
第18回市民との意見交換会・報告書（大戸地区）
 開催地区：大戸地区  開催日時：平成29年5月11日（木）　１８時３０分　～　２０時１０分

 担当班　：第２班（出席議員）渡部　認、内海　基、村澤　智、小倉孝太郎、清川雅史　　（欠席議員）樋川　誠

 開催場所：大戸公民館

 参加人数：１８名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

　
１．議会報告、テーマ以外の市政全般についての総括
　　・各政策討論会分科会の活動報告に関しては、市の財政についての質問が多かった。
　　・前回も質問があった産業振興基本条例の制定について、改めて市議会の考えを問いただされた。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　⑴　地区別テーマ
　　　「地域の情報化の推進について」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　長年、大戸地区より光ファイバーの導入の要請があったが、近年、その重要性が増し、改めて地区からの提案があったた
　　め、テーマとして設定した。
　⑶　主な地域課題
　　・新しい課題というよりも、長年解決されていない地区の課題について改めてご意見をいただいた。
　　・前回とテーマは異なるが、若者の定住という意味では共通するものがあった。
　　・情報化社会において、整備の遅れに対して非常に危機感を抱いておられた。
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水道料金が６月１日から値上げになるが、今回の
広報議会には詳しく載せていないのか。

広報議会 平成２９年２月１日号 （No.186）に詳
しく載せてありますので、そちらをご覧になって
ください。

○ ① 水道

神明通りのアーケードについて予算が付いたよう
だが、空き店舗もある中でメリットはあるのか。

空き店舗の利活用はこれから考えていかなくては
ならないが、アーケードを建設することで中心市
街地の活性化が図られると判断したため、予算化
を行いました。

○ ①
中心市街

地

水道施設を更新したと聞いたが、新しい方式とは
どのようなもので、処理能力はどのようになった
のか。

滝沢浄水場では膜ろ過システムを採用することに
なり、それによって処理工程が単一のろ過工程に
置き換えられ、施設のコンパクト化が図られ、運
転システムの安定性も高くなります。処理能力
は、更新前は１日当たり４７，３００㎥でした
が、給水量の減少や給水人口の減少を考慮し、更
新後は１日当たり２７，０００㎥となります。

○ ① 水道

平成２９年度一般会計歳出予算において、民生費
の割合が一番多く年々増えているが、減らすため
の取り組みは行っているのか。

民生費の中でも扶助費が多くを占めています。減
らすための取り組みとしては、生活保護を受ける
前の救済が必要であり、就労支援などを行ってい
ます。加えて、本市では３つの大病院と多くの介
護施設があり、医療環境が充実しているために医
療費が右肩上がりでもあります。従って、コンビ
ニ受診などをしないように啓発を行っています。

○ ① 社会福祉

市議会として、産業振興基本条例を制定する考え
はあるのか。

産業振興のためには条例が必要とし、前期議会で
制定を求めてきた。今期、政策討論会第３分科会
でも引き続き調査研究してきており、新条例の制
定ではなく、補助金条例である中小企業振興条例
を、理念や実態把握も含めた条例に改正するよう
に求めていきます。

●

○
① 地域経済

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

宝くじの収益を財源としたコミュニティ助成事業
として、１００万円までは補助してもらえると聞
いたので除雪機をお願いしたが、はずれてしまっ
たようだ。環境生活課に問い合わせたところ、
「会津地域は全てはずれたので通知はない」との
ことであった。はずれてもせめて通知はほしい
が、どのようになっているのか。

詳細について調査した上で後日、回答します。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

地域社会

ＡＥＤだが、黒森とか闇川とかに市の助成で設置
できないのか。また、ＡＥＤ設置箇所マップは大
戸の消防団では持っていないので、公開してほし
い。

本市ではＡＥＤ設置箇所マップは、公共施設のみ
ホームページ上で公開しています。助成について
は詳細について調査した上で後日、回答します。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７,８に記
載）

