
分野 地区 意見・提言・要望・質問等

まちづくり

城西

北会津

神指

鶴城

一箕

謹教

大戸

河東

東山

湊

東山

門田

鶴城

鶴城

鶴城

交通 東山

第12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

地区としては会津鉄道を何とかしたいとの思いから「西若松駅を愛する
会」を結成し、イベント（年3回）や清掃活動を行っている。これまで「
駅名の変更」や「トイレの設置」を長年要望しているが、実現しない。
特にトイレは駅東口側に用地も確保してあるので、是非実現したい。駅
には観光客や観光バスも来てトイレを探している。近所の民家に借りに
いったりしており、大変迷惑している。
トイレの設置を要望し、市から説明を受けたが、出来ない理由ばかりを
並べていた。

白山沼公園は旧村時代に県が整備し、村に移管した公園である。公園に
はイトヨが生息しており、観賞用の展望台もあるが今は老朽化して立ち
入り禁止となっている。
公園なのに立ち入り禁止では役に立たないではないか。
村時代には年間190万円ほど予算があったが、合併後は90万円ほどと聞く
。市として管理・整備すべきではないか。

新しいまちづくりを考えていかなければ少子化対策が出来ない。市はど
う考えているのか？

まちづくりの新しい考え方については、プロに頼む方法もあるのでない
か。

新市建設計画があがっている。中身を見ると、河東などを活かす政策に
なっていない。10年後に10万人をきるという予測もあるのに、450億円台
の年度計画を出している。納税者が減っているのだから、予算も縮減す
べきである。議員としてしっかり確認対応してほしい。

第1分科会の自治基本条例について、わからないので詳しく聞きたい。そ
の中での町内会の位置づけも知りたい。

自治基本条例がよく分からない。市長が変われば政策が変わるのは当然
ではないか。憲法まで変わるのか。

自治基本条例とは何か。

スマートシティとは何か。

スマートシティの具体的な考え方を教えてほしい。

子供の教育について、こどもクラブに入りたいが入れない状況である。
ふるさと創生基金の使い方を子供の教育に使うなど工夫してほしい。子
供の放課後について、社会にふれないままの環境になってしまってい
る。

ふるさと創生基金について、６事業あるとしているが後の５つの事業は
。

旧県立病院の跡地は、観光施設や観光バスが駐車できる場所、市内観光
に乗り換えられる場はどうか。また、障がい者の方々は旅行が好きであ
る、そうした方が来られる施設や全会津観光の多目的ハブの場であるべ
き。

広い土地が限られている、まちなかの活性化、中心地にその場が必要、
会津地方の中心である旧県立病院の跡地はその土地利用とすべき。

行政と議会、市民との関係についてどのように考えているのか。

只見線復旧の考えは。奥会津だけの問題ではない。（観光に大きな影響
がある）皆さんの考えはどうなのか。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

公共施設

城西

行仁

河東

湊

行政

日新

神指

湊

謹教

城北

城北

城北

自衛隊 日新

人件費

城西

東山

税

謹教

東山

行財政に関
すること 

城西コミユニテイーセンターなど改修の時期に来ている。改修の予定は
ないのか。

コミュニティセンター内の上下水が修繕必要になっている。

R121沿いに、河東西部運動公園をつくった経過にある。以前はスポ少や
パターゴルフ、運動会等で使用されていた。現在は使用されず管理も行
われていない状態である。そしてネット等が田んぼに飛んでくる状態。
また、石が法面にあり用水路に入ってくる。使用しなくなってから４、
５年は経過している。
　広いがトイレがない。使用するのが子どもなので移動手段がない。
サッカーは、レクレリェーション公園に練習する場所が出来た。また、
支所南側の広田西公園も多く利用されるようになった経緯がある。

公共施設の複合化を推進してほしい。市内の公共施設が乱立している。
有効活用には複合化が良い。また、旧保育所や旧幼稚園は今後どのよう
に活用するのか。議論して頂きたい。また、全体的な公共施設のあり方
についても議論して頂きたい。

市職員の中で不愉快な職員がいる。また、ハチの駆除の問い合わせをし
たら自分で調べなさいと言われた。市民の役に立つのが役所である。松
戸市のすぐやる課のような姿勢でやって欲しい。

接遇について苦情を言いたい。道路維持課に側溝の事で相談に行った所
、それは担当部署が違うと言うだけで、どこに言えばよいのか、どうす
ればいいのか話が続かない。

行政が縦割りになっている。国県の管轄事業においては市が出来ないの
は分かるが、単純に考えるのが市民感情である。

新庁舎建設は必要だと思っている。具体的にはどうなっているのか？

公共事業の入札が不調になっている例が多いと聞くが、実態はどうなっ
ているのか。

選挙の投票場の区割り変更して欲しい。現在、大町1丁目は第2庁舎、大
町2丁目は城北小となっており高齢者に優しい選挙の利便性を考えて欲し
い。

市政だよりデータが多すぎ読みきれない。議会広報も読み終わるのに3日
もかかる。

自衛隊誘致を積極的にやって欲しい。雇用や地域経済の活性化、災害対
策などに役立つ。

民生費に人件費が入っている。人件費を分けて広報できないのか。職員
数は964人、人件費は平均で780万円である。

歳出で人件費が多すぎる。生活保護も多すぎるのではないか。

決算資料の中の｢未収金｣が７億円とあるが、その後どのくらい収納され
て、どのくらい残るのか？きれいに収納されるのか。

市税の納入を郵便局でできるようにして欲しい。窓口での取り扱いをお
願いしたい。（東山院内は郵便局しかない。銀行がない）



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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

