

公約を聞きたい。 

各議員の公約に関しては、議員個々の考え方であ

るのでお答えできない。 

議員定数 16 については、22 人から 2 人ずつ減ら

してきて現在の数になっているが、私的には住民千

人に議員１人の状況にあり適当ではないかと思って

いる。議員報酬は 212千円であり、市に比べると格

段に安いが町村では中間くらいであり、高いか低い

かは何とも言えないが、若い人の生活費としては難

しい額であると感じている。 

議員定数減は、行政改革や財政改革の流れがある。 

西部 議員の質問がベテラン議員ほど少ない。

地元の人たちはどう考えているのか。議案

のほぼ 100％が採択されているが、質問が

少ないためにこのようになっているのか、

疑問に思う。また、民主主義と多数決の関

係について疑問に思うがどうか。 

一般質問は議員の大きな仕事だと思っている。議

員が質問しないというのは議員の仕事としては欠け

ていると思うので、議員個々が自覚しなければなら

ないことである。議案等については、議員全員協議

会で事前の説明があり、質疑等も行っていることも

あり、本会議での採択率が高くなっている。議論は

いろいろしている。民主主義と多数決の関係につい

てであるが、多数決を否定したら民主主義はいかが

なものか。 

西部 傍聴者の人数はどのくらいか。また、傍

聴者に資料提供はないのか。 

27 年度の傍聴者の数は 139人、26年度は 43人と

なっている。議会の案件や一般質問の内容等により

傍聴者の数には波がある。ちなみに、県内の町村議

会では本町の傍聴者数は多い方である。また、傍聴

者への資料提供は以前から行っており、予算書、決

算書以外の資料は持ち帰り可としている。 

西部 請願採択後の町の執行率はどの程度か。

採択されても実施されないものがある。採

択の重みはあるのか。 

 

 

請願事項については、一般質問等で反映している。

ただし、内容によっては全町的なバランスや緊急性

の関係で時間のかかるものもある。また、議会広報

でも「どうなったあの提言」で追跡記事も掲載して

いる。 

西部 ほっとミーティングは今後も開催する

のか。 

皆さんの意見を聴く機会は必要である。どのよう

な形で開催するかは、これから意見集約して検討す

る。 

永岡 今後、議員の定数が減る予定はあるか。 現在の定数は 16、ピークの 22 から 3 回 2 人ずつ

減って行った。町村の議員は多いところで 18 人、少

ないところで 10人。個人的には 16人が限界で、こ

れ以上減らされないと思う。 

永岡 議員に女性及び若い人が少ない。若い人

は 3 人位いても良いのではないか。（回答

は不要） 

 

永岡 消費税 10％の請願を不採択にした理由

は。 

議会として町民の立場に立って判断して行きた

い。 
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永岡 20 年位前は請願の数は多かった。今はあ

まり無いのは、議員が住民から頼られてい

ないからではないか。どう考えるか。 

少ないのは事実で、ぜひ沢山出してもらいたい。

請願は町に対し実施の追跡も行う事ができる。 

永岡 議員は町民の立場に立って行動して欲

しい。昨年 9月のＴＰＰ関連法案の撤回を

求める意見書提出の議案は、農業をしてい

るのに反対している議員もいた。（回答は

不要） 

 

永岡 請願は何回も出せるか。 出せる。 

北部 

 

議会だよりでモニター制度の話があっ

たが、「町のこえ」がそれなのか。 

モニター制度はやってみたい。町民にも参加して

もらいたい。11 年の連続入賞となり、他自治体の議

会から視察も来ている。 
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（２）町政に関するもの 

 

地区 ご意見・ご質問 回  答 町へ伝達 

街 新しい診療所の完成に伴い、現在の診療所は

解体する予定であるが、低額で入所可能な介護

等の施設に活用することはできないものか。 

現在の診療所は老朽化のため、新し

い診療所の駐車場として活用する方

向である。低額入所施設の必要性は理

解できる。今後の議会活動に反映させ

たい。 

○ 

街 災害物資で保存期限がきたのの処理はどう

しているのか。 

期限がくる前に、イベント等で活用

しているようである。 

水については、飲み水でなくても洗

い物等への活用もある。 

 

