
　参加人数：23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（湊地区）

　開催地区：湊地区 　開催日時：平成27年11月10日（火）　　18時30分　～　20時00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：湊公民館
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給水施設整備に関しては、まだ課題はあるが給水
整備が進められていることに対して議会の皆さん
に御礼を申し上げます。

お礼の言葉に感謝

○ ①
水資源問

題

今回の会津若松市の選挙で、投票率が50％程度と
大変低かった。このことについて、議会ではどの
ように捉えているのか。

市議会議員改選後の議会制度検討委員会が開か
れ、今回の低投票率については議員の報酬や定数
の問題を含めて話し合いを進めているところで
す。
議会に対する評価や議会白書等についても高い評
価を得ているが、市民の目線での議会のあり方を
再度模索していきたいとの意思統一が図られてい
る。

● ①
議会制度検討委
員会に報告

議会全般

夏休み中の通学路に草が多く、危険である。草刈
時期が遅いので、適切な時期にすべきである。状
況を良く知っているのは地元なので、地元に草刈
を委託してほしい。

国道であれば、国の方に要望してください。
集落に任せてほしいとの要望も出してください。

○ ① 道路

緊急避難場所が旧原小学校になっていることは、
不都合ではないのか、緊急避難場所の検討をすべ
きと考える。
3.11の時の避難場は公民館であった。

　

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ６に記
載)

防災・安
全

いきいきサロンに対する助成金を増やしてほし
い。老人会の活動が活発なので、備品の購入に苦
慮している。

○ ② 高齢福祉

福島市や郡山市ではパソコン、携帯電話の回収を
実施している。会津若松市では実施しないのか。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ６に記
載)

環境

分類 番号 備考

○　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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分類 番号 備考

○　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

個人農地が荒れており、草がひどいので行政から
言ってほしい。不法投棄もあるので、行政で指導
してほしい。

個人の土地なので、対応は難しい。農業委員会に
指導の状況を確認する。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ７に記
載)

農業

湊地区では光ファイバーが入ってないので、ぜひ
入れてほしい。高齢者の緊急時に備え端末を各一
台支給してほしい。インフラの整備が遅れている
ので、若者が住まない原因の一因にもなってい
る。議会にも何回か言っている。

希望する高齢者世帯には緊急通報システムが利用
できる。緊急時には民生委員や相談員のところに
通報することになっている。 ○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ８に記
載)

通信

インターネットでの買い物等もできるように支援
してほしい。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ８に記
載)

通信

ＡＥＤの設置をコンビニ等の24時間使える場所に
設置してほしい。
公民館にはＡＥＤが設置してあるが、夜間の使用
ができない。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ９に記
載)

防災・安
全

　　※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

○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。

本地区では高齢者世帯が2割となり、除雪が大きな
課題と考えている。除雪のオペレータに対する要
望として、思いやりのある除雪をしてほしい。高
齢者や障がい者の家の除雪等に関して、入り口を
少し丁寧に除雪するような思いやりのある除雪を
お願いしたい。

やさしい除雪について、地元の業者と話し合って
対応はできないのか。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

区長と業者で話し合いはしている。
業者との話し合いはしているが、あまりうまくい
かないことも多くあり、話し合いで解決できない
こともある。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

思いやり除雪のできない除雪業者は、除雪に参入
させるべきではない。 ○ ② 意見として伺う

思いやり除雪ができないのであれば、契約条件を
いれて除雪業者に委託すべきではないか。 ○ ② 意見として伺う

本地区では社会福祉協議会のボランティアを利用
しているのが10か所、間口除雪を利用しているの
が2か所。間口除雪に関しては事前申請や写真提出
などの手続きが大変である。簡素化してほしい。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ10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

間口除雪や社会福祉協議会のボランティアの対象
にならない除雪が大変な状況である。軒下の除雪
等が将来的には問題化すると考えている。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

原地区では高齢世帯が多くなり、除雪した道路ま
で出ていくのが困難であり、玄関から除雪した道
路までの除雪が今後の問題である。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

