
１．議会報告、市政全般についての総括
　①固定資産税の割合、②議会長期欠席の期間、③生活困窮者対策、④ふれあい体育館の利用方法、⑤福島空港の名称、⑥農業の
　転作・補助金問題、⑦仮設住宅の集約などについて、意見が出された。

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
　　　「生活道路の諸問題について」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　生活道路の諸問題で、地域では困っていることが多い。例えば、高齢化が進み、ゴミ出しの際、車が通るので非常に危険で
　　あり、玄関前でごみを燃やしたりしている。扇町区画では、夜間外灯がないために暗い。このような問題が出てきているの
　　で、テーマとしました。
　⑶　主な地域課題
　　①私道に対する課税について
　　②固定資産税の納税について
　　③道路問題、車椅子の通行について
　　④除雪問題、市道への昇格について
　　⑤除雪の方法、排雪について
　　⑥時差式信号機について
　　⑦道路の開通計画について
　　⑧交通量の多い道路、狭小なＳ字カーブの歩行について
　　⑨調整区域の問題について
　　⑩町内会の道路問題について
　　⑪４級市道の位置付けについて
　　地区のさまざまな問題点について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、問題の早期解決の方向を探りたい。

第18回市民との意見交換会・報告書（一箕地区）
 開催地区：一箕地区  開催日時：平成29年5月10日（水）　　　18時00分～19時55分

 担当班　：第3班（出席議員） 鈴木　陽、目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉将人　　（欠席議員）なし

 開催場所：ふれあいハウス

 参加人数：33名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 2名）
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予算について、市税収入のうち、固定資産税の占
める割合はどうなっているか。

自主財源は約150億円、そのうち3分の2が固定資産
税、3分の1が市民税です。 〇 ① 税

議員報酬について、長期欠席の期間はどのくらい
か。長期欠席者はいるのですか。

長期欠席の議員は現在はいない。期間の目安とし
ては、年に4回議会があるので、90日を1つのライ
ンと考えている。条例がつくられている議会もあ
り、検討しています。

● ① 議員報酬

政策討論会第2分科会について聞きます。豊中市な
どいろいろと見て歩いて回っているようですが、
本市に取り入れようと考えている具体的例はある
のですか。具体的に見えるようにしてほしい。

生活困窮者の取り組みを見てきています。川崎市
は、駅前にお仕事探しのサロンがあり、仕事が探
しやすくなっている。個室スペースの対応になっ
ている。参考にしていきたい。

● ① 社会福祉

現在、生活困窮世帯が増えている。格差が大きく
なっている。国民健康保険税などの税金の滞納の
問題がある。減免申請の制度があるのに、ほとん
ど知られていない。該当しているのに申請しない
ために財産が差し押さえになることもある。年金
が即差し押さえされると聞いている。生活がます
ます成り立たなくなる。現在の制度運営が困窮者
を生み出しているのではないか。

年金は生活費なので差し押さえできないが、年金
が普通預金に振り込まれれば、差し押さえること
ができるということになる。適切なアドバイスが
できるようにしたい。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

税

社会福祉

減免制度の活用を広報してほしい。出席議員の皆
様のご協力をお願いしたい。 〇 ② 税

ふれあい体育館のサブアリーナの使用について、
現状を見てほしい。環境が悪い。公園緑地協会に
話をしている。冬期間、寒いのに暖房機の持ち込
みも、寄付もできない。また、蛍光灯をつけると
バトミントンの練習の妨げになると言われる。

スポーツ推進課に確認する。現状を確認する。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

運動施設

※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 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※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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※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 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※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

第17回の意見交換会にて、福島空港を人の氏名に
してはどうかと提案している。例えば、ホノルル
空港が、ダニエル・K・イノウエ国際空港に変わっ
た。震災以降、観光客の誘客において、福島空港
というネーミングは、イメージが悪い。福島県の
管轄で、市に直接関係はないが、愛称として、野
口英世空港、ウルトラマン空港などとしてはどう
か。県と連携し、市議会でも取り上げてほしい。

県の事業ではありますが、関係部署に確認し、事
後報告します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

行政

農業の転作・補助金の問題がある。今後、大規模
農家は困るのではないか。今後の情勢がどうなる
か分かったら、農家の不安を取り除くためにもい
ち早く教えてほしい。

担当課に確認し、事後報告します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

農業

市内の仮設住宅の入居状況は、現在20％ぐらいで
ある。集約していくべきではないか。

県の事業ではありますが、関係部署に確認し、事
後報告します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

