
問17　自由意見　記述回答（類型別）

景観づくりへの意見・要望等
整理
番号

自由意見

12 子供たちが安全で楽しい景観づくりをお願いします。
15 街のイメージ色は何か？

18
住民に規制をかけるとなると行政の理解が必要（補助金）/一関市全体の街並みが良くなることを望む。花泉金沢地区の
個人住宅前の街路灯は素晴らしい/電柱・電線は、地中埋設が望ましい。

22
屋根の色などを統一することで、すっきりとした街並みになるのでは？あまり色々な色の屋根だとちぐはぐな感じがする。
/電柱を地下にすることで、町全体が美しくなると思う。

24 将来の景観づくりは建物は造られるが、市民の健康を考え緑化に力を入れて、緑の多い市を守ってほしい。
32 景観づくりをするのであれば、行政が新たに大々的に作るか、今あるものを手入れして使用するかだと思います。

36
市の目指す景観をまず構想として市民へ発表し、意見を聞くべき。観光名所をいかに全国へ広げていくのか示してほし
い。/商店街などの空き店舗を減らすべき。観光地のアピール

39

道幅は広すぎるほど広く、自由に駐車でき街路樹を植え、サイクリングロードもあり、家といえの間も広くして、釣山・束稲
山を美しく眺められる町にしたいと思います。河川敷は、運動公園のような運動スペースにするといいのではないでしょう
か？100年50年かけて町の人々が心から「美しい町だ」と思えるような景観にしたいと思います。しかし、それには、ものよ
りも人間が先頭にたってきれいな心を持たなくてはならないのではないのでしょうか？

41 森林伐採による山肌がみえるのはあまりいい気持ちはしない。

45
中里地区にある高層マンションが、どこから眺めても、景観のバランスを欠いている気がします。今後そのような建物が建
つのはどうかと思います。

47
大東町摺沢の四ツ角商店街は活気がなく、シャッターが閉じていたり、汚くなった古い建物がそのまま放置されていて、
とても景観としていいものと言えない。

51
ストリートにハンキングバスケットを設置する。/ショッピングセンターの中に病院や公共施設を入れる。/バス停のリニュー
アル。

52 商店街に大型店などを置き、昔の客を呼び戻し、活気のある街に回復させることが景観につながると思う。
55 エルニーニョ現象に合わせて自然を出来る限り生かし、保全保護を優先し、環境保全に貢献する。

59
景観がよいとは、定住化観光化につながり、最終的に市の発展になる。/緊急時、災害時にも車両が入れる道路の整
備。/景観づくり、景観の保持。

74

電柱や電線は景観を損ねるばかりではなく、狭い路地ではさらに道幅を狭くしている。電柱があるためにセンターライン
をはみ出して走行しなければならない場所も多くあり交通安全上も大変危険である。よって、電線の地下埋設に賛成で
ある。

76
見た目や機能にこだわって、整備したはずの商店街が、かえって整然としすぎて冷たさを感じる。今までのよさも取り入
れて、いつまでもどこか懐かしい温かみのあるものにしていってほしい。

78
初めて駅周辺をみた時、あまりの寂しさに驚きました。年々寂しさは増しているように思えます。駅やインターチェンジは、
その町の去関となる場所なので、もう少し賑やかな雰囲気になるといいと思います。

80 通学路の街灯整備。
86 東山町の河川敷側を利用して桜樹木を植える。

89

去年の草が立木のようになっている休耕田や畑、老朽化した無人民家、シャッターの下ろされたままの店舗を条例として
考慮してほしい。/一関の自然を守るために、子供の頃から清掃や森林保護などの活動に接する機会が多い環境にして
ほしい。/民家や生垣、公園の植栽に助成金がほしい。もしくは、グリーンコーディネーターのような人を派遣してほしい。

91
統一された色や形が良い景観とは思えないが、地域全体のマスタープランが出来ているのであれば、ある程度の規制は
必要である。

101 駅に降りた時から、太古の風を感じてもらえるような雰囲気づくりをしつつも一関も堪能できる町にしてほしいです。
108 運動公園の駐車場から須川岳が見られるように、周囲の立木を短く出来れば、素晴らしい景観になると思う。

