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謹教
人口減少を考えると行政職員のスリム化をお願いした
い。

謹教
市役所の組織図に消防署が書いてない。広域だが、住民
に知らせるために入れてもよいのではないか。

公共施設 河東

スポーツ少年団の練習に改善センターを使用している。
４０数年無料で使用して活動を続けてきたが、この度使
用料がかかるようになった。スポ少など子育てや教育に
関する活動は無料にすべきだ。

調査して報告する。（事後処理報告書P93に記載)

交通 日新
レンガ通りのバス停の前にベンチが2つある。１つの背
もたれが壊れている。バスの椅子は誰の所有なのか。

報告書に記載する。（事後処理報告書P71に記載)

城西

財政調整基金の残高について。 財政調整基金は、平成15年の積立額が96,000円だった。
総務委員会はこのことを問題として取り上げ、決議や要
望的意見として決算剰余金を使い積み増すことを提言し
てきた。この結果、平成25年度決算ベースで27億7千万
円となった。そのため、降雪量の多い平成26年度は2月
臨時会で雪害対策事業費約5億6千万円の財源を、財政調
整基金から支出することができた。
さらに市の起債を償還する減債基金を積み立てるなど計
画的な財政運営を行っている。

城西

合併特例事業は遅れているのではないか。 合併特例事業についての進捗状況は約半分である。この
ことは多くの自治体の共通課題であり、その背景にある
のは財源である。地方交付税の算定替えが合併の11年目
から行われ、減額されることが予測され事業が進まなく
なる。そこで、多くの自治体が国に対して新市建設計画
の延長を要望し本市では、平成26年9月定例会の議決に
より新たに10年間延長した新市建設計画をつくった。こ
のことにより計画的に進めることになる。

分野

行政

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

財政

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教

議会の会派の報告書で市債残高報告があるが、平成26年
度末の残高が約419億円、平成27年度末の見込みの残高
が約418億円、1年間で市債の残高が１億円の減。平成26
年度、平成27年度の予算のあり方はこれでいいのか。

今年は異例である。通常、毎年10億円から5億円程減っ
ている。市債はお金がないから単純に借りるものではな
く、世代間での負担を公平にするために借りるものであ
り、ゼロが一番良いわけではない。

謹教

市役所の整備も必要ではないか。もう80年近くたち、い
つ壊れてもおかしくない。社会資本の整備を考えた際、
財政再建が必要である。

庁舎の問題については、新しい長期総合計画の中で明確
に位置付けされる。

税 日新
ふるさと納税について。平成25年度の実績を伺いたい。 報告書で回答する。（事後処理報告書P70に記載)

長期総合
計画

河東
会津若松市の今後の動態（人口や雇用や産業振興も含め
て）知りたいが資料はあるのか。

今お渡しできる資料はないが、第７次長期総合計画につ
いて委員会で検討に入る予定である。

門田
県立病院跡地の活用、しっかりやってもらいたい。

河東

第１分科会の報告は市民意見を踏まえたものか。自治基
本条例での最高規範性の考え方、また市民等の定義につ
いて聞きたい。

最高規範性についての考え方はあるが、あえて文語とし
て入れなかった。市民と市民等の定義については協議中
である。

河東

北会津と河東の地域づくり委員会があるが、３年になる
のに同じことをやっている。これからは目標を持って取
り組んでいかなければならない。河東の将来像、一般的
に地域づくりの到達点はどういうものなのか。

地域内分権という考え方で、議会がこうあるべきと示す
のではなく地域住民の話し合いの中で将来像を考えてい
きたい。

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

財政

まちづくり
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

北会津

自治基本条例を検討する市民会議は、7月に素案を市長
に提出する予定である。私は、市民会議が6月に市民と
の懇談会を行うために急ぎすぎではないかと感じる。内
容が簡単すぎてはいないか、行政主導で進みすぎではな
いかと考える。先進地調査が必要であると提言しても行
わなかった。大学教授の講演だけであった。失敗自治体
に学ぶべきではないか。最高規範をつくるのにふさわし
いのか疑問である。スケジュールありきで進んでいるの
ではないか、つくればよいのかと思ってしまう。進行状
況も含め議会としてはどのように思っているのか。

議会は第1分科会で自治基本条例の論点をまとめた。市
民会議については議員がそれぞれ傍聴し、会議録で進行
状況を認識している。議会は、市民会議の取り組みに対
して意見を言う立場にない。議会は分野別意見交換会を
通して市民会議の方々との意見交換を予定している。

北会津

市民、住民参加について。市民の参加の意欲についての
議論が大事である。誰も参加しなくても進んでしまう。
どのようにすれば参加してもらえるのか。お祭りだと参
加してくれるが。育てていくことが公の大事な仕事だと
考える。

議会としては大きなテーマである。今回は女性の参加も
あり良いと思っているが。市民参加についての意見があ
ればいただきたい。

北会津
地域づくり委員会は参加者が少ない。他人任せになって
いるのではないか。行政も他人任せ。

北会津

北海道の町で公共施設をつくる際に意見を募った。
8,000名の町、各家庭にポスターを張った。情報が広が
る。参加者が多く集まる。目に訴えることが重要。知ら
ないうちに決まっている。インターネットで流している
との回答でよいのか。会議の広報をしていただきたい。

北会津

地域審議会が連携会議に変わった。議会の考えを聞きた
い。

審議会がよくてなぜ連携会議ではだめなのか教えていた
だきたい。なお、連携会議がまだ開催されていないよう
だが、具体的に問題があればその都度教えていただきた
い。

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

まちづくり
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

北会津
連携会議は今年度からの設置で、まだ開催されていない
のでなんともいえない。

城西

観光について。西若松駅の公衆トイレについて、10年間
討論してきた。陳情に反対した理由を伺いたい。

総務委員会で審議をした。陳情者にお越しいただき話し
を伺い、閉会中の委員会では担当課の説明と現地調査を
行った。議会の審議では、西若松駅の状況は認識する、
一方で観光で来るお客さまにとって、七日町のトイレの
問題についても深刻である。また、駅周辺の賑わいづく
りの点からもさまざまな利用が多くなれば公衆トイレが
必要である。さらに、限られた財源からは優先順位と維
持管理費用についての考え方もある。最終的には賛成多
数で議決されたことにより議会の意志は陳情の願意は、
もっともであるとの判断に至ったものである。

謹教
地方創生について、今から議論すべきである。

大戸

溢水対策であるが、そもそも山が荒れている。そこから
考えるべきではないか。

市としても、さまざま取り組んでいるが、貴重な意見と
して伺う。総合治水計画の策定に当たって、議会でも議
論していきたい。

門田

県道の冠水が構造上改善できないでいる。門田堰中央土
地改良区の水門があり、これも影響しているのではない
か。

行仁

桧町の町内会でまとめた溢水対策の要望書２通を本年４
月に市長宛てに出した。１つ目は桧町4の45番地で排水
路があふれ、たびたび小屋の中に水が入る状況であるこ
とである。

地図により、溢水箇所ついて確認した。
要望に対する市建設部の対応の進捗状況を確認するとと
もに、議会としても現地調査し、事後報告することを回
答。
事後報告書は１ヶ月以内にこの会場に設置することを説
明。（事後処理報告書P63に記載)

いっ水

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

まちづくり
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

いっ水
町北・
高野

第４分科会からの報告で、市内雨水幹線の整備に対する
説明があったが、その雨水幹線は下水管と同じなのか。
また、雨水浸透マスの効果はあるのか。なお、浄化槽の
事業は良いと思う。

雨水幹線の整備は平成14年に施行した策定計画に基づき
行っている。本市の雨水幹線は下水道とは別に専用の管
を地中に埋設し湯川等に放出している。

大戸

東京電力の森林の賠償が始まった。市も広報紙に掲載し
ているのに市（農林課）はつなぐだけである。市として
の支援として十分な対応ではないのではないか。

市の役割は何か、市担当部局に伝える。

一箕

町内会加入について困っている。ごみステーションの管
理は町内会がやっているのに、町内会に入らない住民が
当然のようにゴミを出していく。ゴミ出しについて条例
化はできないのかと前区長が質問したが。その回答がま
だない。

条例は難しい。市は町内会の活動の手引き等を発行し、
町内会への加入の呼びかけも積極的に行っている。また
アパート等は管理者にお願いして家賃と一緒に町内会費
を集金してもらっている所もある。

一箕

アパート等を建てる時から町内会加入を義務付けすれば
良いが、そうでないアパートがあり町内会加入及び町内
会費納入について応じない住民がいる。貸主に頼んでも
断られた。滝沢地区でも20件位ある。アパートを建てる
場合10世帯以上のところはゴミステーションを設置して
もらいたい。

ご意見として伺う。

一箕

ゴミステーションについて。資源物は50世帯に1か所と
か、集合住宅は10世帯以上なら設置するとか聞くがどう
なっているのか。一人暮らしの高齢者はゴミ出しに行け
ない。支援センターや民生委員などと話はしているがな
かなか対策ができない。

ゴミステーションの配置の仕方、開発行為に伴うゴミス
テーションの設置について等、ご意見として伺い調査し
たい。（事後処理報告書P80に記載)

一箕
ゴミの分別についても詳しく説明すべきだ。 ご意見として伺う。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

環境

7



分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

一箕
うちの町内では出前講座でごみの分別の講座を受けたと
ころ、トラブルが起きなくなった。

ご意見として伺う。

一箕

郷之原に家の中にゴミをためこみゴミ屋敷と言われる住
民がいる。匂いがして困っている。整理してほしいと市
に申し出ているが一向に改善されない。

ご意見として伺う。

河東

公衆トイレについて。単年度で入札を行っている。単年
度契約は問題があると思う。せめて３年くらいは同じ業
者に委託をするなど検討していただきたい。

ご意見として伺う。

謹教
市の花のタチアオイが市役所の周辺や公園に咲いていな
い。

大戸
大戸でも地区によって降雪量が違う。地元からの連絡に
対応が不十分でないか。

貴重な意見として伺う。事実として市担当部局に伝え、
改善の検討を要請する。

大戸

各地区の降雪量について、ハード面でリアルに把握し、
即対応できるような整備を検討できないか。インター
ネット光未対応の地区であり、ハード面の整備が必要で
ある。

貴重な意見として伺う。市担当部局に伝えるとともに、
議会でも研究、議論していきたい。

門田

国道の除雪、車道の除雪により、歩道に雪を寄せるの
で、歩行者が通行不可になっている。その後の歩道の除
雪も幅の関係でできない状況。除雪と排雪を一体でやる
ような抜本的な除排雪の方法を県に要望すべきでない
か。

河東
除雪の補助金５万円になった。減額になって何もできな
い。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

環境

雪害対策
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

湊

今年は間口除雪をしてもらって助かった。今後高齢化が
進めば部落で除雪ができるのか心配だ。ボランティア等
の協力がますます必要である。

要望として受け止め、今後議会としても取り組んでい
く。

湊

除雪の基準はどうなっているのか。朝出勤に間に合わな
い。除雪の時間が遅い。除雪費が適正に使われているの
か。業者が基準に応じてやっているのか。オペレーター
の仕事量が多いのではないか。

道路維持課で除雪業務を担当しているが、除雪対策協力
会でオペレーターの指導もしている。本市の約1400キロ
の道路のうち約800キロを除雪対象としており、その日
のうちに全て除雪しているので、遅いところと早いとこ
ろが出てくる。基本的には幹線道路と通学路を優先し、
順番も決めている。除雪についてはいろいろなご意見が
あるが、徐々に変えていくのでご理解いただきたい。

湊

赤井地区から笹山地区の道路で毎年車での遭難者が出て
いる。除雪に向いていないのではと問題を感じるオペ
レーターがいる。道路パトロール等でフォローしてはい
ると思うが、それでも十分ではないので、オペレーター
の技術の向上、意識の高さが必要だ。

ご意見として伺う。

湊

除雪の時間が遅れるのは、オペレーターが路線を多く持
ちすぎていることが原因ではないか。どのように管理し
ているのか。

そうした原因もあるかとは思うが、本年27年度予算で、
GPSを使い除雪車がどこを走ってどのように除雪してい
るのかを把握し、効率的な回り方を研究することになっ
た。そうした面からも改善に向けて取り組んでいきた
い。

湊
防雪柵の不良品の問題 事後報告する。なお、建設委員会でも協議する。（事後

処理報告書P90に記載)

北会津

除雪が下手になってきている。結果の検証がされている
のか。議会としては行っているのか。真宮は、通勤前に
除雪が完了しないと仕事に支障をきたしている。求める
除雪に対応できない業者は選定しないなど行ってもらい
たい。除雪の訓練が行われているのか。下手な業者は排
除すべき。除雪の結果の評価について。

800キロ以上の路線を除雪している。苦情は市全体で聞
こえている。オペレーターについても業者を集めて指導
している。現実問題としてきれいになっていない。担当
課は指導するとの返事はいただいている。平成27年度実
施に向けての課題。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

雪害対策
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

北会津
苦情があったところは入札に参加させないなどの対応
を。玄関に落としていく、きれいに除雪していない。

除雪の重機が不足している。若い人を雇用してこなかっ
たためにオペレーターの育成ができていない。

謹教

除雪車運行管理システムを早期にしてもらい、効率的な
除雪をお願いしたい。

平成27年度に予算計上し、まずは公の除雪車の効率的な
運行管理を図る。
除雪は良くなったが、排雪については新たな予算がかか
るが市民の苦情に応えなくてはならない。除雪・排雪の
予算は、生活道路の確保、高齢者世帯の間口排雪に使っ
ている。

城北

除雪に対する問題。高齢者の間口除雪に対する支援を
やっていただきたい。

町内会のご協力で昨年211世帯の間口除雪がなされた。
スノーバスターズというボランティアの取り組みもある
が、町内会でお願いをしている。排雪については、市で
対応している。市内に高齢者のみ、高齢者世帯は多い。
有料ボランティアのしくみづくりを提言している。

城北

民生委員は公平な対応を要するため除雪はしない（直接
的には手を出さない）。必要な場合は除雪をフォローす
るようなボランティアや町内会にお願いするなど仲介的
な手続きをしている。

城北

社協においてボランティアが毎年行われており、自分の
地区では10人から15人の申請をしている。高齢者のみな
らず一人の家庭、身体の不自由な人が申請している。た
だ、除雪後の雪をどこに片づけていいのかわからない。
川に捨てると川があふれる。水の流れを考えた排雪につ
いて上流の地区とも協力しないと下に行けば行くほどあ
ふれる。
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北

町内でボランティアの募集をするが人がいない。やむな
く町内会役員がすることになる。民生委員でピックアッ
プした除雪困難世帯を、分担して間口除雪を行ってい
る。道路維持課との工事契約により行っているのでボラ
ンティアとは異なる。このように多少お金が入ってくる
ものでも担い手がいない。

城北

雪をどこに持っていくかが課題だが、人に迷惑をかけた
くないと思っている人も多い。排雪するところさえあれ
ば自分たちでできる。本人のやりたいという気持ちを損
なわないような施設を整備してもらいたい。本当に難し
い人はボランティアを利用しているが、自分たちででき
ることに対しては、本人も自分でやりたいと思ってい
る。

城北

間口除雪はブルが通った後にしているが、時間がバラバ
ラでわからない。

歩道、雪道をどうするか対策が追い付いていない。除雪
と同時に排雪が必要。市民からの希望どおりの排雪を市
内全域で行うためには膨大な費用を要する。限られた予
算の中で他の要望をあきらめても排雪に力を入れること
を良とするのか、そのあたりの市民の声がまだ定まって
いない。

城北

通学路とそれ以外で除排雪の対応を区別するべきと考え
る。

子どものほかにも交通弱者がおり、通学路だけでよいと
いうわけにもいかないのではないか。実際には、優先順
位はありつつも、市では生活に必要な道路の排雪を順次
行っているので、町内で排雪してほしいところがあれば
市への要望は出すべきではないか。

生
活
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北

除雪、間口排雪の問題、どこに片付けるかの問題があ
る。近くにためておき、高齢世代の人でも少しずつ町内
の排雪作業に取り組めるよう機械や軽トラックの安価な
貸出制度が有ればよい。若い人は日中仕事でいないの
で、我々70代が個人でやるしかない時代。70代の人が除
雪をやっているが、消火栓も出せない。有料の支援と言
われても誰もいない。中古車でもいいので貸し出し制度
があればよい。

ハンドロータリーの購入には補助制度がある。市は機
材・人材ともに全面的にすることはできない。

城北

東山温泉から側溝にお湯を流して行う流雪溝など長年か
かっても雪を捨てるところを整備する必要がある。

市内に6本の流雪溝がある。しかし使い方が悪く下流で
あふれてしまうため有効に使っていないのが現状。有効
な使い方を住民に徹底し側溝をつかって排雪するしくみ
づくりも必要。建設委員会で論議していきたい。