防災・安
全
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○　地区別テーマでの意見交換について

今日は、生活道路の諸問題について、皆様のご意
見を伺いたいと思います。まず初めに、区長会長
さんより、今回のテーマ設定の背景についてご説
明していただきます。

生活道路の諸問題で、地域では困っていることが
多い。例えば、高齢化が進み、ゴミ出しの際、車
が通るので非常に危険であり、玄関前でごみを燃
やしたりしている。扇町区画では、夜間外灯がな
いために暗い。このような問題が出てきているの
で、テーマとしました。

短大女子寮北側の130ｍの私道（袋小路）を市道に
変更してほしいとお願いしている。生活道路なの
に課税されている。昨年も意見交換会で話をして
いる。
公共に用するものは、非課税であると条例で定め
られている。他市では規制を緩めているところも
ある。税務課からは「袋小路であり、住宅居住者
が少ないため市道とはならず課税されている」と
回答はもらっている。一向に進まない。

市道認定基準を満たしていれば、寄附採納をし、
市道に認定してもらうことはできます。現地を確
認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

私道の固定資産税を、7軒分集めてくれと言われて
いる。現在2軒が空き家になっていて、集めるのが
大変である。各戸で納税させるようにしてほし
い。税務課に話をしても解決しない。

共有地ならば、まとめて納税するのは分かるが、
各戸の所有の土地であれば、１人がまとめるのは
おかしい。税務課に確認します。 〇 ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

→　生活道路の諸問題について

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 →　生活道路の諸問題について

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

道路の開発時期にばらつきがあり、凸凹が多いの
で、以前、社会実験をして調査したらどうかと話
をしたことがある。
市内の道路は行き止まりが多い。松長では、歩道
が斜めになっているため、車椅子が車道を通って
いる所がある。歩道と車道を同じ高さにしてほし
い。

七日町や歩道の狭いところについては、バリアフ
リー化を進めているが、まちづくりの上で検討し
ていかなければならない。
松長で車椅子が通行できない場所について教えて
ください。現地を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

八幡町の道幅4ｍの私道について。たまに除雪が入
るが、砂利道で凸凹である。4,5年に1回しか補修
してもらえない。コンクリート舗装にし、市道に
昇格させてほしい。

市道に昇格して進める方が良い。地区として要望
を上げてほしい。現地を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

除雪の仕方について、交差点に積み上げないでほ
しい。一箕小学校の近くの棚木商店前の交差点の
除雪は、交差点付近に雪を盛り上げるので見通し
が悪い。歩道と見通しを確保してほしい。
写真を撮って、道路維持課に話してあるが改善さ
れない。

学校の近くなので、優先的に市として取り組んで
いかなければならない。現地を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

国道49号のワールドパチンコ前の信号機が時差式
になっていて、右折車が曲がりきれない。改善し
てほしいと警察に言っても予算がないとの回答で
ある。

市の所管ではありませんが、現地を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

会津中央病院から会津大学へ抜ける道路につい
て、開通の計画はどのようになっていますか。昨
年、調査、測量等を行っていたが、どのような計
画になっているのか、調査をして明らかにしてほ
しい。

現地を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　生活道路の諸問題について

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

昨年、会津中央病院で船ケ森地区に駐車場を造っ
たため、通勤の交通量が増えた。速度を上げての
通行が多くなり危険である。道幅も狭いが、通学
路なので、歩道を確保するなど、交通量増に対す
る配慮がほしい。また、居合団地前の狭小なＳ字
カーブの根本的な解決も図ってほしい。

会津中央病院では、道幅を広げて駐車場を造成し
ている。また、職員には、交通安全やモラルの遵
守等を徹底するように指導している。地区や病院
より、市に提言していかなければならない。現地
を確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

市道一箕4-126号線について、4級市道の使用でい
ろいろ困っている。「調整区域でもともと赤道の
道路は市で境界を明確にできない」と言われても
困ってしまう。生活道路の基本的な考え方を聞き
たい。道路を共有しているが、早く道路と民地と
の境界を確定してほしい。舗装してほしい。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

本市の道路は、大黒堂からマクドナルドまでの道
路など、穴開きの道路が多い。渡部圭一歯科から
セブンイレブンに行く道路は自転車道の白線もな
いし、轍ができて運転しづらい。居合郵便局から
一箕の交番まで、毎年7,8カ所修繕するが、作業方
法が悪いのではないか。大塚墓地の納骨堂に横断
歩道がない。除雪もきちんとされていない。

