
　参加人数：14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（東山地区）

　開催地区：東山地区 　開催日時：平成27年11月７日（土）　18時30分　～　20時10分

　担当班　：第４班（出席議員）石田典男、松崎　新、中島好路、古川雄一、原田俊広　　　　　（欠席議員）佐藤　勉

　開催場所：東公民館
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意見交換会の回数を多くすべきである。提案した
い。

広報広聴委員会で検討し2回の開催としてきた。な
お、意見については広報広聴委員会に報告する。 ● ①

広報広聴委員会
に報告する

意見交換
会

賛否一覧表で、ほとんど反対の方がいる。実際の
市政、議会の運営にあたりどのような効果、弊害
があるのか。議会はやりづらいのではないか。

議会運営委員会としての見解としては、議員の責
任で各自が表決を判断して行っている。

● ①
意見を受け止め
た

議決責任

地区別意見交換会の充実についてですが、報告書
には「貴重な意見として伺う」と記載されている
が、そこで留まっていればなんら変わらない。そ
の後どのようにしていくのか充実させないといけ
ないのではないか。

区長会の対話集会では、市民、市長、議会の三角
関係になってきているとの意見が出されている。
その結果が除雪の問題である。貴重な意見として
伺っていたことから議会は、意見を掘り下げて
行っている。

● ①
広報広聴委員会
に報告する

意見交換
会

切実な声として検討の結果、伺ったままにしてい
るのか。

広報広聴委員会において出された意見を分類し、
各検討主体（政策討論会等）において議論を重ね
ている。また、開催前には各班が事前準備をして
いる。15回を迎えているのでさらに深め、解決に
向けて進めていきたい。

● ①
広報広聴委員会
に報告する

意見交換
会

意見交換会の報告書では、議員の発言内容は「貴
重な意見として伺う」だけの記載である。

意見交換会終了後に広報広聴委員会を開催し、委
員会委員と班長が市民の意見、要望を地域の課
題、問題として取り上げている。その後、意見を
分類し、各検討主体（政策討論会等）において議
論を重ねている。

● ①
広報広聴委員会
に報告する

意見交換
会

報告書の処理状況の対応が空欄です。これでは内
容が分からないので具体的記載をすべきではない
か。

具体的記載をしていきたい。

● ①
広報広聴委員会
に報告し改善し
たい

意見交換
会

その対応については、いつまでの期間を検討して
いるのか、明確にしていただきたい。

報告書については来年の5月までには指導申し上げ
たい。 ● ①

広報広聴委員会
に報告し改善し
たい

意見交換
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

議会改革の5項目と細目、全て成し遂げるとの考え
か。

議会改革の項目については、議会としての目標を
掲げている。そのため全てのことを成し遂げると
いうよりも、よりよい議会としての活動をこれか
らも行っていく考えです。

● ①
議会改革につい
て説明した

議会改革

会津若松市議会には全国の他議会から議員が視察
に来ているようだが、その目的と内容は。

他の市町村議会からの視察では、議会が住民の話
を聞いて政策づくりを行っている具体的事例につ
いて、会津若松市議会の取り組みを聴きに来てい
る。湊地区の水問題に係る取り組みなどについて
報告している。

● ①
具体的事例を報
告した

議会活動

市長との懇談会、3年連続同じ回答であった。慶山
地区は2年に1回は床下浸水、地区の田畑は1年に1
回は土砂の流出が発生している。このことは、個
人で解決していることでもある。そのため区長会
としての要望事項には載っていない。東山地区の
要望に対する回答は、3年連続同じである。議会は
追及していただきたい。

議会の仕組み、取り組みが変わってきた。4つの委
員会は専門性を持ってきている。執行機関の「お
金がないからできない」に対し市議会は「どのよ
うにすれば実現できるのか」という考え方で政策
を考えている。例えば政策討論会第1分科会では、
本市の財政健全化について、対案を出しながら、
財政が厳しい中でできる事業についてどのように
考えているのか追求している。施設建設では、城
前団地の改修に約30年かかってきてしまってい
る。つまり時間がかかることもある。

