
　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（一箕地区）

　開催地区：一箕地区 　開催日時：平成27年11月8日（日）　　13時30分　～　15時10分

　担当班　：第５班（出席議員）　成田芳雄、土屋　隆、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、長郷潤一郎　　（欠席議員）なし

　開催場所：ふれあいハウス（市民ふれあいスポーツ広場内）

1



平成27年9月定例会で、木造住宅耐震改修支援事業
についての陳情が採択された件について。
福島県でも実施されており、耐震診断を受けて木
造住宅を改修したい人に対して最大100万円の補助
が出るとの制度がある。条件として、市町村がそ
の制度を採用していることとなっているが、会津
若松市ではこの支援制度を採用していない。
この問題が議会で採択されたことは、市でも制度
作りをすべきとの方向性が出たと考えるが、市の
担当課では制度作りをしないとのことであった。
議会も採択したのであるから、そのまま放置する
ような無責任な態度ではおれないことなので、議
会として行政に対して本制度の実現を要請してほ
しい。

建設委員会でも全員一致で支援事業制定に賛成し
ており、議会の決議は大きい。この制度は会津若
松市で当然制定されなければならない問題と考え
ている。

○ ① 住宅

滝沢峠の雨水対策について前回も質問したが、市
の回答は「パトロールを実施して、土嚢等で維持
管理対策する」とのことであったが対策がされて
いない。状況を確認して進捗状況を聞きたい。

具体的に教えていただき調査します。

○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ９
に記載)

道路

中央病院前の道路の未開通の問題について、移転
問題はどのようになっているか分かるか。
移転問題を早く解決すべきである。

現状について報告。

○ ① 道路

それは違うのではないか。現状はもっと進んでい
る。（詳細について説明をいただいた。）市は予
算がないから進まないのではないか。市はお金が
ないといったら終わりだ。

○ ②
教えていただい
た

道路

ほとんどの問題について、市の回答は3年前と全然
変わらない。計画にも入っておらず、優先順位も
分からない。

ご意見として伺う。

○ ② 道路

備考分類 番号

○　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
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備考分類 番号

○　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

会津若松市は観光が大事だと言っているのに、駐
車場がない。観光客が看板が見えなくて困ってい
た。石部桜のところの駐車場をどうにかしてほし
い。

駐車場が必要とのことですね。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)

観光

県立病院の跡地と城前の市営住宅の跡地の問題は
抱き合わせで考えるべきではないのか、市営住宅
を建設しているが、市の住宅は必要ないのではな
いか。

市の建設計画にそって進めている。

○ ① 公営住宅

中央病院のヘリコプターの騒音がひどいので対策
してほしい。病院の屋上に作る予定ではなかった
のか。
ドクターヘリであれば理解するが、ドクターヘリ
以外の使用が多いのではないのか。減速時に地響
きがする。

詳しく教えてほしい。

○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ10
に記載)

環境

　　※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

3



○　地区別テーマでの意見交換について

○除雪等について個別具体的にどのようなことで
困っているか、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。

除雪に福祉問題が関わる問題です。本人が50歳代
の障がいのある方で、仕事をしている方の問題で
す。
母親と2人暮らしであり、除雪時には80歳代の母親
が2時30分頃起床して除雪をしています。この大変
な状況を見かねて、去年から町内会で除雪ボラン
ティアを実施している。5時半頃からボランティア
2人で1時間程度除雪にかかるため、町内の除雪ボ
ランティアでもなかなかできない状況にあり、障
がい者の社会参加に対し、市でも福祉の問題とし
て対応していただきたい。
他の地域では、このような問題に対してどのよう
に対応しているのかを調査して、議会でも対応し
てほしい。
本人は介護タクシーで仕事に行くので、通勤費も
たいへんな状況である。

○ ③

現状を調査し事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載)

前回も5月の意見交換会で問題提起がなされてい
る。同じ問題が提起されるということは、議員が
この問題に対応していないことである。
この件に対しては議会で対応をしていないのでは
ないか。

前回の議員の回答は「ご意見として伺う」とのこ
とであったこと、および議員改選があり、対応で
きなかったものと考える。
中身を調査して、どのような状況かを確認しま
す。

○ ③

現状を調査し事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載)

→　除雪の課題とこれからのあり方について

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 →　除雪の課題とこれからのあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

ボランティアは今年も引き続き実施するのです
か。
市の間口ボランティアの申し込みを実施している
のか教えてください。

今年も新たに間口除雪に関するボランティアを回
覧で募集するが、ほとんどのボランティアが高齢
者であり、大変困難な状態になっている。
ボランティアをする人は、ほとんど高齢者となっ
ているので、ボランティアの問題も含めて市で対
応してほしい。
依頼があった時間での除雪は間口ボランティアで
は対応できない場合がある。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

市が実施している除雪方法では、排雪除雪のため
のお金がかかる。また、雪を置くだけの除雪と
なっており、雪を集める場所がないためきれいに
除雪ができないのではないか。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

不動川を排雪場所として有効活用をしたら良いと
考えている。これまで不動川への排雪の実績があ
る。 ○ ③

現状を調査し事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載)

