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第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

行
財
政
に
関
す
る
こ
と 

自治基本条例についての検討状況はどうなっているのか

成長戦略時はそれでよいが。1,000名の若者が地元に100名しか残れないこ
の問題は企業誘致の問題だけでないと考える。大学、専門学校がない。人
材育成から始めるべきである

スマートシティ会津のことが載っているが、再生可能エネルギーも種類が
ある。また、ＩＴ関係の大学との提携をしているが、市としてはＩＴや再
生可能エネルギーはどこを目指すのか

合併して一律になってもらってはこまる。地域ごとの特性があるため、い
いものは残してほしい

ほたるまつり。基金で運営してきているが、残高少なくなっている。財源
がなければやらないとならないように

我々市民は原発事故関係について国、県、機関と会話する機会がない。県
との意見交換する場所があるのか。原発の被災、雇用の場、避難している
現状がある、国、県の責任についてどのように意見を述べる場が必要であ
ると考える

会津高校東側、交通量多い。点滅信号を通常の信号に出来ないか。飯寺は
門田駐在所と交通安全協会は城西管内の地区割りということで、警察の区
域が門田の中で三つに分かれる。こういったところを議会や行政に考えて
欲しい

上越市と上田市のように進んだ取り組みをしてほしい

行政評価のランキングが年々落ちている。平成14年が16位、平成24年が46
位である。行政評価ランキングが落ちないよう頑張ってほしい

第２庁舎から本庁舎へ職員や市民の方の往来を目にする。新庁舎の建設は
どのようになっているのか

今回の大震災の教訓から防災の中心となる建屋がないとだめである。その
観点から早期に庁舎建設行うべきではないか

町北・
高野

六中の後援会費がこどもの数が少なくなったせいか高くなってきている。
将来的に永和小と神指小の統合はやむをえないものと考えているが、公営
住宅を建設するなど町北、高野地区の人口増加策を検討できないか

大戸は人口減少の悪循環にはまっている。同じような環境での成功例など
調査して役立ててほしい

転入者を増やすために八日町マップを作成した。ここから市役所まで何キ
ロメートルなど距離を明記し、不動産屋さんなどに協力いただいた。人口
が増加した効果があった。緑町の市営住宅の入居率はどうなのか。空いて
いるところがある。この住宅をジャンボ家族のように１階は独居老人、高
齢者世帯、２階は子どもがいる世帯として住宅が１つの町とすることが見
守りになる。広い空き地があれば、そこに農作物などを皆でつくる交流を
はかるなどモデル地区をつくる考えはないか。市に頼るのではなく各地域
でやっていくべき

地域づくり委員会負担金、これから近い将来の委員会づくりを市民参加で
行おうとしているが、市には、他にも地域がありそこでもまちづくりを行
うことになるが河東、北会津の２地区に絞った理由と既存の地域審議会と
の関係、そのちがいと関連について

地域づくり委員会負担金が計上されたが57万円で何ができるのか。本当に
活動するには予算についても考えるべき。まちづくり委員会の時には負担
金はなかったが、これで満足していいとは思わない

八重の桜の放送終了後が心配。今後の取り組みについて。たとえば全国規
模の大会を誘致してはどうか

日新地区だけの全体的な人口数、子供、高齢者、生産者人口などのデータ
はあるのか
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第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

財政

北会津

謹教

大戸

税

行仁

門田

一箕

交通

鶴城

東山

河東

河東

門田

門田

門田

門田

門田

地域 門田

地域社会

日新

城西

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

無駄をなくして生きたお金の使い方をしてほしい

市は財政難である。市の財政に対する考え方は。また、職員数、議員数、
報酬等に対する問題意識はあるのか

復興支援ということで多額の金がきていると聞く。私たちの要望も通りや
すくなるのではないかと期待するがどうか

固定資産税が実勢価格を反映していなく、高すぎる。実勢価格を反映した
ものにしてほしい

前納報奨金の廃止に納得できない。納めてもらう施策を考えよ

税金、納税方法、前納報奨金の廃止について。再開できないか検討してい
ただきたい

新陸上競技場が建設されたが、学校から距離が遠いためバスなど交通費を
払っていくこともある。そういうことでいいのか。市として対策はないの
か

会津若松市は大局的に見ても交通の便が悪い。特に関西方面への対策が必
要と思う

会津医療センターの診療内容、産婦人科がない。少子化対策として議会と
してなんらかの手を講じる必要がある。交通機関の安全対策について。医
療センターとの協議、今後についての考えは。広田駅から会津医療セン
ターの乗車ルートを関係する交通機関との協議、これからの対応策をどの
ように考えるのか

コミュニティバスの運行形態、改善がなされない、協議がされてきたの
か。ルート変更がなっていない。住民のニーズ調査は行われたのか。高齢
化の問題、巡回バスの問題は、検討されたか。通勤・通学の足であること
を認識してほしい。だめだったからしょうがないではだめである、議会で
の検討が必要でないか。開発事業の問題がある。農振法、基盤整備の問題
がある中でまちづくりを行う必要がある

