
第18回市民との意見交換会・報告書（行仁地区）

 参加人数：12名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　　町内会の課題、問題について町内会全体で整理しているケースと問題意識を持っている住民の方が整理しているケースが意見
　として出されました。共通する事項として長年にわたり整理できないケースが出されています。特に担当課、議会に行っても解
　決することが困難な事例について掘り下げる意見交換が求められると考えます。

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
      「子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について」
　　　「行仁小学校建設に向けた施設整備について」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　今回は、「子どもたちの居場所づくり、行仁小学校建設に向けた施設整備」についてをテーマに、すずらん寮、コミセンの
　　老朽化、児童館、消防屯所の複合施設について伺います。議会は住民の皆様から「行政はこれもダメ、あれもダメ」「住民の
　　意見はどのようになるのか」と伺っています。また、議会は教育委員会などから、これまでの経過について聞き、基本的な考
　　え方は決定したが、行仁小学校建設に向けた複合施設建設については、がちがちに固まっていないと説明を受けました。議会
　　の立場は、どのような学校をつくるのか、住民の声をできるだけお聞きし、できる限り行政に伝え、議決することになりま
　　す。議会として、行政と違う立場で皆様のご意見をお聞きするため、今回のテーマを設定しました。
　⑶　主な地域課題
　　「平成26年5月から行仁小学校改築推進委員会がつくられ開催されてきたが、会議の住民意見は反映されていない。」
　　「行仁地区の住民意見の集約として幼稚園、保育所の保護者の意見をそれぞれの世代で聞くべきと言ってきたが、聞いていな
　　　い。その世代の方が推進委員会、検討委員会に入っているので実施してこなかったのか。さまざまな階層の方の意見を聞く
　　　べきと考えます。私は、地区検討会議などに参加してきたが、資料が出され意見を出してと言われても考える時間がないの
　　　ですぐには発言できない。時間をかけてあらゆる年代の方の話が聞こえるようにしてください。」
　　「PTA、幼稚園の方の参加がないのは具体的な意見が言えないからだと思います。意見を出せる前提として小学校建設計画、
　　　仮設校舎、施設内容などの資料があれば話ができるのではないかと思います。今後は、行仁小学校敷地をどのように有効活
　　　用できるのか検討していただきたい。」
　　以上の発言から、行仁小学校建設に向け住民意見を反映できる取り組みについての課題があります。

 開催場所：行仁コミュニティセンター

 開催地区：行仁地区  開催日時：平成29年５月10日（水）　18時30分　～　20時10分

 担当班　：第４班（出席議員）石田典男、原田俊広、古川雄一、中島好路、松崎　新　　　　　（欠席議員）なし
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前回私が質問した報告書P13の昭和町周辺から会津
北嶺高校に至る道路舗装について、舗装（透水
性）が荒くアスファルトがはがれ、細かいアス
ファルトくずが処理されないでいる。川ざらいの
際に町内会で集めたアスファルトくずは、担当課
は持って行かないとの回答であった。

各地区でさまざまな要望がある、全ての要望を聞
くことができない、年間約30件処理するので手一
杯である。舗装、修繕費は毎年度減少してきてい
る。そのため優先順位をつくって行っており、通
学路は優先している。
場所が分からないので後日調査し回答します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

道路

戸ノ口堰事務所付近の道路の水路が流れていな
い。以前問い合わせをしたところ、水路の土砂上
げは各自行ってほしいとの回答でした。

場所が分からないので後日調査し回答します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

側溝

滝沢町から蚕養町に流れる若松一中北側の別川緑
道についてですが、開渠から暗渠になる蚕養町5番
32号と6番32号付近は年に数回ごみが詰まりあふれ
ることがある。現場を見てほしい。

