
　参加人数：14名（うち班外議員０名）（他自治体等傍聴者１名、福島大学生）

第15回市民との意見交換会・報告書（謹教地区）

　開催地区：謹教地区 　開催日時：平成27年11月９日（月）　18時30分　～20時25分

　担当班　：第２班（出席議員）渡部　認、内海　基、村澤　智、小倉孝太郎、樋川　誠、清川雅史　　　（欠席議員）なし

　開催場所：謹教コミュニティセンター
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雪対策の一環で除雪車に対してＧＰＳシステムを
装備する予定はどうなったのか。

平成27年度予算で約7,000万円確保し、この12月か
ら市で管理する直営車に対して装備予定。除雪車
がなかなか来ない、道路維持課に電話しても遅く
なる等の問題に対して、リアルタイムに位置情報
を確認して今年度から対応を図る。来年度から委
託業者の除雪車に搭載予定。

○ ① 雪害対策

直営車は通学路や優先道路歩道などをやっている
と思うが、大部分は業者の方がやっている。早め
早めに除雪をお願いしたい。

○ ② 雪害対策

個人情報の徹底管理、地区として横須賀に視察し
た。個人情報の問題を議論した。最近、福島市で
災害時の要援護者の情報を持っているとの報道が
されていた。会津若松市では、民生委員は要援護
者の情報を持っているが、緊急時に対応できるの
か。

会津若松市は民生委員に情報は公開している。緊
急避難の場合に民生委員だけが情報を持っていて
対応できるのかという議論もある。町内会全体あ
るいは役員で情報が共有できないのかという指摘
は当然ある。支援される方からの同意が必要なの
で現状は検討中である。

○ ① 地域社会

災害が発生した場合に名簿をもらっても役立たな
い。個人情報の法律はあるが何とかしてほしい。

最終的には支援される側の同意が必要であり、そ
れ以外の方もいるので、いざという時に名簿を公
開しても遅いので、さまざまな方法を考慮してい
きたい。

○ ① 地域社会

個人情報保護法は良いが、役員には開示してほし
い。地区としても約6,000世帯の世帯である。 ○ ② 地域社会

※項目
キーワード

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 備考分類 番号
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※項目
キーワード

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 備考分類 番号

町内会長として掌握したい、ひとり暮らしの男性
老人が心臓を患っていて入院した。病院も入院し
ているかどうかは教えていただけない。地域包括
支援センターからも教えていただけなかった。町
内会長へも教えていただけないのはいかがなもの
か。何かあった場合にどうするのか。民生委員は
知っているが町内会の役員も知っておくべきでは
ないか。

理解させていただいている。他の地区でも同じよ
うな意見が出されていると思う。

○ ② 地域社会

地域包括支援センターは要らないのではないか。
○ ② 地域社会

町内会連合役員会で気仙沼市へ視察に行った。個
人情報保護法は名簿業者等に対する保護であっ
て、町内会等への保護ではないと勉強してきた。
情報開示は程度の問題である。

○ ② 地域社会

個人情報の問題は空き家対策にもつながる。わが
町内には空き家が12～13件ある。家族の方の所在
や連絡先を調べるのが大変である。ある程度の情
報は町内会長は知るべきである。わが町内会は緊
急連絡綱を作成して対応している。

空き家調査では、3,200戸が市内の空き家になって
いる。危機管理課で調査を終えたはずである。

○ ① 地域社会

　　※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

謹教地区の皆さんと、人口減少問題と地域活性化
について協議したい。皆さんの率直な意見をいた
だきたい。

企業誘致と雇用確保が必要である。 市全体的な考えの中での企業誘致ということです
ね。謹教地区についてのご意見はありますか。 ○ ②

謹教地区として地域活性化は市庁舎の建設にあ
る。旧謹教小跡地の再利用が重要である。ザべリ
オ学園のグラウンドが狭い状態にある。ザベリオ
の跡地に葵高校の校庭を持ってくる。葵高校の跡
地（旧謹教小の跡地）に新庁舎を建てるべきであ
る。これは旧謹教小学校を移転させる時の地区と
の約束事項であった。
また、神明通りのアーケードもできればまた変わ
ると思う。

