
　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（河東地区）

　開催地区：河東地区 　開催日時：平成27年11月11日（水）　　18時30分　～　20時30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：河東農村環境改善センター
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意見交換会の時間を1時間30分より長い時間の設定
にしてほしい。前回、長い時間の意見交換会と
なった経緯もあるので、十分な意見交換をしてく
ださい。

1時間30分は目安でありますので、十分な意見交換
をお願いします。

● ①
意見交換

会

意見交換の結果報告を見落とす場合があるので、
質問者に回答を直接回答してほしい。

開催会場に報告書を置いてありますので、確認し
てください。 ● ①

意見交換
会

議会改革の内容は、一般市民にはさほど関心がな
い。なぜなら、このことは当然すべきことである
から。
議員のあり方はいろんな所に出向いて、意見を聞
くことが基本ではないか。

● ②
意見交換

会

議員の意志の統一を図るとあるが、議員は個人の
意見があるので、意志の統一など図る必要はな
い。
市民の足元を見て活動していくことが基本と考え
ますが、どのように考えますか。

議員各人がそれぞれの考えで活動することが基本
と考えています。
ご意見があったことは会議録に残しておきます。 ● ① 議員活動

自治基本条例が議会に提出されたと聞いている
が、議会での審議状況や今の問題点について、議
会側の取り組みを聞きたい。

自治基本条例については、議会の政策討論会第1分
科会で検討してきた。議会にはまだ提出されてい
ないが、市から条例案が提出された時点で議会全
体での議論の対象になっていくとの認識です。
今後もまちづくり市民会議と協議しながら、より
良い条例を作り上げたいと考えています。

○ ①
まちづく

り

○　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

分類 番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード
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○　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

分類 番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

磐越西線の隧道を拡幅しないと単線車道や歩道の
問題が解決しない。
冠水する道路が生活道路であることは問題であ
る。
この問題は毎回提案しているが、解決がなされて
いない。意見交換会が形骸化しているのではない
か。
冬期間の道路凍結での事故や、冠水による交通問
題等の不都合がいつも発生する。以前の踏切方式
に戻してもらった方が安全だという声も出てい
る。そうすれば拡幅も難しくない。一時停止の場
所も危険で大変。考えていただかないといけな
い。

この問題は課題が多く、拡幅の問題はいろいろな
課題があると承知している。
今までの経緯等を認識しながら、市とともに考え
ていきたい。

○ ① 道路

六丁の交差点、毎回出されている。今日事故が
あった。（詳細についてお話があった。）この問
題は会津若松市だけでは対応できない、警察も難
しい、県サイドからの予算を使わないと解決しな
い。これまでも人身事故があった。
区長会でも要望を出している。

市は公安委員会とこのことについて何回も協議し
ているがなかなか難しい。交通信号や標識につい
て何回も出されている。皆さんのご要望は十分理
解している。市は、解決に向けて努力しています
ので、その点はご理解ください。

○ ① 道路

区長会に要望を出した。みんなやっていますとい
うのだが、具体的にいつどんなことをやったのか
と聞くと、黙ってしまう。これは公安委員会は無
理ですね。ですから市道と県道が交差しています
ので、市も議会も県の方に一緒にやりましょうと
県の方に働きかけしていただきたい。

○ ② 道路

マイナンバーに係る議案、安保法案に係る意見書
に関することについて各議員はどのように考えて
いるのか。

広報議会に記載されているとおりです。

● ① 議員活動
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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

分類 番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

議員の定数及び議員報酬については、どのように
考えているのか。
次の選挙までには、議員定数と議員報酬について
検討してください。

議員定数と議員報酬について、住民の方の多くが
関心を示しておられることは承知しております。
議会制度検討委員会でも、議会のあり方、定数、
報酬について、検討していくとの見解が出されて
おります。議員の活動をしっかり行い、活動に見
合った定数や報酬について、しっかり検討してい
きます。

● ①
議員報酬
定数

議員の報酬が生活給との考え方は理解できない。
議員は年間の半分以下の日数しか仕事をしていな
い。
政務活動費も高いので、議会報告なども市政だよ
りと一緒にして少しでも政務活動費の削減をすべ
きではないか。研修の成果も出ていないと考える
が検証すべきではないのか。

議会活動を適切に行うことができるための方策を
模索し、定数や報酬について適正で市民の方が納
得のできるような方向性を出していきたいと考え
ております。
そのためにも、議員活動をしっかり行ってまいり
ます。

● ①
議員報酬
定数

会津大学からインターベンションクリニックを通
り、国道121号線に抜ける道路の整備についてお願
いしている。「担当課に申し入れをしている」で
終わっている。道路の整備に対して早急に対応し
ていただきたいと3年前から言っている。整備すれ
ば陸橋通りの冬の坂道の問題も少しは改善される
と思う。あと熊倉北山線は六丁の問題がある。農
面道路を生かして、若松から塩川まで延長するよ
うに河東町長に提起していたが、変わらなかっ
た。そのとき道路を延長すれば交差点問題も起こ
らなかった。そういったことで、これからも検討
していただきたい。

○ ②
教えていただい
た

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

○（市民との意見交換会過去３回での除雪に関す
る意見、他地域で行っている除雪の活動、市が
行っている除雪に関する事業等について資料配
付）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。

熊野堂地区のボランティアは36名で実施してい
る。社会福祉協議会に登録しているが、市の間口
除雪は条件（除雪回数や写真提出が決められてい
る）等の問題で参加していない。
間口除雪に関しては、条件を緩和していただかな
いと参加できないので条件を緩和していただきた
い。

○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ８
に記載)