112
一関らしいとありますが、一関市全体から何が一関らしいのか、そういえるものは今はまだないと思います。それがないと
景観にはつながらないと思います。

119 小さい子供にアイディアを出してもらうと面白いのでは？
120 旧市町村ごとの景観形成もありなのでは？
128 緑のある街、公園のある町、枯草の生えている田畑を利用する。

134
新築などの時、景観に考慮した場合には、市から補助金が支給されるという条件をつけてみてはどうでしょう？タダで協
力してといわれても・・・

135
河川敷にゴミがたくさん捨ててあります。一人ではなかなか出来ませんが、ボランティアなどを募り、ゴミ拾いができないか
と思います。私は小さなことから美しい街づくりをしていったらいいと思います。

136
街並みをスッキリさせるために、屋根の色等を統一する。/道路を分ける。/一関独自の物を使用したり、新しいものをつく
る。

144

私の自宅が工場周辺のため騒音や河川に紙くずやひどいときには、灯油・重油が流されていて景観はよいとは言えな
い。工場では、紙くずが飛び散らない対策が不十分ため、強風の日にはかなり遠くまで飛ばされます。騒音問題につい
ては、実際に工場の方々に相談していますが、現在も改善されていません。最後に一関市民の皆さまが住みよい景観に
なるように協力していきたいと思っています。

147
基本的なことですが、ゴミのポイ捨て、犬の糞などのマナーの教育。/違法駐車をなくすため、市の無料駐車場などの整
備。

148
一関駅新幹線ホームの壁面を平泉の金色堂だけでなく、釣山の城跡の景観を大きく描き、観光客にも、目を向けさせる
工夫が必要。/浦島花の利用と活用。/街路樹が幹だけになって悲惨。/釣山から磐井川への遊歩道があるといい。
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149
一関の駅周辺にばかり建物が建っているが、駅や駅前といった中心部が寂れてきている。シャッター街なんて駅前に
あってはならないし、街全体でもっと活気のある街にしていかなければならない。

153

学校、官公庁、店などまとまった場所にあれば、町としての景観もよくなるし、時間の短縮にもなる。/夜でも安心して歩け
るように、街灯の設置。/小学校の近くに公園があるとバスで帰る子や家族の迎えの時間まで元気に子供同士遊べる。/
千厩町の小学校通りの千厩支所通りの道幅が狭くて通行に差し支える。

156 市全域で無秩序感がある。もう少し整然とした景観であって欲しい。早急に希望したいことは、電柱・電線類を地中へ
160 釣山公園を、楽しくて美しい一関市民の憩いの場所にしてほしい。/電線を埋葬式がいいです。
167 私の家の周りでも現在景観づくりに取り組んでいます。
181 伐採をしたらその倍の木を植林して、緑の豊かな一関市を目指す。/町・市営住宅の美化、老朽化の改善。
182 不法投棄の罰金の値上げ。/ゴミを分別してから出すように市全体に指導する。
184 狭い道路にある電柱は景観によくないので、地下に埋めてほしいです。

187

各地域に「住みよい美しい町」のモデルを作る。各地域の住民がモデルとなり、商店街・通り・住宅地などを決め整備す
る。周辺に看板や旗などでアピールし誰にでも目に止まるようにし、各モデル地を広報などで紹介する。住民が中心とな
り定期的にモデル地の清掃などの管理・維持する。年に一度、コンテストなどを行い、表彰する。

188
里山を森林伐採等によりなくしていると思います。それによって失っていく、野草や花を残せるような取り組みをしてもし
い。

205

平泉が世界遺産になった場合、一関駅が重要な拠点となるため平泉の文化を取り入れて、駅前を整備するべき。例え
ば、駅前をロックタウン並みに広くする、バス・タクシーのターミナルや駐車場を作る、周辺の建物を歴史的・文化的なも
のにするなど。