街 岩手銀行交差点付近は、朝夕の交通量が多く

渋滞する。子どもたちの通学の際、金ケ崎橋の

通行が大変である。バスの運行を考えてほし

い。渋滞緩和にもつながると思う。 

金ケ崎橋の対策のほか、新金ケ崎橋

の構想もあるが、実現は難しい状況に

ある。岩手銀行の信号機の改善も考え

られるので、渋滞時の時間、台数等を

調査して、担当課とも協議してみた

い。 

この件については、町でも毎年県に

要望している。議会としても、江刺か

ら金ケ崎駅を利用するなどの交流も

あり、取り組みたい。定住自立圏構想

の活用も考えられるので、議会として

も働きかけていきたい。 

 

○ 

街 （関連）渋滞のため達小路を通ってお寺の下に

出る車もある。スピードだして行くので非常に

危険である。 

街 （関連）矢来大橋から江刺に行くのが一番いい

と思う。伝建群には全国から来訪者があり、現

在の金ケ崎橋はそのままでいいから、金ケ崎と

江刺の工業団地をつなぐ矢来大橋から延びる

新しい橋が実現すれば、金ケ崎橋の交通量緩和

になる。 

街 金ケ崎城二の丸跡の桜並木（私有地が混在し

ている）の整備が必要である。伝建群見学者な

どの来訪者を気持ちよく迎えたい。また、道路

部分（阿部束宅付近を通って諏訪散策路に通じ

る旧道）の整備も必要である。 

総務民生常任委員会としても調査

して対応していきたい。 

町の大事な文化遺産であり、議会か

らも発信し、歴史のまちを高めるため

にも取り組んでいきたい。 

 

○ 

街 （関連）地域で草刈り等をしているが（まちな

み保存会が町から年間 6 万円で受託してい

る）、整備まではなかなか難しい状況である。

私有地と公有地が混在している。 

街 （関連）金堀沢の水系もきれいにしなければな

らないが、保存会としての整備は手に負えな

い。町に配慮してほしい。ここも私有地と公有

地が混在している 

三ケ尻 町内で年間 120 人の子供が生まれている。現

在、待機児童の問題が取り上げられている。ラ

イフスタイルが変わり保育園を中心とした流

れにあるが、いずれにしろ幼児教育の充実は大

事である。認定こども園を整備しようとする場

今の意見を参考にさせていただき、

総務教育民生常任委員会で研究、相談

のうえ、町に働きかけていきたい。 ○ 
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合、私立は国の補助金があるが、公立にはない

という問題がある。行政は、志を持って就学前

の子供たちの育成を責任を持って対応してほ

しい。例えば、温泉や老人施設と一緒にこども

園を作ってほしい。長期的でいいので、認定こ

ども園を公立で行う方向で要望したい。 

三ケ尻 六原駅前の住宅政策も含めて利活用を要望

する。 

企業の社宅のことだと思うが、検討

していきたい。 
○ 

三ケ尻 清水端１班（水口沢）に水利がなく（後生平

堤はあるが冬期間は使えない）、火災の場合大

変である。防火水槽または消火栓の設置を要望

する。 

調査・検討して町に要望していきた

い。 
○ 

三ケ尻 南花沢前野線（国道４号三ケ尻交差点）は三

ケ尻地区の待望であり、完成は有りがたい。ま

た、六原駅前開発の請願に対し採択いただき感

謝する。一方、奥州街道（三ケ尻道路）の歩道

改良が川口田から三ケ尻小学校までであり、そ

れ以北の改良は未整備である。子どもたちの安

全対策のためにも、拡幅を希望する。 

町に要請し、検討していきたい。 

○ 

三ケ尻 三ケ尻通学路整備に 5、6 年かかっている。

もっと短期間で行うことで経費節減になるの

ではないか。 

道路整備については、町単独予算で

は対応が難しく、国・県の補助を活用

することが多いが、国・県の予算配分

の状況次第で、工事が分割にならざる

を得ない現実があることをご理解い

ただきたい。また、他の地域とのバラ

ンスや優先順位との関係もある。 

 

