
　参加人数：２３名（うち班外議員 １名）（他自治体等傍聴者 ０名）

第15回市民との意見交換会・報告書（城西地区）

　開催地区：城西地区 　開催日時：平成27年11月13日（金）　18時30分　～20時20分

　担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉将人　　　（欠席議員）なし

　開催場所：城西コミュニティセンター　

1



扇町土地区画整理事業が市の財政を圧迫している
と聞くが、どうなっているか詳しく聞きたい。

当初14年をかけて107ヘクタールを170億円で実施
する計画であったが、36年で344億円を要してい
る。国の補助が少しづつ減り、市の負担が増え
た。特別会計で約53億円の借金となっており、特
別会計では返せないと思われるので市が補てんす
ることになる。（※数字については後日確認した
ものです。）

○ ① 財政

水道本管は市が勝手に敷設するが、その後各家庭
への引き込み費用に差があるのは納得いかない。
（本管200㎜と100㎜で差がある？）終わった話な
ので回答はいらない。また、工事費用も業者に
よって違うともいわれた。

私有地からが個人負担となるはずである。なお、
調査して30日以内に回答いたします。

○ ③

調査し事後報告
する（事後処理
報告書Ｐ10に記
載)

水道

我々も何回も集まって対応を協議し研修もやって
きた。防災計画において市がどうしたいんだとい
う方針が打ち出されてこない。避難所の開設につ
いてもどういう形で開けるんだ、などの決まり事
がまだできていない。それを市が決めてほしい。
その上で防災訓練をやるならやる、避難所がいつ
開くかわからない、学校は市が動かなければやり
ません。学校は校長の権限でしょうから、市は学
校が開けないものを簡単に開ける訳にいかない。
開ける場合には内部のチェックをしなければなら
ない。誰がチェックするんだ、と言ったらする人
もいない。市はそれも決めていない。いつになっ
たら避難所に入れるのか、自主避難もいいけれど
も、今決めなきゃいけないのは避難する前の段階
だ。そして初めて防災訓練が行われる。その段取
りは区長会でもかなり細かいところまで詰めてい
る。市が動けば我々も動きますよ。１年前から
言っている。

自主防災組織を作る方向で地元も真剣に考えてい
ることを受け止めました。実務をしっかり早めに
やる必要がある。さまざま作ることになっている
と思います。

○ ②
防災・安

全

○　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 ※項目
キーワード

分類 番号 備考
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○　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 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

震災から4年8か月、防災の話は聞くが城西地区は
進んでいない。慶山で自主防災組織ができた。市
の財政を考えれば要望だけでなく、自分たちでお
金のかからない運営をしていかないとダメ。城西
小学校（地区の避難所）は耐震工事が終わってい
る。26年度に市の防災計画が策定されている。や
らなければならないことがいっぱい書いてある
が、住民はほとんどわからない。役所頼みでは進
まないから自分たちでやらないといけない。地震
が明日起こったら避難所なんか右往左往ですよ。
各区長さんが集まって、どう対応すればよいの
か、至急やってもらいたい。明日（14日）「防災
と男女共同参画」ワークショップがある。参加す
ることが大事。12月12日にも防災の講演会があ
る。ぜひ参加してください。

○ ②
防災・安

全

空き家の問題もある、危機管理課だけでは対応で
きない、あの体制では。庁内のつながり、市民と
のつながりを議員さん方努力してください。明日
来てもらえれば全て分かるから全員来てくださ
い。

生命財産を守るのは政治の大きな役割ですから、
重要な指摘だと思います。

○ ②
防災・安

全
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○　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 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

生活保護だが、うわさでは、夫婦で車を持ってい
て、夜になると弟を連れてきて子供の面倒を見さ
せてパチンコに行っているなど、市役所に行って
聞いても保護基準についてあやふやな答えであ
る。内輪で決めているから今では数えきれないく
らい増えている。担当者が困っているのは、頭の
具合がおかしいから仕事ができないと言われる事
例、だから生活保護というのが大半。「市会議員
の誰々さんに頼めばすぐにもらえる」といううわ
さが立っている。実態そうです。私が言いたいの
は、審査が甘いのではないかということ。

