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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

まちづくり

河東

湊

北会津

城北

鶴城

第13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

まちづくり委員会で自治基本条例について検討しているが、進め方がわからない
。市として、こう思うがどうかということであればいいのだが。

原小学校の再利用計画を地元（原宿保存会と農業法人の六次化との連携による新
団体を結成する予定）で検討している。地域の交流施設、農家レストランなどい
ろいろなアイディア（アンケート調査　わら仕事など）があるが、そこに施設を
つくって試していかないと前に進めない。とりあえず、すぐに貸してほしい。市
は全部現状で貸すと言うが原地区の考えとしては、半分だけ貸してほしい。自費
で壊してほしいというが、解体費用で予算がつきている。若松建設事務所、保健
所のGOサインは出ている。

新市建設計画が採択されたが、当初計画に対してはどのくらい残っているのか。
また、新庁舎については二転三転してきたがどうなっているのか。

北会津地域づくり委員会委員長より活動報告。
昨年は1年目で市から57万円の補助を受けて活動した。先進地視察（上越市）と花
壇の整備を行った。平成26年は82万の補助金。真宮いきいきクラブとスポーツク
ラブの２つの事業を認定し助成した。フルーツフラワーフェスティバルを後援し
、地元産の食材を使ったピザ作り体験を行い地区外からの参加者が増えた。先進
地視察では伊達市に伺い、公民館の役割を見直し、ふれあい広場として幅広く活
用している例を視察した。課題としては、まだまだ行政指導で行っている。住民
主体で行うべきだ。10年～20年後を見据えて活動していきたい。

北会津と河東地区には地域づくり委員会があるが、まちづくり市民会議との違い
は何か。

公共施設などにおけるLEDへの移行状況について、コミセンはできることは行って
いるが、できないところもある、公共施設の進捗状況について。

町北
高野

町北・高野地区の要望事項は、交通関係の信号の問題とか、道路拡張の問題であ
る。地域性があるので、インフラ問題もある。あと少子化問題については、宅地
造成についてどう考えていくのか。

駅西開発について調整区域を市街化区域に見直してほしいと市長に文書を出し、
後日市長から説明を受けた。市長からは、この件については、さまざまなところ
から要望があって、すぐ「はい」とは言えないと言われた。都市計画、まちづく
りにはまったく関心がうすいと感じた。
国道49号の開発時には3反の土地がつぶれた。関係者の中では一番土地がつぶれ
た。駅西開発について、議会として、まちづくりの考えを聞きたい。

時間のズレがある。拠点都市構想については、これまでに市長に２部文書を出し
ている。議会にも出した。

中ノ明にジャスコが来るといったときに、地権者対応を作った。市に固定資産税
が徴収できるよう、市が中に入ってやった。

拠点都市になってからは、不動産の会社ははいっていない。

今の駅西開発はもっともと思っている。以前に計画をしているならば、いろんな
困難性があっても進めるべきである。駅西計画として市が青写真を書いて土地所
有者、近隣住民に説明をしていかないと、先には進まない。

駅西構想はどのように線引きされたのか。
市長への手紙を見てほしい。マスタープランを再現してもらいたい。
地区は農業が基本である。農業は基盤産業だから、考え・力を入れるべき。
市長が変わると政策が変わる。駅西開発に線引きはないと言われたが、もっと西
まで道路の拡大をしてほしい。

県立病院跡地問題については、去年、一昨年と市長に要望している。
移転後1年半が経過しても、県、市から何の説明もない。
県の財産ではあるが、ぜひ空洞化に歯止めをお願いしたい。
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第13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）

まちづくり

鶴城

大戸

交通

湊

城西

北会津

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

市民との対話集会に参加をしてきた。市は合併時13万人、現在では1万人減少して
いる。20年後には10万人をきるであろうと言われている中で、箱物をつくって維
持できるのか。人口減少している中で、若者への負担が大きい。
県立病院跡地に箱物をつくるのは反対である。民間であるならば賛成だが、市か
らの持ち出しは問題である。また、合同庁舎の建て替えも市庁舎と併せるべき。

まちづくり市民会議があるが、自治基本条例の議会としての考えは。委員の一人
であるが、コンセンサスがわからない。

地域資源の活用は具体性をもっと出していきたい。道の駅構想は地元でも熟慮し
ている。広域農道ができたことによる候補地等も協議してきた。市民農園は間も
なく閉鎖の方向にある。大川流域の鮎事業は、川鵜の発生で鮎が食べられる被害
が出ている。地元としても今後の鮎事業について熟慮し活性化策を考えていきた
い。

赤井地区、停留所の設置を要望し、集会所の活用となった。11月12日に市の公共
交通の説明があるが、バスの運賃が高いことがやはり課題である。

路線バスで市内まで行くと、片道1,000円はかかる。せめて半分にならないか。そ
うすれば、１日　３、４人の乗車も倍に増えるのではないか。

国道２９４号線は大丈夫だが、鵜の浦、双潟など空白地帯が課題である。金川町
でもあるようにコミュニテイバスのような手法を検討しなければならない。

もっと会津鉄道やＪＲの利用促進を考えるべきではないか。私は会津若松駅前に
出かけるときにも利用している。もっと宣伝すべきだ。

真宮に引っ越してきたばかり。生活に支障をきたすことある。住民が自分の住む
町について意見を持つべきと考えている。いま私が出かけるときバスは一往復し
かない。12時に乗って3時に帰ってくるこれ1本しかない。交通手段のない方は皆
さんこのバスを利用するので、お互い顔見知りになり話をしている。朝8時の便で
行ってもお店はまだ開いていないし午前中に使えるバスがない。

10年後には運転免許を返上することになる。動けなくなったときどうするかが課
題だと思って参加した。ピカリン号、集落全部を回っているので時間がかかって
役に立たない。一日3本では出かけて帰ってこられない。この状態が10年続いてい
る。収益が上がらず税金を投入している。どうしてもっと乗れるようにしないの
か。どう改善すれば人が動けるようになるのか考えてほしい。例えば国道49号線
の喜多方からの路線につなぐとか。高齢化が進んだとき集落から出られなくなっ
てしまう。

