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市のまちづくりの全体像を知りたい。大型バスが多く入ってくる。縦の通り
を東山まで抜いて玄関口にすることが優先課題だと思う。かつてある工場が
会津に来たいと言った時工業団地がなかった。計画性がなかった。今若い人
が住み着く働き場所が必要。県立病院跡地を含めた計画を立てるべき。ヨー
ロッパのように公共施設を町の中に置くやり方にすべき

少子高齢化で医療機関と買い物の場の距離が短く、歩いて暮せる城前に団地
ができることは良いこと。企業というのは経営が悪くなれば撤退するもので
あり30年後はそこにあるとは限らない。会津若松市に住めば福祉が充実して
いるというモデルを作れば定住が進むし大熊の人も会津に住むことで人口が
増えると思う

会津若松市の将来のビジョンの中でお城と駅前を重点的な施策として、歩っ
て楽しむまちづくりを考えたらどうか

良い意見たくさん取り入れて、より収入が入るようこのような対話の場をど
んどん開いて今後ともしっかりやってほしい

県立病院跡地のあり方。壊して公園にするというのは本当か

自治基本条例のメリット、デメリットは何か

自治基本条例について市長に提案書を書いて出してある。市議会にもある。
市民あっての市だし、議会だと思う。市民の税金はだれのためにあるのか

町民運動会を例に、これまでの門田地区のまちづくり、地域の組織づくりと
その運営について区長会の果たしてきた今日までの経過について取り組みの
報告をします。門田地区は昔は農山村地域、現在は様変わりし、農村地帯か
ら、飯寺、井手、館馬地区は新興住宅地の建設など地区で社会の変化があっ
た。昔は門田地区の活動の中心に地区体育委員会があった。町民運動会のお
金は、中野地区の商店会に寄付をお願いしてきた。不足分については、会津
若松市内の個人商店に寄付をお願いしてきた。運動会は、住民全体の行事で
あったが出たい者、やりたい者がやっていた。その後、地区の体育連盟の組
織はあるが、メンバーがいない地区が出てきたために、町民運動会の運営に
は、全町内からの支援が必要となった。そのため、区長会にはかり、組織の
充実に向け体育委員会主催から区長会を中心とした実行委員会への組織へ変
更し、運営資金として１世帯からの会費を取ることとなった。その結果、区
長会は全ての組織の頂点となり今の姿がある。
　運動会の運営では、当時学校に多くのことをゆだね、先生の協力で行って
いた。その反省から、できるだけ運営も自分たちでできるように考え学校か
ら離れるように組織体制を整えてきた。また、運動会の用具は学校から借り
ないようにし、自前で用具を購入して今に至っている。
　運営費については、寄付をもらっていた時は、どこになにを使ってきたの
か不明であった時代があった。現在は予算を組んで執行できるようになっ
た。
このように運動会は地区体育連盟にまかせっきりにしてはできない、区長会
の基で実行委員会を作り、各種団体が全て入るようになった。全戸参加、全
団体参加になってきた。
　文化祭は農事組合が主催して行っていた。公民館の姿も変わった、文化祭
の中にも各種団体を取り組もうとなった、その後各種団体長会議を開催して
補助金を交付するようになった。
このように実行委員会が望ましいものとして現在は、敬老会実行委員会、文
化祭実行委員会、など実行委員会方式が広まった。
実行委員会を結成し、継続した運動、運営ができるようになった。現在で
は、その見通しを持つことができ、その経過の中で実行委員会の取り組みの
認識を区長会が持ってもらうようになった。
ポイントは、各種団体長会議を開催、話を煮詰め、実行委員会組織を立ち上
げたことだと思う。
これからの課題は、今はすぐできるようになったが、組織の維持と運営を改
善する必要がある。また継続することだと考える。
他の地区では、門田地区の表面上の運営だけを見てもまねできない、１世帯
で会費を出すことでも区長会で理解されないと町内会にもっていけない



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

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

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」

まちづくり

門田

門田

門田

門田

門田

門田

大戸

大戸

大戸

大戸

河東

行政

城西

城西

財政

日新

神指

謹教

第
１
分
科
会
へ
申
し
送
る
も
の

湊地区の事例から、体育連盟だけの組織で区長会は別、若者の事業となって
いる

謹教地区は謹教小学校と謹教地区の合同運動会となっている

門田地区の行事は町民運動会、敬老会、文化祭、新年会を４大行事と紹介し
ている。実行委員会と役員会時期と役員会が定着してきている。小学校３
校、財政の問題がある、学区の方々もあるが全ての行事に協力してもらえ
る。町内会費の区費と運動会費、を各種団体に交付する、予算を組む前に各
種団体の決算報告と予算編成について協議する、総枠が決まっているので各
種団体の増減を各種団体長で協議している

門田地区は、排他的な意見はない、「やってみんべ」の意見が多いデメリッ
トの件があまりない

環境美化の運動、学校、高齢者、地区と行っている、事業をわかってもらう
ことを通じて参加することになる、資源物回収の継続性、地域の活力になる

予算について、環境美化推進協議会は市の補助金で結成された、継続するた
めには活動資金をどのようにしていくのかの問題ができてくる

基盤整備が行われた造成地に、桜の植樹を移植した。今年度から区長会を中
心に住民と協働で草刈を行っている。雪囲いは12月１日６時30分集合で行
う、桜を咲かせるまでと一生懸命行っている

大戸地区活性化協議会で行っている直売は続いていない。課題はトイレ、電
気がない、販売店の建物の問題もあった。そのため、昨年は雪が降るまで
やっていたが、今年度は途中でやめたようだ。その理由として、農免道路を
利用する方などは、直売所があるとの認識がなく、オープンしても思ったほ
どの売り上げがないことがあげられている

