
　参加人数：17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（門田地区）

　開催地区：門田地区 　開催日時：平成27年11月６日（金）　18時00分　～　19時40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：南公民館
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学校建設について、鶴城小学校の次は行仁小学校
と聞いている。小中学校の統合はあるのか。ドー
ナツ化現象に伴う小中学校の統廃合の報道があ
る。都市部から中山間地の学校に入学できること
についての報道がされた。本市においても児童、
生徒数の少ない学校の問題がある。本市はどのよ
うな学校づくりを行うのか。

現在、鶴城小学校が建設中で次は河東中学校、そ
の次が行仁小学校の予定で、それ以外の学校につ
いては耐震化を進めている。定例会の質問で、小
学校の統廃合、小中連携、幼小連携教育を推進す
るとしている。報道のような動きは今のところな
い。

○ ①
担当委員会で深
めたい

学校施設

常総市の災害について。飯寺地区は大川を抱えて
いる。避難訓練の必要性、大川の氾濫に備えた門
田地区としての防災訓練について、市はどのよう
に考えているのか。

建設委員会で講演会を行い、そこに国土交通省阿
賀川管理事務所所長に来ていただいた。阿賀川の
課題、問題について話をいただき、計画的に工事
を進めているとの報告がなされた。しかし、雨量
との関係のシミュレーションは、残念ながら国、
県、市からの公表がされていない、できていない
と考える。

○ ①
担当委員会で深
めたい

防災・安
全

避難指示の広報について、南相馬市の例がある。
会津若松としての考え方について、面川地区では
公会堂で放送しているが老朽化で更新の時期に来
ている。地区として有線または無線での設備を考
えているが補助的なものはあるのか。

地域防災計画が策定された。ハザードマップの配
布がされた。連絡については今のところ地域の消
防団からの連絡、協力を考えている。 ○ ①

担当委員会で深
めたい

防災・安
全

防災無線についての費用、補助金の具体的事例を
調査して議会として行っていただきたい。

会津若松地方広域市町村圏整備組合で無線のデジ
タル化が行われ、その事例だと高額な金額の設備
投資が必要となっている。防災無線の事例につい
て後日報告したい。

○ ③

調査をして報告
書で回答したい
（事後処理報告
書Ｐ10に記載)

防災・安
全

福島市での防災広報の報道がされたが、個人に情
報を送るための具体的事例を実際に行えないか。

コミュニケーションサービス「あいべあ」を利用
して現在行っている。市の防災訓練では、神指地
区、東山地区で防災訓練時間を早朝、夕方に行っ
ている事例がある。

○ ①
担当委員会で深
めたい

防災・安
全

※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

浄化槽と公共下水道について、東年貢町内会の工
事時期、予算化についてどのようになっている
か。

このことについては何回か回答している。農村部
には公共下水道事業は持っていけない。都市部は
計画がある。東年貢町内会については認可区域外
のため平成32年に予定されている時期認可で計画
策定をし、その後工事が実施されることになる。

○ ①
計画が公表され
たら報告したい

下水道

災害の避難所について。総合運動公園の体育館
は、夜間、早朝鍵がかかっているためすぐに避難
できない。そのため国道などの道路が交通渋滞に
なってしまう。

総合運動公園の体育館は、ハザードマップで避難
所に指定されている。市防災計画で公表されてい
る通り活用できる対策を進めていきたい。 ○ ①

担当委員会で深
めたい

防災・安
全

議員の数が減ればよいとは考えていないが、今回
の選挙で上位と下位の議員の票に差がある。議会
は、議員削減を考えているか。

議会制度検討委員会で議会の報酬、定数について
の考え方について方向性を出している。この発言
を受け止め議会制度検討委員会に報告したい。 ● ①

議会制度検討委
員会や議会の中
へ報告し深めた
い

議員定数

議員定数の検討は第三者で行うべきである。その
後、関係者が検討すべきである。

● ②

議会制度検討委
員会や議会の中
へ報告し深めた
い

議員定数

道路整備について、一ノ堰地区では5カ所陳情して
いる。何かの機会で議会として見ていただきた
い。

○ ②
要望として受け
止める

道路

会津鉄道の踏切付近の点滅信号の十字路だが、自
動車は点滅で止まるが自転車は止まらない。その
ため、朝晩は自転車と自動車の事故のおそれがあ
る。町内会総会で毎回出されていることで問題に
なっている。

要望書を出していただければ全体化にしたい。

○ ①

要望書を出して
いただき担当所
管課で検討した
い

交通安全
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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

国道401号の北会津地区のＪＡスタンドから会津美
里町までの歩道設置についての要望。
工業団地の造成、道路変更の説明があり、信号機
の設置の予定はないとの答弁であった。クランク
のほうがスピードが出ないため、クランクのまま
にすべきである。

工業団地の造成により、道路変更による交通事故
等が発生するなどの問題があれば変更しなければ
ならない。

○ ①
要望として受け
止める

道路

　　※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
・除雪について市の事業内容について説明。要支
援者に対する除雪のあり方。除排雪の補助のあり
方。高齢者に対する除雪を町内会で行っている。
第12回　平成26年5月
・除雪を行う業者が変わり除雪の仕方が悪くなっ
た。
・今年の除雪は丁寧で親切であった。
第14回　平成27年5月
・国道の除雪は、歩道と一体で行ってほしい。ま
た同様に排雪も行っていただきたい。