電車で会津若松駅に到着して、真宮行きのバスに乗ろうとしたら電車の到着時間
とバスの出発時間が同時で電車を待っていてはくれない。なぜ、と怒りがこみ上
げた。調べてみたら次のバスも電車の到着の5分前に出発している。電話で確認し
たらピカリン号は電車とは全く関係なく運行しているとの回答だった。バス会社
にも問い合わせたら電車の時刻は時々変わるので合わせられないとの説明だった
。もう少し丁寧にやってほしい。

会津若松市のバスは連絡というものを全然考えていない。ここまでいけば田島行
きに乗れるとか喜多方に行けるとか乗り継ぎがうまくできない。30分～１時間半
も待たされることになる。札幌に行ったとき、乗り継ぎバスが一箇所にすべて集
まるターミナルがあり便利だと思った。

私はピカリン号のサポート委員をやっているが10年前と変わっていないというご
指摘はその通りだ。バスの路線変更も何度も求めたが簡単にはできないと却下さ
れている。ふるさと創生基金で運営しているが、なくなったらどうするのかも心
配。今後会津バスとの協議が必要だ。

ピカリン号の運転がガサツだ。

ピカリン号は右回りでも左回りでも目的地が同じなら料金も同じに設定してほし
い。

高齢者の交通も大変だ。子どもたちだけの話ではない。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

謹教

城北

行政

城西

北会津

鶴城

東山

財政 大戸

自衛隊 謹教

税 湊

通信 大戸

いっ水

一箕

湊

城西

日新

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

米代と南花畑の県道を路線バスが通らなくなり、住民が買い物に困っている。公
共交通の見直しが必要だ。

バスの実証実験で実施できなかった運行事業がなんとか復活できた。実証実験を
なぜやめるのかの意見があり、行政の支援で、アンケートで「なぜ必要なのか」
ニーズ調査を行った。実施するためには、需要拡大運動に尽きる。チラシ、愛称
募集、運営協議会で行ったその結果、名称は「さわやか号」になった。
さらに今回からは、リオンドールの支援があり、リオンドールのポイントの付加
とポイントで、住民コミュニティ会員券に交換できる制度が導入された。
11月4日の出発式から毎日5、6名が乗車していただいている。これまで地域全体に
バスの必要性について訴えてきた。これからもチラシなどの全戸配布、皆さんに
知ってもらう活動を強めていきたい。

内容的には、運営協議会を作り、地元で運営している。
今回のコースの選択は、アピオと会津若松駅の利用者が少なかったので結果的に
、神明通り経由の竹田病院までのコースとなった。
問題は、運賃収入である134万円の20パーセントが地域のノルマで年間26万円。約
月額2万円。これは、専用回数券10名に購入していただければノルマが解消できる
ことから継続した取り組みをしていきたい。

途中の町内会から乗車する方がいた。また、リオンドールの協力がうれしい。

国の縦割り行政のせいで要望が通らなくなっていると感じる。

市長との対話集会に参加したが、意見を聞いても、どこの誰が出席して、どうい
う意見を言ったのかも知らないのではないか。やり方がおかしいのではないか。

旧会津学鳳高等学校の跡地は、ずっと大熊町で使うのか。無償で貸すのはおかし
い。有償にするべきである。国・県からの補助があり、町としては豊かである。
市民感情からすれば、市民税などの支払いがあってもよい。

冒頭区長会会長から御礼があった。第13分団屯所の新築と観光用トイレ建設が着
工となった。平成26年度内の完成予定である。議会側からも協力をいただき感謝
する。

東山地区は20町内会から構成されている。毎年要望を出している。それも複数の
要望項目ではなく、優先順の高い一項目に限定しての要望である。これらを加味
して市や議会も対応していただきたい。

町のための予算が割り振られ、その予算で何かやりましょうということはできな
いのか。

昨年6月議会で自衛隊誘致の陳情が採択されたが、その後の取り扱いはどうなって
いるのか。

ふるさと納税について、どのように市は考えているのか。ふるさと産品のプレゼ
ントは観光や産業振興につながるのではないか。

大戸町はインターネット回線の光回線の設置がされない。早急に普及させるべき
である。

３年以内に改善されると伺ったが動きがない。何故かISDNからADSLでいいとの方
向になってしまった。門田の面川までは光回線が来ている。大戸まで持ってくる
べきである。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

紫雲閣からの側溝、排水溝に松葉がつまって水があふれる。

上馬渡地区の中学校前の堀、大雨の後、U字溝が溢水して困る。ヒューム管がつま
っているのか。

草などが生えて川幅が狭くなっている河川について、昔は水利組合とかがやって
いたが今はやる人がいない。田んぼもなくなり住宅がたくさん建ったので水が溢
れて困っている。どうにかしてほしい。

日新小学校の側溝の水がすぐ溢れる。戸板をかけないと子どもの足がひざまで入
ってしまう。道路維持課には伝えたがなかなか改善されない。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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）

いっ水 東山

環境

河東

城西

謹教

鶴城

東山

門田

健康 謹教

交通安全

河東

日新

謹教

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

千石２区町内では８月の豪雨時に溢水が発生し膝上まで水位が上昇した。走行中
の車２台がエンジンストップした。また、現場立会いの警察官が川に落ちてし
まった。今後このようなことが発生すれば、市へ損害賠償の事案件になると思
う。緊急に対応していただきたい。

背あぶり山から流れてくる川の側溝整備をしていただきたい。大雨時には民家へ
の被害も発生する。

来年からは慶山地区としては避難訓練を行う予定。しかし、あたご公園へ行けな
い状況である。８月には土砂崩れがあり高低差のある坂道がある。排水溝の桝で
は飲みきれない状況である。排水溝及び桝を含めてスムーズに流れるようにして
いただきたい。

戸ノ口堰からの流水は多いことから水害が発生しやすい。川の底下げをお願いし
ているがなかなか対応していただけない。

戸ノ口堰から水害対策と川底の掘り下げを要望してきたが、市は優先すべきもの
があるとの回答で市長との対話集会では、実際に床下や床上浸水がある下町から
優先して対応を図ることを回答している。東山地区としても優先順位を上げて対
応していただきたい。

