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第18回市民との意見交換会開催内容

１．議会報告
　⑴　２月定例会の報告
　⑵　政策討論会の活動報告
２．意見交換
　⑴　市政・議会運営に関する意見交換（テーマ以外）
　⑵　各地区の課題解消に向けてのテーマ別意見交換

班 地区 開催日 曜日 時間 会場 テーマ
参加
者数

北会津 　平成29年5月9日 火 18時30分 北会津支所ピカリンホール 公共交通確保によるまちづくり 7人

城西 　平成29年5月10日 水 18時30分 城西コミュニティセンター　　和室１ 西若松駅を中心としたまちづくり 18人

日新 　平成29年5月11日 木 18時30分 日新コミュニティセンター　２階講習室
①空家対策と野良猫対策　②地域インフラの整
備（公共交通の確保と通学路の安全確保）

20人

門田 　平成29年5月8日 月 18時00分 南公民館　１階日本間１・２ 地域づくりと子どもの居場所づくり 15人

東山 　平成29年5月9日 火 18時30分 東公民館　２階講義室１．２ 地域の活性化と農商工の連携 9人

大戸 　平成29年5月11日 木 18時30分 大戸公民館 　２階講義室１．２ 地域の情報化の推進 18人

湊 　平成29年5月8日 月 18時30分 湊公民館　会議室 持続可能な地域づくり 21人

河東 　平成29年5月9日 火 18時00分 河東公民館　２階大ホール 若者の定住と地域コミュニティへの参加 15人

一箕 　平成29年5月10日 水 18時00分 ふれあいハウス 　和室１・２ 生活道路の諸問題 33人

町北・高野 　平成29年5月8日 月 19時00分 北公民館　１階日本間１・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）

22人

鶴城 　平成29年5月9日 火 18時30分 文化センター　展示室兼会議室
鶴城地区の環境整備、子どもたちの居場所づく
り

13人

行仁 　平成29年5月10日 水 18時30分 行仁コミュニティセンター　集会室１
①子どもたちの居場所づくり（こどもクラブ）
②行仁小学校建設に向けた施設整備

12人

謹教 　平成29年5月10日 水 18時30分 謹教コミュニティセンター　２階集会室 地区の安心・安全の課題 6人

城北 　平成29年5月12日 金 18時30分 城北コミュニティセンター　２階講習室 高齢者に関する諸問題 8人

神指 　平成29年5月13日 土 19時30分 中央公民館神指分館　　日本間１・２ 公民館を拠点とした地域づくり 16人

参加者数合計 233人

第１班

第２班

第３班

第４班

第５班

１班 ◎戸川 稔朗、吉田 恵三、髙梨 浩、大山 享子、横山 淳、斎藤 基雄

２班 ◎渡部 認、内海 基、村澤 智、小倉孝太郎、樋川 誠、清川 雅史

３班 ◎鈴木 陽、小倉 将人、佐藤 郁雄、譲矢 隆、阿部 光正、目黒章三郎

４班 ◎石田 典男、原田 俊広、古川 雄一、中島 好路、松崎 新

５班 ◎成田 芳雄、長郷潤一郎、丸山さよ子、成田 眞一、佐野 和枝、土屋 隆

議員の班編成（◎は各班の代表者）
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１．市政全般（テーマ以外）について
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 門田

月2回発行だった市政だよりが月1回の発行となり
厚くなって、配るのが大変である。配布の仕方も
見直してほしい。

配る人のことを考えて月1回の発行にしたが、重さ
などの課題もあるということを意見として伺う。

５班 城北

市政だよりと一緒にたくさんの資料が来るが、読
んでいる人はどれだけいるのか。調査をし精査す
べきではないか。面白い写真も載せてほしい。内
容をもっと簡単にしてほしい。無駄使いとならな
いよう減らせるものは減らしてほしい。

意見として伺います。

市庁舎 ５班 城北

現庁舎の場所に新庁舎を建てるのであれば、駐車
場の問題がある。建設場所として適切な場所とは
考えられない。利用者の利便性を考えているの
か。

新庁舎の場所について、基本構想はあるが、建設
場所等を含めた諸問題は今後の課題であり、決定
されたものではないと理解している。

職員 ２班 門田
「社会を明るくする運動」を知らない職員がい
る。

要望の実
現

３班 一箕

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。（事後処理報告書Ｐ80）

公共施設
予約シス
テム

１班 城西

公共施設予約システムに各コミュニティセンター
が入っていない。市民からすれば、公民館もコ
ミュニティセンターも市の施設なのだから、シス
テムに加えるべきである。

改善すべき課題と認識するが、現在の市組織の中
で、なぜ対応できないのか確認し報告する。（事
後処理報告書Ｐ81）

行政

市政だよ
り
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公共交通 ２班 東山

公共交通のあり方の中で、コミュニティバスの取
り組みがあるが、高齢者が免許を自主返納した時
の支援も含めて、バスやタクシー代の補助など何
か動きはあるのか。

現在の金川町・田園町コミュニティバスは地区の
協議会が運営している。他の地域では、話が上が
るものの、自分たちで運営するまでには至ってい
ない。それぞれの地区にあった交通機関は何がい
いのか話し合うことが大事と考えます。

バス

公共交通
２班 東山

路線バスの本数が少ない。重要路線は２０～３０
分に１本に増やして積極的に取り組めば、観光客
も利用して利用率も上がるはずだ。

市民が利用しやすいものは観光客も利用しやすい
と考える。オンデマンド型のジャンボタクシーと
いうやり方もあり、試験的に湊地区でも始めてい
る。市内全域に活用できるか今後も検討を進めて
いく。

財政運営 ２班 東山

市で購入している灯油等の価格が市況の販売価格
より高いのではないか。経費削減と逆行してい
る。

手元に資料が無いので、戻って調査する。（事後
処理報告書Ｐ82）

財政状況 ５班 謹教

市の財政赤字の問題解決にどのような対策をして
いるのか。平成29年度の予算を見ると、市では財
政再建を放棄しているように感じられる。
市の赤字は大変な問題であるので、議会でも財政
再建を進めていただきたい。

政策討論会第１分科会における調査研究の中で、
毎年、地方財政の専門家である小西先生に本市の
財政状況の分析を継続的にみていただいていま
す。本市の財政については、今は財政状況も良く
なり、財政調整基金も年度間で30数億円確保でき
る財政状況となっています。
今までは財政再建のためにお金を貯めてきました
が、今はある程度の余力もあるので使うことも大
切であるとの財政分析をしています。市民要望も
多くあり、要望に応えてお金を使うことも必要で
あると考えています。

交通

財政
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

財政状況 ５班 謹教

今後人口が減少し高齢化が進み、納税額が減り納
税より給付が多くなることが考えられる。市の財
政が現時点では良くても、将来を見通せば、市の
財政が決して健全財政とは言えないのではない
か。

その通りです。健全財政ではないかもしれません
が、赤字を縮小し、財政規律を守りながら、公共
施設、橋や道路、公共インフラなどの老朽化への
対応基金や長寿命化など、考えられる限りの知恵
を出し対策もしているところです。

予算 ２班 門田

一般会計予算が増えた理由と財源は。 中心市街地活性化や戊辰150周年などの予算が計上
された商工費や、学校建設等の予算が計上された
教育費が増額されている。財源は国の交付金と基
金を取り崩し充当している。

財政

観光
予算 ２班 門田

観光施設事業特別会計予算の増額の理由は。 鶴ヶ城の廊下橋の架け替え工事予算が計上された
ためである。

税
固定資産

税
３班 一箕

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。

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。（事後処理報告書Ｐ82）

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。

３班 一箕

税金

低所得者
対策

財政

税

社会福祉
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まち
づくり

自治基本
条例

１班 北会津

自治基本条例に都市内分権の考え方が入ってい
ない。市民会議において２年かけて議論が交わさ
れたが、最終的に都市内分権の条項は盛り込まれ
なかった。自治基本条例の見直し条項はあるが、
このままでいいのか。都市内分権の考え方を取り
入れるべきである。

市民会議においては、意見が分かれた点であ
る。市や市議会政策討論会第１分科会でも、今後
検討課題としているが、将来的には都市内分権へ
の方向に向かっていくと考えられる。今年度門田
地区において予算額は50万円であるが、モデル事
業を実施する予定であり、こうした取り組みを
しっかりと検証したい。

まちづく
り

地域社会

自治基本
条例

コミュニ
ティセン
ター

５班 謹教

自治基本条例の推進の件について 他の自治体で
はコミュニティセンター等に職員が常駐して業務
をしているところがあると聞いた。本市でそのこ
とを取り入れるには、大変だと認識を持ってい
る。

意見として伺います。

まちづく
り

駅西開発 ５班 城北

駅の西側地域の開発計画は現在あるのか。過去に
市庁舎建設の計画があったが、今はどのように
なっているのか聞きたい。

駅の西側開発の計画は現在ありません。

まちづく
り

行政

駅西開発

市庁舎
５班 城北

新庁舎の建設計画で、駅の西側地域も考えていた
だきたい。

新庁舎は現庁舎の場所を中心に建設を考えてい
る。時期は第７次総合計画の期間中に建設する計
画である。

まちづく
り

駅前整備 ５班 城北

広報議会に載っていた一般質問の中で、駅前整備
についての質問があったが、どのような内容か。
駅前計画についてどのような話し合いがなされた
のかを聞きたい。観光地らしい駅前計画の将来像
を聞きたい。

駅前整備の計画はまだ策定されていません。現状
は、土地所有者で話し合いをしているが、進んで
はいない。駅前整備計画策定準備のための測量調
査は実施している。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

駅前整備 ５班 城北

ほとんどの大きな駅前は雨をしのげる場所がある
が、会津若松駅前には観光客等が駅前で雨をしの
げる場所がない。雨をしのげる所を設置すべきで
ある。

この問題に関して、行政は把握しており、問題解
決に向け調査を実施しているところです。具体的
な計画はまだ決まっていません。

県立病院
跡地

５班 謹教

請願第７号の県営武道館に対する請願が取り下げ
られたが、議会では県立病院跡地についてどんな
議論がされたのか。
JT跡地については、住民の知らない間にあっとい
う間に決められた経緯があるので、県立病院跡地
の問題に関しては事前に十分議論を重ね、議会の
声を取り入れながら利用を考え進めていただきた
い。

県立病院跡地について、県からの有償で譲渡した
いとの意向に対し、市はこれだけのまとまった土
地が手に入るのであれば将来的に有効な活用がで
きるので、買いたいとの方向性を示しています。
しかし、県立病院跡地はまだ県のものであり、具
体的検討はこれからで、現在は白紙の状態です。

西若松駅
周辺

１班 北会津

議会と市民との意見交換会はいい取り組みであ
る。西若松駅にトイレを設置してほしい。以前、
駅から６、7人の観光客が出てきてトイレを探して
いた。

　今年度の予算で駅の東口にトイレを設置する。
ＪＲ、会津鉄道、市の三者でトイレを設置する。

まちづく
り
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

アメシロ
防除

１班 城西

アメシロ防除において市から配布される殺虫剤が
スミチオンであまり効果がない。ディプテレック
スのような薬剤の方が良い。

ごみ ４班 行仁

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。

放射線除
染

４班
町北・
高野

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。

放射線対
応

２班 東山

福島県出身の女子大生に対して原発事故関連のい
じめがあったが、氷山の一角であり、大人の世界
でもいじめがある。市で窓口を設置するなど、対
策が必要ではないか。正しい情報を発信すべきで
ある。

意見として伺う。

いっ水

環境

河川除草

河川環境
１班 城西

湯川の草・木が繁茂しているが、環境整備を願
う。

北会津地区の鶴沼川についても同じような意見を
伺っている。湯川のホタル生息に影響がないよう
な樹木の除去などの環境整備が必要と思われるの
で、市及び関係機関へ要請する。（事後処理報告
書Ｐ83）

環境
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

いっ水

環境

河川除草

河川環境
１班 城西

阿賀川の敷地内の木は鳥の巣になっているため切
れないという話だが、防災のために切るべきであ
る。

市及び関係機関へ要請する。（事後処理報告書Ｐ
83）

環境

下水道

河川環境

進捗状況
１班 城西

湯川に接続する古川の水が汚い。生活排水が原因
ではないか。下水道の計画はどうなっているの
か。古川の水質改善が必要である。

古川沿いの下水道事業実施状況を説明

不法投棄

用水路
２班 門田

用水路に大人用の「オムツ」が投棄され、堰のと
ころで他のごみと一緒に溜まっている。その都度
市へは連絡しているが抜本的な改善が見られな
い。恒久的な対応をお願いしたい。

担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ84,85）

側溝排水

用水路
２班 門田

現在使われていない用水路の管理をどうにかして
ほしい。

雨水対策だけのためになっている側溝もある。

市道幹Ⅱ-4号線と市道神3-11号線と市道神3-12号
線が交差する箇所にカーブミラーを設置していた
だきたい。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ85）

県道橋本会津高田線の城戸天満地区のカーブミ
ラーがあるが、車から見えなくてカーブミラーの
機能を果たしていない。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ86）

信号機 ４班
町北・
高野

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。

環境

用水路

交通安全

カーブミ
ラー

５班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 東山

若松ガスから千石ニュータウンへ抜ける道が広く
なってから、車の交通量が増え、スピードを出し
ていくので、子どもたちの通学路が非常に危険で
ある。交通指導員の配置場所の見直しなど、対策
が必要ではないか。

意見として伺う。

４班
町北・
高野

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。

通学路

道路拡幅
２班 門田

徳久は工業団地や住宅が増えてきて、交通量が増
えているのに道幅は変わらない。通学路でもある
ので安全を確保してほしい。

都市計画道路となっているので整備予定ではあ
る。

カラー
舗装

歩道整備

２班 大戸

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。
（事後処理報告書Ｐ87）

市道神3-12号線と市道神3-19号線の十字路の箇所
に一旦停止の標識を設置していただきたい。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ88）

通学路について、ゾーン30の表示を取り入れては
どうか。（関係資料を配布）
湯川東から橋本の間の道路の交通量が多く、通学
者が危険である。時速30km表示はあるが守られて
いないので、ゾーン30の表示をすべきである。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ89）

