
第18回市民との意見交換会・報告書（町北・高野地区）

 参加人数：22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
　　「高久工場団地の開発のために水道管を埋設した。地元界沢地区は、農道に埋設する条件として道路の舗装を求め、市は実施
　　すると約束しました。要望書をあげても進展が無く約20年たっていますがどのようになっていますか」と20年以上にわたり未
　　解決となっている事項がありました。経過を相互が確認し話し合う場を設定することから進める課題であると考えます。

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、放課後子ども教室）について」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　今年度から永和地区こどもクラブが小学校の空き教室に設置されました。また、これまで北公民館に自主事業として放課後
　　子ども教室が開設されていました。今年6月からは、こどもクラブに通う児童が放課後子ども教室にも通えることになりまし
　　た。この放課後子ども教室の運営は北公民館と地域の方々がボランティアなどで行うことになります。こどもクラブ、放課後
　　子ども教室に期待すること、地域の方々がどのように担っていただけるのか教えていただきたくテーマを設定しました。
　⑶　主な地域課題
　　　「低学年の子どもは、家に帰ってくると集落内に同世代の子どもがいないため遊べない。こどもクラブや放課後子ども教室
　　　に通うことになればそれが解消されます。」との発言がありました。子どもの居場所について地域全体の理解が求められて
　　　います。
　

 開催場所：北公民館

 開催地区：町北･高野地区  開催日時：平成29年５月８日（月）　19時00分　～　20時35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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広報議会の紙面のことですが、複数の項目を質問
されている議員の全ての質問項目を掲載すること
はできないですか。

広報広聴委員会で話し合いを行っていますが、
ページ数を増やすことについては予算の関係で困
難な状況であり、一般質問の記事を増やすことは
現時点では、困難です。そのため各議員の判断で
一つの項目を選定し掲載していますが、今後はご
意見について検討をしていきます。

● ①

議員活動

議会広報
紙

一般質問が重複した内容になっていないか。 以前、市民との意見交換会で質問内容の重複につ
いて指摘をいただき、議会運営委員会で検討をし
ました。現在は、定例会の約１カ月前に一般質問
の大項目、中項目を会派で出していただきます。
その後、重複質問になっていないか議会運営委員
会で精査し、重複を避けるように話し合いを行
い、重層的な質問にする取り組みを行っていま
す。

● ① 議員活動

前回の意見交換会でも発言し、報告書にも記載さ
れていますが、私は、議員定数について、30名の
議員報酬の総額を変えないで、議員定数を増やす
べきではないかと考えます。節約というだけで定
数削減することについて疑問を持ちますが、議会
の考えを伺いたい。

政策討論会活動報告の資料P3に報告が載っていま
す。(2)の②のとおり議員定数、報酬について検討
してきました。ア）議員定数の増減については、
委員会の数は4委員会のままでよいのかを検討しま
した。議案審議・審査は本会議と委員会で行って
いますが、委員会中心主義であるため、その審査
を行う委員会は少なくとも議員が7，8人いないと
いけないと考えています。その後、常任委員会の
数については、議会運営委員会で検討されていま
す。

● ①
議員報酬
定数

○　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 ※項目
キーワード

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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○　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 ※項目
キーワード

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

区長会長を担い5年目になる。地区を通る縦貫道
路、バイパスの開通などでインフラは良くなって
いる。課題、問題は少子化である。市街化調整区
域のため地域としての開発が困難であり、新しい
住民を増やすためにはどのようにしてゆけば良い
のか、都市計画についての見通しがあればお聞き
したい。

町北地区、下荒久田地区は、市街化調整区域です
が、市の条例に基づき一般住宅を開発できる地域
です。住宅建設によって新たな住民を増やすこと
については、住民の皆様と進めることになります
が、思うように広がっていません。