212 駅前周辺の環境改善
213 個人の敷地、建物にルールをつけるのは自由がないから反対。景観を整備するというのはむずかしこと。
217 自然を壊してまで道路を作る必要はこれ以上してほしくない。
225 空き地、畑等に菜の花を植える。
237 景観会議の内容の公開や制定までの行動計画は迅速にお願いします。時間ばかりかかっているように見えます。

238
旧市内の商店、住宅等の集合商店街つくり、補助金の提供と会議の開催。公共広場を人の集まる場所にし祭事などにも
活用する。商店街の裏側に駐車スペースがあると便利。

246 地域ごとに保全する地区を限定する。5年くらいの期間を設定し順序に景観づくりに取り組む。

256
一関市ならではの物（特産品・施設等）をモニュメントを市全体に設置するなど、7地域が一貫性をもって景観づくりに励
む。

259 北上川に桜の木を植える（川崎花火、Eボートが見えるような植えかた等）
261 大東地域の、砂鉄川沿いと道路沿いの植物のツル等の伐採が必要。
263 コンクリート作りの建物は時がたつと汚く見える。木造で出来るものは木造で、電柱は地下がいいと思います。
279 豊かな川、田園風景のような、自然の風景が美しいと思う。自然を大切に調和して生活できるような一関にしてほしい。
280 道路沿いのゴミなど、小さいことから市民一人ひとりの意識改革も必要になる。
282 公園の整備、フラワーロード、ゴミステーション、看板
283 一関商店街の空店舗の復活。

286

現在の景観を損ねている状態では、もし条例等で荒地や空き家を正常な状態に戻すには、大変な労力が必要になり、
それを実行するのは市民となります。しかし、人員不足・管理放棄などにより労力がたりないため、少人数でかつ効率的
にできることが重要になってくるのではないでしょうか？また、これからのためにも、美意識を高めるために子供達に教え
ていくべきではないでしょうか。

289

一関市の景観づくりの方向性をお年寄りに向けた方がいいと思う。団塊の世代が一気に定年退職すると、それと比例す
るようにお年寄りの数も増えるという心配もある。一関市は、以前からある建物などの調和を目指して、同時に緑化も進め
ていってほしい。

295

地域が広範囲になったので、一関市をひとつにまとめるのは難しいと思います。全体のコンセプトを決めてから、各地域
毎に独自の景観づくりの活動を押し進めると言ったようなシステムにし、一関市全体で共有する制度にできればいいので
はないのでしょうか？

297

一関駅周辺や商店街をもっと古都らしい景観にした方がいいのでは。いっそのこと商店街全体をアンティック調にして歩
くことが楽しい町作りをしては？/社会整備をするうえで、もっと自然にやさいいやり方で進めて欲しい/望む事の一つとし
て、室根山の様に気軽に束稲山に行けるようになればと思う（風景はとても良い）束稲山への道路をつつじラインとはモミ
ジラインとは四季を楽しめる道路にしたり展望地を造ってはどうだろうか？/現在残念なことは平泉において金鶏山の北
側が造成され家が建てられつつあること。束稲山から見ると平泉の景観を一番だいなしにしている。金鶏山は平泉遺産
の重要な要素なのではなかったのでは。又遺跡の復元も必要だと思う。基金などを募って無量光院など復元してもらい
たい／一関山目のあたりの堤防の整備が進み、北上市の展勝地のように桜の名所になり散策できるようになり、田園風
景とのコラボレーションを体感できる場になれば楽しいと思います。

301

一番景観を壊すのは、ゴミだと思う。道路脇や河川敷にはたくさんのゴミが捨ててあります。ポイ捨てはモラルの問題だと
思う。景観よりもゴミを止めさせたり、対策をとるのが先だと思う。/一関の観光名所へのアクセスやイベントを行うなどをし
て、賑わいをとりもどしてほしい。

303 自然を残す。地方都市の色を統一する。

314
集落営農という国の政策のために少子高齢化のためには仕方ないと思うけれども、昔の田園風景が失われていくのが悲
しい。どこかの地域でぜひ残しておいてほしい。

319

一関市は市街地もあれば田畑や山も多いので景観は地域によって様々。商店街は人気がなく寂しい感じがする。景観
を整えるとともに活気のある町づくりをお願いします。/個人の家や住宅地の見栄えをよくするために改善の必要がある場
合には、補助や助言をしてもらえるのでしょうか？/磐井川の桜並木はぜひ残してください。