交通安全 通学路

交通安全

道路

交通安全 道路標識 ５班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

交通安全

道路

要望

道路拡幅
５班 城北

けやき通りが広くなり、車が混んで大変である。
田事の通りを一方通行なのに逆走して入ってくる
車もある。事故にならないように警察にも解決を
求めたところ、調査するという回答を得た。事故
が起きないうちに道路の拡幅など何らかの対策が
されるよう協力していただきたい。

現状を説明

住居表示 住居表示 ４班
町北・
高野

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。

１班 北会津

除雪に関してであるが、区長と業者のみの打ち
合わせではなく、除雪の技術的指導などもあるこ
とから、町内会、市、事業者の三者で話し合うべ
きである。通勤前に除雪が終わらない箇所も見受
けられる。

　地域、地域によって除雪の仕方などの優先順位
が異なる。まずは町内会と事業者がどういった回
り方をするかなど話し合うシステムを構築すべき
と考えている。

２班 門田

予算をかけずに除雪を効率的に行う工夫をしてほ
しい。

除雪車にＧＰＳを搭載し、現在地が把握できるよ
うにした。政策討論会第4分科会で、アンケート調
査の結果を分析の上、雪溜め場の場所をマッピン
グし、シミュレーションするなどの取り組みもし
ている。

除雪業者 ２班 門田
除雪業者を指名できないのか。 業者は入札で決定するため難しい。継続的な契約

ができないかという意見として伺う。

除雪後対
応

２班 門田
除雪のあとガードレールが壊されて、景観も悪く
なっている。

ガードレールの破損は業者の保険で修理してい
る。

雪害対策

仕組み
づくり
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 北会津

除雪のオペレーターの違いによって、上手下手
がある。指導してほしい。予算がなくても人材の
育成をすべきである。

　除雪従事者も高齢化してきており、若いオペ
レーターが少ない。高齢化によって除雪の精度も
落ちてきている場合もある。若い除雪担い手の確
保も大きな課題である。

２班 東山

除雪について、毎年のことだが何回言っても改善
されない。交差点の角に雪を残していく。タク
シー、救急車も入れない。除雪の時間が遅く、通
勤通学の時間帯に間に合わない。議員も積極的に
対応するべきである。

議会として、雪に強いまちづくりを目指し、今後
も課題解決のために取り組んでいく。雪が降る前
に区長さんを通し、業者と現地の打ち合わせをし
てもらいたい。現在、政策討論会第４分科会にお
いて、各町内会に対するアンケート調査結果の分
析を行っている。除雪は子どもたちの通学路を優
先的に対応している。

町内では７カ所の一時雪置場を提供いただくなど
協力をしている。協力できることはしているので
丁寧な除雪をお願いしたい。

雪が降る前の業者との打ち合わせは行っています
か。

区長と業者との打ち合わせは実施している。町内
の協力をいただきながら問題解決できたこともあ
る。ただ、氷状になった雪の塊が除雪の後に残さ
れる年もあるので、そういった時には丁寧な除雪
をお願いしたいということです。

除雪私道 ５班 謹教

除排雪については私道の除雪をぜひ頑張ってもら
いたい。管理運行システムは会津若松市のホーム
ページから見られて、大変良いと感じた。

意見として伺います。

城北

雪害対策

除雪作業

５班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

広報議会P7の私道の除雪について。徒之町町内会
の除雪について要望を繰り返して提出してきまし
た。市の担当と議員の認識に差があると考えま
す。私道の袋小路については、障がい者、高齢者
が住む深刻な状況がある。転回場所を提供するの
で除雪が可能になるのかと何度か提案したが実現
していません。町内会として市の担当者に意見を
言う場があるのか。また、要望がどのように進む
のかお聞きします。

議会は、町内会に対するアンケート、意見交換会
などを通し私道の要望について状況をつかんでき
ました。私道の除雪は、条件付きで行っていま
す。幅員3メートル以上で舗装されている、そして
「①公道から私道そして公道」については除雪が
可能となりました。次の段階として、「②公道か
ら私道」についての箇所図が作成され、「③公道
から私道の袋小路」について担当課は、市内の現
状を把握すべく道路の箇所図を作成中です。路線
的には、約5,000本の道路があり、約1,400ｋｍの
道路の中で800ｋｍの道路の除雪を行っているとこ
ろです。委員会として②、③の問題解決に向け取
り組んでいきます。
※数字に誤りがありましたので訂正しています。

私道の袋小路について意見を伝える場があれば良
いが、現在そのような場がない。

私道の袋小路については、特に要望しなくとも道
路維持課が全市内を調査し、地図に落とし込む作
業をしています。その後、実施に向けた協議がさ
れます。

雪害対策 除雪私道 ４班 鶴城 ①

公道

公道

私
道

②

公道

私道

③

公道

私
道
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 東山

前回、除雪の仕方が雪を寄せるだけで、一人暮ら
しや高齢者宅の前に置いていくので大変だと言っ
たら、今年はしっかり対応してもらった。

職員に伝えます。

５班 城北

高齢者が多い地区であり、除雪時に雪の塊を出口
箇所に残され処理に苦慮しているので対応をお願
いしたい。心づかいのある除雪をお願いしたい。

除雪オペレータの指導をしている。
市内除雪の場合は除雪だけでなく、排雪をしない
と置き雪の根本解決にはならないので、建設委員
会では排雪も含め議論しています。

去年は電話しても除雪してもらえなかったが、今
年は電話もしないのにやってもらえたのはどうし
てか。

業者と地区とで綿密な打ち合わせができていたと
思います。

除雪業者も職員も頑張っている。すぐ対応してく
れた。

職員に伝えます。

除雪歩道 ２班 東山

子どもが流雪溝に落ちた。車道を歩くようでは危
険である。歩道の除雪をしっかりやってもらいた
い。

意見として伺う。

毎年ボランティアで高齢者宅の除雪を行ってい
る。社会福祉協議会の間口除雪の手続きについて
写真等の提出資料が多く大変である。簡便な方法
にしてほしい。手続きが面倒なので、やめたとこ
ろも多い。

間口除雪の手続きに関しては、今回提案のありま
した意見等を参考にし、簡便な手続きでできるよ
う仕組みを考えていきたい。
委託業務と同じなので、実際の業務状況の確認が
必要であることもご理解願いたい。

間口除雪を実施したか、しないかは行政が確認す
べきであり、手続きの簡素化を図ってほしい。
写真代が自己負担となる。
民生委員の方が朝早くから学校の通学路を除雪し
ているが、間口除雪の対象とはならない。

意見として伺います。

雪害対策

除雪弱者
対策

除雪対応 ２班 門田

除雪ボラ
ンティア

５班 城北
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雪溜め場の打ち合わせがうまくできていない。今
後どのように場所を検討していくのか。

区長と除雪業者で降雪時期になる前に打ち合わせ
をしている。また、政策討論会第4分科会で、各町
内会にアンケートを行い、課題を抽出し、改善に
向け取り組んでいる。

雪溜め場を決める際、子どもの安全を考えて検討
してほしい。

地区と業者との打ち合わせの前に区長に危険箇所
を報告してもらいたい。

流雪溝の事故の問題。昨年の事故後、転落防止の
柵の設置を要望したが進んでいない。町内の流雪
溝は、転落したら絶対に這い上がれない。そうで
あれば、開けることのできない状況にすべきであ
る。真剣に考えてもらいたい。

議会として協議している事項である。400メートル
流された結果を受け、対策を協議している。

私は流雪溝利用組合連絡協議会の会長です。流雪
溝の問題は鶴城地区の会議でも出ました。今後は
利用が不便でも鍵をかけることも考えなければと
思う。

１班 城西

間口除雪補助の窓口が社会福祉協議会に変更に
なったが、写真添付は必要のままで、市の仕事が
減っただけだ。

３班 湊

除雪ボランティア補助金は、間口除雪(400円/件)
と通常の除雪(250円/件)があり、一件当たりセッ
トで650円で、何件実施しても10万円という上限が
設定されている。この上限がどこで設定されたの
かは分からないが、除雪は大変な作業であり上限
を設けないでいただきたい。この補助金制度は、
委託者・受託者双方に喜ばれている。

除雪ボランティアは大変な活動だが、地域を支え
る重要な活動であり、改善に向けて取り組みた
い。

鶴城

雪害対策

雪溜め場 ２班 門田

流雪溝・
水路整備

４班

補助制度
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光

雪害対策

観光振興

雪の利活
用

２班 門田

観光振興計画に雪の利活用と載っていた。雪の利
活用方法を検討していってほしい。

利雪、克雪を含めて観光の振興の中で雪をどう利
活用していくのか提案させていただきたい。

まちづく
り

地域社会

自治基本
条例

コミュニ
ティセン
ター

５班 謹教

自治基本条例の推進の件について 他の自治体で
はコミュニティセンター等に職員が常駐して業務
をしているところがあると聞いた。本市でそのこ
とを取り入れるには、大変だと認識を持ってい
る。

意見として伺います。

２班 大戸

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。
（事後処理報告書Ｐ90）

３班 河東

自治基本条例が制定されたことにより市内で地
域づくり委員会が立ち上がるが、既存の委員会と
は別のものになるのか。

北会津と河東に地域づくり委員会がある。これ
以外の地区で新たに立ち上げる。まずは南公民館
を中心に取り組みが行われるところです。

地域社会 町内活動 １班 城西

町内会活動で行う草刈りについて、今年度から市
の保険適応から除外されたと聞いているが、各町
内で別に加入しなければならないのか。

担当課に確認し、後日報告する。（事後処理報告
書Ｐ91）

地域社会 地域活動
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

ＡＥＤ設
置

２班 大戸

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。
（事後処理報告書Ｐ92,93）

空き家対
策

５班 城北

空き家の持ち主確認はどのようになされているの
か。空き家調査の報告を聞きたい。

危険性がある空き家情報を市へ連絡していただけ
れば、市が状況を調査し所有者へ連絡します。
アンケート調査は、本市504の町内会のうち382町
内会が回答し、空き家の報告は1319戸でした。

避難者受
入・支援

３班 一箕

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。（事後処理報告書Ｐ93）

防災計画 １班 城西

地域防災計画におけるワークショップで出た議論
がフィードバックされていない。ワークショップ
のフィードバックが必要である。

防災のためにどのように行動したらよいのか分か
らない。慶山地区のような自主防災組織を城西地
区でも組織すべきではないか。

慶山地区自主防災組織の経過・現状を説明

（前段の意見を受けて：区長会長発言）
要支援者リストをいただいたばかりで、各町内会
でどう対応するか、情報共有を図りながら組織づ
くりを進めていきたい。

防災・安
全

水道

消火栓

水道料金

２班 門田

消火栓や消雪の水の負担は誰がしているのか。 消火栓は行政で管理しており、消雪は地下水を利
用しているので地元負担はありません。

防災・安
全

防災組織 １班 城西
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

こども園 ４班
町北・
高野

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。

児童館 ４班 行仁

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。

生活保護 ４班 行仁

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。

生活困窮者の定義はどう考えるか。すぐ対策を
取るべき問題だ。

　今までは生活保護受給者のことを指していた
が、そこに至る前の段階の人も幅広く捉えてい
る。年収などの数字によって線引きをするもので
はない。
　

格差社会が進む中で、自立相談支援員が１名の
増とあるが足りるのか。

　福祉の分野が、高齢者や子ども、障がい者など
縦割りになっていた。それを横割りに捉えて地域
とともに受け皿をつくる取り組みを進め、地域で
支える基盤をつくる取り組みを進めている。た
だ、まだまだ相談員は少ないと考えている。

社会福祉

低所得者
対策

３班 河東

児童福祉
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

社会福祉
低所得者
対策

３班 一箕

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。

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。（事後処理報告書Ｐ82）

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。

社会福祉
低所得者
対策

４班 鶴城

子どもの低所得者対策についてお聞きします。本
市でも現実問題として子ども食堂などがあるので
しょうか。

現在市内には、２つの子ども食堂が週１回開催さ
れており、運営はNPOが生協と連携して行っていま
す。子ども食堂は、無料であり、不登校、低所得
者の児童、生徒が調理に参加しています。食材は
生協が提供し市は直接運営していません。

税

社会福祉

税金

低所得者
対策

３班 一箕
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

社会福祉 民生費 ２班 大戸

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。

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。

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。

地域コ
ミュニ
ティ

１班 城西

グループホームが町内に建設予定だが、町内の協
力や連携など不明な点があり、どうしたら良いの
か。

関係課より事業者へ対応を要請してある。

地域福祉

少子高齢
化対策

４班
町北・
高野
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津三十
三観音

３班 湊

会津三十三観音が日本遺産に登録された。観光に
生かしたらどうか、どのように進んでいるか。い
ろいろな課で何かやっているようだが、市役所と
して一体化していないように見える。せっかく認
定されたのだから会津がみんなまとまってやって
ほしい。

会津の各市町村が観光に生かそうと取り組みを検
討している。対象が仏閣で宗教施設であり、それ
ぞれの事情等もあるようだが、めぐるルートや地
図は市が作るべきと考える。この日本遺産には、
「会津三十三観音」「御蔵入三十三観音」「永田
西国三十三観音」「西隆寺乙女三十三観音」「久
保田三十三観音」も含まれている。会津17市町村
で構成する｢極上の会津プロジェクト」を活用する
ことも方策である。ただ、観光だけでという考え
ではなく、そこには教育委員会も入り、歴史を理
解し誇れる文化遺産という理解を深めることも重
要である。

猪苗代湖
周辺

３班 湊

猪苗代湖周辺は、雑木が生い茂り湖水が見えず景
観も良くないのに、環境庁は草木一本も切っては
ダメという。これでは観光に資さない。

ご意見として伺っておきます。

観光イベ
ント

２班 東山

花見の時期、お城の本丸に會津十楽のお店が出店
していた。通路が狭いため往来ができず、渋滞し
て非常に混雑していた。設置場所を再考してもら
いたい。

実行委員会に参加している議員がいるので、今後
対応を検討する。

観光イベ
ント

経済効果

２班 東山

夜桜の時間帯にお店が無い。たった一週間のお花
見の期間だが、観光客から地元の市民まで大勢の
人が集まる。お金を落としてもらうことで、地域
経済の活性化になるのではないか。魅力的な街に
してもらいたい。