【　事例　】
・通学路の除雪を町内会が委託を受けて行ってい
る。（市民との意見交換会）
・除雪のために雪を捨てる場所がない。
・町内会でできること、除雪、ごみ出しなどは共
助で行っている。
・家の前の除雪を組単位で協力しながら行ってい
る。
　以上（地域福祉計画策定第2回地域懇談会）
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。

→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

カワチの北側と西側の歩道は、冬季間除雪の雪が
集まり山のようになり歩けない状況です。子ども
の通学路ですが車道を歩いています。そこは、交
差点のため雪で見通しが悪く事故が発生していま
す。雪捨て場がないためと考えますが、公園に雪
を入れることによって少しは解決するのではない
か。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

五中の南側に面した東のバイパスから西の国道121
号に至る通学路の除雪は、通学する前の早朝に行
うために雪が積もってしまう。時間を変えられな
いか。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

中野町内会で雪を溜めるための民地を借りた。し
かし早朝の除雪のため除雪車の騒音が気になると
の地域住民からの苦情がある。除雪、排雪のため
にはよいことであるが住民の騒音の苦情もわか
る。今年は貸せないと言われている。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

トヨタカローラから運動公園までの国道121号の歩
道の除雪は、県がやると約束した。お願いし約束
した当初は早い時間帯で除雪していただいたが、
遅い時間での除雪が増えたような気がする。

○ 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

除雪のとき畑を借りることができた。しかし、排
雪のとき水田のクロを壊してしまい借りることが
できなくなってしまった。今後、排雪する場所が
なくなってしまった。雪捨て場があればもっと除
雪がきれいになる。また、側溝に雪を捨てられな
いが、雪を寄せる工夫でオペレーターが除雪をし
ていただければ道路が広く使える。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

五中付近の交差点は、国道と市道に雪を置いてい
く。地域住民の方が問題を解決するにしてもそれ
ぞれの町内会が違うので、住民が直接雪を取り除
くなどの解決の手伝いとしてはできない。そのた
め、問題は先送りになっている。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

町内会の区長が道路維持課とオペレーターと事前
に協議を行っているとの話がされたが、どのよう
に行っているのか教えてほしい。

○ ② 参加者の問い

私の町内は業者と協議し、話をしているがうまく
いっていない。 ○ ②

現状を教えてい
ただいた

同じ町内だが、公園の前にある桜の木を切り、市
と業者に公園の奥まで雪を押すことをお願いした
ことで、きれいな除雪ができている、オペレー
ターは協力的でうまくいっている。

○ ②
よくできた事例
報告

一ノ堰地区の場合は、打ち合わせに向けて市の担
当者に話をし、その後業者が来て事前に打ち合わ
せを行っている。住民からの苦情があれば、市の
担当者に話をし、オペレーターを呼びきれいな除
雪をしてもらっている。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

7



○　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

私は農家です。町内会の区長が来て雪をためるた
めの農地を2カ所、雪捨て場として貸した。しか
し、春先に、ゴミや砂利などの始末をしない。ま
た、市の担当課があいさつにも来ない。これで
は、貸す人がいなくなる。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

面川地区は、国道と市道があり、それぞれ県と市
で除雪を行っているが、国道と県道についての除
雪の話し合いの場があるのか。

政策討論会第4分科会は除雪のテーマに絞った。３
桁の国道の管理は県で行っている。問題解決のた
めには、国と県の方々と議会で話し合いの場を設
けたい。

○ ①
担当委員会で深
めたい

地区での請負、間口除雪について、自分の地区に
はそれを行っている方がいない。他の町内ではど
のように行っているのか教えていただきたい。

○ ②

参加者の問い
（他の町内の事
例をお伝えする
方がいなかっ
た）

議会としては、行政ができること、事業者にお願
いすること、そして、除雪についての市民の皆様
の協力体制を含め取り組んでいきたいが、皆様の
考えをお聞きしたい。

われわれも協力するから、除雪をしっかり行って
いただきたいとの立場である。 ○ ② 協力できること

月、何回か出て住民みんなで除雪を行ってもよい
のではないか。 ○ ② 協力できること

側溝が整備されている。水量があれば雪を流して
も良いと思う。 ○ ② 問題提起
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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

東年貢地域で上流から流れてきた雪が固まり、氷
になり側溝がつまり床下浸水になった。復旧に長
時間かかり大変混乱した事例がある。

○ ②
側溝に雪を流す
ことによる問題
の事例

　　※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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門田地区

件名

防災無線の費用と補助制度に
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】
　防災無線の費用と補助制度

【事後処理結果】
　平成25年12月に公表された「会津若松市防災のまちづくり計画調査
業務報告書」によれば、情報通信設備の整備に向け、
　①災害時の多重対策の一環として市防災行政無線機（同報無線）
　　の導入検討
　②消防団や要援護者、避難所等における確実な情報伝達のための
　　個別配信システムの確保
　③観光客等における中心市街地等での情報発信として、デジタル
　　サイネージ等の活用検討
を条件とした整備費用（概算）は以下のとおりです。

・親局、補助局、拡声子局（避難所ごと107箇所整備想定）の整備費用
　約3億4250万円（消費税抜き）

なお、補助制度はありません。
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