一級河川の金山川の樹木（やなぎ）、ヨシの繁茂がひどい。豪雨災害などの際に
は土石流の不安がある。

住吉神社脇の川にゴミが溜まってつまる。管理しているところがはっきりしない
。

ごみ出しは午前8時30分までとされているが、収集は夕方になってカラスなどのい
たずらがある。

側溝に草が生え、タバコの吸い殻が溜まっている。また、空き家の前にゴミが捨
てられているのは、観光地として恥ずかしいことだ。市民への啓発をしっかりし
てほしい。

カワチの西側、センター予定地、宝積通りの桜の木が切られた。（誰かがそこの
土地を花春から買い切られた。）

背あぶり山の風力発電の建設状況はどのようになっているのか。

風力発電は合計８基12月までに完成し、その後試運転をする予定であると伺って
いる。

ごみカレンダーについて、分別についてもう少し詳細に記載していただきたい。

朝夕のペットの散歩時の糞が放置されている。特に犬糞は問題である。ぜひ、条
例を設定して対策してほしい。

毎年門田地区を中心として開催される鶴ケ城ハーフマラソン大会には約6,000名の
方が参加している。コース上の雑草対策をしてほしい。特に道路の歩道や縁石に
草が生い茂っている。

門田環境美化委員会ではコース上全部とはいかないが、若松第五中学校のコース
には草刈りと沿道に花を植えて管理している。

会津若松において原発事故後、5人の子どもから甲状腺がんが見つかったことを議
会はどのように見ているのか。子どもたちの心のケアを市として行なって行くこ
とが大切だ。

六丁交差点問題について議会としても今後とも取り組んでもらいたい。

緑町のトンネルは現在交通安全指導員が下校時刻に合わせて毎日見守り体制を取
っている。警察からも見回りに来てくれている。地区で子どもたちを守ろうと活
動している。

緑町の只見線のトンネルに防犯カメラを設置してほしいと陳情したが、議会では
一部採択だったがなぜか。

文化センターから第ニ中学校までが暗く、街灯を整備してほしい。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

謹教

城北

神指

鶴城

災害対策

河東

東山

雪害対策 一箕

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

湯川沿いの土手道路も街灯がなく暗い。市では町内で整備する範囲だと言ってい
るが、町内会では自分たちの範囲だとは思っていない。南花畑団地という公共施
設の裏手であるし、市が整備すべきではないか。

只見線の城北こ線橋の電灯の維持管理、場所によっては、暗くて車止めが見えな
いため、住民が転んでいる状況がある。このことは、人命の問題でもある。蛍光
灯が切れていることを市へ連絡してもすぐに対応していただけない、今回の事例
だと11月8日に連絡しましたが、4日経っても交換されていない。すぐの対応が困
難であれば、入り口部分でも寿命の長いLEDにしていただきたい。

町内の防犯灯は67箇所の設置。毎年、町内会の役員で点検を行っている。LED へ
の移行については、毎年計画的に5灯ごとに行っている。そうした状況を町内会で
集約し危機管理課へは連絡し調整を行い実施している。さらに幹Ⅰ-6号線の工事
が行われているので防犯灯の見直しを行っている、防犯灯の維持管理のためにこ
まめに点検を行うことだと考え実施している。

心配は、通学路の問題である。道路建設の際には、地域全体の住民に説明を求め
たい。

湯川東六中付近変電所交差点で交通事故等が発生している。水路にグレイチング
などの蓋をすることで歩行者の改善ができないか。

カーブミラーの設置については7割方改善されているが、私道から出るときの所へ
は、ミラーはつけられないのか。

避難所の備蓄品について賞味期限の切れているものはないか確認してほしい。

６月に慶山地区は土砂災害の区域指定になった。土砂災害について建設委員会で
研究を行っているのか。また、行っているのであれば詳細を広報してほしい。

市内には都市ガスの管が埋まっている。過去に老朽化によって台湾等で爆発事故
が発生している。100年に一回のような災害などでは危険である。管の耐用年数な
どを含めどのように管理されているのか、ガス管は民間事業者であるが、一定程
度市も把握していくべきと思う。今回の土砂警戒区域内にもガス管が埋設されて
いる。

滝沢峠の樹木が雪で通行に支障となり、危険である。点検をしっかりやってほし
い。

中島地区の除雪については、排雪が重要と考える。

朝一回の除雪の後、そのあと日中雪が降っても除雪がない。もっと丁寧に除雪し
てほしい。

雪対策は国家100年の計に立った長期的視野を持った対応が必要ではないか。

除雪のオペレーターによるガードレールの破損、植木の破損などに業者が対応し
ない。市の指導はどうなっているのか。

イタリアなどでは一般市民が一緒になって雪対策に取り組んでいる。市に何でも
かんでもやってもらいたいというのはおかしい。

土日は除雪の出動が遅い。同様にできないか。

除雪業者の情報も含め町内会長と町内の情報共有がうまくいっていない。

仁愛高校と郵便局の交差点の雪で車が危険である。

滝沢本陣から上、屋根から落ちた雪が通学路にあるので除雪、排雪をしてほしい
。通学路の安全確保、歩道の雪等を不動川に捨てればいい。地域での取り組みも
９０ｍの歩道、縁石があるため、小型ローターが壊れ、使えない。

出光裏の幹線道路と枝線の交差点について幹線道路が先で、枝線が後になるが雪
が残されて困る。

交差点付近に雪が残される例は、他にもある。

ごみステーションの前の除雪については、業者に慎重な除雪に心掛けてほしい。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

一箕

河東

城西

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

居合南区のバス停の近くの除雪の雪山によって視界が悪く危険な状況となってい
る。そもそも横断しているバスの運行（左回り）を右回りにしたほうがよい。横
断の自転車の人も過去に死亡事故が発生している。

通学路で屋根から雪が道路に落ち危険な建物がある。

会津若松駅から地下道までの歩道は誰がやるのか。

飯盛山の参道は、冬の観光客の転倒が多い。融雪剤の対応をすべきではないか。

交差点とごみ集積所の周りをボランティアで除雪後に片付けている。市にやって
という前にできることはやっている。

私道路の除雪について、私の家までの道路は袋小路で私道路である。６軒、約７
０ｍほどだが、合併前、合併後も市で除雪していたが、平成24年の大雪の時から
、市から「私道路はやらない」と一方的に言われ、その後やってもらえない。何
とかならないか。