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

災害公営
住宅

県の被災害者対策事業で７０世帯程の住宅が出来るとのことだが、周りに
住んでいる人に情報がないまま話が進んでいる

市民の住宅地の真ん中に被災害者用住宅が建つということは市の問題であ
る

被災害者用住宅の件、例えば測量などで、区長さんには話をしたとの説明
を受けるが、住民は知らないということがある。付近の住民にも情報を伝
えてほしい

被災害者用住宅の建設（県事業）について、新工業団地も関連があり、４
月１７日に県庁に出向き、国道１１８号の拡幅など６点について要望して
きた。(区長会長)

区長会としても関係する区長さんで会議をもち、被災害者用住宅の建設に
は県の方に詳細な説明を求める事になった。（区長会長）

飯寺地区や年貢・大道東等の住居表示の改正を急いで欲しい。学校区での
区分けも方法としてはあるのではないか

第２分科会の地域コミュニティについて。町内の実態把握は必要である。
一人暮らし、高齢者世帯になっている。うちの町内では一人暮らし、高齢
者の安否確認も兼ねて防火防災のため火の用心をしている。このような取
り組みについて支援等あるのか

住吉地区では市営住宅の空洞化がある。冬には息子のところにいっている
のか、また病院に入っているのか分からない。隣組とまとめようとする
が、範囲が広くなると高齢の方が回覧版を回すことができなくなるといっ
た問題が出てくる。訪問の施策があっても隣近所が一番知っている。個人
情報ということで区長には情報が入ってこない。いいことを叫んでも地域
が一体となった活動が出来ていない、これが悩みである。末端の自治が良
くなる取り組みをしてほしい
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第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

町内会

東山

一箕

城北

大戸

大戸

日新

防災・安全

笈川街道に通学用の街灯が少ない。県に出せば要望は通るのか

大戸

鶴城

一箕

一箕

一箕

一箕

日新

城西

鶴城

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

税金を取って行政サービスを行う方法ではなく、市民がボランティア的に
活動する方法を考えていくべきでないか

松長地区は新しい人がほとんど、世帯の中で何人住んでいるかわからな
い。個人情報が出せない。町内会で把握できない。高齢者に対する情報を
持っている民生児童委員でも出せない、民生児童委員や福祉関係者ができ
ないところを助けるのが町内会なのに横のつながりがない。除雪ボラン
ティアの団体に補助するように、年間とおしてのボランティア活動団体に
補助する制度あれば町内会で作り、民生児童委員の補助をしながら行動で
きる。また、６丁目の用途地域変更問題がある。松長地区の活性化は６丁
目が握っている

側溝の土砂詰まりは、全市一斉の川ざらい時に地域で対応すべき

集会所の補助制度だが再度の助成は10年の経過が必要というが条例で定ま
っているのか。地区の状況に配慮すべき

基盤整備事業において将来の集会場建設用地（現状は借地）にしようと共
同減歩で1,000㎡確保したが、集会場の建設は300㎡までしか転用が認めら
れないとのこと。地区内には高齢者所も多く移転に賛同が得られないとこ
ろもある。移転も出来ず借地料や税金の支払いもあり困っている

本町のコミセン代わりに使用している小舘稲荷神社。運営をして行く上で
メンテナンスにお金がかかる。集会所には補助金制度があるのか、あれば
補助金を受けたい

町北・
高野

芦ノ牧地区の空き家が増えてきた。持ち主が県外の人もいる。法的に対処
できないことはわかるが観光客に悪印象を与える。全体として、市はスピ
ード感のある対応をしてほしい

町北・
高野

笈川街道の改良工事が完了し便利になったが、交通量が増え、スピードを
出す車が増えてきた。また、県立医療センターがオープンし、、縦貫道が
開通すればさらに交通量が増えるものと予想され、交通事故が心配される
。信号をつける必要のある箇所もあるので、市も対応を願いたい

町北・
高野

下高野に通学路で危険な箇所があるのでガードレールを設置してほしいと
の要望を４月に県に対して申し入れをした。市としても実現に力を貸して
ほしい

私道路から公道に出る際、カーブミラーは設置できないといわれたが、何
とかならないか

飯盛第２団地、リオンドールから東山小学校に抜ける幹線道路には交通標
識がない。桧町への道路には、横断歩道がない。警察、市役所に要望して
いるが実現していない

道路、横断歩道の白線が薄くなっている。どこで直すのか

堤町、郵便局の上の県営団地の駐車場からの横断。駐車場から出るとき、
横断するときカーブで車が見えにくい。夜は電柱と電柱の間に街灯がある
ので見えにくい、横断者のためになっていない。移設してもらいたい。松
長団地から居合団地へと行き来する車のスピードが早い、安全のために横
断歩道をつけてもらいたい

交通安全協会、区長会など横の連絡を強めて多くの団体で要望を出すべき
である

市に対して出している地区の要望の後押しをお願いしたい。日新コミュニ
ティセンター前のカーブミラーを両サイドにしてほしい

オリンパスの前の道路が複雑な道路になっている。オリンパス側からでる
車が出れない。カラー舗装等の対策はあるが、わかりづらく事故も発生し
ている。分かりやすい表示のありかたはどうしたらよいのか

