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意見・提言・要望・質問等

議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

テーマ２ 「本市財政の持続可能性と事業・サービスとの調和について」

合併事業合併特例事業の進捗はどの程度か 城北

財政

一箕

若松市の財政はどうなっているのか 謹教

市の方に要望すると予算がないの答しかこない。議員としてどう思うのか 謹教

謹教

あと２０～３０億円の減額で安心だと理解してよろしいのか 謹教

大戸

職員数 一箕

人事 門田

コミセン 行仁

区長 区長職を廃止または縮小して欲しい。回覧板や配布物のみとするなど 北会津

公共交通

高齢化が進む中、北会津地区の公共交通をもっと便利にして欲しい 北会津

湊
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過日の区長会の会合時に会津若松市の財政について報告があった。類似の他市と
比べた場合「平均である」との報告があった。平均ではなくトップを目指すべき
である

特別会計と併せると八百何十億と言われる訳でしょう。一気に返済できるわけで
はないのはわかるが目標など方向付けはどう考えているのか

闇川地区で、道路の補修や、春から松食い虫の対策をお願いしているが、市から
は、お金がないとの回答でなかなか進まない。そんなに財政が逼迫しているのか
、今回お聞きしたい

市役所の職員数は何人いるのか。削減を改革して頂きたい。一つの仕事を複数の
人間で行っているようである。議会では問題にならないのか。人員３割カットで
きないのか

民間における人材活用。外郭団体からでも実践力のある人を活用し、事業効率を
しっかりとあげてほしい

テーマ３
「行政サービス提供機能のあり方と庁舎等整備の方向性について」

市長との対話集会、コミセンの駐車場問題。数台は確保した。57年設置され30年
がたった。コミセンの駐車場は無い、第3分団の駐車場である。小学校の駐車場は
遠いく暗い。母子寮はだれも利用していない。第3分団の頓所移転を要望する。市
長公舎に頓所の移転を考える

福祉バスの整備について、湊地区は高齢化が進んでいる。会津バスは旧市内と湊
地区を往復２０００円くらいの料金を設定している。高すぎて利用できないのが
本音である。実際に学生や高齢者の殆どが自家用車での移動をしている。その方
が現実的である
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公共交通

高齢化が進む中、北会津地区の公共交通をもっと便利にして欲しい 北会津

湊

簡易水道

湊地区の上水道設備充の進捗はどうか 湊

湊

湊

同じ市民で市税も納入しているのに、湊地区だけ市水が来ないのは不公平である 湊

湊

湊

安否

鶴城

鶴城

鶴城

地域福祉計画策定について。システムづくり。各町内での取組が求められる 鶴城

救援物資災害時の救急物資はどの程度準備されているのか 城北

救急車 湊

交通安全信号機の設置の考え方を前回も出した。六丁交差点の安藤米屋付近である 河東

消防設備 湊

消防屯所

笹山原地区の消防屯所の確保をお願いしているが、その進捗状況はどうか 湊

湊

防災計画大震災を受けて地域防災計画の見直しが必要と思うのでよろしく 謹教

防犯灯 鶴城

エネルギー 河東
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テーマ３
「行政サービス提供機能のあり方と庁舎等整備の方向性について」

福祉バスの整備について、湊地区は高齢化が進んでいる。会津バスは旧市内と湊
地区を往復２０００円くらいの料金を設定している。高すぎて利用できないのが
本音である。実際に学生や高齢者の殆どが自家用車での移動をしている。その方
が現実的である