意見として伺う。

観光誘客 １班 北会津

星賢跡地など文化的価値が高いものを生かした
建築物などを観光資源として活用すべきである。

　これまで同僚議員もその点について市議会定例
会において市の考え方を質しており、市も重要な
観光資源であると考えている。

観光
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光誘客 １班 北会津

昔からある神社やお寺に小さい森がある。推定
８００年のイチョウの木などには番号が付されて
いるものもある。北会津村の時代からと考えられ
るが、それらの手入れがされていないようだ。素
敵な森は、観光ルートマップなどを作成して観光
客に案内してもいいのではないか。

　樹木等の管理は、原則所有者が管理することに
なる。観光ルートマップなどの点についてもいい
ことと考える。要望として受け止める。

経済効果 ４班 鶴城

児童生徒が、県内・外から修学旅行に来ていただ
いている。さらに多くの方々に来てもらうために
は、史跡めぐりもよいが遊園地などを建設し勉強
プラス遊びが必要であると考える。

意見として伺います。

鶴ヶ城の中に入った人のトイレがない。遠くま
で歩かないとトイレに行けない。旅行者や子ど
も、高齢者はとても困っている。本丸の中にトイ
レを設置すべきである。

　史蹟の中へのトイレ設置はハードルが高い。木
を１本切ることも難しい状況にある。現在テニス
コートと二の丸にあるトイレは、木が倒れてつぶ
れてしまった。旧サブトラックにトイレを設置し
ており、市もおもてなしの心をもって対応してい
る。

近頃のトイレはきれいになっており化粧室もあ
る。東京の近代美術館近くの京橋のトイレはきれ
いで、私の友人はわざわざ、そこまで行って身だ
しなみなどを整えていた。人々の意識がトイレに
向いている。

　鶴ヶ城南口や飯盛山にもトイレが整備されるな
ど、以前から比べるとトイレ設置数は増えてい
る。

鶴ヶ城内
整備

２班 東山

鶴ヶ城敷地内にあるテニスコートを早急に撤去し
てもらいたい。

テニスコートを更地に戻すという工事の計画が上
がっている。夏のインターハイで使用するが、今
後も文化庁と協議しながら進めていく。

観光

公衆
トイレ整

備
１班 北会津
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 東山

東山温泉の荒れ果てた街並みが非常に残念です。
観光客が街並みを見て驚いている。空き家が増え
るばかりで、倒れかけた建物を何とかできないの
か。もう一度、昔のにぎやかな温泉にしてもらい
たい。

温泉協会とも連携して進めていきたい。

５班 城北

東山温泉の空き家の放置を解決できないのか。空
き家を市が撤去できないか。また、撤去費用を所
有者から徴収できないか。例えば、条例で、営業
収益があるときに、撤去費用を徴収できないの
か。

現状は難しいところです。

財政

観光
予算 ２班 門田

観光施設事業特別会計予算の増額の理由は。 鶴ヶ城の廊下橋の架け替え工事予算が計上された
ためである。

観光

雪害対策

観光振興

雪の利活
用

２班 門田

観光振興計画に雪の利活用と載っていた。雪の利
活用方法を検討していってほしい。

利雪、克雪を含めて観光の振興の中で雪をどう利
活用していくのか提案させていただきたい。

雇用 雇用創出 １班 北会津

市内の年齢別人口などを調べてみた。若い人が
どんどん都市部に流出している。今の小学生や中
学生なども、働く場所もなく、いずれ県外に出て
いってしまうのではないか。今後、働く場所がで
きてくるのか。

　これまで本市においては、富士通などの製造業
の企業進出があったが、製造業が苦境に立たされ
てから、市では河東工業団地を造成し完売とな
り、現在、徳久工業団地の造成に取り組み、いく
つかの企業の進出がすでに決まっている。また会
津大学卒業生の受け皿として、ＩＣＴオフィスを
誘致する計画もある。サテライトオフィスへの入
居も出始めており、今後とも中小企業振興に向け
た取り組みも強化したいと考えている。

観光
東山温泉
街（空き
家）
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雇用

地域経済

雇用創出

地域活性
化

２班 東山

若者が働く場所が無い。映画館も買い物をする場
所も無い。大きな企業、商店など、若者たちが魅
力的に感じる街づくりに取り組んでもらいたい。

徳久工業団地も完成し、企業誘致も進めている。
少しでも多くの若者が地元に残れるよう、議会と
しても取り組んでいく。

産業振興 ２班 大戸

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。

地場産業 ３班 河東

地域産業基本条例をつくる段階だが、地場産業
は条例で縛りすぎると発想が硬直化する。他の条
例との整合性を図ってほしい。

　地場産業とは何かということから議論してき
た。農業こそ地場産業の基盤だと捉えしっかり実
態を把握し、観光・農政など全ての産業と連携し
て産業の振興を進めるためのもので、決して縛る
ものではない。
　

地域活性
化

４班 鶴城
ＪＴ跡地についてはその後どうなっているか。 土地を市が購入し、民間企業が施設を建設しオ

フィス企業を誘致することになります。

２班 大戸

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。

３班 河東

神明通りのアーケード建設だが、国の補助金が
無くなったと聞くが、どういうことか。

　国の復興支援事業としてさまざまなメニューが
あるが、単年度で補助制度が変わってしまったり
する。その中で、国の補助制度が廃止となり、今
回は県の補助事業となる。なおアーケードの総事
業費は5.1億円です。

地域経済

中心市街
地

神明通り
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 行仁
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。

５班 謹教

神明通りのアーケード建設について、１億８千万
円が神明通り商店街振興組合の自己負担となって
いるが大丈夫か。市の考えを聞かせてください。

総事業費の3分の1を神明通り商店街振興組合で拠
出することに関しては、神明通り商店街振興組合
総会で決められたことであり、その決議を尊重す
るものです。解体については国の制度を利用でき
ましたが、アーケード建設については国の補助事
業の変更により、神明通り商店街振興組合の負担
額が多くなりました。

側溝排水 ５班 神指

水路の整備（U字溝の設置）について、市道神3-11
号線から市道神3-10号線に接続する道路、市道神
4-67号線から市道神3-11号線に接続する道路の水
路整備をお願いします。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ94）

農業補助
金

３班 一箕

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。（事後処理報
告書Ｐ95）

林業 森林資源 ３班 湊

広報議会の一般質問で「森林資源利活用」に関す
るの記事があるが、会津地域13市町村で構成する
組織の取り組み状況等、内容を説明してくださ
い。

ＣＬＴ生産工場は県の方針として浜通りに決定し
ている。森林資源利活用に向けて会津13市町村に
よる組織が新たに立ち上げられ、昨年度、喜多方
市が中心となって会津地方の森林資源利活用に関
するマスタープランが策定された。今後は、浜通
りのＣＬＴの材料となる林産材の供給地として施
設整備が計画(3年後に稼働予定)されており、ま
た、木材を余すことなく有効利用することが図ら
れることにより、地域で経済が循環するよう進め
られていくものと考えており、期待している。

中心市街
地

神明通り

農業
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

真宮にサイクリングロードがあるが、そこにあ
がる道がないため、高齢者は自力で上がれない。
高校生などは自転車を押しながら土手の坂をあ
がっている。車も通るため危険である。

　サイクリングロードへの登り口の設置に関して
は、県や阿賀川河川事務所などが関係する。なお
第１班で現場を確認し、可能性について関係機関
に照会する。（事後処理報告書Ｐ96）

宮川の下流、鶴沼川には、川の中に大小の木々
が島のようになっているところがあり、農業用水
が流れる時期や台風などで大水が流れる場合は、
逆流などにより天満地区が大洪水になることも想
定される。１２、３年前に大洪水を経験した。
木々を除去してほしい。

　市を通じて所管している県に照会する。（事後
処理報告書Ｐ97）

４班 行仁

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。
（事後処理報告書Ｐ98,99）

区画整理 進捗状況 ５班 城北
扇町土地区画整理事業が遅れているが、いつ完成
するのか。

平成31年には完了する予定です。

環境

下水道

河川環境

進捗状況
１班 城西

湯川に接続する古川の水が汚い。生活排水が原因
ではないか。下水道の計画はどうなっているの
か。古川の水質改善が必要である。

古川沿いの下水道事業実施状況を説明

河川 河川管理

１班 北会津
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公営住宅

道路

建て替え

電線地中
化

４班 鶴城

広報議会P8の今後の公営住宅のあり方について。
10年前、城前団地のあり方についての考えが菅家
市長から提案された。団地は、当時の計画で進め
ば半分建設されているはずであった。団地建設の
情報が少ないために今後の進捗について不安があ
ります。また、城前地区の道路が狭く電柱が道路
端にあるため交通に支障をきたしている。電柱を
地下に埋める計画があるのか。

城前団地建設計画によれば、平成42年度までに建
設される予定です。電柱の地中化については協議
されていません。

水道供給 ２班 大戸

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。

２班 大戸

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。

２班 東山

水道料金の値上げは、市民生活への影響が大きく
大事な問題である。事前の周知をしっかりやるべ
きだった。議会でも、しっかり議論してもらいた
かった。

１２月定例会で、しっかり議論をした。過去の経
緯や経営の効率化、委託でコストを削減するなど
の視点から、値上げについて概ね了承したところ
である。

２班 門田

水道事業会計予算の内容と水道料金値上げの関係
は。

平成26年から赤字経営が続いている。剰余金を切
り崩しながら収支をあわせてきた。23年間値上げ
をせずに経営してきたが、平成29年度は値上げし
た水道料金で試算されている。

水道

水道料金
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道 水道料金 ５班 謹教

水道料金の値上げによって、公営住宅にある集会
所の水道料金の負担が重くなる。水道料金の軽減
策はないのか。

軽減策がないことと、水道料金の値上げに至る背
景・経過について説明

防災・安
全

水道

消火栓

水道料金

２班 門田

消火栓や消雪の水の負担は誰がしているのか。 消火栓は行政で管理しており、消雪は地下水を利
用しているので地元負担はありません。

チェック
機能

水道

チェック
機能

水道料金

３班 河東

議員は行政をチェクする役目があるが、水道料
金の値上げについてどう対応したのか。

　上水道は企業会計を取っており、浄水場の建設
のコストのみを反映させたものではない。それぞ
れの議員の立場で審査をし、各々の賛否を示し
た。

議決責任

水道

賛否（表
決）

水道料金

３班 河東

水道料金の意見交換会では、参加した市民全員
が反対だったが可決された。どういうことか。水
道料金値上げに賛成した議員の考えが聞きたい。

水道料金値上げの大きな要因は、個人使用量は
変わらないが、企業の大口使用量の大幅な減少が
大きい。しかし、県内他市と比較しても本市は低
い料金である。20年間段階的に引き上げなかった
ことに対する批判もあるが、安心安全な水の供給
のためにやむなしだった。今後は２～３年のサイ
クルで審議会を開き料金見直しをすべきと考え
る。

水道
水道水販

売
５班 謹教

水の利用量が減って水が余っているのであれば、
水を商品化して販売できないか。これによって水
道事業の赤字解消はできないか。

過去に水をペットボトルに入れ販売したが売れな
かった。

側溝 側溝管理 ４班 行仁

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。
（事後処理報告書Ｐ100）
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

側溝
側溝蓋が

け
５班 城北

石堂町から上荒久田に抜ける道路が狭くて、歩行
者が危険なので水路に鉄板等を敷き、歩行者の安
全等を図ってほしい。

現場を調査して事後報告する。（事後処理報告書
Ｐ101）

道路
電線地中

化
２班 東山

電線の地中化をもっと進めて、街中のすれ違いの
できない狭い場所ほど地中化をするべきである。

３つの路線で電線の地中化を進めているが、コス
トの面、機器の設置スペースの確保などが問題と
なっている。継続して取り組んでいく。

通学路

道路拡幅
２班 門田

徳久は工業団地や住宅が増えてきて、交通量が増
えているのに道幅は変わらない。通学路でもある
ので安全を確保してほしい。

都市計画道路となっているので整備予定ではあ
る。

要望

道路拡幅
５班 城北

けやき通りが広くなり、車が混んで大変である。
田事の通りを一方通行なのに逆走して入ってくる
車もある。事故にならないように警察にも解決を
求めたところ、調査するという回答を得た。事故
が起きないうちに道路の拡幅など何らかの対策が
されるよう協力していただきたい。

現状を説明

早期のバイパスの開通を要望いたします。 意見として伺います。

天満集落内のごみ収集場所の前の道路に水が溜ま
るので修繕をお願いしたい。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ102）

道路整備
（イン
ター南
部）

５班 城北

インター南部幹線の計画はどのようになっている
のか。

計画はあってもなかなか進んでいかないのが現状
です。調べて報告します。（事後処理報告書Ｐ
102）

交通安全

道路

道路

道路整備 ５班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 行仁

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。
（事後処理報告書Ｐ103）

５班 謹教
本市の道路舗装状況も良くないので、舗装整備も
すべきである。

意見として伺います。

市道神4-63号線及び市道神4-62号線で大川大橋の
下側の道路の舗装をお願いします。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ104）

下水管埋設箇所の農道部分の舗装をすると聞いて
いたがいつ実施されるのか。（関係資料を配布）
道路維持課でグレーダーを使用した整地に関して
は、マンホールがあり整地はできないとのことで
あり、砂利敷きも困難とのことである。

現地確認します。（事後処理報告書Ｐ104）

道路舗装

歩道整備

４班
町北・
高野

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。（事後処理報告書Ｐ105～
108）

道路

道路舗装

５班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

下荒井団地内の車道と歩道があるが、通学路で
ある歩道は雨の日など、びちゃびちゃになり車道
側を歩くなど危険である。こうした地区要望はど
こに出して、その後どうなるのか。見通しはつく
のか。

　陳情書などにより市に対し要望し、その後担当
課が現場を調査する。改修時期などは、その必要
性や予算などを勘案しながら市全体の中で優先順
位づけを行い決定する。市に対し地区要望を出し
てもらいたい。なお、第１班で現場確認を行わせ
ていただきたい。（事後処理報告書Ｐ109）