謹教

謹教

謹教

謹教

謹教

謹教

謹教

城北

東山

東山

門田

一箕

一箕

生活環境に
関すること 
生活環境に
関すること

広域市町村整備組合で建設を予定しているゴミ焼却場について、地域で
の説明会を実施しているようだが、施設から500ｍの地区に限定して説明
会を開いているようである。煙などはそれ以外の場所にも来るのである
から城西地区でも実施してもらいたい。建設にあたって、廃熱を利用し
た温泉の設置など意見を言いたいと思っていた。

放射線に関する講演会をもっと実施すべきではないのか。

「子ども被災者支援法」では、年間１ミリシーベルト以下にすることと
、住民の意見を聞くこととされているのに、復興庁は２回しか説明会等
を行っていない。これは法律違反である。会津若松市も子どもの現状を
しっかり見据えて柔軟な対策をとって欲しい。

一般的に放射線モニタリングポストは１mで空間線量を測定しているが、
子どもを考えた場合１０cm～５０cmで測った上で対策を考えるべきと考
えるが、どうか？

現在でも町内の雨どいの下は１０cmで測ると0.5マイクロシーベルトある
。１mで測ると0.08マイクロシーベルトである。

子どもの運動着(会津若松に3年間住んでいる)、サッカーソックスを調べ
たところ３０ベクレル検出された。洗濯をしてもに染み込んでいて子ど
も達はいつも３０ベクレルを体につけて暮していることになる。園庭や
校庭だけでなく、運動公園など子どもの行くところは土壌調査も行って
欲しい。

高齢の年齢になるとこれくらいの線量は気にならないが、地べたを這う
ようにして遊んでいる子ども達にとっては高いのではないか。小さな子
どもさんのいる施設などは慎重な対応をお願いしたい。

市で町内会に配った線量計は不安だ。精度の良いものが欲しい。

鶴ヶ城公園周辺でも0.2 マイクロシーベルトの場所がある。子どもは地
面に座るので生殖器への影響も心配されている。

坂下町は除染している。会津若松市もしっかり除染してほしい。観光客
が来てくれることも大切だが、子どもたちの将来も心配なので、子ども
の使用する施設は土壌のベクレル調査を行って欲しい。

白クジャク前のＴ字路の歩道にごみがいっぱいになる。対策を。

白クジャク前のＴ字路のゴミについて、ポイ捨てのゴミではなく通常に
置いてあるゴミである。交差点であり、歩道であるため、市の対応が必
要でないか。地区がどうではなく、一市民として申し上げている。ルー
トがわからないので、市の対応をお願いしたい。

通勤時にゴミが目につく。ゴミ拾いをしながら通勤しているが、ゴミが
減らない。観光地として、ゴミ拾いをすべきではないか。喜多方市では
週1回定期清掃をしている。市としてゴミ拾いの日があればいいのではな
いか。まずはまちをきれいにしてからイベントに取り組むべきである。

生活ごみは30世帯、資源ごみは50世帯に一箇所で配置されているが、掃
除などの管理運用面でしづらい状況である。資源ごみと生活ごみのス
テーション基準を一致させて欲しい。

東京の様に、ごみ袋を透明なものにすべきである。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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

一箕

一箕

一箕

一箕

一箕

湊

公共施設 行仁

備品管理 日新

交通安全

門田

城北

神指

大戸

東山

東山

湊

門田

河東

河東

生活環境に
関すること

滝沢町２丁目、３丁目は、回収車が時間通り回収できてない。また、ご
みステーション建設が出来ない問題がある。これは地権者から土地を貸
して頂けない問題で、路上にネットをかけて運用している。

飯盛山の正面階段下の歩道にごみを出すことになっていて、回収が午後
になっている。観光地から考えれば問題である。運用手法を考えるべき
ではないか。ごみステーションを設置するのであれば、観光地に合った
ごみステーションにすべきである。

滝沢本村の地域は、ごみの収集時間が８時３０分からなのに、午後の２
時すぎに回ってくる。その間カラス等によりいじられることもある。

お城の本丸内、花見の時期のゴミは軽トラック３台分にもなる。花見の
ブルーシートやビール瓶を割って放置していく者がいる。利用者のモラ
ルの向上が必要である。ごみは持ち帰るルール、条例化するべきであ
る。

鶴ヶ城内について、犬の散歩の無法地帯で、犬ふんで困っている。

昨年から背あぶり山の風力発電８基が工事に入り本年秋に完成予定であ
る。郡山市の布引には33基あり、猪苗代湖周辺に風力発電が増設とな
る。背あぶりレストハウスの整備を行い、風力発電についての説明でき
る施設とすべきである。

コミュニティセンターを小学校の敷地内に建てられないか。現在の場所
を更地にして駐車場にする利用方法もあるのではないか。

日新コミセンは昭和61年に開館した。備品のイスやブラインドが老朽化
している。整備をして欲しい。

7月に明るい社会づくり運動をするが、そのためには、交通事故を減らす
べき。どうすると明るくなるのか。あいづっこ宣言をしているが、モラ
ルがない。ながら運転も多い。

駅前公園の前一時停止なのに止まる車いない。

西城戸、交通量がものすごく増えているのに一旦停止をしない車が多く
て危険。

ふるさと基盤農道について、馬越から石村地区までの国道は最近交通量
が多い。踏切から国道まで距離が短いため、交通量が多いときは危険。

区長会で前々から要望したが、農道が通学路になっていたため、市道に
通学路を変更した。40Kの速度制限が徐行区になっていても未だにスピー
ドを出して走っているため危険である。（住宅地域内も）

白虎隊記念館の道路も危険である。

各市町村のスポーツ団体、湖水マラソンやサイクリングなど湖水の行事
が始まった。色々な催しが行われているが、特に、行事を催すための交
通対策が十分でない。強化してほしい。強清水から長浜までの歩道が無
い状態で危険である