場所が分からないので後日調査し回答します。

〇 ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12,13に記
載）

河川

広報議会のP19、ごみステーションのないところは
行政指導できないのか。

廃棄物対策課では、公道に面していてごみステー
ションがないところは、住民と協議を行い指定し
ています。議会は委員会などで住民と協議してほ
しいと要請しています。

〇 ① 環境

神明通りアーケード建設に係る商店街の持ち出し
金について。

3分の2は県と市が補助、残りが商店街で出すこと
になりました。 〇 ①

中心市街
地

※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

※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

分類 番号 備考

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

※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

若い方で生活保護を受けている方がいる。一方で
高齢者の方の中には、収入が生活保護費以下の方
がいます。許せないのは、生活保護受給者が車を
乗っていることです。市は調査すべきであり、働
ける方は働いていただくべきである。

現在、本市の生活保護世帯数は少しずつ増え、一
番多い世代は年金世代で現役世代でも受けている
方がいます。市の支援については、現役世代の
方々に就労支援を積極的に行っているところで
す。支援の結果、何人か就労に結び付いていま
す。車を使用しているとのことですが、生活保護
受給者は、原則車は持てないことになっていま
す。その方は、他人の車を乗っていることが考え
られます。

〇 ① 社会福祉

行仁児童館の先生の勤務状況ですが、2名は市の職
員で、4名は臨時採用（11カ月雇用、最長で3年）
となっており、1カ月だけ違う方が行仁児童館に配
属されます。そのことで児童や配属された方に負
担が来ています。このことを知ってほしい。

〇 ② 児童福祉
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○　地区別テーマでの意見交換について

本日議会は、「子どもたちの居場所づくり、行仁
小学校建設に向けた施設整備」についてをテーマ
に、すずらん寮、コミセンの老朽化、児童館、消
防屯所の複合施設について伺います。議会は住民
の皆様から「行政はこれもダメ、あれもダメ」
「住民の意見はどのようになるのか」と伺ってい
ます。また、議会は教育委員会などから、これま
での経過について聞き、基本的な考え方は決定し
たが、行仁小学校建設に向けた複合施設建設につ
いては、がちがちに固まっていないと説明を受け
ました。議会の立場は、どのような学校をつくる
のか、住民の声をできるだけお聞きし、できる限
り行政に伝え、議決することになります。議会
は、行政と違う立場として皆様の意見をお聞きし
ます。

教育委員会は、話し合いや説明の際、答弁では、
がちがちの計画ではないと言いながら、がちがち
の計画をつくっていると考える。行仁小学校の土
地の面積は限られており、どのような学校ができ
るのかが分かる。教育委員会は、もう少し柔軟な
考え方で計画を立て、我々の意見を聞いてほし
い。

行仁小学校建設に対する地区の意見で多いものは
どのようなものなのか教えてください。

→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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
→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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

現在、行仁地区には児童館がある。児童館の現状
は、自由来館で利用できるが、こどもクラブにな
れば、自由来館できなくなり、登録制となる。ま
た、行仁こどもクラブになれば、運営が直営から
外部に委託される。私は、今後も児童館と同じ運
営の施設をつくるべきと考える。こうした児童館
とこどもクラブについての住民への説明がないの
で要望とかけ離れている。

これが前提ということで、要望は何ですか。

こどもクラブになれば、自由に来館できなくなっ
てしまう。このことが住民に説明がされていな
い。そのことは伝わっていない。だから要望とか
け離れている。

地区検討会などで「新しくできる小学校の体育館
をコミセン、こどもクラブで利用できる」との回
答をもらっているが、現在でも夜は、諸団体に貸
し出されている。こどもクラブでは説明のあった
ように使うことができない。児童館にあるような
スペースが、今後つくられるこどもクラブにも必
要である。新たな小学校の体育館を共用にするの
ではなく、現在コミセンで運営しているスペース
を確保してほしい。

新たな複合施設では、共用ではなく、現在のよう
にコミセンのスペースをつくってほしいというこ
とですか。

そうです。学校とコミセンのスペースは、共用で
きないところもある。最低限のスペースは確保し
てほしい。また、共有できるところは共有し、そ
のことがあって行仁小学校を建てるのであればそ
れでよい。
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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

行仁小学校敷地内にコミセンは入らないで現在の
コミセンを改修して使う選択肢もある。これまで
のコミセンは自由に行ってきた。1階の児童館が小
学校敷地内の施設に入ることになれば、これまで
児童館が利用していたスペースが空くことにな
る。このスペースを活用することでコミセン活動
は活性化することになる。