私道路の除雪方針について、わからないところがある。

一時雪置き場の設定が宅地化などで、できなくなってきている。

雪捨て場に協力してくれた地主に酒の１本でも市の予算でやれないか。

公募でまちづくり市民会議に気軽な気持ちで参加した。自治基本条例という大変
な問題に取り組んでいる。今日は、地域の方々の声を聞く機会がなかったので参
加した。雪片付けをしていた時に「ここにこれからも住んでいけるのか」という
思いが参加のきっかけである。高塚は坂道、住宅密集地で雪の一時置き場もない
。雪問題は大きな問題である。

除雪のオペレーターのレベルが重要ではないか。

除雪の雪を駐車場に置かれてしまって困った。

除雪を片側実施後、しばらくしてもう片方を実施するが歩道の歩行に障害となっ
ている。早く両方できないか。

広い道路は広めに除雪してほしい。オペレーターは、空き缶や砂利が田んぼに入
ると雪が消えてから、片付けるのが大変だと思っている。

オペレーターの指導が重要ではないのか。地域の実情に応じた除雪をしてほしい
。

除雪に関して小型除雪機械購入補助金があるが、除雪機械は100万円位のものでな
いと使えない。上限30万円では町内の負担が大きく購入できない。

中学校下の地下道だが、積雪期になると凍結などで滑り、車が止まらず、追突が
頻繁にある。道路の改良など何とかしてほしい。また、７時から８時までの時間
帯は車の通行が禁止となっているが、何とかならないか。

中学校下の地下道だが、滑らないよう塩カル散布をしっかりすべきだ。

広田駅前どおりの融雪の水の出し方が適切でないため、不十分な融雪となってい
る。

私道の除雪について市より４つの条件が示されている。４つ目の条件が舗装され
ていることとなっているが、私道はほぼ砂利道なので困っている。３ｍ以上あれ
ば除雪対象にしてほしい。

通り抜けのできない５０ｍほどの砂利道の私道だが、高齢者ばかりのため除雪を
してもらいたい。非常に困っている。どこに相談すればいいのか。

公園を雪捨て場として利用できないか。花と緑の課に聞いてみたが、緑地には雪
を入れてはいかんという見解だった。しかし市では見に来ないので勝手に利用し
ている分にはかまわないということだ。

公園に除雪した雪を持っていくと石やゴミが混ざるのでできないというが、これ
は町内が責任を持ってやればいいと思う。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

城西

日新

謹教

城北

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

除雪してもらっているが、うわべのほうをサーとやるので轍ができてしまう。凍
ってしまうとなお深くなって、車の交差が大変になる。

どこに雪を寄せるのか、事前に除雪業者と区長との話し合いをしたいのだが、ど
こに相談したらいいのか悩んでいる。車庫の前などにどっかり置いていくので困
る。

私は事前に業者の方と地図を見ながら打ち合わせをし、雪をここに寄せてくれと
かの調整をしている。また、急な連絡が必要なこともあるので業者さんの緊急連
絡先も聞いている。

道路維持課に、ここに雪を寄せてくれ等の要望を言ってもいいのか。

居高町の踏み切りの交差ができない。除雪してしまうと交差するために待ってい
る場所がなくなってしまう。雪を置かないでほしいと道路維持課に言えば良いの
か。

交通安全指導員をしている。日新小学校の通り通学路は市にお願いして除雪して
もらっているが、排雪までお願いしたい。狭い道路で車が来れば子どもたちは雪
の上に上がらなければならない。危険極まりない。是非お願いしたい。

議員もその状況を把握した上で考えてほしい。本当にあんなところを子どもが通
っていくのですから。両脇はブロック塀で車は交互通行で、とにかく一回見に来
てほしい。除雪の際雪を積み上げるので子どもが通れなくなる。

私道の除雪についてこの度、市より４項目クリアすればという話があり、早速手
続きを進めている。昨年は雪のためにゴミ収集車も入れないことがあって市に陳
情している。

町内会館までの前私道、２ｍ４０ｃｍ位しかないが、除雪は無理か。高齢者が多
くて困っている。

日新地区でどこが私道の除雪対象になったのか。路線の発表はなかった。申請す
れば除雪は可能ですか。

３５カ所の中に私の悩んでいるところが該当しているのかわからない。だから本
日参加した。公道と公道を結ぶ私道は除雪するということは大変な前進である。
図面を発表するわけにはいかないのか。

日新コミセンの脇の道路、第２幼稚園まで、年間契約で業者に委託している。今
回の除雪対象になるのか。

ラーメンめんくいのところ。３ｍ以上あり。舗装されている。昨年から車を通す
ようになった、学生が通学路にしていて多数通る。あてはまらないのか。

田中ハイツから八日町県営団地に行く道の子どもたちの集合場所が雪置き場にさ
れる。ポールを一本立ててほしい。縁石も壊れている。

町内に空き地があって所有者の了解が取れれば雪置き場にできるのか。

博愛園の前の通り。せっかく雪かきしたところにまた雪を寄せ、家の前に置いて
行く。排雪もしっかりやってほしい。みんな高齢化してダンプ押せるような人は
いない。昨年は除雪車に戻ってもらい、各家の前から除雪してもらった。なげる
ところがないのだから、それくらいやってほしい。

市から町内会で除雪機を買う補助は出しますと言われたが、全額は出ませんね。

南花畑２番地内の市道の除雪がされておらず、住民が困っている。除雪可能にな
るように対応してほしい。

市道4－207号線の除雪を行ってほしい。昨年は2回だけ行ったが、毎年除雪の陳情
が必要なのか。

市の外部評価で歩道の除雪が不十分なことの指摘があったと思うが、指摘に対し
て対応してもらいたい。

間口の除雪解消については、補助事業を持っている。町内会でその制度を利用し
てボランティアで行う方法がある。仕組みはつくっている。スノーバスター制度
がある。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

城北

行仁

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

除雪の後の排雪をお願いしたい。何とか解決してもらいたい。

私道の除雪について、これまで市道にしていただきたく道路維持課と協議してき
た。市道との接続の両側をすみ切りにすることで話し合いを持ってきた。土地の
所有者は承諾しているが現在住んでいる方の了承が得られないところから、進ん
でいない。
そこで今回、私道の除雪の可能性について伺いたい。道路維持課からは可能性が
あるとの見解をいただいている。

