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１．市政全般（テーマ以外）について
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○　市政全般（テーマ以外）について

市役所に対して質問するが、市役所の人は勉強して
いない。縦社会で言われたことしかやっていないと
感じる。横のつながりの業務、見守り、除雪、子ど
もの安全等、横のつながりを密にして予算の使い方
を工夫して効率よくしていただきたい。市役所の行
政改革をしてほしい。市の職員も多いと感じる。

定数管理計画がある。横断的な組織のあり方。各課
の連携、職員のスキルアップ等の問題もある。要望
として受けたまわる。

市職員の平均年収は620万円で市民の平均所得は300
万円ともされている。

要望の実
現

北会津

要望に行ったら、できないが、どうしてもというな
ら、区長より提出してもらい、議員を５人まとめて
ほしいとのことであった。どういうことか。

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。

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。

財政
合併特例
事業

北会津

長年お願いしているが、合併協定を実現してくださ
い。きちんと守ってほしい。東部幹線道路など。合
併された側の気持ちをくんでほしい。不便さがあ
る。

最優先で実施してきた。何でもかんでも行ってき
た。計画の真ん中まで完了している。北会津だけが
遅れているわけではない。

議会（議員）の発言内容

機構改
革・報酬
削減

交通 バス

城北

大戸

行政

地区 市民の発言内容小項目

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

分野 項目
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

財政 財政状況 城西

扇町土地区画整理事業が市の財政を圧迫していると
聞くが、どうなっているか詳しく聞きたい。

当初14年をかけて107ヘクタールを170億円で実施す
る計画であったが、36年で344億円を要している。
国の補助が少しづつ減り、市の負担が増えた。特別
会計で約53億円の借金となっており、特別会計では
返せないと思われるので市が補てんすることにな
る。（※数字については後日確認したものです。）

長期総合
計画

長期総合
計画

北会津

①長期総合計画の審査のあり方の検討について、何
千万円か使って計画書を作成しているのか。計画書
案を外注しているのか。計画に沿ってやるわけだか
ら、お金がないからできないということばかり言わ
ないでほしい。お金を計画的に使ってほしい。市民
の意見を反映していただきたい。②議会がどのよう
に携わっているか。

①製本は外注している。長期総合計画は、基本構想
の下に基本計画がある。議会の関わりはあまりない
が、最上位計画なので、年間予算、事務事業を行っ
ていく。市民が分科会の委員になって、計画を検討
している。②計画は市の権限、議会は計画に関われ
ない。執行も当局。議会は出来上がったものを議決
し方針を決めている。

インター
ネット

大戸

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。

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。
（事後処理報告書Ｐ67)

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。

（事後処理報告書Ｐ67)

光ファイ
バー

湊

行
財
政
に
関
す
る
こ
と

通信
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

行
財
政
に

関
す
る
こ
と

まちづく
り

自治基本
条例

河東

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。

浸水 東山

市長との懇談会、3年連続同じ回答であった。慶山
地区は2年に1回は床下浸水、地区の田畑は1年に1回
は土砂の流出が発生している。このことは、個人で
解決していることでもある。そのため区長会として
の要望事項には載っていない。東山地区の要望に対
する回答は、3年連続同じである。議会は追及して
いただきたい。

議会の仕組み、取り組みが変わってきた。4つの委
員会は専門性を持ってきている。執行機関の「お金
がないからできない」に対し市議会は「どのように
すれば実現できるのか」という考え方で政策を考え
ている。例えば政策討論会第1分科会では、本市の
財政健全化について、対案を出しながら、財政が厳
しい中でできる事業についてどのように考えている
のか追求している。施設建設では、城前団地の改修
に約30年かかってきてしまっている。つまり時間が
かかることもある。

堰 東山
戸ノ口堰の問題は解決していないが、地区としては
改善に向け要望活動を取り組んでいく。

騒音 一箕

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。
（事後処理報告書Ｐ68)

廃棄物回
収

湊
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。

（事後処理報告書Ｐ68)

交通安全
カーブミ
ラー

東山
カーブミラーについての要望を市に出した。議会で
応援していただきたい。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

いっ水

環境
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

交通安全 交差点 門田

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。

除雪作業 鶴城
ブルの除雪の仕方が悪い。業者へはどのような説明
をしているのか。

オペレーターの教育・訓練等について一層の改善を
図るよう申し入れたい。

雪対策の一環で除雪車に対してＧＰＳシステムを装
備する予定はどうなったのか。

平成27年度予算で約7,000万円確保し、この12月か
ら市で管理する直営車に対して装備予定。除雪車が
なかなか来ない、道路維持課に電話しても遅くなる
等の問題に対して、リアルタイムに位置情報を確認
して今年度から対応を図る。来年度から委託業者の
除雪車に搭載予定。

直営車は通学路や優先道路歩道などをやっていると
思うが、大部分は業者の方がやっている。早め早め
に除雪をお願いしたい。

除雪弱者
対策

鶴城

ある町内会では除雪するにあたって、高齢者等の家
が分かるよう「旗」を立てるなどして、業者の除雪
への配慮を促しているところもあるようだ。

各町内会ごとに除雪への配慮は多岐に渡ることだ
が、町内と業者の方々の連携を図り、各町内の実情
に即した除雪が実施されるよう町内会の細かな対応
を望みます。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