直売所の再開に向けては、組織や施設の課題を解決するなど植林した桜が咲
くまでは何とか体制をつくろうとなっている

大戸地区活性化協議会で直売所を開設するに当たり、販売のためのテント一
つ準備資金がない中での出発であった、そのために１年目は頑張れたが、今
年度以降継続することが準備不足のため中断となってしまった

河東地区のまちづくり委員会について河東地区では５つの実践事業に取り組
んでいる。地域づくりの活性化として河東の良さを広げる。（高速・イン
ター・49号国道・鉄道など）有効資源も多くあるので若松の表玄関として有
効活用を考えてみてはどうか。地域づくり委員会の1人として活性化に向けて
頑張っていきたい。議会もそのような視点で取り組んでいただきたい

区長会全国大会への職員派遣について、本年の区長会全国大会は埼玉県川越
市で開催された。毎年思っていたが市職員が同行をしないのは会津若松市だ
けである。市職員を派遣すべきである。郡山市は２名同行をさせている

毎年行っている市長と区長会の対話集会の会の運営について、10月に市長と
区長会との対話集会があった。その運営上で区長会からの質問時間が１時間
もない状況。20の行政区があるので時間配分を考えてほしい。回答書が出来
上がっているので、あらためての市からの答弁は要らない。即、質疑応答の
時間にすべきである

議会報告書から全ての議案に対して反対する議員がいる。詳細を見ると決算
剰余金を減債基金や財政調整基金へ積み立てるものである。論点は剰余金等
を除雪費用へまわすべきと思う

減債積立金とは何か市民にはわかりにくい。市がどのように市民に説明した
のか、わかりやすくしたのかを議会として検証してほしい

町北・
高野

市の借金の利子は今、毎年どのくらいか

実質公債費比率　15.3％　県内12位　財政状況はまだまだ改善すべきと認識
している。（意見として）
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庁舎整備基金42億円を他に流用してほしくない

自衛隊誘致の進捗はあるのか。また実際誘致されるとなるとどの辺になるの
か

市税の納付場所の問題、郵便局ではできない回答を

長期総合
計画

インターチェンジ周辺の開発こそがこの地域の重要な課題である。新しい長
期計画を作成する際にしっかり示してほしい

町北・
高野

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」

湊の冬期間は厳しい。バスの待合室がほしい。小中学生のバス待ちが大変で
ある

本庁舎の建て替えの取り組みをどのように考えているのか

政策討論
会

議会の取り組みで大学の先生を呼んで研究をしているといったが、どうせ研
究するならば、一流の講師を呼ぶべきではないか
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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」

金川町は道路が狭いうえ、カーブミラーだらけ。今回もカーブミラーの設置
を３カ所要望したがなかなかできない

会津若松市の道路は一方通行などがあり、わかりにくい。城北小学校南の三
叉路の一方通行を逆走する車がある。１年に何件もある。観光客だけでな
く、会津ナンバーの車もやっている。事故が起きる前に、何かよい方法はな
いか

高規格道路のせいで県道、国道が渋滞している。いずれは解消するのだが、
今できる対策はとってほしい

町北・
高野

電柱が出ていて車の交差ができない金川町ファミリーマートの交差点のとこ
ろの北側を点滅信号にしてほしい

笈川線（県道のバイパス）では最近連続３件の事故が続き、死亡事故も起き
てしまった。信号の設置など、交通安全の対策をとってほしい

町北・
高野

六丁交差点に信号機を設置してほしい。何年間も市に要望しているが、同じ
回答で進展がない。そのため、今回は市に対しての要望は出さないとした。
議会からも働きかけをお願いしたい

市民サー
ビス

住民票の写し等が交付できるタブレット端末の導入が決まったが、住基カー
ドの所有が条件か。カードの所有は９.22％と聞くが、一部の人しか利用でき
ないのではないか

市役所市民課及び窓口業務に対するサービスのあり方とコピー機設置につい
て、出生届けを市役所の住民課に提出する際に、資料コピーが必要になった
が市役所コピー機は使用できないと言われ、わざわざコンビニまで行ってコ
ピーした。その後また市役所に戻って来て手続きをした。有料で良いからコ
ピー機を設置すべきではないかと感じた。また、市の窓口は「おもてなし」
の心で市民に配慮をしていただきたい

市役所窓口業務のサービスのあり方について、窓口業務に従事している職員
は臨時職員が多く散見される。業務を覚えると言う点では良いが、ベテラン
職員がしっかりサポートできる体制にしていただきたい

町名変更の進捗状況と今後の計画等について、対馬館町内が町名変更なされ
とても判りやすくなった。次期「門田飯寺」地区の変更はなされるのか。ま
た、旧町内名と新町内名が分かるマップを作成すべきではないか

「区長」という名称を「町内会長」などへ変更すべきと考えるがどうか

市内13カ所の仮設住宅の除雪はどうしているのか

この５月頃市民を元気付けるイベントとして飛行機が市内上空を飛行した。
そして先週11月５日も飛行機雲が何本も発生していた。ある人は北朝鮮が攻
めてきた？と言われている人もいた。大事なことは例えば自衛隊が市内に誘
致されれば攻撃の的にならないかと心配するものである。過去に青森県の三
沢基地が狙われた経過もある。まず先日の飛行機雲がなんだったのか調査し
ていただきたい