城北

流雪溝の整備と使い方についての取り決めについて、学
者の力も借りて30年など長い時間をかけてもするべき
だ。他人の力を借りることは難しい（いくら有料ボラン
ティアであっても）。先日も町内の２～３軒の都合で市
に苦情を言い業者を呼ぼうとする人がいた。説得したが
なかなか難しい。

町内会で話し合いをしてもらいたい。

城北

除雪について全市一斉の除雪の取り組みをしてはどう
か、春の一斉清掃があるように、冬の一斉雪片づけ日も
あってもいいと思う。(※意見交換会閉会後に寄せられ
たご意見）
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

鶴城

私道の除雪について、徒之町町内会では２路線が対象に
なり住民から感謝されている。今後、私道の除雪の条件
を緩和することはあるのか。具体的に町内にある路線
で、袋小路で総延長150m、50世帯、約70名が住んでい
る。障がい者や高齢者のデイケアサービス車、緊急車両
も入ってくる。公共性の高い道路とみなしている。方向
転換するスペースを提供してもよいとの地権者もいる。
今後条件の緩和をしてもらいたい。

私道の除雪は昨年度から新規事業として開始したばかり
である。これから改善をしていく点もある。例えば、緊
急車両も入り、方向転換スペース確保もあるのであれ
ば、今後条件緩和の糸口になる可能性もある。この私道
の除雪は始まったばかりの事業であり、政策討論会第４
分科会でも議論して引き続き政策提言をしていく。な
お、現地調査をして事後処理報告書で回答する。（事後
処理報告書P65に記載)

行仁

桧町の町内会でまとめた要望書の２つ目は冬季間の除雪
である。昨年度の除雪、特に間口除雪は民生委員の方々
とどうにか実行し、町内からも感謝する声があがった。
しかし、道路の除雪について、市直営で除雪する９メー
トル道路と、委託業者が除雪する４メートル道路の交差
部分がうまく除雪されない箇所があった。平成28年度か
らは、道路の幅で分担せず、委託業者なりへ作業統一し
てほしい。

地図により、交差点の除雪が問題となっている道路につ
いて確認した。
直営は９メートル、業者が６メートルを担当している。
除雪作業の連携がうまくいってないと思われる。担当課
へ連絡する

行仁

除排雪に関して、特に排雪に力を入れてほしい。また、
町内会のボランティアに対して社会福祉協議会からの謝
礼（報酬）が出ているが、雪が多く出動の多い年は低く
なり、がっかりする。町内会そのものが高齢者ばかりで
あるため、今後、行政に除雪センター的な除雪の対策本
部のような機関を冬季間だけ設けるべきと考える。季節
労働者と言ったらよいのか、冬季間仕事のない人に登録
してもらい、地域に10人ずつでも配置するなどして、そ
れを町内会も手伝うという形で協同で除雪に当たるよう
な形がよいのではないか。

建設委員会でも、除雪センター的なところを設けていく
べきでないかという論議をしている。実は排雪について
は、12月から3月までの間に市民からの依頼の電話が約
1,500件くらいあり、道路維持課でそれを受けていると
職員が動けない状態となってしまっている。そこで、除
雪センターにコールセンターのようなところも設けて、
やりとりができるようにするべきという議論もしてい
る。雪に関しては、緊急車両の通行の妨げとなるなどの
問題もある。年間通してそうした部署を作って、効率的
な除排雪のあり方を予算に照らし合わせて研究しながら
実施すべきではないか、と議論している。
また、現在、色々なボランティアがあるが、窓口が多数
あり、統括できていないため、窓口を一つにしていくべ
きではないか、という話もしている。ご意見をもとに議
会としても今後もさらに研究・議論していく。
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雪害対策 行仁

関連して、コミュニティセンターの前の道路は除雪した
雪が学校側に寄せられ、２メートルくらい車道が狭ま
る。コミセンにはこどもクラブがあり、夕方迎えのタク
シーや自家用車が集中する時間帯には危険な状態とな
る。また、消防団第３分団の出動も難しいような状態で
ある。そのため、道路維持課に連絡したところ、２日後
には排雪をしてくれた。大変ありがたく、感謝の電話を
した。

河東
合併前からの事業、例えば運動会・駅伝は継続してもら
いたい。

謹教
17世帯の町内会もあれば150世帯の町内会もある。防災
組織や予算などに問題がないのか。

一箕

2月の防災会議の時に災害が起きた時には要支援者の名
簿を配るが、事前には配布できないと説明された。しか
し、要支援者名簿ががなければ緊急時に支援できない。
個人情報の保護のためというが、６５歳以上の高齢者は
解るが身障者についてはほとんどわからない状態だ。名
簿がないと要支援者がどこにどのくらいいるのかが分か
らない。条例をつくればできる。

民生委員も困っている。しっかり調査して議会と当局で
相談できる仕組みをつくる。（事後処理報告書P79に記
載)

河東

ポンプ車の配置と移転の計画について。郡山集落と金道
集落のポンプ車の移転問題。郡山集落のポンプ車が廃止
されるのは地区として不安なので反対している。

消防本部からは将来的な方向が示されただけでまだ決定
したわけではない。屯所の移転も道路拡張の問題も県か
らはまだ何の説明もない。

河東

大震災から４年が経ったが、大熊町町民への対応はどう
なっているのか。市には国から補助が出ているのか。各
自治体への賠償金は進んでいるのか。

現在大熊町からの避難者は全市で２千人位になってい
る。大熊町町民からは水道料や給食費等の料金はいただ
いているが市税はいただいていない。除雪は大熊町が
行っている。各自治体への賠償の支払いは１割弱であ
る。
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

湊

空き家について。危険な家がある。調べたところ遠くに
いる身内が相続辞退している。トタンが剥がれ落ちて危
険である。

現地を調査して回答する。（事後処理報告書P88に記載)

謹教

地域防災計画について要支援者対応マニュアルがない。
自主防災組織を立ち上げろと言われるが、立ち上げるに
はお金がかかる。行政の財政支援が必要である。

防災計画については自助、共助の考え方から計画策定が
されている。地区に対しての財政支援はない現状であ
る。介護保険制度で地域密着型の予算配分が多くなって
いるため、地域の方に予算配分をしているので支援体制
も構築されるのではないかと考えている。

謹教

地区として自主防災の研修では何かしらの支援がある。
（旗や提灯などの意識付けのもの）「ここまでは市が取
り組むからやりませんか。」などの前向きな体制がな
い。高齢者宅のマップを作製しているが意識付けが大事
である。

市・国の役割は市民の生命と財産を守ることである。自
主防災についてどのようにしていくのか、そのために何
をしていくのか知りたい。具体的に分かれば対応ができ
る。支援の方法もでてくる。ケース毎に支援ができる。
（具体的行動につなげる）

謹教

具体的に必要なものの一覧表はあるが、地区で全部はで
きない。行政の方で、ここまではやるとの体制がほし
い。行政の対応がない。

各世帯、地域でしか分からない高齢世帯の状況がある。
介護保険事業については地域密着になるので、そういう
ところとリンクしていかないとボランティアだけでは成
り立たない。具体的な取り組み、公の制度の実効性が必
要である。

謹教
市の防災の備品の保管はしているのか。 あいづ総合体育館などの倉庫に保管している。

謹教
防災組織に町内会（20地区の地区会長）を入れてほし
い。町内会の連携は取れている。

消防団・町内会との連携は取れているか。
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教

湯川の土手の街灯については、前回の意見交換会の報告
書でも「町内会での設置対象区域なので町内会で設置し
てほしい」との回答だったが、その土地は町内会に所属
していない場所であり、後日、市のほうからも間違って
いたとの訂正があった。もう一度危機管理課に要請して
いただき設置をお願いしたい。

事後報告する。（事後処理報告書P69に記載)

神指

市から空き家の戸数、状況についての調査依頼があっ
た。アパート等は不動産屋が一番情報をもっているが、
区長への連絡がないために把握できない。市から不動産
に対して、町内会への情報提供について指導があるべ
き。現状では部屋番号もなければ表札もないため把握で
きない。

市は、貸家関係については宅建業者等にお願いするべき
と考えるので、班長から伝える。持ち家の空き家は地区
の方で把握できるかと思うが、アパートまでは区長が大
変かと思う。

神指

空き家に対する調査に関しては、知らないものは知らな
いということで回答してよいことを、区長会の集まりの
中で確認している。そこまで細かく回答する必要はなく
大まかに行ってよいものだ。そもそも市の文書があまり
に漠然としている。今のところは「空き家になっていて
危険があって困っていませんか」というような意味での
問い合わせと理解している。

全国的に空き家が増えており危険であるとの状況から法
律も整備された。まず実態把握をし、それに基づいて計
画なり条例なりを整備をしていくということになってお
り、今回お願いしているのはその前段階の調査である。
対策を練るための最初の一歩なので、できる範囲での協
力をお願いしたい。町内の方の力を借りてその基礎資料
になればと考える。

神指

空き家が増えてきて、犯罪・火災等危険であるため、行
政の方で空き家を取り壊す法整備がなされたと聞くが、
いつから施行されるのか。

ごく最近整備された。
（平成27年２月に一部施行、５月26日に全面施行され
た。※事後確認）

神指
強制執行の場合、費用はだれが払うのか。 所有者がいない場合は市が負担となる。
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

防災・安全 城北

空き家対策について。市の人口減少、周りは高齢者だけ
で、若い人のボランティアは成り立たない。

空き家対策については、本市では2地域居住対策をとっ
ている。退職後、横浜から会津に来られた人もいると聞
いている。

大戸
水道が布設できないことを理由のひとつとして、転居し
てしまった地区がある。どのように考えたらいいか。

班として現地を調査する。（事後処理報告書P85に記載)

湊

水の問題は検討してもらっていることは感謝している。
しかし、安全安心な水が今後安定的に供給してもらえる
か不安だ。沼上地区では水に濁りが出て現在は濾過機を
着けて使用している。もともと湊地区は地下水には恵ま
れていない。地下水に頼らないで本管から引くべきでは
ないか。地下水は十分でない地区がある。

湊地区水資源問題に係る検討委員会でも、本管から水を
引くことでしか完全な問題解決にはならないので、当初
地下水での対応はやるが、本管から引くということも含
めて２本立てで考えるというまとめだった。現在、水に
関しては文教厚生委員会、水道に関しては建設委員会の
所管である。ご指摘を真摯に受け止め議会としても今後
検討していく。

高齢福祉 東山

高齢者福祉施策をこれまで以上に推進していくためにも
総合福祉の窓口、拠点となる総合福祉センタ－を設置す
べきである。

貴重な意見として伺う。

社会福祉 大戸
民生費の増を抑えていく必要があるのではないのか。 議会としても議論しているが、貴重な意見として伺う。

一箕

少子化に対する対策を議員一人一人に考えてほしい。子
供が減って地域は沈没してしまうのではないかと心配し
ている。

ご意見として伺う。

城北

定年退職後の移住はあるだろうが、若い人が増えないと
仕方ない。町内の人は60、65歳以上となっている。そう
なると、町内の活動ができない。他の町内に吸収合併し
てもらった。

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

少子高齢化
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光 城西

鶴ヶ城周辺の整備について。高遠城を見てきた。お土産
店、お金を落としていただく取り組みに感銘した。本市
では賑わいが不足しているのではないか。旧陸上競技場
の桜を利用できないか。下町の観光について。今回は観
光について報告されていない。第3分科会の研究テーマ
となっていないと認識する。これまでの観光を行うの
か。下町には財政援助がされていない。まちづくり協議
会を結成した。新しい観光スポットを作り出すべきでは
ないか。

観光行政の調査研究は専門的に行っていない。予算・決
算審査の中で委員会が行っている。今回のテーマは、地
場産業の落ち込みをどのように活性化につなげるのかと
いうこと。今後の課題として観光行政について研究・検
討していきたい。

雇用 河東
水道事業・ごみ処理場など地元の人を雇用してほしい。

日新

プレミアム商品券のプレミアム分10％の根拠は。他自治
体は20％～30％のところがある。決定に至るまでの過程
は。低すぎるのではないか。消費税8％がかかるため実
質効果がないのではないか。経費と手間の問題、意味が
ないのではないか。福島県は5,000円もの宿泊補助がつ
く。

取り組みの説明、本市は、商品券と子どもたちに対する
図書券、地産地消の商品券と広い事業展開を行った。

謹教
食の陣の商品券について。購入した場所で使えないのは
おかしい。

農道 湊

市に対して平成22年に要望書を出したがなしのつぶて。
農道水路について回答がいまだない。５年間何をしてき
たのか疑問である。

調査して回答する。（事後処理報告書P86に記載)
なお、議会側に知らせる場合には行政当局への要望より
議会への陳情のほうがよい。

建
設
都
市
計
画

に
関
す
る
こ
と

運動公園 行仁

グラウンド・ゴルフをプレーしているが、以前は東部公
園で行っていたが仮設住宅が建設されて使用できなく
なった。現在は蟹川橋の緑地でプレーしている。多くの
高齢者の方が健康づくりのためプレーしている。今後の
場所として、旧陸上競技場を使用できないか。高齢者に
とって利用しやすい場所である。施設の解放は可能か。

市役所の花と緑の課と公園緑地協会に確認して、事後報
告書に掲載報告する。（事後処理報告書P64に記載)

産
業
経
済
に
関
す
る
こ
と 地域経済
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河東

空き家について。公営住宅についても空き家が多くあ
る。市営住宅の建て替えについてはどうなっているの
か。

空き家については、市のほうで調査を進めている。城前
の市営住宅の建て替えが進行中。第１棟目完成して引っ
越しが始まっている。全部建て替えるのに２０年かかる
予定である。

城西
住宅問題、城前団地の改築について。 城前団地の第１棟は整備している。今年の９月目標に完

成となる。今後計画があるので順次建設される。

河東
水道が漏水場合の減免制度があるが３回までは減免申請
できるが４回目からはできない。（宅内の漏水の場合）

減免率・回数について調査して回答する。（事後処理報
告書P92に記載)

行仁

水道・下水道料金はなぜ２か月に一回の検針で料金請求
するのか。他の公共料金と同じ毎月検針で毎月請求でき
ないか。そのほうが生活パターンに合っている。また、
降雪の季節は、推定計算して料金請求されるので改善し
てほしい。また、漏水防止からメーターを上に設置する
よう改善してほしい。

市内で漏水による推定計算で多額の料金を請求されたと
いう問題は相当数あるので市とそのような案件が過去に
どれくらいあるのかを確認する。メーターについては、
これまでは安全性を重視して地中に埋める流れであった
が、本市は雪の多いところなので･･･（回答中に次のご
意見が出された）（事後処理報告書P63に記載)

行仁

漏水のことだけを言いたいのではなく、問題は料金であ
る。やはり毎月、確かなところで清算してもらいたい。

現在、検針・徴収は民間へ委託している。コストの削減
等も含めて２か月に１回の徴収となっているとは思われ
るが、引き落とし等の手法もあるので、毎月の徴収が検
討できないものか建設委員会のほうで掘り下げる。

側溝 神指
消雪道路と排水溝について、涙橋のところのカーブで排
水管が詰まっているため流れない。

現場確認する。市から県に連絡する。（事後処理報告書
P76に記載)

大戸
市道の舗装率や地区の普及率は分かるか。 市全体の１級から４級までの舗装率を説明。地区として

必要性を市に要望すべきでないか。

大戸
平成26年度に市道の舗装について文書で要望書を出し
た。

今後の推移を見ながら、さらに大戸地区全体で優先度を
含め重点要望の検討も必要と考える。

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

公営住宅

水道

道路
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

東山
砂防ダムがつくられる大龍寺周辺はとても自然環境のい
いところである。遊歩道整備など検討してほしい。

貴重な意見として伺う。

門田
前回の事後処理報告書の「市道幹Ⅰ－２２号線」の改善
を進めてもらいたい。

河東
下柳原の道路の改良についてどうなっているのか。 県と協議中である。

河東
十文字の拡幅についてどうなっているのか。 平成２７年度中には、金堀重機のところまでは開通する

計画である。

河東
道路の補修を市の職員がやっているのはおかしい。施工
した業者がやるべきだ。

河東
除雪で舗装道路に大きな穴が開いて危険だ。早く直して
ほしい。

湊

最近交通量が増えて、国道２９４号線は大型車が通ると
地震かと思うほど家が揺れる。バイパスを建設するか、
舗装のやり直しなど必要だ。スピードを出して走行する
ので危険である。