約３０年前に真宮で県の植樹祭が開催され、歩
道にケヤキが植栽された。その根が伸びており、
西側の歩道がデコボコで危険である。どうにかな
らないか。

　要望として受け止める。

３班 湊

長浜から強清水までの区間に歩道がない。猪苗代
湖を舞台とした各種の大会が催されているが危険
と感じている。国道事務所に要望しているがまっ
たく聞き入れていただけない。安全のための歩道
整備はできないものか。

会津総合開発協議会において、要望事項として働
きかけていきたい。なお、国立公園内となるた
め、規制も大変厳しく整備が困難な面もある。

交通安全

道路

カラー
舗装

歩道整備

２班 大戸

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。
（事後処理報告書Ｐ87）

都市計画
市街化区

域
４班

町北・
高野

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。

北会津

道路 歩道整備

１班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

都市計画 都市計画 ４班 鶴城
地元の景観が古い。他の地区と比較してしまう。
さらにきれいにしてほしいと考える。

意見として伺います。

不法投棄

用水路
２班 門田

用水路に大人用の「オムツ」が投棄され、堰のと
ころで他のごみと一緒に溜まっている。その都度
市へは連絡しているが抜本的な改善が見られな
い。恒久的な対応をお願いしたい。

担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ84,85）

側溝排水

用水路
２班 門田

現在使われていない用水路の管理をどうにかして
ほしい。

雨水対策だけのためになっている側溝もある。

市民サー
ビス

窓口サー
ビス

５班 神指
道路維持課の窓口対応が良くない。窓口対応の向
上をお願いします。

意見として担当課へ伝えます。
（後日、道路維持課へ伝えました。）

環境

用水路
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

運動施設 環境整備 ３班 一箕

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。
（事後処理報告書Ｐ110）
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２．地区別テーマでの意見交換について
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

北会津
公共交通確保によるま
ちづくり

○テーマ設定の理由、背景
　高齢化が進行し、自力で通院や買い物に行けないお年寄りが増加し、大きな地域課題
となっている。そこで北会津地域づくり委員会では、公共交通のあり方を議論し、今年度
には実証実験を行う予定である。地域住民にとってよりよい公共交通網が形成されること
が望ましく、この意見交換会においてもテーマとして取り上げられた。

○主な地域課題
　北会津地区内においても他地区同様に、除雪や道路歩道整備、地区別テーマとなった
高齢化に伴う通院、買い物対策などの地域課題がある。
　また真宮地区は、若者が他地区に比べて多いが、働く場所がないと市外へ流出してし
まう。そのためにも企業誘致に取り組み、若者が働ける環境を整備することが重要である。

Ｐ43

城西
西若松駅を中心とした
まちづくり

○テーマ設定の理由、背景
　城西地区においては、西若松駅を中心としてイベントを開催してきた。地元の人のみな
らず、観光客等も西若松駅（会津鉄道発着地）を利用しており、西若松駅東口へのトイレ
設置が当面の課題であったが、今年度トイレ設置予算が確保されたことから、さらなる城
西地区の活性化のため、地域資源の掘り起こしをはじめ地域の方々の現状認識と現在の
活動内容を伺うことにより、課題解決の一助とするためテーマとした。

○主な地域課題
　これまで実施してきた西若松駅でのイベントへの市からの助成金が無くなったことから、
町内会費の引き上げを行った。
　城西地区ではこのほかに灯篭流しなどの行事を行っており、市からの支援を強く要望さ
れたが、地域主導で行うイベント等への行政の関わり方について検討が必要である。

Ｐ44

１班
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

１班 日新

①空家対策と野良猫対
策
②地域インフラの整備
（公共交通の確保と通
学路の安全確保）

○テーマ設定の理由、背景
　次の理由から今回のテーマを設定しました。
　・空き家の問題が地域活性化と正反対の状況となっている中、今後の課題として空き家
　　活用のアイデアなどを伺いたい。
　・野良猫への餌やりに関し住居侵入で逮捕される事件があるなど、野良猫問題の困りご
　　とが増えている。
　・除雪に関する問題や歩道の安全確保などについて、これまで市に対し行ってきた陳
　　情・要望活動の経過と市の対応等について伺い、今後の地域課題の解決につなげた
　　い。

○主な地域課題
　・空き家対策は庁内横断的に早期に解決していかなければならない課題です。
　・飼い猫と野良猫の区別ができない状況があります。野良猫を増やさないようにする取り
　　組みなど、住民へのガイドブックの配布を希望するとの意見がありました。

Ｐ45

２班 門田
地域づくりと子どもの居
場所づくり

○テーマの理由、背景
　門田地区の都市部では子どもの数は増加しており、小学校も３校あるが、子供会の加入
率が低下しており、「子どもの居場所づくり」は地域づくりを進める上で大きな課題となって
いる。

○主な地域課題
　道幅が狭く交通量が多い道路への歩道設置や、交差点への雪溜めによる視界不良の
改善など、通学路の安全に関する意見がありました。

Ｐ48
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

東山
地域の活性化と農商工
の連携

○テーマ設定の理由、背景
　現在の東山温泉は、旅館やホテルの休業や廃業が相次ぐなど疲弊しています。そのよ
うな中、新たなプロジェクトである会津東山温泉里山農園「つり橋の里」が立ち上げられ
た。地域の問題や課題を解決するため、また、温泉を発信源にして地域を活性化・元気
にするためには、みんながどのように連携していけばいいのかを探るためにテーマとして
設定した。

○主な地域課題
　・会津東山温泉里山農園協議会と地域との連携に大きな可能性を感じる。地域の市民
　　も巻き込んで、しっかり取り組むべきとの意見がありました。
　・市民が主役のまちづくりにより良い観光地となる。地域が活性化するためにも一体とな
　　って取り組むべきとの意見がありました。
　・枝豆に限らず、味噌や豆腐などの加工品も生産販売し、農商工が連携して事業を進
　　めるべきとの意見がありました。
　【その他の主な意見等】
　　・大きな旅館が空き家となっているが、取り壊しには莫大な資金が必要であり、我々で
　　　は到底対応できるものではない。景観の阻害要因であり、将来の投資として観光資
　　　源を守るために議員の皆さんにも取り組んでもらいたいとの意見がありました。

Ｐ49

大戸 地域の情報化の推進

○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。

○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。

Ｐ51

２班
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

湊 持続可能な地域づくり

○テーマ設定の理由・背景
　昭和の合併以来50年が過ぎ、本市唯一のへき地指定の地域であり、しかも降雪量も多
い地域である。近年急速な人口減少、特に子どもの人口が減少している。へき地指定の
効果も見えにくい中、湊地区としての活性化の取り組みも始められており、住民自ら地域
の持続可能性を探る意味でも、このテーマ設定となった。

○主な地域課題
　①水道事業について
　　・水道事業において掘削・ボーリング調査が行われ、さまざまな課題も出てきている。
　　　住民の要望に応える課題解決について意見交換がなされた。
　②インフラ整備の進捗について
　　・高齢者等への情報提供方法等、高齢者の不安解消に向けた市の施策について、理
　　　解が深まった。

Ｐ53

河東
若者の定住と地域コミュ
ニティへの参加

○テーマ設定の理由、背景
　地区内のほとんどが市街化調整区域であり新規住宅の建設が望めず、既存の地域コ
ミュニティの維持が困難となりつつある中、地域の方の意見を伺うためにテーマを設定し
た。

○主な地域課題
　河東支所の機能が低下し、地域の核となる施設ではなくなっている。併せて合併後から
続いてきた補助金も減額され、今までと同様に地域づくりのさまざまな活動が今後も継続
できるのか不安視される。
　若者の住む町として幼児教育の場があることが必須である。市立の河東第三幼稚園の
存続について保護者の方から強く要望がされた。

Ｐ56

３班
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

３班 一箕 生活道路の諸問題

○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。

○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。

Ｐ59

39



第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

町北・高野
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）

○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。

○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。

Ｐ62

鶴城
鶴城地区の環境整備、
子どもたちの居場所づ
くり

○テーマ設定の理由、背景
　これまでの鶴城地区の意見交換会で、県立病院跡地利用についての意見として、「県
立武道館、コンベンション機能を持つ施設、そして子どもたちが利用できる施設」との意見
が出されましたので、事前に調査をしてきました。パワーポイントを使い説明し、どのような
施設であれば良いのかご意見をいただきたく、テーマとして設定しました。議会は皆様の
意見をいただきながら将来の施設建設を考えていきます。

○主な地域課題
　「子どものいる世代だけではなく、高齢者の世代でも子どもの遊び場が必要であると感じ
た。県立病院跡地の問題は長い時間をかけないで方向性を示してほしい」など、県立病
院跡地利用については、あまり時間をかけないで進めるべきとの意見がありました。

Ｐ64

４班
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

４班 行仁

①子どもたちの居場所
づくり（こどもクラブ）
②行仁小学校建設に向
けた施設整備

○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。

○主な地域課題
　「平成26年5月から行仁小学校建設推進会議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。

Ｐ68
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第18回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

謹教
地区の安心・安全の課
題

○テーマ設定の理由、背景
　日常のさまざまな困りごとについて意見交換したいという地区からの要望があったため、
テーマとして設定しました。

○主な地域課題
　　町内会役員の担い手の問題

Ｐ73

城北 高齢者に関する諸問題

○テーマ設定の理由、背景
　地域で高齢者の一人暮らしや、高齢者のみの世帯が増えている背景もあり、地区からの
要望を受けテーマとして設定しました。

○主な地域課題
　　ごみステーションの問題

Ｐ76

神指
公民館を拠点とした地
域づくり

○テーマ設定の理由、背景
　 中央公民館神指分館の整備が地区要望として継続してあげられていることが背景にあ
る。

○主な地域課題
　　・拠点づくりのあり方について
　　・神指分館の整備とあり方
　　・地域の学校のあり方について
　　・人口減少と市街化調整区域との問題について　など

Ｐ77

５班
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公共交通確保によるまちづくりについて

　第１班が持参した市の資料に沿って説明を行った。「公共交通確
保によるまちづくり」というテーマに沿ってご意見を伺いたい。

　ピカリン号に３、４人で乗車し、この点について話をしている。
路線バスやピカリン号が真宮から住吉町を通リ会津若松駅に行く
ルートも良いが、ヨークベニマル、アピタを経由して西若松駅など
に行く利用者もいる。

　現時点での計画では、路線バスやピカリン号については、一部路
線を見直しつつ、会津若松駅に向かう路線とし、西若松方面は、地
域公共交通による原則予約をする方の集落を回りながら、会津西病
院、アピタ、ヨークベニマル、西若松駅方面に行くことを検討して
いる。地域公共交通はデマンドバスを想定している。

① 北会津地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 西若松駅を中心としたまちづくりについて

持参資料により説明を行った。
「西若松駅を中心としたまちづくり」というテーマに沿ってご意見
を伺いたい。

西若松駅前でのイベントに市補助金等の協力を願う。

中心市街地に対する支援は多いが、周辺地域に対する地域資源整備
のための支援をお願いしたい。

西若松駅から高速バスを発着してほしい。

灯篭流しを２９回実施している。寄付集めはしているが、市からの
支援をお願いしたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

② 城西地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
空家対策と野良猫対策、地域インフラの整備（公共交通
の確保と通学路の安全確保）について

日新地区における「空家対策と野良猫対策」「インフラ整備」につ
いて、持参した資料に沿って説明を行いました。
今後の課題や、アイデアなどご意見をお願いします。

　町内会29世帯のうち、12軒が空き家である。73名の住人のうち、
65歳以上が32名おり、小学生が一人しかいない。空き家の現状が危
険な状況になっている。解体費用の補助はないのか。特定空き家と
して更地にしていけば町内が明るくなり、夢と希望のある良好なま
ちづくりができるのではないか。

　市には解体補助の制度がない。議会も住民と同じ思いでいる。

固定資産税を安くすることで空き家が減るのではないか。国では
そのような制度改正がされたと聞く。市の産業がないために若者が
減っていくことも空き家が増える原因ではないのか。

　危機管理課だけではなく庁内横断的に対応する必要性があり、議
会としてもその認識を持って議論していきたい。

市が所有者の了解を得て管理をしていけば、住宅として貸し出す
ことができるのではないか。

市は空き家対策を何もしていないのではないか。固定資産税がか
かるから更地にできない。解体の補助を市が行い、畑にする方法も
あるのではないか。

　ご意見として伺う。

特定空き家のあるところが通学路になっていたりする。空き家の
問題はオール議員で取り組むべきだ。

町内でエコキャップの回収を行っているが、保管をする場所がな
く困っている。空き家を使ってはいかがか。他の活動にも使える空
き家バンクを考えてほしい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③ 日新地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
空家対策と野良猫対策、地域インフラの整備（公共交通
の確保と通学路の安全確保）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③ 日新地区（１班）

空き家は改修しても使えない所がある。町内でＮＰＯ法人の協力
のもと、会津大学生のシェアハウスができた。使える空き家の有効
利用をすべきである。

　ご意見として伺う。

市として空き家に対するやる気があるのか分からない。差し押さ
えをしてでも市が管理すべきではないか。本気で取り組んでほし
い。

　ご意見として伺う。

空家等対策協議会はどのように進められているのか。成果はある
のか。

　後日回答する。（事後処理報告書Ｐ111）

議会と当局がプロジェクトをつくり、危険な空き家対策を早急に
するべきではないか。

　ご意見として伺う。

野良猫の糞尿で困っている。動物愛護の面から駆除できないのは
理解するが、カラスに襲われた子猫を助けようとした老人が手を噛
まれ7針縫うけがをした。野良猫の被害は、当事者でないと分から
ない所があるが、保健所は対応しているのか。何回出動しているの
か。

　後日回答する。（事後処理報告書Ｐ112）

資料にあった堺市の「地域猫活動」の取り組みに同感する。野良
猫への餌やりを辞めさせるために町内では、100日間餌やり現場の
写真を撮ったり、餌を回収し警察にも通報し注意をしていたが、よ
その町内に移動するだけだった。不法侵入で逮捕されて安心した
が、これからも続くと考える。野良猫ガイドブックを作り配布して
ほしい。