雪害対策

除雪車管
理

謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

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。

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。

除雪雪捨
場

鶴城

城前の新しい市営住宅の所は、町内会において前年
雪捨て場として利用させてもらった。今年も雪捨て
場の確保をしてほしい。

担当課に伝えます。（事後処理報告書Ｐ68)

除雪私道 鶴城

私道除雪について、町内で２路線が対象となった
が、該当しなかった私道もあった。広報議会で市答
弁として「新たな対象路線の把握に努める」とある
が、条件緩和のことか。雪で介護車両が入れない私
道がある。

私道で除雪対象となるであろう除雪未実施路線のこ
とであり、条件緩和のことではない。しかし、５つ
の基準緩和は必要と認識しており、まだ議論の途中
であるため引き続き検討を進める。

地域社会
地域コ
ミュニ
ティ

謹教

個人情報の徹底管理、地区として横須賀に視察し
た。個人情報の問題を議論した。最近、福島市で災
害時の要援護者の情報を持っているとの報道がされ
ていた。会津若松市では、民生委員は要援護者の情
報を持っているが、緊急時に対応できるのか。

会津若松市は民生委員に情報は公開している。緊急
避難の場合に民生委員だけが情報を持っていて対応
できるのかという議論もある。町内会全体あるいは
役員で情報が共有できないのかという指摘は当然あ
る。支援される方からの同意が必要なので現状は検
討中である。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

雪害対策

除雪歩道 大戸
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

災害が発生した場合に名簿をもらっても役立たな
い。個人情報の法律はあるが何とかしてほしい。

最終的には支援される側の同意が必要であり、それ
以外の方もいるので、いざという時に名簿を公開し
ても遅いので、さまざまな方法を考慮していきた
い。

個人情報保護法は良いが、役員には開示してほし
い。地区としても約6,000世帯の世帯である。

町内会長として掌握したい、ひとり暮らしの男性老
人が心臓を患っていて入院した。病院も入院してい
るかどうかは教えていただけない。地域包括支援セ
ンターからも教えていただけなかった。町内会長へ
も教えていただけないのはいかがなものか。何か
あった場合にどうするのか。民生委員は知っている
が町内会の役員も知っておくべきではないか。

理解させていただいている。他の地区でも同じよう
な意見が出されていると思う。

地域包括支援センターは要らないのではないか。

町内会連合役員会で気仙沼市へ視察に行った。個人
情報保護法は名簿業者等に対する保護であって、町
内会等への保護ではないと勉強してきた。情報開示
は程度の問題である。

個人情報の問題は空き家対策にもつながる。わが町
内には空き家が12～13件ある。家族の方の所在や連
絡先を調べるのが大変である。ある程度の情報は町
内会長は知るべきである。わが町内会は緊急連絡綱
を作成して対応している。

空き家調査では、3,200戸が市内の空き家になって
いる。危機管理課で調査を終えたはずである。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

地域社会
地域コ
ミュニ
ティ

謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

農業をしている。地区会が１年に１０回位あり、負
担である。打ち合わせをしないで済むようにしてほ
しい。自分の仕事をできるようにしてほしい。町内
会の縮小を望む。合併したのだから、都会的な発想
でよいのではないか。

誤解がある。地域の問題である。地域コミュニ
ティーのために集まっている。

官尊民卑、上下の関係をやめてほしい。下働きをや
るためにいるのではない。公務員の下働きをさせな
いでほしい。各種団体の定数を決めて、無理やりや
らせないでほしい。

誤解がある。自分中心のことばかり言ってはいけな
い。地域で合理化してほしい。

ＡＥＤ 湊

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。

（事後処理報告書Ｐ69)

消火栓 城西

会津へ来て30数年になる。職員が前向きでない。駅
のこともあるが1か月に何人利用客があるかなど、
とにかく誰かがリーダーシップをとってやらないと
進んでいかない。消火栓の標識（1000本以上あるら
しい）だが、2～3年前に、家の前の標識の根元がさ
びて倒れた。（消防署が片付けた。）その後、設置
の要望を出したが、しばらくしての回答が「コン
ピュータに入っているから必要ありません」とのこ
とだった。ポールには消火栓（防火水槽）の位置が
書いてある。夜や雪が降った時などは、コンピュー
タで探しているうちに家が燃えてしまいますよ。20
日程前、私が留守中に予算がないからできない旨の
連絡があった。以前は予算の話なんかしていなかっ
たのに。市内400カ所以上の標識が倒れて放置され
ているそうですが、職員は「コンピュータ内に入っ
ているから」などと次元の低い回答しかしない。

お怒りは分かりますが、車のナビや、スマートフォ
ンのアプリで消火栓の位置情報を探すことができる
ようになっています。担当者はそのことを言ってい
ると思う。ポールの問題とは別ですが。消防団員は
分かっている。標識は年次計画（100本単位）で建
て直している。（除雪で倒され、そのたびに起こし
ているので折れる）

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

地域社会
地域コ
ミュニ
ティ

防災・安
全

北会津
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

消火栓 城西

消防団の人も分かりやすいし、あったほうがいいと
言っている。要らないというから話がややこしくな
る。

役所のその（要らないという）答えはちょっと違い
ますね。

門田

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。

湊

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。

（事後処理報告書Ｐ70)