城北小学校体育館が避難所となっているが、学校が休み、または夜間に避難
が必要となった際の体育館の開閉など誰が行うのか。鍵の管理はどうするの
か

防災計画が見直しされるが、議会としても十分監視してほしい

災害対応としてタブレットを全区長に貸与できないか。区長と住民をつなぐ
のに有効と思うが、どうか

防犯協会と消防の運営のあり方について、新潟県長岡市は防災安全に力を注
いでいる。一方、会津若松市の防災安全は消防にしか力を入れていないよう
に思える。また、防犯協会は警察署に所管されていて会津若松市からの補助
金もなく警察任せである。市内20地区の行政区で10地区しか組織化されてい
ない。防犯協会の位置付け、事務局の設け方等を考えていただきたい



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

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

防災・安全
東山

城西

環境

謹教

城西

謹教

神指

湊

湊

湊

一箕

第
２
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」

上高野森台線の防犯灯が切れている 町北・
高野

界沢の公設防犯灯が切れていたので市に行ったところ予算使いきり終わりま
したといわれた

町北・
高野

いにしえ夢街道の左右の歩道、縁石違う、街灯が少なく暗くて危険。観光も
大切であるが市民の生活も大切でないか

防犯灯等の新設や修理に対する補助について、特に、防犯灯はＬＥＤ化を
行っているが補助金が少ないため年２、３カ所しか変更することができな
い。（質問者の町内会では60カ所あり）市の防災安全課は当初説明でＬＥＤ
への変更時の補助は「なし」と回答していたが、いつの間にか補助制度が出
来ていた。制度が変更されたなら区長に説明をすべきである。また、ＬＥＤ
の購入をコスト削減の一環から市で一括して行っていただきたい

テーマ６
「地域環境の保全について」

福島県温泉協会の広報担当をしている。地熱発電について、大変危惧される
ことがある。地熱発電所は、２年に一本あらたにボーリングをしなければな
らず、地下水を汲み上げるなど大変危険なエネルギーである。北塩原村、猪
苗代町、磐梯町が地熱発電所の調査を了承したようであるが、そこで汲み上
げられる温水には砒素などが含まれており、それが猪苗代湖に流れ、会津若
松市の水道水として使われる。市議会としても関心を持って対応すべきであ
る

ゴミステーションの設置について、都市計画上は、1,000㎡以上の開発時には
ゴミステーションを設けることが義務化されている。以下であれば開発業者
が慣例で設けているのが実情である。では、そのゴミステーションの土地所
有権は誰が持つのか。町内会としては運用するが土地所有者にはなれない。
市としての窓口を整理して、廃棄物対策課、総務課、都市計画課等で協議し
て頂きたい。また、資源物回収の基準は50戸に一個設置している。近年どの
町内会（世帯）でも資源物が多く出されている。このことを踏まえ50戸にこ
だわらないで30戸や40戸のシミュレーションをしていただきたい

保育元気アップ事業について、相談だけでは放射能の被爆から子ども達を守
れない。甲状腺検査を定期的に実施すべきである。また、会津若松市は校庭
の土の入れ替えを実施しないが、実施すべきだ。土壌そのものを測るべき
だ。私のところの施設では、１年前、教会の滑り台の場所で４８００ベクレ
ルという数字が出ている

下水浄化工場に仮置きした汚泥の数値の状況、今後の処理の方針は

水資源問
題

湊地区の水問題は合併以前からの問題で同じ状態である。653世帯の４割が浜
通り水系で渇水している。６月議会での決議はありがたい。しかし、安全、
安心、安定的な水源をどう確保するのか市長に対し要望書を上げた（７月に
要望書を提出）安心できる水源の確保に特段のご支援とご協力をお願いした
い

原地区の水道に関しては集落管理をしているが、早急に市に管理をお願いし
たい

水道の本管も老朽化している。市には５カ年計画（H29年まで）で全ての地区
の水源確保の要望を出している。これに関しては前向きな回答を頂いている

石畑地区の水問題について先日要望してきた。（湊地区は進んだようだが）



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

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

高齢福祉 城北

児童福祉

湊

北会津

北会津

北会津

北会津

社会福祉

城北

日新

一箕

大戸

河東

河東

河東

河東

河東

城北

第
２
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科
会
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送
る
も
の

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」

高齢者には、市内のバスや施設を無料にしてはどうかと考える

湊小学校に児童クラブをつくってほしい

北会津認定こども園の統合問題は、地区への説明過程があいまいである。国
の子ども子育て関連３法にのって事業を進めようとしている。もう少し慎重
に進めるべきでないか

市は説明をしていると言うが６月まで一切の説明はなかった。その後の住民
説明会、保護者説明会では、あくまで統合ありきの説明の仕方になってい
る。住民の皆さんは半分諦めているように感じる。民設民営、公設民営など
具体的シミュレーションを出してほしい。平成28年開設でなくて良いので時
間をかけて議論して頂きたい。ピラミッド方式とは下はいっぱいある。上に
行けば行くほど少なく統合されるのが一般的な考え方である

認定こども園の統合には温度差がある。川南、荒舘に園が１カ所づつあるの
が良い。運営の仕方で民設民営は心配である。運営が厳しくなれば民間は撤
退をしやすい。学校教育が採算が合わないから撤退があってはいけない。だ
からこそ公設公営が良い。現在公営で行っているからこそ北会津の住民は子
ども達を預けているのだと思う。そこにメリットがある

認定こども園は一部地区のハード的な問題にしてはいけない。認定こども園
は良いシステムなので幼稚園教育の理念が入ればなお良くなる。今後どの地
区でも認定こども園化が進む方向性にある。議会は大所高所からの議論をし
ていただきたい

生活保護者の支給額は一律と思うが、介護認定のように係の方が等級を決め
て支給してはどうか。昼間パチンコする人に血税は払いたくない。本当に必
要な人に最低の金額（生きるための）を支払う制度を考えてほしい

