
　参加人数：10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（大戸地区）

　開催地区：大戸地区 　開催日時：平成27年11月８日（日）　18時30分　～　20時15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：大戸公民館
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猪の対策について駆除隊にお願いしていたが、県
の補助7,000円では採算が合わなく不足している。
市の補助が出ないか。

駆除隊に入る人がいない。電気柵について政策討
論会第3分科会でどのような解決策があるのか検討
を進めたい。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

鳥獣対策

舟子地区に大型バスなどが行くには桑原地区から
の通行となるが、道路脇の木により大型車の通行
に支障を来している。問題となるのは、桜の開花
の時期に大川ダム周辺に来るバスや、舟子駅付近
の太陽光発電の見学などに来る観光バスが通行で
きなくなっていることである。解決してほしい。

地元の方々の観光に対する期待もあり、問題、課
題解決に向け班として検討したい。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載)

道路

堰の水量を確保するために地元が行っている、闇
川堰の取水口までに至る足場の確保と改修につい
てお願いしたい。

以前、意見交換会第３班がまとめた国道121号の歩
道除雪に関する報告書を配布し説明を行った。会
津若松市、福島県、中央土地改良区、地元との関
係については、水利権、取り付け道路、誰が行う
のかなど整理すべきことがある。問題は、直接市
の事務事業として取り組むことができないことで
ある。どのようにすれば解決に導くことができる
か一緒に考えたい。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

雪害対策

最終的な目的は歩道の除雪である。流雪溝として
使っても良いと伺っている。

県、土地改良区の案件であり、市の事務事業でな
いことから以前、議会でまとめた報告がある。
冬期間、流水の管理を行うために堰まで行く管理
道路の改修はどこで行うのか。土地改良区か県の
事業であると思う。解決のためには除雪のことか
ら動くことのほうが良いのではないか。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

雪害対策

○　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

第14回の報告書に記載されている南原地区の水の
問題。区長に報告との記載があるが報告されてい
ない。5月27日に議会の方々が報告に来たが、事前
の連絡がないため、私は市の民生児童委員会の会
議に出席し立ち会えなかった。議会は、当事者4世
帯には説明された。報告書には、「南原区長なら
びに当事者の皆様へ伝え検討していただくよう申
し伝えた」とある。訂正していただきたい。

大変申し訳ありませんでした。そのように訂正し
たい。

○ ①
広報広聴委員会
に報告し訂正し
たい

意見交換
会

農業用水について応援をお願いしたい。つつみ山
の堤が3カ所ズレている。担当課は見に行きたいと
の回答で、50万円以下の事業であればできるとの
ことであった。

担当課に伝えたい。（回答の報告についてはいら
ないとのこと。）

○ ① 担当課に伝える 農業

国が進める南縦貫道路について、12月から地元説
明会が開催される。そこでは、環境評価などが出
される予定である。議会の方に平成27年度説明会
の情報が入っていれば教えてほしい。

国道、南縦貫道路については情報がない。今後、
政策討論会第4分科会で研究し把握するため具体的
に動きたい。 ○ ①

国・県の事業で
すが建設委員会
で研究したい

道路

高規格道路のルートについて、高規格北道路の建
設で、国道の通行量が減ったと聞いている。早期
建設をお願いしたい。観光資源である芦ノ牧温泉
をトンネルで通過されては困る。国道121号に沿っ
た計画を陳情していただきたい。

○ ②
国・県の事業で
すが建設委員会
で研究したい

道路

門田からのルートで、農道を利用すべき。

○ ②
国・県の事業で
すが建設委員会
で研究したい

道路
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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

インターチェンジがどこにできるのかがポイント
である。芦ノ牧の近いところに設置すべきであ
る。小谷周辺、芦ノ牧の田んぼ、下郷の境など、
アクセスのポイントと方向性が出れば地区の意見
が出る。大川の河川堤防に沿うルートであれば、
今後、イメージの問題として考えられる。一方、
河川の決壊との関係などがあり、メリット、デメ
リットを示せば、地元で話し合いができるので、
わかった時に教えてほしい。

○ ②
国・県の事業で
すが建設委員会
で研究したい

道路

国道289号を通り白河から来る車が多い。磐越高速
道路との関連を考える。大内宿を通るとの話があ
る。

会津美里町を通り、馬越を経由する要望もある。

○ ②
国・県の事業で
すが建設委員会
で研究したい

道路

バス停について。下雨屋のバス停は、乗降者の安
全を確保できるスペースがない。広い場所の確保
をお願いしたい。また、バス時間変更の要望です
が、以前通勤、通学時間帯のバスは2本あったが現
在は1本になった。冬季間、年貢交差点でラッシュ
になるため、通勤、通学の始業時間に間に合わな
いことが多々ある。