当該の道路は、途中に水路があり、段差もあることから除雪は難しいのではない
か。

地域住民は、私道のすみきり費用、段差解消費用を準備している。そして市道に
できなくても除雪をお願いしたい。

除雪、排雪をする人がいない。民生委員から玄関から道までの除雪ができない。
町内会の役員が中心でやっているが高齢者が多くて解決が難しい問題である。

高齢者からの相談がきた。屋根からの雪の問題、ドカ雪で対応する業者がいない
。困ったことに対応する方がいない。役員が行っているが大変である。

除雪についてシルバー人材センターと安く契約できないか、1時間700円＋αであ
る。年間契約もできるのではないか。

幹線、私道の問題。幹線は雪を積んでいく、歩く道がない。市で運んでもらうし
かない。25組あるが協力的な組、そうでない組がある。その地域にあった除雪の
あり方がある。

長期的な除雪のあり方を考えるべき。東山の廃湯を使うとか、融雪用の水路整備
について考えるべきである。側溝を利用すべきでないか、長期間にわたる融雪工
、側溝整備を考えるべきではないか。

専福寺南側道路が狭い。道幅は2mに満たない狭あいな道路である。除雪は70m位で
毎年除雪を行っている。除雪機も4台目になっている。高齢になってきているため
除雪も大変になってきている。雪が降ったとき毎回の除雪とは言わないが、年間
で何回かの市の除雪をお願いしたい。（市道である）

滝沢3丁目　除雪に入ると言っていたが、入っていない。道路が凸凹である。途中
までは広いがその先が歩くだけの狭い道である。高齢化であるため、歩くところ
だけでもハンドロータリーの機械を入れてもらえると助かる。

博労町で去年は除雪が入るとされたが、入っていない。グレーチングのところは
雪が解け凸凹である。車の腹がつかえて表にでられない。グレーチングのふたは
簡単にはあがらない。

滝沢3丁目　行き止まりの地区であるが、細い通路は通学路になっている。
その後排雪をしてくれた。

雪捨て場は行仁小学校校庭東側が利用できるようになった。

東京電力、コープに行く交差点の所、電柱の所に雪を置きっぱなし。危険であ
る。
滝沢棚木商店前、角に雪を押し付けるため、道路が狭くなっている。

大雪の時、警察署前の２車線道路、除雪をどんどんしていくと、雪が垣根の所に
山になり、自転車や出てくる車が見えず危険である。その対応はどうなっている
のか。
中央通りは国道、縦の通りは市道であり、その場所を車が超えることができな
い。
除雪についての調整はどうなっているのか。時間のズレがあったほうがいい。

行仁地区の除雪は歩道に雪を上げるので、高くなっている。子供たちがその上を
歩いていて危ない。この通りは危険である。

除雪について車庫の前や駐車場前のところに雪を置いていくことが結構ある。除
雪はできるだけまっすぐにしてほしい。通路を考慮してほしい。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

行仁

鶴城

大戸

東山

地域社会

一箕

北会津

謹教

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

地区の縦の道路は流れるが、横の道路は雪が置けない。消雪道路にならないか。
また計画的に、縦は流雪構、横は消雪道路となればいいのだがそのような計画
は。

流雪溝の計画はあるのか。10年に何本整備するとかの計画はないか聞きたい。

流雪溝があるとよい。

城前2区の地区要望を文書で市に出しているが、回答がない。
除雪機の購入の際、市からの補助があるが、除雪機を誰が使うのか。地区内の高
齢化によって使える人がいない。除雪と要望の件をお願いしたい。

除雪について道幅が狭く置きっぱなしであり、地区で雪をよせ軒下に片付けてい
るが片しきれない。５番町の東側（３棟壊した跡）が片付けられ、空き地になっ
ている所に雪を置かしてほしい。

去年の冬は５番町の区長さんが市役所にお願いしてもできないので、合同庁舎へ
かけあった結果、その空地は雪置き場として使ってよいと言われた。市ではでき
ないと言っているわけだから何らかの手を打ってほしい。

地区では雪置き場として空地を利用させてもらいたいだけである。

屋根からの落雪を行政で除雪してほしい。市は条例にないのでやれないと言う。
高齢者で自力では除雪ができない事例が多くなってきている。

国道118号線の歩道除雪について、県はハンドロータリーを貸与するようだが、誰
がやるのか。区長がやるには負担がかかってしまう。

歩道の幅員が狭いので、県ができないことは分かったが、あくまでも県が歩道の
除排雪を定期的に行ってほしい。市内で行っている建設機械で行っているような
手法で。

舟子や桑原地区は各世帯でハンドロータリーを持って除雪している。それを国道
付近の地域でも行えば解決する問題である。

除雪の苦情や要望などは、対応している建設部にきちんと伝わる仕組みになって
いるのか。例えば通学路であれば教育委員会などに行くと思うが。要支援者など
に関する除雪は福祉部門に行くと思うが、市で一元的にまとめる仕組みが大事で
ある。

東山地区から花見ケ丘地区へ抜ける吊り橋の除雪を行っていただきたい。

今回の私道除雪について、あらためての申請が必要になるのか。

私道の路線が地区内にどのようにあるのか分からない。市側で図面を各町内会に
渡していただけないか。

私道に対して、行き止まりも除雪をしていただけないのか。

慶山地区は坂道が多い地区である。昨年の市民との意見交換会で出した除雪の件
から、昨年度はきめ細かく除雪をやっていただいた。大変感謝する。

除雪で３ｍ以下の市道についての除雪を行っているのか。

区長手当について、目的があいまいである。もっと明確にすべきである。

コミセンは午前中使用できない。高齢者の事業など市の施策、事業でやればどう
か。

コミセンは市内９ケ所ある。公民館とコミセンは運用が全く違う。同じく市が設
置している施設なのに、公民館は市職員が運用している。コミセンには職員はい
ない。この運用に疑問がある。

区長の名称は他都市へ行くと特別区の区長と間違えられ恥ずかしい思いをする。
町内会長に統一するよう議会として市に働きかけてもらいたい。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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 神指