　ご意見として伺う。

　飼い猫と野良猫の区別をするために、首輪を進めてはいかがか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
空家対策と野良猫対策、地域インフラの整備（公共交通
の確保と通学路の安全確保）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③ 日新地区（１班）

餌をまとめて置き、野良猫を捕まえ去勢手術をしていけば増えな
くなる。

交通量の多い通学路は、除雪費の残った予算でヒーターを入れる
工事をしてはいかがか。

　市の予算は、余ったら返すことになっているため、他の事業に使
うことはできない。

　金川町・田園町コミュニティバスの実績はどうか。 　金川町・田園町コミュニティバス運営協議会が会津バスに運行を
委託し、定例ランチ会などを住民で行い、活性化につながってい
る。

　インター南部幹線の整備は進むのか。
藤室街道には電柱があり道幅が狭く、大型車両も通り路面が傷ん

でいる。

　後日回答する。（事後処理報告書Ｐ113）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域づくりと子どもの居場所づくりについて

（別添資料に基づいて説明）
門田地区における地域づくりと子どもの居場所づくりについての取
り組みやご意見があればご発言ください。

門田小学校のこどもクラブが充実してきて、南チャレンジキッズの
パソコン教室の参加者が減ってきた。

（南公民館長より南チャレンジキッズについての説明あり）

パソコン12台、タブレット、プリンター、卓球台を2台新規購入し
た。
悪いところに目がいってしまうが、いいところを見つけて褒めて育
てている。地域の人たちが子どもたちに生活の知恵を教える場をつ
くるべきである。

意見として伺う。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④ 門田地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域の活性化と農商工の連携について

今回のテーマに関連して会津東山温泉里山農園「つり橋の里」プロ
ジェクトの代表である平賀さんから内容について説明していただ
き、その後に地域の可能性について意見を頂きたい。
(別添資料にて説明を求めた。)

昨年、会津東山温泉里山農園協議会を立ち上げた。東山温泉と院内
地区の耕作放棄地を利用して温泉の名物にしたい。農地を使った町
おこしにしたい。昨年の収穫から無限の可能性を実感した所です。

実際に宿の中で枝豆を提供できるのか不安な部分もある。しかし、
取り組みとしては素晴らしいし可能性を感じる。

現代の観光は、市民が主体となってよい町づくりをした所はよい観
光地となっている。一体となって進めることで大きな成果につな
がっていく。
温泉協会と里山農園協議会だけではなく、地域の市民も巻き込んで
取り組むべきである。一大生産地になる可能性もある。

味噌や豆腐などの加工品の生産にも取り組み、農商工が連携できる
のではないか。

今までの意見を聞いていると、非常に可能性と将来性を感じる。農
園に地域の市民が集い、観光客が来て、お土産を買っていく人がい
る。それが地域の活性化、農商工の連携につながっていけば最高で
ある。

土は非常にいいが、水が無い。道が狭く大型の機械も入らず手間が
掛かる農地という課題もある。また、実際にやると、次から次へと
問題がどんどん出てきて結構大変である。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑤ 東山地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域の活性化と農商工の連携について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑤ 東山地区（２班）

大きな旅館が空き家となっている。取り壊しには莫大な資金が必要
で、我々には到底対応できるものではない。景観の阻害要因であ
り、将来の投資として観光資源を守るために議員の皆さんにも取り
組んでもらいたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域の情報化の推進について

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。

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。

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。

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。

温泉観光協会の立場から言わせていただくと、ＡＤＳＬ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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 大戸地区（２班）

51



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

⑥ 大戸地区（２班）

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 持続可能な地域づくりについて

本日のテーマ「持続可能な地域づくり」について、最初に区長会長
さんから地域の課題等を提起していただきます。

湊地区の人口は、10年前と比較し400人減少している。17年前の小
学校統合時は児童数が約180名であったが、今年度は58名である。
買い物と、医療機関へのアクセスが湊地域最大の課題と考えてい
る。その中で、県のサポート事業補助を受け「湊地域活性化協議
会」と廃校を利用した地域づくりとして「原小学校プロジェクト事
業」の2本立てで活力ある地域づくりを目指し活動している。補助
金頼みでない、また打ち上げ花火で終わらない持続可能な地域をど
うつくっていくか追及していきたい。また、自主財源の確保も検討
しながら、課題解決に向けた組織づくりを構築していきたい。

区長会長さんから、地区別テーマの議論の方向性について説明があ
りましたので、皆様方からご意見等よろしくお願いいたします。

孫が、家を建てている。合併浄化槽を計画しているが5世帯集まら
ないと作れないと言われたということだが事実か。

そのようなことはないと思われますが、確認します。

※翌日、下水道課に確認したところ、誤解があったようなので改め
て説明しご理解いただきました。

昨年、水道工事で掘削(64ｍ)したところ、自宅の井戸水が出なく
なった。今後どのような対応をしていただけるのか。市の担当者は
文書で回答するということだったが、その後の説明がない。

担当課が対応していないようなので、確認します。（事後処理報告
書Ｐ113）

市は、打越地区の水は毎分60リットルで十分との考えのようだが、
我々とすれば「水質に差があるようなので、よい水が提供できるよ
う、また、工事費を減らせるよう近隣地区をつないでおくべきでは
ないか。」と市に伝えているが、井戸水が枯れてしまったことに対
する保証はどうするのかも含めて、昨年11月以降、現時点まで返答
がない。

担当課が対応していないようなので、確認します。（事後処理報告
書Ｐ114）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 湊地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 持続可能な地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 湊地区（３班）

小坂・穴切地区は水質が悪いためタンク方式で実施することになっ
たが、タンク設置場所等も検討しなければならないが、こちらも12
月以降、話が進んでいない。

担当課が対応していないようなので、確認します。（事後処理報告
書Ｐ115）

崎川の舟木地区だが、毎分10リットルの水が出るようだが、水質が
悪い。この水をずっと飲み続ける訳にはいかない。

市の説明で、了解した経過にあるようなので、それを覆すのは容易
でないと思われる。内容を確認します。（事後処理報告書Ｐ115）

地区としては、毎分10リットルの水量も水質の内容もきちんと説明
を受け納得しているはずである。(上記の質問者に対して区長が回
答した内容。）

観光に資する観点から言えば、猪苗代町の磐梯東都バスの運行が、
会津レクリエーション公園の手前までなので、観光客が若松に直接
入れない。このため、不便を来している。

確認します。（事後処理報告書Ｐ116）

湊地域のクマ出没情報などをいち早く知りたい。情報をスマート
フォンなどで発信しているというが、高齢者の多くが利用できな
い。対策してほしい。

地域住民の安全安心に向けて、湊地区にテレビで地域の情報が確認
できる機器が配布され使用できるようになる予定だと聞いている。

地域の必要な情報が湊地区の各戸のテレビで受信できるよう、実証
実験事業を準備している。WiFi環境の整備とあわせ、湊地区全世帯
を対象とした、独自のホームページを作成するなどの生活支援シス
テムを構築中である。スマートフォンなどを使用しなくとも情報が
取得できることとなる。なお、地域に合った内容を盛り込むための
説明会を開催する予定である。(6月中旬以降ごろ)

ＡＥＤ機器の配置が不十分(小学校と公民館と特別養護老人ホーム
「絆」にしかない)なので、各集会所など、５分～10分以内の範囲
に設置していただきたい。これは、活性化協議会の中で話している
内容です。

要望として伺っておきます。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 持続可能な地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 湊地区（３班）

健康増進課では、100人以上なら簡易水道で運営できるということ
だ。打越地区では、毎分60リットルと水量も豊富である。打越地区
の水を居穴地区、舟木地区(水質に問題がある)、沼上地区でも利用
できないか検討してほしい。可能であれば配管工事で工夫したい。
最短距離で配管するなど、業者とは話している。

当初計画に対する予算の関係もあるが、要望に沿うように進めるべ
きと認識した。担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ114）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 若者の定住と地域コミュニティへの参加について

　地域づくりについての質疑応答ということではなく、双方で意見
や考えをさまざま話し合いたいと思います。

　住んで良かったと思えるのが地域である。人口減少が進む中で、
第7次総合計画にも人口維持としか書いてない。ICTも大事だが、雇
用・学びの場の提供を考えるべき。

市街化調整区域が多いため人口維持どころか減少しかない。この
ような規制を改めてもらいたい。

　参加者の皆さんでフリーにこの課題について話してみませんか。

東京は経済がいいから人が集まる。これから先のことを本気で考
えていくべきだ。

　地域の衰退は、基幹産業の農業の衰退から始まった。減反政策と
食糧管理法が転機になった。コメの所得が支えた地域経済の基盤が
揺らいだ。これを保護する対策が必要である。

河東第三幼稚園が2年保育のため、3歳児の親は他の園に入園させ
ている。保育時間延長と併せて年齢を拡大してほしい。

 河東学園構想との関連を見極め、公立幼稚園がいいのか、こども
園へ移行すべきかも含めて検討していきたい。ハード面の整備につ
いても、現在の施設で整備できるか調査している。

　子育てする上で医療を充実させてほしい。 　本市の救急体制は他市と比べても一定の水準以上である。小児科
医の増員に対しても医師会と連携して取り組んできた。夜間急病セ
ンターに常駐の小児科医も配置されている。今後もこの問題に取り
組む。

　今回のテーマは素晴らしい。しかし今までこの問題の解決法は見
つかっていない。まずここで生活できなくてはだめだ。政策討論会
第２分科会で少子化対策をやっているが、独身が多いことの方の対
策を考えるべきだ。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 河東地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 若者の定住と地域コミュニティへの参加について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 河東地区（３班）

河東のアタマと言われる組織がない。支所そのものに機能がな
い。担当部署へのつなぎにしかなっていないのなら、支所の人員を
減らしてその原資をほかに使うべきだ。

　支所は住民票などの発行業務を行うところである。地域づくり委
員会などがあるが、その位置付けは明確に示されていない。自治基
本条例の改正も視野に入れて、各地域の自主権を持つような検討も
必要である。本来、公民館は、住民が中心になり地域づくり、まち
づくりを目指すところである。

合併して10年もたつと、行政の中に、いつまでも河東町でないと
いう考えが出てくる。地域づくり委員会は住民と行政の協働の機関
であるが、意識が変わってきているように感じる。

コミュニティバスの運営の検討を地域づくり委員会でやった。本
来ならば市が責任を持ってやるべきことだ。本来ならば他でやるべ
きことも地域づくり委員会に押し付けられている。

５年間活動してきたが、ここ最近は河東で積み上げてきた課題で
はなく行政主導になってきている。いつまでも河東町でいるなとい
う雰囲気はないのか。

　合併した地域や湊地区などにはあると思う。

子育て支援センターが河東にない。使ってない施設を開放して
サービスが提供できないか。

　地域で子育てすることが大事である。それがコミュニティの醸成
につながる。（事後処理報告書Ｐ117）

東長原駅のトイレが無くなった。それにより周辺環境が悪化し
た。対応してほしい。

　ＪＲに確認します。（事後処理報告書Ｐ118）

コミュニティバスの始発が会津村なので、東長原地区へ延伸をし
てほしい。

地域づくり委員会では東長原駅があるとのことで現在のルートに
なった。
(上記の質問に対して参加者が回答)

57



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 若者の定住と地域コミュニティへの参加について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 河東地区（３班）

　六丁交差点の事業はどうなったのか。 　地権者の同意が形成されなかったため一時ストップとなった。危
険箇所と認識しているので取り組みを進めている。

小学校のスクールバスに子どもたちが乗れる方法を考えてほし
い。季節により通学が心配な時がある。

　スクールバスの運行ルールについて説明

コミュニティバスとスクールバスの共同利用を検討している地域も
ある。コミュニティバスの自主運行をしている地域もある。危険な
箇所があるなら全員乗れるようにすることも検討していきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 生活道路の諸問題について

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。（事後処理報告書Ｐ
118）

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。
（事後処理報告書Ｐ119）

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。（事後処理報告書Ｐ119）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 一箕地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

⑨ 一箕地区（３班）

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。（事後処理報告書Ｐ120）

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。（事後処理報告書Ｐ120）

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。（事後処理報告書
Ｐ121）

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。（事後処理報告書Ｐ121）

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。（事後処理報告書Ｐ122）

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。（事後処理報告書Ｐ122）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

⑨ 一箕地区（３班）

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。（事後処理報告書Ｐ123）

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

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。

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。

（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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 町北・高野地区（４班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 町北・高野地区（４班）

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。

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
鶴城地区の環境整備、子どもたちの居場所づくりに
ついて

これまでの鶴城地区の意見交換会で、県立病院跡地利用についての
意見として、「県立武道館、コンベンション機能を持つ施設、そし
て子どもたちが利用できる施設」との意見が出されましたので、事
前に調査をしてきました。今日は、パワーポイントを使い説明し、
どのような施設であれば良いのかご意見をいただきたい。議会は皆
様の意見をいただきながら将来の施設建設を考えていきます。

県立病院跡地について、この土地を買うのか買わないのか。 2月定例会会期中の総務委員会協議会で、市が購入を希望すること
を庁議で決定したとの報告を受けた。最終的には県の意向を受け、
正式に決定に至れば購入することになります。

前回の意見交換会では、県立病院跡地利用について市庁舎の建設に
ついても意見が出されました。今回のテーマに入っていないがなぜ
か。

市庁舎は、現在地に建てることを基本として計画されています。そ
のため、県立病院跡地に市庁舎を建てることは別の問題と捉えてい
ます。そこで、県立武道館、コンベンション機能を持った施設、そ
して子どもたちが利用できる施設の3点をテーマとしてご意見をお
聞きします。

県立武道館、コンベンション機能を持った施設、そして子どもたち
が利用できる施設が不足しているので今回のテーマとして出された
のか。議会として何らかの公共施設が不足していると捉えているの
か。