これまで、大戸地区の国道と旧国道を通るバスが
ルート廃止された経過にある。その後、児童、生
徒の通学バス時間の要望が地区から出され改正さ
れた経緯にある。また国道49号沿いの河東中学校
の生徒が利用するバス停の拡幅も行われた経緯に
あることから地域要望として出していただきた
い。

○ ①
これまでの経過
を説明した

交通

上記のバス停の件については、区長会の要望とし
て出してきた。国道の路肩で待つのは大変危険で
ある。簡易舗装で良いので広げてほしい。

○ ②
要望として受け
止める

交通

大戸地区敬老会を大戸小学校で開催することは良
いことであるが、送迎を市で行っていない。何か
いい方法はないか。市中心部で敬老会を開催して
いたときは、バスの送迎がされていた。

○ ③

担当課に伝え、
結果を報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載)

高齢福祉
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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

今後の議会改革、議員の定数、報酬の問題につい
て。議会では検討はしたが現状のままである。私
は減らせばよいとは思わないが、今後も検討する
のか。改選で12名の議員が変わった。選挙公報で
定数、報酬削減を公にした議員がいたが、これか
ら先はどうなるのか。

同じような意見は他の地区でも出ています。議会
制度検討委員会で話し合いたい。

● ①
議会制度検討委
員会に報告する

議員報酬
定数

インターネット、光ケーブルが埋設されていない
ため利用できない。この地区ではテレビ受診困難
地区のため組合を組織している。光テレビが利用
できれば解決する。また防災の面でも活用できる
ことになる。このことは毎回お願いしている。

意見交換会を始めて8年目である。この間、技術革
新が進んでいる。市の施設である公民館、小中学
校には市独自の光回線が埋設されている。また、
無線でインターネットが利用できるワイファイを
観光施設などに設置する事業も行われている。さ
まざまなことを議会として考えていきたい。

○ ①
担当所管委員会
で深めたい

通信

　　※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
・大豆田、香塩、南原地区の除雪の課題、問題が
取り上げられる。
・舟子地区は、できる人が除雪機を使い行ってい
る。
第12回　平成26年5月
・前回の除雪問題の解決に向けて
第13回　平成26年11月
・国道の歩道の除雪は、除雪機で地元住民が行う
となれば区長の負担が増える。
・舟子や桑原地区は各世帯で除雪機を使い行って
いる。それを国道付近の地区でも行えば解決す
る。
・屋根から落ちた雪を行政で除雪できないか。高
齢者が多くできなくなっている。

大戸地区での除雪、排雪について個別具体的にど
のようなことで困っているのか、または、具体的
な取り組みにより改善が図られた事例について教
えていただきたい。

積雪量が多いため道路の除雪ができないケースが
あった。監視カメラ、積雪の量を測ることで早期
出動することで解決できないか。

技術的には可能である。機器類も安価になってい
る。

○ ②
現状を教えてい
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

歩道の除雪が難しい。排雪場所がない。同じ大戸
地区の石村地区の歩道で行っている国道の除雪
は、ローダーで飛ばされた雪が重なる。その地区
を担当している業者は下郷町の車両である。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

排雪する場所がなく前に飛ばしている。わきに飛
ばしていない。県の除雪区間について現状を知り
具体化するようお願いできないか。

政策討論会第4分科会で直接県の担当へ聞きます。
その後、分科会が課題を整理し、報告できる時期
にきたら、お知らせします。

○ ①
現状を教えてい
ただいた

歩道の除雪の時期について懐疑的なことがあっ
た。除雪を行ってほしい時ではなく、天気の良い
日に後日行っていた。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

ふるさと農道は冬季間除雪されない。下郷町はき
れいな除雪で、なぜ大戸はと思ってしまう。事故
が発生したとき迂回路がない。11月1日大戸町の文
化祭があり事故が発生し、ふるさと農道で迂回し
てきた。除雪の経費がかかるのであれば、毎回で
はなく週1回でも良い。しかし難しいとの回答で
あった。

除雪の方法が変わってきている、すぐにはできな
いが見ていてほしい。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。

○ ②
現状を教えてい
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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大戸地区

件名

１．樹木の伐採について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．大戸地区敬老会の送迎に
ついて（Ｐ４）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　大戸地区敬老会参加者の送迎について、公用車での対応ができない
か。

【事後処理結果】
　門田地区敬老会の現状について、門田地区実行委員会事務局の南公
民館にお聞きしたので報告します。

○南公民館の回答
　バス5台
　　公用車2台（定員20、28名）　無料
　　借上げ3台（定員20、32、40名）　費用は、82,200円でした。

　各実行委員会で独自に取り組んでいるようです。

【市民からの要望・質問】
　舟子地区に大型バスなどが行くには桑原地区からの通行となるが、
道路脇の木により大型車の通行に支障がある。

【事後処理結果】
　現地を確認したところ、特に支障となる木を特定するに至りません
でした。なお、道路維持課の担当にパトロールの際、確認していただ
くように伝えました。
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