南若葉幼稚園のところへも、信号機をつけて欲しい。（民生委員さんが
ボランティアで交通整理をしている状況である）

六丁交差点の信号設置について、長年区長会から地元要望してきたが、
結果して信号機設置がされていない。

六丁交差点の信号設置について、まこと精機の交差点に作動している信
号機を移設してはどうか。また、三菱製鋼広田製作所の西側から東へは
大型車の通行を制限させてはどうか。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

交通安全

河東

河東

河東

日新

神指

災害対策 湊

湊

地域社会

日新

謹教

謹教

鶴城

一箕

生活環境に
関すること

六丁交差点の信号設置について、回答はいつも一緒である。これは市の
問題ではなく公安委員会の問題で、現実に事故が発生している。住民と
して、要望活動をこれで終わるわけにはいかない。事故を無くすため、
信号設置は不可欠である。どうすれば良いか。住民、議会、市、県も真
剣に考えてほしい。

河東町は会津の玄関口であり、高速道路、バスみなづる号があり、文化
遺産もある。また会津医療センターもでき、懸案であった河東学園中学
校の建設構想も出来上がりつつある。その中で六丁交差点の信号機設置
は課題とされてきた。連日連夜事故が起こっている。何とか設置して欲
しい。地域住民も設置の方向でまとまると思う。議会の本気度を示して
ほしい。

六丁交差点の信号設置について、市の事業の優先順位の話しではない。
市議会から県議会を動かしてほしい。地権者は県から言われれば納得す
ると思う。道路管理者は福島県であるので強く要望してほしい。重症事
故や死亡事故が発生しないと行政は動かないのか。

三角広場から八日町へ入るところが危険である。カーブミラーの要望も
出している。

七日町通りは狭くて右折レーンがない為に渋滞する。どうにかしてほし
い。

3･11の地震時に飲料水を供給していただけなかった。

水資源
問題

水道の問題、安定的な水を出してほしい。滝沢浄水場に金を出すなら、
安定水を湊地区に出してほしい。また、水利権の有効活用をして頂きた
い。1,600万、2,700万の予算化がなされ、松崎地区、崎川地区に水源確
保予定だが、隣接する地区についてもそこを水源とする予定で確保量に
不安がある。現状、猪苗代湖畔付近をボーリングしても水が出ないのが
実情。以前出たところも現在は渇水している。根本的な解決にはなって
いない。水利権の安定確保に期待をしたい。

町内会を脱退したり、加入しないなどのケースがある。対応に困ってい
る。

災害があったとき、町内会が情報を行政に報告し、実際に活動している
。町内会をないがしろには出来ないと思う。何か決めるときには町内会
の代表も入れるべきだ。

町内会ごとにタブレット端末を持たせて緊急時の連絡体制を強化すべき
。今、こんな災害が起こっていてどうすべきかを知らせて欲しい。広報
車が走っているがあれでは市民に伝わらない。

赤い羽根、緑の羽根の割り当てが世帯の実数と違う数が来る。そのこと
に対する担当課の回答は「出来る本数で結構です」とのことであった。
町内会の世帯数の実態に合わせていただきたい。

町内会で300世帯、内80世帯がアパート世帯である。一部の町内の方から
町内会費を払って頂けない。しかし、住んでいる人は町内のものを使用
している。例えば、ごみステーション等である。今回の意見交換会で議
員（議会）に発言し、何とか、市の条例を制定して頂きたい。市内ア
パートの大家さんに町内会費を支払う義務化をして頂きたい。支払の義
務化を条例制定で明文化することである。例えば、大家さんが市外在住
の為に拒否されたケースもある。また、一戸建ての世帯からも支払を拒
否されるケースもある。口座振替になった住民もいるが、未だに一部の
方で支払って頂けない状況にある。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

地域社会

北会津

神指

公共施設 行仁

防災・安全

城西

城西

謹教

謹教

謹教

湊

東山

東山

城北

行仁

鶴城

鶴城

生活環境に
関すること

区長報酬を負担金補助金として出しているが、本来は区長手当としての
人件費ではないのか。市として明確にすべきである。

神指地区では、高齢者の玄関先の除雪について協力体制が出来ている。
 一人暮らしの高齢者のゴミ出しのお手伝いも必要だ。市はどのように考
えているのか。

鶴城地区には立派な施設がある。行仁地区は古い施設である。先が見え
ない。

防犯協会への補助金174万円が警察へ支払われそこから地域へ補助されて
いるが、地域防犯協会が20地区あるが地区に補助金が出ていない。直接
地区の防犯協会へ補助することは出来ないか。

消防団の区割りがわかりづらいのでわかるように周知して欲しい。区割
りについては、学区、民生委員などまちまちであり、区割りを明確に出
来ないものか。

防災メールや救ーる（すくうる）を充実させ情報を市民に伝わるように
すべき。みなさんが携帯を持つようになっているので効果がある。

あいべあでは情報が遅すぎて緊急時には使えない。

防災計画は早めの対応をお願いしたい。

防災計画で、地域住民に対してどこまで情報が出せるのか。笹山原、中
田でも熊が出たが、その情報は翌日にならないと分からない。また、車
両通行止めの情報を含め、車上荒らし、山林火災、熊、自殺、危険回避
などの情報を、住民の末端まで伝わる体制にして頂きたい。

市では防災計画をつくっているが、想定している災害規模がわからな
い。東山ダムや会津ガスのタンク・ボンベの対策は（避難場所は東山
小）。高齢者はどこに避難すればいいのかわからない。ハザードマップ
はできているのか。