神指

搬送訓練で残念ながら当日雨が降った。シートに雨
が入ってきた。負傷者は横になって寝て運ばれる。
負傷者も搬送者も雨に濡れての訓練であった。今後
は雨を予想して取り組んでいただきたい。天候を
しっかり把握し準備して実施していただきたい。

門田

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。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と

防災・安
全

防災訓練

避難場所
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

防災計画 城西

我々も何回も集まって対応を協議し研修もやってき
た。防災計画において市がどうしたいんだという方
針が打ち出されてこない。避難所の開設についても
どういう形で開けるんだ、などの決まり事がまだで
きていない。それを市が決めてほしい。その上で防
災訓練をやるならやる、避難所がいつ開くかわから
ない、学校は市が動かなければやりません。学校は
校長の権限でしょうから、市は学校が開けないもの
を簡単に開ける訳にいかない。開ける場合には内部
のチェックをしなければならない。誰がチェックす
るんだ、と言ったらする人もいない。市はそれも決
めていない。いつになったら避難所に入れるのか、
自主避難もいいけれども、今決めなきゃいけないの
は避難する前の段階だ。そして初めて防災訓練が行
われる。その段取りは区長会でもかなり細かいとこ
ろまで詰めている。市が動けば我々も動きますよ。
１年前から言っている。

自主防災組織を作る方向で地元も真剣に考えている
ことを受け止めました。実務をしっかり早めにやる
必要がある。さまざま作ることになっていると思い
ます。

神指

神指地区で市主催の防災訓練を実施した。同日は中
野竹子の慰霊祭が重なったので、区長の半分以上が
慰霊祭終了後に駆けつけた。第六中学校付近の方々
は非常に良い体験ができたと思う。初期消火やバケ
ツリレー体験をしたこと、倒壊家屋から人命を救出
した体験はためになったと思う。そこで、防災に関
する情報や発生時の連絡体制がどのようになってい
るのか。

災害時、有事の際の避難勧告や連絡体制について。
初動をどう動くのか危機管理課が所管している。災
害時には災害対策本部を設立して、一斉送信の情報
メールを配信する「あいべあ」という機能を使用し
ている。また、議会等では緊急に集まる場合もメー
ルで送信される場合もある。詳細は危機管理課に確
認する。防災無線の整備等を取り上げる議員等もい
る旨を説明。（事後処理報告書Ｐ70)

門田

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。

生
活
環
境
に
関
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る
こ
と

防災・安
全

防災情報
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

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。（事後処理報告書Ｐ71)

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。

震災から4年8か月、防災の話は聞くが城西地区は進
んでいない。慶山で自主防災組織ができた。市の財
政を考えれば要望だけでなく、自分たちでお金のか
からない運営をしていかないとダメ。城西小学校
（地区の避難所）は耐震工事が終わっている。26年
度に市の防災計画が策定されている。やらなければ
ならないことがいっぱい書いてあるが、住民はほと
んどわからない。役所頼みでは進まないから自分た
ちでやらないといけない。地震が明日起こったら避
難所なんか右往左往ですよ。各区長さんが集まっ
て、どう対応すればよいのか、至急やってもらいた
い。明日（14日）「防災と男女共同参画」ワーク
ショップがある。参加することが大事。12月12日に
も防災の講演会がある。ぜひ参加してください。

空き家の問題もある、危機管理課だけでは対応でき
ない、あの体制では。庁内のつながり、市民とのつ
ながりを議員さん方努力してください。明日来ても
らえれば全て分かるから全員来てください。

生命財産を守るのは政治の大きな役割ですから、重
要な指摘だと思います。

生
活
環
境
に
関
す
る
こ
と 城西

門田

防災・安
全

防災情報

防災組織
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

神指

予算の関連で、市の財政健全化は認める、地区の防
犯灯及び市管理の防犯灯がある。地区のものは球が
切れれば即変えている。市管理のものについて修理
をしていただきたいと危機管理課へ要望したが、年
度内の対応はできないとの回答だった。

予算要望案件として担当課に伝える。（事後処理報
告書Ｐ71)

城北

防犯灯、街路灯、LED化を要望しているが市は予算
がないとの回答であった。地区として予算要望をし
ている。何とかしていただきたい。

担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ72)

水資源問
題

全般 湊

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

敬老会 大戸

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。

（事後処理報告書Ｐ72)

健康生き
がい対策

湊

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。

地域包括
支援セン
ター

東山

高齢福祉に関して、昨年地域包括支援センターの管
理について意見を申し上げた。飯盛団地町内の一部
は、第1と第5地域包括支援センターです。第1と第5
に分かれているため地域の活動に不便をしている。
以前ある議員は、そんなこと簡単に解決すると発言
していた。しかし、他の地区にも複数の包括に分か
れている地区があると聞いた。解決できるのです
か。

議会では、地域福祉計画、地域防災計画などを通し
て、計画の地域、地区と地域包括支援センターの地
区が異なることで福祉サービスや住民にとって不便
であることを訴えてきた。執行機関もそうした現状
を把握しているが、すぐには解決できないとの認識
を示している。