テーマ５
「防災などの地域の諸問題解決に向けた地域と行政機関等との連携による新たな地域社会シス
テムの構築について」

水道施設の維持管理が老朽化等で大変になっている。地区住民だけでは管理しき
れないのが現状である。市で管理運営ができないか

震災後に堰場地区の水が濁ったため、市の水道部に給水車を要請したが、給水車
は出せないとの回答があった。湊地区の水道は何故市で対応できないのか

笹山地区は地震の度に水が濁る。市は湊町の上水道化を費用対効果のみで切り捨
てている。笹山は１０軒しかない世帯であるが、世帯が少ないから市水は我慢し
ろと言うのか

地区の考え方として、水が出なくなったら自分の家を捨てる覚悟を持って生活を
している

話し合いを今後も希望する。３・11以降。町内会の高齢化、安全誘導。日中、身
体のことが不安である。だれがどの人を連れ出すかのマップをつくりたい

町内の人数が少ないため、個人の情報を把握することが不足している面がある。
亡くなったことが４日間もわからなかったことがあったので改善したい

災害弱者、障がい者の面で、マップづくり。障害者自立支援協議会が取り組みに
向け研究している。安否確認ができる

救急車の配備について、湊地区には磐梯町から来る状況にある。湊地区に設ける
べきではないか

経沢地区での消防車は軽トラックを使用している。危険な火事現場へ向かうので
最低でも装備や設備を搭載者した車両が必要である

笹山原の消防屯所の状況について、昨年度の議会との意見交換会でも述べたが進
捗はどうか

防犯等の補助金申請、一灯につき1,500円から1,000円へ変更。町内会の運営費の
一部が防犯灯の負担。補修、修繕は町内会である。約50万円のうち13万円が町内
の運営費から支出している。観光地は、全額市の補助と聞いている。防犯に対す
る協力は行うが、財源の問題がある。何とかならないか

テーマ６
「地域環境の保全について」

再生化エネルギー政策の転換期である。富士通の出したスマートシティの構築実
証事業に本腰を入れる。低炭素都市構築プロジェクトなどがあるが、議会として
も注目をして頂きたい
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エネルギー 日新

ごみ

一箕

一箕

行仁

行仁

町北・高野

河川環境地区内の河川・原川の樹木撤去及び雑草の撤去についての進捗状況 湊

公衆トイレ
城西

西若松駅に屋外トイレ（男女別）の設置について 城西

放射線 補助金について、線量が低い中で本末転倒でないか 行仁

汚泥や焼却灰の処理はどうするのか。抜本的な対策が必要ではないのか 城西

放射線を含んだ汚泥対策を早急にお願いしたい 東山

神指

鶴城

謹教

謹教

謹教

謹教
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湯川の脇に水車を設置して小水力発電を作って欲しい。近辺の道路の街頭などの
電気もまかなうことができるのではないか

ゴミの減量化について、神指のゴミ処理場を実際に見学することは大事である。
また、区として出前講座を年３回実施している

ゴミ減量化は一人をベースとしての減量が大事である。有料化にはすべきではな
い。有料化になったからと言って減量するものでもない。また不法投棄も増える
ものである

ゴミの減量化、消費者に向けられがち。企業の責任、包装等、最終的に消費者責
任。包装過剰についての考えと改善策。5Rの考え。議会は原点に返って考えてく
れるのか

ゴミ処理場の見学、雑紙が資源ごみとして出せることを理解してきた。ゴミの減
量化に向けて、更なる取り組みについて努力が必要。まだまだごみは減量できる
。見学できてよかった。この場作っていただいて感謝する

ゴミ減量化、コンポストの復活。減量化になるのでないか。配布をしてもらいた
い

西若松駅の管理は誰がしているのか。まず、駐車場には常時個人の車両が駐車さ
れている。トイレについては、一つあるが観光客や観光バスが利用した際には、
一つでは足りず、近隣の土地に小便などをする者がいる。衛生的にも問題である
ので、どうにかならないか

放射線
汚泥 高いから危険、低いから安全というものでもないだろう。神指のものもそこに入

れればよいのではないか

先日、市の説明会があった。除染作業後の汚泥について、放射線量の扱い。超え
た場合の対応についてが、良く解らない。特に、仮受け場所について。

放射線
除染

除染の問題ですが、町内のある地域で1.0 のところが出た。公園の滑り台の下な
どで0.3 を越える地点がいくつかある。市としても測定箇所を増やしてチェック
をすべきでないのか