市は、新庁舎建設後、栄町第二庁舎を子どもたちの居場所となる施
設とすることを計画しています。これまでの意見交換会の中で市民
の皆様から出されたのが、県立武道館、観光駐車場、コンベンショ
ン機能を持つ施設、そして子どもたちが利用できる施設でありまし
た。議会として不足していると捉えているからといった理由ではあ
りません。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 鶴城地区（４班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
鶴城地区の環境整備、子どもたちの居場所づくりに
ついて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 鶴城地区（４班）

少しテーマから外れますが、城前地区には、戦後復興型からスター
トした商店街があります。地区内には、道路の拡張、景観条例の課
題、問題がありますが市政の対応の遅さがある。素案でよいので観
光の総合的な計画が必要ではないか。地元の夢を描きたい。商工会
議所が素案を持ってきたが図面だけであった。新しい、きれいなま
ちにしていきたい。

今日のテーマについて話す前提として、鶴城地区の全体的なマス
タープランを示し話さないとまとまった取り組みにならない。そこ
で会津若松市の計画をつくるべきではないか。

学鳳高校跡地だけは、観光の拠点とする方向性が決まっています。

今日のスライドを見て、子どものいる世代だけではなく、高齢者の
世代でも子どもの遊び場が必要であると感じた。県立病院跡地の問
題は長い時間をかけないで方向性を示してほしい。

子どもの遊び場は必要である。その際遊び場だけではなく児童セン
ターや子どもに関する行政の組織が入っているような施設整備が必
要である。

子どものための遊び場、施設が不足しているとの市民の声が多いこ
とは委員会として認識しています。

２歳、４歳の子どもと無料で遊べる郡山のペップキッズに行ってい
ます。アピタは遊ぶ場所が狭く大江戸温泉は有料です。県立病院跡
地には、子どもたちの施設をつくってもらいたい。

子どもの遊び場と高齢者が一緒に集える居場所づくりをしてほし
い。

4班で須賀川市、郡山市、会津坂下町の施設の職員に伺った際、会
津若松市から子どもたちが来ていることを教えていただきました。
利用している子どもたちと親御さんはどのように過ごしています
か。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
鶴城地区の環境整備、子どもたちの居場所づくりに
ついて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 鶴城地区（４班）

ペップキッズでは、親は安心できます。スペースは広く、従業員
は、動く子どもと、おとなしい子どもに分けそれぞれ対応をしてい
ただいている。そこに親がついてもつかなくても自由に遊ぶことが
できます。また、幼児など小さい子どもだけが入れるスペースも
あって安心です。

本宮市の白沢球場に隣接しているプリンス・ウィリアムズ・パーク
屋内あそび場は行きましたか。

プリンス・ウィリアムズ・パーク屋内あそび場に行きましたが、
ぺップキッズのほうが遊びやすいと感じました。おじいちゃん、お
ばあちゃんやフリーの高齢の方も一緒に遊べるのでペップキッズに
は何回でも行きたい。

子どもと高齢者のいる居場所とは、どのようなイメージを持てばよ
いのか教えてください。

私たち高齢者は、小さい子どもと接することが少なくなりました
が、高齢者は子どもが好きです。顔を見たい、一緒に遊び話しかけ
たいとの思いがあります。屋内の施設で憩いの場、みんなが楽しめ
る場、昔話を聞かせる場などをつくっていただきたい。

先ほどの発言で「郡山のペップキッズに行っている」「子どもは多
様である、動くことが好き、おとなしくじっとしていることが好き
な子どもがいます。また高齢者と子どもが一緒に過ごしたい」との
発言がありました。そこでお聞きしたいのは、面識の無い子どもと
高齢者の交流は、すぐにできますか。

ぺップキッズでは、登録すれば、面識のない高齢者と子どもはすぐ
に遊ぶことができます。子どもが高齢者と交流しているときは、私
としては、自由な時間が取れるので助かります。

本市でも「核家族世帯が多く子どもと高齢者の交流について少なく
なってきている」との意見が出ています。

私たちも、高齢者の方から子どものことや家事のことなど、自分の
親には聞くことのできないことも教えていただけるので良い交流に
なります。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
鶴城地区の環境整備、子どもたちの居場所づくりに
ついて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 鶴城地区（４班）

私は、近所の方から誘われて意見交換会に初めて参加することがで
きました。集まれる場所があれば私たち世代（30歳代）でも参加し
話ができます。

放課後子ども教室の運営に参加している高齢者のボランティアの方
は、子どもと過ごすことで力をもらえると言っています。このこと
を子どもの居場所づくりの中に取り入れていただけるといいです
ね。また、居場所が少ない中で施設だけをつくるのではなく、運営
に地域の方が担っていただけるようにしていきたいですね。

今日参加するに当たり、子どもを親に見てもらい参加しています。
同じ世代が参加するには、昼間または、子育て支援センターでの開
催があればお母さんの参加ができると思う。子連れで来ると集中し
て話ができないので、子育て支援センターでの開催を希望します。

子育て支援センターで開催するとき、ママ友に情報を提供していた
だいて議会から要請することで集まっていただけますか。

これまでも５，６人で集まって話をしてきています。できれば保育
士さんにそこにいていただくと子どもを見ていただけるので、親が
集中して話すことができます。

私たちは、お母さんが集まるテーマ設定が必要だと考えますがいか
がですか。

テーマがなくても集まってお母さんと意見交換はできると思いま
す。来ることのできないお母さんの聞く場も設定していただければ
良いと考えます。

毎回意見交換会に参加しているが、これまでは高齢者の参加が多
い。これからの意見交換会は若い方の参加が必要です。

議員は、スーツを着てこないほうが参加しやすいです。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 行仁地区（４班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 行仁地区（４班）

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。

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　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 行仁地区（４班）

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月から行仁小学校建設推進会議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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 行仁地区（４班）

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 行仁地区（４班）

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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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の安心・安全の課題について

道路の状態がひどい箇所があるので、ぜひ対応してほしい。（中央
一丁目）

現地を確認し、事後報告します。（事後処理報告書Ｐ123）

高齢者の施設への入居が困難である。

運転免許証の返納に伴い、公共交通網の整備を充実してほしい。

カラスがごみ集積所のごみを散乱するので困る。

野良猫の問題が多く発生して困っているので、野良猫に対する餌や
りを禁止する条例を策定してほしい。動物愛護団体で餌やりをして
いるのではないか。

他の自治体での野良猫対策、去勢・不妊手術費用の一部助成や、餌
やりのルール決め等を紹介

民生委員、町内会等の役員の担い手不足の問題で苦慮している。市
職員が直接説明して役員を引き受けていただくようにすべきであ
る。

役員を受けない理由について伺う。

勤め人はやらない。女性の参画が大切である。
地区での女性の区長が2～3人なので、もっと増やすべきである。市
でも女性の参画を奨励してほしい。

自治基本条例の協働は良い言葉であるが、行政からの協働要望が多
くて住民は対応ができなくなっている。

本市の人口が12万人から将来は8万人となる予測がある。よって、
議員定数も減らすべきではないか。

議会制度検討委員会での議員定数の検討について説明

行政から毎月いろいろな要望がくる。役員はよほど余裕のある人で
ないとできない。

職員自らが現場に行って、企画・立案して地域とともに働く行政の
やり方も出てきたので、行政に頑張ってほしいと考える。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 謹教地区（５班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の安心・安全の課題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 謹教地区（５班）

自主防災計画等について行政はやりなさいとは言うが補助金は出さ
ない。酒田市ではいろいろなことに50万円の補助を支出していま
す。会津美里町も補助金を出している。本市の危機管理課でも補助
金について検討いただきたい。

議会では地域内分権の考え方も進めているところであり、地域に権
限と事業費をお渡しし、地域のことは地域でするとの方法もあるの
ではないかと考えている。

空き家対策について、危機管理課の空き家対策が遅いのではない
か。

区長が防災の訓練などを受けないまま、災害が発生した場合には対
応ができない。
災害時の区長の対応によって、裁判等で責任問題となるようなこと
のないようにお願いしたい。

新人区長さんに対する危機管理課の出前講座の要請をしてはどう
か。
区長会の会議の場で危機管理の対応について、危機管理課の説明要
請等をしていただけないでしょうか。

青森市では800戸ごとにプロの町内会長を配置して、危機管理等に
対応できる体制にしていた。

区長会の会議に危機管理課が来るが、あいさつ程度で危機対応等の
話はない。

市長との対話集会では、新庁舎建設の問題やさざえ堂及び天文台を
文化財にすることの要請もしている。

本市の小学校から除染土壌を搬出する話があった。子どもたちの活
動する学校に除染土があったことと、このことが市民に知らされて
いなかったことは大きな問題だ。内部被ばくの問題も考えられるの
で、市は情報の公開を充分してほしい。また、議員も市民に伝える
べきである。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の安心・安全の課題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 謹教地区（５班）

環境生活課に対する情報公開開示によって除染土の事実を確認し
た。環境生活課でしっかり対応したことは理解できるが、事実確認
ができたのは情報公開開示があったからであり、行政は積極的に住
民に情報を提供すべきである。

意見として伺います。

川ざらい土砂仮置き場にまだ放射線物質を含む土砂が保管されてい
る。危機管理に問題があると思うので、住民への情報の提供と危機
管理の意識を持ってもらいたい。

意見として伺います。

震災直後はいろんな所で高レベルのベクレル数値が検出されてい
た。この６年間行政で安全に管理していたといわれるが、保護者や
住民に情報を周知すべきである。

除染対応や土壌の搬出に関しては、空間線量の確認や交流人口の少
ない時に対応すると聞いている。今後も行政は安全を確保して、情
報を周知していくべきと考えている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢者に関する諸問題について

地区からあげられたテーマは「高齢者に関する諸問題」となってい
ます。どのような問題があるのか伺います。

ごみステーションで生ごみは回収するが資源ごみの回収がなされな
い箇所がある。
道路が狭いので、資源ごみ回収の大きな車が入れないので回収でき
ないとの行政の回答である。高齢者の多い地区なので、遠くの資源
ごみ集積所まで運ぶのが困難であるので、ぜひ資源ごみ回収の方策
をお願いしたい。

現地調査します。（事後処理報告書Ｐ124）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭ 城北地区（５班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公民館を拠点とした地域づくりについて

神指地区からご提案があったテーマは「公民館を拠点とした地域づ
くり」についてです。地域づくりについてのご意見を拝聴したいと
思います。

神指分館を格上げして西公民館とすることはできないのか。 ・神指分館の格上げについて議会で質問してきた。
・市は公民館等が地域の拠点となると考えている。
・公民館等の各公共施設の建物について公共施設マネジメントの取
り組みを進めている。
・テーマである「公民館を拠点としたまちづくり」について説明し
た。地域の問題を地域で解決するために地域が予算と権限を持って
自分たちのことは自分たちでやるといった、自治基本条例の推進、
地域内分権の取り組み、三重県名張市の取り組み等を説明

神指分館が神指地区の拠点として機能するためにも、分館の調理室
を整備し、みんなが集える場所にしてほしい。要望解決に時間がか
かり過ぎて、いつできるか分からない。

名張市は組織立ち上げから実行まで２年でできた。職員が地域に配
置され、短時間で体制を整備し全市一斉にスタートした。こういっ
た事例もあるので短時間でできないことはないと考えている。

神指小学校、永和小学校の児童数が少ないが、別々に学校が存続す
ることは可能なのか。

児童数の減少は神指地区だけの課題ではなく、他の地域でも課題と
なっている。教育委員会では学校のあり方検討委員会を開催し、将
来に向けた学校のあり方などについて話し合いがされているが、具
体的にどこの学校が統合といった具体的な内容の話はしていない。

統合できるのであれば統合することで、財政の効率的な使われ方が
できる。また、教育の充実を図るのであるならば、統合も良いこと
ではないか。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮ 神指地区（５班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公民館を拠点とした地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮ 神指地区（５班）

公民館の拠点等々よりも、子どもたちの教育が大事である。２つの
学校を統合して、空いた学校に公民館を移すなど、大胆な考えも必
要。会津若松市全体の中で小学校をどう配置するかなど、市全部ま
とめてやらないといけない。公民館の拠点だけの問題ではなく教育
も含め考えていかなくてはいけないので、神指地域だけの問題では
ない。このテーマ設定は間違っている。

市は、公民館は地域の拠点と考えている。ここを生かすのか、学校
を考えるのかなど、どこを地域の拠点とするのかは地域で結論を出
すべき問題ではないか。

公民館を拠点とした子どもたちの活動の場等のお考えがあれば教え
てください。

公民館を子どもたちのための場所にするには、子どもたちを管理す
る人が必要であり、責任問題が発生するので子どもたちの活動の場
とすることは難しいと考える。

学校の選択肢が増え、地域以外の学校に入学する子どもたちが増え
ている。そのため、中学校ではさらに人数が減ることになる。市全
域の問題として考えなければならない。

神指地域の市街化調整区域を外して、人口が増えるような政策をと
らなければ、地域の人口減少化は改善されない。
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３．事後処理報告書について
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

Ｐ3 一箕

１．福島空港の名称につ
いて

【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。

市民との意見交換会・事後処理報告書
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ページ 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

Ｐ3 城西

２．公共施設予約システ
ムについて

【市民からの要望・質問】
　公共施設予約システムから各コミュニティセンターの予約が
できるようにしてほしい。

【事後処理結果】
○環境生活課からの回答
　現在、各コミュニティセンターは、地域の方々等による指定
管理者制度によって管理・運営を行っています。
　公共施設予約システムに接続していない理由として次の２点
があります。
①インターネット接続について
　パソコン設置、インターネット接続がなされていない施設が
あります。このことについて、市または指定管理者のどちらで
行うべきか協議が必要です。
②公共施設予約システムへのアクセスと管理について
　指定管理者である地域の方々のシステム接続による予約管理
へのご理解とご協力が必要です。

〇１班としての対応
　本市の施策からしても、インターネットを活用した市民サー
ビスの向上は早急に解決すべき事項であることから、現在予約
システムから除外されている各コミュニティセンターの予約に
ついては、その実施に向けて研究・検討することを求める。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ4 東山