生活保護世帯に対する世帯の家に対して、屋根の雪止め費用は扶助額として
出るのかどうか知りたい

福祉の制度については若い頃は考えていなかった。年をとっても安心して住
み続けられる町とはどういうものなのか考えるようになった。経済的弱者に
なった場合にどういうものが支えてくれのか心配である。今心配なのは、こ
の寒さである。灯油代も高く生活困窮者は暖をとるのを我慢している。以前
あった福祉灯油の補助を議会提案で出して支援をしてほしい

少子高齢
化

少子化で神指小、永和小も子どもが減少している。宅地開発を考えていくべ
き

町北・
高野

議会は大戸地区のことをどのように考えているのか、議会からの提案はない
か、子どもを増やすためには住宅を建てることであるが農振法の関係でそれ
ができない、学校問題含めてお願いしたい

第１分科会、第２分科会でやっている少子化対策については河東地区だけで
はなく全国的な問題である。子育て支援の充実だけではなく集団見合い等の
婚活促進のイベントが必要である

少子化対策については、今できることを充実していくことなのか、集団見合
い等の手段を考えることも重要ではないか。最近では、結婚しない人が多い
ため子どもが増えるわけがない

少子化対策について市内だけでやっているのではないか

少子化対策のためには若い世代を市に迎え入れる対策も重要。若い世代への
優遇策も必要。土地購入の半額補助等、そのような発想はないのか

少子化高齢化対策についてどのような意見が出され、どのように解決をされ
ようとしているのか

障がい福
祉

障がい者の雇用についてどのようになっているのか。本当に困っている人が
いる障がい者の雇用についてどのようになっているのか。本当に困っている
人がいる
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

地域福祉

東山

一箕

謹教

神指

神指

神指

東山

東山

東山

東山

東山

東山

東山

東山

東山

東山
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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」

民生児童委員は、自分の担当の情報はあるが担当外は、分からない。地域全
体の共通項目をどのようにして今後に備えて共有していくのか課題である

先日タウンミーティングに参加した。Ａｏｉ カードや住基カードを使ったシ
ステムの構築の話だったのか福祉の話だったのかわからない。今の問題は個
人情報の問題で区長に情報がこないため町内会で確認ができない。最近の会
津若松市は何でも新しいものに行く、情報が普及しないし使いこなせない。
多くの市民に対してレベルアップをする方法を考えて。その方法は地域住民
とのコミュニケーションがもっと取れるようにすることで、その土壌を検討
してほしい

高齢者の買い物弱者が増えている。高齢者は、積雪で買い物に行けない、買
った荷物が重い、などの課題もある。買い物アンケートもされた。地域福祉
計画に反映させてほしい

一人暮らしの高齢者対策について、除雪後の家の出口の雪片付けをこれまで
は、民生委員がやってくれていた。民生児童委員が変わって今年の冬が心配
である

民生児童委員は市や社会福祉協議会に情報をつなぐことが基本である。一人
暮らしの高齢者の家の出口の雪片付けはボランティアや市の職員が来てくれ
る

私の地区は高齢者宅１軒について３人で雪片付けを対応するようにしてい
る。社会福祉協議会に年度末に報告し、1回1,000円をもらっていたが、500円
になり今は350円である。何とかならないか

民生児童委員の仕事量が多すぎる、何でも民生児童委員に落とされる

民生児童委員では、65歳以上の１人世帯、高齢者世帯について市から情報公
開で情報をいただいたので、マップを作成。10名の委員で各世帯回り、マッ
プに色別に落とした。障がい者についての資料はないので地域包括支援セン
ターの方がおこなった

マップ作成時までは、東山地区の全世帯で把握できていなかった。情報提供
後、要支援者宅を回ることができるようになった。3.11は要支援者宅を地図
に落としていたことからすぐに行動することができた

個人情報保護との関係で考えさせられたのは、助けられる方も助けられな
かったことが、情報を寄せられることによりマップに示すことになり、現在
は、要支援者に対するフォローができるようになった

高齢者のマップ、平成22年から実施、地域包括支援センターと民生児童委員
で災害時にどのように守るのか、平成22年か平成24年までの３カ年で行って
きた

平成23年３月11日の災害では、マップがあることによって民生児童委員が高
齢者に連絡を取り合うことができ状況把握が早くできた

マップ作りの見直しに着手、個人情報保護制度の壁と災害との関係。情報の
開示を行政にお願いし、一昨年情報の開示がされ、色分け作成を行った経過
にある

マップがあれば民生児童委員としての安心感がある、それ以上の大変さもあ
るが、要支援との関係、一人暮らしと障がい者の方がどのような方法で助け
ることができるのかが問題として残っている。民生児童委員一人で多くの要
支援者を短時間で対応できない、ここを協働で行えるようにすることが課題
である

これからは、要支援者に対する対応を町内会、地域での協力体制ができれば
よいと考える

東山がモデル地区になった時点で要支援者の登録はしたが支援者が見つから
ない、特に昼間の災害対応に課題



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

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

地域福祉

東山

東山

母子福祉

行仁

行仁

行仁

行仁

スポーツ
東山

東山

学校教育

湊

東山

学校施設 門田

生涯学習

神指

城西

鶴城

鶴城

文化施設 鶴城

一箕
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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」

認知症の方を家族が隠そうとすれば、情報が共有されなくて災害時助けるこ
とができない。認知症の方を周りが知ることによって助けることができるこ
とを、個人情報保護で制限も必要かもしれないが、情報共有を理解すること
でできることもある