321
骨寺荘園遺跡の現地見学会に参加し、本寺地区に宗教遺跡が多いことに関心しています。澄んだ空気と澄みきった風
が渡るこの景観を残していきたいです。
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322 地域の特性を十分に生かして景観づくりを進めてほしいです。全地域画一ではないほうがこのましい。
325 規制をかけるより、支援する発想で。
326 新しい取り組みも必要だと思いますが、昔ながらの古きよき物・場所等を残してほしいと思います。

331

景観の善し悪しは個人によって差がでるもの、景観にこだわって開発・工事・箱物等は税金の無駄だと思う。/山川の自
然を汚さないためにも上下水道の整備、ゴミの不法投棄などのない環境づくりが必要。/安全で快適な生活を送るために
3Ｓを基本とした活動をするべきだ。

333

自然景観と街並み景観との問題がゴチャゴチャに出題されていた。/自然景観の田園地帯には単にコンクリートで加工さ
れているだけ。これでは、自然景観・田園景観とそこに住むだろう魚や虫達との共存が出来ない。自然景観・田園景観は
生き物がいてこそ活きてくるものではないでしょうか？

342 ゴミのない街並みや緑地の拡大など。景観づくりの基本の推進をしてほしい。

345

磐井川の堤防の桜は景観上非常に魅力があるので、堤防から50～100ｍは建物等に高さ規制できないか？/大町・地主
町等が近い将来ゴーストタウンになりかねない、活性化のためにも大型店舗等の規制が必要ではないだろうか。/磐井
川・須川の岸辺は自然石で作ってほしい、出来ることなら年内で計画する方向で。

346
一関は観光地なのか歴史的に保全を目的とした地域なのか、あらたに開発していく地域なのかなどの方向性をはっきり
するべき。そのためには多少の規制はやむをえない。

347 パチンコ屋をこれ以上増やさない。

348
全体構想が必要。また、将来の構想を地域住民に理解を求める。景観づくりの実践のため産業と連携し構想を推進す
る。詳しくは用紙を見て下さい。

351

町中に緑が少ない、新しい道路は人工的な感じがして市にあっていない。開発するだけの町づくりではなく、今ある自然
を守り活かす景観づくりをするべき。/道によくゴミが落ちているので自治体でゴミ0運動をしたりゴミの捨てずらい環境づく
りに心掛ける。現在の豊かな自然をこの百年、千年とのこしていけるような景観づくりをしてほしい。

352

花や植物が好きなので町中にいっぱい緑がほしいです。一関駅近くの商店街の木に咲いた花がとても綺麗でした。商店
街に行けばこれが見れるといったように和みの一つに植えたらいいと思います。/道路の工事のために山を切り崩すこと
をしてほしくない、切った分だけ植林するなどしてほしい。また、子供の遊び場をもっと作ってください。

357
自然を残しつつ都市化を進めてほしい。商店街を見るととても寂しい状態だと思う。大きくて何でもあるショッピングセン
ターが次々出来ているが商店街もその中に店舗として入るといいと思う

360
一関市街地を一望できるように山頂付近の木の伐採や枝打ちする必要があるのか？車が通行可能になるような拡張工
事には反対である。

361
平泉の世界遺産等のからみはあると思うが、景観は自然に出来ていくものであると思う。急がないで、徐々に行って住民
に多くの負担が掛からないように少しづづ整備をし長いスパンで行ってほしい。