雨樋とか屋根とか除線をして側溝等で流れてくれればよいが、土壌とか付近に拡
散することになってしまうのではないか

除染補助事業だが、いろいろ条件が厳しく取り組みが困難。土砂の処分だが一般
廃棄物収集業者が扱いば一般廃棄物として市の土砂ピッチに持ち込めるが土砂上
げの業者委託はだめ、ボランティアでやって欲しいと言われた。お年寄り所帯が
多くてかわいそうだ。初めてのこともあり市の職員も時々に話が変わる。やれる
ところは自分たちでやりなさい、補助をつけますと言うことなんでしょうけど広
報議会を見て初めてわかった

役所の説明では先ずボランティアでやってくれ。業者委託はだめと言うが老人ば
かりのところはどうすればよいのか。側溝からあげた土砂の処分についても回答
がなかった。市が測定している箇所の選択の基準はどうなっているのか、測定を
している人にすぐ近くのところを図ってくれないかといったら基準外だからだめ
だと言われたそうだ。
裁判所の高い測定値が出たところの土砂はどうしたのか聞いたら範囲が狭く影響
がないからと処理の答えはない
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行仁

行仁

城西

城西

城西

城北

対応が後手後手になっている。なにをやっているのか 城北

町北・高野

東山

東山小学校内に除染した際の汚泥が保管されているが、早く撤去してほしい。 東山

町内会に除染を丸投げするのは、いかがなものか 日新

門田

門田

放射能測定、除染については市の財政でするのか 門田

神指

除染を必要とする基準はいくらか 神指

超えたところは市が除染をしてくれるのか 神指

子ども達への積算放射線量の対応はどの様になっているのか 河東

門田

神指
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放射線
除染

除染の問題での説明会があった。なぜ、東京電力のごみを市民が掃除するのか。
市の説明会で除染事業を町内会で立ち上げてもらいたい、50万円の補助について
の説明は、不信感を持った。町内会に丸投げでないか、町内会の役員は高齢であ
る。事業計画は公道が主である、市が行うべき問題でないか。専門家の養成を行
い実施すべきと考える。数量が高ければどこに確保するのかの説明が無かった。
町内会で仮置き場を設けてほしいとの答え。行政判断ができていない。議会で検
討してもらいたい。良い方向で行ってもらいたい

市で必ず除染しなければならない場所はあるのか。市民の不安な情報から事業が
行われるのか。今回の事業化で市民から大丈夫かの不安がさらに増してきている
。私は、情報で提供されている線量には安心している

除染作業をしているが、除染したところは多少下がるが、その下流では高くなる
。そのままずっと下流まで流し続けることもできないのだから、やめた方がいい
のではないか

小学校など教育施設の敷地内において、児童のいる校庭などは比較的線量が低い
ようであるが、周辺地域は高い状況である。除染などが、必要ではないのか

除染活動が遅い。線量計の貸し出しに、いちいち本所まで行くのは面倒である。
また、実施後に詳細な報告書の提出を求められたが、本来そのようなものは市で
やるべきではないのか

協力の求め方が違うのだ。一方的に丸投げで高かったら除染してくれはないだろ
う

放射線除染50万円の事業、10月市の説明会。放射線量は安全であるが放射線の除
染について疑問。高いポイントがあった時は、除去した土は町内会で保管してく
ださいとのことであったが問題にならなかったか

線量低減支援事業は地区や団体を実施主体としているが、個人でも除染できるよ
うに、個人向け講習会を開催してほしい

除染・汚泥の置き場問題についてよりも、全体に影響があるならば、除染をする
べきである。その考えで行って頂きたい

子どもが小学校に通っている。小学校の校庭表土は削る予定がないのか知りたい
。雪が降れば安全だといわれるが、降ってしまえば溶けてどんどん放射性物質が
下に入っていくのではないか。そうなると除染がますます大変になるのではない
か。（ザベリオは表土を削っている）子どもたちは校庭で運動もしているので早
く対応してほしい。
雨は安心だとアドバイザーから便りがきたが、砂ほこりは吸っている。危ないこ
との知らせがない。給食についてもどのような測定をし、どのような結果なのか
教えてほしい

