
　参加人数：１６名（うち班外議員０名）（他自治体等傍聴者０名）

市民との意見交換会・報告書（河東地区）

　開催地区：　河東地区 　開催日時：平成２７年５月７日（木）　　１８時３０分　～２０時５０分

　担当班　第２班（出席議員）　長谷川光雄・小林作一・渡部　認・石田典男・伊東くに・古川雄一　　（欠席議員）なし

　開催場所：河東農村環境改善センター
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分類 番号 対応
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。

○ ②
まちづく

り

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。
○ ② 道路

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。 ○ ② 道路

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P6に記載)

水道

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。 ○ ②

長期総合
計画

水道事業・ごみ処理場など地元の人を雇用してほ
しい。 ○ ② 雇用

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。 ○ ②

防災・安
全

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P7に記載)

公共施設

※項目
キーワード

市民の発言内容

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容
処理状況
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分類 番号 対応
※項目
キーワード

市民の発言内容

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容
処理状況

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。

○ ①
防災・安

全

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。 ○ ② 道路

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。

○ ② 環境

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。

● ② 議員報酬

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。 ● ③

事後報告する
（事後処理報告
書P8に記載)

議員定数

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。

○ ① 公営住宅

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。 ○ ②

まちづく
り
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分類 番号 対応
※項目
キーワード

市民の発言内容

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容
処理状況

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。 ○ ② 地域社会

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。 ○ ② 道路

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。 ○ ② 雪害対策

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。
また、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。

● ②

議員報酬

意見交換
会

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。
● ① 議員報酬

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。 ● ② 議員活動

　　※分　　類　●議会に関するもの　○市政に関するもの
　　　　　　　　　　　　　　※処理状況　①回答（処理）済　②聞き置いた事項（含む情報提供）　③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応
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。

○ ②

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。

○ ①

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。 ○ ①

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。

○ ②

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。

○ ②

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。 ○ ②

　　※分　　類　●議会に関するもの　○市政に関するもの
　　　　　　　　　　　　　　※処理状況　①回答（処理）済　②聞き置いた事項（含む情報提供）　③後日回答

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

→　河東中学校建設とコミュニティバスについて
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 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。 
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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）

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