防災・安全

一箕

河東

湊

日新

謹教

鶴城

大戸

東山

高齢福祉

湊

謹教

鶴城

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

・公民館活動以外では、小学校で田植え、稲刈り、畑で農作業を行い、秋祭りの
文化祭で餅つきを行っている。畑の作物は家庭に持ち帰っている。
・昔の遊び、高齢者がお手玉、ビー玉、おはじきを使い交流。
・お祭りは子どもが多いところが継承できている。
・学校の行事に授業参観を行っている。高齢者が昔遊びを教えている。
・太鼓を子どもたちに教えている。
・学校行事として語り部の方に来ていただいている。

町内会から市長への要望事項を議会はどの程度把握しているのか。情報の共有は
されているのか。特に災害に関するものはしっかりと情報共有すべきである。

災害の通報システムに「あいべあ」があるが、誰でも見れるわけではない。全町
民に伝わる防災広報システムを導入すべきである。

空き家問題、冬場の落雪による危険や交通の障害になる空き家がある。

中田のトンネルの手前に空き家がある。廃墟で見苦しい。撤去してもらいたい。

鳥獣被害も含め、危険災害に対する防災無線のデジタル化が必要ではないか。

空き家を更地にすると固定資産税が６倍になる。壊すのも金がかかるし壊しても
使い道がないと困る。

空き家問題で相続人が分からない一般家庭が一番困る。末広町内にある旧居酒屋
の右隅にある建物は、3.11で傾き下屋が電柱に寄りかかって辛うじて保っている
ような状態だ。危機管理課では、エアコンの室外機は外すようなことを言ってい
たがどうなったか。

地域防災計画の見直しがされているが、その中で要支援者の扱いについて、緊急
避難時の対応において個人の了承や登録をどうするのかなど、きちんとマニュア
ル化してもらいたい。

県立病院跡地は、夜間時、暗くて気持ちが悪い。防犯灯をつけてほしい。

空き家住宅の利活用についての政策はないか。また、地域住民の方が、単なる空
き家なのか、廃墟なのか分からない。雑草の問題や野生動物が住み着く問題が発
生している。市でも実体調査を行ってほしい。下雨屋地区では25軒中５軒が空き
家である。

市の貯水タンクや砂防ダムは平成31年度に完成する予定。現在のボーリング調査
など進捗状況を教えていただきたい。また、東山小学校も土砂災害の指定区域に
指定された経過にある。

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

介護保険の適用にならない高齢者に対する施策を展開してほしい。特に、食の視
点から歩けなくなる人のための宅配や移動販売、巡回スーパーなどを実施したら
どうか。

健康面から電話での薬の郵送制度はどうか。

南相馬では高齢者が毎日パターゴルフを行うことができる。会津若松では、特に
冬場において高齢者が集える場所がない。元気な年寄りが集える場所を設けてほ
しい。

地域創生の予算で、高齢者のための会館を造り、その中に映画鑑賞施設を設けて
ほしい。また、宗教講話が可能となる研修施設や高齢者の困りごと相談等を受け
る窓口などをつくってほしい。

65歳になる。除雪・排雪は高齢で大変である。交通バリアフリー基本構想整備、
歩道の整備を早く進めてほしい。議会からも要望をしてほしい。
小田垣郵便局に駐車場がなかったが確保できるようなった。病院跡地は駐車場に
してもらって、路上駐車がないようにしてもらいたい。

段差やまちづくりについて外部的な力を借りていくべき。冬は車しか使えないの
に、除雪の在り方がまずい。段差があると高齢者が歩けない。
車椅子が通れないではしょうがない。
新たに造るときには、セットバックをしてもらって、整備をしていくべき。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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）

高齢福祉
東山

門田

児童福祉

湊

日新

神指

社会福祉 東山

湊

神指

大戸

観光

一箕

城西

謹教

門田

企業誘致 城西

地域経済 河東

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

東山地区として福祉マップを作っているが、高齢者が外に出にくい状況にある。
地域で見守りましょうとされているが、見守りの人も高齢者である。後継者の問
題は大きな課題である。見守り体制も今後の課題である。地域でどのように取り
組んでいけばよいか不安である。また、今後、認知症の方そして徘徊者も多く
なってくる。先進地の事例から九州の大牟田市は町ぐるみで対応していると伺
う。市民を巻き込んだ見守り体制が必要と感じる。地域をあげての対策がさらに
必要と感じる。

家族介護では福祉施設にお世話になった経過にある。現在もそうだが、老老介護
の問題、在宅介護の限界の問題もあるので、行政は施設を増やす努力、介護職員
の待遇を改善させる努力が必要。議会に対して、県国も含め対応してほしい。

今後の介護保険制度について説明してほしい。

こどもクラブであるが、湊地区は勤め先である会津若松市内まで遠距離であり、
早めに出勤する。土、日、夏休みなどの期間、朝８時からでは保護者が困る。も
う少し早めて延長してほしい。

幼稚園の保育料は３月末まで決まらないのか。

3年生で、こどもクラブを利用している。夏休み時の平日の利用時間は8時からと
なっているが、仕事に遅れてしまうので利用時間を早めてほしい。土曜日が8時半
からというのも困る。

飯盛ニュータウンでは、福祉を総括する第１包括と第５包括支援センターが混在
している。小学校の区割りで地域包括支援センターも区割りされなくてはならな
いが、実際されていないことを含め対応していただきたい。

少子高齢
化

湊地区は現在2,000名の住民で少子高齢化が進んでいる。均衡のとれた発展のため
にも湊地区に市営住宅を建設してほしい。

子どもの密度、市内は同じでないか、同居することで学ぶことは多いのでないか
。

若者が神指地区に住まなくなり、また、親と同居しなくなり核家族化が進んでい
る。

子どもの少子化問題は待ったなしである。大戸と湊は子どもが減少し続けてい
る。学校が存続できなくなる。PTA、子ども会もしかりである。具体的な経済支援
を厚くすべきである。後継者が会津若松市外に住居を構えない状況をつくるべき
である。しいては大戸町から出ていかない手立てが必要である。議会も議員も考
えてほしい。人口流出をどういう手立てで改善できるか研究してほしい