防災・安
全

旧１２１号線のスノーシェッドの補強改修工事を
しているが、歩道が撤去された。今は緑のマット
を敷いているが、安全のためならせめてカラー舗
装してほしい。

詳細について調査した上で後日、回答します。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

交通安全

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、地域の情報化の推進について、皆様のご
意見を伺いたいと思います。

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）などの防災
無線を受信するためにも、光ファイバーを入れて
ほしい。

第６次会津若松市地域情報化基本計画において、
「災害に強く安全で安心して暮らせるまちづく
り」を目指しており、災害・緊急情報の提供とい
う意味からも光ファイバーの導入は大事な視点だ
と考えています。

○ ①

大戸地区は人口が少ないため光ファイバーを導入
するのに採算を考えていたらなかなか入らない。
個人では難しいので、公費で入れてもらわないと
入らない。もう何年もお願いしているのだから、
やるかやらないか、あとはトップの考えひとつで
ある。

貴重なご意見として伺っておきます。

○ ②

2020東京オリンピック・パラリンピックに向け
て、総務省でも環境整備を推奨しているのだか
ら、それを使って大戸地区のインターネット環境
整備ができるのではないか。

西会津町では補助金のメニューを使ってケーブル
テレビを引いていて、町民の健康チェックなどに
活用しています。今後、総務省などのメニューを
当局とともに探していきます。

○ ①

遠くに住んでいる孫が遊びに来たときにタブレッ
トを持ってきたが、wi-fi環境がなかったために使
えなかった。これでは若者はますます寄りつかな
くなってしまう。田舎だから必要ないのではなく
て、田舎だからこそ必要である。

本市では地域の若者定住や、少子化対策に対して
も力を入れていて、地域の活性化のためにも若者
が増えていくことが不可欠だと考えています。 ○ ①

→　地域の情報化の推進について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域の情報化の推進について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

温泉観光協会の立場から言わせていただくと、Ａ
ＤＳＬだと観光客が一斉にwi-fiを使うとパンクし
てしまう。観光客は地域のさまざまな情報が欲し
いので、ぜひとも線の整備をお願いしたい。

東武鉄道の新型特急リバティが運行開始されたこ
ともあり、今後ますます観光客が増加することが
予想され、特にインバウンド対策としてもwi-fi環
境の整備は必要だと認識しています。

○ ①

芦ノ牧温泉では、今は予約客の多くがインター
ネット予約である。処理しきれないので独自に光
ファイバーを入れた旅館もあるが、各部屋まで
持っていくと容量が足りなくなってしまうので、
市の方で入れていただけると助かる。

貴重なご意見として伺っておきます。

○ ②

首都圏に住んでいたときの感覚で言えば、タブ
レットが使えないのは原始時代に生きているよう
なものだ。会津鉄道の中でも、芦ノ牧温泉駅だけ
が光通信になっていない。門田地区と下郷まで
入っているのだから、できるだけ早期に設置して
ほしい。

同じ市内として、地域格差の是正のためにも行政
の決断が迫られているところだと認識していま
す。

○ ①

大戸地区と湊地区だけが光通信ではないのは、市
が阻害しているのではないか。

決してそのようなことはありません。今度開かれ
る情報政策課との意見交換会では、今日のような
意見をぜひとも出していただきたいです。我々も
できるだけ後押ししていこうと考えています。

○ ①
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　大戸　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．平成２９年度コミュニ
ティ助成事業の結果報告につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　宝くじの収益を財源としたコミュニティ助成事業として、１００万
円までは補助してもらえると聞いたので除雪機をお願いしたが、はず
れてしまったようだ。環境生活課に問い合わせたところ、「会津地域
は全てはずれたので通知はない」とのことであった。はずれてもせめ
て通知はほしいが、どのようになっているのか。