○ ① 都市計画

高野町中沼と上高野の境付近にある黄色の点滅信
号をボタン式の信号機に変えてほしいとの要望が
通らない。

前回の報告書P9にもありますが、この事業は、福
島県の所管です。回答は同じです。

〇 ① 交通安全

市街化区域の資料は市にあるのか。市街化区域の
他の地区が発展していくのを見ているだけになっ
ている。また、大字、小字の住所を短く変更して
いただけないか。

都市計画課に市街化区域の資料はあります。住居
表示について昨年度は、門田町飯寺地区が該当し
ました。住居表示については住居表示整備審議会
で計画されることになります。

〇 ① 住居表示

少子高齢化についてです。赤ちゃんを育てるのが
大変である。金銭的な問題もある。国の制度とし
て応援すべきと考える。

意見として伺います。

〇 ② 地域福祉

少子化について。保育所、幼稚園などの無料化
が、磐梯町、会津坂下町で行われている。本市は
どのような方針を持っているのか。議会の動きに
ついてお聞きします。

本市は、保育料、利用料の無料とまではいかない
が、軽減策を行っている。少子化の一つの問題と
して金銭のことがある。子どもを産み育てる環境
づくりを委員会としても審査し訴えている。

〇 ① 地域福祉

保育所、幼稚園、こども園の入所のことですが、
兄弟で同じ幼稚園に入れない事実がある。是正し
てほしい。

今年度から入所選定の基準となる点数に兄弟で利
用するときは加算されることとなったので少しは
改善されます。これは、多くの利用者、議会の提
言を実現できたことです。これからも兄弟が同じ
施設に入園できるよう支援していきます。

〇 ① 児童福祉
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○　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 ※項目
キーワード

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

前回の報告書に除染の記載がある。高野地区は、
除染を実施した湯川村に隣接している地区です。
今でも不安を抱えている方がいます。今後も希望
があっても、市は除染を行わないのですか。

本市は国の除染事業を要請しませんでした。そう
した中、不安を訴える市民に対し線量計の貸出な
どを行い、公共施設の一部の除染を行ってきまし
た。今後についても、市は基本的には除染を行い
ません。また、市民の不安解消の一つとして除染
に関する出前講座もあります。事例として下水浄
化工場、滝沢浄水場の汚泥は、調査し撤去してい
ただいた。公園についても数値を公表し問題があ
れば対応をしてきました。

〇 ① 環境

会津縦貫北道路、一般県道浜崎・高野・会津若松
線のインフラ整備に伴い交通量が増え、スピード
もアップしています。そのため児童、生徒の危険
箇所が増えてきています。地元団体で交通安全の
看板設置を増やしています。子どもは、集落に一
人、二人のため徒歩で帰る子どもの安全面で不安
が増しています。

学校、PTAが協力して安全通路指定の計画を毎年度
行っているが、改善していない。通学路の問題は
議会でも取り上げている。例えば、建設委員会は
永和地区から要望をいただいている若松六中前の
市道を調査し除雪、排雪を適正に行っていただく
など安全確保をお願いしています。

〇 ① 交通安全

高久工業団地の開発のために水道管を埋設した。
界沢地区は、農道に埋設する条件として道路の舗
装を求め、市は実施すると約束しました。要望書
をあげても進展が無く約20年たっていますがどの
ようになっていますか。また、高久工業団地の東
側から界沢の集落までは歩道で結ばれています。
湯川に架かる湯川橋のところだけ歩道がないため
設置を要望しています。合併特例債を使い行うと
の回答をいただいているが、どのようになってい
るのですか。

調べて回答します。

〇 ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８～11に記
載）

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

今年度から、永和地区こどもクラブが小学校の空
き教室に設置されました。また、これまで北公民
館に自主事業として放課後子ども教室が開設され
ていました。今年6月からは、こどもクラブに通う
児童が放課後子ども教室にも通えることになりま
した。この放課後子ども教室の運営は北公民館と
地域の方々がボランティアなどで行うことになり
ます。こどもクラブ、放課後子ども教室に期待す
ること、地域の方々がどのように担っていただけ
るのか教えてください。