東山駐車場の入口に、街灯をつけて欲しい。街灯がないので夕方の通学
が危険。

城北小は避難所の指定も受けているが、毛布などの物資の場所、緊急時
の連絡の取り方など知らせて欲しい。

避難場所に行仁小学校が指定されている。校庭の排水が悪く、早急に解
決すべきである。何が問題で進まないのかはっきりしてほしい。

前回も話をした。つばくろ公園は緊急避難場所であるが、現在城前団地
の発掘工事のために一部にロープを張り、出入りが出来ないところがあ
る。そのため1区（公園の北東部）の方が城前温泉に行くために、公園内
を横ぎり最短で行けない状況にある。また、公園は、避難場所に指定さ
れている。ロープを張ることで、避難場所にすぐに行けない状態は問題
があるのではないかと前回申し上げた。安全性を確保して誘導路を設置
できないか、要望する。現場を確認していただきたい。

鶴城小学校が避難場所として使えない。避難所と避難場所についてでど
のように住民に周知するのか。

町北
高野

公設防犯灯の問題。通学路に設置してある防犯灯が故障しているが直さ
ない。７機中２機が故障している現状だ。昨年11月から修繕の要望を出
しているがそのままである。中学生が部活の帰りに49号線のバス停から
帰る時大変暗くて心配である。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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

河東

大戸

大戸

日新

東山

健康 日新

高齢福祉

城西

日新

日新

日新

行仁

門田

門田

一箕

児童福祉

北会津

北会津

生活環境に
関すること

市営住宅のトドメキ団地には、街路灯があるが点灯しなくなった。一月
から点灯していない。小学校低学年にとって危険である。本来、自治会
でやるべきだが、自治会費は50円しか集めていない。高額になった場合
は18世帯の頭割りでは直せない。苦情は町内会にくる。支所や建築課に
相談し指導してもらったが。点灯しない箇所が未だにある。

下雨屋でも、空き家が５軒になっている。空き家対策を検討すべき。
空き家のままだと犯罪につながる。

空き家、所有者がわかるところは、活用したいが、その補助はあるの
か。

緑町町内会：只見線のカギ型の隧道で女子学生が声をかけられる事件が
発生している。隧道が少し暗いようである。防犯カメラを設置するなど
の要望を出していきたい。

お礼を申し上げたい。13分団の屯所、院内のトイレの問題が解決した。
大変お世話になりました。

健康福祉に
関すること

ＡＥＤの設置してある場所を市民に知らせて欲しい。コミセンにはない
が、この近辺では小学校にある。また、あっても使用方法がわからない
ので講習会を頻繁にやって欲しい。

地区内には250世帯のうち160世帯が高齢者世帯である。介護が必要にな
った際には施設に入所も出来ず困ってしまう。どのように考えているの
か

介護保険、後期高齢者医療保険、国民健康保険など高齢化に伴い医療費
が年々増加している。対策はどのようにしているのか。

日新地区では高齢者福祉対策として様々な取り組みをしている。資料を
提供するので参考にして欲しい。

高齢者が増加し、空き家も増えてきている。一人暮らしの老人世帯も多
くなってきている。ライフサポートの人をもっと養成（雇用）して見守
りをさせるなどしてはどうか。

高齢者の足の問題、行事参加、エレベーター設置の問題、高齢者への配
慮、高齢者が外へ出ることの出来る交通政策、交通手段も含めて検討し
ていただきたい。開催会場の200ｍから300ｍの距離でもこられない高齢
者がいる。検討していただきたい。

敬老会で、門田小はぬかるんで困るという意見があるが、そんなことは
ない。事実を確認してほしい。

文化センターの老人福祉センターは、高齢者の憩いの場だ。なぜ祝日も
休みなのか年中開館すべきだ。（月曜日の休日は理解できる）

ゴミステーションの運用を止めて、家の前に置く運用方法に変えていく
べきではないか。特に高齢化社会でステーションまで持っていけない世
帯が出てきている。高齢者は人に迷惑や世話になりたくない人が多い。
大都市になればなるほどこの問題は大きい。

北会津地区認定こども園について、これまで何度も説明会を開催してき
たが、市の進め方が荒っぽいと感じている。

北会津地区認定こども園について、平成28年に間に合うように進めたい
。今やらないといつになるかわからない。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

児童福祉

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

北会津

謹教

湊

湊

社会福祉

鶴城

東山

湊

健康福祉に
関すること

シビックゾーン構想は合併時、旧村からの引き継ぎである。

北会津地区認定こども園について、民設民営もはじめから決まっていた
ように感じる。民営化の良いところだけ説明している。

北会津地区認定こども園について、5月2日の地元懇談会での説明の前に
市政だよりに「民設民営」の方針が示されている。何のための懇談会か
わからない。審議会での意見も反映されていない。

北会津地区認定こども園について、施設の統合や民設民営に反対・賛成
を言うつもりはない。認定こども園の運営などについてもいかに住民の
方々に納得してもらえるかが大切であると考えている。このため、北会
津地区50集落全部で説明会を開催して欲しいと要望してきたが、出来な
いと断られた。しかし、町内５カ所で実施することになったことは良か
った。

北会津地区認定こども園について、審議会から今度は運営委員会に変更
になるようだが、メンバーは14人中8人が保護者である。保護者は子供を
預けているので、物事を言いづらい面がある。保護者以外をもっと入れ
るべきである。

北会津地区認定こども園について、運営委員会では何ら拘束力もないの
で、やはり審議会にすべきである。

北会津地区認定こども園について、児童の数も相当な数になる。先生が
集まらなかったらどうするのか。

北会津地区認定こども園について、素案に対する意見を募集しているよ
うであるが、意見は受け入れられるのか。

北会津地区認定こども園について施設の規模は待機児童が出ない規模な
のか。

川南地区には懸案であるコミセンや子供クラブがない。水季の里には、
集会場もない。

財産の取得について。北会津地区のこども園については、地域住民が反
対しているようだが内容を聞きたい。

２月定例会で財産取得した北会津地区認定こども園について教えてほし
い。

児童クラブの設置について共和地区から要望あり。

視覚障がい者である。この地区に居住して4年がたった。町内会の方にお
礼を言いたい。2年前議会だよりで掲載していただき、町内の方に声をか
けていただくようになった。ヨークベニマルで盲導犬育成募金を行って
いただいた。横浜市にある盲導犬協会本部に出かけた際、会津若松市は
盲導犬を受け入れていただいて素晴らしいところだとほめていただいた
。