結局は市の対応が遅かったことが始まりだ。除染は必要なのか、市はどう考えて
いるのか

放射線
対策

今が大事で、今どれだけの対策対応をしているかで、5年後10年後違ってくると思
ってる

地元としては低いものでもそこにあると言うことで心配になる。こういった大き
な問題が地元区長に全く知らされていないと言うことが問題だ
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おかれている状態は理解できる、ただ地元の区長にくらいは知らせるべき 神指

鶴城

門田

側溝の清掃で出た土砂の処理はどうするのか 日新

湊

湊レクリエーション公園に放射性土砂を埋めたいと県と市行政が説明に来た件は 湊

除染後の土砂等はどうするのか 神指

大戸

東山

河東

謹教

謹教

行仁

毎年、歳の神を行っている。萱を刈ってきて、線量を測った 行仁

全市のもっと細かな放射線量を公表して欲しい。（要望） 城西

城西

大戸

大戸

線量事業は単年度か 町北・高野

線量は安定しているとの考えか 町北・高野

放射能に関すること。果物、御山の見知らず柿。皇族の献上について 町北・高野
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放射線
対策

町内会への貸出。県の方で除染作業についてのリーダー養成。知識、各地区で不
足している。そうした手続き等が遅れている。土壌の処理問題、はっきりしてい
ない。市としての計画

放射能問題については、国・県・市においても、”安心”と言えるようにしてほ
しい。信ぴょう性のある答弁してほしい。今は大丈夫と言われるが、将来はどう
なのか

放射線
土砂

空間放射線量は０・１３μｃｖ／ｈであるが、除去した土砂の問題。特に、一箕
石ケ森地区に仮置きされた放射性物質を含んだ土砂を湊レクレーション公園に埋
めたいと県と市の行政が説明に来た。今後の考えは

放射線
補償

会津若松市も原発による被害がないわけではない。他市に比べれば少ないとは思
うが、心労を含めれば、何らかの補償が必要なのではないか。このことを市に申
し出たら、区長会で対応してくださいとのことであった。機会があったら、検討
してほしい

放射線量
 測定

 放射線量を地区別に測定し発表を国・県に頼らず会津若松市独自で早くやっても
らいたい

放射線の対応について、住民を安心させるにはデータの裏づけしかない。その意
味で測定器を各町内会にひとつ配布していただけないか

測るだけは測れるが、メーカーにより測定値が異なると言うではありませんか。
どれを持って正しい測定値にするのか

今日借りてきてはかりましたが一地点10分もかかる。玄関先くらいまで測ってあ
げようと思っていたが、とても出来ません。測って、ああそうですかと納得でき
る数字なら良いのですが、高い数値が出たので何とかしたいと言っても対応でき
ない。金が無くてこの程度の数しか用意できませんと当局から頭下げられたが大
変ですね

自主的な判断が明確でない。安全の数値、行政が実施していない中で、なぜ調査
をする。線量計、貸し出しについて、数が50台

放射線の調査に当たっては、さらに市内を詳細に調査するよう市独自での調査と
公表をすべきではないか

線量低減支援事業説明会においては、市としては除染を実施する必要もないし、
実施する予定もないとの説明であった。ただし、児童生徒の保護者から要望が出
ており、検討した結果、県に補助制度があるため、地区や保護者が事業計画書や
予算書を作成し、市を通して申請し、県が承認すれば、補助金50万円が出るとい
うことだった。今回の説明とは違うが本当のところはどうなのか

線量低減支援事業について、除染が必要な地区と安全な地区を選別してから事業
を実施したほうが、予算の無駄遣いにならないのではないか
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意見・提言・要望・質問等

