
　参加人数：27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（鶴城地区）

　開催地区：鶴城地区 　開催日時：平成27年５月12日（火）18時30分　～　20時10分

　担当班　：第５班（出席議員）坂内和彦、渡部誠一郎、横山　淳、樋川　誠、大竹俊哉、丸山さよ子　（欠席議員）なし

　開催場所：文化センター
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分類 番号 対応
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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P10に記載)

雪害対策

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。

● ① 議員定数

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。

　

● ② 議員報酬

　　※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 ※項目

キーワード
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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
○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）Ｊ
Ｔ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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P11に記載)

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。

○ ①

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。

○ ①
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

○ ②

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。 ○ ②

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。

○ ②

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。
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P12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。

○ ②

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。

○ ①
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

○ ①

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。 ○ ②

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。

○ ①
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

○ ①

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。

○ ①

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。 ○ ②

県立武道館は建てると決まったのか。 決まっていない。
○ ①
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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
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　県立病院跡地と城前団地の利用と今後の地域づくり

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。

　

○ 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
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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） 

 

 

 

 



12 
 

 

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。 

                                    

 

 