大半ではないですよ。生活保護は本人が申請して
認められれば受けられます。議員に頼めば何とか
なるということではないです。ケースワーカーが
いますので、その方が生活実態を調査して審査し
ている。不適切なことがあったら市のほうで正す
ような支給停止も含めて指導する。生活保護法で
決まっているので、心配されるようなことはない
と思います。不正があればそれは犯罪ですから、
そういうことがあったら我々に教えてください、
具体的に。生活保護者を白い目で見るようなこと
があるとすればそれは正しくないですから。老人
や働けなくなった人が最後のよりどころとするの
が生活保護ですから。憲法で認められている最低
限の生活を保障するのが、日本の国ですから。こ
れを全体が悪いものを見るような目で見るのは間
違いです。不正受給をしている人がいるというこ
とは役所がチェックしていないということですか
ら、ぜひ我々や役所に教えていただきたい。公平
にやらなくちゃいけない。

○ ① 社会福祉

天神橋のトイレはいくらかかりましたか？実は
1700万円です。民間でやれば1000万円ぐらいで建
ちますよ。

○ ② 観光
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○　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 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

会津へ来て30数年になる。職員が前向きでない。
駅のこともあるが1か月に何人利用客があるかな
ど、とにかく誰かがリーダーシップをとってやら
ないと進んでいかない。消火栓の標識（1000本以
上あるらしい）だが、2～3年前に、家の前の標識
の根元がさびて倒れた。（消防署が片付けた。）
その後、設置の要望を出したが、しばらくしての
回答が「コンピュータに入っているから必要あり
ません」とのことだった。ポールには消火栓（防
火水槽）の位置が書いてある。夜や雪が降った時
などは、コンピュータで探しているうちに家が燃
えてしまいますよ。20日程前、私が留守中に予算
がないからできない旨の連絡があった。以前は予
算の話なんかしていなかったのに。市内400カ所以
上の標識が倒れて放置されているそうですが、職
員は「コンピュータ内に入っているから」などと
次元の低い回答しかしない。

お怒りは分かりますが、車のナビや、スマート
フォンのアプリで消火栓の位置情報を探すことが
できるようになっています。担当者はそのことを
言っていると思う。ポールの問題とは別ですが。
消防団員は分かっている。標識は年次計画（100本
単位）で建て直している。（除雪で倒され、その
たびに起こしているので折れる）

○ ②
防災・安

全

消防団の人も分かりやすいし、あったほうがいい
と言っている。要らないというから話がややこし
くなる。

役所のその（要らないという）答えはちょっと違
いますね。 ○ ②

防災・安
全

議会で採決したことは、なるべく実行させるよう
に切にお願いしたい。結論が出ないなら採決しな
いでもらいたい。そうでないと議員を呼んでも意
味がない。

しかし、皆さんの声を受けて、西若松地区内の側
溝整備も実現している。我々も動いていないわけ
ではない。早く実現するもの、そうでないものが
あります。皆さんの声は我々にとっても大切です
ので、今後ともよろしくお願いします。

● ② 議会活動

　　※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

今日は、西若松駅を中心としたまちづくりについ
て、皆様のご意見を伺いたいと思います。

築40～50年の市営団地6棟、うち4棟は風呂がな
い。近所に銭湯があるが、経営者が高齢で投資で
きない。衛生を保つために塩素消毒、結果皮膚に
影響が出る。銭湯の主人に何かあった時どうする
のか、市役所に相談したが相談してもたらい回し
だった。健康増進課の対応は「風呂がなくなった
ら公共交通機関を使って、電車・バス・タクシー
を使って、行け」と。50歳以下の住民は1割（10
人）もいない。半数以上は生活保護受給者。その
方々に対して電車・バス・タクシーなど公共機関
を使って何とかしろと言われても。まして乗用車
などは所有していないわけです。
秘書広聴課に行って市長にお願いしてきた。そし
たら順序を追って手続きをして来て下さいと言わ
れた。秘書広聴課長が責任を持って話をして結果
を報告すると言った。しかし2年以上経ったが何の
報告もない。立派な市民憲章があるが、この風呂
の問題をどうしてくれるのかお聞きしたい。30日
以内に返答いただきたい。また現在144世帯住める
が92世帯が住んでいる。６棟中1棟が耐震の関係で
住めないらしい（風呂はある）。限界団地、市は
募集もかけない。ということは、5から10年で団地
住民のほとんどは亡くなっていく。対策はどうす
るのか。建物が古くなっている。北側は雪が吹き
込み凍って危ない。このような状況を共有してい
ただければいい。団地が建った時代は最高級のマ
ンションのようで、風呂がなくとも問題なかっ
た。

我々は、執行部でないことをあらかじめご理解を
いただきたい。何かをできる・できないを言うこ
とはできないことを前提にご理解いただきたい。
今の話は公共の福祉に反することなので、提言は
できる立場にいる。団地が限界集落になっている
というようなところも都会にある。市役所の対応
は、問題外。雪が入って危険な状態については皆
さんで対応していただくしかない。皆さんの問題
を共有したい。役所の問題は善処できることは善
処していきたい。これまでは、城前団地のほうに
目がいっていたきらいはある。議会としても目を
広げて対応したい。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ11に記載)