原地区では雪捨て場の問題がある。河川に捨てた
いと考えているが課題も多く苦慮している。河川
も狭いので対応が困難である。

○ ②
現状を教えてい
ただいた

原地区の消雪道路が老朽化して大変危険な状態で
ある。特に児童、生徒の通学時は心配であり、考
えてほしい。県には要望している。

国道の問題に関しては、県の方に要望してほし
い。議会としても道路維持課を通して県に要望す
る。 ○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ10に記
載)

防雪柵の撤去時に法面とU字溝が壊される。道路維
持課で直すが簡単な修理で終わってしまうので、
毎年修理が必要になっている。原状回復してほし
い。道路維持課には要望している。

場所を確認して、道路維持課に申し入れをする。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ11に記
載)

除雪の基準があいまいではないか。 10cmが基準だが、除雪している間にも積雪があ
り、個々の場所での除雪時の積雪量には差異があ
ると考えられる。

○ ①

除雪時間が遅いと通勤に支障を来す。7時30分ころ
除雪に来るので困っている。
本地区の除雪業者の除雪箇所が多すぎるので、除
雪の区間を細分化するように要請している。

優先順位があり、通学、通勤等となるので、除雪
に時間差が生じているものと考える。
除雪の細分化に関しては、市の考え方を調査す
る。

○ ③

事後処理報告し
ます（事後処理
報告書Ｐ12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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湊地区

件名

１．緊急避難場所について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．パソコン・携帯電話の回
収・リサイクルについて
　　　　　　　　　（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】
　緊急避難場所が旧原小学校になっていることは、不都合ではないの
か、緊急避難場所の検討をすべきと考える。
　3.11の時の避難場は公民館であった。

【事後処理結果】
　市民との意見交換会後に詳細を伺うと、積雪時には避難場所として
の利用は難しいとのことで、担当課に確認しました。
○危機管理課の回答
　市で指定はするが、必ずしもそこでなければならないということで
はないので、どういった場所が適しているか地区の皆さんに提案して
いただき検討することも可能です。

【市民からの要望・質問】
　福島市や郡山市ではパソコン、携帯電話の回収を実施している。会
津若松市では実施しないのか。

【事後処理結果】
　各自治体のホームページで確認したところ、福島市、郡山市ではパ
ソコンや携帯電話の回収やリサイクルは行っていませんでした。家庭
用パソコンの回収・リサイクルは各パソコンメーカーで回収しており
ます。携帯電話は携帯電話の各社ショップで回収しています。
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湊地区

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．農地の管理について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　個人農地が荒れており、草がひどいので行政から言ってほしい。不
法投棄もあるので、行政で指導してほしい。

【事後処理結果】
　農業委員会に相談し回答をいただきました。
○農業委員会の回答
　現地を確認し、葦類が繁茂し農業用資材等が散乱しているとともに
雑草が農道に覆いかぶさっていることを確認しました。
　地元の農業委員を通して本人に直接指導を行い、「来年からは、農
地の管理を徹底する」との返答をいただきました。また、来年の作付
に向けて農業委員会において農地の管理状況について継続的に確認を
行います。

現地を確認中

背の丈以上に伸びた萱
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湊地区

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．光ファイバーの整備につ
いて（Ｐ３）

５．インターネットでの買い
物について（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
湊地区では光ファイバーが入ってないので、ぜひ入れてほしい。高齢
者の緊急時に備え端末を各一台支給してほしい。
インフラの整備が遅れているので、若者が住まない原因の一因にも
なっている。議会にも何回か言っている。

【事後処理結果】
○情報政策課の回答
　光ファイバーの整備については、民間企業が行うものであり現在の
ところその計画がないとのことです。
　そのため本市のＤＳＬ通信設備事業により平成21年からブロードバ
ンドサービスが提供されています。