会津若松市の防災計画見直しとの関係で要支援者に対することがどのように
進んでいるのか

すずらん寮は老朽化が進み、空き家となって使われていない。防犯上も問題
がある。きちんとした形で進展させてほしい

すずらん寮の場所はコミセンの駐車場として使わせてほしい

コミセンは駐車場がなくて不便をしている。すずらん寮を全部撤去して駐車
場として利用させてほしい

すずらん寮が母子寮として使用されなくなって長い、10年以上そのままに
なっている。早急な解決をお願いしたい

テーマ10
「教育・学習環境の整備について」

スポーツ面での指導者育成についての考え方

会津武道館の陳情についてお願いしたい

湊の小学校の統合時はスクールバスにするはずだったが、路線バスになって
いる。違反ではないのか。最近ではスクールバスにしてほしいとの多くの声
がある

小中学校の耐震化についての対策は伺ったが、もっと早めることができない
のかと思う。校舎などのハードだけでなく、教育費をソフトの部分、本市の
特色を出すような教育にも反映させることはどうか

門田地区敬老会は、門田小学校体育館で開催している、雨が降り足元がぬか
るんで高齢者が困っている。排水をするなど足場を何とかしてほしい

神指分館は文化祭の時など調理台が一つで不自由している

北公民館を利用して生涯学習が盛んだが、駐車場が狭くて不便だ。隣の田ん
ぼ一枚くらいなんとかならないか

町北・
高野

神指分館について、かつて神指・町北・高野で話し合って北公民館を建てた
経過があるのに神指分館に多大な改修費人件費をかけているのは納得いかな
い

町北・
高野

會津稽古堂（生涯学習総合センター）の運用について、土・日・祝日に対し
て防災管理者等の職員が在駐しているのかどうか。また、駐輪場がいつも満
杯である

文化財整
備

城前団地建て替えのための発掘調査中、ロープを張って道路をふさぎ緊急車
両も入れない状況になっている。住民の安全のためこれでいいのか

城前団地の発掘調査で計画通りできるのか

風雅堂も後に利用する人のこと考えずにつくったのでいろんな行事ができな
い

政策討論
会

議会の取り組みで大学の先生を呼んで研究をしているといったが、どうせ研
究するならば、一流の講師を呼ぶべきではないか
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

観光

謹教

謹教

鶴城

東山

行仁

城西

北会津

北会津

城西

北会津

北会津

日新

日新

企業誘致
一箕

一箕

雇用

日新

一箕

一箕

地域経済 鶴城

行仁

行仁

北会津
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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」

プロジェクションマッピング事業について、その目的と効果はどうか

プロジェクションマッピング事業の、４万５千人の観客の内、宿泊２割の根
拠は何か

冬まつりのとき（プロジェクションマッピング）たくさん人が出たのに、入
場制限などでがっかりさせられた。今年はそういうことがないように

鶴ヶ城のプロジェクションマッピング、今度はいくら見込んでいるのか

観光公社と観光物産協会の統合についての進行状況について説明がほしい

市内観光施設の入場料、団体予約、周遊券の見直しについて。御薬園入場の
際、団体割引の入場料は310円が260円になるが、抹茶のお茶セットを一緒に
すると700円。また、紅茶のお茶セットは1,000円になる。お茶セットについ
ては事前予約も必要になっている。このセット料金が高いと思う。市の観光
課に問い合わせると所管外で観光公社といわれた経過にある

八重の桜放映でドラマ館への入館者も50万人を超えた様である。その観光客
は満足して帰っているのかどうか。逆にこのブームが今後の観光にどう影響
するか怖いと感じる。一過性の観光行政でなく根を張った観光政策にしてい
ただきたい

全体的に市内の観光地にはトイレと駐車場が足りない。また駐車場が有料に
なっている。例えば、二本松市の菊人形展は入場料に駐車場代が含まれてい
る。白河市の小峰城は石垣が徹底的に整備されていて且つ駐車場は無料であ
る。会津若松市の駐車場料金は観光場所それぞれに発生している

大河ドラマ館の今後の利活用方法について

鶴ケ城のお濠をきれいに整備して観光の目玉にならないか

観光客にとって鶴ケ城天守閣の中にトイレが無いことは不便である。名古屋
城等は整備されているが、今後整備する計画はないのか

七日町の阿弥陀寺の御三階移動について、城へは本物を移築すべき

御三階は地区の考え方も考慮しなくてはならない。七日町商店街などとも協
議が必要で、城への復元は景観が変わってしまうものであり、しない方が良
い

議会報告書の中での全国大会規模の誘致活動とあるが、企業の誘致活動はど
うなのか

企業誘致活動について議会として動いてほしい

若者の働く場所がない。地場産業、企業誘致、高齢化社会、そして非婚化や
晩婚化が顕著に表れている。また、会津若松市内には産婦人科医が５、６人
しかいない状況にもある

富士通の６月での退職で500名が退職となっていて、あと半年で失業保険給付
も切れるが、富士通で出している給料が他で出しているところはあるか

議員として富士通の件、何か責任は感じているか。従業員を退職させて、そ
れを止められなかったことに対して

お城の周りは駐車場のみではなく開発して商売として成り立つと思う

中心市街
地

中合跡地の利用方法について。今後何をしようとしているのか

市として駅前再開発のビジョンはないのか。映画館のひとつもないのはおか
しい

観光は人に来てもらうものだから自分が住んで良い町であると実感すること
が大事。水と緑が豊富なまちづくりをすべきである。隣の喜多方市は小さい
ながらそのまちづくりを行っている。具体的に甲賀町通りの整備や裁判所の
庭の利活用。鶴城小学校裏の蛍の生息の保存、さらに文化衰退を防止するた
めにも百貨店や映画館の整備が必要である
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