私は、こどもクラブは月曜日から土曜日までの6日
間、放課後子ども教室は、週2日程度とお聞きして
います。こどもクラブと放課後子ども教室は同じ
くらいの回数で開催していただきたいという希望
を持っています。

〇 ②

こどもクラブと放課後子ども教室は、小学校の並
列している空き教室で実施されます。私が問題だ
と思うのは、こどもクラブはおやつが出ますが、
放課後子ども教室に通うだけの子どもにはおやつ
が出ません。問題が起きるのではないかと不安で
す。

〇 ②

→子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ・放課後子ども教
　室）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・放課後子ども教
　室）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

（参加していた北公民館長の説明）
おやつのことは、こどもクラブと放課後子ども教
室を一緒に活動することに関して不安とされてい
る項目です。放課後子ども教室に通うだけの子ど
もは、補食の時間を設けない方向で協議していま
す。また、こどもクラブに通う子どもについても
放課後子ども教室への参加を呼び掛けていただき
たいと考えています。

○ ②

永和小学校の児童数が減少して集落の中で遊んで
いる子どもの姿を見かけなくなってきています。
低学年は、こどもクラブや放課後子ども教室があ
ればそこに通わすことができる。高学年は、学校
行事やスポーツ少年団活動に駆り出されているの
が現状です。

〇 ②

低学年の子どもは、家に帰ってくると集落内に同
世代の子どもがいないため遊べない。こどもクラ
ブや放課後子ども教室に通うことになればそれが
解消されます。お願いしたいのは、放課後子ども
教室は、週2回ではなく毎日あれば参加できるので
ありがたいです。

〇 ②
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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・放課後子ども教
　室）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

6月13日から放課後子ども教室を行います。私はそ
の運営を担うことになります。そこで説明いたし
ます。計画表があります。遊びを中心に体験、冒
険活動を行っていきたい。こどもクラブは文部科
学省、放課後子ども教室は厚生労働省との違いが
あります。永和小学校の参加者は、1年生から3年
生が主であると考えます。放課後子ども教室は午
後4時30分まで、こどもクラブは午後6時までなの
で、分けて考え、子ども中心に遊んでいく方針で
す。

〇 ②
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　町北・高野　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．農道の舗装と湯川橋の歩
道設置について＜その１＞
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　高久工業団地の開発のために水道管を埋設した。界沢地区は、農道
に埋設する条件として道路の舗装を求め、市は実施すると約束しまし
た。要望書をあげても進展が無く約20年たっていますがどのように
なっていますか。また、高久工業団地の東側から界沢の集落までは歩
道で結ばれています。湯川に架かる湯川橋のところだけ歩道がないた
め設置を要望しています。合併特例債を使い行うとの回答をいただい
ているが、どのようになっているのですか。

【事後処理結果】
　5月9日、界沢地区に伺い、地区役員、関係者に話を伺いました。
○これまでの経過と現状
　・20年前になるが、高久工業団地の整備に際し農道に水道管を埋設
　　する条件として舗装道路にすることを市は約束したが、現在に至
　　っても舗装になっていない。
　・幹Ⅰ-１は、国道49号高久地区から界沢地区までの歩道は設置して
　　いる。湯川橋は、歩道がないのでこれまで地区要望を出してき
　　た。回答は、幹Ⅰ-１の合併特例事業を行う際に実施したいとのこ
　　とであった。

○4班としての対応
　農道の舗装については、20年経過しているので4班で調べさせていた
だくこととしました。また、舗装については簡易舗装でも可能なのか
どうかについて、後日再度話し合うこととしました。

○現地調査の実施
　地区との話し合いの終了後、現地を見せていただき説明を受けまし
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

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

件名

１．農道の舗装と湯川橋の歩
道設置について＜その２＞
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【現地　神指町高久・高野町界沢地区】