【事後処理結果】
◯環境生活課からの回答
　今回、一般財団法人自治総合センターから県を通じて本市への、採
択か否かの通知に時間がかかっていると思い、市から県に問い合わせ
た結果、「全ての申請に対して採択がなかったために通知をしない」
との回答がありました。本市では、採択の有無にかかわらず通知を出
すことになっており、今回は、５月中に通知をする予定です。

○２班としての対応
　地域活動は年間計画に基づいているものであり、かつ、地域で活用
できる財源も年々縮小されている傾向がある。その意味でも助成事業
に採択されるかどうかは地域にとって重要な関心事であり、できるだ
け早く結果が知りたいものである。したがって、採択の可否にかかわ
らず通知をすることは大切であり、早めの通知を心がけることで市民
の当局に対する信頼が生まれることから、早めの通知を環境生活課に
要請した。
 その後、一連の経緯について、質問されたご本人に直接説明した。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書
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　大戸　地区

件名 処理（対応）内容 備考

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

２．ＡＥＤ設置箇所マップお
よびＡＥＤ設置助成金につい
て＜その１＞
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　ＡＥＤだが、黒森とか闇川とかに市の助成で設置できないのか。ま
た、ＡＥＤ設置箇所マップは大戸の消防団では持っていないので、公
開してほしい。

【事後処理結果】
◯危機管理課からの回答
　本市のオープンデータ利活用基盤「DATA for CITIZEN」において、
本市の公共施設に設置されているＡＥＤの情報（施設の名称、住所、
電話番号、施設のどこにあるのか）を掲載しています。その情報をア
プリケーション「会津若松市ＡＥＤ設置箇所」で使用することで、Ａ
ＥＤの設置箇所を地図上に表示することができます。地区に対する設
置助成金は現在のところありません。

◯会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部からの回答
　公共施設に加えて、民間で設置しているところで認定事業所になっ
ているところであれば、ホームページ上で公開しています。しかし、
それをもとにマップを作成する予定まではありません。設置助成金も
現在はありません。

○健康増進課からの回答
　今現在、地区に対する設置助成金はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(次ページに続く）
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　大戸　地区

件名 処理（対応）内容 備考

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

２．ＡＥＤ設置箇所マップお
よびＡＥＤ設置助成金につい
て＜その２＞
　　　　　　　　　（Ｐ３）

○２班としての対応
 ＡＥＤが必要なときは命に関わる緊急なときであるので、マップとし
ては利便性が高いほど良いと考えられる。しかし現在は、マップにた
どり着くまでに時間がかかり、かつ、民間を網羅できていないので、
民間を含めたマップの作成及び助成金の創設を健康増進課などに働き
かけていく必要がある。ただし、マップについては最新の情報に更新
しなければならないため、定期的な管理が必要となることが課題であ
る。
 その後、一連の経緯について、質問されたご本人に直接説明した。ま
た、消防団第１2分団団長に大戸地区における民間のAED設置場所を含
めたリストを渡して、団員への情報共有をお願いした。
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　大戸　地区

件名 処理（対応）内容 備考

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

３．スノーシェッド内の歩道
整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　旧１２１号線のスノーシェッドの補強改修工事をしているが、歩道
が撤去された。今は緑のマットを敷いているが、安全のためならせめ
てカラー舗装してほしい。

【事後処理結果】
◯道路維持課からの回答
　当該の箇所は本市道ではなく下郷町の町道になっているので本市の
所管ではありませんが、本市民も利用する箇所ではあるので、どのよ
うに対応していくのかを道路維持課から下郷町へ問い合わせた結果、
今後、現車道部分を歩道、車道に区分別けするカラー化を考えている
との回答を得ました。

○２班としての対応
　今回のような市外の地域についての要望でも、本市民との関わりの
中で重要であれば担当課を通じて情報を収集することが大切であり、
状況によっては本市民の要望を相手側に伝えていくことが大切であ
る。
　その後、一連の経緯について、質問されたご本人に直接説明した。
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