三ケ尻 町の公債費比率が奥州市と 1,2 位を争う高

い比率であるが、これの低減のために議会とし

てどうのように取り組んでいるか。 

借金の返済が現在 17％台で推移し

ている。これが 18％を超えると地方

債発行に縛りがかかることになる。

25％を超えると財政健全化計画を作

らなければならなくなる。将来負担比

率はかつて 300％を超えていたが、財

政健全化を進め、現在は 40％台まで

下がっている。今後、借金の返済は下

がる方向にある。しかし、行政サービ

スを充実させるために借金する必要

もあり、そのバランスをとっていくこ

とが大切である。現在は、健全経営に

近い状態にあると認識している。 

 

南方 町の懇談会に参加して意見を話したら、すぐ

に、予算はないと言われた。町は意見を聞く気

はあるのか。 

町職員も課題は認識しているだろ

うが、その時は要望に答えるお金が実

際になかったのではないか。話を伺っ

てすぐ実施されるかは予算による。し

○ 
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かし意見は参考になると思う。 

南方 金ケ崎診療所に脳神経関係の専門医を置い

て欲しい。地元の優秀な人材を外に流さないで

欲しい。 

岩手県の医者の確保に町も加わっ

ている。県全体でも医者不足であり、

県内の医療格差をなくす仕組みを作

っている。 

○ 

南方 今回の成人式は 53 年ぶりに冬の開催だっ

た。今までなぜ夏の開催だったのか。 

高価な和服を買えない人もいたの

で、夏にお金の掛からない軽装で出席

してもらうためだったと聞いている。 

 

南方 農業委員会の制度が変わった。農業委員は、

上限まで選んで欲しい。また、認定農業者ばか

りでなく、用途地域からも選んで欲しい。用途

地域の方が問題を抱えている。 

非公式だが協議中と聞いている。意

見は町に繋げたい。 
○ 

南方 孫の送迎の時に永岡小・学童前の歩道はあっ

た方が良いと思って議員に言ったら、ダメと怒

るように言われた。 

安全性を考えれば検討する余地が

ある。 

自治会の総意として意思表現する

事は良いのではないか。 

 

南方 通園バス 500 円は徴収しても良いのではな

いか。私立幼稚園では家族が送迎している。（回

答は不要） 

  

南方 大きな工事の場合は電柱をよけるが、小さな

工事だと残している。東北電力に移してもらえ

ると聞いた。 

担当課に立ち会ってよく見てもら

って検討をしたい。 

そういうところがあれば教えて頂

きたい。 

○ 

南方 田んぼの基盤整理について、北部は終わった

が、北部の有力者から、今後は南と言われた。

基盤整理を進めるよう、議員には国に陳情して

貰いたい。 

基盤整理は常に要望している。次に

始まるのは永岡地区と聞いている。 

 