○ ①
具体的事例を報
告した

いっ水

戸ノ口堰の問題は解決していないが、地区として
は改善に向け要望活動を取り組んでいく。 ○ ②

要望事項として
受け止めた

いっ水

人口減少と高齢化の構図、市の総合福祉センター
建設構想があった。ハード面ではなく、総合福祉
センターの考え方について、議会の考え方を聞き
たい。

議会の取り組みとしては、地域福祉計画の策定、
地域包括支援センターの事業について説明を受
け、議会としての政策について定例会などを通し
て発言している。

○ ①
担当所管委員
会、議会の取り
組みを報告した

地域福祉

他の自治体では中央に福祉センターがあり、地域
に事業を下ろすとの考え方がある。 ○ ②

他の自治体の事
例を教えていた
だいた

地域福祉

3



※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

社会福祉協議会に対し今の状況でよいのか。福祉
の大きな建物を建てろというのではなく、他の建
物でも良いので議会として働きかけてほしい。

議会の政策討論会第2分科会に持ち寄り話し合いた
い。社会福祉協議会については議会としても意見
交換をする予定である。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

社会福祉

高齢福祉に関して、昨年地域包括支援センターの
管理について意見を申し上げた。飯盛団地町内の
一部は、第1と第5地域包括支援センターです。第1
と第5に分かれているため地域の活動に不便をして
いる。以前ある議員は、そんなこと簡単に解決す
ると発言していた。しかし、他の地区にも複数の
包括に分かれている地区があると聞いた。解決で
きるのですか。

議会では、地域福祉計画、地域防災計画などを通
して、計画の地域、地区と地域包括支援センター
の地区が異なることで福祉サービスや住民にとっ
て不便であることを訴えてきた。執行機関もそう
した現状を把握しているが、すぐには解決できな
いとの認識を示している。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

高齢福祉

カーブミラーについての要望を市に出した。議会
で応援していただきたい。 ○ ②

要望事項として
受け止めた

交通安全

意見交換会の充実について、参加人数を多くした
い。 ● ②

議会の理解と応
援をしていただ
いた

意見交換
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

1、これまで出されてきた意見、要望
第11回　平成25年11月
・慶山地区の除雪に関する要望書。このことに対
して議会と道路維持課が協議を行い、解決方法に
ついて議会が提案してきた。
・地域のテーマ「要支援者と災害時の取り組み」
　地域が抱える課題、問題の解消に向け現状を教
えていただき、提言をいただいた。
第12回　平成26年5月
・慶山地区の除雪について業者、道路維持課によ
く対応していただいた。（問題の解決が図れた）
第13回　平成26年11月
・私道の行き止まりのところでも除雪していただ
けないか。
・除雪の苦情、要望を市全体で一元的にまとめそ
れに対応すべきである。
・地域のテーマ「東山地区のコミュニティーにつ
いて」
　地区における土砂災害の指定区域、福祉マッ
プ、戸ノ口堰などの課題、問題を教えていただい
た。
第14回　平成27年5月
・地域のテーマ「水害対策の必要性と危機管理に
ついて」
　県が進める砂防ダム建設、防災カルテと要支援
者対策などの課題、問題を教えていただいた。

→除雪・排雪のあり方について

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 →除雪・排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

除雪、排雪の課題、問題が各地区で寄せられてい
る。本日は、各町内会などで具体的に取り組んで
いることで、うまくいっていること、うまくいか
ないことなどを教えていただき、議会として解決
に向けて考えていきます。

慶山地区の除雪は業者が変わり、これまでより気
配りをしていただいたことで、除雪、排雪が良く
なった。区長がお願いして民有地を借りている。
その後でも良いので、市が民有地の方に直接行っ
て、土地を借りるお願いとお礼などをしてもらい
たい。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

区長宅に業者が直接来て話し合いがされ、除雪が
丁寧に行われた、効果が上がった。 ○ ②

現状を教えてい
ただいた

もうすぐ雪は降る。市が直接、排雪場所の地権者
にお願いに行ってもらいたい。早急に実行してい
ただきたい。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

自宅は天寧寺町で、車庫証明センターの前から入
る。市道の前に私道があり除雪ができない。隣人
との気まずさがある。

班で解決したい、その他については考えたい。

○ ③

現地確認、担当
課確認後、事後
報告する（事後
処理報告書Ｐ９
に記載)