県に伝えて対応をお願いする。

湊

原地区から東田面地区へ向かう道路に大穴が開いていて
危険なので早急に対応してほしい。道路そのものが震災
の影響もあってかひび割れ劣化している。

ご意見として伺う　※部分的に舗装し直し、穴は埋めて
ある。

湊
経沢・高坂地区の道路の状況は。 調査して回答する。（事後処理報告書P89に記載)

建
設
都
市
計
画
に
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る
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と

道路
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城西

道路の件。本市は観光都市である。道路の修理、修繕を
行うべきである。もてなしを行うのであれば道路整備を
すべきである。冬の歩道は、歩けない状況である。

道路の維持管理については市民要望に応えられていな
い。土木予算は約51億円で住民の意向に沿った事業は実
施できていない。優先順位を決めて行うしかない状況で
あり、危険箇所を修繕するだけで手一杯の状況であると
の答弁である。しかし、執行機関は早急に行う認識は
持っている。議会としてはそれを理解するしかない。

謹教

社会資本の整備が必要である。市内の道路が傷んでい
る。

道路の舗装問題については年次計画によって、全面を
削って直すことになっている。（埋め立てはもたない）
現場状況を見ながら取り組んでいる。建設委員会で年次
計画で取り組むよう提言している。

謹教

4年前、道路の穴に自転車で入り、車道に倒れ車にはね
られる事故にあった。現場はまだそのままである。（税
務署、社会福祉協議会前の道路）穴の修復が雑である。
穴がふさがっていないし、その程度の修復しかしないの
か。（陥没等によって危険である）

道路維持課に要請する。
現地調査し、事後報告する。（事後処理報告書P68に記
載)

謹教

市では道路の異常に対して一般市民の声を吸い上げるも
のを持っているのか。

道路維持課に電話をし異常を知らせてほしい。
町内会の人が区長に言って、区長を通じて道路維持課に
言ってもらい、緊急的な応急措置をしてもらうというの
が主流になっている。（雪のために凍って穴が開いた場
所などの場合）

謹教

道路補修について優先順位があると思うが。 砂利道の舗装については優先順位や町内会の要望という
ことになると思う。町内の意見を町内会長を通して言う
と、行政としても対応をスムーズにできるのではないか
と思う。

神指

道路の穴があるが、そこだけ埋めても凸凹になりだめで
ある。2度手間、3度手間をかけている。無駄なことはし
ないで、しっかりやってほしい。

他地区でも同様のご意見をいただいている。道路維持課
にも連絡済みである。

建
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

神指

舗装された市道の隣の砂利道が凸凹である。砂利敷きや
舗装を地区で要望した場合は有料なのか。

当該箇所は畑に行く砂利道であり、農道かと思われる。
その場合には区長を通じて農林課に要望してほしい。他
地区でも、砂利の現物支給で対応している。また、凸凹
の場合ある程度の幅員があればグレーダー対応となるこ
ともある。

神指

五月町ができるときに、雨水をためる調整池が湯川のそ
ばに作られ、落下防止のために周囲はフェンスが張られ
ている。３年ほど前、冬季に湯川に排雪する際、ブルで
押されたのかフェンスが傾き、修繕について五月町の区
長に相談したところ市に要望しているとのことであっ
た。しかし、翌年の冬さらに押されてフェンスが倒れ、
破損した。子どもたちがフェンスに上がって遊んだり釣
りをしたりしている。その都度注意は促しているが危険
である。どこで直すのか。業者なのか市なのかはっきり
しない。町内の道路の穴を埋めてもらっているので、併
せて道路維持課に要望したら話は聞いてくれたが、また
今年、道路の悪いところと併せてお願いしようと思って
いる。事故が起きてからでは遅いのではないか。何年も
経っているので早急にお願いしたい。

通常、請負業者が壊した場合には請負業者が直し、市の
直営で壊した場合には市で直す。
担当職員を含めて現場確認する。（事後処理報告書P76
に記載)

都市計画 大戸
南縦貫道のルート。ただ引くのではなく、地域の観光や
産業が生かされるような議論をすべき。

貴重な意見として伺う。

教
育
文
化
に

関
す
る
こ
と

学校教育 湊

中学校でサポートティーチャーをしているが後任が見つ
からなくて困っている。湊に来てくれる人がいない。市
内から来てもらうか、何人かで交代するような体制がと
れればよいと思う。

調査して回答する。
全体的にサポートティーチャーをどのように養成してい
るかなどを調査して回答する。（事後処理報告書P87に
記載)
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分野

○　市政全般（テーマ以外）について

項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城西

生涯学習の推進について、地域の教育力の醸成、公民館
で生涯学習事業を推進するとしているが、公民館がある
地区とない地区がある。公民館がない地区の生涯学習の
考え方は。コミセンを充実して公民館機能を付加すべき
である。コミセンの老朽化と修繕についてのあり方は。

公民館未設置地区の課題がある。各コミセンと公民館の
設置については根拠法が違う。コミセンでも社会教育活
動を行っているところがある。老朽化については、地区
から上がってくる優先順位と行政側での優先順位に違い
がある。危険な箇所を優先的に直してほしいとの申し入
れもしている。

城西

公民館の問題、西地区にはない。公民館の設置は住民の
要望によって行われるものなのか、行政の意向で行われ
るのか。城西地区は歴史のある地域であるが、文化的な
ものから取り残されているのでないか。

大戸
お宮が壊れた。修理するのに補助はないか。 宗教施設は地元での修理となる。

日新

県、市に困りごとの相談をした。時間が来たのでお引き
取り下さいとの扱いに不満である。太陽光発電設置4キ
ロワットの契約、330万円15年ローン、他の人は230万円
であった。業者に問い合わせたところ、計算違いであっ
たとの答え。契約先が倒産し、私は3年間支払を止め
た。その後裁判になり都合が悪いと法律が出てくる。低
所得者が市内には多くいる。年収200万円台が多い。

思いは十分伝わりました。

教
育
文
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生涯学習
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○これまでの行仁地区での意見交換会の中で出された、今回の
テーマ「複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える」に
関連するご意見を紹介
・コミュニティセンター（コミセン）が避難場所になっていない
ので、行仁小学校建て替え時にコミセン機能を持たせてはどうか
・実際に地区を回り、現場を確認した現実的なハザードマップが
必要ではないか
・すずらん寮を撤去し、コミセンの駐車場として利用したい
・コミセンを学校敷地内に建てられないか、コミセンの敷地を学
校駐車場に利用できないか
・高齢者の足の問題（数百メートルの距離でも移動難しい）
・自由学区地域は子どもたちや親の交流が弱く、町内がまとまり
にくい。また、別の小学校に通う子どもが地域の行事に参加しに
くい。

○地域の町内会別高齢化率、小学校・中学校の入学予定者数の推
移について説明。

○複合施設と地域コミュニティーに関連した行仁地区の取り組み
についてぜひ伺いたい。

市として最初のコミセンである。年々利用者も多くなっていた。
懸案であった駐車場整備も進んだ。一方、防災センターとして位
置付けされているが、避難所指定場所とはなっていないのはなぜ
か疑問を持っている。備蓄品として創設時には毛布やヘルメッ
ト、ホース等、鍋釜類、緊急医療用品、乾パン等が備えられてい
たが、古くなり廃棄されたり、３・１１の震災時に持ち出された
りした。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【行仁地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【行仁地区】

行仁小学校の建替え推進協議会の中で、小学校建替え時に総合的
な施設をとの話も出たが、もともと小学校敷地は狭小で校庭も十
分確保できるかというところで、コミセンも子どもクラブも併設
すると窮屈になる。現状では第３分団も一方通行の場所にあるの
で出動しにくく、有事にかけつけた団員の自家用車も路駐するし
かない状況。こどもクラブくらいは学校敷地に併設が望ましいと
思うが、コミセンと第３分団とそれらの駐車場については、すず
らん寮の敷地の活用も含めて、充実したものにしてほしい。今後
の地区の課題であり、議会でも検討し、よい手立てがあれば助言
いただきたいと考える。

狭い敷地における学校建設については、文教厚生委員会でも議論
している。プールも校舎の上に置くとか、地下に設置し温水プー
ルにするとかさまざまな研究をしている。行仁小学校としての結
論を出したわけではないが、ご意見は次期議会に申し送りし、
しっかり検討していく。

学校を作るには、基本構想、基本設計、実施設計がある。行仁小
学校はその基本構想まで至ってない段階。それをまとめる上で、
地区の皆さんで話し合い、ご意見を早期にまとめることが大事で
ある。推進協議会の中で積極的に意見を出して議論していただき
たい。

教育委員会の懇談会では、かなり希望的なお話を伺っている。河
東中や鶴城小と比べ、建替え時期が遅れた分より良い学校を作り
たいと市長からの要望もあると伺った。実際、プールや体育館が
狭いと子どもたちが自由に活動ができない。地区として、体育館
に多目的なスペースもほしい。高齢者の運動場や集会場及びシャ
ワー室を併設し、全天候型の体育館としてほしい。市民や地域に
とっての利活用、汎用性について意を用いてほしい。

参考までに、コミセンだよりをお配りする。地域の核としてのコ
ミセンをどういうふうにしていくかということで。４月１日から
ようやくコミセンに合計20台ほど駐車可能な駐車場ができた。あ
りがとうございました。一年間運用してその後、舗装する予定で
ある。

この駐車場問題は、数年来の議会と市民の皆さんとの意見交換会
の中で、すずらん寮を解体して駐車場にしてほしいと何度となく
出てきた要望でした。駐車場ができてよかったです。

５年越しです。ありがとうございました。
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○鶴城地区のテーマ「県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地
域づくり」について、現状について説明する。
・県立病院跡地については平成27年２月23日付で県病院局から本
市へ①売却処分を検討中である②公用公共性の利用観点より市の
利用計画及び取得希望の調査を実施する③平成27年度以降解体予
定である旨の照会があった。
・市は３月24日付で、病院敷地・医師公舎敷地（病院北側）は県
営武道館の建設用地を含め公的な利活用について検討してほしい
旨を回答。
・直接の関係はないが、日本たばこ産業（株）ＪＴ会津営業所か
ら、鶴城小学校西側の同営業所が平成27年３月末で廃止され、今
後解体撤去し土地の売却処分を行いたいとの情報提供があり、市
の考えを聞きたいとの照会があった。市は本年９月末までに回答
予定である。なお、ＪＴ駐車場は本市職員共助会が賃貸契約を結
んでいる。
・城前団地の整備については、鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想、
建設計画に基づき現在整備が始まっている。城前団地は平成23年
から42年までの合計20年間全13期による計画がスタートし、現在
は第１期計画の進行中。つばくろ公園南側に２階建て公営住宅を
28戸整備中である。
○本日は、テーマに関して、県営武道館として整備してほしいと
いう市の回答について、また、これからの城前団地の整備のあり
方についても皆様からご意見を伺いたい。

小田垣商店街は、北側が長屋敷となっている。商売をやっていな
い、シャッターが閉まっている店舗もある。取り壊しもできない
状況である。景観、美観上の観点から何とかならないか。市で斡
旋事業のようなものはないか。シャッター街というよりは廃屋の
ような状態である。城前団地の景観・美観とともにあわせて考え
ていただける機会はないかと思っている。

空き家条例が全国的に作られてきた。取り壊すことではなく利活
用できないか。市もひとつの空き家対策事業として、中合デパー
トが撤退した後、まちなかテナントミックス事業等をしてきた。
本年度、市内の空家を把握する予算がついた。市で空き家条例を
つくることについて検討もなされる。市に対し、いただいたご意
見に、空き家対策事業を市全域に拡大できないか盛り込んで伝え
る。いろいろな商店街で空き家に関して同様の悩みがあるため、
この問題に柔軟に対応できるような空き家条例を要望していく。
（事後処理報告書P66に記載)

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】

昭和30年前後からある竹田病院側から道路拡幅の都市計画道路の
計画はまだあるのか。あるとすると、当商店街の北側はすべてか
かってしまう。

都市計画道路藤室鍛治屋敷線は、国道118号線から西側の竹田病院
への方向が拡幅対象路線。小田垣商店街のあたりは歩道の段差を
解消したり、自転車専用レーンを作るといった、そういう整備対
象路線となっている。

20年前に市の要請で1.5m位セットバックする形で建築許可を得て
いる。それは何の拡幅に入っているのか。

歩道の拡幅であり、車道の拡幅ではない。
小田垣商店街は景観条例の適用箇所ではない。条例を適用するに
は鶴城地区住民の一定数の同意がないとだめである。これからの
鶴城地区のまちづくりの視点として区長さん同士でも景観指定な
ども含め議論していただきたい。議会も情報提供や、間に入って
のヒヤリングを行っていきたいと考えている。

會津風雅堂のある場所はもともと、市営住宅と大きな公園があっ
た。その公園でたくさんの子どもたちが遊んでいた。しかし、會
津風雅堂ができてから、子どもたちの遊ぶところがなくなった。
風雅堂で遊ぶと職員に注意される、学校でも遊ばないよう注意す
る、という状況。また、旧陸上競技場が多目的広場となったが、
トイレ、ベンチ、日陰がなく公園とは呼べない。また、トラック
の土で靴や、ボール遊びのボールに赤い色がついてしまう。つば
くろ公園に行ってもゲートボールをやっているので遊ぶなと言わ
れてしまい、あいづ総合運動公園へ行けと言われても子ども達が
移動するには遠い。中学生は高速バスで郡山まで遊びに行ってい
るような状況。市は観光政策にばかり力を入れないで、子どもた
ちの遊び場等も政策として考えていくべきでないか。

旧陸上競技場は何故赤くなるのか。ボール遊びもできない。芝生
も滑ってしまう。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】

冬期間の子ども達の遊び場が少ない。これから何十年もかけて市
営住宅が建て替わるが、そこに住む家族、子どもたちが遊ぶ場所
がない。旧陸上競技場の使い方を工夫し、シンボル的な遊び場、
また、１年間通して遊べるような全天候型の遊び場を作っていく
べきでないか。

学校は、子どもたちが店等に溜まっている姿を見ると注意の矛先
になってしまう。県立病院の跡地利用も含め議会も議論してい
く。旧陸上競技場の多目的広場については、観光の繁忙期は、駐
車場となるため遊び場にはならない。しっかり地区の皆さんの声
を伺い次の議会につなげていきたい。

花見ヶ丘の子どもの森は、以前は小さな子どもたちのスキーなど
の遊び場となっていた。５年前NPOが主導し桜の木50本が植えられ
てしまった。その後、地区として問題であるとして移植を要望
し、平面の20本は移殖が完了したが、斜面に植えられた30本はそ
のままの状態である。スキーもできない状況で、子どもの施設か
ら大人の宴会場になってしまった。５年が経過しているので伐採
の対象になってしまう。市としても考えていただきたい。自然の
中で遊ぶということが大事と考える。

現地確認して、状況を事後処理報告で回答する。（事後処理報告
書P67に記載)

観光客が、會津風雅堂に駐車してお城に行く際に、会津は観光に
力を入れているが、子どもに対する考えは最低であるとおしゃっ
ていた。観光ばかり力を入れて、未来の子ども達の遊び場を減ら
している。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】

県立病院跡地の利活用はどのように考えているのか。県立武道館
を建てると伺ったが、果たして必要なのか。県立武道館を何のた
めに作るのか。世界大会とか全国大会とかを開催したいのかと思
うが、使うとしても年１回あるかないかではないか。箱物ばかり
作らず、子どもたちの遊び場を作るなどして活用すべきでない
か。

全国47都道府県の中で県立武道館を持たない県が１県だけある。
それが福島県である。武道館を作ったからといって世界大会を誘
致できるかというと難しい。全国大会は誘致できる。武道館の最
も大きな機能、役割というのは、年間を通していかに指導者を育
てるかということである。他県の状況をみると、毎週大会が開か
れるような状況は現実的にある。年１回しか利用しないというこ
とはない。武道は何種類もある。

そういった競技は、鶴ケ城体育館や総合運動公園などの主要な体
育館で事足りるのではないか。

優先順位として、もっと福島県に必要な施設、または有効活用が
あるのではないかということは一考の余地がある。しかし、現状
把握していただきたいのは、現在、武道をもう一度子育ての中に
生かそうということで、平成24年から中学校の体育の授業にも取
り入れてきた。いま日本全体が昔失った古き日本のしつけ、伝統
文化をやりはじめたが、その殿堂を持たないのが福島県だけに
なってしまったという現状も一方で考える必要もあるのではない
か。

確かにそれを考える必要はあるであろうが、県立病院の跡地とい
う場所のよいところに武道館を持ってくることが必要なのか。既
に道路も混んできていて、鶴ヶ城の近いところに作るなら他の場
所のほうが良いのではないか。