生活保護以下の生活をしている人を守るべきではないか。

少子
高齢化

町北
高野 今年度、永和小学校の小学校入学者13名、対策を急がないといけない。

湊には16の集落（行政区）高坂、田代地区、携帯電話、インターネット
が使用できない。限界集落になってしまう。また、高坂の８世帯、田代
の11世帯、堰場、高坂間は携帯電話が通じない。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

地域福祉

行仁

東山

母子福祉 行仁

学校給食 一箕

学校教育

行仁

行仁

行仁

鶴城

東山

学校施設

城西

城西

城北

城北

行仁

行仁

行仁

鶴城

湊

生涯学習

大戸

観光

日新

日新

健康福祉に
関すること

民生･児童委員、行仁と東山地区を担当している。地区割がうまくなって
いない。整理していただきたい。

民生委員をしている。地域福祉計画をつくっているが、しっかりした計
画を早く作るべき。3年も待っていられない。どうしたら良いのかわから
なくなる。

すずらん寮の解体について、工事についてはいつからか。

教育文化に
関すること

給食について会津の食材を使用しているが放射性物質の検査をしている
のか。

学校関係でお願いしたいのは、八角は自由学区になっている、学区をき
ちんとしてもらいたい。行仁地区は、行仁小、一箕小、東山小の3校に通
っているために子ども達の交流が弱い。小学校区が一つであれば子ども
が一緒になり、親も一緒になることになり、町内はまとまりが良くなる
と思う。

行仁地区運動会に町内会は参加しなくなる。その要因は、城北小、行仁
小、一箕小の3校に分かれているためだ。

複数の小学校に通っている現状がある。何とかしてもらいたい。

今後予想される少子化による空き教室について市はどのように考えるの
か。

子供の教育など学校の先生にすべて任せるのは大変である。

城西小学校の耐震化が完了したようだが、費用はいくらか。

学校の耐震化はどうなっているのか。

城北小学校の耐震工事が遅れている。夜間に使用している団体が１０団
体、工事中は使用できなくなる。

耐震度が低く耐震工事が終わっていない城北小学校の使用を許可してい
いのか？

小学校建設について、行仁小学校の老朽化をどう考えているのか。

鶴城小学校の建設の時に、複合施設などの考えはなったのか。

鶴城小学校の建設の時に、複合施設など考えるべきではなかったのか。

鶴城小学校は住民が見える学校にしていただきたい。何が行われている
か住民が見られる関係が必要。

赤井、双潟小学校の解体。さらに原小学校に対しては一町歩程の更地に
してはだめ。有効活用すべきである。公の研究施設や医療施設などを誘
致してほしい。官がダメだったら、民の力で利活用すべきである。

町北
高野 北公民館にスポーツの出来る施設建設を要望する。

文化財
整備

古窯群の発掘品を展示する施設を作ってほしい。大戸地区の歴史を活用
できる取り組みをしてほしい。

産業経済に
関すること

まつり協会が組織改編で独立した。これまでの会津まつりを見ていると
マンネリ化している。もっと、音を入れるなど工夫をすべきではないか
。まつり協会にアイデアのある職員を入れるべきである。

市にはお城ボくんがあるが、人気がない。もっと夢と希望とユーモアの
ある全国的に有名になりそうなものを考えて欲しい。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

観光

城北

城北

門田

北会津

大戸

大戸

大戸

大戸

門田

門田

東山

東山

一箕

一箕

北会津

北会津

北会津

城北

産業経済に
関すること

桜祭りが中止になった理由と今後のあり方について聞きたい。

夜8時過ぎると駅前の白虎隊の像が見えなくなる。スポット当てる位出来
ないのか。

郡山市のうねめ祭りもゼロからはじまったが、すごい人出だ。継続して
続けることが大事だ。若松市も継続して取り組めばいいのではないか。

会津若松市は観光資源が豊富であるが活かされていないように感じる。
年間をとおしての観光誘客が重要であるが、対策を考えているのか。

市の観光について観光客が素通りしているのではないか。泊まる対策が
されていないのではないか。農家民宿的なところはトイレを水洗にしな
いと利用しない。

震災前はご飯がまずい話があった。（今は良くなったが、基本が悪い）

昔は観光ルートが良かった。山田漆器会館があったときには大きな食事
処があり、観光客も多かったと思う。（鶴ヶ城会館だけではまかないき
れない）観光スポットはまだ眠っている。（他県の人の話もある）

会津の西街道、東街道の歴史の見直し等を進めていきたいと思っている
。開発をしなくてはならないと思う。

今年のゴールデンウィークは観光客が３万人の減と聞く。長野の小布施
では、人口１万の町で１００万人の観光客が来る。なぜかわかるのか。
勉強してほしい。若松市はまだまだ工夫が足りない。

まちづくり応援隊に参加しているが、新たな観光資源の一つに、神明通
りにおさすり地蔵ができたが、知っているか。

観光誘致の際には、トイレは重要。お城の中にトイレが足りない。（仮
設トイレが本丸にあったが、違う日のイベントで使うとの理由から使え
なかった。）同じ観光でも連携がされていない。横のつながりをもって
ほしい。