大熊町などの災害公営住宅も城前団地建て替えと同時に整備したらどうか
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第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

防災・安全

城北

城西

神指

行仁

湊

謹教

謹教

環境

行仁

行仁

行仁

城北

日新

城西

北会津

城西

城西

城西

城西

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

会津若松駅から出て会津バス乗り場方面へ行く途中に横断歩道がある。そ
の信号は手押し信号になっているが、ほとんどの人は判らず、そのまま
立って待っている状態をよく見かける。ましてや観光客も判らない状況で
ある。押しボタン式と一目瞭然に分かるようにするべきではないか

防災計画について見直しされるが、城西町公園が避難場所である。城西地
区は南北に大きな通りがあり、東西に分かれている。避難時には、広い通
りを横断しなくてはならない。地区の安全のために信号機を設置してほし
い

大熊町の方々を含め避難生活されている方々の今後の方向性は。また、農
業をしたいという方に対する支援はあるのか

総合防災訓練を昨年実施し、感謝する。しかし、各部署の連携がよくでき
ていなかった。その後、反省や総括がなかった。現在、防災に関するハザ
ードマップを作成していると思うが地区を回って実際に現場を確認して現
実的なハザードマップとなるようにしてほしい

防災上の課題を解決していただきたい。防災マップについての取り組み。
磐梯山の活動、噴火に備える。断層もある。起こりうる可能性のある地区
である。防災上の課題の解決を図ってもらいたい。ここの情報の情報が流
れていない。個々の毎日の情報提供をお願いしたい

防災について、災害時の情報等を区長に連絡する必要はないと市の発言が
あった。区長には期待をしていないのかと残念である。地区として情報弱
者への伝達のあり方は、民生委員、地域包括支援センター、社会福祉協議
会などの様々な団体と連携して、その支援体制づくりを行ってきた。更に
その連携や統一的な社会福祉の仕組みづくりが必要ではないかと思う

謹教地区は家族の数、障がい者、年齢等を書きこんだマップを作成してい
る。また、区長会として新潟県長岡市の危機管理防災センターへ再度視察
にいくことを計画している

ゴミ捨てのルールが守られていない。大人向けの現代版「什の掟」を作れ
ないか

ゴミの持ち去りが禁止されたようだが、どのような内容か。また、誰が取
り締まるのか

ゴミステーションの設置場所について町内で意見がまとまらず決まらない
。市で指導するなどできないか

ゴミステーションの設置について、金川町27組内に宅地造成がなされ７軒
が増える予定。既存の９軒分を含め一緒のゴミステーションとして新設を
してほしい。市は1000㎡以下の開発行為にはゴミステーションを設ける要
綱はないとの説明。開発業者は７軒分については設置すると言っている
が、容量が小さい状況で困っている

猫の餌付けがある。注意しても続く。条例等の手はないか

西若松駅のトイレの問題。トイレについては、薬局が営業している時間帯
は使えるが時間外はどうしたらいいのか

児童の遊具錆びているので補修をしてほしいとの要望。これまでは半分の
補助金で補修をしてきたが、今回は補助金が出ないと言われた。子どもが
遊ぶ遊具については、地域での対応と言われた

産業廃棄物はどこにもっていったらいいのか。漬物石、ブロック等、市に
電話で確認したが分からないと言われた

産業廃棄物の処理、なぜ市でできないのか。産廃の場所を確保できないの
か

業者には家庭で出たブロック100円で買ったものが、１万円で処分と言われ
た。市からの通達もない。市民が困っているんだから、対応をすべきでは
ないのか

家庭で出たブロックの処分。先ずは廃棄物対策課に電話をして相談すべき
だ。方法を教えてくれる



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

環境

城西

城西

日新

日新

謹教

鶴城

城北

門田

門田

門田

門田

北会津

東山

城西

鶴城

河東

飲料水 大戸

簡易水道

一箕

湊

湊

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

家庭で出たブロックの処分。市で対応をとってもらえないか

産業廃棄物の件はどこに要望したらいいのか

スマートシティについて市長とのふれあいの日の中で、小水力発電につい
て提案した。湯川から流れる神指町に流れる水の流れが一定であり有効で
ある。現場も見て頂いたが、先日その結果を伺ったが難しいとの答弁が
あった。何らかの事業の啓発をして、モデルとしてやっていく事が必要で
ないか

小水力発電、みんなの目に見える形での取り組みをお願いしたい

防犯灯は日中点灯している時があるのか。点灯している時は消灯の対象と
すべきではないか

天神町の町内は汚水が流れる水路があり、生活環境が悪い。常時、水路に
水を流すようにできないか。また、市で管理している水路のカギを町内会
にも預けるようにしてほしい

城北小学校のプール側から校庭に抜ける坂道付近に側溝があるが土砂で詰
まっている。大雨が降ると校庭に水が流れている

館馬地区の排水堀が国道４０１号線を横断するが、盲暗渠（道路の部分だ
け河床が低くなる）なので土砂がたまる。機械で除去は出来るが土砂の
もって行き場がないので清掃できないと県事務所にいわれた