【市民からの要望・質問】
　インターネットでの買い物等もできるように支援してほしい。

【事後処理結果】
○情報政策課の回答
　インターネットでの買い物等を現在行っているのは、セブンイレブ
ンとイオン郡山店などです。これからインターネットなどを活用した
買い物環境の整理については、商店街や民間事業者等の取り組みに協
力していきたいと考えます。

8



湊地区

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．ＡＥＤの設置について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　ＡＥＤの設置をコンビニ等の24時間使える場所に設置してほしい。
　公民館にはＡＥＤが設置してあるが、夜間の使用ができない。

【事後処理結果】
　現在湊町には、共和地区に湊小学校、湊中学校、湊しらとり保育
園、湊公民館の４か所にＡＥＤが設置されていますが、ご指摘の通り
夜間は施設が閉まっているため利用できない現状です。
①コンビニ等へのＡＥＤの設置について
○商工課の回答
　これまでコンビニ等の民間施設への設置についての要望がなかった
ため、検討したことはありませんでした。

②ＡＥＤの夜間使用について
　公共施設でのＡＥＤ屋外設置について、過去の議会の一般質問で質
問がなされた経過がありますので、その内容をご報告します。
○過去の議会での一般質問の内容
（質問内容）
 学校に設置されているＡＥＤについて、屋外への設置についてはどう
検討しているのか。
（教育委員会の答弁）
　夜間のクラブ活動などを想定し検討した経過はありますが、会津の
場合、冬の気温の低さと夏場の高温の影響で、ＡＥＤが正常に作動し
ないおそれがあるといった課題があります。このため、屋外活動時に
ＡＥＤを貸与することなどについても検討しています。

9



湊地区

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

７．間口除雪の事務手続きの
簡素化について（Ｐ４）

８．原地区の国道294号消雪
道路の老朽化について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望】
　間口除雪に関して、事前申請や写真提出など手続きが大変である。
簡素化してほしい。

【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。事務手続きについては、今後さらに簡素化されるよう努め
てまいります。

【市民からの要望・質問】
　原地区の消雪道路が老朽化して危険である。児童生徒の通学路も凍
結するなど心配である。県には要望している。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　国道294号線については、道路管理者である県会津若松建設事務所で
管理しておりますので、市としましても、安全な通行確保のため県に
対して消雪施設の改善を要望してまいります。
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湊地区

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

９．防雪柵撤去時の法面損傷
について（Ｐ５）

【市民からの要望・結果】
　防雪柵撤去時に法面が壊される。復旧してほしい。また、U字溝が毎
年壊され、直してもらうが簡単な修理で終わってしまうので、毎年修
理が必要になっている。しっかり直してほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　湊地区における防雪柵の設置及び撤去については、町内会と業務委
託を結んで作業を行っているところであります。作業に伴い法面が崩
れた場合の法面の復旧については、受託しております町内会と協議し
てまいります。
　また、国道294号線の防雪柵は道路管理者であります県若松建設事務
所が業者に委託して行っておりますので、県にも確認して雪解け後、
修繕を行うよう要望してまいります。また、除雪や防雪柵撤去等によ
る側溝等の破損については、市及び県から除雪や防雪柵の設置・撤去
を請け負われた業者等で補修することが原則であります。損傷頻度が
高い箇所については、施設の老朽化が原因していることも考えられま
すことから、雪解け後に破損の状況を確認し、県及び市において側溝
等の交換について検討してまいります。

除雪、排雪で壊される箇所

田んぼの法面が壊される箇所
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湊地区

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

10．除雪区間の細分化につい
て（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　除雪時間が遅いと通勤に支障を来たす。湊地区の除雪業者の除雪箇
所が多すぎるので除雪区間を細分化するよう要請している。

【事後処理結果】
　除雪路線は、幹線や通学路など午前7時までに完了を目標とする早出
路線と早出路線完了後に除雪を行う日中路線に区分されており、集落
内の生活道路の大部分は日中路線となっております。除雪車の配置に
ついては、今後の稼働状況や稼働時間を考慮し、増車による細分化を
検討してまいります。
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