議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

門田

門田

高齢福祉大震災を受けて老人問題もよろしく 謹教

門田

門田

鶴城

盲導犬 鶴城

院内御廟 東山

旧学校跡地

湊

湊

教育 市内の学校の教育力が落ちてきていると思うがどうか 謹教

公民館 神指

史跡 神指

施設整備

河東学園の中学校、幼稚園の建設はいつになるのか 河東

鶴城小学校の建て替えはどうなってるか 城北

五中の校庭の水はけが悪い。予算をつけて何とかしてほしい 門田

通学バス冬季期間の河東学園への送迎バスのありかたについて 河東

第
２
分
科
会
へ
申
し
送
る
も
の

放射線量
 測定

先日いわき市から業者がきて各集会所の放射能測定をした。また皆が多く集まる
場所で八幡神社なども測定したが、集会所の２階部分（雨どい等）が高い結果が
でている。各集会所の測定結果について、市のデータ集約は何時ごろかお聞きし
たい

学校で放射能測定をしているがその結果はまだ出ないのか。また公表はしないの
か

テーマ７
「高齢社会及び少子化社会における社会保障サービスとその負担のあり方について」

放射線
健康影響

放射能汚染の問題で県産の食物は食べない人がいる。安心できるように健康診断
をしてほしい

放射能測定の値でどの位までが危険でどの位なら安全なのか、その基準がわから
なければ判断できないのではないか。市の放射能の測定値のついても元の値がわ
からなければわからない。何を基準にして危険とするのか、安全とするのか、ま
た市の元の値はあるのか。それがわからないと判断できないのではないか、どこ
に被害があるのか、その基準を聞きたい

局部的なものについて。子どもを持っている女性の不安。安全についての対策。
風評被害の打ち消しができない。安心させる方法について

個人的なこと。視覚障害者、盲導犬と過ごして約1年が過ぎた。温かい言葉の半面
、いやなことを言われることがある。スーパーで「こんなところに犬を連れてき
てなんだ」盲導犬がペット、犬扱いである。理解不足がある。盲導犬、介助犬で
あるとの理解を深めてもらいたい。市内小学校の総合学習に盲導犬の学習で出か
けて説明している。理解を広めてほしい。ハーネスに盲導犬の仕事中との記載が
ある

テーマ10
「教育・学習環境の整備について」

院内御廟について、教育委員会は観光施設ではないという見解であるが、現実に
は観光客も訪れているわけであり、以前からトイレの設置を要望している。しか
し、なかなか進まないため、何とか早急に設置してほしい

統合小学校の建設により旧学校の解体処分はどうなっているのか。その進捗どう
か

統合小学校に伴い、赤井、原、双潟の小学校の解体撤去はいつになるのか。統合
されて１３年が経過し老朽化し壊すしかない状況である

神指公民館ですが中央公民館分館となっているが本館扱いになるようお願いして
いる。生涯学習センターが出来たがどこの分館になるのか

天地人で神指城の名が売れた。一時よりは観光客も減ったみたいだが、桜の季節
には大勢の人が訪れる。トイレの設置をお願いしたい
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