第11回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見等が
でた地区

城西

鳥獣対策 大戸

農業 神指

農道

一箕

第
３
分
科
会
へ
申
し
送
る
も
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」

町方伝承
館

町方伝承館利用時に際して文化団体には施設利用料補助並びに窓口業務の
サービスについて、町方伝承館の一日の使用料は無料であったが、現在は
3,150円の料金が発生している。長期間利用する場合負担が大きい。類似の郡
山市は文化団体には補助がある制度になっている。また、利用者へのサービ
スが悪い。事務室のコピー機があるにも関わらず「有料で使用させて欲し
い」と言っても使用さてもらえなかった。使用料を払っているのだからより
充実したサービスに心がけて頂きたい。備品も使い勝手の良いものにしてい
ただきたい

区長会として、鳥獣駆除について要望してきている

ここは農業地域であり、減反廃止の動きも聞こえる。小中規模の農家の経営
が行き詰まれば地域、集落内の維持補修、整備もできなくなる

集落を取り囲む農道は砂利道で除雪もやりにくい。緊急車両が入れないので
防災を考えても早く舗装にしてほしい

町北・
高野

政策討論
会

議会の取り組みで大学の先生を呼んで研究をしているといったが、どうせ研
究するならば、一流の講師を呼ぶべきではないか
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でた地区

交通安全

神指

神指

城北

雪害対策

城北

東山

謹教

日新

城西

城西

城北

門田

謹教

謹教

城北

日新

鶴城

鶴城

行仁

行仁

謹教

鶴城
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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」

如来堂の交差点ができた。小見の交差点ができる。天満と西城戸の交差点が
課題である。いずれにしても車の交通の流れが変わる。交通事故や渋滞など
が心配だ

高瀬の交差点、右折への信号がない。毎朝の渋滞が大変だ。名称も中沢交差
点というのはおかしい

電柱が出ていて車の交差ができない。金川町ファミリーマートの交差点

右折ラインを作れば交通の流れが良くなるところがある。改良してほしい 町北・
高野

道路のセンターラインが薄くなり見えにくく危険なので直してほしい 町北・
高野

除雪の問題は、プロジェクトを作って例えば、除雪のＮＰＯなどを立ち上げ
て身近な場所の空地などを借上げ、一端除雪の雪を仮置きするなど、地元の
事は自分達でできるような体制、仕組みをみんなで検討してはどうか。米沢
市の事例なども参考にできないか

効果的な除雪の問題、地域・道路の実情にあった重機が必要になる。この具
体化について

小型除雪機械の補助はあっても、それを使用できる人がいない。管理ができ
ない現状がある

除雪費は国からの補助は出ないのか

除排雪について、丑渕地区の除排雪は本当に良くなった。その一方で市は除
雪業者に対して、シーズンの終了後に柵等を修理させている。業者への負担
が多いのではないか

除雪について、市の道路維持課は市民の苦情を業者に丸投げしている。例え
ば、除雪した雪を田んぼへ排雪した場合、春以降田んぼ所有者から石やごみ
を取り除いて欲しい旨の苦情が上がった。業者はどうしようもないので市道
路維持課に戻した。町内会としては、こういった事案件を区長にあげてもら
い、要望を一元化にまとめ市に依頼をしたい

城北コミセンの線路側からコミセンに入る道路約30ｍ、公共施設にもかかわ
らず除雪（ブル）が入ってくれない。利用者の駐車場にもなっているので事
務局職員が人力で対応しているが、限界である。防火用水もある

積雪10センチ程度でも除雪車が出て除雪をしている。20センチで除雪しない
時もある。基準はどうなっているのか

私道路の除雪がないため地区で困っている

除雪がないため地区で困っている私道路の地権者は２名いる

80歳の高齢者で除雪の後の出入り口の残雪に難儀している

除雪、老町で７世帯程の高齢者地域がある。除雪が行われていない地域であ
る

除雪・排雪にはお金が掛かることは承知している。雪を置く場所を考えてほ
しい

学校の校庭に雪捨て場をつくれないのか

ブルが除雪をして雪を置いていくのだが、木の塀の場合水がしみて塀が傷む
ので改善してほしい

排雪の場所として行仁小学校の校庭は使えないか

会津若松市は除雪の仕方が悪い。南北は十分にやっているようだが、東西が
特に悪い。もっと、除雪を丁寧に実施してほしい

城前団地の除雪のあり方について
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雪害対策

鶴城

鶴城

行仁

行仁

東山

東山

東山

大戸

大戸

北会津

日新

大戸

城北

大戸

大戸

大戸

河東

門田

門田

門田

門田
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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」

今日は除雪のことを聞きたくて集まった市民が多いと思う。何かいい手立て
はないかと考えて来ている。合併して北会津・河東はどうなったのかお聞き
したい

実家が若松で大熊町から戻って来た。地元の人は雪があるのは当たり前だ
が、雪のない地域から来ている人から「子どもたちの通学路にこんなに雪が
あってなぜ行政は除雪してくれないのか。」と言われた。子供たちが安全に
学校に行けるように心を配ってほしい

歩道の除雪が遅れ気味になるが早くしてほしい

除雪と排雪のあり方を考えてほしい。やっと車が通れるくらいの道路で両側
に雪を置いていかれると困る。緊急車両も通れない。うちの町内では水を流
して消雪している

報告書と重複するが除雪の際に飯盛山から道路のわきに雪の塊が溜まる。自
分のうちから出るのに大変である。除雪をもっと上手にできないのか

慶山地区の除雪についての要望（資料あり）

除雪への対応は区長を通してやってもらいたい。市には除雪の苦情が多い、
１件１件聞くだけでも大変。効率よい作業をしてもらうためにはどうだろう
か

118号国道沿線の住民は、通学路の確保のために歩道の除雪を行っていたが、
高齢になりできなくなってきた、そのために山のようになってしまい通学に
支障をきたすところが出ている

