
　参加人数：11名（うち班外議員 0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（北会津地区）

　開催地区：北会津地区 　開催日時：平成27年11月11日（水）　　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：北会津支所　ピカリンホール
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二元代表制を踏まえた質問のあり方の検討につい
て、質問時間を２０分から３０分に延長するとい
うことですか。委員会重視ということだが、議会
の傍聴者が非常に少ない。なぜかというと、聞い
ていても面白くない。真剣に討論できる場を作っ
てほしい。市民目線で行ってほしい。すり合わせ
の話の中では無駄な時間を費やしているだけであ
る。投票率が低いのは面白みがないからだ。

一般質問に対して、当局が回答するだけ、項目が
非常に狭い項目に限定されている。本会議では、
総論でやりなさいというのに狭くなっている。項
目が違うと関連質問は認められない。議会改革を
行いスムーズにはなっている。しかし、ちょっと
はみ出すと止められてしまう。随時、改革をして
いきたい。通告して関連質問をしては良い。

● ① 議員活動

①長期総合計画の審査のあり方の検討について、
何千万円か使って計画書を作成しているのか。計
画書案を外注しているのか。計画に沿ってやるわ
けだから、お金がないからできないということば
かり言わないでほしい。お金を計画的に使ってほ
しい。市民の意見を反映していただきたい。②議
会がどのように携わっているか。

①製本は外注している。長期総合計画は、基本構
想の下に基本計画がある。議会の関わりはあまり
ないが、最上位計画なので、年間予算、事務事業
を行っていく。市民が分科会の委員になって、計
画を検討している。②計画は市の権限、議会は計
画に関われない。執行も当局。議会は出来上がっ
たものを議決し方針を決めている。

○ ①
長期総合
計画

要望に行ったら、できないが、どうしてもという
なら、区長より提出してもらい、議員を５人まと
めてほしいとのことであった。どういうことか。

〇 ② 行政

農業をしている。地区会が１年に１０回位あり、
負担である。打ち合わせをしないで済むようにし
てほしい。自分の仕事をできるようにしてほし
い。町内会の縮小を望む。合併したのだから、都
会的な発想でよいのではないか。

誤解がある。地域の問題である。地域コミュニ
ティーのために集まっている。

〇 ① 地域社会

官尊民卑、上下の関係をやめてほしい。下働きを
やるためにいるのではない。公務員の下働きをさ
せないでほしい。各種団体の定数を決めて、無理
やりやらせないでほしい。

誤解がある。自分中心のことばかり言ってはいけ
ない。地域で合理化してほしい。

〇 ① 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 分類 番号 備考
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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 分類 番号 備考

鶴ヶ城の三の丸、北出丸等にトイレは設置されて
いるが、出入り口付近にはない。個人の観光客が
困っている。ぜひ整備してほしい。おもてなしの
こころがあるのであれば、券販売所の裏にでも整
備してほしい。

簡易トイレでもよいのか、きちんとしたトイレが
良いのか検討しなければならない。

〇 ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ８に記載)

観光

観光都市と言っているが、北出丸からの石垣の整
備について、またＪＴ跡地についても今から形を
作ってほしい。街並みについて、きちんとやると
観光客が増える。市として考えてほしい。

景観形成地区がうまくいかなかった。住民の協力
をいただき、会津若松市側の取り組みも必要であ
る。彦根市はうまくいっている。 〇 ② 観光

長年お願いしているが、合併協定を実現してくだ
さい。きちんと守ってほしい。東部幹線道路な
ど。合併された側の気持ちをくんでほしい。不便
さがある。

最優先で実施してきた。何でもかんでも行ってき
た。計画の真ん中まで完了している。北会津だけ
が遅れているわけではない。 〇 ② 財政

　　※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

①コミュニティバスピカリン号の運行、学校、幼
稚園・保育園の統合によるスクールバスの機能・
運行、職員が退職しバスが老朽化により廃止され
る公民館バスについてなど、中心街と違った北会
津地区における公共バスについての考え方につい
て聞かせてほしい。
②実態、要望を含めて聞かせてほしい。
③湊地区も地域バスの導入を検討している。利用
するのは、主に、高校生、病院に行く高齢者であ
る。路線のあり方を、地元でＮＰＯや協議会を立
ち上げて進めていかないといけない。具体案を作
り、若い人、学生を加えて協議してはどうか。皆
さんから運行計画を提案すべき。