　　　　（次ページに続く）

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

現地写真等

高4-414

舗装要望箇所

湯川橋

歩道要望箇所

高4-414 北側

高4-414 南側

湯川橋の西側

湯川橋の東側
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　町北・高野　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．農道の舗装と湯川橋の歩
道設置について＜その３＞
　　　　　　　　　（Ｐ４）

①農道の舗装について
　5月22日、備考欄に記載の経過が判明したので、界沢地区役員の皆様
へ説明に伺いました。
○地区への説明内容
　・20年以上が経過し市の職員、地域の役員の方は、それぞれ変わり
　　ました。その結果、報告書などで判断することになります。
　・平成7年12月7日の界沢地区説明会の報告書によれば、農道の舗装
　　について住民と市が話し合い約束をした記載がありません。
　・平成8年6月2日、界沢地区から「上下水道事業に伴う地区要望・周
　　辺道路の舗装整備について」山内市長に要望書が提出され、平成8
　　年7月23日に回答がなされました。これ以降、地区要望として「高
　　4-414の舗装について」歴代市長に要望書が提出されてきました。

○4班としての対応
　・役員の方々にこれまでの経過を説明しました。
　・これまでの経過、地区への説明内容について農政部に伝えまし
　　た。
　・20年以上経過し、界沢地区の役員の方々そして市の担当職員が当
　　時のことについて理解することが難しいと判断するところです。
　　4班としては、どのようにしていくのが望ましいかを、改めて界沢
　　の皆さんと市の関係する担当課の皆さんが話し合いをしてはいか
　　がかと提案するところです。

【経過】
１．平成7年富士通（株）は、神指町高久
に新工業団地整備計画を策定し事業が着
手された。
２．平成7年12月7日、界沢地区説明会が
界沢集会場で行われる。
主な質疑は以下のとおり。
・工場造成工事と同じ時期に行われる圃
場整備事業と用水供給について
・農薬空中散布について
・排水路用地買収と管理について
・市道認定について
・水道管と消火栓について
・幹Ⅰ-1歩道について
その際、「地区として要望があればまと
めて下さい」ということで終了した。
（出典：会津若松市界沢地区説明会報告
書）
３．平成8年6月2日、界沢地区から地区の
要望「上下水道事業に伴う地区要望・周
辺道路の舗装整備について」が山内市長
に提出される。
「当地区内の農道に水道管の埋設が計画
されている・・・・・別紙のとおり周辺
道路の整備について要望します。」
（出典：地区要望書）

②湯川橋の歩道設置について
　4班は、住民の皆様の要望事項は理解しました。本市全体の事業計画
と財源についてもご理解いただきたいことを役員の方へ話しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

４．平成8年7月23日、山内市長から界沢
区長に要望書の回答がなされる。
「全区間を舗装整備することになります
と相当の事業量となりますことから、長
期的に検討していく必要がありますの
で、ご了承願います。」
（出典：市長回答書）

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

件名 処理（対応）内容 備考

１．農道の舗装と湯川橋の歩
道設置について＜その４＞
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【事後処理結果】
○農道の舗装について
１．地区に対し、「市の関係する担当課の皆さんが話し合いをしては
　いかがか」と提案したところ、「議会が同席し、話し合いの場を設
　定してほしい」との要望が出されました。
２．7月20日13時30分から市役所第二庁舎会議室で界沢地区区長他3
　名、農林課課長他2名、第4班の古川、中島、松崎が同席し話し合い
　の場を持ちました。
３．要望事項は以下のとおりです。
　①高4-414の舗装について22年が経過している。地元住民と市の担当
　　部署の認識は違っているが、要望についてはこの間、継続して行
　　っていることから再度強く要請したい。
　②次年度以降の予算付けを要望する。
　③舗装については、計画がされたときに地元と協議していただきた
　　い。界沢地区としては、舗装は現時点では簡易なもので十分であ
　　ると考えています。
４．上記の要望事項を三者で確認してきました。

　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書（追加）
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