
 参加人数：１６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
　　議会報告等に関する質問はなく、参加者が準備した資料を配付し、道路の舗装や標識等の要望が出された。

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
　　　「公民館を拠点とした地域づくりについて」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　  中央公民館神指分館の整備が地区要望として継続してあげられていることが背景にある。
　⑶　主な地域課題
　　　・拠点づくりのあり方について
　　　・神指分館の整備とあり方
　　　・地域の学校のあり方について
　　　・人口減少と市街化調整区域との問題について　など

 開催場所：中央公民館神指分館　

 開催地区：神指地区  開催日時：平成29年５月13日（土）　　　１９時３０分　～２１時００分

 担当班　：第５班（出席議員）成田芳雄、土屋　隆、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、長郷潤一郎　　　（欠席議員）なし

第18回市民との意見交換会・報告書（神指地区）
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市道神4-63号線及び市道神4-62号線で大川大橋の
下側の道路の舗装をお願いします。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

道路

水路の整備（U字溝の設置）について、市道神3-11
号線から市道神3-10号線に接続する道路、市道神
4-67号線から市道神3-11号線に接続する道路の水
路整備をお願いします。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

農業

市道神3-12号線と市道神3-19号線の十字路の箇所
に一旦停止の標識を設置していただきたい。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

交通安全

市道幹Ⅱ-4号線と市道神3-11号線と市道神3-12号
線が交差する箇所にカーブミラーを設置していた
だきたい。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

交通安全

通学路について、ゾーン30の表示を取り入れては
どうか。（関係資料を配布）
湯川東から橋本の間の道路の交通量が多く、通学
者が危険である。時速30km表示はあるが守られて
いないので、ゾーン30の表示をすべきである。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

交通安全

早期のバイパスの開通を要望いたします。 意見として伺います。
〇 ② 道路

道路維持課の窓口対応が良くない。窓口対応の向
上をお願いします。

意見として担当課へ伝えます。
（後日、道路維持課へ伝えました。） 〇 ②

市民サー
ビス

県道橋本会津高田線の城戸天満地区のカーブミ
ラーがあるが、車から見えなくてカーブミラーの
機能を果たしていない。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

交通安全

※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

天満集落内のごみ収集場所の前の道路に水が溜ま
るので修繕をお願いしたい。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

道路

下水管埋設箇所の農道部分の舗装をすると聞いて
いたがいつ実施されるのか。（関係資料を配布）
道路維持課でグレーダーを使用した整地に関して
は、マンホールがあり整地はできないとのことで
あり、砂利敷きも困難とのことである。

現地確認します。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

神指地区からご提案があったテーマは「公民館を
拠点とした地域づくり」についてです。地域づく
りについてのご意見を拝聴したいと思います。

神指分館を格上げして西公民館とすることはでき
ないのか。

・神指分館の格上げについて議会で質問してき
た。
・市は公民館等が地域の拠点となると考えてい
る。
・公民館等の各公共施設の建物について公共施設
マネジメントの取り組みを進めている。
・テーマである「公民館を拠点としたまちづく
り」について説明した。地域の問題を地域で解決
するために地域が予算と権限を持って自分たちの
ことは自分たちでやるといった、自治基本条例の
推進、地域内分権の取り組み、三重県名張市の取
り組み等を説明

〇 ②

神指分館が神指地区の拠点として機能するために
も、分館の調理室を整備し、みんなが集える場所
にしてほしい。要望解決に時間がかかり過ぎて、
いつできるか分からない。

名張市は組織立ち上げから実行まで２年ででき
た。職員が地域に配置され、短時間で体制を整備
し全市一斉にスタートした。こういった事例もあ
るので短時間でできないことはないと考えてい
る。

〇 ①

神指小学校、永和小学校の児童数が少ないが、
別々に学校が存続することは可能なのか。

児童数の減少は神指地区だけの課題ではなく、他
の地域でも課題となっている。教育委員会では学
校のあり方検討委員会を開催し、将来に向けた学
校のあり方などについて話し合いがされている
が、具体的にどこの学校が統合といった具体的な
内容の話はしていない。

〇 ①

→　公民館を拠点とした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 →　公民館を拠点とした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

統合できるのであれば統合することで、財政の効
率的な使われ方ができる。また、教育の充実を図
るのであるならば、統合も良いことではないか。

〇 ②

公民館の拠点等々よりも、子どもたちの教育が大
事である。２つの学校を統合して、空いた学校に
公民館を移すなど、大胆な考えも必要。会津若松
市全体の中で小学校をどう配置するかなど、市全
部まとめてやらないといけない。公民館の拠点だ
けの問題ではなく教育も含め考えていかなくては
いけないので、神指地域だけの問題ではない。こ
のテーマ設定は間違っている。

市は、公民館は地域の拠点と考えている。ここを
生かすのか、学校を考えるのかなど、どこを地域
の拠点とするのかは地域で結論を出すべき問題で
はないか。

〇 ①

公民館を拠点とした子どもたちの活動の場等のお
考えがあれば教えてください。

公民館を子どもたちのための場所にするには、子
どもたちを管理する人が必要であり、責任問題が
発生するので子どもたちの活動の場とすることは
難しいと考える。

〇 ②

学校の選択肢が増え、地域以外の学校に入学する
子どもたちが増えている。そのため、中学校では
さらに人数が減ることになる。市全域の問題とし
て考えなければならない。