会津バスの路線、いろいろあるがピカリン号は弱
者救済になっていない。８０条白バス委託は、地
元雇用になるし費用削減にもなる。的を絞ってい
き、バスを小型、ノンステップにし、玄関先まで
行くようにしてはどうか。鈴木文彦さんの講演を
聞いてはどうか。バス会社になんでも任せるべき
でない。

白バスは基本的には営業できない。不特定多数の
方を対象にできない。湊地区では、地域住民が会
員となって、会費を払うようにした。営業とする
と二種免許は必要である。今のスクールバスの運
行の予算２，２００万円でできる。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)

①白バスでも営業できるのであれば、市のほうで
何とかならないのか。以前検討して方法を考えて
ほしいと話している。各部落のどこか１箇所に停
まって、集落を網羅してもらいたい。②行政で良
い案を作ってくれではなく、自分たちで提案して
いかないとだめか。

①スクールバスの運行の経費を考えて進めればよ
い。自分たちで提案したほうがよいものができ
る。②今の行政はやる気のある職員がいる。地域
づくり審議会を活用してほしい。地元の満足度を
高める提案をしていくとよい。知恵を集めていっ
てほしい。

〇 ①

→　公共交通の確保について（コミュニティバス・スクールバ
ス・仮称公民館バス）

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
→　公共交通の確保について（コミュニティバス・スクールバ
ス・仮称公民館バス）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

バスサポート委員会がある。１０年近く話をして
いるが既存の循環路線バスの運行ルートを変えら
れない。年に会議を３回くらい行っているが効き
目がない。ピカリンバスを奨励しているが、失敗
である。子供、老人に優しくない。

バス会社の都合で運行させるべきではない。地元
で提案するべきである。

〇 ①

過疎地のために、今後、白バスでの送迎がよいと
なると思う。バスについて状況が変わっていくと
思う。バスサポート委員会のメンバーを変えてや
らないといけない。

〇 ②

５年前に東京から引っ越してきた。震災後、何の
サポートもない。１０年の長期総合計画は必要だ
が、要望も変わってくるので、小さなバスを運行
して、路線バスのところまで乗せてもらう。規制
改革をして、ランデブー方式を取ってはどうか。
料金についてはどうするか。真剣に考えるべき
だ。

今のようなさまざまな意見を出してほしい。住民
の皆様より多くの意見を聞かせてほしい。兵庫県
豊岡市は、ワゴン車で、バスの代行を行って利用
者を増やした。地域で、経費をかけないで行って
いた。

〇 ①

ピカリンバスは、費用が年間１５００万円かか
り、５００万円の収入なので、１０００万円の赤
字である。黒字にするのは無理である。補助もい
つまでもつかわからない。ふるさと創世基金を使
い切ったらどうするのか、その後どうするのか。
時間で運行する路線バスは黒字にならない。

利用者主体で、地域で、案を作ってほしい。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)

会津美里町のような乗合タクシーは、決して黒字
ではないが、交通弱者に対する対応としては良
い。しかし、弱点は、土・日曜日は休みであると
いうことである。

利用者主体で、地域の中で具体化してほしい。中
高生、後期高齢者を対象にターゲットを絞り込ん
で、時間を決めればよいと思う。市に任せない
で、住民主体で決めてほしい。

〇 ①
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　公共交通の確保について（コミュニティバス・スクールバ
ス・仮称公民館バス）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

バスの運転手は、定年後の人を雇用すれば何とか
なる。現在１５００万円かかっているが、半分の
費用でできる。７０歳以上の人を雇用してるとこ
ろがある。金川町のバスは好評のようだが、どう
なのか。

一度頓挫した。アンケートを取った際は、利用す
るとの回答が多かったが、始めたら少なかった。
再度、費用対効果を検討して、ターゲットを絞っ
ていったら、黒字ではないが、割とできるように
なった。地域負担もしてもらっている。お互いに
うまく進んでいる。