滝沢の町内会で多くの要望が出されたので、取り
まとめていただき、町内会で優先するものの意見
を出してほしい。現場確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

4級市道についての位置付け、赤道の位置付けはど
うなっているのか。生活路線として使っているの
であれば、整備もすべきである。災害があって
も、消防車も入れない。

4級市道は、基本的に整備が難しい。市が資材を提
供し、地元で修繕などしているケースもある。

〇 ①
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一箕地区

件名

１．国民健康保険税の減免申
請について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．ふれあい体育館サブア
リーナの環境整備について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
　生活困窮者対策として、国民健康保険税などの税金の減免申請制度
の利用についてきちんと広報してほしい。

【事後処理結果】
　国保年金課に確認しました。
○国保年金課からの回答
　減免申請制度について適宜説明しています。被保険者の状況にあわ
せた相談に努めており、状況を把握した上で、適切な対応をとるよう
にしています。どのようなことでも、気軽に相談をしていただきた
い。差し押さえについても、いきなりということはありません。事前
に督促もしており、督促も含め相談の機会につなげていきたい。

【市民からの要望・質問】
　サブアリーナの環境が劣悪である。改善できないか。冬期間、寒い
のに暖房器具の寄付も、持ち込みもできない。快適に運動できる環境
にしてほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現地調査をし、スポーツ推進課に確認しました。
○スポーツ推進課からの回答
　冬期間の火気の取り扱いは禁止しています。蛍光灯の灯りが目に
入ってしまうことについては、本来暗幕をして使用していただくこと
になっています。今後、遮光について検討していきます。少しでも環
境を良くしていきたいと思います。利用者に対し、お互いに話し合い
をして使用していくことを提案しています。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

３．福島空港の名称について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

４．農業の転作・補助金問題
について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　福島空港の現在の名称は、震災以降イメージが悪い。観光客の誘客
において、名称をゆかりの人物名に変更できないか。
　
【事後処理結果】
　地域づくり課に確認しました。
○地域づくり課からの回答
　福島県内の協議会で協議されていますが、進んでいません。福島空
港を活かした、インバウンド対策として進めていきたいと思います。

【市民からの要望・質問】
　農家の不安を取り除くために、情報をいち早く伝えてほしい。

【事後処理結果】
　農政課に確認しました。
○農政課からの回答
　国からの米の需給に関する情報や、県が示す「生産数量の目安」に
基づき、行政・集荷業者・生産者等で組織する市農業再生協議会にお
いて、平成30年以降も生産者ごとの「生産数量の目安」を提示するこ
ととして、2月に生産者へ周知しました。また、農業経営改善研修会、
TPP対策や収入保険制度の研修会を開催しました。今後も、国が行う
「農業競争力強化プログラム」による農業構造改革の動向を注視し、
市としては、大規模農家等の担い手も含めた生産者へ早急に情報提供
できるよう努めていきます。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

５．仮設住宅の集約について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

６．短大女子寮北側の私道の
市道認定について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　短大女子寮北側の130ｍの私道（袋小路）について、生活道路になっ
ているため、市道に変更してほしいとお願いしている。公共に用する
ものは、通常非課税であると確認しているが、市税務課より、非課税
にならないとの回答をもらっている。一向に進まない。
　
【事後処理結果】
　３班で現地調査をし、税務課に確認をしました。
○税務課からの回答
　当該私道については、公共性があると認めており、8分の1課税とし
ています。市道にならないのは袋小路であるためで、現在、8分の7は
減らしています。市道となるためには、転回広場と底地すべての所有
者の同意など、市の市道認定基準に合致することが必要です。

【市民からの要望・質問】
　今後の仮設住宅の集約計画はどうなのか。空いているので集約した
ほうが良い。

【事後処理結果】
　危機管理課に確認しました。
○危機管理課からの回答
　平成28年度末で23％の入居者である。平成31年度までに集約、撤去
していきます。明確な方針は、平成29年度中に示していく考えです。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

７．固定資産税の納税につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ４）

８．斜めになっている歩道に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　７軒分の固定資産税を取りまとめて納めるように言われている。各
戸で納税させるようにしてほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現地調査をし、税務課に確認をしました。
○税務課からの回答
　この土地は共有名義であり、民法の規定で、連帯で納税してもらう
ことになっています。各戸で納税するためには、個人名義とするしか
ありません。