〇 ②

神指地域の市街化調整区域を外して、人口が増え
るような政策をとらなければ、地域の人口減少化
は改善されない。

〇 ②
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　神指　地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．市道神4－63号線及び市
道神4－62号線の舗装につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　市道神4-63号線及び市道神4-62号線で大川大橋の下側の道路の舗装
をお願いします。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明をし話を
伺いました。
○農林課からの回答
　この箇所は市道ですが、農業用道路の形態をなしているので基本的
には砂利道での整備としています。しかし、特別の理由がある場合は
調査して検討しますので要望書を提出願います。

２．下神指地区の集落内水路
整備について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　水路の整備（U字溝の設置）について、市道神3-11号線から市道神3-
10号線に接続する道路、市道神4-67号線から市道神3-11号線に接続す
る道路の水路整備をお願いします。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明をし話を
伺いました。
○農林課からの回答
　集落内の水路整備に関しては、市の農林課で対応するので、位置図
と写真を添えた要望書を提出願います。要望箇所を調査します。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書
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　神指　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．下神指地区の一旦停止の
標識について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　市道神3-12号線と市道神3-19号線の十字路の箇所に一旦停止の標識
を設置していただきたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、危機管理課で話を伺ってきま
した。
○危機管理課からの回答
　危機管理課で対応しますので、位置図と写真を添えた要望書を提出
願います。それから要望箇所の検討となります。

４．下神指地区のカーブミ
ラーの設置要望について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　市道幹Ⅱ-4号線と市道神3-11号線と市道神3-12号線が交差する箇所
にカーブミラーを設置していただきたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、道路維持課で話を伺ってきま
した。
○道路維持課からの回答
　当該要望は市道神3-11号線から市道幹Ⅱ-4号線に出るときの左側家
屋による視距障害解消のためにカーブミラーが必要と思われます。
　カーブミラーの要望は、市内各所より多くいただいており、現地の
交通状況を見ながら、危険度・優先度により緊急性の高い交差点から
整備を実施していきます。
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　神指　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．神指町橋本51～神指町黒
川字湯川東162間のゾーン30
への取り組みについて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　通学路について、ゾーン30の表示を取り入れてはどうか。（関係資
料を配布）湯川東から橋本の間の道路の交通量が多く、通学者が危険
である。時速30km表示はあるが守られていないので、ゾーン30の表示
をすべきである。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、危機管理課と教育委員会に話
を伺いました。
○現状について
　要望のあった箇所は、学校と道路管理者、警察等合同で行っている
平成24年度の通学路安全点検で、「道路幅が狭く、歩道と車道の区別
がないにもかかわらずスピードを出す車が多い。見通しが悪く、停止
線がないところがある」と報告されています。そのため、「ガード
レールの取り付けを年間計画に入れる」「外側線の引き直し」「停止
線の刷り直しと止まれの文字を道路に入れる」などの対応を行いまし
た。
平成27年度は危険箇所として児童への指導強化を学校で行っていま
す。

○5班としては、上記のような対応状況を確認できましたが、さらに改
善できるよう、学校と相談しながら通学点検箇所にあげ、関係機関と
一緒に安全に向けた検討をしていくことも一つの方法だと考えます。

○ゾーン30について
　ゾーン30の制度については、個々の道路ごとに実施するものではな
く、区域を決めて実施するものですので、要望のあった道路のみの実
施はできないものです。
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　神指　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

６．天満地区のカーブミラー
について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　県道橋本会津高田線の城戸天満地区のカーブミラーがあるが、車か
ら見えなくてカーブミラーの機能を果たしていない。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認したところ、カーブミラーで安全性を高
めるより、道路中央の白線を引くことの方が必要ではないかというこ
とで地区の方とお話をし、道路維持課へ道路中央の白線について話を
してきました。
○道路維持課からの回答
　当該道路は県道橋本会津高田線です。
　ご要望の内容については、管理者である福島県会津若松建設事務所
に申し伝えました。

７．天満地区の道路の水たま
りについて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　天満集落内のごみ収集場所の前の道路に水が溜まるので修繕をお願
いしたい。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、道路維持課で話を伺ってきま
した。
○道路維持課からの回答
　当該路線は市道神3-64号線です。
　現地調査いたしましたが、当該道路両側には水路が無く、現舗装に
新しい舗装を施しても水たまりの解消には至らないと思われますの
で、桝を設置するなどで水たまりの解消ができるか検討したいと思い
ます。
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　神指　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

８．西城戸地区の道路の舗装
について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　下水管埋設箇所の農道部分の舗装をすると聞いていたがいつ実施さ
れるのか。（関係資料を配布）道路維持課でグレーダーを使用した整
地に関しては、マンホールがあり整地はできないとのことであり、砂
利敷きも困難とのことである。

【事後処理結果】
　5月15日、5班で現地を確認し、後日、農林課で状況の説明をし話を
伺いました。
○農林課からの回答
　この箇所は市道ですが、農業用道路の形態をなしているので基本的
には砂利道での整備としており、舗装の予定はないところです。しか
し、特別の理由がある場合は調査して検討しますので要望書を提出願
います。

10