謹教地区の教育機関など公共施設の利活用につい
ては、しっかり議論していきたい。私立の学校で
あればなかなか議会として踏み込めない。市所有
の土地であれば、その有効利用については提案で
きる。直近の課題として何かあれば発言をお願い
したい。

○ ①

市長との対話集会の時に、跡地利用を県に要望し
ていた。市庁舎を建てることを要望した。

市庁舎はいつまでにどんな形で建てるとはまだ示
されていない。前市長の時に、鶴ケ城周辺利活用
構想に現庁舎の南側に高層の庁舎の建設計画は
あった。今後の方針については、長期総合計画に
盛り込まれる予定。謹教学区内に建設してほしい
気持ちは分かりました。

○ ①

庁舎積立金が42億円あるはずなので早期にやるべ
き。 ○ ②

→　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考
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○　地区別テーマでの意見交換について →　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

謹教小学校の移転は、市役所を建てるための移動
であったが、実際には葵高校の校庭になった。謹
教地区としては、謀られた思いである。新庁舎を
建てるには、町中の活性化、少子高齢化を考え、
公共交通を使用して訪れてもらうことが理想であ
る。門田町や町北町のような箇所は土地はある
が、交通機関などを考えれば不具合である。現在
の葵高校の校庭に市役所を建設すべきである。そ
れが町中の活性化につながる。

皆さんのご意見は受け止めました。

○ ②

南花畑の私道を市道に認定していただきたい。昨
年は除雪をしていただいたので市道になったと
思っていたが、市道になっていなかった。土地及
び隅切り用の土地も寄付をする方向性である。な
お、関係議員に申し上げたら、行き止まりの袋小
路状態なので難しいと言われた。市の道路維持課
は、地権者の同意と議会の承認が必要と返答して
いた。現場確認をしていただきたい。

私道の市道認定は一年に一回行っている。市道の
認定について説明をした。私道の市道認定につい
ては、現地調査で確認させていただきたい。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載)

謹教地区の活性化につながるご意見をいただきた
い。

議会広報紙の一般質問について。新しい会津若松
市のあり方との題で質問されているが、もう少し
具体的に記載してほしい。

議会広報紙への個人一般質問の掲載は項目を絞っ
ていることを説明。

● ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

新しい会津若松市のかたちを市長はどう考えてい
るのか。何をやりたいのか。人口減少問題にどの
ように取り組んでいく考えなのか。当然人口減少
問題は転入転出と生と死へのバランスの問題等が
あるが、市長は議会の中で示されているのであれ
ばその考えを教えていただきたい。

20名が質問をしているが、広報議会から市長が何
をやりたいのかと読み取るのは難しい。自分の質
問事項については感じるものがあると思う。

● ①

人口減少問題など市長の考えを要約するとどうな
のか。

要約したものを広報紙に掲載している。人口減少
問題に対して総合戦略を市は作った。人、もの、
しごとをキワードとして30年後、40年後の人口を
10万人以下にしないことを目標としている。総合
戦略は59市町村の中では一番早くに策定してい
る。

○ ①

人口減少問題は高齢化と直結している問題。団塊
の世代は後15年にはいなくなる。人口が８万人に
なってしまう。税収、医療、介護の問題が多くな
る。リスク管理はどうなるのか、第７次計画の策
定、税金、福祉の問題等を検討しているのか。健
康寿命の考えから医者にかからないで頑張ってい
る方は多い。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

人口問題、出生問題、転入転出。12万人を切って
はいけない。市はその対策を立てるべき。企業の
受け入れ態勢を創るべき。保育所、介護者の受け
入れ態勢はどうなのか。

医療福祉の問題、人口減少の歯止めについて、子
育て支援、認定こども園制度の開始、潜在的な待
機児童の問題、それ以前の婚姻の問題について婚
活事業がスタート。結婚、妊娠、出産の総合的な
支援、小児科専門医の配備、幼稚園保護者負担の
減少、あいづっこ人材育成教育。経済的環境を安
定的に非正規でなく正雇用、地場での作業の環境
整備。定住人口、交流人口を増やすのも必要であ
る。総合的な取り組みが必要。これらが具現化さ
れているのが市長の所信表明であり、９月定例会
で示された。その中に具体的な施策が発表されて
いる。切れ目ない子育て支援をしていきたい。子
どもたちが会津に戻るよう頑張りたい。
高齢化は止められないが少子化は止められる。市
長の2期目に期待したい。人口減少問題を取り組ん
でいきたい。