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

防犯灯
防災・安

全

高齢福祉
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

社会福祉
協議会

東山

社会福祉協議会に対し今の状況でよいのか。福祉の
大きな建物を建てろというのではなく、他の建物で
も良いので議会として働きかけてほしい。

議会の政策討論会第2分科会に持ち寄り話し合いた
い。社会福祉協議会については議会としても意見交
換をする予定である。

生活保護 城西

生活保護だが、うわさでは、夫婦で車を持ってい
て、夜になると弟を連れてきて子供の面倒を見させ
てパチンコに行っているなど、市役所に行って聞い
ても保護基準についてあやふやな答えである。内輪
で決めているから今では数えきれないくらい増えて
いる。担当者が困っているのは、頭の具合がおかし
いから仕事ができないと言われる事例、だから生活
保護というのが大半。「市会議員の誰々さんに頼め
ばすぐにもらえる」といううわさが立っている。実
態そうです。私が言いたいのは、審査が甘いのでは
ないかということ。

大半ではないですよ。生活保護は本人が申請して認
められれば受けられます。議員に頼めば何とかなる
ということではないです。ケースワーカーがいます
ので、その方が生活実態を調査して審査している。
不適切なことがあったら市のほうで正すような支給
停止も含めて指導する。生活保護法で決まっている
ので、心配されるようなことはないと思います。不
正があればそれは犯罪ですから、そういうことが
あったら我々に教えてください、具体的に。生活保
護者を白い目で見るようなことがあるとすればそれ
は正しくないですから。老人や働けなくなった人が
最後のよりどころとするのが生活保護ですから。憲
法で認められている最低限の生活を保障するのが、
日本の国ですから。これを全体が悪いものを見るよ
うな目で見るのは間違いです。不正受給をしている
人がいるということは役所がチェックしていないと
いうことですから、ぜひ我々や役所に教えていただ
きたい。公平にやらなくちゃいけない。

人口減少と高齢化の構図、市の総合福祉センター建
設構想があった。ハード面ではなく、総合福祉セン
ターの考え方について、議会の考え方を聞きたい。

議会の取り組みとしては、地域福祉計画の策定、地
域包括支援センターの事業について説明を受け、議
会としての政策について定例会などを通して発言し
ている。

他の自治体では中央に福祉センターがあり、地域に
事業を下ろすとの考え方がある。

健
康
福
祉
に
関
す
る
こ
と

社会福祉

地域福祉 東山
地域福祉
計画
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

観光イベ
ント

日新

　会津まつりの藩公行列がマンネリ化し、寂しいも
のになってきていると感じる。市議会議員全員の参
加や中学生などと市民参加型の形に変えていけない
か。企画から参加していきたい。

　芸能人に頼っているところがある。プロの演出家
に依頼するなども含め検討したい。またお日市に併
せて参加型の祭りを開催できないか検討する。

観光誘客 北会津

観光都市と言っているが、北出丸からの石垣の整備
について、またＪＴ跡地についても今から形を作っ
てほしい。街並みについて、きちんとやると観光客
が増える。市として考えてほしい。

景観形成地区がうまくいかなかった。住民の協力を
いただき、会津若松市側の取り組みも必要である。
彦根市はうまくいっている。

北会津

鶴ヶ城の三の丸、北出丸等にトイレは設置されてい
るが、出入り口付近にはない。個人の観光客が困っ
ている。ぜひ整備してほしい。おもてなしのこころ
があるのであれば、券販売所の裏にでも整備してほ
しい。

簡易トイレでもよいのか、きちんとしたトイレが良
いのか検討しなければならない。（事後処理報告書
Ｐ73)

城西

天神橋のトイレはいくらかかりましたか？実は1700
万円です。民間でやれば1000万円ぐらいで建ちます
よ。

駐車場 一箕

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。（事後処理報告書Ｐ
73)

企業誘致 企業誘致 日新

　こどもが３人とも県外に出てしまった。あきらめ
ずに企業誘致してほしい。土日が休みの会社がい
い。

　引き続き取り組みます。

鳥獣対策
鳥獣対策
(大戸）

大戸

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。

産
業
経
済
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る
こ
と

観光

公衆トイ
レ

15



○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

土地利用 湊

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。（事後処理報告書Ｐ74)

農業用水 大戸

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。）

下水道
下水道整

備
門田

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。

公営住宅 建て替え 一箕

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。

公園 公園管理 鶴城

武徳殿周辺の駐車状況がよくない。隣接する東側の
草地に多くの車が駐車してあり、お城の玄関口とし
て好ましくない。

同様に考えます。

産
業
経
済
に

関
す
る
こ
と

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

農業

16



○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

住宅
木造住宅
耐震化

一箕

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。

水道
水道管整

備
城西

水道本管は市が勝手に敷設するが、その後各家庭へ
の引き込み費用に差があるのは納得いかない。（本
管200㎜と100㎜で差がある？）終わった話なので回
答はいらない。また、工事費用も業者によって違う
ともいわれた。

私有地からが個人負担となるはずである。なお、調
査して30日以内に回答いたします。（事後処理報告
書Ｐ75)