南方 12 月に小沢建設の東側の水路のり面に落差

があり、通学路なので危険である。用水路は町

の管理なので処理して欲しい。 

非常に危険だと思う。早速担当課に

伝える。 ○ 

南方 昨年の中学生議会の中で、サッカーをやりた

いがとの質問に、町は南方地区センターでする

よう回答した。その後時々子どもが来てサッカ

ーをしているが、ボールが停まっている車にぶ

つかる。センターの西側に空き家・空き地があ

るが、町が取得してグラウンドとして利活用で

きないか。また、センターのグラウンドの水捌

けが悪い。 

空き家について町にどういう考え

なのか聞いてみる。グラウンドの隣接

地でもあるので活用出来るのであれ

ば話をして貰いたい。 
○ 

西部 教育委員会から駒丘への冬期間のスクール

バス運行について話があり、悪天候の場合、県

道（橋本宅前）まで子どもを送ってほしいとの

ことである。スクールバスの時間帯には収乳車

除雪については、町でも業者に要請

しているが、業者の数が減っており、

１社当たりの除雪量が多くなってい

る。通勤、通学に支障がでないように

○ 
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もエサ運搬車も通らないし、スクールバス運行

前に除雪さえしてもらえば何も問題ない。教育

委員会にその旨電話したが、らちがあかない。

子どもの送迎と言われても、その時間帯は牛の

世話で送迎できない。 

最大限の努力をお願いしている。 

西部 酪農ヘルパーに関する議会の質問で、町長は

「ヘルパーを必要としない法人化を推進する」

と答弁しているが、勘違いしている。平成 30

年から補助金がなくなるので、議会には国、県

に補助金を出すなり、新規事業対応なりを要望

してほしい。 

酪農ヘルパーについては、町も県や

農協と協議しているということであ

る。 
○ 

西部 死亡牛の一時保管施設ができるが、盛岡で検

査して処理は群馬まで運んでおり、その運搬費

用は農家負担である。ぜひとも、東北、できれ

ば岩手県に処理施設を造るべきであり、議会で

も対応してほしい。 

処理施設については、県内建設を働

きかけていく。また、東北６県の協議

も必要と考える。 ○ 

西部 駒丘地区の道路整備について議会で請願が

採択されたが、町からは予算が付かないと言わ

れている。順番待ちの状況にあるようだが、で

こぼこ状態で苦慮しているので、何とか早く整

備してほしい。 

町には働きかけているが、財政状況

もある。引き続き働きかけていく。 

○ 

西部 町道の小さな道の整備が不十分であるが、今

後の計画はどうなっているのか。町に連絡した

が、業者の都合がつけば対応との返事であっ

た。これはどういうことか。 

支線の工事内容がどの程度のもの

だったのわからないが、穴の補修であ

れば対応は可能であると思う。建設課

か議員に連絡いただきたい。 

○ 

西部 幼稚園バスの受益者負担 500 円は本当に妥

当なのか。幼稚園統合の際に、通園バス利用が

前提ではなかったのか。 

28 年度予算審査特別委員会で審議

した際、議員と教育委員会との意見が

かみ合わなかったが、予算の修正とま

ではいかなかった。29 年度予算でも

問題になると思うが、慎重審議した

い。 

 

西部 冬期間、桂地区の道路は遠回りしなければな

らない状況にある。西部地区の定住化促進のた

めには、生活道路は重要なものである。地元の

意見を聴きながら、議会として生活道路を視察

していただきたい。 

産業建設常任委員会では請願のあ

った視察を中心として視察しており、

全町の道路を見るのは難しい。町民の

方々からどんどん情報をいただきな

がら、議員個々での対応も検討した

い。 

○ 

西部 消防団について、川目と高谷野原、長志田と

千貫石の統合の話があるが、予算がないからな

のか、団員がいないからなのか。地元に相談は

なかったようだ。西部管内での３つの屯所だけ

になると、協力体制に不安がある。 

消防屯所の合築の例や将来統合と

いう話がある。消防に関しては、議会

に提示される前に消防委員会で決め

られており、あまり議論される状況に

ないと思う。今後、前もって議会に提

示していただくなり、この点について

○ 
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検討したい。 

永岡 旧農免道（現県道）の舗装の状態が悪い。ど

う陳情して行くか自治会を含めて考えるので、

議員の後押しが欲しい。（回答は不要） 

 