○ ①

除雪と排雪の関連、家の前に雪を置いていく。飛
ばさない限り駄目である。そのうち雪が固くな
る。排雪に問題がある。

平成26年度の累積積雪は４m80cm、除雪費は約10億
円。除雪は基本的には雪を寄せるという考え方。2
年前から町内会と委託業者がしっかり連絡をとる
ことになっている。間口除雪の取り組み、昨年か
ら私道の除雪も取り組んでいる。市内1400kmのう
ち800kmについて除雪を実施している。雪に強いま
ちづくりで取り組んでいる。

○ ①

雪そのものをしっかり排雪まで行ってほしい。高
齢者世帯が増えているので除雪ができない状況で
ある。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

除雪の件で、ハローワークの通りは救急車が通れ
ない。朝４時ごろから除雪をするが、歩道に全て
雪が寄せられてしまう。道路融雪機能の整備を求
めている。

車の渋滞の緩和と冬の問題。建設部道路維持課に
伝えます。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ10に記載)

県職員のアパートに住んでいる。ほとんどの世帯
が単身赴任者である。市内全体でも単身赴任世帯
が多いのではないかと危惧する。

電力の社宅もそういう状況にある。

○ ②

門田地区の意見交換会に参加した。除雪について
も市の長期ビジョンを早く策定するべきである。 ○ ②

市長との対話集会時に側溝の整備を要求してい
る。會津稽古堂前の東側の側溝は整備されていな
い。下水道に接続されていない世帯もあるので、
臭いがある。甲賀町から水を流すよう道路維持課
へ要望している。

市側から甲賀町から水を流す理由の説明はありま
したか。

○ ②

高低差があって整備できないと説明している。
○ ②

町内として私道の除雪が可能になった地区ですよ
ね。

私道は４通りあり、清水通り等の除雪をやってい
ただき感謝している。 ○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

前回の意見交換会時に出した街路灯の整備をして
いただいた。感謝申し上げます。空き家の問題に
ついてはどうするのか。アンケート調査を回答し
たが集計がなされていない。空き家の特措法がで
きたが、横須賀市は空き家の問題は代執行をして
いる。

空き家対策は議員が質問をしている。先進地の事
例などを調査している。代執行している行政もい
くつかある。市も条例策定についても必要性は感
じているが検討中である。
アンケートの調査集計が遅い。ほとんどの議員も
条例化を進めるべきと提案している。市側も策定
しないとは言っていない。金太郎あめみたいな形
で作るのはどうか。パブリックコメントも早く
やってほしいことも提案している。

○ ①

認知症の初期支援チーム事業はなぜ若松市はやっ
ていないのか。

認知症の支援推進制度等を取り入れているが、ま
だまだであると認識している。 ○ ①

空き家対策も危険である。市道に接近している。
危険度のランクを付けて対策していただきたい。
危機管理課にも申し入れている。

○ ②

汚い所にごみを捨てる傾向にある。それが空き家
が対象になってしまう。また、南花畑団地から土
手に上がる箇所に階段ができたが高齢者対策に
なっていない。

　

○ ②

区長として市へ要望して作ってもらった経緯があ
る。その中でスロープ施工だと急勾配になるの
で、かえって危ないことから階段のみの施工とし
た。

○ ②

自治基本条例は市の憲法だと言っているが拙速で
あると思う。横須賀市では否決された。 ○ 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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謹教地区

件名

１．南花畑の私道から市道へ
の申請について（Ｐ５）

２．融雪道路の整備について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
○ハローワーク前、竹田病院前の路線を融雪道路にしてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　現在、東西の都市計画道路の拡幅整備を行っており、東西路線は流
雪溝が整備されています。当該の南北路線については、現在のところ
整備計画はないが、適意な除雪排雪を行っていきます。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
○南花畑2丁目83番地付近の私道について市道昇格をしていただきた
い。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　当該地は幅員等の要件は満たしており、排水管用の土地と隅切り用
の土地について地権者から提供があれば申請事案になります。現在、
地区及び地権者から提供の情報を待っている状況です。なお、除雪に
ついては、昨年度から実施路線としています。
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