
第18回市民との意見交換会・報告書（湊地区）

開催場所：湊公民館　

参加人数：２１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
　①除雪に対する補助制度について
　　・除雪に対する補助については実績に応じた補助とし、上限を設けないでほしいとの意見が多数あった。
　②森林資源の利活用施策について
　　・ＣＬＴ生産工場の立地場所や原料供給施設整備等、会津地域の林業を生かした経済活性化の今後の予定と展望について意見
　　　があった。

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
　　　「持続可能な地域づくりについて」
　⑵　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。
　⑶　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。

開催地区：湊地区 開催日時：平成29年5月8日（月）　　18時30分　～　20時15分

担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、小倉将人、佐藤郁雄、譲矢　隆、阿部光正、目黒章三郎　　　（欠席議員）なし
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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。

○ ① 雪害対策

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。

○ ① 観光

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。

○ ① 林業

※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

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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※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

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

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。 ○ ① 道路

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。

〇 ② 観光
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○　地区別テーマでの意見交換について

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。

○ ②

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。

○ ①

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。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

→　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 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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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

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。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

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。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

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。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

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。）

○ ②

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

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。

○ ②

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)

○ ①

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。

○ 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。

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）
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　湊　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．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
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書
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　湊　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．近隣地区との管路接続の
可能性について
　　　　　　　（Ｐ５，６）

【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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　湊　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．タンクの設置場所につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。
　

４．飲料水の水質について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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　湊　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

５．観光客の利便性向上につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。
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