まちづくり 一箕

会津若松市は観光に対するイベントの数が少ない。企画して増やすべきである 一箕

一箕

観光誘客

湊

神指

雇用

少子高齢化で人口減少も進んでいる。雇用の機会を増やす方策を進めて欲しい 日新

北会津

地域経済

オリンパス問題をどう捉えているのか、本市にとっても大変なことではないか 謹教

かつては地場産業など豊かであった。経済的に強い会津の再生を図って欲しい 日新

日新

八重の桜

河東

行仁

神指

ドラマ館は、仮設でなくても既存の施設でも良いのではないか 神指

大河ドラマ「八重の桜」、保科正之でなく、なぜなのか 鶴城

東山

米の放射線の含有率調査は遅いのではないか。出荷後に市が調査に来ても遅い 河東

農産物が安全・安心であるならば、市として具体的な内容を示してほしい 東山

米の出荷が可能になったが、農作物に対する放射線の検査の充実はどうなのか 湊

門田

阿弥陀寺の御三階を鶴ヶ城に復元する計画はあるのか 大戸

第
３
分
科
会
へ
申
し
送
る
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の

テーマ８
「地域経済活性化と持続可能な地域産業の維持・育成について」

会津は元気がない。グローバル化の都市を目指し１２万都市にふさわしい駅前開
発と観光事業を行うべきである。桜並木がある街づくり、特に大塚山墓地公園に
は、最たくさんの桜を植樹すべきである

観光
イベント

観光
案内

会津若松市内、観光看板が少ない。飯盛山に看板を出して頂きたい。石部桜につ
いても看板を設置し欲しい

東日本大震災を受けて、湊地区の観光は激減をしている。特に猪苗代湖の湖水浴
は例年の２０％から３０％とである。今後復旧にどう改善がなされるのか

観光客は増えて欲しいのですが、財政が厳しく市長も給与カットを打ち出してる
わけだから、コストをかけずに効果が上がるようにして欲しい

会津地域には仕事がない。このため人口減少も進んでいる。仕事をもっと作って
欲しい

会津の景気、地場産業はかつての半分になってきた。会津若松には観光客は来る
が「物産館」がない。「物産館」を作るべきではないか

八重の桜プロジェクト人数１４５人は多すぎるのではないか。構成メンバーも旧
若松市内の方が殆どである。当河東地区は２名しか入っていない。また、このプ
ロジェクトには何故議員が入っていないのか。観光事業は市自ら外に行って金を
取ってくることが大事である。また、フィルムコミッション事業は年代が入って
なくて何時の頃かわからない

八重の桜プロジェクト。取組を強化してもらいたい。市民あげて「見えるもの」
を早く出してもらいたい。議会、行政、市民で盛り上げてもらいたい

八重の桜に絡んで、記念館みたいなものを作ると報道されたが、箱物的なものが
なぜ第１に出てこなければならないのか。将来的な維持費など考えると疑問であ
る

放射線
補償

農家はＪＡを通して損害賠償請求をしているが、市内にはＪＡに加入せず、農作
物を生産している方もいる。そういう人たちに対する補償制度について、国・県
に対して要請してほしい

放射線量
測定

線量測定について、学校は実施しているが、スーパーも測定をしてもらいたい。
スーパーで売っているものは大丈夫か

鶴ケ城
整備
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意見等が
でた地区

除雪

謹教

私道の除雪に対する助成金は出ますね 謹教

謹教

行仁

城西

城西

除雪に際して塀が壊され、あて逃げされたことがあった 城西

城北

城北

地区の中においても雪捨て場をあらかじめ決定しておいて欲しい 日新

日新

日新

除雪車の入らない道路などは計画的に「消雪道路」とすべきではないか 日新

門田

鶴城

鶴城

雨水幹線 町北・高野

下水道 城北

第
４
分
科
会
へ
申
し
送
る
も
の

テーマ５
「防災などの地域の諸問題解決に向けた地域と行政機関等との連携による新たな地域社会シス
テムの構築について」

除雪では私道は除雪しないんでしょうか。市に寄付すれば除雪してもらえるのか
。幅とか何か他にも規制があるのか

融雪装置があるところは除雪対象にはなっていない。壊れていたので市の方に除
雪を依頼したが対象路線ではないのでことわられた。仕方なく黒河内先生が自費
で行った

除雪、区長16年。行仁小学校の裏側の４ｍ道路、ここは両方通行である、その近
くは一方通行。自動車の利用が多いため輪だちができる。氷になるとその凍った
輪だちはそのままである。市に文書で要望を出した。学校に裏門を開放して道路
の除雪をそこに入れそのあとに排雪との内容であった。除雪の後のゴミ、ガラス
、釘などが混ざる問題。その後、校長が門を開放して除雪がきれいになった事例
があった