〇 ①

地区地区で全然課題が違う。１３０軒あるが、今
のところ誰も困っていない。要望の全部に対応す
ることはできないので、住民皆で話して決めてい
く必要がある。手間はかかるが、大事である。

湊地区も６５歳以上の人にバス利用のアンケート
をとったら、４０％しか利用しないとの回答で
あった。自分たちの１０年後のことは全く考えて
いない。全員が高齢者になる。その時になったら
困る。

〇 ①

バスの運行は、何人乗るのか、何時が妥当か。実
数を把握しないといけない。

金川町で、利用するかと聞いたら、高い割合で利
用するとの回答であったが、実際運行したら乗ら
なかった。頓挫して、その後必要性に駆られて、
再運行となった。結果として地域がまとまった。
所管している総務委員会に伝えます。

〇 ①

公民館バスは、行政バスとして支所にあるが、ド
ライバーが定年になり、会津バスに委託したが、
土・日曜日は運行しない。平日のみの運行なの
で、使いたい時に使えなくて困ってしまう。公民
館にバスの運行管理を任せてほしい。公民館だと
運行できる。

合併後は、決定できなくなっているでしょう。切
られてしまう。自分たちで決定するシステムを作
らないといけない。何も決定できなくなってきて
いるから、こういうことになる。北会津が発展し
なくなってしまう。

〇 ①

会津バスを切ることはできるのか。バス会社は、
運行の新たな提案をしてくれないのか。バス会社
は何も考えないのか。

委託なので切ることはできる。儲かっているの
で、バス会社は運行を止めることはない。現状を
変えようとは思わない。

〇 ①
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　公共交通の確保について（コミュニティバス・スクールバ
ス・仮称公民館バス）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

会津バスだけが市内を運行しているわけではな
い。広田タクシー、喜多方東都バスも運行してい
る。

地元は地元で話し合ってほしい。議会側では、総
務委員会が公共交通についての所管なので伝えま
す。

〇 ①

　　※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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北会津地区

件名

１．鶴ヶ城の入り口付近への
公衆トイレの整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　本丸の中にトイレが整備されていないので、個人の観光客の方々が
困っている。券売機の裏にでも整備してほしい。

【事後処理結果】
○一般財団法人　会津若松観光ビューローの回答
　現在は、お城周辺に５か所のトイレを整備しています。本丸入口２
箇所にトイレの案内を掲示しており、通路に、矢印にてトイレの案内
がなされています。史跡なので、本丸の中に常設のトイレを造ること
ができないため、混雑時などは、仮設のトイレを設置しています。
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北会津地区

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．会津若松市内のバスの運
行状況について
　　　　　　（Ｐ４、Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　会津バスの路線、いろいろあるが、ピカリン号は弱者救済になって
いない。８０条白バス委託は、地元雇用になるし、費用の削減にもな
る。的を絞っていき、運用を考えてはどうか。バス会社に何でも任せ
るべきでない。
　ピカリンバスは、費用が１５００万円かかり、１０００万円の赤字
である。黒字にするのは無理である。補助もいつまでもつかわからな
い。

【事後処理結果】
　まず、住民主体でどのような運行形態、路線が良いのか住民で検討
してほしいとの提案をしました。地域づくり課へ伝え、住民より相談
があった場合、対応してもらうように依頼をしました。
○地域づくり課の回答
　今年度、当課では、市内バス全路線の交通ネットワークのあり方な
どを見定めるべく「地域公共交通網形成計画策定調査事業」に取り組
んでおり、この中で、北会津地区の公共交通のあり方についても、ア
ンケート調査やグループヒヤリング調査なども行いながら研究をして
いるところであり、過日は、ピカリン号運行サポート委員会の委員の
皆さんと意見交換も行いました。
　公共交通は、各地区の実情・特性を踏まえた上で、実際のバス利用
者や地元の住民の皆さんの声や目線が大切にされるあり方が重要です
ので、今後とも、こうした姿勢を基本に、地区の皆さんとの意見交換
も含めた検討を進めていきたいと考えております。
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