→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

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 →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

内海議員がトイレの問題を質問した。10年前から
陳情等してきた。議会も認定したので予算をつけ
てもらえればできる訳だが進んでいない。我々は
どこまで運動すればよいのか。観光バスが1日2～3
台来て乗客は湯野上まで行くが、トイレがないの
で、薬局のトイレを使えるよう市で対応している
ようだが、土・日は営業していない。午後7時以降
は締まる。駅のトイレは2階にあり御婦人方は大変
である。

市内には陸橋をかける予定箇所が4カ所あった。西
若松「虹をかける会」の頑張りで実現できた。他
はできていない。公衆トイレは汚い・暗いという
イメージだったけれど、ヨーロッパにはお金を出
して使用するトイレもある。トイレがあるのは当
然であると考える。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ12に記載)

駅にはトイレがある、エレベーターもある。
○ ②

今の議論は、要望したトイレが、議会で可決され
ているのになぜ進まないのか。

議会としての意志は決定されているがなかなか動
きが見えにくい。維持管理について、会津鉄道に
補助金を出す方法はあるだろう。市の中でも考え
ている職員もいる。

○ ②

天神橋のトイレは立派だけれど、地元の人が利用
していて、観光客にはあまり利用されていないよ
うに見える。地区にとって西若松駅はシンボルで
あり、なんとかして公衆トイレの問題を解決する
ようよろしくお願いする。

○ ②

道路拡幅の件。空き地の協力をもらえれば条件が
良くなるはずだが。

その場所は、店舗の看板設置さえも無理だった。
（地主はいなく、管理は不動産） ○ ②

交番を要望したい。陸橋下に学生の自転車が多数
置いてある。寒い時期以外は多くの男女・学生が
集まってくる。トイレと交番はぜひお願いした
い。夜間バイクの騒音がうるさい。

風紀が悪いとか事件が起きているとかあるんです
か？

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

市ではワークショップを七日町等でも実施してき
たようだが、西若松地域についてどんな風にやっ
てきたのか、観光都市でありながらこの地域は脚
光を浴びていない、人が来ていない。市の観光課
ではどのように捉えているのか調べていただきた
い。黒河内医院付近や裁判所周りのようにある程
度のお金を投入してもらいたい。（看板を作るだ
けでもいいから観光行政をやっているかどうか）
議員の力を貸していただきたい。

地元に受け皿がないと、公的資金は投入しにく
い。ばらまきでなく選択と集中、費用対効果があ
る。商工会議所や青春通り協議会など受け皿がタ
イアップして実施したところがある。

○ ②

受け皿はある。現に、西若松を愛する会では、ま
ちづくり協議会から3年間補助で、また、今年2年
目となるが、県のサポート事業などいろいろやっ
ている。会津鉄道と区長会連絡協議会、西若松を
愛する会が10年前より地域をきれいにする活動を
している。（トイレや駅名の問題もやってき
た。）観光素材は地域にある。御薬園のような庭
園が２つある。戊辰戦跡も、古い酒造所跡もあ
る。下町も見ていただきたい。

活発な活動を理解している。補助制度がどのよう
につながるか、協力するので我々を使ってもらい
たい。地域に素材・資源があるので我々も頑張っ
ていきたい。

○ ②

観光課に行ってお願いしても職員の対応がダメで
話にならない。昼休みに入り口の職員が歯磨きを
している。議員は我々より実情を知っているは
ず、そういうところを直していかないと若松はダ
メ。市民が声をからして何を言っても…昼休みだ
から何をしてもいいけれども…

市民の声が反映されているかということですね。
分かりました。今お話したようなことが現にある
わけですから、市長と話しなければならない。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

フリースペースの設置以前に、交番が活動してい
ない。若者が集まってきたら大変。自転車盗難率
が市内で一番高い。だが、警察は何もしない。防
犯協会に任せっきり。交番はあるが人がいなけれ
ば意味がない。

○ ②

警察は何もしないわけではない。担当地域が一番
広い。6人で回っている。自転車の台数は若松駅よ
り少ないが盗難が一番多い。わいせつ行為も。

○ ②

西若松の繁栄というテーマでやっている。利用客
（乗降客）をどう増やすかが問題でないか。観光
客を浅草のほうからいっぱい引っ張ってくると
か、それには東武線をここまで直通で入れてもら
うとか、そういう話はないのか？会津鉄道はお金
が高い。