○県立病院の跡地に武道館はいらないのではないかというご意見
ですが、他にもご意見はありますか。

反対というわけではないが、武道館を建てて敷地は足りるのか。 敷地面積は2万3千㎡。鶴城小学校より大きい土地面積。武道館の
建設は、数年前から商工会議所から県立武道館誘致の要望書が上
がっている。現段階でアイデアがあるのが商工会議所からの武道
館である。但し、武道館を建てると決まった訳ではない。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】

北側は売却を考えていると伺うが、南側の看護学校側は別途扱い
と伺っているが、どうなのか。売却対象でないとすればその理由
は。

南側は売却の対象になっていない。県の方で計画が立っていない
と伺っている。県の方で使うということのようだ。
正確に言えば、今回、県ではなく、独立した行政機関である病院
局からの打診である。現段階で、市で買いませんかと、それも一
ケ月以内に返答してほしいという打診は、それ自体が本来考えら
れない打診方法である。市は現段階で全く意見集約をしていない
ため、市としては、今のところその計画はありませんという返答
をせざるを得ない。そういう中で今回、病院局から打診があった
ということである。県立病院跡地の活用については、今後、色々
な可能性を秘めているものであると思う。本市の中で有効活用し
ていくためには、今後、意見集約しておかなければ、そういう打
診があった場合にすぐに乗ることができない。鶴城地区を中心と
して意見集約が必要であることも含めて、本日のテーマとしたと
ころである。

跡地のあたりには、合同庁舎、市役所等を持っていったらどうか
という話も聞いたことがあるが、どうなのか。県立病院職員公舎
も一般の人に貸し出しすべきでは。

職員公舎や院長の公舎も売却の対象と伺う。県で貸し出すという
ことでなく、南側以外の４ケ所が売却対象。そこを市で買いませ
んか、という打診である。

できれば、商店街を含め少しでも活性化できるようにしてもらえ
ればありがたい。

県立武道館は建てると決まったのか。 決まっていない。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鶴城地区】

演劇活動をやっている。市内には風雅堂、稽古堂、文化センター
もあるが、文化施設は中途半端な大きさである。演劇関連等含め
200人から300人程度が集まれる施設がない。風雅堂や稽古堂建設
の際にも要望はしたが、大きなものに使うということで中途半端
なものが出来上がってしまった。使い勝手が悪すぎる。市民が何
度も何度も声を上げても、市には聞いてもらえず、結局中途半端
なものしか出来上がらないことに憤りを覚える。子どもたちの遊
び場も含め、県立病院跡地のみの狭いところだけで考えずに、す
ばらしい景観を生かして鶴城地区全体として考えてほしい。武道
館というのも大事なことかとは思うが、もう少し広がりを持って
考えてほしい。
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※　議会報告、市政全般に対する意見が多く、地区別テーマでの
　意見交換は行われませんでした。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　高齢化による地域内の支えあいについて考える【謹教地区】
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○住民の移動手段、コミュニティバスについて、ご意見をいただ
きたい。

報告書にある通りである。１日３便、１回５・６名の利用があ
る。最初想定したよりはるかに利用が多く、良好な状態。町内外
からも利用をいただいている。

バスを運営していくには、市の援助、議会の協力が必要である。
私たちは地元の人たちとのつながりの部分は一生懸命やるが、そ
れ以外については専門的な知識が必要になる。協力をお願いした
い。

このさわやか号は、以前に一度失敗しており、乗るという前提
だったが乗らない人が多く空バスが走っていたが、今回は町内で
協力し、また近隣の人たちも乗るようになった。冬季間は乗る人
が多いが、道路がよくなるこれからの時期が問題。時間について
は朝の便を９時に早めてほしい、午後３時か４時に便がほしいな
ど、要望が出ている。また、月曜から木曜の運行であるが、金・
土・日にも運行してほしいとの要望も出ている。月１回の定例
会、役員は月２回の集まりを設定し、さまざまな要望があるが、
まだ運行して半年なので様子を見ることとし、今後の課題として
要望事項をまとめている。乗ったことのない方向けの試乗会も計
画している。

○このようなコミュニティバスが走っていることについて、地元
での周知の状況はどうか。

町内を回って周知し、皆知っている。

○バスは何人乗りか。

14人乗り。そのだいたい半分は平均的に乗っている。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　住民の移動手段コミュニティバスについて考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【城北地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　住民の移動手段コミュニティバスについて考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【城北地区】

○冬季間は大丈夫か。

大丈夫である。冬のほうが忙しいくらい。ただ、道が狭いので、
大きなバスは走れない。

いろいろな課題があった。駐車スペースがないところには駐車で
きないとか、停留所の設置も反対されたところが結構あった。準
備段階からいろいろあった。

コミュニテイバスについて町中は取り組みがされたが、湊地区に
対してもバス運行ができ交通手段の確保ができるとよい。
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○　「雨水と側溝の事例から」の予定でしたが「除雪・排雪の課
題、問題」に切り替えてよろしいでしょうか。
それでは、日新地区における除雪・排雪の良い事例、課題、問題
の事例について教えていただきたい。

平成26年度の除雪対策について、雪が多かったがきちんと対応さ
れていた。私道路の除雪はありがたい。日新小学校付近の歩道を
含めた排雪をしていただきたい。

日新小学校前の雪は、側溝の水路の水量を確保すれば雪を捨てる
ことができるのでないか。

日新小学校前もそうだが、南北に流れる側溝の水量が確保されな
いので難しい。

コープの北側一方通行道路の除雪と排雪が例年以上にきれいにな
り、安全確保がなされて子どもたちの安全が確保できた。

田中ハイツから五月町団地までの除雪。子どもたちの集団登校の
場所の確保と縁石を壊さないためのポールの設置をお願いし、来
てくれたが大きな重機のため道路に入ることができなかった。結
果として毎年、縁石が壊れ修繕が必要となる。ポールは昨年要望
したが実現されない。子どもたちの安全確保のためなので実行し
ていただきたい。

○　もう少し詳しく教えていただきたい。

平成26年は、担当課と協議したが理解してもらえなかったと思い
ます。子どもたちの集団登校の集まる場所なのできちんとポール
を立てる対応をしていただきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「雨水と側溝の事例から」の予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしたが「除雪・排雪の課題、問題」に切り替えました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日新地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「雨水と側溝の事例から」の予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしたが「除雪・排雪の課題、問題」に切り替えました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日新地区】

○　現地と担当課を調査する。（事後処理報告書P72に記載)

車道は除雪するが（旧国民金融公庫付近）歩道は2名がハンドロー
タリーで個人が除雪している。町内会や行政の補助のことを話し
たらボランティアで行っているのでいらないといわれた。

日新小学校前と通学路の除雪・排雪を要望したい。

私道路の除雪の問題は、複数の所有になっている場合である。全
員の同意が必要であるが一人が市外に住んでいるために同意して
いただけない。何とかならないか。

今回の私道の除雪を他のところでも断る方がいてできない事例が
ある。

○　他の町内での事例があれば教えていただきたい。

戸ノ口堰が管理していたときは南北に水量を確保していた時代が
あった。現在は砂利が堆積して利用できない。

国道252号は水で融雪している。七日町駅付近から南北に住宅地か
ら丸隆工業前までの水路は融雪の水が流れ込むことで水量が確保
され雪を捨てることが可能となる。そのため少しずつ雪を流すこ
とができ、道を確保できている。

現地調査する。（事後処理報告書P74に記載)

同じ町内で東側の側溝は、掃除ができなかった結果、土砂等が堆
積して利用できない。同じ町内会で2つのケースが出ている。その
ため町内会では、担当課から道具を借りるなどして2、3年で堆積
した土砂等を取り除きたいと考えている。

現地調査する。（事後処理報告書P74に記載)
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「雨水と側溝の事例から」の予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしたが「除雪・排雪の課題、問題」に切り替えました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日新地区】

○　城西地区の日吉町町内会は、狭隘な道路、雪捨て場がないな
ど大変苦労されてきた。平成26年度は、町内会が地権者と話しを
して雪捨て場として土地を借りることができた。その結果、雪捨
て場が確保され、除雪がきれいにでき、排雪も定期的に行われる
など改善されてきた良い事例がある。日新地区での取り組みを教
えていただきたい。

五月町は排雪の場所を3箇所確保している。そのため除雪はスムー
ズである。

流雪溝があるが反対の側溝は雨水だけの利用になっている。新雪
のときは業者に頼んで流雪溝側に押してもらうことにより雪を流
すことを行っている。そのため前段に業者に話しをしている。こ
の取り組みの結果、道路がきれいになっている。

車道は水で融雪されているが、空き店舗2、3箇所のところの雪が
問題になっている。そのため住民が除雪を行っている。

七日町通りは、電線の地中化で消雪方法が変わる。

私の地区では、70歳の方が80歳の方の除雪を行っている。

○　さまざまな取り組みを教えていただきありがとうございまし
た。
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○　これまで出されてきた意見、要望
第7回 平成23年11月「市で雪捨て場の確保ができないか要望す
る」
第9回 平成24年11月「高齢者の住む私道の除雪が困難である。町
内会の予算で行ってもらえない」「私の町内ではボランティアを
組織して対応している」
第11回 平成25年11月「除排雪後の修繕についての問題と民地を
借りて雪を集めたあとのごみと石を取り除く問題」
第12回　平成26年5月「高齢者宅の除雪」
第13回 平成26年11月「私道の除雪と高齢者宅の除雪」「業者と
の事前打ち合わせと雪寄せ場の要望の整理」などの意見が出され
てきた。
前回の第2班からの引継ぎ事項で日吉町内会の取り組みの経過につ
いて報告があった。「町内は狭隘な道のため除雪、排雪に苦労し
てきた」「平成26年度は、除雪期間の前に町内会が空き地の地権
者の好意により雪を集めることを理解していただいた。その後、
担当課と業者、町内会が協議したことで、除雪、排雪がスムーズ
に行われた」とのことだった。
城西地区の取り組み、よい事例、課題、問題の事例を教えていた
だきたい。

今年は、除雪ボランティアを5名で行ってきた。このことができた
要因は、5時に業者が除雪作業を行うことにより出勤前に間口除雪
ができた。これが7、8時の除雪では活動できなかった。

また、課題としては、雪がザケた時の対応についてである。業者
は市の出動要請がないとできないため、通行に支障がある。地域
によって条件が違うため柔軟な対応ができるように要望する。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「除排雪の事例から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【城西地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「除排雪の事例から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【城西地区】

ここ数年で業者とオペレーター担当者が変わるため除排雪がス
ムーズに行かないこと。そのため住民の苦情が直接担当課にいく
ために職員はその対応が大変で終わってしまう。そうならないた
めには、除雪の時期を迎える前の準備が大事である。しかし、地
域や町内会単位での業者の配置、数の問題、重機と人の体制づく
りができていないのではないかと感じている。さらに、業者が年
度中に変わってしまう事例もある。

除雪と排雪の業者が違うことでの問題が発生、塀などの修繕の問
題が発生、さまざまな基準がばらばらである。

雪捨て場のない地区、国道と市道・県道と市道の交差する場所
は、それぞれ県と市の業者が行うので問題が発生する。一つの事
例だが、国道・県道・市道の交差する歩道に雪をかさ上げする。
しかし、責任の所在が不明確なのか排雪が遅れる。きちんと排雪
していただきたい。

○　高齢者が困っている具体的事例を教えていただきたい。

高齢者宅の屋根の雪は、問題、課題であると考えるが、最終的に
は個人の問題となっている。

住吉町の市営住宅は、高齢者が多く75歳以上が約170名住んでい
る。問題は除雪の業者が縦割りで行われていることだ。市道は道
路維持課、市営住宅は建築課が行う。市道は除雪されていても市
営住宅敷地内は、朝、建築課が依頼した業者が除雪していないた
めデイサービスの業者の車が入れず駐車もできない。その理由
は、住宅地内を除雪する業者が別の市営住宅の除雪を終了し住吉
町に来るころには午後になっているためである。除雪は同じタイ
ミングで行ってもらいたい。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「除排雪の事例から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【城西地区】

民生委員と地域包括支援センターでボランティアについて話し合
いが持たれた。近隣のまとまりがないところには、ボランティア
が行きたがらない。理由は、ボランティアがその苦情の対象に
なってしまうからである。また、65歳以上の方がボランティアを
しているのが現状である。これは、市全体で取り組む課題であ
る。お金を使わない取り組みの強化、縦割りを横割り行政にして
いただきたい。

○　地域や町内具体的課題、問題について特に高齢者について
は、もう少し掘り下げていくことが求められていると感じた。さ
らに事例についてこれからも教えていただきたい。
また、よい事例は、日吉町内会の取り組みだけでなく、他の町
内、地域で行われていることがわかった。
議会としてさらに取り組んでいきたい。
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○テーマである「少子高齢化対策と地域活性化について」当日配
布資料をもとに説明する。
（地域の現状）
町北町･･･８つの町内会により構成
　　　　　人口3,125人、1,242世帯、高齢者830人
　　　　　高齢化率26.56％
神指町･･･11の町内会により構成
　　　　　人口1,304人、392世帯、高齢者414人
　　　　　高齢化率31.7％
○やはり問題となっているのは少子化、高齢化であると考える。
永和小、神指小の入学者は平成27年度はそれぞれ24名、15名、来
年度からの入学予定者は横ばいだが平成31年度から若干の減であ
る。高齢化については除雪の問題がある。ひとり暮らしや高齢者
のみの世帯も増えているため、付随して買い物とゴミ出しも問題
となっていくかと思う。
この後の意見交換会の中で皆さんのご意見をいただきたい。

高野は純農村地帯である。道路の整備が必要不可欠である。除雪
する上でも、砂利道と舗装道では違ってくる。

　

会津縦貫北道路が今年開通する。交通量の増加とスピード超過が
目立つ。警察にも取り締まり強化をお願いした。マナー向上が必
要である。

　

町北町では、金川町から国道49号線沿いヨークベニマルへ向かう
道路の拡張を訴えてきた。要望書も出した経過にある。議会とし
ても後押ししていただきたい。

　

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　少子高齢化対策と地域活性化について【町北・高野地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　少子高齢化対策と地域活性化について【町北・高野地区】

平成29年に第７次長期総合計画が策定され、議会でも議論されて
いると伺っている。第６次での高野・町北地区は第一義的に優良
農地としての位置づけがあると思うが、高野・町北町の住人とし
ては、インターチェンジやアピオ周辺の活性化を期待する声が多
い。本市の顔としてのポテンシャルを秘めた地域であると考える
が、今後も優良農地ということでよいのか。高野・町北地区の第
７次での位置づけに関する議会の考えを伺いたい。

第７次長期総合計画は、平成29年から開始される。平成27、28年
の２年間で策定作業に入るため、この２年間が今後10年間のまち
づくりの基本的な方向性を定める重要な時期である。第６次長期
総合計画の中では、地域別計画として、地域ごとの基本的なまち
づくりの方向性を定めたが、現段階で第７次も同じような書き方
をするのかは未定である。いずれにしても、地域ごとの基本的な
方向性についてまで、議会が深く係わって当局に方針を示すのは
難しいものと考える。議会としては、２年間の策定作業に、多く
の市民の方に参加していただけるような仕組みづくりに力点を置
いた提案をしていくべきものと考える。全体的な財政のこと、基
本的な産業振興の方向性などには、議会として関われるだけ関
わっていきたい思いであるが、この地区が抱えている問題につい
ては、この地区の方が策定委員会に参加してどんどん意見を発し
ていくことが最も近道であり、最も重要なことであると考える。
また、計画の中には財政計画も付けるべきであるとの意見を総務
委員会としてまとめている。この件に関しては当局側からは現実
的に難しく意味がないという意見があり、決着点は見つかってい
ない。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　少子高齢化対策と地域活性化について【町北・高野地区】

総合計画の審議会はどのように開始されるのか。それは、合併後
の北会津や河東で議論した地域審議会のようなものなのか。町
北・高野でも立ち上げるのか。

総合計画審議会は条例で定めており、長期総合計画を作るときに
は審議会に最終的にかけなければならないことになっている。そ
の前段として市民会議をつくり、市民会議の中で原案をもんでか
ら審議会にかけるという手順を踏むこととなる。いずれも市民の
方による審議会である。合併した北会津・河東がつくってきた地
域審議会とは性格が異なる。自治体内分権に近い役割を担うのは
地域審議会。しかしこれは合併に伴って一定の枠内でやってきた
ものであって、例えば町北・高野地区でも現在は地域のことを地
域で決められない仕組みになっている。一定の範囲で、一定の予
算、一定の決定権をもって、地域内のことを地域で決めれる仕組
みを導入すべきであるというのが、第１分科会で議論している都
市内分権の仕組みの確立である。これは地方自治の仕組みの中で
は画期的なことである。市長が変わろうが、時代が変わろうが、
これから長く続けていく仕組みとして条例にどのように規定して
いくか。議論していく段階である。