歩道除雪に関しては、縁石が有り除雪できない状
況があるので、歩道を使用しないで車道ぎりぎり
の除雪をして、車道の端を歩道として使用してい
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 →　除雪の課題とこれからのあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

除雪費用で年間9億円も掛けるのであれば、米沢市
のように融雪溝を作った方が良いのではないかと
の提案をしている。
市では「調査して検討します」で、その後の回答
がない。不動川を利用して融雪溝を入れたほうが
良いのではないか。
市では「パトロールして、調査する」との回答で
あるが、調査検討した結果を伝えてほしい。

市のパトロールの件については調査して回答しま
す。

○ ③

現状を調査し事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載)

一箕町亀賀郷ノ原の（有）会津バッテリー商会近
くの道路幅が狭く、冬は通学路として不便であ
り、除雪もできていない。 ○ ③

現状を調査し事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載)

道路除雪は、場所によって対応が違う。除雪優先
順位がどのようになっているか教えてほしい。

道路の優先順位は通学、通勤、生活路線の順位と
なっています。 ○ ①

個人の除雪機で除雪する方法で、地域に除雪を委
託することはできないのか。

地域に委託費を出して地域で除雪している実績は
ある。
自分たちでできる部分については、ぜひとも教え
ていただきたい。ただし、市で除雪すべきところ
の要件をクリアーする場所に限る。
北海道では、町民が資金を出し合って、自分たち
で同じ業者に委託している例はあります。私道に
ついても市で一部除雪をするようになった。

○ ①

排雪のために、空いている場所を市で借り上げて
排雪場所とすれば良いのではないか。

春にきれいにして返すことを条件に町内会が空き
地を借りている事例もある。 ○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪の課題とこれからのあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

積雪が10cmで除雪している箇所と除雪していない
箇所があるが実際に10cmで除雪しているのか疑問
である。

市では10cmで除雪しているが、実際は除雪が間に
合わない現実がある。除雪状況に対し、今年から
GPS機能システムの導入による除雪対策が始まりま
す。

○ ①

国道と市道等の交差点での除雪の仕方が特に悪い
ので、対応を図られたい。

建設委員会でも、国道、県道、市道での除雪に関
する連携について検討している。 ○ ②

早朝路線と普通路線があり、普通路線では午後3時
頃来るので、通勤時間に合わせて8時前までには除
雪を完了してほしい。

○ ②

私道の除雪の実施が始まったと聞いたが、旧市内
の中心地区だけではないのか。

除雪要件に合うものについては私道でも市で除雪
している。 ○ ①

舗装になっていない私道については除雪できない
と言われたが、どうしてなのか。

私道除雪要件に合わないので除雪はしない。
○ ①

緑地公園を雪捨て場として使用できないのか。冬
は公園としての使用はないので、使用できないの
か。緑地公園を町内会で清掃している。
花と緑の課が許可しない理由はなぜか。

○ ③

事後処理報告す
る（事後処理報
告書Ｐ13に記
載)

防災関係の避難場所になっていることや、緑地が
雪や車で荒らされるので許可できないと聞いてい
る。花と緑の課では許可しない。 ○ ③

事後処理報告す
る（事後処理報
告書Ｐ13に記
載)
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪の課題とこれからのあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

滝沢峠の除雪について、大木が道路に垂れ下がっ
ていて危険である。
本年度の雪の多い時期に現状を確認して、危険箇
所の木を伐採してほしい。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ14に記載)

　　※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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一箕地区

件名

１．滝沢峠の一箕側登り口雨
水対策について（Ｐ２）

２．石部桜の駐車場について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　会津若松市は観光が大事だと言っているのに、駐車場がない。観光
客が看板が見えなくて困っていた。石部桜のところの駐車場をどうに
かしてほしい。

【事後処理結果】
○観光課の回答
　石部桜の駐車場については、桜の開花時の一定期間、ふれあい体育
館駐車場と、飯盛山市営駐車場をご利用いただいており、石部桜まで
距離があることから、石部桜周辺地域に駐車場への看板を立て、駐車
場では警備員を配置し、石部桜までの案内図をお配りして対応してい
ました。なお、ご指摘のあった看板について、把握をしておりません
でしたので、今後は注視してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　滝沢峠の雨水対策について前回も質問したが、市の回答は「パト
ロールを実施して、土嚢等で維持管理対策する」とのことであったが
対策がされていない。状況を確認して進捗状況を聞きたい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　被害が広がらないよう、山側の側溝の落ち葉の除去や、土嚢を置く
などの対策をしておりましたが、現在ブロック擁壁の補修について検
討中です。
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一箕地区

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．ヘリコプターの騒音につ
いて（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　中央病院のヘリコプターの騒音がひどいので対策してほしい。病院
の屋上に作る予定ではなかったのか。ドクターヘリであれば理解する
が、ドクターヘリ以外の使用が多いのではないのか。減速時に地響き
がする。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　航空騒音に関して、市役所として規制権限を持ち合わせていません
が、何かございましたら可能な範囲で対応させていただきますので、
環境生活課までご連絡ください。
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一箕地区