側溝整備 日新

　町内会で以前から側溝を直してもらうように要望
してきた。それが今回やっとめどが付いた。ありが
たい。

　限られた予算の中でやっており、まだ手が付いて
いないところもあるが、バランスを取りながらこれ
からも取り組んでいきたい。

側溝蓋が
け

鶴城

鶴城小学校の移転が近いが、通学路となっている税
務署宿舎北側の側溝約３０mに蓋がかかっておらず
危険である。何年も前から町内会として要望してい
るが、担当課からはお金がないと言われている。

お金がないと言うのは、H27年度予算を確保してい
ないということだと推察する。現地確認を行いH28
年度予算に反映できるよう対応を図る。（事後処理
報告書Ｐ76)

建
設
都
市
計
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側溝
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

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。

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。

門田からのルートで、農道を利用すべき。

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。

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。

私道舗装 城北

私道の舗装工事を予定している。この工事について
の補助制度があるのか。見積もりでは240万円が出
ている。

私道の工事舗装についての補助制度はある。窓口は
道路維持課なので申請をしていただきたい。上限は
工事費の1/2としている。

大戸
国道の整

備

道路

建
設
都
市
計
画
に
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る
こ
と
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

舗装後の維持補修は市で行っていただけるのか。 私道はあくまでも私有地なので個人での維持補修と
なる。また、見積もりは複数とられた方が良い。

その補助要綱はいつからあるのか。以前、市に要求
したのが袋小路路線で舗装にしたいとの要望をした
経過にある。

あくまでも町内会からの要求が原則である。要綱は
平成５年に策定されたものである。

大戸

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。（事後処理報告書
Ｐ76)

一箕

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。（事後処理報
告書Ｐ77)

湊

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。

鶴城
二中の赤門の所が雪が降ると一層狭くなる。道路整
備はできないのか。

降雪時に現地確認を行い、当局に対応を促したい。
（事後処理報告書Ｐ77)

門田
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。

私道舗装 城北

道路管理

道路整備

道路

建
設
都
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

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。

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。

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。

河東道路整備道路

建
設
都
市
計
画
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

道路整備 河東

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。

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。

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。

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。

建
設
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

道路

道路整備
（中央病
院－会津

大)

一箕
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○　市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容地区 市民の発言内容小項目分野 項目

建
設
都
市
計
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に
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る
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道路
歩道整備

道路整備
門田

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。

学校施設 統廃合 門田

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。

市長との対話集会参加等で、神指公民館の設置要望
を出している。何十年に渡っての要望である。現在
もそうだが、北公民館の利用は神指地区はない。毎
年同じことを陳情している。分館の整備として図書
館機能や児童ドアの整備はしていただいているが、
議会も一緒になって取り組んでいただきたい。

なかなか予算確保までいってない状況である。議会
の中で一般質問等で取り上げている経過にもある。
地区としても議会側へ陳情や請願等の対応も考えて
いただき要望を出していただきたい。

分館は地区の公民館として行政関連の業務をしてい
ない。地域全体を考えると高齢社会である。市また
は北公民館まで行くのは大変である。

神指生涯学習 公民館

教
育
文
化
に
関
す
る
こ
と
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２．地区別テーマでの意見交換について
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【行仁地区：１班】
→　除雪・排雪と空き家対策について

行仁地区の皆様へ今回は、「除雪・排雪と空き家対策」というテー
マについて、意見をお伺いしたい。

家の出入り口に大きな雪の塊を置いていかれると、高齢なので大変
困っている。出勤前の女性は腕を痛めてしまい、仕事に支障が出て
いる。業者によって除雪の仕方が違う。改善してほしい。市道で除
雪がされていない所がある。

　高齢者自らが除雪を行うことは大変であると考える。業者による
除雪の仕方の違いや、市道であってかつ除雪可能な箇所で除雪がさ
れないことのないような仕組みづくりが必要と考える。

スーパーに買い物に行く道が大きなマンションの陰で、道路が凍っ
ていて歩いて行くのが怖い。センチュリーホテル北側も同じ所があ
る。除雪されていても雪が融けない。

融雪剤を撒いてもらうように、市に要請されてはいかがか。きめ細
やかな対応をしてもらうよう協力を求め進めていく。

除雪機の補助を受けた購入を勧められたが、管理・保管が困難なた
め、購入しなかった。除雪にかけるお金で、融雪にお金をかけた方
がよいのでは。流雪溝に地下水を利用してはどうか。構造にも配慮
した方が良いのでは。町内の雪は町内で始末するべきではないか。

こうした貴重な意見は、ありがたい。

町内、交差点の除雪は市の社会福祉協議会、間口ボランティア（70
才以上6人）を利用して行っている。空き家の間口、消火栓の周り
など大変有効である。

大変素晴らしい町内であり、これからもよろしくお願いしたい。

民生委員をやっているが、高齢者でも自宅の除雪はできるので、側
溝に水が流れていれば、溢水しないように上手に消すことは可能で
ある。水を少しでいいので流してほしい。日曜日に町内一斉に、住
民が協力して排雪作業をしてみたらいかがか。

側溝へ水を流すことについては、水利権や用途の関係で難しい場合
もある。行政の手の届かない所を、住民の方々の協力で、進めてい
けるようお願いしたい。

側溝に水を流してほしいが、水利権があって実現しない。屋根の雪
が道路に落ちてくる家があって、大変に危険である。東部公園脇は
道は広いが、住民が雪を出すため狭くなり緊急時には、困るのでは
ないか。