３．石油製品の調達価格
について

【市民からの要望・質問】
　市で購入している灯油等の価格が市況の販売価格より高いの
ではないか。経費削減に逆行している。

【事後処理結果】
　契約検査課に対して、過去３年間における石油製品に関わる
契約状況について資料請求を行い、状況について確認しました
が、市況より高い価格で購入している事実は確認できませんで
した。
　質問をされたご本人には、過去の契約状況についての資料お
よび調査結果について報告しました。

Ｐ5
Ｐ19

一箕

４．国民健康保険税の減
免申請について

【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。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ8
Ｐ9

城西

５．阿賀川、湯川の環境
整備について

【市民からの要望・質問】
①湯川に草・木が繁茂しているが、環境整備を願う。
②阿賀川の敷地内の木は鳥の巣になっているため切れないとい
　う話だが、防災のために切るべきである。

【事後処理結果】
〇道路維持課からの回答
　この所管は国・県となっています。昨年度までの要望の結
果、湯川においては国道118号大橋から下流の樹木において伐
採が完了し、からす橋より下流の土砂撤去も完了しました。
　これまでも市として河川敷内の木の除去等について要望をし
ているところですが、予算確保の関係から要望を満たす結果と
なっておらず、今後も引き続き要望していきます。

〇１班として市の対応を了とする。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

６．用水路にオムツが流
れてくる件について
　　　　　＜その１＞

【市民からの要望・質問】
　門田町大字年貢町字大道東町内を流れる用水路に大人用の
「オムツ」が投棄され、堰のところで他のごみと一緒に溜まっ
ている。その都度市へは連絡しているが抜本的な改善が見られ
ない。恒久的な対応をお願いしたい。

【事後処理結果】
　５月９日に第２班で現地調査を実施した。当該用水路は中央
土地改良区と市道路維持課で管理している。廃棄物対策課に当
該地区の不法投棄の実態を調査し、今後の対応について検討す
る。
○廃棄物対策課からの回答
・平成27年頃から当該地区水路へのオムツの投棄があり、地元
住民より投棄物の回収依頼があった。最近でも４月に回収して
いる。また、市長への手紙へも何回か投函されている。
・廃棄物対策課として月１～２回の定期巡回をしながら投棄物
の回収を行っている。地区からの依頼についても速やかな回収
の対応を図っている。
・用水路近隣住民宅７軒を訪問し情報提供を促したが特段の情
報はなかった。
・地元の３町内会に対して「不法投棄しないで！」のチラシを
作成し組回覧を行ってもらった。FM会津からも呼びかけを行っ
た。
・不法投棄という特殊性もあり、定期的な見回りと地域からの
情報提供で引き続き回収対応をとっていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

Ｐ9
Ｐ32

門田
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Ｐ9
Ｐ32

門田

６．用水路にオムツが流
れてくる件について
　　　　　＜その２＞

○２班としての対応
　不法投棄は廃棄物処理法で規定されているとおり罰せられる
ものである。当該のオムツは可燃物ごみで焼却できるもので、
ごみ出しの曜日に合わせて出せるものである。今後、民生委
員・児童委員や高齢者相談員と連携をとり、要援護者の実態調
査をさらに掌握していくきっかけの案件とすることを協議し
た。なお、今後とも定期巡回の継続と回収をしていただくこと
を担当課にお願いをした。

Ｐ9 神指

７．下神指地区のカーブ
ミラーの設置要望につい
て

【市民からの要望・質問】
　市道幹Ⅱ-4号線と市道神3-11号線と市道神3-12号線が交差す
る箇所にカーブミラーを設置していただきたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、道路維持課で話を伺っ
てきました。
○道路維持課からの回答
　当該要望は市道神3-11号線から市道幹Ⅱ-4号線に出るときの
左側家屋による視距障害解消のためにカーブミラーが必要と思
われます。
　カーブミラーの要望は、市内各所より多くいただいており、
現地の交通状況を見ながら、危険度・優先度により緊急性の高
い交差点から整備を実施していきます。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ9 神指

８．天満地区のカーブミ
ラーについて

【市民からの要望・質問】
　県道橋本会津高田線の城戸天満地区のカーブミラーがある
が、車から見えなくてカーブミラーの機能を果たしていない。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認したところ、カーブミラーで安全
性を高めるより、道路中央の白線を引くことの方が必要ではな
いかということで地区の方とお話をし、道路維持課へ道路中央
の白線について話をしてきました。
○道路維持課からの回答
　当該道路は県道橋本会津高田線です。
　ご要望の内容については、管理者である福島県会津若松建設
事務所に申し伝えました。
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Ｐ10
Ｐ31

大戸

９．スノーシェッド内の
歩道整備について

【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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Ｐ10 神指

10．下神指地区の一旦停
止の標識について

【市民からの要望・質問】
　市道神3-12号線と市道神3-19号線の十字路の箇所に一旦停止
の標識を設置していただきたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、危機管理課で話を伺っ
てきました。
○危機管理課からの回答
　危機管理課で対応しますので、位置図と写真を添えた要望書
を提出願います。それから要望箇所の検討となります。
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11．神指町橋本51～神指
町黒川字湯川東162間の
ゾーン30への取り組みに
ついて

【市民からの要望・質問】
　通学路について、ゾーン30の表示を取り入れてはどうか。
（関係資料を配布）湯川東から橋本の間の道路の交通量が多
く、通学者が危険である。時速30km表示はあるが守られていな
いので、ゾーン30の表示をすべきである。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、危機管理課と教育委員
会に話を伺いました。
○現状について
　要望のあった箇所は、学校と道路管理者、警察等合同で行っ
ている平成24年度の通学路安全点検で、「道路幅が狭く、歩道
と車道の区別がないにもかかわらずスピードを出す車が多い。
見通しが悪く、停止線がないところがある」と報告されていま
す。そのため、「ガードレールの取り付けを年間計画に入れ
る」「外側線の引き直し」「停止線の刷り直しと止まれの文字
を道路に入れる」などの対応を行いました。
平成27年度は危険箇所として児童への指導強化を学校で行って
います。

○5班としては、上記のような対応状況を確認できましたが、
さらに改善できるよう、学校と相談しながら通学点検箇所にあ
げ、関係機関と一緒に安全に向けた検討をしていくことも一つ
の方法だと考えます。

○ゾーン30について
　ゾーン30の制度については、個々の道路ごとに実施するもの
ではなく、区域を決めて実施するものですので、要望のあった
道路のみの実施はできないものです。

Ｐ10 神指
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12．平成２９年度コミュ
ニティ助成事業の結果報
告について

【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、１
００万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。

大戸Ｐ16
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Ｐ16 城西

13．町内会活動として実
施する草刈りの市加入保
険の適用について

【市民からの要望・質問】
　今年度から町内会の草刈りが市の保険適用にならないと説明
を受けたが、町内会で別に加入しなければならないのか。

【事後処理結果】
〇環境生活課からの回答
　町内会活動傷害保険の加入内容については、本年2月及び4月
に区長宛チラシ配布・説明を行っているが、本年4月より草刈
り機での除草作業については本保険の適用範囲外となったこと
から、各町内会ごとに保険加入をお願いしている。

〇１班としての対応
　本件の周知徹底がなされていないことから、市として改めて
町内会へ保険適用除外となった経過と今後各町内会で行ってい
ただく内容について徹底することを要請した。
　また、市は町内会へ協働を求めている現状を踏まえ、支援の
あり方として保険加入予算の確保も含め本件について検討を進
めるべきと捉える。
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Ｐ17 大戸

14．ＡＥＤ設置箇所マッ
プおよびＡＥＤ設置助成
金について
　　　　　＜その１＞

【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、ＡＥＤ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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Ｐ17 大戸

14．ＡＥＤ設置箇所マッ
プおよびＡＥＤ設置助成
金について
　　　　　＜その２＞

○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。

Ｐ17 一箕

15．仮設住宅の集約につ
いて

【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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Ｐ25 神指

16．下神指地区の集落内
水路整備について

【市民からの要望・質問】
　水路の整備（U字溝の設置）について、市道神3-11号線から
市道神3-10号線に接続する道路、市道神4-67号線から市道神3-
11号線に接続する道路の水路整備をお願いします。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明を
し話を伺いました。
○農林課からの回答
　集落内の水路整備に関しては、市の農林課で対応するので、
位置図と写真を添えた要望書を提出願います。要望箇所を調査
します。
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Ｐ25 一箕

17．農業の転作・補助金
問題について

【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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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ26 北会津

18．サイクリングロード
について

【市民からの要望・質問】
　真宮にサイクリングロードがあるが、そこにあがる道がない
ため、高齢者は自力で上がれない。高校生などは自転車を押し
ながら土手の坂をあがっている。車も通るため危険である。

【事後処理結果】
○道路維持課からの回答
　この所管は、阿賀川河川事務所になりますが、そもそも大川
の右岸、下水道浄化工場側はサイクリングロードとなっていま
すが、住宅街に隣接している左岸は堤防であり、サイクリング
ロードに位置付けしていません。その上の道路は管理用道路と
して利用しており対応は困難です。

○１班としての対応
　１班では、管理用道路であっても市民の自動車や自転車が
通っているため、安全面に配慮するよう、市を通じて管理者に
対し要請します。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ26 北会津

19．鶴沼川にある木々の
除去について

【市民からの要望・質問】
　宮川の下流、鶴沼川には、川の中に大小の木々が島のように
なっているところがあり、農業用水が流れる時期や台風などで
大水が流れる場合は、逆流などにより天満地区が大洪水になる
ことも想定される。１２、３年前に大洪水を経験した。木々を
除去してほしい。
　
【事後処理結果】
○道路維持課からの回答
　この所管は、福島県会津若松建設事務所になりますが、市も
ご意見と同様の考えであることから、毎年県に対し、木々の除
去について要望をしています。県としても予算の確保に向け取
り組んでいるものの、まだ除去には至っていないため、今後も
県に対し、早期に樹木を除去するよう要望していきます。

○１班としての対応
　市の対応を了とし、早期に樹木を除去するよう要請します。

97



ページ 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

20．別川緑道について
 　　　　＜その１＞

【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）

Ｐ26 行仁
蚕養町別川緑道付近

ごみが詰まる場所

住民の説明を受ける

暗渠と開渠が

確認できました
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ26 行仁

20．別川緑道について
　　　　　＜その２＞

【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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市民との意見交換会・事後処理報告書

21．水路の土砂上げにつ
いて

【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。

Ｐ28 行仁

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

問題の水路
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ29 城北

22．通学路の安全確保に
ついて

【市民からの要望・質問】
　石堂町から上荒久田に抜ける道路が狭くて、歩行者が危険な
ので水路に鉄板等を敷き、歩行者の安全等を図ってほしい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地の状況を確認し、後日、道路維持課へ伺
い話をしました。
○道路維持課からの回答
　当該路線は市道町3－59号線であり、市道への鉄板等による
蓋掛けは強度や耐久性などの問題から市では行っておりませ
ん。
　蓋掛けを行うには、現水路が蓋をする構造になっていないこ
とから、新たな側溝整備が必要です。
　現在、町内会より当該路線に交差する南北道路である市道町
3－50号線の側溝整備の要望が出されていますが、当該路線に
ついても要望書を提出いただいた上で、現地状況を見ながら優
先順位をつけ整備を検討していきたいと考えています。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ29 神指

23．天満地区の道路の水
たまりについて

【市民からの要望・質問】
　天満集落内のごみ収集場所の前の道路に水が溜まるので修繕
をお願いしたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、道路維持課で話を伺っ
てきました。
○道路維持課からの回答
　当該路線は市道神3-64号線です。
　現地調査いたしましたが、当該道路両側には水路が無く、現
舗装に新しい舗装を施しても水たまりの解消には至らないと思
われますので、桝を設置するなどで水たまりの解消ができるか
検討したいと思います。

Ｐ29 城北

24．インター南部幹線の
計画について

【市民からの要望・質問】
　インター南部幹線の計画はどのようになっているのか。

【事後処理結果】
○道路建設課からの回答
　インター南部幹線整備事業は、現在、50％が終了していま
す。今後のスケジュールについては未定となっています。
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市民との意見交換会・事後処理報告書

25．アスファルトくずの
処理について

【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。

Ｐ30 行仁
足元にアスファルトクズ

透水性のアスファルト舗装
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市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ30 神指

26．市道神4－63号線及
び市道神4－62号線の舗
装について

【市民からの要望・質問】
　市道神4-63号線及び市道神4-62号線で大川大橋の下側の道路
の舗装をお願いします。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明を
し話を伺いました。
○農林課からの回答
　この箇所は市道ですが、農業用道路の形態をなしているので
基本的には砂利道での整備としています。しかし、特別の理由
がある場合は調査して検討しますので要望書を提出願います。

Ｐ30 神指

27．西城戸地区の道路の
舗装について

【市民からの要望・質問】
　下水管埋設箇所の農道部分の舗装をすると聞いていたがいつ
実施されるのか。（関係資料を配布）道路維持課でグレーダー
を使用した整地に関しては、マンホールがあり整地はできない
とのことであり、砂利敷きも困難とのことである。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明を
し話を伺いました。
○農林課からの回答
　この箇所は市道ですが、農業用道路の形態をなしているので
基本的には砂利道での整備としており、舗装の予定はないとこ
ろです。しかし、特別の理由がある場合は調査して検討します
ので要望書を提出願います。
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28．農道の舗装と湯川橋
の歩道設置について
　　　　　＜その１＞
　

【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）

Ｐ30

市民との意見交換会・事後処理報告書

町北・
高野
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ページ 地区 件名

28．農道の舗装と湯川橋
の歩道設置について
　　　　　＜その２＞

【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

町北・
高野

Ｐ30

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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28．農道の舗装と湯川橋
の歩道設置について
　　　　　＜その３＞

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

【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）

　　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。

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）

町北・
高野

Ｐ30

市民との意見交換会・事後処理報告書
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Ｐ30
町北・
高野

28．農道の舗装と湯川橋
の歩道設置について
　　　　　＜その４＞

【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
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29．下荒井団地の市道及
び農業用水路について