【市民からの要望・質問】
　松長のところで、歩道が斜めになっているところがあり、車椅子が
車道を通っている。車道と歩道を同じ高さにしてほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現場を確認し、道路建設課、道路維持課に現状を伝えまし
た。
○道路建設課、道路維持課からの回答
　当該歩道については、部分的に斜めになっている所があります。マ
ウンドアップ工法をとり、歩道を高くすることで安全を確保していま
した。現在はフラットタイプが主流ですが、現在のところ修繕する予
定はないです。現状で車道と歩道をフラットにすると宅地との間に段
差がついてしまいます。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

９．八幡町の私道の市道認定
について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

10．除雪の仕方について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　八幡町の道幅4ｍの私道だが、私道なので除雪もきちんと実施しても
らえない。コンクリート舗装にし、市道に昇格させてほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現場を確認し、道路維持課に現状を伝えました。
○道路維持課からの回答
　私道を舗装する場合、市が工事費の50％を補助しています。市道の
認定は道路維持課が担当していますので、認定基準等について道路維
持課に相談してください。

【市民からの要望・質問】
　一箕小学校近くの棚木商店前の交差点の除雪は、交差点付近に雪を
盛り上げるので見通しが悪い。歩道と見通しを確保してほしい。通学
路は優先順位をつけて取り組んでほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現場を確認し、道路維持課に現状を伝えました。
○道路維持課からの回答
　雪を置く場所がないため、一時的に積み上げています。通行の見通
しが悪くなることは承知しており、速やかに対応していきます。最優
先で対応し、排雪したいと思います。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

11．国道４９号の時差式信号
機について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

12．会津中央病院から会津大
学に抜ける道路の開通計画に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　国道４９号のワールドパチンコ前の信号機が時差式で、右折車が曲
がりきれない。
　
【事後処理結果】
　福島県の所管とはなりますが、３班で現地を調査し、危機管理課に
確認をしました。
○危機管理課からの回答
　地区の交通安全協会と区長の連名で地元要望として要望書を提出し
ていただきたい。市としても、会津若松警察署交通第一課と協議し、
早期対応を要望します。

【市民からの要望・質問】
　昨年、調査、測量などを行っていたが、今後の開通の計画はどのよ
うになっているのか。
　
【事後処理結果】
　３班で現地調査をし、道路建設課に確認しました。
○道路建設課からの回答
　現在、整備に向け、課題を整理しているところであり、その上で、
具体的計画を検討していきます。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

13．通学路の安全確保につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ６）

14．生活道路の基本的な考え
について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　市道一箕4-126号線について、4級市道の使用でいろいろ困ってい
る。「調整区域でもともと赤道の道路は市で境界を明確にできない」
と言われても困ってしまう。生活道路の基本的な考え方を聞きたい。
道路を共有しているが、早く道路と民地との境界を確定してほしい。
舗装してほしい。
　
【事後処理結果】
　３班で現地を確認し、道路維持課に現状を伝えました。
○道路維持課からの回答
　各自で測量をしていただき、境界を明らかにし、進めることになり
ます。相談をいただきながら進めていくことになります。

【市民からの要望・質問】
　子どもと高齢者への交通安全の点から、鶴賀町の道路の安全確保と
狭小なＳ字カーブの道幅の拡張をお願いしたい。
　
【事後処理結果】
　３班で現地を確認し、道路建設課、道路維持課に現状を伝えまし
た。
○道路建設課、道路維持課からの回答
　道路の拡幅については、幹線道路は買収方式で進めています。通学
路においては、適時点検していますが、地区の区長、学校などから要
望をいただければ、具体的な検討を行い、優先順位をつけ対応してい
きます。
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一箕地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

15．滝沢町内会の道路事情に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　本市の道路は、穴開きが多い。大黒堂からマクドナルドまでの道
路、渡部圭一歯科からセブンイレブンまでの道路、居合郵便局から一
箕交番までの道路、大塚墓地の納骨堂の道路などについて要望があ
る。
　
【事後処理結果】
　滝沢の町内会で優先順位をつけて、要望を取りまとめてほしいとお
願いしました。３班で現地を確認し、道路維持課に現状を伝えまし
た。
○道路維持課からの回答
　道路の補修整備は計画的に進めています。老朽化した路線が多く、
優先順位を決め、緊急的な対応として部分補修しながら、順位に従い
全面補修しています。
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