歩道の広いところは、機械で除雪できるが狭いところはできないので、十分
な除雪ができなくなっている

真宮区域の除雪が下手である。業者に対する研修をしっかり行ってほしい。
また、歩道除雪も適宜行ってほしい

除雪、シゲキ不動産の前の通り交差点から西側へ抜ける道路

区長会を通して、機械が入らない歩道、排雪は１回から回数を増やすよう市
長に要望している

市民協働といっても小型除雪機の補助制度があってもそれを動かす人がいな
い。若い人は朝早く勤めに行ってしまう。購入後、どこに置くのか、維持管
理をどうするのか、という課題もある

歩道除雪、機械が入らない県への要望、間口除雪業務委託、高齢者の屋根の
雪については補助金が出ない

間口の雪とはどのような目的の除雪か。申し込みの条件は

市が今年度から行う高齢者や障がい者に対する町内会への補助はもっと柔軟
にできればよいのに。田舎の実態にあっていない

除雪について地区で除雪機を買う際の補助率を上げてほしい。30万円の除雪
機は15万円が補助されるといっても、この程度では家の前をやるならいいが
、通常なら50～70万円程度のものが必要。しかし半分補助でも集落で30万円
のお金は出せない

除排雪補助金の実績、柳原町は48,000円だが、相対的にはいくらか

除排雪補助金、町内会１回きりでは大きな町内、小さな町内では格差が生じ
るのではないか

市が今年度から行う高齢者や障がい者に対する町内会への除雪の補助は、町
内の人がやる場合、無償ボランティアか

市が今年度から行う高齢者や障がい者に対する町内会への除雪の補助事業、
スノーバスターズとちがうのか
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意見等が
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雪害対策

門田

門田

行仁

大戸

大戸

大戸

一箕

運動公園 鶴城

下水道

行仁

門田

湊

河川 湊

橋

神指

神指

神指

神指

区画整理 一箕

現物支給

湊

湊

公営住宅

鶴城

鶴城

日新
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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」

除排雪補助金について、これまでの地域の除雪ボランティアには補助がな
かった。この制度だと補助がつくのか

これまで地域の高齢者世帯のためにトラクターなどで除雪をしていただいて
いる方に補助をしたいが今回の制度でそれは可能か

流雪溝は細い道ではメリットが無いし、トラックで運ぶのでは毎年お金が掛
かる。将来にわたって長く使える消雪・排雪設備を作ってほしい

上小塩地区は流雪溝が敷設されているが、水の確保と流雪溝の上の除雪が大
変である。水の確保は土地改良区にお願いしている。県にはお願いしている
がなんとかならないか。国道の中の歩道の除雪、通学路の除雪をお願いした
い

流雪溝に水が来ないと歩道の除雪が大変である

流雪溝に雪を捨てる、水のないところに雪を捨てると、雪がそのまま残り、
水が流れてきたときはあふれるなどして問題が起こる

テーマ６
「地域環境の保全について」

水資源問
題 石畑地区の水問題について先日要望してきた。（湊地区は進んだようだが）

テーマ９
「都市計画の基本的方向性について」

運動公園を利用しているが遠いと感じる。場所というものは、後から年取っ
て利用するときのことを考えて作らなければならないと思った

市の汚泥肥料販売の再開の見通しはあるのか

東年貢一丁目地内の公共下水道工事についての進ちょく計画について

下水道料金と水道料金はイコールなのか

原川の土砂問題はガラメキ地に捨てることを農林課の了解も頂いている

新橋梁について、高瀬本田地区では地区が分断されるとして反対している

新橋梁について、地区としての対案は特にない。県は、反対者には納得いた
だけるまで説得したいといっている。見直しの考えはないようだ

新橋梁について、天満地区では賛成者がいっぱいいる。どうしようもない

新橋梁について、田んぼが三角に切られるとして反対している人もいる。上
乗せ補償はあるようだ

扇町区画整備事業は何年もかかっている。そのため壊れた家も直せないでい
る。小学校のところを早くやってほしい。また一箕地区の住居表示を直して
ほしい

道路、側溝整備を地区でやるには平日は人がいない。高齢者でありＵ字溝の
設置などはできない

道路整備は要望してもなかなかやってもらえない。以前から西田面地区では
現物支給をしてもらってＵ字溝や砂利道の整備をしている

城前住宅の建て替えはどのような工程になっているのか知りたい

城前のような観光地としての一等地に住宅団地を建てることに疑問を感じる

市営住宅が老朽化している。特に緑町は学校が近いことからも、母子、父
子、高齢者への住宅環境を充実させて頂きたい。案として、コミュニティー
の強化を図るため一週間に一回、団地内のグループ会合を開く、このことを
入居条件として設けてはどうか。また、市営住宅内の除雪がままならない状
況である
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側溝

謹教

行仁

行仁

行仁

行仁

東山

大戸

城西

道路

謹教

鶴城

鶴城

行仁

東山

謹教

鶴城

城北

門田
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テーマ９
「都市計画の基本的方向性について」

４地区の合意での要望と捉えてもらいたい。今のままでは、緊急車両などが
通行できない。蓋かけがすぐにできないのであれば、せめてＬ字の箇所だけ
でもグレーチングしてＬ字を解消してほしい