戦後の核家族の弊害である。行政側での優遇がないとだめである。大戸町には昔
は1,000名の子どもたちがいた。この弊害を国も認めるべきである。

産
業
経
済
に
関
す
る
こ
と

ハイカラさんが観光客に不親切である。立って乗らなくてはならないと苦情があ
る。

諏訪湖周辺では地域の住民がカリンを植えて自ら樹木の管理をして観光や地域産
品にしている。一般市民を巻き込んだ取り組みが必要である。

会津まつりの藩公行列を盛り上げるために市職員も議員も参加すべきではないか
。

会津藩校日新館跡の天文台石垣がスカスカになっていて危険と思われる。実際、
子どもたちが学習で訪れ上り下りもしているので、市文化課で調査をしてほし
い。

鶴ケ城のろうか橋の朱色があせている。今後の塗り替えの計画はあるのか。腐る
前に手入れをしていただきたい。

企業誘致について議会ではどのように捉えているのか。

国において地域経済循環創造事業交付金という制度があると聞く。会津若松市も
商工会など地元振興になる。活用しているのか。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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）

鳥獣対策

湊

大戸

門田

農業

一箕

農村公園 大戸

下水道 門田

河川

城西

門田

橋 神指

公園 北会津

城西

産
業
経
済
に
関
す
る
こ
と

イノシシの被害が４年前から出ている。守屋神社の土手、こうず山と神社の間の
用水池や杉林あたりに出て、ミミズを捕るためか、土手を壊してしまう。鳥獣保
護区のようだが、解除できるのか。

農林課のデータはごく一部の情報である。実際はその10倍もある。いつものこと
なので通報しないだけである。猿もハクビシンも出ている。湊には今、２人しか
猟友会会員がいない。免許取得のための助成金とか育成が必要ではないか。特に
、イノシシ対策は抜本的な対策が必要である。捕獲奨励金の制度も考えてほしい
。

鳥獣被害、特に熊被害が拡大している。守る会等の考えもあるが実質的に被害が
でているので市での対策を考えてほしい。

面川地区の熊被害が年々拡大している。里山対策として総合的に対策をしていた
だきたい。

食の陣アピールが外に向けて発信が弱い。横断幕などの提案をしたが、実施され
ていない。

町北
高野

政府による緊急の過剰米処理についての説明をしてほしい。

農家の未来は真っ暗である。米の価格保証も去年で終わっている。

農村公園は市で買い上げて20年経過している。約一町部あるが、草かり等は地元
で対応している。今後、高齢化で対応できなくなる可能性があり不安である。

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

公共下水道の整備は門田地区を含め旧市内は、北会津町や河東町より遅れてい
る。早期の整備を求める。

公共下水道は都市部でよいが、郊外は合併処理浄化槽の普及をもっとすべきであ
る。補助金制度等充実している。この事業は大変よい。

支流から少し大きな川に流れ込むところにゴミが溜まって困る。特に冬場にそこ
まで行こうとしても雪で行けない。そうすると全く水が流れなくなってしまう。
そういう時はどこに相談すればいいのか。

明和町の町内会で、水路整備が途中で終わって、水路に土砂が含み水路の役目を
していない現状にある。早期の改善を求める。

新橋りょうにかかる、道路建設についてどうなっているか。

真宮団地内の公園では、子どもたちがあまり遊んでいない。大人がうるさいとい
う公園もあるようだ。子どもの遊び場とすることを優先事項にすべき。公園のそ
ばに家を建ててうるさいというのは間違っている。そういう人は公園のそばに家
を建てなければ良い。そのためにも「公園条例」を作ったら良いのではないか。

子どもの声がうるさいのは当たり前で、お互い認識を変えるべきだ。

西若松駅
前

西若松駅の公衆トイレについては採択していただき感謝している。一部反対議員
の討論もあるが、現在ある駅のトイレも薬局のトイレも公衆トイレではない。そ
れぞれ制限がある。薬局のトイレは薬局がしまっている時間帯は使えないし、２
階のトイレは改札の中である。西若松駅には公衆トイレはない。路線バスも観光
バスも来る。今後もお願いしたい。

西若松駅東口にトイレをつけてほしい。公衆トイレはないので是非お願いしたい
。

公衆トイレは急務だ。タクシーの運転手さんに聞いたが、トイレを借りにアピタ
まで行くと言っていた。２階のトイレは顔なじみだと通りやすいが、知らない人
だと通りにくいと言っていた。まして和式である。身障者用がない。

商店街であれば観光客にトイレをご自由にお入り下さいと言っているのはわかる
が、我々のような普通の家で貸して下さいとこられる。

ＪＲと市とバス会社の共同でトイレを作ればよいのではないか。清掃など管理を
どうするかということもある。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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）

城西

側溝

謹教

行仁

鶴城

道路

一箕

河東

日新

北会津

城北

行仁

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

西若松駅
前

トイレは地元の人のためではなく、観光客のためである。会津に来て綺麗だと感
じてもらいたいので地元で花を植えたりしている。

地元とか、観光客がというのではなく、町を綺麗にするという意味でやるのだか
ら、何でも市役所に頼む時代ではない。みんなに働きかけ動かないとなかなか進
まない県も動いてくれない。

葵高校の北側側溝を整備しグレーチングを掛けてほしい。市は、景観条例云々と
言っているが、石積み護岸を景観と言っているに過ぎない。賛否両論あるとして
いるのも事実認識が違っている。

今年２月に道路維持課に要望書を上げた。四季花さん前の側溝に蓋がかかってい
ない。そこは通学路である。そこの側溝は、老朽化していて、くずれていている
状態。U字溝を入れて有蓋化にしてほしいと要望。要望書は受け取ってもらった
が、進展も回答書もない。

小さなマンホールの上に土がたまって、グレーチングの下から草が生えている。
町内清掃の時にマンホールの下を掃除しようかと思っても上がらない。グレーチ
ングも上がらない。（掃除をすれば水が流れるのではないか）そのような掃除は
どうしているのか。

どんどんの所の側溝は水が流れている。途中高くなっているところがあり、水が
行ったり来たりしている。道路維持課に言っているが解決していない。

御薬園南側は側溝のふた掛けは終わったが、その先はまだである。中途半端の状
態である。

城前2区の地区内の側溝のふた掛けは半分くらいかかったが、まだ中途半端であ
る。

七日町の歩道は冬危険である。中町のレンガ道も問題ではないか。

除雪の前に道路の陥没や痛みを直しておいてほしい。

会津大学から下柳原までの道路要望が保留になっている。早急に建設すべきでは
ないか。

浅野のバス停から中学校までの区間に通学路としての歩道を設置してほしい。

私道を市に寄付すれば除雪してもらえるのか。その要件は何か。

渋川問屋の前のレンガどおりの補修のとき全面通行止めになり不便になる。今後
は半分で整備してほしい。また七日町の電柱地中化の工事が終わってからにして
ほしい。

合併のときの約束事は重要視していただきたい。東部幹線、会津大橋の歩道の設
置等、区長会でも毎回要望しているが進まない。本気で取り組んでほしい。合併
のときの約束は守ってほしい。