除雪しても雪捨場がないので、困っている。市であらかじめ田んぼや空き地を借
受するなど、地域における雪捨場を確保して欲しい

除雪が遅く、苦情を個人個人が市に申し入れると、その対応が優先されるときが
ある。そうなると当初の計画が崩れ、スムーズな除雪ができなくなる。苦情・要
望は区長を通してするように徹底して欲しい

除雪対応が悪い、入り口にドーンとおいて行かれる、除雪パトロールを実施して
改善を図って欲しい

私道路であったので金を出し合い業者に委託していた。大変だと言うことで市道
に編入してもらった。それでも11時頃になってやっと除雪車がくる。子ども達が
かわいそうだから自分たちで除雪を行う、そういう実態をわかって貰うためにも
除雪パトロールは必要である

雪捨て場のない地区も日新地区には存在する。その際、側溝に雪を捨てられるよ
うにして欲しい

日新地区は私道路、または一部私道路などがある。私道路の除雪は原則として市
では実施しないようだが、現実には公衆用道路として地域住民や市民が通行して
いる。私道路も除雪対象としてはもらえないか。地区によっては、お金を出し合
って除雪しているところもある

南公民館東側の118号線の除雪問題。児童の通学の安全のため、しっかりと歩道の
除雪をお願いしたい。歩道両脇の除雪がままならない、除雪の方法を考えてほし
い。子どもたちが危険である

除雪の問題、高齢化の中で、除雪で参っている。私道の除雪は行わない。答えは
決まっている。解決はできない。結果解決しない。問題の私道は、20，30世帯の
使う道路である。生活道路、税金払っていてなぜ除雪できないのか。町内会とし
てどの様に進めていけばよいのか、ヒントを与えてほしい。実現に向けた要望の
仕方のアドバイス。地域の除雪ボランティアで行う決意であるがどのようにした
らよいか

バス路線変更、高齢者が新たなバスステーションに行くまでの歩道、除雪につい
ての要望。市の配慮について

テーマ９
「都市計画の基本的方向性について」

雨水幹線が決められた。通常は流れていない。必要な時に来ない。土砂の堰上げ
の問題

予算も付いた下水道工事が出来る時期になったのに全く動かない、どうなってい
るのか　
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下水道

次年度は大丈夫か 城北

北会津

門田

下水処理工場内に野積みされている汚染された汚泥を完全に遮蔽してもらいたい 神指

下水汚泥の線量はいくらあったのか 神指

浄化槽の整備に対して、全て市の下水道課に任せて頂きたいとあった 湊

河川環境 湊

街路灯 桑原の跨線橋の街路灯の交換をお願いしたい 大戸

橋りょう

北会津

新橋梁の進み具合はどうか 神指

神指

新橋梁については県の事業なので、聞いても無駄と言うことか 神指

神指

新橋梁について、反対と言ってもしょうがないかもしれないが私は反対です 神指

区画整理 城北

公園 門田

市営住宅

市営住宅の今後の方向性 町北・高野

町北・高野

市営住宅の建設に当たっては、魅力ある市営住宅となるよう取り組んで欲しい 日新

門田

水道

石畑地区の水道水は地下ボーリングを行ったが水源が出なかった 一箕

河東

湯川村への供給でどの程度の収益が見込めるのか 謹教

湯川の水道管につなぐまでは若松市が負担したと聞くがそうなのか 謹教

城西

側溝

行仁

門田

土砂 町北・高野

第
４
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科
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下水道工事に関して、若松貨物の土砂などがあるため工事ができなかった。残さ
れた箇所の工事はいつごろになるのか。工事が実施されるのか、聞きたい

下水道の普及に関する件、門田地区・工業団地の排水計画を聞きたい。今の処理
場では処理しきれないと考える（自分が配管をしたのでわかる）
　排水計画とどれくらいで門田までくるのか聞きたい