前回の意見交換会の報告書の最後のページに、平成17年２月の答
弁内容の抜粋、「凍結を解除し・・・」とあるが、拠点都市構想
の件なのか、駅西開発の件なのか。それは凍結したままなのか、
それともなくなったのか。

事後報告する。（事後処理報告書P75に記載)

企画調整課でまちづくりを議論する中で、市の協議に区長会から
参加させていただいている。現在、都市内分権の部長として会を
まとめているが私自身理解が十分ではない。今日の話し合いで少
し具体的な理解が進んだ。地域のことは地域で決めてやる。そう
なると当然予算が必要であり、予算順位の問題が出てくる。話し
合いの中では、それを誰がどうまとめていくか、条例化するとし
てもどうまとめるのか、というところで議論が戻ってしまう形と
なった。こうした予算の問題があるので、都市内分権でやるとす
れば、あれもこれもではなく町北・高野地区として優先事項を
絞っていくことが必要であると感じた。我々区長もさらに勉強し
頑張っていく。今日はありがとうございました。なお、答弁を求
めているわけではなく、所感である。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　少子高齢化対策と地域活性化について【町北・高野地区】

○１時間半にわたり、活発なご意見ありがとうございました。ま
た今日随分と鍛えられたと実感している。この町北・高野地区は
東を見ればそこまで都市化してきており、西を見れば農村風景が
広がっている、本市でも独特の特色を持つ地域であると本日この
公民館へ来て改めて感じた。今まさに平成29年から10年間の計画
を作る事業がスタートしたところであるため、本日出た意見をど
んどん計画に盛り込んでいただけるよう、積極的な参加をお願い
したい。７月以降、議会が変わるが、この市民との意見交換会
は、議会の中心という位置づけを変えることなく続けていくの
で、今後ともよろしくお願いします。
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○公民館を拠点とした地域づくりということで、今までの流れと
異なる陳情・要望を出されているのか。

要望は例年通り、継続して同じである。公民館の中で住民票が取
れる機能などがほしい。

前回の区長会のときには「分館を取れないのであればコミセンに
してほしい」と言っていた。「とにかく早く対応できる方でよ
い」と。市の方に話したら、コミセン化は他地区からも要請があ
り、調整中との回答だった。

昨年も、そういう内容の回答できている。

何とかならないかとこちらもやっているが、前の区長会のときに
は、コミセンでもよいという話になったのだが。

ここの畳もズタズタだが、予算がないからできない。もう穴が空
いてしまう。

予算がないは言い訳にならない。ここの畳も、全部の公民館の予
算を集めて畳替えした経過がある。

公民館と市民センターの違いは、まず、公民館は職員が必要だが
市民センターはいらない。公民館は社会教育を行うところであ
り、社会教育主事を置いて公民館長を置き、そこから情報を発信
し、文化活動を担う形になる。人件費がその分かかる。公民館に
するにはそこも考えていく必要がある。「早くできるなら安いも
のでいい」という話ではなく、神指地区の文化発信の拠点を作っ
ていくというならば、公民館機能を持たせなければ仕方ないので
はないか。

議会でそう言うのであればやってほしい。何も私が言っているわ
けではない。それなら協力してほしい。

地域がちゃんとまとまった形をとってもらうのが一番である。
「公民館と、支所機能をつくってください」と。安ければいいと
いう話ではない。

そんなことを言っているわけではない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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を考える【神指地区】
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○前の班からの申し送りとして門田地区では高齢化の問題が取り
上げられていたのでテーマとして設定させていただいた。ご意見
をお願いします。

「老人福祉センター」の休日のあり方について疑問である。在宅
福祉の充実の観点からも社会福祉協議会の運営の改善を進めても
らいたい。

貴重な意見として伺う。

住居表示が長すぎて、しかも位置も特定できない。高齢者にやさ
しい住居表示に早く変更してほしい。

貴重な意見として伺う。

一人暮らし高齢者など、地域の情報が共有できない。何とかなら
ないか。

東山地区では民生委員への情報提供をしている。地域福祉計画で
ＧＰＳ機能による一人暮らしの方の地図による位置把握などにも
取り組んでいる。

家族調書を区長へ提出しているが、介護の必要な方の把握に役立
ててはどうか。

貴重な意見として伺う。

市営住宅２００世帯。空き部屋になると高齢者一人暮らしの方が
入るケースが多い。若い方が入居しないと町内のコミュニティが
成り立たなくなる。

政策討論会第４分科会でも議論して提言してきたテーマでもあ
り、引き続き議論していきたい。

私の町名は「笊籬田（ざるた）」で読める人はいない。朝、交通
指導をやってきたが、対馬館は町名変更になった。日吉小金井で
なく小金井町とすべきである。

貴重な意見として伺う。

門田と城西、四中と六中、若松第２包括支援センターと第３包括
支援センター、自立支援ネットワークボランティアと包括支援セ
ンターとの関係がバラバラである。

貴重な意見として伺う。

本日は貴重なご意見をありがとうございました。出された意見を
もとに議会としても課題解決に取り組んでいきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　高齢化に伴う諸問題について【門田地区】
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○慶山地区については、県から土砂災害警戒区域等に指定があ
り、東山地区においては自主防災組織を立ち上げて取り組んでお
られる。議会でもこの地域は水害対策と危機管理の必要性が高い
地区ととらえている。ついては、このテーマで皆様と意見交換を
行いたい。
　砂防ダム関係の県の対応としては、砂防ダム２つの建設を予定
しており、平成25・26年度に調査を行っている。平成28年度には
資材運搬のための工事用道路の建設、平成29年度には砂防ダム本
格工事が予定されている。
　貯水設備関係の市の対応としては、昭和55年建設の貯水タンク
（2,500ｔ）の耐震性調査費用として、平成27年度予算に590万４
千円の設計業務委託料を計上している。
　皆さんから東山地区の水害対策等についてご意見等を伺いた
い。

飯盛山通りから砂防ダムの工事現場に至る道路の出入り口付近で
の交通安全への配慮が必要である。また、砂防ダム下流部分の沢
の補強もするかどうか心配である。

県による地元への説明会が今後開催されていくと思うので、自主
防災組織として確認される必要があると考える。なお、現場を確
認する。（事後処理報告書P77に記載)

砂防ダム、沢の補強が必要である。大山祇神社のところにある側
溝脇の用水路が大雨をのみ込めなくて、道路が川になる。

貯水タンクの上に砂防ダムを作るというが、下流の沢の補強が必
要ではないか。現在は、単なる沢になっている。下流の沢の補強
はどうなっているのか聞きたい。

県による事前の説明会があると思うのでその際に確認願いたい。

砂防ダムの工事予定について確認したい。 Ｈ２８年に工事用道路建設、Ｈ３１年にダム完成予定である。

同じ沢の下流には市の貯水槽が設置されている。豪雨災害時に
は、貯水槽自体が流出する危険があるのではないか。

現場を確認する。（事後処理報告書P77に記載)

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　水害対策の必要性と危機管理について【東山地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　水害対策の必要性と危機管理について【東山地区】

定例会で議員から質問があったが、当局の答弁に不明な点もあっ
た。重点要望事項を市長に出しているが、全て戸ノ口堰に責任を
転嫁しているように思える。
大雨が戸ノ口堰に全て入り、それがのみ込めないでいる。支流か
ら来る水を流す新たな雨水幹線の整備も必要でないか。

貴重な意見として伺う。

工事用の仮設道路ではなく、雨水の流れも配慮した、その後の市
民生活に対応できるような道路の整備が必要でないか。

県による工事説明会において要望してはどうか。

砂防ダムができれば、全て解決ではない。大雨による避難指示は
誰がどのように出し、どのように伝達されるのか。県か市か。セ
ンサーなどの設置も必要でないか。

歩けない人、目の見えない人の対応をどうするのか。タンカなど
必要な資材は誰が準備するのか。センサーについて、土砂崩れの
前兆（臭い・地鳴り等）を段階的に詳しく分析している専門家が
いる。専門的な知見を聞くべきである。

貴重な意見として伺う。

町内の人と現地調査をした。砂防ダムはプール２杯分の水を一時
的に貯めるもの。その間に逃げる。しかし、それが溢れた場合、
大変である。やはり、溢れることを想定した雨水幹線をもう一
本、つくるべきである。

砂防ダムの管理は？天寧の上のダム水が貯まっている。ダムの目
的は。

貯まった土砂はどうするのか。 土砂のしゅんせつ（＝泥さらい）をする。

飯盛山からの戸ノ口堰沿い、山の神神社の上の林道、大雨の際、
土砂が全て流入している。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　水害対策の必要性と危機管理について【東山地区】

愛宕山公園の浸透枡が詰まって機能していない。 現地調査する。（事後処理報告書P78に記載)

慶山は固い岩盤の上に土が堆積しできている地層で、雪解けの水
が至るところから溢れ出している。排水溝をつくってほしい。

砂防ダムが平成３１年度完成予定との話があった。できるだけ早
く完成させてほしい。復興予算は使えないのか。

民生費が増える一方、抑える方策を研究してほしい。命と安全を
守るための予算を最優先に考えてほしい。

慶山の放送設備、聞こえないところがある。災害時に役に立たな
いのでは困る。新しいスピーカーがほしい。

防災カルテに要支援対応が記載されているが、老人世帯等のデー
タ、個人情報を町内会に配れないか。

避難場所の東山小は警戒区域内に入っている。どうするのか。

福祉避難場所の場所もわからない。

自主防災組織と市や消防など連絡調整の総合プロデュースを市に
つくってもらいたい。

最新の住宅地図を自主防災組織に貸し出していただきたい。

過去の災害のデータがほしい。

貴重な意見・要望として伺う。

８月８日の道路冠水。治水工事が必要でないか。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　水害対策の必要性と危機管理について【東山地区】

東千石の水路で直角すぎて流れの悪いところがある。流れを良く
するため角を取ってほしい。図面資料を持参したので、このとお
りに戸ノ口堰水路の路線変更を要望したい。

担当部局に図面を渡して伝える。

千石郵便局前の雨水幹線整備は終了したが、地区内の既存の側溝
整備も進めていくべきでないか。

現地調査をする。（事後処理報告書P78に記載)

湯川のつり橋の管理者はだれか。 市での管理と思われる。

東山ダムが決壊したらどうするのか。決壊も想定した避難マッ
プ、通報のシステムをつくるべきである。

貴重な意見として伺う。

砂防ダムが決壊した時の影響を想定してあるのか。

○最後になりますが、意見のある方はお願いします。

四年前の新潟・福島大豪雨の時、一日半で６００ミリ降った時、
新潟の現地にいた。人知を超えるものであった。まず、雨量の予
測に力を入れるべきである。地点を細部に測れる雨量計を設置す
べきである。

貴重な意見として伺う。

大変貴重なご意見をありがとうございました。
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除雪・排雪のあり方について、気がついたことがありましたらご
意見をお願いします。

通学・通勤時間までに除雪せずに、住民が除雪した後に来て空歩
きしていくのはおかしい。郷之原の東側の道路業者によく注意し
てもらいたい。除雪の時間が遅い。

調査して報告する。（事後処理報告書P81に記載)

消火栓の管理はどこがやっているのか。雪が降るとどこにあるの
か分からなくなってしまう。

本来は広域消防本部が管理している。地元消防団でやっている地
区もある。

今年の大雪で、厳島神社の洞門の木が倒れて観光客にも危険な状
況になった。伐採には100万円かかると言われた。市のほうに要望
書を出したら花と緑の課が切ってくれた。現在、右側の杉がかな
り傷んでいる。

調査して報告する。（事後処理報告書P82に記載)

国道は除雪が良いが市道はだめだ。国道管理事務所に連絡したら
やってくれた。

除雪費が国と市では全く違う。建設委員会で除雪について検討・
研究していく。

前回の意見交換会で「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」という要望を出したが、
回答がない。縁石との段差をなくすためにコンクリートで固めて
しまっている所があり、通常の除雪機や小型ローダーは入れな
い。

調査して報告する。（事後処理報告書P83に記載)

自転車道路と通学路を朝早くロータリーで除雪しているが、その
後除雪車が来て入り口をふさいでしまう。酷い時は１メートルく
らい積もっている。家屋で屋根に滑り止めを付けていない所の雪
が落ちて１メートルくらい積もってしまう。居合南のほうの町内
はちょっと高めなのだが、真ん中のところに排雪の雪を押してく
る。押し切って下まで埋めてしまう。行政のほうから除雪業者に
指導してほしい。

調査して報告する。（事後処理報告書P84に記載)

積雪の予報で対策をしていないのか。 担当職員が自宅でも積雪予報が解るシステムになっている。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　除雪・排雪のあり方について【一箕地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　除雪・排雪のあり方について【一箕地区】

除雪の時間帯について。朝７時ころ終わってるところもあるが、
ぜんぜん終わってないところもある。除雪の時間を平均化してや
れるようにできないのか。

市内800キロメートルの除雪がある。大事な問題なのでしっかりと
考えさせていただきたい。

除雪した後の確認は市でしているのか。 パトロール車が回っている。

歩道の除雪、自転車道路の除排雪について。一箕地区はボラン
ティアでやっているみたいだが、そういうところの除雪の計画は
どうなっているのか。除雪してもらえるのか、地区住民がやらな
くてはならないのか。

歩道の除雪にいては本市は残念ながら進んでいない。ご意見とし
て伺い、検討していく。

交差点の排雪がされず雪の山になっていて見通しの悪い場所があ
り危険である。除雪排雪はセットでやってほしい。

排雪チームをつくり対応しているが間に合っていないところであ
る。

除雪の予算は毎年ある程度予測がつくわけだから当初予算で組め
ないのか。

1億8千万～6億円まで予算措置している。昨年度は大雪もあり９億
円くらいかかった。雪が降らなくても除雪費はかかるものであ
り、その予測は難しい。

除雪ボランティアが除雪してくれるので助かった。

町内に高齢の母親と障がい者の息子の２人暮らしの世帯がある。
介護タクシーが進入するために今年は延７０人、延４８回、除雪
ボランティア10名が毎朝除雪の支援をし、大変喜んでいただい
た。自立支援法では雪国の除排雪支援はない。国がだめなら市が
何とかすべきである。

ご意見として伺う。

渡部歯科クリニックからオートバックスまでの通りの除雪が悪
い。

ご意見として伺う。

バス停の周りは特に良く除雪してほしい。 ご意見として伺う。

33路線の私道の除雪を実施したというが、一箕地区はどうなって
いるのか。どういう要件でやるのか。

公道と公道をつなぐ道路で公共性があるものを認めている。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　除雪・排雪のあり方について【一箕地区】

隣の町内に除雪が来て、自分の町内に一度も除雪が来ないと区長
に苦情が来る。除雪の区域の見直しをもう少し幅広く捉えて、上
のほうが終わったら下のほうを手伝うなどの検討をお願いした
い。

除排雪で苦情があり対応した所は、重点的にパトロールで現状を
確認し、区長とも良く連絡を取りあって良い解決策を考えていた
だきたい。

排雪場所を探してほしいと業者から言われ、花と緑の課と話をし
たがなかなか難しい。

緑地について雪捨て場に使用したいというご提案ですね。

流雪溝の整備が必要である。米沢市の例を見た。除雪費にかける
より流したほうが良い。

ご意見として伺う。

雪が降るときれいに雪かきをしている。毎回雪がない状態にして
いるが、排雪でくると、そこに山に置いていってしまう。なんと
かならないか。

54



○前の班からの引継ぎの中で、大戸地区については人口の減少と
それに伴う子育て支援についてテーマとさせていただいた。この
テーマで皆様と意見交換をさせていただきたい。ご意見があれば
お願いします。

学校統合の基準はあるのか。今年、大戸小の新入学児童は12名
だった。

学校は子どもたちの学びの場であると同時に、地域の拠点でもあ
る。統合までには地域の合意を得るまで相当の時間がかかると思
う。

若い人も住んでいたいが、何かが足りないと思う。

子育て中の共働きの親にとって、一番大事なことは、子どもクラ
ブ、児童館があることである。アンケートもあったが「ニーズが
少ないから設置しないのではなく、設置していないからニーズが
ない」という事実を認識してもらいたい。大戸報徳保育園では小
学校３年まで午後６時まで対応してくれるが、小学校４年生以上
や午後７時までの対応はできない実態にある。

