
第18回市民との意見交換会・報告書（北会津地区）

 参加人数：７名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　　参加者からは、自治基本条例や鶴ヶ城を中心とした観光誘客、若者の雇用の確保をはじめ、歩道の整備など地域課題について
　意見が出された。本市の人口減少に危機感を抱き、若者の雇用創出の視点や、高齢者が不自由なく、通院や買い物などができる
　のか、市と議会、住民が一緒になって考えようという雰囲気の中で意見交換が行われ、少人数ながら、いい議論ができたと思わ
　れる。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　⑴　地区別テーマ
　　　「公共交通確保によるまちづくりについて」
　⑵　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。
　⑶　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。

 開催地区：北会津地区  開催日時：平成29年５月９日（火）　１８時３０分　～２０時３０分

 担当班　：第 1 班（出席議員）戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、大山享子、髙梨　浩、吉田恵三　　（欠席議員）なし

 開催場所：北会津支所ピカリンホール
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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。

○ ①
まち
づくり

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。

● ① 議員報酬

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。

○ ① 雪害対策

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。

○ ① 観光

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。

○ ① 雪害対策

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について ※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について ※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ① 雇用

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。

○ ① 観光

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。

○ ①
まちづく

り

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。 ○ ① 観光
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について ※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

道路

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

河川

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

河川

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。

○ ② 道路

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。

○ ② 観光
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○　地区別テーマでの意見交換について

　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

→　公共交通確保によるまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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　北会津　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１　下荒井団地の市道及び農
業用水路について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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
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　北会津　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

２　サイクリングロードにつ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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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　北会津　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

３　鶴沼川にある木々の除去
について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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。
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