除雪の仕方が悪いので、オペレータの指導を適正
にすべきである。オペレータは雪が降る前に除雪
箇所の状況把握に努めるべきである。

○ ②

高塚への入り口道路の急勾配で、凍結した道路で
車が止まらず事故がある。高塚地区の方は苦労さ
れている。

言われると通りだと思う。民間が開発したものを
市で譲り受けたものであり、対応が大変困難であ
る。

○ ①

いくら民間開発とはいっても検討していかなけれ
ばならない。

勾配を何とかするのは大変難しい。
○ ②

県道北山線の岡田の道路は雪が降っても凍らない
という舗装工事を初めて行った。５０mくらいの距
離だが、その道路にしたら単価は高いかもしれな
いがいいのではないか。

傾斜を変えるのではなく、凍らない道路等のそう
いった対応があるんですね。

○ ②

→　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

道路が荒く長持ちしないのではないかといった話
もある。

それは、やったばかりなのでわかりません。 それを研究していくことが必要。傾斜を直せとい
うのではなく、凍らないというようにやり方を変
えればいいんですね。良いご発言ありがとうござ
いました。

○ ①

集落センターの広場の除雪を市で行っていただき
たい。

集落センターは市の所有ではないので除雪を実施
していない。 ○ ①

袋小路や赤道の除雪を旧市内ではしていると聞い
ているが、旧市内と河東の除雪対応に違いがある
のはどうなっているのか。

現地を確認しないと一概には言えません。赤道と
いっても色んな赤道があるわけですから、その点
をご理解ください。

○ ①

私道の除雪について、袋小路の除雪はしないの
か。
私道で除雪する場所と除雪しないところがあるの
は不公平感がある。雪のため、生活に困難してい
る集落の一部があるということを、これからの除
雪のあり方で考えていただきたい。

私道除雪は要件に当てはまる所を実施している。
実際に私道を除雪しているのは、まず、公道にま
たがる舗装されたところをやります。それから私
道の除雪ができないのは道路が狭く、除雪が入っ
てもバックするしかないということがある。公道
にするには４ｍ以上の幅と６ｍの方向転換する場
所が必要で、延長が３５ｍの目安を作っている。
道路を市に寄付して、市道になれば市で除雪す
る。

○ ①

要件はわかります。４ｍ以上はあります。３５ｍ
の延長もあります。

あるのであれば、寄付について検討する方法もあ
ります。 ○ ①
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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

寄付はしないから、買ってくださいと言ってい
る。お金を出して買った土地を寄付する人はいな
いでしょう。簡単ではない。

たとえば私道に公用車が行って何か問題があった
ら誰が責任をとるのか、そういった問題も出てく
る。道路を持っている皆さんで話し合って寄付し
ていただいて除雪していただいた方がいいのでは
ないですか。

○ ①

社会福祉協議会の除雪と市の間口除雪を一本化し
て、簡易なものにしてほしい。
除雪するボランティアが高齢化しているので、一
本化してほしい。若い人に話はするのだが、勤め
ていると夜勤や、帰宅が遅かったりで難しい。結
局、区長や役員の高齢者でやるしかない。

９月定例会の第４分科会の委員長報告の中で、玄
関から出口までの社会福祉協議会の除雪と市の間
口除雪の窓口の一本化を検討するとの報告があり
ました。 ○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ８
に記載)

学園広場の信号機が風雪時には信号が見えないの
で、対処してほしい。
雪国の他地域の状況も知りたい。

信号のＬＥＤ化により雪が溶けなくなったことも
原因のようだ。

○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ８
に記載)

熊野堂の歩道の除雪時間が早いので、風雪時には
すぐに雪が溜まり児童が歩けない状況になってい
るので、学校までの距離に関わらず冬期間は通学
バスに乗せられないか。

詳細を伺いたい。

○ ③

調査し事後処理
報告する（事後
処理報告書Ｐ９
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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河東地区

件名

１．間口除雪について
　　　　　　（Ｐ５，Ｐ７）

２．風雪時の信号機について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
○熊野堂地区のボランティアは36名で実施している。社会福祉協議会
に登録しているが、市の間口除雪は条件（除雪回数や写真提出が決め
られている）等の問題で参加していない。
　間口除雪に関しては、条件を緩和していただかないと参加できない
ので条件を緩和していただきたい。

○社会福祉協議会の除雪と市の間口除雪を一本化して簡易なものにし
てほしい。除雪するボランティアが高齢化しているので、一本化して
ほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　間口除雪は、業務委託として町内会等と契約を結んでいることか
ら、作業内容が確認できる写真と、作業日数を確認するための日報の
提出をお願いしておりますが、必要最小限とし簡素化に努めていると
ころです。また、現在、社会福祉協議会と事業を一本化する協議を進
めているところです。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　学園広場の信号機が風雪時には信号が見えないので、対処してほし
い。
　雪国の他地域の状況も知りたい。

【事後処理結果】
　警察署に問い合わせたところ、信号に雪が張り付き見えにくくなっ
ているときは、警察で対応していますのでお知らせください。警察で
も注視していきます、とのことでした。
　秋田での行政調査で、対策について伺いましたが、有効な取り組み
例はありませんでした。
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河東地区

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．熊野堂の冬期間の通学に
ついて（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　熊野堂の歩道の除雪時間が早いので、風雪時にはすぐに雪が溜まり
児童が歩けない状況になっているので、学校までの距離に関わらず冬
期間は通学バスに乗せられないか。

【事後処理結果】
　通学について、学校と保護者会とで話し合いを持つことも一つの方
法ではないかと思います。なお、担当課の回答は次のとおりです。
○教育総務課の回答
　スクールバスについては、平成19年4月の河東学園小学校の開校に伴
い、河東第一、第二、第三小が廃校となったため、通学距離２km以上
の集落を対象とした経緯があります。現在もルールを原則とした対応
をさせていただいています。
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