○ 

永岡 インターネットを光通信にして欲しいと若

い人から話が出ており、先日の会合において地

区全体で取り組まないかと話し合った。ぜひ議

会にもよろしくお願いしたい。 

すでにＩＴの時代になり生活に入

って来ている。議会としても話を進め

たい。 
○ 

永岡 防災無線が聞こえない。町座談会では防災無

線を増やすと聞いたが、どの場所のがいつから

増えるのか。 

毎年計画的に増設している。次は 4

箇所を考えているようだが、まだ話せ

ないらしい。 

○ 

永岡 菜園パークはまちの駅として設置されたの

に活用されていない。気楽に入られるようにな

れば良い。食堂的なものがあれば良い。 

前に一般質問をした時に、充実して

行きたいと答弁があった。次の一般質

問の時には、町の駅という考え方では

ないとの事だった。気楽に入られる事

は必要なので、うまく活用できないか

町に働き掛ける。 

○ 

永岡 幼稚園の運営について、認定子ども園にする

と 1施設では難しいので統合は必要。すぐ進め

るべき。要望として、0歳児から預けられると

良い。 

自分の提案は、認定子ども園にして

0 歳児から預かれば、統合しなくても

いいと考える。子どもが少ない永岡幼

稚園など、まず 3カ所から認定子ども

園にする事を提案している。 

○ 

永岡 町の地区懇談会で下水道料金の見直しをす

ると話があった。今後の人口減により、料金が

高くなって行くのではないか。生活に必要なも

のなので、税の投入でも良いのではないか。財

政が苦しければ、下水道だけではなく税の使い

方全体を見直すべき。 

12 月議会で 3 事業統一の議案が出

された。値上げは今年の 10 月か翌年

1 月との事だった。課題について取り

組んで行きたい。 
○ 

永岡 3 大歴史公園の整備は、城内は行ったのにそ

の他は 20年たってもそのままの状況である。 

千貫石・館山・伝建の三つを整備す

る構想だった。最初に千貫石が完成

し、2番目は伝建、館山はまだである。

継続性があるので、課題として捉え

る。 

○ 

永岡 水道事業は昔は黒字だった。千貫石浄水場の

稼働率が下がって黒字ではなくなったのか。業

者は県の水を使っているのではないか。 

水を使う企業が少なくなった。 

企業が事業縮小、工場集約、リサイ

クルしての使用などにより使用量を

減らしている。使用している水は県と

町のを調整しており、すべて県の水を

使っているわけではない。 

 

永岡 胆沢ダムについて、当初町では 5千トンの水

を買うという事でダムが作られたが、今はどう

いう状況か。 

管は平林まで来ているが、5 千トン

も今のところはいらないという事で

ストップしている。年に 790 万円位の

支払いをしている。 
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永岡 小学生が県道（二ッ谷公民館付近）の横断が