上荒久田から踏み切りに抜ける道は側溝があるが、幅が広く深くて危険。蓋
を早急にかけてほしい

町北・
高野

八角町内のグレーチングの大きな隙間の問題、当局からは３カ月ほど待って
ほしいと言われ結論としては要望した３カ所のうち１カ所だけを補修すると
いってきている

グレーチングの部分と道路の間に段差ができて、通行する自動車が壊れる事
故が起きている。道路維持課に言ったが解決しない。また除雪のブルドー
ザーが爪を引っ掛けてグレーチングが壊れる事故が起こっている。対策を求
める

滝沢町仏壇やの付近。グレーチングが大きくて重くて持ち上がらない。段差
ができて通行ができなくなる。グレーチングを半分にして開けられるように
してほしい

グレーチングのあるところと無いところでの段差がひどい

戸ノ口堰、平成２年の大水で慶山町内会被害大きかった。水路整備等を改良
区に言ってきたが改良区では対応困難との回答であった。側溝の浚渫か堰上
げしてほしいとの要望

流雪溝の水量を増やしたいのでなく、取水口に土砂、落ち葉などがつまり水
量が確保できない問題がある。住民が作業で行うにも限度がある、つまりを
直してほしい

側溝整備に対する予算付けについて、城西地区として若松第四中学校付近の
整備を10年前から出しているが、予算が無い等で整備されていない。子ども
達の安全性を考えて早期の整備を求める。（会場内の方が市の答弁書を読み
上げる。整備については７月30日提出、８月26日に回答があり。緊急性等を
総合的に判断して進めるとの回答）

市道の認定について、幅４ｍ、長さ３５ｍ以上の条件の為、地区内の道路で
道路認定されず、除雪もされない道路があり困っている。もっと、市民に優
しい基準にできないか

議案第95号～97号の市道の認定についての報告の中で以下の３点について具
体的な内容が知りたい。①建設部長のいう認定基準を満たしていない私道の
調査とは②私道の実態把握とは③今後のスケジュールについて

宮町で市道の認定の運動してきた。住民のなかで一人の反対があり止ってい
る。行き止まりの道路で、車椅子の方が住んでいる。除雪車が入らない狭い
坂がある。今後も認定のために活動を続けたい。市道認定のためにはブルの
転回する場所２カ所必要なのか

桧町には市道認定になっていないところが２カ所ある

議会報告で私道の取り扱いの検討もしていくという話しだったが、私道路は
行き止まりのところが多い。こういったところも対象として考えてくださる
と思っていいのか

高齢になったため自動車を運転するのをやめた。自転車を乗る機会が多く
なったが、自転車道路の整備が不十分である。もっと、自転車を活用できる
まちづくりを考えてはどうか

お城の周りの電柱の地中化など考えてほしい

生活道路の交通量が心配である。道づくりが車優先で、人優先になっていな
い。まちづくりとは何かを基本に考えてほしい

村上地区から陸上競技場東側駐車場に至る道路が、駐車場建設のために前よ
り急なカーブになっているのではないか、是正をすべきではないか。安全対
策についてはどうか
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道路

城北

一箕

一箕

一箕

一箕

日新

北会津

北会津

都市計画
神指

北会津

一箕
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テーマ９
「都市計画の基本的方向性について」

市道幹Ⅰ―６号線はどのような工事状況か。25年程前にピボットのところの
歩道設置の時に地元区長との合意で水路の機能をなくしてしまった。今回の
工事に関連してその機能は回復できないのか

インター南部幹線49号線のところまで杭打ちまでしたのにその後報告がな
い。どうなっているのか

町北・
高野

前回の意見交換会での意見の中で、中央病院の前の道路問題があるが、その
回答は　回答になっていない。このままでは解決はしない、どうするのか。
この回答は市なのか議会なのか、このままではだめである

中央病院の前の道路問題はこのままでは永久にこのままである。市には強制
執行権があるから、それを執行できないのか

中央病院の前の道路問題については直談判をしてきたが検討するとの答弁で
あった。結局やらないということだ

中央病院の前の道路問題、私はそこの地区の者だが、交渉にきているのは、
嫁にいった娘のところに交渉に行っている。娘との話し合いではなく、後継
者の息子のところに交渉に行かないとだめである。誰か中に入らないと本当
にダメで進まない

県の会津若松建設事務所の担当者から都市計画道路「藤室鍛冶屋敷線」の説
明があった。湯川とＪＲ只見線・会津鉄道の踏切の上を走る「陸橋」を建設
するとの説明であった。地元地区としては陸橋までは要らないというのが意
見である

市長との対話集会に区長会として、合併特例債事業としての東部幹線道路の
整備、そして会津大橋と大江戸温泉間のＳ字のところの歩道整備、会津西病
院から下米塚間の防雪の柵設置を要望、お願いしているが、検討中との答弁
で前に進んでいない状況を議会としてどう考えるか

警察アパートの北側の道路10メートルくらいの砂利道舗装してほしい 町北・
高野

西麻生地区に赤道があり２メートルしかないので当時の役場指導で３メート
ルにした。今後の市の関わりはあるのか

西口開発が立ち消え市役所やショッピングセンターの計画はなくなったが、
道路の計画等はどうなっているのか。「国道49号線町北バイパス沿線の調整
区域を市街化区域に編入する」ように求める要望書を預かってきた

町北・
高野

都市計画課の計画改定の説明があった。しかし、中味は道路ありきである。
これでは疲弊するばかりだ。魅力あるプランが必要である。ここは都市計画
区域外で住宅は建てられず、人口は減るばかりである。見捨てられた地域な
のか

都市計画道路は会津若松市の観光としても大きな整備である。その一方で
「城下町」がだんだん壊されていると感じているがどうか

政策討論
会

議会の取り組みで大学の先生を呼んで研究をしているといったが、どうせ研
究するならば、一流の講師を呼ぶべきではないか