古川町地区では農業用水が流れているときは良いのだが、時期によって側
溝に水が流れないため悪臭がする。土地改良区に話をしても田んぼが主体
ということである

一ノ堰工業団地の調整池が臭うということで農業用水を入れることにして
から、下流の水路で用水の質が悪くなった。農業用水が少なくなったとき
に見てもらいたい

門田西堀の舗装（Ｕ字溝）はどうなっているか

真宮新町の排水について調査していただいたが、常に水が流れるように対
策をとって頂けないか

秋口になるが山に近い慶山地区・千石通り等にカラスの集団がやってくる
。近寄せない工夫はないものか

風力発電の予算はどこに入っているのか

風評被害については、正確な情報がないためと考えている。市としてもっ
と調査地点を増やし、調査結果を公表するなど正確な情報を提供すること
により、風評被害の払拭にあたるべきである。また、各地区への小規模な
説明会も開催すべきでないか

河東工業団地は完売したのか、バイオマス発電所の内容、煙、廃材の放射線
対策、数値を示せ。福島原発の問題、お堀、湯川、猪苗代湖の数値はどのよ
うになっているか

湊地区の水問題もあるが、闇川地区も地下水を利用しているところがある
が水の出が悪い。再度の補助は可能か、また50ｍでは足りない

石畑地区は除菌器はついたが蛇口から安全な水を求めている

今後の具体的取り組みは、健康増進課の調査どおりに順番を決め進めるの
か。地区内で管理が別の刈上場地区は、水源が細くなっている。今後の水
源確保の問題がある。地震等で水源が細くなっていて心配である

簡易水道施設は昭和30年代初期の建設当時のままである。基本的に区長会
は一本の水道で結んでほしいというのが要望である。当局は、地下水で対
応することしか考えていない。六軒浄水場、滝沢浄水場の水が余っている
ことから何とかしてほしい。田代・高坂地区の水源を使うことも考えるべ
きである。多くの地区で水源を地下水に求めれば現在利用している地区が
枯渇する不安がある。限界があるのではないか



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

簡易水道

湊

湊

湊

湊

湊

生活用水 湊

飲料水 一箕

行仁

福祉

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

こうした水問題の立ち上げは一人の議員だけではできないと議長は述べて
いた。議会は、なぜもっと早くできなかったのか。この場で意見が出ない
のは、例えば道路・除雪の要望意見がある。その後の取りまとめがどのよ
うになっているのかわからないから発言しない。市は事業を行うとき集落
ごとの説明会を行うが、時期が遅い。事前の説明会が必要である。水道を
一本で持っていくのは、私は不可能であると考える。蛇口をひねれば安
心、安全できる水をすぐに確保できるのは、湊地区水資源問題に係る検討
委員会の方法しかないと思う。集落ごとの話し合いを進めてほしい

原の簡易水道は、市に移管について陳情している

区長会として　湊地区のインフラ整備は空白地帯である。今回成し遂げな
いとできないと考える。湊地区だけが旧態依然の水道事情である。重ねて
お願いしたい

飲料水供給施設整備に向けた応分の負担はしょうがないと考える

飲料水供給施設整備に向けた応分の負担は市の水道料金の規定でもってい
ただければ理解ができる

湊地区の水問題は長年の課題、前進したことについては感謝したい。さら
に当日資料12ページの合意形成の結果４，５は広い見地から、自然観光地
である、構想に根ざした前進した眼で見てほしい。自然豊かな猪苗代湖、
水環境が貧弱である、将来は水道の一本化を進めていただきたい。そうし
た構想を広めてほしい。業者、個人に任せた水管理は貧弱である。戸ノ
口、十六橋、飲めない水、トイレの問題、不特定多数が出入りし山林火災
が発生する。防災上の火災の対応の問題、渇水期、真冬の問題。下水道に
かかる問題もある。将来の安心のための整備と維持を要望する

湊の水道問題が終われば、金堀、石ヶ森の問題をどのように行ってもらえ
るのか。石ヶ森は松長から送ることができるのでないか。要望したい

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

すずらん
寮

すずらん寮が空き家のままになっていて防犯上も問題である。活用するな
らする。しないなら、しないで取り壊すなどしてほしい

建物等、ものをつくるにはその後の跡地利用や維持管理についてもセット
で考えていかないといけない。将来を考えての取り組みをすべきである

川南小学校のこどもクラブは、市のこどもクラブの前段階の状態である。
正式なこどもクラブに昇格をしてほしい。暫定的なもので現在では、土
日、長期休暇はあずけられない。文教委員会ではどのようになっているの
か

こどもクラブの定員は何名以上なのか、同じくらいの人数でこどもクラブ
として成立しているところがほかにもあるので利用者が少ないというのは
理由にならない

学校で空き教室がないのがおかしい。こどもクラブは学校、市でのやる気
の問題だと思う

北会津にこども園をつくって４つを１つにすることによって、空いた土地
の有効利用を考えるべきである。事業は後の事を考えてするべき

北会津のこども園に対しての面積、場所はどこか

合併以前に説明した時どれだけの人に事業の説明をしたのか。今回、民
設、民営についての話が、当時と違っている。公営になるべきはずであ
る。これから利用する人に説明をするべきである。民間になれば保育料も
高くなるので、アンケートなどで、きめ細かく人々の要望、思いを吸い上
げてほしい