市民への周知・協力体制の強化と、丁寧に対応することが重要であ
ると考える。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【行仁地区：１班】
→　除雪・排雪と空き家対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

行仁小学校側の通学路やコミュニティセンター前に雪を出している
住民がいる。消防第3分団、こどもクラブがあるので、優先的に排
雪してほしい。小学校グラウンド東側の門を開けて、雪を入れさせ
てほしいと学校長の許可を得たが、グラウンドの液状化とゴミの問
題があるとの理由で実現しなかった。冬場1、2回のことなので認め
てほしい。

当局に伝え、後日回答する。（事後処理報告書Ｐ78)

空き家とはどのような状態を言うのか。 空き家の増加が、全国的に問題になっており、管理不十分な空き家
は、老朽化で倒壊する恐れがあり、災害時の避難や、消防の妨げに
なりかねない。また、ゴミの不法投棄や不審者の侵入、放火などの
犯罪の温床になるほか、街の景観や衛生にも悪影響を与える。こう
した管理不十分な空き家を指す。

旭町の空き家には、ハクビシンが住み着いているようだ。 そうした空き家もあると考えられる。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【鶴城地区：１班】
→　県立病院跡地利用・管理と買い物弱者対策について

前回５月の意見交換会においても伺った「県立病院跡地」の問題に
ついて、鶴城地区の皆さんの意見をさらにお伺いした。また、高齢
化社会における「買い物弱者」への対策についても意見を伺いた
い。

県立病院跡地に県立武道館などの箱ものを作っても、維持管理経費
は莫大となるはずである。跡地美化の一環として観光駐車場を整備
し、そこを拠点とした「歩いての観光」を促進してはどうか。

幼児と高齢者と障がい者の方々がふれあえるような施設を作っては
どうか。

跡地前の歩道が暗い。防犯灯を設置すると電気料金を地元町内会で
負担しなくてはならない。なんとかならないのか。

何かができるまでの間、警備や草刈り等の管理をしっかりやっても
らいたい。

医師公舎敷地に隣接する道路（公舎北側）の拡幅用地として一部利
用してはどうか。

国の予算で防災拠点として活用できる施設整備をしてもらってはど
うか。

ご意見として伺う。

「買い物弱者」という用語を使うことはいかがなものか。買い物に
不便を感じても必ずしも「弱者」とはならない。

おっしゃるとおりです。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【謹教地区：２班】
→　人口減少問題と地域活性化について

謹教地区の皆さんと、人口減少問題と地域活性化について協議した
い。皆さんの率直な意見をいただきたい。

企業誘致と雇用確保が必要である。 市全体的な考えの中での企業誘致ということですね。謹教地区につ
いてのご意見はありますか。

謹教地区として地域活性化は市庁舎の建設にある。旧謹教小跡地の
再利用が重要である。ザべリオ学園のグラウンドが狭い状態にあ
る。ザベリオの跡地に葵高校の校庭を持ってくる。葵高校の跡地
（旧謹教小の跡地）に新庁舎を建てるべきである。これは旧謹教小
学校を移転させる時の地区との約束事項であった。また、神明通り
のアーケードもできればまた変わると思う。

謹教地区の教育機関など公共施設の利活用については、しっかり議
論していきたい。私立の学校であればなかなか議会として踏み込め
ない。市所有の土地であれば、その有効利用については提案でき
る。直近の課題として何かあれば発言をお願いしたい。

市長との対話集会の時に、跡地利用を県に要望していた。市庁舎を
建てることを要望した。

市庁舎はいつまでにどんな形で建てるとはまだ示されていない。前
市長の時に、鶴ケ城周辺利活用構想に現庁舎の南側に高層の庁舎の
建設計画はあった。今後の方針については、長期総合計画に盛り込
まれる予定。謹教学区内に建設してほしい気持ちは分かりました。

庁舎積立金が42億円あるはずなので早期にやるべき。

謹教小学校の移転は、市役所を建てるための移動であったが、実際
には葵高校の校庭になった。謹教地区としては、謀られた思いであ
る。新庁舎を建てるには、町中の活性化、少子高齢化を考え、公共
交通を使用して訪れてもらうことが理想である。門田町や町北町の
ような箇所は土地はあるが、交通機関などを考えれば不具合であ
る。現在の葵高校の校庭に市役所を建設すべきである。それが町中
の活性化につながる。

皆さんのご意見は受け止めました。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【謹教地区：２班】
→　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

南花畑の私道を市道に認定していただきたい。昨年は除雪をしてい
ただいたので市道になったと思っていたが、市道になっていなかっ
た。土地及び隅切り用の土地も寄付をする方向性である。なお、関
係議員に申し上げたら、行き止まりの袋小路状態なので難しいと言
われた。市の道路維持課は、地権者の同意と議会の承認が必要と返
答していた。現場確認をしていただきたい。

私道の市道認定は一年に一回行っている。市道の認定について説明
をした。私道の市道認定については、現地調査で確認させていただ
きたい。（事後処理報告書Ｐ78)