一級河川・原川の河川樹木撤去について、本年２月主な箇所の一部の土砂上げを
行って頂いた経緯はある。崎川浜では産卵する場所がないため、アカハラがいな
くなった。河川の整備が必要である

合併時の約束である新橋梁の建設予定はどうか。また、蟹川橋の補修もした方が
いいのではないか

新橋梁について、100 Mの範囲は絶対変わらないのか

位置も決まっていなければ言ってください。あの橋は何の役にも立たない。蟹川
橋を整備してもらう方がよっぽど良い

扇町区画整理の進捗状況はどうか、あなたのところは早くできて良かったな、私
のところはいつになるのかわからない、と言われた

議員には各町内を歩いてほしい。徳久地区に公園があるが、トイレがない。水飲
み場がない。交流する場所がほしい。・緑地公園、集える場所がほしい

城前団地、建て替えのための人の移転。県立病院跡地の問題。一時的に借り上げ
はできないのか

市営住宅の老朽化している城前住宅と緑町住宅の建て替え計画はどうなっている
のか

市道の漏水があったことを昨年１１月に報告したがその後の報告がない。また、
２ケ月に一回の検針では漏水がある場合、多額の水道料金が発生してしまう

水道の鉛の老朽管の敷設工事があった。市所有の鉛管は新設されたが、私所有の
鉛管は実施されなかった。私所有についても工事をするようにできないか。

側溝の問題、砂利上げ、細い側溝。当時100万円掛かると言われた。場所は寺町付
近。東山から市長公舎に箇所、雨水がはけない

地震で排水の側溝が壊れた。個人で直せといわれた。（民間アパート）道路は市
の道路である

土砂をどのように運ぶのか。界沢は生活用水路を年2回従来から行っている。秋の
予定について、今の事業で行うのか、単独で行うのか。市は、道路維持課ででき
るとの回答であった
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道路

一箕

河東

行仁

桑原から舟子に抜ける市道の凹凸を何とかしてほしい 大戸

大戸

大戸

大戸

湊

国道２９４号線四ツ谷地区の幅員拡大並びにバイパス化について 湊

門田

歩道

門田

市道の続きの私道があるが、歩道になっていない。なんとかしてほしい 門田

門田

用水路 城北
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国道４９号線から会津大学の正門に入るところが未だに開通していない。一部で
は土地所有者と市との関係がこじれたからともある。進捗状況は

会津大学付近のコパン事業者から高速道路の高架下への通じる道路はいつ抜ける
のか

市全体の問題、都市計画、東山・高瀬線。半世紀要望を県に出している。要望を
出し続けるしかない。これは無駄であると考える、なぜ、計画の廃止の決断でき
ないのか。古い計画は解散すべき。道路沿いの方は、売買などで迷惑している

 国道121号と県道会津高田上三寄線の交差点の補修後、段差が大きくなってしま
った。何とかしてほしい

舟子～芦ノ牧間が震災により、道路通行止になっている。現在は、ダムの上を通
行しているが、これから冬になり、積雪により通行できなくなると、通勤等に支
障が出てしまう。冬期間もダムの上を安全に通行できるように市の対応をお願い
したい

みなし道路における立木などの撤去についてであるが、市からは地主が立木を撤
去し、通れるような形で寄付するように言われた。これはどこの市町村でも同じ
なのか

国道２９４号線の四ツ谷地区の幅員拡張要望に伴うバイパス化を要望している。
その進捗状況はどうか

門田7区8区9区近辺、避難通路になっている道路の拡幅をお願いしたい。その土地
は市の土地なので早く拡幅をお願いしたい

118号線の拡張、歩道の拡張を要望について区長会、市長とも対話会をしている。
議会としても要望支援をしてほしい

小金井小の東側には歩道がない。冬になると車道を歩いている。何とかならない
か

東西の用水は流れるが南北が流れない。消防の放水訓練等をかねてやれないか。
北会津は今ではないがやっていたようだ
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