社会福祉協議会が行っている高齢者いきいきクラブが３年前に突然廃止の
通告があったがなんとか存続し、週１回から月１回になった。せめて月２
回にしてほしい。これを行うことによって、ストレス解消で医療費の削減
になる。議会として後押しをしてほしい。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

福祉

一箕

日新

日新

一箕

北会津

大戸 ふるさと農道だが一部だけ除雪というのはおかしいのではないか

観光

東山

城西

城西

城西

城西

鶴城

城北

城北

日新

企業誘致

河東

門田

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

松長も居合のようになっているとの報告がある。高齢化と少子化が目の前
にある。特に居合の高齢化は第５包括センターの会議の中でも問題になっ
ている。団地の何階からは、ごみ、灯油運べない問題があって民生児童委
員にお願いするのが多くなっている。生活保護を受けられるのに生活保護
受けていない人がいる。そのような中、民生児童委員のなり手がいないの
で年齢制限を廃止した。今年の民生児童委員改選では57町内を22ブロック
に分けそれぞれ民生児童委員の選考をお願いするようにした

少子化問題の施策はあるのか。結婚しない、できない要因に対しての対策
はなにか

結婚の動機づけとしてテレビでやっているお見合いテレビを入れることは
どうか。また、子どもの受け入れ対策でこどもクラブはすぐ近くにあるこ
となど、安心して働く事が出来る環境を整えていくことが大事

私は、４回目の区長をしている。居合団地で一番早い開発地域でそのため
高齢化が進んでいる。老人の買い物が大変で、車の移動販売が定期的に来
ているが動くことができない方が出ている。そのため近所の方が車に乗せ
て買い物に連れて行っている。近年買い物の宅配サービスができるように
なったがそれを知らない方がいる。小さい売店でよいので出店してほし
い。老人世帯を民生児童委員が回りきれていない、夫婦で動けない。ごみ
の問題では、ゴミ捨て場に出せない現状がある。地域の学童は５人、子ど
も会の存続問題、祭りができない。民生児童委員の選考について再考して
ほしい

北会津地区の人口は減ってきている。子どもも少ない

産
業
経
済
に
関
す
る
こ
と

八重の桜効果で多くの観光客が入ったが、交通渋滞防止対策が効果的であ
ったと評価する

今は八重の桜で観光客がきているが、大河ドラマが終わってから、会津の
観光はどうなるのか、一過性のものにならない取り組みをしてほしい。会
津は仏教文化がある。観光資源としてそこを売り込んで長い期間観光客が
来る取り組みにするべきである

観光について福島は原発問題で、会津も一緒で観光客はきません。（県外
から見ればいわきも会津も一緒だ）その認識をもって、市はどのような体
制をもっていくのか、根本的に考えてもらいたい。観光だけでない、原発
のところに企業が来るはずない

観光全般について、八重の桜で観光客が来ているが、相乗効果はどうなっ
ているのか。経済的な数字はどうなっているのか。他市の観光ではおかげ
横丁のように歩いて観光をし、買い物をするような観光になっているが、
若松はバスで観光に来てそのままバスで帰ってしまう。これでは地域にお
金がおちない。その辺が心配である

一部のところ、また東山温泉だけでなく一般商店街も全体が潤う対策を
取って頂きたい

八重の桜で観光客が大勢来ているが、ドラマ館の前など交通誘導員は観光
客優先で子ども達が通行できないようになっている。子ども優先に誘導す
べきではないのか

鶴ケ城付近の駐車場料金に差がある。統一すべきではないか。駐車場利用
した人は駐車券による登閣料金を割り引きする等のサービスを考えるべき
ではないか

桜祭りを縮小したこと、交通規制を行ったことに対する評価はどの様に考
えているか

御三階の復元は市民と共に作っていく。復元にこだわらず、創造でもいい
のではないか

会津地域は、働く場所がなくなってきている。工場誘致の考え方を聞きた
い

河東工業団地は売れる見込みがあるのか。新たな工業団地予定地内には、
土地を売りたくない地主もいる



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

企業誘致 門田

経済

城北

大戸

大戸

河東

東山

雇用

一箕

鶴城

公設市場 東山 市の公設市場は維持できるのか

鳥獣対策

大戸 闇川地区の電牧柵は本年９月を目途に設置されるとのことで感謝する

大戸

東山 東山にも熊が出る。対策はどうなっているか

農業

河東

大戸 農地の宅地化をしやすくしてもらいたい

農村公園

北会津

大戸

産
業
経
済
に
関
す
る
こ
と

既存の門田工業団地には空き地もある。新工業団地、急いで造成に入らな
くても良いのではないか

市内に映画館を創る動きはないのか。娯楽施設は大事である

上雨屋地区のビオトープは地域でなんかやんねどしょうがねえべという話
で農産物直売所をやろう、お年寄りにも生きがいを持ってもらおう、さら
には、やるからには景観も大事にしようと取り組んだ。事業をやって良か
った点は、他の地域にも大きなインパクトを与えたことである。ただ農家
以外の賛同が小さい。今後はオーナー制度や花火大会など検討しているが
何事にも多額の資金が必要。施設内の登り窯は焼き物までしたいが温度管
理が出来ないので展示だけである