謹教地区の活性化につながるご意見をいただきたい。

議会広報紙の一般質問について。新しい会津若松市のあり方との題
で質問されているが、もう少し具体的に記載してほしい。

議会広報紙への個人一般質問の掲載は項目を絞っていることを説
明。

新しい会津若松市のかたちを市長はどう考えているのか。何をやり
たいのか。人口減少問題にどのように取り組んでいく考えなのか。
当然人口減少問題は転入転出と生と死へのバランスの問題等がある
が、市長は議会の中で示されているのであればその考えを教えてい
ただきたい。

20名が質問をしているが、広報議会から市長が何をやりたいのかと
読み取るのは難しい。自分の質問事項については感じるものがある
と思う。

人口減少問題など市長の考えを要約するとどうなのか。 要約したものを広報紙に掲載している。人口減少問題に対して総合
戦略を市は作った。人、もの、しごとをキワードとして30年後、40
年後の人口を10万人以下にしないことを目標としている。総合戦略
は59市町村の中では一番早くに策定している。

人口減少問題は高齢化と直結している問題。団塊の世代は後15年に
はいなくなる。人口が８万人になってしまう。税収、医療、介護の
問題が多くなる。リスク管理はどうなるのか、第７次計画の策定、
税金、福祉の問題等を検討しているのか。健康寿命の考えから医者
にかからないで頑張っている方は多い。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【謹教地区：２班】
→　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

人口問題、出生問題、転入転出。12万人を切ってはいけない。市は
その対策を立てるべき。企業の受け入れ態勢を創るべき。保育所、
介護者の受け入れ態勢はどうなのか。

医療福祉の問題、人口減少の歯止めについて、子育て支援、認定こ
ども園制度の開始、潜在的な待機児童の問題、それ以前の婚姻の問
題について婚活事業がスタート。結婚、妊娠、出産の総合的な支
援、小児科専門医の配備、幼稚園保護者負担の減少、あいづっこ人
材育成教育。経済的環境を安定的に非正規でなく正雇用、地場での
作業の環境整備。定住人口、交流人口を増やすのも必要である。総
合的な取り組みが必要。これらが具現化されているのが市長の所信
表明であり、９月定例会で示された。その中に具体的な施策が発表
されている。切れ目ない子育て支援をしていきたい。子どもたちが
会津に戻るよう頑張りたい。
高齢化は止められないが少子化は止められる。市長の2期目に期待
したい。人口減少問題を取り組んでいきたい。

除雪と排雪の関連、家の前に雪を置いていく。飛ばさない限り駄目
である。そのうち雪が固くなる。排雪に問題がある。

平成26年度の累積積雪は４m80cm、除雪費は約10億円。除雪は基本
的には雪を寄せるという考え方。2年前から町内会と委託業者が
しっかり連絡をとることになっている。間口除雪の取り組み、昨年
から私道の除雪も取り組んでいる。市内1400kmのうち800kmについ
て除雪を実施している。雪に強いまちづくりで取り組んでいる。

雪そのものをしっかり排雪まで行ってほしい。高齢者世帯が増えて
いるので除雪ができない状況である。

除雪の件で、ハローワークの通りは救急車が通れない。朝４時ごろ
から除雪をするが、歩道に全て雪が寄せられてしまう。道路融雪機
能の整備を求めている。

車の渋滞の緩和と冬の問題。建設部道路維持課に伝えます。（事後
処理報告書Ｐ79)

県職員のアパートに住んでいる。ほとんどの世帯が単身赴任者であ
る。市内全体でも単身赴任世帯が多いのではないかと危惧する。

電力の社宅もそういう状況にある。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【謹教地区：２班】
→　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

門田地区の意見交換会に参加した。除雪についても市の長期ビジョ
ンを早く策定するべきである。

市長との対話集会時に側溝の整備を要求している。會津稽古堂前の
東側の側溝は整備されていない。下水道に接続されていない世帯も
あるので、臭いがある。甲賀町から水を流すよう道路維持課へ要望
している。

市側から甲賀町から水を流す理由の説明はありましたか。

高低差があって整備できないと説明している。

町内として私道の除雪が可能になった地区ですよね。

私道は４通りあり、清水通り等の除雪をやっていただき感謝してい
る。

前回の意見交換会時に出した街路灯の整備をしていただいた。感謝
申し上げます。空き家の問題についてはどうするのか。アンケート
調査を回答したが集計がなされていない。空き家の特措法ができた
が、横須賀市は空き家の問題は代執行をしている。

空き家対策は議員が質問をしている。先進地の事例などを調査して
いる。代執行している行政もいくつかある。市も条例策定について
も必要性は感じているが検討中である。
アンケートの調査集計が遅い。ほとんどの議員も条例化を進めるべ
きと提案している。市側も策定しないとは言っていない。金太郎あ
めみたいな形で作るのはどうか。パブリックコメントも早くやって
ほしいことも提案している。

認知症の初期支援チーム事業はなぜ若松市はやっていないのか。 認知症の支援推進制度等を取り入れているが、まだまだであると認
識している。

空き家対策も危険である。市道に接近している。危険度のランクを
付けて対策していただきたい。危機管理課にも申し入れている。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【謹教地区：２班】
→　人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

汚い所にごみを捨てる傾向にある。それが空き家が対象になってし
まう。また、南花畑団地から土手に上がる箇所に階段ができたが高
齢者対策になっていない。

　