362 景観づくりの前に市民の意見にもっと目を向けてほしい。

371

やはりあまり道路ばかり作らない方がいいと思います。今の時代、車があるので不便上は大したことないと思います。あま
り交通量のない道路や山の中まで整備すること自体、不自然な景観になっていると思います。また電線が多すぎるので
一つにまとめてみたらいかがでしょうか。それからやはりゴミが多すぎると思います。リサイクル活動を徹底して行うべきで
す。まずは道路からゴミを無くすべきだと思います。以前住んでいた水沢地区ではゴミの分別が細かくされていてリサイク
ル活動にもとても協力的な所でした。一関市ももっとリサイクルに力を入れるべきだと思います。それともう一つ山をけ
ずったら植樹をした方がいいと思います。ただし杉の木は一本もいらないと思います。

86

景観づくり以外での行政への意見・要望等
整理
番号

自由意見

3
何をやるにしても、個人の住宅に関しては、資金援助がなければ誰もやらない。景観をよくして何が変わるのか、逆に聞
きたい。そんなことより、住民の生活に対しての整備に資金をかけるべき。

4
厳美地区にスーパーを増やしてほしい/眞湯から磐井病院迄バスが通るようにバス回数を増やす/現在は巌美～磐井病
院行きの方達は大変なことです。料金が高すぎます。

9

一関市は、平泉町への入り口でもあり、新幹線の便があることを生かし、駅に降りたときに、みちのく路にきたことが感じれ
る町並、例えば、緑を植えて、関所らしきものを作って、そこに少し座ってお団子を食べたり、散策できる空間があっても
いいような気がします。それから、今、イオン一関が出来てお店が出来始めてきました。今からでも、自然と調和する建
物、色、看板を規制し、統一感のある町並を考えてみたらいかかがでしょうか？/景観とは別に、町の中心にある前ダイ
エーですが、これから高齢者が多くなってくるので、ひとつの建物で用が足せて楽しめなければなおいいと思う。例えば
病院、図書館、映画館、理・美容院、カラオケ、居酒屋とか入っていれば、便利で楽しくなると思うのですが/それからお
客様への接客態度、言葉遣いetc.勉強して欲しいです。

13
イオン周辺の安全性に関しては、景観を損なうだけではなく、事故が起きないうちに何とか解決してほしいです。/団地内
の道路の除雪があまりなされていなくて大変な思いをしました、雪の多い年末、何かしらの対策が必要だと思います。

16
市のお金が使われているのであれば、景観づくりよりも先にもっと違うことに力を入れて活動を行っていくべき。エコ問
題、温暖化、ごみ問題などの環境問題に力を入れてみては？

21
花泉には大きなスーパーがないので活気がない。その都度、町外へ行って買い物する時もある。駅の周辺か広い場所
に何でも買える大きなスーパーを希望します。

28
子供からお年寄りまで、年齢を関係なく集える、（利用できる）場所を近くに作ってほしい。例えば、アミューズメントパーク
など。

31 景観よりも防災を考えた将来建築が必要と思います。

46
新一関になって税金・水道料と高くなり、大東町の頃より年金暮らしの私たちには暮らしにくくなりました。また、法務省等
の手続きも、旧一関まで出向かなければならないなど、不便を感じています。/

65 道路を整備して、国道、県道ではなく、違う呼び名にかえる。（厳美ロードなど）
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問17　自由意見　記述回答（類型別）

66
住宅地が高い。もっと平地にして、福祉にやさしい町づくりをしてほしいです。（バリアフリー）/このアンケートをきちんと公
表してほしい。また、整備計画をわかる形で進めてほしいです。

90
町に出て、商店街の愛想が良くないことで、他所から入ってきた人達が共通して感じることのようです。人にやさしい街づ
くりについて考えてほしいです。

95 浦島公園は一人で歩いて入るには恐い所です。できたら、塀をはずして、外から誰がいるのか見えるようだと安心。

106
旧い一関では拡張地区は南側地区、または東側地区両側とおもわれるので、花泉方面または弥栄、川崎両面と思われ
ます。/国道284号線に入る道路拡張。

107
国道342号の中央分離帯があることで渋滞が起こりやすくなっている。救急車の往来にも支障があるので、撤去もしくは
中央分離帯に交通安全が保たれる範囲での植樹してはどうでしょう？