市内に映画館がない。みんな米沢に行っている。活性化というからには映
画館くらい持つべきでないか

河東地区で制作し販売している日本酒「皆鶴乃舞」は、さまざまなコスト
がかかり売れば売るほど赤字になっている。事業参加、行政が遅れてい
る。消費されている酒類のうち日本酒が占める割合は15年前15％が現在
10％切ろうとしている。どぶろく特区の事業は、河東地区のメリットがな
いのではないか。地場産業の酒屋さんがある。そことの課題がある

観光会津を標榜する本市に地元産品を提供する道の駅はあるのか？市の入
り口でもあるインター周辺に建設すべきでないのか

勤めるところがないから３人の子どもたちも会津若松にいない

町北・
高野

会津大学生の下宿の世話をしている。スマートシティの説明があったが、
会津大学生のほとんどは県外に就職してしまう。会津に就職できるよう市
としても対策を練ってもらいたい

町内で孤独死が２件あった。若者がどんどんいなくなって高齢者だけの世
帯も増えている。この原因は若い人たちの働く場所がないからである。も
っと、企業誘致などに力を入れて働く場所を創出してほしい

舟子・桑原地区では日中に道路にまで熊を見かける。人的危険性も高いこ
とから、沿道の刈り払いが有効だが人手も金もない。農林課だけでなく防
災安全課も共に対応せよ

町北・
高野

「人・農地プラン」の話が出たが、昨年アンケート調査を実施した。その
後、「人・農地プラン」への認識も若い世代で変わってきている。毎年、
アンケート調査してはどうか

まちづくりの中で、農業地域の開発で問題となる農業３法（農地法・農業
振興地域整備に関する法律・都市計画法）との関係で中期長期計画の設定
の経過方向を述べてから意見を交換したい。地域の方向性を打ち出しても
らいたい。３つの方法がある・・・地域限定の開発、市がやるかやらない
かだけである。提案を検討していただきたい

町北・
高野

町北、高野地区は農村地域である。現在、ＴＰＰの交渉など農業を取り巻
く環境は厳しくなっている。私個人としては、減反政策はやめるべきと考
えているが、市としては今後どのように農業の振興を図っていくのか伺い
たい

東麻生地区の公園、回転する遊具が下ろしてあり回らない状態になってい
る。直すのか撤去するのか

ふるさと農道に面した、市の農村公園の利活用を相談され、直売を始めた
が大型トラックなどが多く、期待したほど売れなかった。長い目で見たい
と思い、今年、桜の苗木を80本ほど植栽したが今後の管理のことを考える
と気が重い。設備としても何もない、トイレと水くらいは必需である。市
も、そのときだけでなく長い目でのサポートを考えるべきだ



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

農道 神指

林業 大戸

防災・安全

鶴城

鶴城

鶴城

行仁

行仁

行仁

大戸

大戸 舟子・桑原地区は雪の降りようが平地とは違う。地域に即した除雪を願う

東山

東山

東山

東山 町内会での除雪機購入に対する補助の実施状況はどうなっているか

城西

城西

いっ水 日新

下水道

神指

城西

河川

行仁

行仁 「いたがき」の前の川に大きな石がある。市として対策を講じてほしい

湊

産
業
経
済
に
関
す

る
こ
と

地区として道路整備を市に要望した。対象道路は高久地区の国道49号線の
西側であり、通学路、農道として利用している。道路は簡易舗装されてい
るが、左右が水田のため端部が毎年壊れている状況にある

地域再生エネルギーということで間伐材の利用があるが単価が安く採算が
とれない。環境税の関連で補助制度はあるが森林組合までで生産者に直接
の補助はない。補助の在り方を考えてもらいたい

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

私道路の除雪については、市から補助が出されることになっているが書類
の提出など煩雑でもらわないほうがよくなってしまう。何とかならないか

除雪については狭くて入れないなど除雪されない箇所がある。歩道用の除
雪機を有効に活用することはできないか。病気や火災などいつおきるかわ
からない

説明に来た担当者の話では、除雪をしやすくする為電柱を移設するなどの
措置を講じ、除雪を十分に実施するとの説明であったが、担当者がこの４
月異動になったと聞く。引継ぎがしっかりなされているのか、心配である

愛宕町内では年に２～３回水路に雪を捨てるのでつまって消防車に来ても
らっている。ルールが守られていない。米沢や新潟では水路の幅が広く深
い。このため多少雪を捨ててもあふれることがないようにしてある。本市
としても検討してはどうか

除雪に関しては、小さい街、小さい通りも十分に実施してほしい。また、
側溝の整備の要望を２回ほど出しているが、まだ実現していない

除雪について、青森市などは除雪というよりは市街地においては排雪に力
を入れている。本市も排雪に重点を置くべきである。学校の校庭も雪捨て
場の一つである

国道で事故等が起きると迂回路が無く交通が止まってしまう。バイパスが
必要な事からも全線除雪を願う

慶山地区は山が多い。勾配・坂のために除雪できないと除雪車が帰ってし
まった。対応可能な除雪車を入れてほしい

排雪が出来ず、圧雪していくだけであった。当局に話をしたところ重機の
問題であり、一町内一業者の委託制になっているが複数町内複数業者を検
討したいとのことであった、これでよろしいか