東武鉄道が新車両を田島までは直通で持ってくる
という話がある。会津鉄道の話だが、地元乗降客
は目標に達しているが、首都圏からの客が少な
い。例えば「ロマンスカー」が入るには線路の幅
を改良しなければならないなどがある。

○ 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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城西地区

件名

１．水道本管敷設後の各家庭
への引き込み費用について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　水道管の引き込み費用について、各家庭において金額の差があるこ
とについて納得できない。工事費用も業者によって違うといわれてい
る。

【事後処理結果】
○水道部の回答
　水道部が道路に布設した管（以下、「配水管」という。）から各家
庭に引き込む管（以下、「給水管」という。）の費用が各家庭により
違いが生じることには、次の理由が考えられます。
①配水管の布設位置から各家庭への距離の違いによるもの
②配水管の布設深さの違いによるもの
③配水管の布設されている口径の違いによるもの
④道路の形状の違いによるもの（舗装の有無）
⑤道路上の側溝の有無によるもの
⑥給水管を引き込む口径の違いによるもの
⑦宅地内の形状の違いによるもの（砂利及びコンクリート等）
⑧各業者間の自由競争による価格設定の違いによるもの
　以上により、各家庭により水道管の引き込み費用に違いが生じると
思われます。なお、給水管の工事を行う際には、３社以上から見積り
を集めて施工業者を決定することをお勧めします。
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城西地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

２．公衆浴場の運営について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　市営団地６棟のうち、４棟は風呂がない。近所に公衆浴場がある
が、住民の要望に応えられていないようである。衛生管理がうまく
いっていないようである。また、市営団地の運営については、今後ど
うなるのか。

【事後処理結果】
○健康増進課の回答
　公衆浴場の課題については、利用者の方が安心かつ快適に公衆浴場
を利用できるよう、浴場経営者との話し合いの場を定期的に設けてい
くとともに、福島県公衆浴場業生活衛生同業組合会津若松支部に対し
ても、この課題も含めた公衆浴場の環境整備に取り組んでいただくよ
う、働きかけてまいります。

○建築課の回答
　材木町団地については、公営住宅の中長期的な維持管理計画を定め
ている「会津若松市公営住宅長寿命化計画」において、修繕対応によ
る維持管理を行うこととしており、浴室を設置する等の大規模改善や
新たな建替の計画はありません。なお、今後の老朽化に伴う維持管理
の状況や居住性の低下によっては、用途廃止や他団地との整理統合な
どを見据えた活用の検討を行う必要があると考えております。また、
現在、材木町団地において、浴室が設置されていない住棟について
は、老朽化や環境衛生に配慮する面から、新たな入居者募集を休止し
ている状況にあります。
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城西地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

３．西若松駅東口へのトイレ
の設置について（Ｐ７）

○平成27年度 会津若松市区長会対話集会要望事項の回答（10月30日）
　駅東口へのトイレ設置につきましては、これまで、駅舎トイレの利
用や東口に隣接している薬局トイレの地域開放のご協力をいただいて
きたところであり、これと並行して、昨年７月より「西若松駅を愛す
る会」の皆様と駅周辺活性化推進事業に取り組むとともに、昨年９月
議会において駅東口前へのトイレ新設の陳情が採択されたことも踏ま
え、改めて駅周辺の賑わいづくりに必要な便益施設として、トイレ設
置のあり方について検討を進めてきているところであります。
　さらには、昨年９月議会にて陳情採択された「街なかへのフリース
ペース設置」の陳情主体であるＬｉｋｅ会津実行委員会との協働によ
り、若者が集まることのできるフリースペースの整備や駅東西自由通
路１階スペースを交流拠点として活用していくことを検討しており、
駅周辺のさらなる活性化を目指して取り組んでいるところです。
　公衆トイレ設置については、設置場所も含めて、防犯上の問題、維
持管理、事業費、財源確保等の様々な課題がありますが、引き続き西
若松駅周辺活性化推進事業により賑わいづくりの取り組みを進める中
で、城西地区区長会と意見交換を行いながら検討してまいりたいと考
えておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。

【市民からの要望・質問】
 議会で議決されているので、予算をつけてもらえばできるのに実行さ
れない。観光客が来てもきちんとしたトイレがない。早急に整備して
ほしい。

【事後処理結果】
○地域づくり課の回答
　既に、乗降者の調査、観光バスの乗り入れの把握をしています。現
在、地下の埋設物や土壌調査などを進めています。なお、駅東口への
トイレ設置につきましては、下記回答のとおりです。
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