金川町地内の懸案事項であった只見線踏切から藤室街道沿いにある電柱移設の関
係、改善に向け進めてほしい。

アスファルトにした道路で石が崩れ砂利が出ている。穴が開く。春になると道路
脇に石がたくさんたまる。市内全所に見受けられる。石の回収は誰がするのか。

道路の石が崩れ、その石が側溝にたまる。剥がれた石が危ない。

消雪は国・県の歩道ではやっているが、市ではできていない。

計画の中で、今年はこの路線、次はどこの路線とあるように、何年後は地域の道
路になるというような期待感を持たせたものであればいいが、かじりかじりの取
り組みではやっている感が見えない。

雪の場合は３か月４か月だが、道路は年中である。道幅についても広ければ除雪
もうまくいくわけなので、都市計画の中にも議会のほうでも追及していってほし
い。
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分野 地区 意見・提言・要望・質問等

第13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

大戸

門田

都市計画

城西

神指

学校教育

城西

北会津

門田

学校施設

河東

行仁

門田

生涯学習

城西

城北

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

町北
高野

金川町からくる交差点は右折車線がないために、渋滞になる。（インター南部幹
線）おおまかな所はできなくても、細かな所は地権者と話すなど道路事情を話し
て道路の拡幅につなげないか。都市計画の中でできないか。

縦貫南道路の構想も伺うが早期の着工と完成に向けて対応してほしい。

通学路として使用している徳久街道（市道幹Ⅰ－22都市計画道路）の安全対策と
して歩道の確保ならびに道路拡幅を求めている。門田小学校と若松第五中学校の
危険箇所に指定されている。学校評議員会でも問題となっている。簡易的な歩道
確保工事はしているが抜本的な安全対策につながっていない。多くの通行人が利
用していることから、大事故が発生してからでは遅い。議会からも働きかけてほ
しい。

千石バイパス等を含め中央分離帯のある道路は、草刈りや植込み等の維持管理費
のコスト削減から中央分離帯は撤去すべきである。

昨年開発した住宅地は県で開発許可を出したもので市はノータッチ。道路も満足
にできていないのに許可が下りている。６ｍ道路というのがどこにあるのかわか
らない状態。区長として頭が痛い。

新たな住民を呼び込むためには市街化調整区域の解除が必要だ。

町北
高野

調整区域を市街化区域への見直しについては、条件がある中でも一部市街化区域
への見直しをしてほしい。

教
育
文
化
に
関
す
る
こ
と

学鳳高校に寮がほしい。

小学生の通学問題について、特に冬期間は大変だと思う。中学生にはスクールバ
スがある。小学生の通学についてどうにかならないか。

冬は農作業がないから子供を送っていけるから大丈夫とか、近所での送迎の協力
体制があるとお聞きして、地区内の相互扶助があることは良いことである。

若松第五中学校に対し特別支援学級の設置を要望している。市議会として応援し
ていただきたい。

河東中学校の建設は予定通りか。建設にあたっては、地元の声を聞いてやるべき
である。跡地利用についても同様である。

河東中学校を予定通り河東学園の中に建設することに反対である。学校前のバイ
パスが国道49号線に昇格の話がある。下り道でダンプなども止まれず、危険であ
る。

城北小学校の工事をしているが、鶴城小学校の次は行仁小学校が先かなと思った
が、今、城北小学校が工事をしている。

河東中学校建設予定地には、大熊の仮設住宅があるが、あそこが空かないと建て
替えはできないのではないか。

若松第五中学校のグラウンドの水はけが非常に悪く部活動に支障が生じている。
過去に何回か水はけを良くするための工事を行っているが効果が出ない。また、
改善策として暗渠排水の手法があるが、学校駐車場は狭く学校事業時はグラウン
ドを駐車場に使用するしかない状況にある。何とか改善をしていただきたい。

稽古堂を委託しているまちづくり会津が人件費を公開していないのはなぜか。

稽古堂の図書を利用しているが、本の返却について要望がある。昼間の返却ポス
トが利用できない。他の図書館は認めているところもある。昼間でも返却ポスト
を利用できるようにならないか。

提案したい。図書館と利用者が定期的に情報交換を行い、利用者の意見や要望を
取り入れた運営をすべきではないか。

稽古堂は貸館業のイメージがある。その払拭をどのように考えるのか、市民が出
かけたいとなるような企画をお願いしたい。
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第13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）

生涯学習 神指

教
育
文
化
に
関
す
る
こ
と

これまでの公民館活動と北公民館、町北集会所、中央公民館神指分館の歴史につ
いては、今年区長になったのでわからない。

名称が分館でも特別不都合はない。利用頻度は高い。区長会の要望として名称に
ついて分館をはずしてほしい。神指公民館としてもらいたく要望事項とした。
3年前から要望書を出しているが、なんら進展はない。
希望通りに通るとは思っていないが、長年出すことによって通していただければ
との考えである。

名前よりは、住民の利便性を考慮してもらいたい。そのための要望になっている
。住民票などが取れる市民センター化をお願いしたい。

・公民館事業、活動報告を写真で出している。
・送迎がないと分館に来られない世代がいる。
・サークル活動は、地域外からも参加している。

子どもは、4年生から部活動が始まるので、公民館には寄らない。バスで通学して
いるので、学校で待っている。子どもの利用できる図書館がない。
子どもは土、日はスポ少活動である。

こうざしっこクラブの活動は行っているが参加者が少ない。自分の子どもは参加
して楽しいといっている。毎年の内容が似かよっているために行かなくなる子ど
もがいる。分館で子どもの企画がない。こうざしっこクラブだけである。

予算との関係で、活動が限られている。

子どもの数が少ないため、企画と参加者数の問題、また内容によっては、分館が
手狭で使えないために学校で行うことになる。
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