除雪が国道・県道・市道とそれぞれの所管区分しか除雪しない。効果的な
除雪を協議すべきではないか

昨年の24年12月９日に大雪が降ったが、除雪対策になっていない。どうし
てこういうことがおきるのか

除雪期間の体制が12月15日からでは遅い。体制ができていないから24年12
月９日の大雪はめちゃめちゃだ

町内のいっ水対策工事ということで側溝整備工事。ほぼ半分から３分の２
くらい終わっているが時間を置かず進めていってほしい

神指の下水浄化工場の汚泥を早く処理して頂きたい。現在の状況はどのよ
うになっているのか

工業団地の整備より、下水道の整備がされていない。おかしいのではない
か

川のゴミが目に付く。上流から流れてきているが、フィルターなど河川内
でのゴミの管理はどうなっているのか

原川の堰上を毎年行っている。中州の土砂を撤去して流れを良くしていた
だきたい



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

河川

湊

北会津

城北

湊

住宅 鶴城

除雪車 城西

浄化槽 大戸

水道
日新

日新

西若松駅前 城西

側溝

行仁

門田

城北

謹教

日新

宅地整備

北会津

北会津

道路

河東

東山

城北

東山

神指

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

区長会の要望として県の河川課に原川の問題を要望している。解決のため
には土砂捨て場がないためできない現状がある。そのことが解決できれば
撤去は可能との回答を得ている

阿賀川（二日町付近）河川敷地内の水路整備は本当に実施されるのか

庄助川の水路で水が溢れる現象がある。分水が必要ではないか。昔の都市
計画や地図を見て対応していただきたい

特別水利権について菅前家市長が言っていたことが分かるか

城前団地の建て替えについて、建設計画は３００戸となっているが、現在
の入居者は全員入居できるのか。また、建設期間はどうか

蟹川橋のところにある除雪車が野ざらし状態で、１年間置いておくのは重
機がもたないのではないか。パイプでもいいから天井のあるものをつくる
対策を取るべきではないか

基盤整備事業に併せて農集排事業を検討したが市の方針で合併浄化槽方式
になった。現在の多額の予算はどうして必要なのか

第４分科会の滝沢浄水場では浄水場の水を売ったらどうか

八重の桜の水、そのＰＲを日新地区をモデルとしてやってみては

西若松駅のトイレの問題、管理の問題について。駅東側駐車場に車の放置
があり、駅の利用者が駐車できない。周囲の人が駐車場代わりに使ってい
る。対策ができないか。文書等出すことはできないか

桧木町内などグレーチングに大きな隙間があり、自転車など危険である為
材木を切って入れるなど講じている。市としても対策をすべきではないか

大変狭い徳久・御山線は側溝の蓋かけなどで応急的な拡幅は可能ではない
か

道路に側溝のある道路と無い道路がある。側溝整備は何をもって行われて
いるのか。道路を広く利用したいと考えている。対象側溝は用水路の蓋か
けである

１月の市長との対話集会時に、国道１２１号線の大久保文具店から葵高校
へ入る道路について、幅員が狭いので北側の側溝にグレーチングの蓋がけ
を要望した。緊急車両の乗入れ対応などを含め依頼したものである。市側
からは石垣側溝になっているので、石垣の破壊と景観から蓋がけは難しい
との回答を頂いた。是非、緊急車両等の対応含め蓋がけをお願いしたい

市に対して出している地区の要望の後押しをお願いしたい。緑町内の側溝
（水路）の整備。八日町に向かう水路。グレーチング

水季の里の第３工区の問題。会津バスとの話合いはどうなったのか

水季の里の第３工区、市のものになったのなら、管理をしっかりしてもら
いたい。昨年までは裁判中だから手を出せないと逃げていた。和解をして
も地元に何の説明、お詫びもなく、未だに荒地のままである

広田駅の隧道について冬期間は車が３台停止するだけで渋滞になる。再調
査してもらいたい。主要地方道北山会津若松線の町北町陸橋周辺の朝夕の
交通渋滞解消策として、会津大学方面に迂回するための新たな道路建設を
要望してきた。議会として取り組んでほしい。再度お願いする

一箕小・東山小の通学路を制限速度30㎞にしてほしい

私道に埋設される水道管やガス管の改修について市はどのように関わるの
か。８月から金川町内でガス管工事が始まる予定。また、一部の私道を市
で買い上げてほしい

御薬園近くの愛宕食堂の所のカーブミラー、電柱がじゃまで見えにくい。
電柱の移転が必要ではないか

平成24年に区長会長として信号機と横断歩道の設置要望を市に出した。対
象は、市道幹Ⅰ-20号線で若松６中に行く道路。区長会として一点に絞って
依頼したが却下された



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第10回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表（市長部局送付分）