プロジェクションマッピングで参加者４５,０００名というが、市にとっ
て効果があったのか。

花見の時期に平気で犬を連れてくる。鶴ケ城内にはダメと言う看板もな
い。鶴ケ城や総合運動公園等はペットを連れての来場は全面禁止にすべ
きである

鶴ケ城史跡は文化庁が所管している。連携をとって整備すべきではない
か。

天守閣にはトイレがない。障がい者や修学旅行生などが登閣してトイレ
に困っているところを見かける。是非とも、トイレを整備すべきではな
いか。

観光施設事業特別会計の事業内容は何か。

会津若松市は観光都市である。もっと町並み整備に力を入れるべきであ
る。特に、北出丸から甲賀町あたりまでの町並み整備を行うべきである
。
市がもっと率先して誘導すべきである。

お城周辺の駐車場の料金を統一してほしい。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

観光

城北

大戸

門田

企業誘致 日新

雇用 北会津

地域経済 東山

鳥獣対策

大戸

湊

農業 一箕

大戸

雪害対策

城西

城西

城西

日新

神指

東山

門田

門田

産業経済に
関すること

駅前の手押し信号がわからず、観光客の方々が長時間立っているのを見
かける。案内表示があれば親切だと思うが。

大内宿の駐車場が少ないために、渋滞が芦ノ牧トンネルまで続いてい
る。芦ノ牧の右折信号は１台しか通れないため、この原因により渋滞に
なっている。何とかならないのか。

八重の桜を一過性にしてはならない。駐車場の備品やドラマ館の再利用
はどうなるのか。

緑町は約600世帯あるが、一人暮らしが三分の一、二人世帯が三分の一、
三人以上が三分の一である。雇用の場がないことから、若者が流出して
いる。企業の誘致などで雇用の機会を創出して欲しい。

工場の誘致など雇用の場の創出が大事と思っている。子供たちが働く場
がないために会津から出ていってしまっている。

道の駅を会津若松市に作ってほしい。これから要望したい。

クマなどの害獣被害が増えている。対策をしてほしい。（禁漁区の解除
をお願いしたい）（県に強く要請してほしい）

湊地区の鳥獣被害対策をして頂きたい。熊対策、猪対策。経沢、東田
面、田代の河川に死骸も発生している。

町北
高野

優良農地、圃場整備事業は最後のチャンスである、地域のコミュニティ
と農業振興、難しいが進めてほしい。

長野県等では一軒のレタス農家で2,500万円の収入がある。会津若松市は
外にむかって、農産物に対するPRが足りないのではないか。

住宅を立てやすくするために農地法を緩めてほしい。

建設都市計
画に関する

こと

市や議会の除雪に対しての認識は。

住吉地区内に4級市道があるが、除雪されていない箇所がある。理由はな
ぜか。除雪も上から下ばかりでなく、下から上に除雪するなど順序を変
えて欲しい。また、昨年除雪業者が変わった。新たな業者への引き継ぎ
はどのようになされているのか。ボランテイアで案内している。

除雪の仕方について雪の多いときは言い訳だけの除雪になっている。除
雪機械が通りましたという程度のところもあり、苦情が多い。

除雪対応の充実については、毎回地区として要望をしているがどのよう
になっているのか。

昨年除雪の際に湯川の土手のフェンスを倒した。今年の除雪の人はもっ
とした。五月町の区長からも市に申し入れているが解決しない。

感謝を申し上げたい。この冬は除雪の手が行き届いた。慶山地区は坂が
多いが見事に除雪がよかった。道路維持課の対応もよかった。（マン
ホールを持って行ってもらったり、塩カリの配布も希望通りでよかっ
た）今後もお願いをしたい。

今年は、除雪が親切だった。袋小路も除雪してくれた。（市に相談に
いった）

除雪補助の申請は大変だった。（写真が必要で、やる前とやった後、除
雪後の写真が必要で時間がかかって大変）



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

雪害対策

門田

門田

城西

城西

城西

大戸

日新

日新

門田

門田

門田

一箕

北会津

北会津

北会津

北会津

謹教

鶴城

建設都市計
画に関する

こと

住宅も増えて、田んぼの方に除雪できなくなる。どこに持っていったら
いいのかわからない。流雪溝の整備をして欲しい。（もう少し工夫して
もらえれば助かる。）

流雪溝の使い方も工夫すればいいのではないか。

第四中学校までの側溝の水路など水を使った除雪をしたらどうか。側溝
をもっと整備して水路に雪を捨てられるようにしてはどうか。

上流も下流も含めて流雪溝を整備して欲しい。

高齢者宅の除雪補助について、宅地外の除雪は道路維持課の管轄。宅地
内においては社会福祉協議会の管轄。また、道路維持課は写真や報告書
、作業時間の記入など面倒である。制度の一本化は出来ないのか。
補助金の支給も回数制などに出来ないのか。

国道沿いの流雪溝に水が流れるようにしてほしい。大変苦労している。

除雪について、市外からの救急車が数多く入ってくる。メイン道路はし
っかりと除雪して欲しい。

日新小学校の通りは狭い道路にもかかわらず両面通行となっている。子
供たちの通学にも危険を感じる状況となっているので、幅広く除雪をし
て欲しい。

除雪基準は１０㎝だが対応がバラバラではないか。（４０～５０㎝積
もっても除雪にこない）

除雪についてであるが、今年業者が変わってもっと悪くなった。

私道の除雪が進むことは素晴らしい。除雪費用はいくらか。余ったらど
うしているのか。

除排雪のルール化について。道路Ｔ字路の箇所に除雪の雪を置いてい
く。通行の妨げになり危険である。

赤道や私道路の除雪についてはどのようになっているのか。

赤道の除雪申請はどこにすれば良いのか、丁寧に各区長に説明して欲し
い

除雪について、合併前に比べ出動が遅いように感じる。出動する基準は
どのようになっているのか。また、土日などの休日と平日では体制が違
うのか。

除雪の業者名を各地区、各家庭に連絡して欲しい。

私道除雪に関する市の考え方を知りたい。

私道の除雪の問題、宮町で前回も出した。高齢者や障がいを持つ方が暮
らす私道の除雪について長年の懸案事項である。これまでの課題であっ
た車両の転回場所について、土地の所有者と交渉を進めるための具体化
を検討している。また、町内会でハンドロータリーの導入について検討
してきた。誰がどのように行うのかが課題としてある。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