貴重な意見として受け止め、当局にも伝え、議会でも議論してい
く。

大戸地区への企業誘致はできないのか。人口や若い人が増えない
原因である。

大戸地区が不便な点を言うと、買い物が不便である点もあげられ
る。

大戸地区、やはりネットの光も含め基盤整備が十分でないことも
ある。

空き家もある。やり方次第でないか。

このような地元を知っている方による「まちづくり委員会」を設
置していくことが望ましいのではないか。地域内分権というテー
マで議会でも議論している。

○　地区別テーマでの意見交換について　→　人口減少問題と子育て支援について【大戸地区】

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　→　人口減少問題と子育て支援について【大戸地区】

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

農業・林業・自営業で自立できれば、生活はできる。大戸地区、
今は薬屋も魚屋もない。水戸市の児童保育に対する行政支援は素
晴らしい。充実している。そのような施策の検討も必要でない
か。

貴重な意見として伺う。

空き家対策はどうなっているか。 市は今年度、実態調査に乗り出した。新法も含め、国の動きも注
視したい。

小中学校の統合が困難との話だが、理由を聞きたい。父兄として
は、子どもの教育や保護者負担の観点から統合は、本当に少人数
になる前にやった方がいいと思う。

そのような議論含め、学校ばかりでなく地域全体の合意が前提と
考える。小数となっても複式学級が子どもの教育上悪いとばかり
は言えないのではないか。

人口を増やすため核家族が家を建てられる補助金という案はどう
か。

会津坂下町など小さな自治体ほど保育料を安くするなどの対応を
実施している。

貴重な意見として伺う。

間伐は森林組合にとってはためになっても、森林所有者のために
なっていない。国策が悪い。

大戸に少人数の会社であっても地元に企業誘致は必要である。ま
た、子育ての環境を改善することが重要。補助制度の実現をして
ほしい。

貴重な意見として伺う。

まちづくり委員会の具体的な取り組み方法を聞きたい。 昭和の大合併後、発展した地域、衰退していった地域がある。市
役所本庁や支所内にはそれぞれの地域地域の振興策を考える部署
が無い。このため昭和の大合併の反省も含め、北会津地区、河東
地区では、「まちづくり委員会」を立ち上げ地域の課題や解決策
について議論してもらっている。大戸地区でも、是非「まちづく
り委員会」を設置していくことが望ましいのではないか。
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○「原小学校の廃校を利用したまちづくり」ということについ
て、皆さん方のご意見をいただきたい。

原小学校の教室も講堂も残っているので、壊さないで何とか利用
できないか市にお願いしている。やりたいことはいろいろある。
原地区としては、いらない部分は市で壊していただいて、利用し
たい部分だけ無償で貸してもらいたい。今動いている中では、県
から上限１千万円の補助金をいただき、地元で750万円、市で750
万円を負担し2500万円の予算を見積もっている。でも解体費を見
たら、750万円をそちらに使った方がよいのではないかと思える。
県からの１千万円と地元の750万円で何とかする方法を考えてい
る。農家レストラン等の利用を考えている。地区としては6次化で
今すぐ使いたい。

お話を聞いて一番問題となっている部分は、「必要な部分だけ貸
して、残りは市が解体してほしい」という要望だが、それができ
ない、というところだと思う。できない理由が分からないため、
調査して回答する。（事後処理報告書P91に記載)

取り壊すのを待ってほしいという陳情には一応毎年賛同いただい
ていると伺っているが。

今の行政は改善計画を作って、こういうことで実施するので支援
してくれと交渉しないと動かない。農家レストランであれば保健
所の許可も必要であり、そのへんもきちんとしないといけない。
廃校活用の先進事例研究も必要である。

色々なところを見てきた。研究は散々している。しかし、本市行
政は協力的ではない。要するに、「あなたたちが有効利用してく
れるのであれば使ってください」というのが第一段階ではない
か。いつになったら使えるのか分からない状態でもう３年も経っ
ている。計画書を作れと言っても･･･。

地元でやってほしいとは言っても、行政のサポートが必要ではな
いか。行政の力も借りて、協働で行うことが必要ではないか。

窓口は農政課で、話はできているが、教育委員会が「うん」と言
わない。

行政の縦割りの弊害。これからは、６次化もそうだが、担当とし
て横のつながりが重要。その点も含めて担当課に話をしてみる。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　原小学校の廃校を利用したまちづくり【湊地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　原小学校の廃校を利用したまちづくり【湊地区】

農家レストランの売り上げや儲けを予想するだいたいの計画書を
作ったがスタート時のこちらの考えが行政にうまく伝わっていな
いのではないか。年々老朽化が進んで除雪にも、市民が通るにも
支障をきたすような状態なので市としては早く取り壊したいので
はないか。しかし、施設を建てるところからやれば億かかるもの
を１千万円で改造して使えるのであれば市民にも行政にも負担が
かからなくて済むと考えているのだが。

税金からお金を出す以上、行政は５年間なりの改善計画を作っ
て、５年後にはこのように経営を健全化します、資金を増やしま
すので支援してくれと交渉しないと動かない。あとで農政課とも
話してはみるが、そういうことだと思う。

湊地区地域活性化協議会が設立された。湊地区の活性化に向け
て、原小学校だけでなく他の廃校も含めて湊地区全体として考え
るべきだと思う。

湊には以前４つの小学校があった。旧共和小学校については特別
養護老人ホームになった。旧双潟小学校については自転車で崎川
浜に行ける最高のロケーションである。旧赤井小学校は草ぼうぼ
うで草刈業務にお金がかかっている。公共施設にするよりも、大
学の合宿所、企業の研修施設などを誘致する等、市有地を民間活
用で有効利用すべき。

湊地区活性化協議会もできたので、ぜひ協議会からも行政へ提案
していただきたい。組織からの提案は議員からの提案より重い。
行政を主導するくらいの勢いでお願いできたらと思う。

大変お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。湊地
区は訪れるたび良くなっていると感じる。議会としてもサポート
していきたい。本当にありがとうございました。
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1、これまで出されてきた意見、要望
第7回 平成23年11月・高齢化が進む中で公共交通をもっと便利に
してほしい
第9回 平成24年11月・高齢者の生きがいづくりとバス利用につい
ての要望
第13回 平成26年11月・コミュニティバス「ピカリン号」の利便
性・乗継・路線の変更について
○ 北会津地区で運行しているピカリン号についてどのような課
題、問題が出されてきたのか伺いたい。

バスサポート委員会を年3回開催している。8年間参加しているが
同じことの繰り返しで進展しない。誰を対象とするバスなのか。
観光客の誘致のためにボンネットバスを導入した。巡回バスは、
高齢者、交通弱者を対象にするべき。全集落を回ることを求めた
い。高齢者に利用していただく。バスは乗り心地がよくない。高
齢者に優しくない。バスを変えることができないのであれば丁寧
な運転が必要である。リピーターが増えない。

問題を整理すべき。利用客が増えれば便数が増えるのか。ピカリ
ン号は何なのか。東京から来た方はピカリン号と吹雪を絶賛して
いた。バスには毎日1回乗車する。会津若松の旧市内に自転車を置
いてそこから自転車で目的地に移動している。乗継時間の問題を
解決してもらいたい。西若松駅は外にベンチがない、30分すごせ
る待合場所があれば利用しやすい。乗継をするためのつなぎの施
設があればよい。

○　高齢者の具体的な声を聞かしてほしい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「コミュニティバスの事例から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【北会津地区】
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　地域要望の問題解決に向けて「コミュニティバスの事例から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【北会津地区】

路線バスが通っていてもあまり意味がない。高齢者が病院に行き
たいといっても行けないのが川南地区である。バス路線がないた
め。ピカリン号のパンフレットに観光をアピールしているが、乗
車すべきは観光客ではない。観光客は自家用車、観光バスで来
る。地域のためのバスを考えてほしい。

○ 「誰のためのバス」「乗継時間の問題を解決してもらいた
い。西若松駅は外にベンチがない。30分すごせる待合場所があれ
ば利用しやすい」「乗継をするためのつなぎの施設」「地域のた
めのバスを考えてほしい」との意見、要望が寄せられました。議
会として受け止め、さらにお話しをお聞きしたい。

乗り合いタクシーのようなものも検討してもらいたい。

会津美里町で行っている公共交通の必要に応じたタクシーの導入
を検討してほしい。

バスの利用者の実態調査。乗車している人、乗車していない人の
実態調査が必要である。

バス乗車の人たちが待合所で「5人が同じ場所に行くのならタク
シーの乗車の方が安い」と話していた。コーディネートする人が
いればできる。窓口があれば便利である。

自由乗降区間の設置の導入を。観光客の利用は年間少ない事実が
調査で判明した。
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河東中学校建設とコミュニティバスについてご意見をいただきた
い。

コミュニティバスの運行について。会津医療センターまで回って
もらいたい。市長への手紙で要望を出したら、会津若松駅まで来
てそこから喜多方行きに乗るようにという返事だった。

路線バスとコミュニティバスのコースが重なる場合は陸運局の許
可が必要である。来年の３月にはダイヤ改正があるので、今年９
月ぐらいに調整会議が予定されている。

河東学園中学校の建設について土地の高さを高くして落差をなく
してほしい。

河東学園中学校については現在地区の建設委員会で検討しながら
進めているところだ。土地は高低差はそのままで校舎の２階から
体育館の１階へ渡り廊下でつなぐ計画だ。

河東学園中学校の校庭（グラウンド）は大熊町で使用しているが
どうするのか。

すでに大熊町に申し入れはしてあり、平成29年度には完成する予
定である。

コミュニティバスの運行について。ダイヤ改正の調整会議が９月
に予定されているが、八田野にも回してほしい。路線バスが減っ
たので困っている。

公民館・社会福祉協議会にバスがある。このバスは今後も使える
のか。老人会活動が活発にできるように行政も考えるべきだ。北
会津・河東のバスはいつまで使えるのか。

平成27年度中は使える。平成28年については未定である。

スクールバスの有効利用として空いているときは利用したい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　地区別テーマでの意見交換について　→　河東中学校建設とコミュニティバスについて【河東地区】
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３３３３．．．．事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書（（（（市政全般市政全般市政全般市政全般））））についてについてについてについて
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 

① 桧町４の 45番地の排水路について 

② 水道・下水道料金の請求について 

③ グラウンド・ゴルフについて（旧陸上競技場の利用） 

開催地区 行仁地区 

処理（対応）

内容 

 

① 桧町の町内会でまとめた溢水対策の要望書２通を本年４月に市長宛てに出し

た。１つ目は桧町４の 45 番地で排水路があふれ、たびたび小屋の中に水が入

る状況についてである。 

 

<5/15 現地調査> 

・戸ノ口堰からの排水路である。道路維持課へは伝達し、「今後の恒久対策とし

て東山雨水幹線の整備計画を予定している」との回答があった。 

・また、市議会政策討論会第４分科会（建設委員会）で研究テーマとしている溢

水対策であるので、浸透桝や貯留タンクの整備も視野に入れ、雨水を有効活用

できるよう、さらに議会でも掘り下げて研究していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 <桧町内の現場>           <桧町内の側溝部分>     

 

②水道・下水道料金はなぜ２か月に一回の検針で料金請求するのか。他の公共料

金と同じ毎月検針で毎月請求できないか。そのほうが生活パターンに合って

いる。また、降雪の季節は、推定計算して料金請求されるので改善してほし

い。また、漏水防止からメーターを上に設置するよう改善してほしい。 

 

<水道部の回答> 

・水道料金の検針と料金徴収については、それまで毎月検針毎月徴収させていた

だいたが、経営の合理化及びコストの削減から、昭和 50 年代から２カ月に一
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回の検針と徴収の制度に切り替えた経過にある。現在は料金徴収も第３者委託

をしている。 

・冬期間の積雪によって検針できない場合に推定計算で請求することについて

は、基本冬期間も検針委員が訪問しているが積雪で無理な場合は、検針測定器

（過去の使用料）から算定する手法になっている。また、検針メーターの種類

はあるが、コストの面を勘案して地中埋設を採用としている。 

・漏水の発生については、水道管の老朽化によって発生はあるが、その場合の対

処として配管の修繕と料金の減免制度を利用していただき軽減させている。 

 

③グラウンド・ゴルフをプレーしているが、以前は東部公園で行っていたが仮設

住宅が建設されて使用できなくなった。現在は蟹川橋の緑地でプレーしてい

る。多くの高齢者の方が健康づくりのためプレーしている。今後の場所として、

旧陸上競技場を使用できないか。高齢者にとって利用しやすい場所である。施

設の解放は可能か。 

 

<花と緑の課の回答> 

・旧陸上競技場は多目的広場として使用していただいているので、使用可能であ

る。ただし、他の利用者に迷惑がかからないことを心がけていただきたい。ま

た、プレーで広場全体を占有する使い方は本来の使用目的と違うので占有使用

は不可としている経過にある。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 

① 私道の除雪について 

② 小田垣商店街の活性化について 

③ 子どもの森の桜の木について 

開催地区 鶴城地区 

処理（対応）

内容 

 

① 私道の除雪について、徒之町町内会では２路線が対象になり住民から感謝さ

れている。今後、私道の除雪の条件を緩和することはあるのか。具体的に町

内にある路線で、袋小路で総延長 150m、50 世帯、約 70 名が住んでいる。障

がい者や高齢者のデイケアサービス車、緊急車両も入ってくる。公共性の高

い道路とみなしている。方向転換するスペースを提供してもよいとの地権者

もいる。今後条件の緩和をしてもらいたい。 

<5/12 現地調査> 

 

 

 

 

 

 

 

 <徒之町の袋小路の私道>         <途中の転回広場>    

 

<道路維持課の回答> 

・当該地区の私道除雪要望は、公道から公道までの道路でないため、除雪の対象

路線となっていないのが現状である。また、私道から市道への認定については、

袋小路路線であるため転回場所が必要となるが、転回場所が確保できたとのこ

となので、地域の皆さん立会いのもと現地調査の結果、道路幅員が４ｍ以下の

箇所があり現状では市道認定が困難との判断に至った経過にある。なお、地区

には４ｍ未満箇所の拡張が可能かどうか検討依頼を出している。 
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② 小田垣商店街は、北側が長屋敷となっている。商売をやっていない、シャッ

ターが閉まっている店舗もある。取り壊しもできない状況である。景観、美

観上の観点から何とかならないか。市で斡旋事業のようなものはないか。シ

ャッター街というよりは廃屋のような状態である。城前団地の景観・美観と

ともにあわせて考えていただける機会はないかと思っている。 

 <5/12 現地調査> 

  

 

 

 

 

 

 

 <小田垣商店街>          

 

<市の回答> 

・長屋構造に対する考え方は、所有者が別であれば登記上は別個の建物とされる。

壁や柱を共有しているかどうかで除却の方法や改装のあり方も変わるので事

前に都市計画課に相談いただきたい。（都市計画課） 

・景観形成地区として、現在地域の皆さんの合意形成が図られていないので、景

観整備による建屋の除却等は難しい。（都市計画課） 

・空き屋、空き店舗対策は、今年度は実態調査する予定であり、今後においては

実態調査を踏まえながら空き家対策計画の策定に取り組んでいく。（危機管理

課） 

・空き家対策事業として、中合デパートが撤退した後、まちなかテナントミック

ス事業等をしてきた。（商工課） 
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③ 花見ヶ丘の子どもの森は、以前は小さな子どもたちのスキーなどの遊び場と

なっていた。５年前ＮＰＯが主導し桜の木 50 本が植えられてしまった。その

後、地区として問題であるとして移植を要望し、平面の 20 本は移殖が完了し

たが、斜面に植えられた 30 本はそのままの状態である。スキーもできない状

況で、子どもの施設から大人の宴会場になってしまった。５年が経過してい

るので伐採の対象になってしまう。市としても考えていただきたい。自然の

中で遊ぶということが大事と考える。 

<5/12 現地調査> 

  

 

 

 

 

 

 

    <小田山の子どもの森>       <子どもの森ゲレンデ付近> 

 

<生涯学習総合センターの回答> 

・子どもの森の桜については、昨年度、平地部分の移植、枯れた桜の撤去が行わ

れた。今後もより良い環境の整備に向けて協議を進めていく。 

・なお、市では、子どもの森管理人を委嘱し、あわせて「子どもの森サポーター」

制度を設け、子どもたちをはじめとした市民に愛される環境の整備と利活用を

行っていく。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 ・市道幹Ⅰ－１１号線（税務署前）の舗装補修について 

・湯川の土手の街灯設置について 

開催地区 謹教地区 

処理(対応) 

内容 

 