【市民からの要望・質問】
　下荒井団地内の車道と歩道があるが、通学路である歩道は雨
の日など、びちゃびちゃになり車道側を歩くなど危険である。
こうした地区要望はどこに出して、その後どうなるのか。見通
しはつくのか。
　
【事後処理結果】
○道路維持課からの回答
　下荒井団地の市道北3-339号線及び農業用水路につきまして
は、市長あてに要望書を提出していただき、その後現地調査を
行います。その結果を踏まえて、道路維持課と農業用水路を所
管する農林課において協議いたします。実際の改修等について
は、市全体の中で優先順位付けや予算等を含めて調整すること
になります。

市道北3-339号線（現地調査）

○１班としての対応
　１班では、５月１０日に現地調査を行いました。１班では、
下荒井団地区長に対し、市に要望書を提出するよう要望しまし
た。また市に対し、現地調査を行い、今後の対応を下荒井地区
に説明をするよう要請しました。
　　　　　　　　  　（市道北3-348号線）
　

市民との意見交換会・事後処理報告書

北会津Ｐ31
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Ｐ33 一箕

30．ふれあい体育館サブ
アリーナの環境整備につ
いて

【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。

110



ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考
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Ｐ46 日新

31．空き家問題について 【市民からの要望・質問】
　空家等対策協議会はどのように進められているのか、成果は
あるのか。

【事後処理結果】
　本市の空き家対策の取り組みについて危機管理課に確認しま
した。
〇危機管理課からの回答
・地区からのアンケートをもとに空き家の現況調査を実施中
　※調査件数：約180件（危険や問題あり物件）
　※危機管理課職員3名と空家調査員1名で対応
・電話や窓口での相談に対応する
・全地区の空家データベースの作成
・空家等対策協議会の開催→7月、11月、2月開催予定
（空家調査の進捗報告、特定空家判断基準検討、特定空家の判
定、等）
・空家の適正管理啓発活動
・平成29年度固定資産納税通知書に空家対策啓発チラシの同封
・市政だよりへの掲載
・空家システム及び空家補助制度の検討

〇１班としては、空家の問題は、環境問題だけではなく、働く
場所を求めてその地から離れなくてはならないなどの雇用環境
の問題、税法上の問題等もあることから、庁内横断的に取り組
む課題であることを確認しました。
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Ｐ46 日新

32．野良猫対策について 【市民からの要望・質問】
　野良猫の糞尿で困っている。動物愛護の面から駆除できない
のは理解するが、カラスに襲われた子猫を助けようとした老人
が手を噛まれ7針縫うけがをした。野良猫の被害は、当事者で
ないと分からない所があるが、保健所は対応しているのか。何
回出動しているのか。

【事後処理結果】
〇環境生活課からの回答
　日新地区の野良猫問題については、餌やりをしている方に何
度も指導をしてきた経過にありますが、法的根拠がなく、保健
所も対応が難しいところです。

〇１班としては、参考資料として住民にお示しした堺市の取り
組みなど、全国の取り組みを参考に、今後も調査研究し取り組
まれることを市に要望する。
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Ｐ47 日新

33．インター南部幹線の
整備について

【市民からの要望・質問】
・インター南部幹線の整備は進むのか。
・藤室街道には電柱があり道幅が狭く、大型車両も通り路面が
傷んでいる。

【事後処理結果】
〇道路建設課からの回答
・インター南部幹線は合併特例事業として計画に上がっていま
す。平成37年までの計画ですが、用地の問題もあり、現在、今
後の計画は未定です。
〇道路維持課からの回答
・藤室街道の道路状況については、把握しているところです。

〇１班としては、インター南部幹線の整備にあわせ、藤室街道
の整備を一体的に順次進められたい。

Ｐ53 湊

34．水道工事での掘削に
より自宅の井戸水が出な
くなった件について

【市民からの要望・質問】
　昨年、水道工事で掘削(64ｍ)したところ、自宅の井戸水が出
なくなった。今後どのような対応をしていただけるのか。市の
担当者は文書で回答するということだったが、その後の説明が
ない。

【事後処理結果】
○健康増進課からの回答
　今後、井戸水に問題が生じた場合の補償についての文書が欲
しいとのお話でしたが、井戸水に問題が生じる要因としては、
市で掘削した井戸以外にもさまざまな要因が考えられるため、
補償を確約する文書の作成については、難しいところです。5
月15日に当事者宅を訪問し、再度お話を伺ってまいりました
が、引き続き対応していきます。
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Ｐ53
Ｐ55

湊

35．近隣地区との管路接
続の可能性について

【市民からの要望・質問】
①市は、打越地区の水は毎分60リットルで十分との考えのよう
　だが、我々とすれば「水質に差があるようなので、よい水が
　提供できるよう、また、工事費を減らせるよう近隣地区をつ
　ないでおくべきではないか。」と市に伝えているが、井戸水
　が枯れてしまったことに対する保証はどうするのかも含め
　て、昨年11月以降、現時点まで返答がない。
②健康増進課では、100人以上なら簡易水道で運営できるとい
　うことだ。打越地区では、毎分60リットルと水量も豊富であ
　る。打越地区の水を居穴地区、舟木地区（水質に問題があ
　る）、沼上地区でも利用できないか検討してほしい。可能で
　あれば配管工事で工夫したい。最短距離で配管するなど、業
　者とは話している。

【事後処理結果】
○健康増進課からの回答
　事業実施の際の説明会では、給水人口が100人を超える場合
は簡易水道となると説明しました。簡易水道の設置は、県の認
可が必要となることから（認可申請等業務委託が必要）、整備
開始まで2年ほど時間を要するため、給水不安地区の早期解消
にはつながらないと考えております。また、水道法の適用とな
るため、水質検査費用等、地区の維持管理費が高額となりま
す。
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Ｐ54 湊

36．タンクの設置場所に
ついて

【市民からの要望・質問】
　小坂・穴切地区は水質が悪いためタンク方式で実施すること
になったが、タンク設置場所等も検討しなければならないが、
こちらも12月以降、話が進んでいない。

【事後処理結果】
○健康増進課からの回答
　水源調査の結果、小坂地区については、水質基準超過の項目
があり、穴切地区については、水量が不足する結果となったこ
とから、現状の水源を利用した整備を提案しました。現地調
査・図面作成等に時間を要し、整備案の提示が遅れましたが、
早急に地区説明会等を実施します。
　

Ｐ54 湊

37．飲料水の水質につい
て

【市民からの要望・質問】
・崎川の舟木地区だが、毎分10リットルの水が出るようだが、
　水質が悪い。この水をずっと飲み続ける訳にはいかない。
・地区としては、毎分10リットルの水量も水質の内容もきちん
　と説明を受け納得しているはずである。(上記の質問者に対
　して区長が回答した内容。）

【事後処理結果】
○健康増進課からの回答
　水質調査においては、41項目の水質検査を実施した結果、
鉄・マンガン等が基準を超過していましたが、ろ過処理により
飲料水としての利用が可能であることを地区に説明し、了承を
得ています。ろ過装置については、水質検査の結果を踏まえ選
定し、地区に提示していきます。
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38．観光客の利便性向上
について

【市民からの要望・質問】
　観光に資する観点から言えば、猪苗代町の磐梯東都バスの運
行が、会津レクリエーション公園の手前までなので、観光客が
若松に直接入れない。このため、不便を来している。

【事後処理結果】
　本件について観光課に確認したところ、以下のとおり磐梯東
都バス及び会津バスより回答をいただきました。

○磐梯東都バスからの回答
　当該路線の利用者はほとんど地元の方であり、地元の方が利
用する時間・場所でダイヤを組んでいます。観光客はほとんど
の方が磐越西線を使って若松に入るため、当該路線はほとんど
使用されていません。そのため、会津レクリエーション公園以
降まで路線を延ばすことや、会津バス等他社の路線と接続する
ことは考えていません。

○会津バスからの回答
　会津レクリエーション公園を経由し若松へ入る路線はありま
すが、こちらもほとんど地元の方が利用する生活路線であり、
観光客の利用は少ないため磐梯東都バスと路線を接続すること
は検討していません。（現在、磐梯東都バスと会津バスのバス
停間は徒歩で約４分かかる距離があります。）
　なお、かつて会津バスは猪苗代に営業所を持っており、その
時は猪苗代から会津若松へ直接入る路線を運行していました
が、採算が合わない上、磐梯東都バスが入ってきたタイミング
で猪苗代営業所を引き上げ、当該路線も廃線となりました。そ
のため、現在は磐梯東都バスと住み分ける形でそれぞれ路線を
運行しています。

湊Ｐ54
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Ｐ57 河東

39．子育て支援センター
について

【市民からの要望・質問】
　子育て支援センターが河東にない。使ってない施設を開放し
てサービスが提供できないか。

【事後処理結果】
　こども保育課に現状と今後の対応を確認しました。
○現状
　平成28年４月より広田保育所に子育て支援センターが設置さ
れており、相談事業や屋内遊び場事業などが行われています
が、要望の多い一時預かり保育事業は、広田保育所、中央保育
所の２つの公立保育所では実施されておりません。

○今後の対応
　河東地区には、一時預かり保育を行う施設がありませんが、
現在、公立保育所のあり方、特に広田保育所と河東第三幼稚園
のあり方を検討しているところです。この検討の中で、河東地
区の要望にどのように応えていくか、十分に検討していきま
す。
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Ｐ57 河東

40．ＪＲ東長原駅のトイ
レについて

【市民からの要望・質問】
  東長原駅のトイレが無くなった。それにより周辺環境が悪化
した。対応してほしい。

【事後処理結果】
　地域づくり課にこれまでの経過と今後の対応を確認しまし
た。
○これまでの経過
  トイレの土地建物はＪＲの所有でしたが、ＪＲ側から老朽化
といたずらが多発するため、やむを得ず使用を中止し、その
後、地元の５区長と昭和電工に説明の上、取り壊した経緯にあ
ります。現在、新たに設置する予定はないとのことです。

○今後の対応
　地域づくり課で現状を確認し、ＪＲ東日本に伝えます。

Ｐ59 一箕

41．短大女子寮北側の私
道の市道認定について

【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。
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Ｐ59 一箕

42．固定資産税の納税に
ついて

【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。

Ｐ59 一箕

43．斜めになっている歩
道について

【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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Ｐ60 一箕

44．八幡町の私道の市道
認定について

【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。

Ｐ60 一箕

45．除雪の仕方について 【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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Ｐ60 一箕

46．国道４９号の時差式
信号機について

【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。

Ｐ60 一箕

47．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

【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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Ｐ60 一箕

48．通学路の安全確保に
ついて

【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。

Ｐ60 一箕

49．生活道路の基本的な
考えについて

【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。
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ページ 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

Ｐ61 一箕

50．滝沢町内会の道路事
情について

【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。

Ｐ73 謹教

51．道路舗装修繕につい
て（中央一丁目）

【市民からの要望・質問】
　道路の状態がひどい箇所があるので、対応してほしい。

【事後処理結果】
　5月15日、５班で現地確認をし、後日、道路維持課で話を伺
いました。
○道路維持課からの回答
　市道若３－３９号線（二之町）、市道若３－４０号線（三之
町）について現地調査をしたところ、上下水道などの占用工事
の復旧や、舗装下部のコンクリートの目地に沿ってクラックが
入り、所々で穴が空いている状況ですので、道路パトロール等
により現場状況を注視し、部分的な補修を実施していきます。
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ページ 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

Ｐ76 城北

52．ごみ回収問題につい
て

【市民からの要望・質問】
　ごみステーションで生ごみは回収するが資源ごみの回収がな
されない箇所があるので対応をお願いしたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地の状況を確認し、後日、廃棄物対策課に
資源ごみ置き場について伺ったところ、現在の場所はトラック
が入りにくく回収は難しいとのことでしたが、新たに考えられ
る場所、2カ所について提案がありました。
　後日、5班が区長さんに、地域の方の協力が必要になるなど
の詳細について説明をしてきました。
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４．議会報告（定例会、政策討論会など）について
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 北会津

市議会では、矢祭町のように議員の日当制を取
り入れる考えはないのか。

　政策討論会議会制度検討委員会では議論となっ
ていない。市議会議員は議会閉会中においても政
策討論会などの活動に取り組んでおり、1回当た
り、あるいは1日当たりという立場に立っていな
い。なお市議会議員の報酬は、市長の諮問機関で
ある市報酬等審議会で審査されるが、当該審議会
からも現在、そのような話は出ていない。

３班 一箕

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。

議員報酬
定数

議員報酬
定数

４班
町北・
高野

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。

議員活動 一般質問 ４班
町北・
高野

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。

議員報酬 議員報酬
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会派
政務活動

費
２班 門田

会派の広報紙の様式や紙質がそれぞれ違う。予算
の出どころは。

政務活動費を使って発行している。それぞれの会
派で、分かりやすく、見やすい内容になるよう工
夫しているところだが、貴重な意見として伺う。

意見交換
会

参加者 ５班 城北

城北地区で世帯数が3300戸もあるのに意見交換会
に10人も集まらないのは、意見交換会に魅力がな
いからではないか。魅力のある意見交換会にして
ほしい。

多くの方に集まっていただけるような良い方法に
ついてご意見を伺いたい。

議員活動

議会広報
紙

一般質問

掲載内容

４班
町北・
高野

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。

チェック
機能

水道

チェック
機能

水道料金

３班 河東

議員は行政をチェクする役目があるが、水道料
金の値上げについてどう対応したのか。

　上水道は企業会計を取っており、浄水場の建設
のコストのみを反映させたものではない。それぞ
れの議員の立場で審査をし、各々の賛否を示し
た。
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議決責任

水道

賛否（表
決）

水道料金

３班 河東

水道料金の意見交換会では、参加した市民全員
が反対だったが可決された。どういうことか。水
道料金値上げに賛成した議員の考えが聞きたい。

水道料金値上げの大きな要因は、個人使用量は
変わらないが、企業の大口使用量の大幅な減少が
大きい。しかし、県内他市と比較しても本市は低
い料金である。20年間段階的に引き上げなかった
ことに対する批判もあるが、安心安全な水の供給
のためにやむなしだった。今後は２～３年のサイ
クルで審議会を開き料金見直しをすべきと考え
る。

議決責任
賛否（表
決）

５班 謹教
テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）に関して、会津
若松市議会が反対したことに感謝します。

意見として伺います。
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