しにくい。横断歩道を作って欲しいので議員に

お願いしたい。 

ちょうど県道町道が切り替わった

ところ。町が県に要請するように議会

は進めて行きたい。 

○ 

北部 高速道路の騒音について町に相談し動いて

もらったが、町がやった事の結果について連絡

が来ない。区長をとおしたのに、おざなりにな

っている。議会はそういう行政を監視して欲し

い。 

回答がないのは町の怠慢。議会から

申し入れしたい。 

○ 

北部 区長の手当てが安く、他市町の三分の一であ

る。また、参画事業が多い。区長をただのパイ

プ役として見ているのではないか。昨年区長会

議で言ったのだが、町の反応がない。議員によ

って改善してもらいたい。 

すぐやるとは答えられないが、議会

として対応したい。町の報告がない事

は、町に対応を求めたい。 ○ 

北部 六原駅前整備は、三ケ尻の住民から陳情あっ

たのか。それとも議員が問題ありと動いたの

か。このように話題になり有難い。六原駅前の

開発は有難いが、まずは駐車場を整備してもら

いたい。 

住民が中心に委員会を作り、請願が

出された。駐車場について町に働き掛

けたい。 ○ 

北部 町では、監査委員や教育委員、各種審議会委

員などの公職に公募制がない。議員はどう思っ

ているか。 

以前は議員からも委員を送ってい

たが、町民に多くやって貰うため今は

送っていない。趣旨に沿って町民が勉

強して育つよう配慮したい。 

○ 

北部 議員年金の意見書提出発議案があったが、む

しろ議員報酬を上げるべきである。 

町村議会議長会から話があり、意見

書の提出となった。公金の支出を伴う

ためおいそれとは出来ないのではな

いかと思う。議員報酬は低いが、県内

の町村の中では真ん中位である。 

○ 

北部 生物多様性について、黒沢川などに川真珠貝

がいるとパンフレットに記載があった。岩泉で

は条例を作ったようである。当町でも条例を作

って欲しい。 

4～5 年前に取り組んで来ており、

北部は頑張っている。3年位で国から

予算が来なくなりしぼんで来た。一般

質問で、保護区を作って欲しいと言っ

たが、その回答は「検討する」でがっ

かりした。 

議員も条例を作る事が出来る。 

議会で条例を作られる。 

○ 

北部 アスパラで 1億円とか県で1位を目指してい

る。今どうなっているのか。個人で良い実績は

なかなか望めない。転作奨励金もなくなるので

町独自の農業施策も考えるべきではないか。ア

スパラの団地化も町独自で考えても良いので

はないか。面積や売り上げが少ないと認定農業

者になれないので、そういう人も含めて施策を

考えて欲しい。 

生産できる環境は良いのが好まし

い。町独自の農業施策をして欲しい。

議会としても取り組む必要がある。議

会から提案して行きたい。生活できる

モデルパターンを作った方が良いの

ではないか。 

作付けを 46haから 80haを目標にし

ているようだ。 

○ 
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北部 町の行事に参加しない人もいる。行事の内

容、質を検討して皆が行きたくなる企画を立て

て欲しい。自分自身は、月に 23 日（全部が町

分という訳ではないが）行事があって大変だっ

た。 

上からの行事は多い。下から盛り上

がるようなものが多ければと思う。 

○ 
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６ アンケート結果 

 

地区 内容 町へ伝達 

街 町政への質問も大切だと思うが、立候補時の公約に掲げた項目の実現に向けた

予算や条例、具体的構想案をもっともっと積極的に実行してほしい。 

 例えば、「若者定住化や地域づくり」等のアイデア大賞の公募と懸賞金制度の条

例化等。 

 

 

街 自治会の衛生部長を任されておりますが、ゴミの不法投棄が無くならず苦労し

ております。町民へのゴミ出しルールは色々な形で発信されていますが、ルール

が守られない場合の処理について自治会単位で良いので、明文化したものを示し

てほしいと思います。町への働きかけをお願いいたします。自治会で困っている

のは、イレギュラー時の対応です。よろしくお願いいたします。 

金ケ崎町へ転居して 3 年たちますが、まだまだ判らないことが多いです。 

 

○ 

街 各議員さん方の説明が良かったです。今後一年に一回位有って良いと思います。 

 

 

永岡 大変良かった集会でした。 

 

 

永岡  空き家利用不可能物件対策を早急に御願い致します。 

 
○ 

永岡 除雪について、大きな道路の除雪はきれいに行われているが、小さな路地につ

いてはうまく（きれいに）除雪されていない現状が多く見られております。規定

はあると思いますが、一度除雪したので終わりという姿勢ではなく、温度が急に

上昇した時のザグザグした雪路等の除雪も願いたい。（ハンドルがとられる様な状

態）お年寄り、子供が巻き込まれる事故が懸念されます。 

 

○ 

永岡 県道（農免）道路の件、特に県外ナンバーの大型車両が高速道路並みのスピー

ドで走る場合がある。危ないので何とかならないか。 

 

○ 

三ケ尻  ＮＩＥの推進。最近岩手日報でも特集で毎週記事になっている。教材としても

十分使えると思う。町内でも実践してみてはどうか。（テスト的に） 

 

○ 

三ケ尻  ごくろうさまです。大変わかりやすい資料で理解できました。ともかく健康で

お願いします。 
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三ケ尻 議会としての六次産業の取り組みを、積極的に町当局に提言していただきたい。

（特に農業部門） 

 

 

三ケ尻 金ケ崎駅が使いづらい。（駐車場の道路がＵターンできない。） 

 
○ 

三ケ尻 距離が近い感じで良かったと思う。 

教育委員会のトップが首長になって本当に良かったか。いじめ問題の取り組み

などで止むを得ない面があるのだが、やはり政治からは独立した存在であって欲

しいと思っている。 

 

○ 

北部  議員の方々の業務を少し理解出来ました。 

 議会に機会を見て傍聴したい。 

 

 

北部  立派な資料でした。準備ご苦労様でした。 

 

 

 

 