○４年前、道路の穴に自転車で入り、車道に倒れ車にはねられる事故にあっ

た。現場はまだそのままである。（税務署、社会福祉協議会前の道路）穴の修

復が雑である。穴がふさがっていないし、その程度の修復しかしないのか。（陥

没等によって危険である） 

 

 

    ＜社会福祉協議会前の道路＞ 

 

<回答> 市道幹Ⅰ－１１号線（税務署前）の舗装補修について（道路維持課） 

・舗装の穴等の補修については、道路パトロールや地元からの情報提供等に

より危険箇所を確認し、道路巡視員による緊急補修、業者委託による局部的

なパッチングと段階的に舗装補修を行っている。この路線は観光客が集まる

道路でもあり、今後ともパトロールを重点的に実施し通行の安全確保に努め

ていく。 

・また、路面の老朽化も進んでいることから舗装の全面打ち替えも含めて整

備を検討していく。 
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○湯川の土手の街灯については、前回の意見交換会の報告書でも「町内会で

の設置対象区域なので、町内会で設置してほしい」との回答だったが、その

土地は町内会に所属していない場所であり、後日、市のほうからも間違って

いたとの訂正があった。もう一度危機管理課に要請していただき設置をお願

いしたい。 

 

<回答> 湯川の土手の街灯設置について（危機管理課） 

・前回の回答については、市の認識不足であり、誤った回答となってしまい、

誠に申し訳なく思っております。 

・再度、現地を確認しましたところ、ご指摘の箇所について、防犯上の対応

が必要と考え、関係課と協議し、照明器具をつける方向で進めておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 



70 
 

市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 ふるさと納税について 

開催地区 日新地区 

処理（対応）

内容 

 

会津若松市におけるふるさと寄附金（ふるさと納税）の実績を報告します。 

 

○ 平成 25 年度 

・市外、125 件、金額 6,805,762 円 市内、27 件、金額 1,1,30,000 円 

・合計 152 件、金額 7,935,762 円です。 

・記念品は、1 万円以上が鶴ヶ城天守閣と茶室麟閣の通行手形（1 年間無料） 

3 万円が、通行手形 ＋京都大徳寺黄梅院住職の「書」でした。 

 

○平成 26 年度 

・市外、134 件、金額 8,835,465 円 市内、19 件、金額、2,240,000 円 

・合計 153 件、金額 11,075,465 円です。 

・記念品は、1 万円以上が鶴ヶ城天守閣と茶室麟閣の通行手形（1 年間無料） 

3 万円が、通行手形 ＋京都大徳寺黄梅院住職の「書」でした。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 バス停のベンチについて 

開催地区 日新地区 

処理（対応）

内容 

 

・七日町レンガ通りのバス停のベンチ 2 つ

のうち 1 つが壊れている。誰が設置して管

理しているのか。 

○ 「まちなか周遊バス運行事業実行委員

会」が設置しています。現在、2 つのベ

ンチを回収しており、今後交換を行う予

定です。 

 

・野口英世青春通りのバス停のベンチが

なくなった。なぜなくなったのか。 

○ 中町のベンチについては、運行事業

者である会津バス、まちなか周遊バ

ス運行事業実行委員会、担当課で調

べた結果、誰が設置し撤去したのか

わからないとのことでした。 

○ ベンチの必要性については、必ず設置しなくてはならないものではありませ

んが、現在まで、会津バス、法人などが設置している場所があるとのことで

した。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 子どもの安全確保と除雪 

開催地区 日新地区 

処理（対応）

内容 

 

○田中ハイツから五月町団地までの除雪。子どもたちの集団登校の場所の確保

と縁石を壊さないためのポールの設置をお願いし、来てくれたが大きな重機の

ため道路に入ることができなかった。結果として毎年、縁石が壊れ修繕が必要

となる。ポールは昨年要望したが実現されない。子どもたちの安全確保のため

なので実行していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八日町 8番地と五月町地区 

五月町の南側から

撮影 

八日町から南側を

撮影 

カーブミラー付近 
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○担当課に話を聞きました。当該地はアスファルトのためポールの設置ができま

せん。そのため、児童の集団登校の場所を確保するためには、除雪で雪を寄せる

場所を再検討したい。今年の除雪の前に町内会の方と業者、担当課で協議します。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 排雪と側溝整備 

開催地区 日新地区 

処理（対応）

内容 

 

・国道 252 号は水で融雪している。七日町駅付近から南北に住宅地から丸隆工業

前までの水路は融雪の水が流れ込むことで水量が確保され雪を捨てることが可

能となる。そのため少しずつ雪を流すことができ、道を確保できている。 

 

・同じ町内で東側の側溝は、掃除ができなかった結果、土砂等が堆積して利用で

きない。同じ町内会で 2 つのケースが出ている。そのため町内会では、担当課

から道具を借りるなどして 2、3 年で堆積した土砂等を取り除きたいと考えてい

る。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

七日町十丁目町内会 

十字路の円から東を撮影 

東から西に戸ノ口堰の水路 

矢印から北を撮影 

左側は雨水が流れ冬

季間は水量を確保で

きるが、右側は土砂の

堆積が課題となって

いる 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 駅西開発、拠点都市構想について 

開催地区 町北・高野地区 

処理（対応）

内容 

 

○前回の意見交換会の報告書の最後のページに、平成 17 年２月の答弁内容の抜

粋、「凍結を解除し・・・」とあるが、拠点都市構想の件なのか、駅西開発の

件なのか。それは凍結したままなのか、それともなくなったのか。 

 

<地域づくり課の回答> 

・正式名称「あいづ地方拠点都市地域基本計画」は、平成８年１月に策定され現

存するものである。その基本計画書の中に「会津若松駅西・駅周辺地区」開発

の項目があったが、平成 18 年 12 月に変更見直しされ対象外となった経過にあ

る。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 ・五月町調整池のフェンスの補修について 

・国道２５２号 涙橋付近の横断暗渠
あんきょ

の浚渫
しゅんせつ

（＝泥さらい）について 

開催地区 神指地区 

処理(対応) 

内容 

 

○五月町調整池に落下防止のためのフェンスがあるが、３年ほど前、排雪時

にブルで押されたのか傾き、翌年の冬さらに押されて倒れてしまった。危険

であるがどこで直すのか。また、例年町内の道路の穴を埋めてもらっている

ので、今年も要望したい。 

 

 

 

 

 

<回答> 五月町調整池のフェンスの補修について（道路維持課） 

 現地を確認した結果、除雪により破損したものと考えられることから、速

やかに破損箇所を交換するなどの補修を市で実施する。 

 また、町内の道路の補修についても、道路パトロールを行い緊急度に応じ

て補修を段階的に実施していく。 

 

○国道２５２号 涙橋付近の消雪道路と排水溝について、涙橋のカーブのと

ころが詰まっているため流れない。 

 

 

 

 

 

<回答> 国道２５２号 涙橋付近の横断暗渠
あんきょ

（＝地下に設けてある水路）の

浚渫
しゅんせつ

について（道路維持課） 

  現地を地元住民の方と共に確認し横断暗渠
あんきょ

及び集水枡の土砂の確認をし

た。国道 252 号については、福島県会津若松建設事務所が管理しているので、

県へ土砂浚渫
しゅんせつ

を依頼した。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 
① 県施工砂防工事に関する各種要望について 

② 市水道部所管・貯水槽の豪雨災害時における防災対策について 

開催地区 東山地区 

処理（対応）

内容 

１．現地調査を実施したもの 

① 慶山地区 県施工砂防工事に関する各種要望について 

・意見交換会では、県道飯盛街道からの取り付け道路の危険性、工事用道路の拡

幅整備方針、さらには砂防工事を実施する沢の下流が素掘り状態であり、豪雨

災害時に土石流の危険が予想されるなどの意見が出された。 

 

（議会としての対応） 

・当該工事は県施工工事であるが市も協力しながら進めていることから、今後も

地元説明会などを丁寧に開催し、地区の理解、協力を得ながら進めるよう申し

伝えた。 

 

   ＜砂防工事予定地を現地視察＞         

 

② 慶山地区 市水道部所管・貯水槽の豪雨災害時における防災対策について 

・市水道部所管の貯水槽については、沢の間、渓流内に設置されている。施設そ

のものは堅固な構造物であるが昨年広島市で発生した豪雨災害を想定した場

合には、当該施設も必ずしも安全とは言い難い。 

 

（議会としての対応） 

・地区住民が貯水施設について不安を感じていることを水道部に伝えた。今後は、

本年実施する耐震性調査の結果を公表するなど、防災安全対策に万全を期すよ

う申し入れた。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 
③ 愛宕山公園の浸透枡の詰まりについて 

④ 地区内の既存の側溝整備について 

開催地区 東山地区 

処理（対応）

内容 

 

③ 愛宕山公園の浸透枡の詰まりについて 

・愛宕山公園の浸透枡が詰まって機能していない。 

 

（花と緑の課の回答） 

・現地調査の上、対応していきたい。 

 

④ 地区内の既存の側溝整備について 

・千石郵便局前の雨水幹線整備は終了したが、地区内の既存の側溝整備も進めて

いくべきでないか。 

 

 

    ＜東千石地内を視察＞ 

 

（道路維持課の回答） 

・千石ニュータウンの雨水幹線整備については、総合治水計画の策定に伴い、今

後の短期・長期計画を検討する中でその効果等について、現地を調査していき

たい。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 要支援者の名簿の事前配布について条例化すべき 

開催地区 一箕地区 

処理（ 

対応）内容 

  

 防災会議の時に、災害が起きれば要支援者の名簿を配るが、事前には配布でき

ないとの説明があった。これではいざという時に支援ができない。条例をつくれ

ば事前配布ができると聞いている。  

   

（危機管理課の回答） 

 現在は条例化については検討していないが、今後調査研究を進めていきたい。 

また、条例化しても、避難行動要支援者本人が名簿情報の提供の拒否を申し出

れば、名簿情報の提供はできないという課題もある。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 ごみステーションの配置と開発行為に伴うごみステーションの設置について 

開催地区 一箕地区 

処理（対応）

内容 

 

（廃棄物対策課の回答） 

 ごみステーション設置の基準はおおむね以下の通りです。 

 （１）ごみステーション ２０世帯から３０世帯まで 

 （２）資源物専用ステーション  ５０世帯 

 

 

（都市計画課の回答） 

 開発行為（市街化区域内で1,000㎡以上）によるごみ置場の設置については、

会津若松市開発指導要綱に規定されている整備基準に基づき設置されております。

なお、設置にあたっては地元町内会と協議し、廃棄物対策課の指導を受けて計画す

るよう都市計画課にて指導しております。 

  また、開発行為以外の場合のごみ置場の設置については、廃棄物対策課が定め

た設置基準により運用しており、設置の申請手続きは廃棄物対策課となっております。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 除雪の実施が遅いので、改善願いたい。（郷之原集落内 市道一箕3-98号線） 

開催地区 一箕地区 

処理（対応）

内容 

        

（道路維持課の回答） 

本路線は、早出路線（７時まで完了目標）完了後に行う日中の除雪路線とな

っており、降雪の状況によっては時間を要してしまう状況であります。 

除雪が少しでも早く完了するよう除雪業者へ指導していくとともに、1台当り

受け持つ除雪延長の見直しなど検討してまいります。 

     

一次路線（通勤・通学路）は朝７時まで完了予定 

 二次三次路線は日中の除雪         
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 厳島神社境内御神木（杉）の枝払いについて 

開催地区 一箕地区 

処理（ 

対応）内容 

 

（花と緑の課の回答） 

 市の所管する施設以外の樹木にかかる枝払い等の維持管理については、当該樹

木等の所在する町内会、あるいは氏子等が行うことが原則でありますが、厳島神

社御神木（杉の木）からの安全確保について、平成27年3月25日に一箕地区区長

会会長より市長に要望書が出された経過にあります。 

 当該箇所が観光地であり、また観桜時期と重なり多くの観光客が見込まれ、観

光客の安全確保の点からも早急な対応が必要となったことから、観光課が窓口と

なり緊急対応として実施したものであります。 

           （花と緑の課が観光課の依頼により枝払いを実施） 

 なお、市所管以外（寺社等）の樹木等に係る維持管理については、所有者及び 

町内会等の地元住民が行うべきものであり、市は必要に応じ助言や支援（機械の

貸し出し等）等を行っております。 

 

＜厳島神社御神木（杉の木）＞ 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 滝沢本陣から上の歩道除雪について 

開催地区 一箕地区 

処理（対応）

内容 

 

ボランティアによる歩道除雪の際に、歩道（市道幹Ⅰ-9号線）に凹凸（宅地乗

り入れ部）があるため苦慮している。改善を願いたい。 

    

（道路維持課の回答） 

 本路線は、現地を確認したところ、歩車道境界ブロックの劣化が原因であると

思われますので、歩道部の補修を行ってまいります。 

 

 

      ＜市道幹Ⅰ-9 号線の歩道の現地調査＞ 
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            市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 居合南地区の通学路の除雪について 

開催地区 一箕地区 

処理（対応）

内容 

 

 居合町、堤町の中央に位置する歩行者専用道路（市道一箕3-100号線）におい

て、南側宅地の屋根からの落雪があり歩道が雪で埋まってしまう。隣接者へ指導

願いたい。 

  

（道路維持課の回答） 

 歩行者への危険もあることから、地元町内会とも相談し隣接の宅地の所有者へ

屋根の雪止めの設置等を指導してまいりたいと考えております。 

 

   

       ＜居合町内の歩行者専用道路＞ 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 南原付近の水道管未接続問題について 

開催地区 大戸地区 

処理（対応）

内容 

１．現地調査を実施したもの 

① 大戸地区南原地区における水道未接続問題について 

・南原地区の水道未接続のお宅を訪問し、水道未接続の経過等について調査した

ところ、４軒について現在水道未接続であることが確認された。経過としては、

同地区の南原公民館までは水道管が埋設されているが、そこから自宅までは自

己費用であることから接続の話があった際、接続せず井戸水で対応してきた。 

また、その後４軒共同で出資して接続しようとしたが、総額 300 万円、１軒

あたり 60～80 万円であったため断念した。 

 

＜水道未接続についての経過を聴取＞ 

（市の回答） 

・当該地区については、平成２年度の施工により、国道 118 号の東側に 200ｍｍ

の鋳鉄管が埋設されており、さらに南原公民館の前まで 75ｍｍのビニール管

が埋設されている。給水管は個人の財産であるため、配水管から宅地までの引

き込みについては、個人の費用で行うことになる。水道を引きたいときは、ま

ず、指定給水装置工事事業者に相談願いたい。指定給水装置工事事業者では、

事前調査を行い、水道部及び関係機関への申請等を代行する。その際は、複数

からの指定給水装置工事事業者から見積りを取ることを勧める、旨の回答であ

った。 

（議会としての対応） 

・上記、市からの回答内容を南原区長並びに当事者の皆様へ伝え検討いただくよ

う申し伝えた。 

 

 

 



86 
 

市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 水路の整備について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

 市に対して農道の水路整備について平成２２年に要望書を出したが５年間未

だに何の回答もない。５年間何をしていたのか。 

 

（農林課の回答） 

水路の整備に係る要望は毎年１０か所程度あるが、実際に整備できるのは２～

３か所である。お待たせして申し訳なかった。この湊地区からの要望については、

調査に伺い、現場では木の支えで被害を抑えながら管理されていることは認識し

ている。 

 平成２８年度の予算化に向けて努力する。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 あいづっこサポートティーチャーについて 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

湊中学校でサポートティーチャーをしているが、後任が見つからなくて困って

いる。 

湊に来てくれる人がいない。市内から来てもらうか、何人かで交代するような体

制が必要である。 

 

 

（学校教育課の回答） 

湊中学校のサポートティーチャーには本当に熱心に取り組んでいただき感謝

しております。現在本市には２７名の登録者がおられます。お一人で２校掛け持

ちもできます。 

湊中学校への配置は可能です。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 危険な空き家対策について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

 空き家がありトタン屋根が剥がれ落ちて強風で飛ばされるので、近隣住民や通

学の子どもたちが危険だ。区長が身内に連絡を取ったところ、「相続辞退してい

る」との回答であった。 

何とかしてほしい。 

   

（危機管理課の回答） 

 危機管理課で親族に連絡を取り、維持管理に努めるよう求めます。 

 民法９４０条に基づき、相続放棄しても、次の相続人が決定するまでは、元の

相続人に維持管理責任があるということをお知らせし、対策を求めます。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 経沢～高坂間の道路の進行状況について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

  

 市道Ⅰ－２４号線（経沢～高坂間）の道路整備について 

 