今のコミセンを使うとなれば、建設して35年たっ
ている。手を入れないといけない。

大規模改修が必要と考えます。特に上下水道の老
朽化があり、トイレの洋式化、１，２階のフロア
は全面的に改築しないといけない。

大規模改修工事ができないときは、新たな行仁小
学校敷地内に住民が要望するコミセンのスペース
を確保し、さらに上下移動する必要のない設計で
あればどのようにしますか。

大規模改修工事ができないとすれば、新たな行仁
小学校内の施設に私たちが要望するコミセンがで
きればそこに入ってもよい。
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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

市は行仁小学校改築に当たり多くの声を聴きたい
とワークショップを2回行ってきた。その後、地区
検討会が3回行われた。市は、行仁地区の住民要望
を聞いてくれるのかと思った。しかし、ワーク
ショップの意見が地区検討会に反映されなかっ
た。市の歳入、歳出のことで事業予算がつかない
ので総合的な施設の学校をつくりたいとの説明で
あった。行仁小学校の面積は限られている。初め
から複合施設の説明に終始し、教育委員会は何を
考えているのか分からなかった。仮設校舎につい
ても意見を言ったが、設置しない、考えていない
とのことだった。鶴城小学校建設のように旧学鳳
高校跡地に仮設校舎をつくり、通学のためにス
クールバスの運営を検討すべきとの意見について
も、予算を考えていないとのことであった。始め
からダメ出しである。消防団の屯所についても、
現在の屯所利用について発言したが、複合施設に
入れますと強く言われた。検討委員会で意見を
言っても深まらないので、もうやっていられない
と感じた。行仁小学校は、立派な小学校をつくり
たいとの思いが伝わらない。

非常に乱暴な取り組み、進め方と感じた。鶴城小
学校建設で問題になったことの一つは児童、生徒
の安全の問題でした。議会は、鶴城小学校の建設
場所が現在の場所ではなく城前団地になったこと
を取り上げ、再考を促してきた。議会は住民の声
を聴くべきだとの立場をとってきた。意見交換会
の意見要望は議会だけではなく執行機関、市長も
見ます。貴重なご意見ありがとうございました。

平成26年5月から行仁小学校改築推進委員会がつく
られ開催されてきたが、会議の住民意見は反映さ
れていない。
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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

行仁小学校建設は、教育委員会の提案のとおりに
なってしまうとの助言を受けている。学校、コミ
センは、誰のための施設なのか。私は、住民が納
得した小学校をつくりたい。住民、議会と一緒に
つくりたい。

行仁小学校は、自分の母校である。現在は2クラ
ス。統合のうわさ話があった。廃校になれば不安
である。長期的なビジョンをつくってほしい。

議会の経験として城前団地に鶴城小学校を建設す
る計画を議会が再提案して変えてきた。行仁小学
校建設に向け議会も考えていきたい。

今後のスケジュールはどのようになるのか。 本年5月、プロポーザルによる基本設計の業者選
定、6月から8月に行仁地区検討委員会を行い、8月
までに具体的基本設計案をまとめ、基本設計がつ
くられます。来年度、実施設計をつくり、工事は
平成31，32年度に行う計画です。

今の説明は、第1回検討委員会で配布された資料の
スケジュール通りで全く変わっていません。

議会は、鶴城小学校建設計画に際し保護者やこれ
から入学する保護者の方の意見を聞く必要があ
り、住民意見を絞り込むのではなくさまざまな関
係者の意見を聞き、執行機関と審議し議決しつ
くってきました。行仁小学校建設に向け同じよう
な取り組みを考えます。
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）について
　　行仁小学校建設に向けた施設整備について

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

行仁地区の住民意見の集約として幼稚園、保育所
の保護者の意見をそれぞれの世代で聞くべきと
言ってきたが、聞いていない。その世代の方が推
進委員会、検討委員会に入っているので実施して
こなかったのか。さまざまな階層の方の意見を聞
くべきと考えます。私は、地区検討会議などに参
加してきたが、資料が出され意見を出してと言わ
れても考える時間がないのですぐには発言できな
い。時間をかけてあらゆる年代の方の話が聞こえ
るようにしてください。