雪害対策

日新

日新

城西

城西

大戸

ダム 東山

下水道

神指

門田

河川 謹教

区画整理 城北

公営住宅

鶴城

鶴城

鶴城

鶴城

鶴城

鶴城

鶴城

大戸

大戸

建設都市計
画に関する

こと

高齢者世帯が増えて除雪するにも困っている。また、除雪の際、玄関先
に置いて行かれるので、その除雪にも困っている。これまでこの地域で
はスノーバスターズを組織（青友会）して40名くらいでやってきたが、
会員の減少と高齢化でだんだん難しくなってきている。

向こう三軒両隣。お互いに助け合うことが大切である。除雪など、行政
に頼むのも良いが住民自ら出来ることは自ら実施することが大切と考え
ている

側溝に雪を捨てられると下流に住む我々柳原地区の住民は困る。毎年、
水路があふれて迷惑している。

歩道の管理はどこなのか。歩道の除雪もしていないので四中生徒が通学
するのに道路を歩いていて危険である。生徒のためにも歩道を幅広く除
雪してもらいたい。
また、屋根の雪が落ちて道を狭くしている。これは誰の責任となるのか
。

会津鉄道と並行している道路の除雪を徹底してほしい。（冬場は吹き溜
まりで危険である。）石村地区には風よけがある。下雨屋に防雪柵をつ
けてほしい。

慶山地区に砂防ダムの計画があるが、県の事業で進んでいない。（20年
後につくるとされている）

下水浄化工場の汚泥はその後どうなっているのか。また、上神指地区内
で保管している放射能の汚染土砂はそのままになっているが今後どうな
るのか。

下水道の整備が進まないので、合併浄化槽への改修で悩む。合併浄化槽
の補助はあるか。今後の下水道整備計画は。

湯川の氾濫、決壊対策はどうなっているのか心配。水門止めるのは誰な
のか。

扇町の土地区画整理はいつまでかかるのか。

城前団地の住人は75歳以上が多い、建替えにより家賃が上がる、今住ん
でいる方は住めなくなってしまうのでないか。

城前住宅は、場所は最高のところである。年金生活者は、家賃が高くな
ると入れないのでないか。

城前住宅について、市は家賃を3段階にするとの説明であるが本当か。

城前住宅については、県立病院跡地との関係で計画をすべきである、武
道館建設計画頓挫している、商業施設、介護施設等考えるべきである。

城前住宅については、ミニ特区的な考え方として、若い世代の方の入居
率を上げていただきたい、お子さんをお持ちの方の最優先はどうか。

城前住宅について、若い人の入居を将来進めるとの意見であるが、現在
でも高齢者は買い物が出来ない。住居を移る方が出てきている。そこで
別の地域から新しく高齢者が入れる住宅にしていただきたい。全体のバ
ランスが取れた住居地域であるべき。

城前団地等施設については、県立病院跡地との関係で計画をすべきであ
る。

大戸小の児童が減少している。若者を呼ぶために住宅を立てやすくして
ほしい。

大戸地区に市営住宅を建ててはどうか。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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）

公営住宅 大戸

公園

城北

城北

水季の里

北会津

北会津

水道

謹教

城北

側溝

日新

日新

謹教

神指

行仁

東山

東山

道路

日新

神指

神指

行仁

行仁

建設都市計
画に関する

こと

市営住宅が難しいのは承知している。農村型の住宅を考えてほしい。こ
の住宅建設について、メリット、デメリットは何か。

大町中央公園を町内会で月一回掃除しているが落ち葉のやり場がない。
落ち葉を市で運んで欲しい。

大町白虎公園の落ち葉は、市の花と緑の課へ連絡したらすぐ解決した。

三本松地区造成分譲に関する特別会計予算は、何のために使われている
のか。

特別会計がある内に三本松分譲地へ入る道路の拡幅工事（屯所側）や水
路側溝の整備、さらには集会場がないので集会場の建設費補助などに使
ってもらいたい。また、第三工区の処理についても費用はかかるが思い
切った予算支出で処理をお願いしたい。

滝沢浄水場の改築についてもう少し説明が欲しい。

滝沢浄水場までの道路がなくなった経緯について教えて欲しい。

第一保育園の裏の水路が戸ノ口堰の管理であるが、ごみが流れなくて地
区でゴミ上げなどして困っている。ブロックなどを置いて流れを変えれ
ばゴミもたまらないが、対策を講じて欲しい。
また、只見線の線路の下を流れる箇所も流れが悪くゴミがたまっている
。地区で清掃しているが、たまらないようにブロックなどを設置できな
いか

緑町会館の側溝を整備してほしい。

前回の事後報告書にある葵高校脇の側溝の改修について、納得がいかな
い報告だった。石垣を景観上大切にするためできないというのは理解で
きない。それでは入り口付近にゴミ箱があるが、景観上おかしいのでは
。

湯川東の変電所のところの水路、U字溝入れてグレーチングがかぶせてあ
ったがU字溝が崩れている。

八角町内の側溝が危険である。修繕について要望しても進まない、現地
を確認してほしい。

戸の口堰の通学路と花春町に行くまでの間の側溝にふたをつけて欲し
い。（作った当時のまま）（市に相談したが現場も見ないで回答はNOで
あった）前向きに検討してほしいと要望している。