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

４．支援の必要な世帯の除雪
について（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
○除雪に福祉問題が関わる問題です。本人が50歳代の障がいのある方
で、仕事をしている方の問題です。
　母親と2人暮らしであり、除雪時には80歳代の母親が2時30分頃起床
して除雪をしています。この大変な状況を見かねて、去年から町内会
で除雪ボランティアを実施している。5時半頃からボランティア2人で1
時間程度除雪にかかるため、町内の除雪ボランティアでもなかなかで
きない状況にあり、障がい者の社会参加に対し、市でも福祉の問題と
して対応していただきたい。
　他の地域では、このような問題に対してどのように対応しているの
かを調査して、議会でも対応してほしい。
　本人は介護タクシーで仕事に行くので、通勤費もたいへんな状況で
ある。
○前回も5月の意見交換会で問題提起がなされている。
　同じ問題が提起されるということは、議員がこの問題に対応してい
ないことである。この件に対しては議会で対応をしていないのではな
いか。

【事後処理結果】
○障がい者支援課の回答
　市民との意見交換会でお話しいただいた区長さんと、ご家族の方が
市役所の窓口においでになり相談され、今、市ができることについて
は説明をさせていただきました。現在、除雪の法的なサービスはな
く、ボランティアの方にお願いするか、有料の事業者にお願いすると
いった対応です。
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一箕地区

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

５．不動川を利用した流雪溝
設置の提言について
　　　　　　（Ｐ５、Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
○不動川を排雪場所として有効活用をしたら良いと考えている。これ
まで不動川への排雪の実績がある。
○除雪費用で年間9億円も掛けるのであれば、米沢市のように融雪溝を
作った方が良いのではないかとの提案をしている。
　市では「調査して検討します」で、その後の回答がない。不動川を
利用して融雪溝を入れたほうが良いのではないか。
　市では「パトロールして、調査する」との回答であるが、調査検討
した結果を伝えてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　一級河川不動川の流水を利用した流雪溝及び融雪溝の整備について
は、不動川の水は、背後地の山に降った雨水が集まり自然に流下して
いる水と、一級河川猪苗代湖から取水し戸ノ口堰水路を流下して不動
川に注水しているかんがい用水が合流して流れていますが、これらの
水は河川の維持やかんがい用水として利用方法が定められた水であ
り、その他の目的で利用する場合には河川管理者（国及び県）の許可
を得る必要があります。
　また、不動川には、現在、水利権上の余剰水がなく、融雪のための
水使用の許可を得ることができない状況にあることから、不動川の水
を利用した流雪溝の計画は困難と考えているところです。
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一箕地区

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

６．一箕町郷之原の除雪につ
いて（Ｐ６）

７．緑地公園を雪捨て場とし
て使えない理由、許可しない
理由について（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
○緑地公園を雪捨て場として使用できないのか。冬は公園としての使
用はないので、使用できないのか。緑地公園を町内会で清掃してい
る。花と緑の課が許可しない理由はなぜか。
○防災関係の避難場所になっていることや、緑地が雪や車で荒らされ
るので許可できないと聞いている。花と緑の課では許可しない。

【事後処理結果】
○花と緑の課の回答
　公園や緑地は、幼児からお年寄りまで誰でも自由に利用できる場所
であり、避難場所やコミュニティーの場となっていることから、雪捨
て場として利用した場合にその機能が確保できないこと。また機械に
より公園や緑地内へ押し雪した場合に遊具やベンチ等の公園施設の破
損が危惧されることから、公園や緑地を雪捨て場として許可していま
せん。しかしながら、緑地については地元に管理をお願いしている箇
所が多いこともあり、周辺住民の方々が雪置き場に困った場合に、ス
ノーダンプやスコップ等、人力で運搬する場合のみ雪捨て場としての
利用を認めております。

【市民からの要望・質問】
　一箕町亀賀郷ノ原の（有）会津バッテリー商会近くの道路幅が狭
く、冬は通学路として不便であり、除雪もできていない。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　市道一箕3-1号線については、元々の道路幅員が狭く、除雪後におい
て車両の擦れ違いも困難な路線でありますので、適時拡幅排雪を行う
とともに、教育委員会とも協議し、冬期間の児童生徒の通学ルートの
変更も含めて検討する必要があると考えています。
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一箕地区

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

８．滝沢峠の伐採について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　滝沢峠の除雪について、大木が道路に垂れ下がっていて危険であ
る。本年度の雪の多い時期に現状を確認して、危険箇所の木を伐採し
てほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　滝沢峠の倒木については、台風・大雨・強風・大雪時に道路パト
ロールを行い倒木の有無を確認し対応しているところであります。滝
沢峠道路沿線には民有地が多く、この伐採には土地所有者の承諾が必
要であることから、道路管理者としては、通行に支障となった倒木の
処理を行っている現状であります。
　倒木の危険がある樹木については、今後も道路パトロールによる監
視に努めるとともに、町内会に情報提供をいただくなど、連携してそ
の対応に当たってまいります。
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