複合施設の学校をつくるのであれば多くの方々の
声を聴き、全ての方が賛成することができなくて
も話し合いを重ねて施設建設を合意できるように
進めなければならないと考えます。本日の意見は
議会の中に報告し、行仁小学校の複合施設建設に
向け住民のさまざまな意見、要望を聞いて議会と
してどのようにしていくのか皆様の意見を大事に
していきます。議会は、学校関係者、保護者の
方々の声を聴いていませんのでお聞きしたいと思
います。

初めての参加でびっくりしている。参加して行仁
小学校の現状を聞けてよかった。施設の複合化で
不便になってしまうのではないかと思う。そのこ
とが解決できるのか今後の施設設備の問題を考え
ていただきたい。

PTA、幼稚園の方の参加がないのは具体的な意見が
言えないからだと思います。意見を出せる前提と
して小学校建設計画、仮設校舎、施設内容などの
資料があれば話ができるのではないかと思いま
す。今後は、行仁小学校敷地をどのように有効活
用できるのか検討していただきたい。

まとめとして、行仁小学校建設について、よく考
えてほしいということですか。

その通りです。
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　行仁　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．アスファルトくずの処理
について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　前回私が質問した報告書P13の昭和町周辺から会津北嶺高校に至る道
路舗装について、舗装（透水性）が荒くアスファルトがはがれ、細か
いアスファルトくずが処理されないでいる。川ざらいの際に町内会で
集めたアスファルトくずは、担当課は持って行かないとの回答であっ
た。

【事後処理結果】
　5月15日、4班で現地調査を実施しました。
○現状と4班の対応
　・透水性のアスファルト舗装のため周辺にクズが確認できました。
　・「大量に発生し交通に支障が出るようであれば、市にお知らせく
　　ださい」と質問をされた本人に説明してきました。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

足元にアスファルトクズ

透水性のアスファルト舗装

10



　行仁　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．水路の土砂上げについて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　戸ノ口堰事務所付近の道路の水路が流れていない。以前問い合わせ
をしたところ、水路の土砂上げは各自行ってほしいとの回答でした。

【事後処理結果】
　5月15日、4班で現地調査を実施しました。
○現状
　・自宅の裏の水路に雨水などが流れる構造のため、自宅付近は春と
　　秋の川浚いの時に土あげを行っている。
　・問題の箇所は、両隣駐車場のため管理できないため土が堆積し一
　　部水が流れない。
○4班としての対応
　現地で「町内会などで話し合い要望事項としてあげ、市の担当から
両隣の駐車場の管理会社に話をしていただくなどの対応をお願いして
はいかがですか」と相談者と話し合いました。
　上記のことについては担当課に伝えますが、町内会でぜひ話し合っ
てくださいとお願いしてきました。

問題の水路

昭和町2番地内

管理されている上流部の水路

誰が管理するのかわからない
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　行仁　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．別川緑道について＜その
１＞
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　滝沢町から蚕養町に流れる若松一中北側の別川緑道についてです
が、開渠から暗渠になる蚕養町5番32号と6番32号付近は年に数回ごみ
が詰まりあふれることがある。現場を見てほしい。

【事後処理結果】
　5月15日、4班で現地調査を実施しました。
・ごみについては市の職員で対応していることが判明しました。
・現地調査の際、次の新たな要望が出されました。
　①川の法面に面している木の伐採
　②市道の舗装について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

蚕養町別川緑道付近

暗渠と開渠が

確認できました

ごみが詰まる場所

住民の説明を受ける

12



　行仁　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．別川緑道について＜その
２＞
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【追加要望に関する事後処理結果】
①木の伐採について
　「本年度以降地権者などの関係者と協議し伐採する」事業を市が行
うことになりました。
②市道の舗装について
　現地の住民の皆様と民地と市道の確認を行ったところ、要望する箇
所は、民地のため舗装ができないことを理解していただきました。
（住民の方の説明によれば「昨年境界の確認を行い杭が打たれた」と
のことでした。）
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