戸の口堰について、昨年10月、幅2m深さ1m、このような大きな用水路は
いらないと話をしている。

下水道を早くに引いてもらったが、その後老朽化してマンホールの周辺
がくぼむなど、道路状況が良くない。除雪する際も、支障となっている
。対策を講じて欲しい。

道路に穴があいていて、通行人が転ぶ事故が起こっている。側溝の蓋も
崩れて段差が出来て危険。

道路にすぐ穴が開く。なんとかしてほしい。

道路の陥没や側溝の蓋が劣化しているため、改善を要望している。行政
の回答は「行きますと」言っているがそれで終わっている

町内で孤独死があったショックを受けた。このように高齢者が増えてい
る。歩いて転んだとの報告がある。実際の場所を見てもらいたい（要望
書あり）中央公園北側の場所。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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

行仁

鶴城

大戸

大戸

大戸

一箕

日新

城北

一箕

一箕

東山

門田

門田

行仁

建設都市計
画に関する

こと

土木の予算が少ないので補修できないとの説明であるが組織の問題があ
る。ごみは委託している、道路修繕は、道路維持課の職員が行っている
のではないか、修繕を委託すべきである。

野口英世青春通りのレンガがぼこぼこである。修理を繰り返しているが
根本的な解決になっていない。現在においても修理しきれていない、そ
の結果、商売に支障をきたしている。早急な対策を考えないといけない
。破損した所から順にアスファルトにすればよいのでないか。

下雨屋の踏切の市道を改善してほしい。（踏切と国道の幅が狭く危険）

下雨屋の会津鉄道と国道間の民地を整理して、管理して欲しい。

会津鉄道と踏切の間に民地が入っているため、どのように解決に結びつ
けてよいのかわからない。（国道と鉄道が隣接している）使えない空間
についてその管理をどうしたらよいのかわからない（安全上の問題）

滝沢地区で、３・１１後に土手が抜けた。その後補修を行ったが現在も
抜けそうな箇所がある。市の道路維持課が調査に来たがそのままの状態
で危険である。

インター南部幹線の国道49号までの整備をお願いしたい。また、藤室街
道の電柱が支障となっている。移設などで道幅を広く出来ないか。

１－６号線。駅前の車の流し方下手な設計で危険だ。安全安心を重視し
てほしい。

町北
高野

会津若松駅南側の踏切が通行止めになるとどのようになルートで中心部
にいけるのか。迂回路、歩行者道路は現在のどの場所に設置されるのか
。

町北
高野

5月に申請予定の圃場整備事業について、そこに係る学校南側の幹Ⅰ－２
号線について計画を進めていただきたい。幹Ⅰ－２号線の復活について
、圃場整備事業との関連がある議会としても応援していただきたい。

町北
高野

担当課に話をしているが、幹Ⅰ－１号線の現状は、高規格道路建設のた
めに県が簡易舗装工事を行った。しかし片側の一部しか行っていないた
めに道路として問題がある。限られたお金であるならば、県の工事、市
の工事と分けないできちんとした舗装工事を行うことが無駄を省き、地
元の要望に応える舗装になると考える。不十分な施工のため大変危険で
あることを議会に解っていただきたい。

中央病院から居合郵便局までの間、冬期シーズンが終わると道路が穴だ
らけになってしまう。

会津大学から東に抜ける道路の件、現状も進展はしていない。近隣の地
権者で早くに出ていった世帯は、既に15年も経過しているので強制執行
も視野に入れてはどうか。

東山小学校の通学路の道路幅を広げてほしい。

徳久街道について合併特例債で改善を図るとしていたが何年たっても改
善が図られない。合併特例債はきえたのか。

昭和４１年に計画道路となったが、中野の交差点から徳久までの道路拡
張が進まない。昨年は門田地区として要望をしている。

震災前、道路補修を要望してきた。そのときはアスファルトを持ってい
きますかと言われた。現在はすぐ手配してもらえない。町内会が自前で
修繕したいのでアスファルトの手配をお願いしたい。



分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第12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

湊

東山

東山

湊

湊

都市計画

鶴城

建設都市計
画に関する

こと

強清水からレクリエーション公園付近までR49と並行している市道につい
て、道路の舗装整備と草刈をして頂きたい。この道路は古戦場の観光道
路の位置付けになっている。特に舗装化をしてほしい。

東山地区の歩道がガタガタのため修繕して欲しい。

ウォーキング大会で東山地区は毎年つかわれているが、新奥の細道とし
て遊歩道の看板があるが見えなくなっている。

今後の20年、30年を見越して、背あぶり山にトンネルを通すべきではな
いか。福島空港へのアクセスと湊地区の活性化を図るために要望する。

国道294号線は大きい車が通過している。村の中を通るので危険である。
今後バイパスを通してほしい。冬になると、消雪栓が凍る状態で、子ど
も達の通学に支障が出ている。

町北
高野

町北・高野地区で集合住宅建設や宅地開発行為を法改正によってできる
可能性があるのか。

町北
高野

町北は中心部に近い、高野地区は、規制が多い。冬場の問題、交通事情
、インフラ整備、除雪問題など区長として陳情を続ける。

町北
高野

市街化調整区域内における開発が法・条例改正で出来ることになったと
聞く。伊達市では既にその取組みを行っているようだが、伊達市の事例
を具体的に知りたい、開発行為が出来る条件は何か、土地の購入から入
居するための具体的な流れはどのように進められるのか。

町北
高野

町北・高野地区としては活性化の可能性を探っているのが現実である。
地域の活性化、人口増加についての問題提起、市街化調整地区で開発で
きないと思っていたことが、今回できることがわかった。伊達市の事例
を調査し報告してほしい。

町北
高野

開発を進めるためには話し合いが必要である。この町北・高野地区はこ
のままだと人口が減ってしまう。さびしくなってきたことがこの地区の
共通の課題である。

武道館建設計画頓挫している、商業施設、介護施設などを考えるべきで
あるとの意見がありましたが私は、旧県立病院の跡地は高齢者と子ども
が利用できる施設の場になればよい、世代間交流ができるため。
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