（道路維持課の回答） 

市道幹Ⅰ－２４号線につきましては、昭和５７年度から平成１１年度までの間

に、 原川の双潟橋から経沢地区までの約２．８Ｋｍの整備を完了しています。 

 未整備で残る経沢地区から高坂地区までの約２．１ｋｍについては、平成５年

度に概略設計を行い、平成６年度に両地区へ説明したものの、ルートの決定には

至りませんでした。 

 その後、平成８年度に湊町区長会長等から本道路整備の要望を受け、平成10

年度に国庫補助事業の新規採択要望を行いましたが、交通量や緊急性の理由から

不採択となりました。なお、平成13年度に「みなと未来・２１」より議会陳情が

なされ、国庫補助事業採択を前提として採択されましたが、現在道路整備の着工

には至っておりません。 

 本路線の整備については、集落間を結ぶ道路のネットワークが形成され、経沢

地区や崎川地区から高坂地区を経由して国道２９４号へ通じるルートとなるこ

とから整備の必要性は認識しておりますが、山間部での工事であり、整備には多

額の事業費を要することから国の補助金が不可欠であり、国・県との協議を進め

るとともに、全市的な視点で、他の道路整備事業の進捗状況を見ながら、事業内

容や着手時期を検討してまいります。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 防雪柵の壊れた資材の補充をお願いしたい。 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

防雪柵の設置及び撤去について 

 

（道路維持課の回答） 

防雪柵の設置及び撤去につきましては、町内会と業務委託契約を結び行って

おります。  

 この際、町内会には資材を丁寧に取り扱うようお願いしているところであり

ますが、壊れたり紛失したりする資材については、シーズン終了後、各町内会

からの聞き取りにより支給しているところであります。 

しかしながら、限られた予算の中で全ての資材を補充することは難しいこと

から、消耗品を中心とした補充や他地区において不要となった資材の転用など

により補っている現状であります。 
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             市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 原小学校の廃校を利用したまちづくりについて 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

原地区としては、原小学校の利用したい部分は無償で貸与、残りは市で解体し

てほしい。 

地区としては農家レストラン等の６次化の事業で今すぐにでも使いたい。 

本市行政は協力的ではない。「有効利用してくれるのであれば使って下さい」

というのが第一段階ではないのか。 

いつになったら使えるのか分からない状況でもう３年が経過している。 

 

（農政課の回答） 

農政課・地域づくり課はじめ関係部署とともに平成２７年度以降の事業実施に

向け検討が必要である。あわせて、原地区としての今後の地域づくりの方向性や

核となる牽引者（複数名）の選出並びに実行部隊の組織化、地区としての財源の

確保について、熟議が必要である。 

平成２７年度においても、平成２８年度の事業化に向け協議していく。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 水道が漏水した場合の料金の減免制度の基準について 

開催地区 河東地区 

処理（対応）

内容 

 

Ｑ.減免申請が３回までならできるが４回になると申請できないのか。 

Ａ．要綱では回数の制限はありません。やむを得ない事情の場合は何度でも減

免できます。しかし、故意に給水装置を破損した場合や漏水頻度の高い老朽管で

その布設替えを勧告されたものについては、布設替えがなされない期間について

は適用除外となります。 

 

Ｑ．減免率についてどうなっているのか。 

Ａ．減免水量の算出基準で減免の金額を決めています。 

（今回検針した数値－前年同期実績使用水量）×１／２を減免します。 

  

※今回のご質問の場合、漏水した水量が幸いにも少なかったので、この計算式

にあてはめて計算した結果、減免できる金額が０円になったため、減免申請が受

理されなかったものです。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 農村改善センターの使用料について 

開催地区 河東地区 

処理（対応）

内容 

 

河東農村環境改善センターの使用料は、平成２６年４月１日より、体育館（多

目的ホール）をスポーツで利用するときに限り、使用料の減免率を１００分の１

００から１００分の７０に引き下げた。 

これまで４０数年無料でスポーツ少年団の練習に利用してきたのに、現在は子

どもからその都度使用料を集金している。スポーツ少年団等の教育活動にはこれ

まで通り無料にしてほしい。 

 

（農政課・農業企画グループの回答） 

検討致しますので、「要望書」として文書で提出していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 



４４４４．．．．議会報告議会報告議会報告議会報告（（（（定例会定例会定例会定例会、、、、政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会などなどなどなど））））についてについてについてについて
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

議会全般 城北

（議会報告の）資料を見ると議員が一生懸命やっている
ことはわかるが、具体的に何をどうしているかがわから
ない。なぜかというと使われている言葉が分かりにく
い。分かる言葉で話してほしい。例えば協働型議会とい
われてもわからないので意味を教えてほしい。通じない
言葉で市民要望を伝えても議員には伝わらない。共通の
言葉が必要であり、お互いに理解した上で話をしないと
わからない。

協働型議会は会津若松市議会が目指す議会のことを指
し、具体的には、当局を監視すること、市民の声をもと
に取り組む市民参加、そこから研究して当局への政策提
言を行うことの３点である。

議会活動 謹教
議会はそれをチェックする機能ではないのか。また今年
の大雪の時の対策も遅れたのではないか。

市の借入金は特別会計にもある。チェック機能が本来議
会の機能として必要だというのはその通りだと思う。

議員活動 河東
政務活動費は必要か。 必要と考えている。使い方は各会派で決めている。

門田

議員定数削減の件を詳しく聞きたい。 議員定数については、議会制度検討委員会において本
来、議会の果たすべき役割である住民福祉の向上のた
め、どのような役割や機能が必要かについて議論され
た。主に①監視機能　②公聴機能　③政策立案機能の三
点について集中的に議論され、これらの機能を果たすた
めには現在の定数である30名が必要であるとの結論に
至ったものである。

門田

定数と人口をどのように検討してきたのか。 人口の減少については、特に議論の対象とはしていな
い。ただ、現在の会津若松市の人口は12万３千人程度で
ある。10年前、北会津町と河東町と合併し、13万2千人
と１万７千人ほど人口が増えたが、定数は増やさず30名
とした。確かに合併以降、１万人ほど人口が減少してい
るが、合併前の人口は11万５千人ほどであり、当時より
は人口としては多い状態である。

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議
会
に
関
す
る
こ
と

議員定数
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

門田

議員報酬や議員定数について、率直な気持ちを議員から
聞きたい。

各議員それぞれ考えはあると思うが、議会としては議会
制度検討委員会の報告を全体会で確認したところであ
る。

門田
議会制度検討委員会は議員だけでなく市民を参加させて
やるべきである。

２名の公募市民に参加していただき検討してきた。

門田
税収も減っていく傾向にある。定数を減らして報酬は高
くという検討はしなかったのか。

議会制度検討委員会の議論があったことも含めて今回の
決定に至った。

河東
議員定数について他の市と比べて人口割で比較するとど
うなのか。

事後報告する。（事後処理報告書P103に記載)

謹教

職員数のスリム化、人口減少の中で議員定数が現状のま
まは残念な考えである。また議員削減の陳情の不採択に
ついてが事実誤認があっても考え方については間違って
いないのではないか、議会も前向きに考えるべきであ
る。

定数問題についての議会の主要な意見は、削減ありきの
論理ではなく、どのような議会を目指すのか考えようと
いうものである。職員は効率性であり、行政と議会は違
う。これまでの30名でさえも市民の声を聞くことができ
ていない中で、単なる削減だけが論理ではない。

謹教
人口減少に向けて削減が必要ではないのか。25人にすべ
きである。

鶴城

議員定数は市の人口割合に比例して配分が決まるのでは
ないのか。現在の議員定数は適正なのか。

今までは人口に比して何人、という形で地方自治法で定
められていたが、法律が改正された。各自治体で決めら
れるようになった。本市議会では、報告のとおり、これ
からやらなければならない課題を考えれば現状維持であ
るとまとめたところである。

議
会
に
関
す
る
こ
と

議員定数
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町北・
高野

議員報酬の考え方について。議員数は減らさないほうが
よい。議員一人当たりの報酬は減ることになるが、議会
費4.4億円の総額予算の範囲で議員を増やすべきでない
か。市民が議員定数を減らせと言う理由を、どう捉える
のかが大事である。報酬の問題、予算の問題がなけれ
ば、議員はいらないと言う者はいない。議員は多ければ
多いほど市民の意見を代弁してもらえる。

まず、議会費4.4億円のうち議員報酬歳費は2.1億円であ
り、残りは議会としての活動や広報紙発行に使われてい
ることを説明。その上で議会制度検討委員会の中で定数
の議論をしてきた経過を説明。
定員50人、60人というマンモス議会になったらどうかと
いうと、過去に合併後の議員数が61名となった経験があ
る。４つの委員会に15人、16人という状態となり、その
時に総論は賛成だが各論反対でなかなかまとまらないと
いう経験を積んだ。議員をふやせば市民のご意見を聞く
機能が向上するというのは確かにそうであると思うが、
それに伴う報酬の減については、次のご意見の回答に併
せて回答する。

町北・
高野

市民からの議員を減らせとの意見は予算上の問題と思う
が、それ以外の意見はあるのか。そんな人はいないので
はないか。総額予算2.1億円の中で議員数を決めていけ
ば良いのではないか。

予算上の問題以外の意見もある。例えば、議員は何やっ
ているかわからないので必要ないというものや、行政改
革の視点から、議員自ら身を切るべきでないか等の意見
がある。

河東

議員報酬について「生活給的な意味合い」としている
が、365日活動しているかというと、半年も活動してい
ないのが実態である。それなのに「生活給的な意味合
い」というのはおかしい。あくまでも報酬は報酬であ
る。

ご意見として伺う。

河東
議員報酬について、矢祭町の現状はどうなっているの
か。

情報はない。

議
会
に
関
す
る
こ
と

議員報酬

議員定数

97



○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河東

通常のサラリーマンは年間240日くらい働いている。議
員も本会議や調査、研修などいろいろな活動をしている
が、実際240日くらい活動をしているのか。
議員報酬は「生活給的な意味合い」があるとの考え方が
あったが、子育て世代が４年ごと改選の選挙がある議員
として立候補していくのに、今の報酬で本当に十分なの
かどうなのか、議会全体として話し合いしていると思う
がご意見を伺いたい。

ご意見として伺う。

謹教
報酬等審議会は開催されているのか。 平成24年度に開催されている。

城北
市長報酬は削減しているが、議員は削減しないのか。 議員報酬については報酬等審議会において審議してい

る。これまでも７％削減をしている。

鶴城

議員報酬の考え方を以前の意見交換会で伺った。また、
本日も報告をいただいた。個人的に現在の議員報酬は決
して高くないと思う。

　

町北・
高野

議会制度検討委員会の報告から、歳費について生活給的
な意味合いの表現があるが、適切な表現でないと感じ
る。その背景を伺いたい。

議員は24時間議員で緊急対応する場もある。議員として
職を全うする意味で職を辞めて議員になる方もいる。現
在、兼業の方もいるが、昼間サラリーマンのような仕事
をしながらの議員活動は不可能であると実感している。
議員が生活をしていくために報酬がこれだけ必要だとい
う意味ではない。しかし、議員には家族を養い生活をし
ながら、しっかり議員活動、議会活動をするための十分
な報酬が必要ではないかと考えている。生活給的な意味
合いでいうと地方自治法では歳費と呼んでいる。この歳
費、給与という考え方もこれから検討の必要があるとい
うことは出ているが、まだ十分ではない。誤解を与える
のではないかというご意見を真摯に受け止め、議会制度
検討委員会で深めていく。

議
会
に
関
す
る
こ
と

議員報酬
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員報酬
定数

謹教

議員定数について、人口10万人位で25人程度でいいので
はないか。議会報告に政務活動費が出ていないが、これ
からは人口減に対し定数削減、報酬についても議論すべ
きである。

大戸

市民との意見交換会は本当に良い取り組みであると思う
が、参加者が少ないと無くなってしまうことはないの
か。また、参加者を増やすための取り組みは何か。

議会基本条例に開催が条文化されているので、無くなる
ことは考えられない。むしろ、分野別を含め、どのよう
に良い意見交換会にしていくかが課題である。地元の参
加者に関心のある課題設定や場所を含めて、さらに地元
の皆さんと相談していきたい。

東山
政策討論会の研究資料は、前もって配布してほしい。
今、渡されても質問は出ない。

貴重な意見として伺う。

東山
政策討論会の現状報告ということでしかないのではない
か。

貴重な意見として伺う。

東山
意見交換会の資料の文書の綴じ方、統一してほしい。 貴重な意見として伺う。

河東

意見として、実際に意見交換会に参加している約240人
のうち40歳未満は３％程度である。ほとんどが高齢者の
方の意見が中心という中で、これからの時代を担ってい
く若い方の意見を反映させていく必要があるのではない
か。

ご意見として伺う。

一箕
議会改革でこのようなきめの細かい意見交換会を開催す
ることは素晴らしいことだ。

北会津

今回の意見交換会の参加者は9名で満足しているのか。
広報誌でPRすれば終わりでは参加しない。多くの団体に
参加を呼びかけるべきである。提案をしているが行って
いるのか。同じ人が別の会議に移動しているだけ。人づ
くりができない、難しい。

意見交換会

議
会
に
関
す
る
こ
と
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

神指

意見交換会の議事録を皆さん持っているのか。持ってい
るのであれば昨年の５月の資料にも同じ要望が掲載され
ているはずである。また、昨年11月にも私から追求して
いる。場所が分からないなどの回答では意見交換会など
意味がない。きちんと現地調査してもらわないと、毎年
同じことを提起していかなければならなくなる。

市民との意見交換会で問題点があったことは、後日現地
調査をすることとなっており、今回は必ず現地調査す
る。

城北
城北地区15名の参加だが、他の地区もこの程度なのか。 かつて城北地区は五十数名に参加いただいたこともあっ

た。現在は各地区ともこのくらいの人数である。

城北
要望として、資料について2～3日前までに欲しい。前
もって目を通すことが必要である。

広報広聴委員会で検討する。

城北

市民との意見交換会について、１日配布の市政だよりの
チラシで知った。それが参加者の少なさにもつながるの
ではないか。チラシを早めに回覧をすることが必要では
ないか。

改善に向けて取り組む。

町北・
高野

市民との意見交換会の開催時期と時間を考えてほしい。
農村地域として農繁期である。

要望として伺い、広報広聴委員会へ連絡する旨を説明。

謹教
以前、広報議会の「示せ」などの命令系の言葉について
市に提言したら、現在は削除されている。

町北・
高野

広報議会紙の一般質問の掲載について。質問内容が掲載
されているのは一人１項目のみで、それ以外はその他の
質問として項目のみ掲載されているが内容がわからな
い。広報は質問した内容を全て掲載すべきではないか。
紙の質を落としたり文字を小さくしてでも、全項目の内
容を掲載すべきである。

広報編集の取り決めとして、一般質問は一項目のみの掲
載としている旨を説明。全て出すべきとの考えについて
は、広報広聴委員会へ伝達する旨を説明。

意見交換会

広報議会

議
会
に
関
す
る
こ
と

100



○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町北・
高野

その編集の考え方がわからない。ページ数の増や文字を
小さくする、写真をカットするなりの工夫をして、掲載
すべきでないか。

新聞や広報等はより正確に長く書けば購読拡大につなが
るかと言うとそうではない傾向もある。現実的な見極め
が必要である。市民の方の興味を呼び起こすようなより
簡潔な議会広報のほうがよいという逆のご意見もある。
そこでどのような形で、正確に全容を望むご意見にも対
応するか、という点については、広報紙以外の別な方法
との組み合わせ等で対応すべきというのがこれまでの流
れではあった。なお、内容が具体的にわかるような工夫
はこれからも必要であると考えるため、持ち帰り検討す
る旨を説明。

町北・
高野

紙面スペースが大事なら、表紙に大きな写真掲載は省く
べきと思う。表紙はずっと中学校シリーズできている
が、地元の人しか喜ばないのではないか。

ひとつひつ工夫していきます。

広報議会

議
会
に
関
す
る
こ
と
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 議員定数について 

開催地区 河東地区 

処理（対応）

内容 

 

会津若松市の議員定数は他市と人口比で比べるとどうなのか。 

 

（回答） 

県内各市の議員定数１人当たりの人口は下表のとおりです。 

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市
議員定数 38 30 40 37 26 28 26

人口 283,158 121,870 328,855 324,831 62,510 76,695 49,404
定数１人
当たりの

7,452 4,062 8,221 8,779 2,404 2,739 1,900

相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 平均
議員定数 20 26 22 24 26 24 28

人口 35,374 55,964 37,406 63,152 61,678 30,486 117,799
定数１人
当たりの

1,769 2,152 1,700 2,631 2,372 1,270 4,173

議員定数は平成２５年１２月３１日現在（全国市議会議長会調べより）
人口は平成２７年５月１日現在（福島県ホームページより）
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