
　参加人数：17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（町北・高野地区）

　開催地区：町北･高野地区 　開催日時：平成27年５月７日（木）18時30分　～　20時00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：北公民館
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分類 番号 対応
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。 ● ②

意見交換
会

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。 ● ② 広報議会

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。

● ① 広報議会

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。

● ② 広報議会

※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

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（下欄）。

● ① 議員定数

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。

● ① 議員報酬
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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

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。

● ① 議員定数

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。

○ ① いっ水

　　※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
○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。

　

○ ②

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。

　

○ ②

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。

　

○ ② 　

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

→　少子高齢化対策と地域活性化について
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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

→　少子高齢化対策と地域活性化について

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。

○ 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

→　少子高齢化対策と地域活性化について

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。

○ ①

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。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P9に記載)
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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

→　少子高齢化対策と地域活性化について

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。

　

○ ② 　

○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。

　 　 　

　　※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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9 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