125 駅前周辺、大町通りがもっと賑わいがあるようになってほしい。

129
中国から帰化されたかたへの生活習慣等の指導をしてもよいのでは？/貸家では、借屋主は家の廻りを整備するよう指
導してほしい。

130
道路上に覆いかぶさっている枝の整備。/道路脇の土砂、草などの除去。/防犯灯の設置。/通学路の歩道設置。/カー
ブの前に標識設置。

166
室根町内の道路は国道としては道幅が狭く、大里のガード下などは事故が起きやすくとても恐いです。/室根山へ花見
に行くと、草だらけで足を踏み入れるのも大変なので、出来る範囲での整備をお願いします。

175 田河津地域の開発は特に必要だと思う。田河津には他の地域の人が流入する場所がない。
177 東山町松川地区に歩道を設けてほしい。
189 厳美周辺をもっと走行しやすい道路及び見学コースをとりいれる。

198
早急に外灯の整備、または、取り付けをおこなってほしい。学生の通学路等。/図書館の新築は学力レベルの向上にも
つながると思う。

207
外から人を呼ぶには、日常的に住んでいる市民が使いやすく、誇れるものでなければならない。景観がよくなっても中身
がついてこなければ無駄なものになってしまう。今ある文化施設等を再度見直し、適正な状態に整備することが大切。

222 一関市大町商店街の昔を知るものとして今の状態は悲しい。やはりデパートは必要。
254 一関市内には、公園が千厩や川崎より多く見られます。子供達が安心して遊べる場所を千厩・川崎にも作ってほしい。
272 景観よりも一関市内が不便なので、交通や施設を改善してほしい。
281 役場に景観課をつくる。藤原三代時代の歴史を掘り起こす。

302
一関の街は、ロックタウンのようなひとつの敷地にお店が集まっているところがない。また、ボウリング場と向かいのオルモ
の間に歩道橋を設置すれば安全に歩行できると思う。

329 国道２８４号、千厩～気仙沼間。特に室根町にバイパスを。

330
農道のちょっとした井戸で水を飲んだりしていましたが、今ではそんな井戸もなくなりました。景観も大事ですが相川小塚
地区では飲料水も水路の水もあまりありません。一日も早く市水道が各家庭で使えて、うどが森も眺めてくらしたいです。

363

もっと景観よりも一関市の駅前・建物の整備をし、観光客に喜んでもらえるように駅にデパートなどを造ってみてもいいと
思います。また、市長の意見も聞いてみたい。一関市の予算で駅のトイレを増やしたりくらいは出来ると思うのですがどう
でしょう？

364

豊富な自然を活かした環境整備をしてほしい。/駅前に関しては、活気がなくきれいな花もあるわけでもなく、ただのバ
ス・タクシー待合になっている。中尊寺世界遺産登録に向けて早急な対策が必要。/ガソリン代が他の地域に比べて高
いのはなぜか？/下の橋北側の未通行部分を早く開通させてほしい。行政大執行でもよいのではないのでしょうか？

33

その他
整理
番号

自由意見

5
私の住んでいる所は田舎なので、建物とか敷地と言われてもピンときません。又、洗濯に関しては天気の良い日は外に
干しています。

27 答えるのが難しかった。
31 景観よりも防災を考えた将来建築が必要と思います。

43

まず市民一人ひとりが美に関する意識を向上させること。/看板を規制し、建物の意識などを統一してもごみのポイ捨て、
不法駐車、通行のマナーなどが悪ければ特に効果を期待できないと思う。自分が好き勝手に生きるのではなく、次代の
人間に自然や財産をバトンタッチしなければならない。

190
去年の夏に自宅近くの川で、蛍が飛んでいるのを見ることが出来ました。今年も川や堀の清掃や草刈をしたいとかんが
えています。

209
風景景色自然文化の上から景観づくりとは言っても誠に難しいことだと思う。安全に生活するために必要なものは作られ
て自然もかわりつつあることに寂しさを感じる。

233
花泉町内に本線の駅が3つもあるのに寂れていて活用できてない。施設が点在しすぎている。ベゴニア館などは、場所
すら説明できない。

343 パチンコ屋が多いと思う。

8
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