昨年私道のことを話した。「現地確認したが難し
い」で終わっている。

終了後、個別にお聞きします。（終了後の話し合
いで理解していただいた。）

○ ①
終了後事例をお
聞きし回答した
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○　地区別テーマでの意見交換について →除雪・排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

昨年は、排雪の要望を解決していただいた。町内
では、除雪ボランティアを希望する4世帯に対し、
60、70歳代の4名が1対1で対応している。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

慶山二丁目は坂が多く、普通の除雪車は登れな
い。そのため地域住民が道を雪かきして除雪車を
通してきた。リース車で対応できないか。業者に
対する指示はどのように行っているのか。「区長
が業者に直接お願いできるのか」と担当課に話を
すると「担当課が直接業者に言うと委託を辞めて
しまうので、区長さん話をしてください」とな
る、それでよいのか。みなさんどのように考えま
すか。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

除雪で高齢者宅の前に雪の塊を置かれると困る。
そのため除雪車が来ると家の前に出て運転手にお
願いするようにしているが、何とか考えてほし
い。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

要望であるが、慶山地区は坂の町で、一部伏流水
が出ている場所がある。除雪に利用できないか。

その問題については、班として検証したい。

○ ③

現地確認後、事
後報告する（事
後処理報告書Ｐ
10に記載)

天寧地区だが、土地を借りて排雪しないと解決で
きない。

○ ②
現状を教えてい
ただいた
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○　地区別テーマでの意見交換について →除雪・排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

歩道は大きな除雪機械ではきれいにできない。だ
からといって、各地区のボランティアに頼るので
はなく、それ以外の方法を考えるべきである。ま
た、人に優しい除雪のやり方を地域でできれば良
いと思う。市で働きかけを行っていただきたい。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

今年、除雪と排雪ができるグループ体制（除雪グ
ループ業者80社の除雪事業協同組合）ができる。
この利点は、業者の助け合いができることであ
る。作業では、大きな業者が小さい業者を機械の
貸し借りなどで助けることができる。なお、現
在、除雪車300台で800キロの除雪を行っている
が、今年からどこで除雪作業を行っているのかを
見ることができるGPSシステムができる。政策討論
会第4分科会では、民間と地区のボランティアの仕
組みづくりを行っていきます。

建設委員会・第
4分科会の考え
方と方向性を報
告した

除雪についての業務委託について、飯盛団地は高
齢化が進んでいる。ボランティアができない、自
助、共助ができない地区である。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

議員の努力、新しいことが分かった。良くやって
いることが分かれば多くの方が意見交換会に参加
していただけるのではないか。 ○ ②

現状を教えてい
ただき、議会の
活動に理解をい
ただいた

　　※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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東山地区

件名

１．私道の除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　市道の前に私道があり除雪ができない。

【事後処理結果】
　天寧寺町の現地を確認し、道路維持課の見解を聞きました。
○道路維持課の回答
　当該の道路は、開発道路で未帰属の道路です。（担当課は都市計画
課）この解決のためには、障害となる車庫があることから、直接、都
市計画課と道路維持課に相談していただきたい。

○担当課の回答を受け、都市計画課と道路維持課に直接相談していた
だくよう本人に話をし、相談者より「わかりました」との返答を受け
ました。
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東山地区

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．湧き水について（Ｐ７） 【市民からの要望・質問】
　慶山地区は坂の町で、一部伏流水が出ている場所がある。除雪に利
用できないか。

【事後処理結果】
　現地を確認したところ、坂の除雪については、業者が変わりきちん
と対応しています。問題は、山からの伏流水による道路の凍結事故で
す。そのため3名の方が骨折しています。
　11月は伏流水が確認できないので、平成28年１月、２月に現地を確
認することで了解をいただきました。

⇒平成27年度の冬は降雪量が少なく、現状を確認することができ
  ませんでした。来年度、改めて確認します。

現地の西側から見る

東側の上からの道

東側の山から伏流水が流れ出し、

道路を伝い水路まで流れる。

道路の表面が凍りつき、危険な

状態となる。

この地点まで水が流れる

両側に側溝をつくることで路面

凍結防止ができないか現地を

確認し考えたい
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