内容
 テーマ

（中項目）

道路

大戸

東山 飯盛山街道の小石の散乱がひどい。地下浸透型舗装のためと思う

門田

門田

湊

一箕

城北

城北

城北

謹教

鶴城

東山

市道幹Ⅰ―１湯川橋のところに歩道を設置してほしい

門田

墓地
東山 市営墓地の建設が必要ではないか

東山 市民が墓地を持てるよう大規模でなくても良いから考えてほしい

緑地 東山 千石町１号緑地の雪のためフェンスが倒れているので改修を願う

飲料水 一箕

運動施設 大戸

学校給食
北会津

北会津

学校教育 神指

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

生活道路拡幅のため土地の寄贈を受けられるが、更地でないとだめという
ことでかなりの費用がかかる。更に分筆が必要であり、全体の測量が必要
なことから膨大な費用になる。寄贈される土地のみの測量ですますことは
できないか

飯寺地区７００世帯の避難箇所へのアクセス道路は徳久・御山線である。
工業団地北側の踏切を含め、通学路でもあるが大変狭い。新しい工業団地
が出来るときには拡幅をしてほしい

１メートル１００万円の道路もあるようだがなるべく多量の道路工事が出
来るように配慮せよ

東田面地区、原地区の舗装道路の改善

会津中央病院と会津大学間の新設道路について。我々生きているうちは開
通しない。税金の無駄づかいである。市に強く申し入れしてほしい

市道幹Ⅰ-６号線について、歩道整備に対して上荒久田地区と石堂本村地区
の要望の調整はどのように行われたのか。また、工事に伴いピボット下の
水路を止めた経過にある。水路の再開は行われるのか

通学路上で電柱の移設を考えていただきたい。（金川町のつくい介護施設
付近）移設項目に市の関わりはあるのか

市道幹Ⅰ-６号線ピボット前の踏切工事は平成26年度までに完成するのか

百足屋の交差点、三角屋ラーメン店付近は交通量が激しく道路事情は劣悪
である。身の危険を感じる時がある。若松市内の交差点では一番の危険箇
所ではないかと思う。具体的な対策工事ははかられないか

天神町で下水工事がなされたが、工事後の舗装の状態が波をうってひどい
。竣工検査はしっかりされているのか

奴郎ヶ前から県立病院に至る道路の傷みがひどい、舗装の張り替えが必要
ではないか

町北・
高野

徳久・御山線の通学路の安全確保が難しいなら門田小学校の移転もありで
はないか。（参考意見）

湊の水道問題が終われば、金堀、石ヶ森の問題をどのように行ってもらえ
るのか。石ヶ森は松長から送ることができるのでないか。要望したい

教
育
文
化
に
関
す
る
こ
と

大戸町に河川敷グランド（野球場）があるが管理放棄の状態にある。リト
ルリーグだけが利用している。そのとなりに元畑の土地があり、活性化に
役立てたいと思い借入を申し入れたがグラウンドの管理状態が良くないこ
とから相手にされない。グラウンド北側の畑を借りてナガイモを作ったが
イノシシで全滅した。グラウンドの管理も含め、周辺の整備をお願いした
い

給食センターの配送車について、５年で使って払い下げについて、その後
はどうなったのか

給食センターの配送車について、市の車はどうなのか

少子化によって神指小学校は全校児童数が１５０名。１クラス25名位であ
る。ある保護者は、地元小学校の児童数が少ないから、私立小学校に入学
させている現象も出ていると伺う。子どもの数の問題、学校教育の中で「
学ぶ」と言う観点で何か良い考えや知恵はないか
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内容
 テーマ

（中項目）

学校教育 神指

学校建設

鶴城

鶴城

謹教

教育

日新

日新

北会津

東山

教
育
文
化
に
関
す
る
こ
と

子どもの数が減少しても教育のレベルは落とさない。先生の数も減らさな
い。このことは理想である。実際子どもの数で先生の数は決まってくると
思う。教育の質を落とさないようにしていただきたい

鶴城小学校の建て替えが計画されている。私の家は北側の道路に面したと
ころにある。これまで北側の道路は電柱もあり、十分な除雪もできない状
態であった。建設にあたり、校舎の配置計画の説明があり、これまでどお
り北側に建設する計画になっていた。説明では、「決定ではなく白紙だ」
とのことであったが、既に決定されているのか。経過を聞きたい

鶴城小学校の校舎から家を見下ろすようになっており、プライバシーにも
気をつけてもらいたい

平成23年７月から会津放射能情報センターで活動している。校庭の土壌は
３９００ベクレルの箇所がある。改めて市内各学校の校庭をしっかり測定
し数値の高い箇所については表土除去をするべきではないか。また、子ど
も被災者生活支援法について行政も学びこの法律を活用すべきと思う

保育園や小中高のいじめ、体罰が問題になっている。市としてその対策は

若松人権擁護委員をしているが縦割り。教育委員会との横の連携が重要と
考えている。それぞれの立場で関わりを持っていくこと、議会も関わって
ほしい

北会津地区統合保育所について、前市長に手紙を出した経過にある。統合保育
についてどう考えるのか。幼稚園、小学校、中学校を１カ所に集積するべきで
ある

文化セン
ター

文化センターから鶴ケ城体育館への歩道は文化センターの駐車場に活用す
べきではないか
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