区長として市へ要望して作ってもらった経緯がある。その中でス
ロープ施工だと急勾配になるので、かえって危ないことから階段の
みの施工とした。

自治基本条例は市の憲法だと言っているが拙速であると思う。横須
賀市では否決された。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城北地区：２班】
→　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

城北地区の地域連動の除排雪について意見をいただきたい。

早朝除雪した後に除雪車が来て雪を置いていかれ困っている。役所
は業者へ委託しているので業者作業なのもやむを得ないとの回答。
ブルの作業は無いところに押せばいいのではないか。

ご要望として受けたまわる。

石堂町に50年住んでいる。用水路のあり方。Ⅰ－６号線の拡幅に伴
い町内に来る水が無くなった。用水路を利用しての雪対策はどう考
えているのか。

市内流雪溝は６カ所ある。Ⅰ－６号線の拡幅に伴う工事後の件か。

この道路拡幅後に水を流すとの約束であった。用水路に少しの水を
流しておけば雪を捨てて利用することも可能になる。

排雪場所は市内３カ所に設けている。また、除雪機は、10cmの降雪
が除雪対象となる。排雪はルール化が明確になっていないのが現
状。今年からは直営の除雪車へはGPS機能を設置予定。来年度から
業者にも全て設置予定。

私道の除雪の件です。非常に大変な作業なので何とか市でできない
か。私道から市道への手法もあるが、私道の除雪をしていただきた
い。

条件がある。町内会からの依頼、地権者の同意、３ｍ以上、舗装化
されている。公衆化されている道路である。（事後処理報告書Ｐ
79)

「袋小路でないこと」と条件に入れるべきではないか。これが入っ
ていないので、除雪をやってもらえるものと期待をしてしまう。

袋小路は除雪車が転回できる場所があるかどうか等を含め役所に問
い合わせすべきである。転回は６ｍ以上が必要。市の道路維持課へ
問い合わせ申請をしていただきたい。

土地の所有者が同意するとあるが、全員の同意がない場合はどうす
るのか。

基本は地権者の同意が必要である。今年、市役所近くの私道で一世
帯の同意が得られなくて、除雪されなかった例もあった。この９月
定例会の予算決算委員会第４分科会の中で、この事例を通して個別
具体的に対応をすることを要望した。

例えば空き家等が路線にある場合は、市で所在確認をするのか。 市では平行して空き家情報の調査をしているが、個人情報の問題も
あるので具体的に市が所有者を確認することはない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城北地区：２班】
→　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

我々は知らなくても良いので、市で同意をとっていただきたい。 ９月定例会の予算決算委員会第４分科会の質疑で、先の事例から、
一世帯だけ空き家になっていて同意が得られなくとも除雪をする方
向でやっていただきたいとのやり取りを市側へは要望をした。

袋小路の路線で６ｍの転回広場があれば除雪可能なのか。 公道から公道の取り抜けがないとだめである。そうでない場合は私
道の除雪排雪の補助制度等があるので、そちらの利用も考えていた
だきたい。

袋小路はそこに住んでいる人しか利用しない。 私道の除雪は、公道から公道に通り抜けできる、公衆化されている
道路で一般の人が利用できる道路、従って袋小路については、市側
として除雪対象外である。

除雪費に10億円かかっているが業者にお願いしている。地域の人の
力を使う除雪の仕方があると思う。間口除雪は一軒シーズン5,000
円は安く、ボランティアと同じである。であれば、市の除雪費10億
円であれば１億円位の予算を地域の町内会と委託契約してやればい
いのではないか。各地区も同じ課題を持っている。業者は限界であ
る。お金はしっかり予算化して地域力で行うことを提案する。高校
生等は一番やりがいがある年代だと思う。

地域の方が協力して除雪をしている例を紹介する。謹教地区の米代
一丁目町内会の除雪を紹介する。

市の道路維持課の担当者は、市から町内会へ委託する制度があっ
て、除雪機を持っている人の場合は一時間約5,000円、業者へは約
12,000円位のコストで契約している。町内会がいいのかそれより大
きい組織が良いのかも含め、市と地域が直接契約する手法もある。

細かい単位の町内会での除雪契約との提案と受け止める。また、除
雪機の補助制度もあるので利用して町内除雪を有効活用していただ
きたい。

除雪は市内一斉に行うことが大事、学校の通学は同じ時間帯である
からである。

町内会との連携が必要である。

ボランティアではなく、きちんと町内会と市が委託契約することが
大事である。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城北地区：２班】
→　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

一方で小さい町内会は人数と高齢化でできない箇所もあることも考
えていただきたい。

私道の袋小路箇所であるが突き当りが緑地になっている。これは市
の所有地である。この路線は除雪扱いになると思うがいかがです
か。

公道から公道に合致する路線でないかと受け止めた。場所の確認を
させていただきたい。（事後処理報告書Ｐ80)

水路に雪を捨てる業者が見受けられる。業者への指導を徹底してい
ただきたい。

担当課へ伝える。（事後処理報告書Ｐ80)
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【日新地区：３班】
→　除雪・排雪のあり方について

今日は、除雪・排雪のあり方について、皆様のご意見を伺いたいと
思います。

　日新小学校の前の道路の除雪が下手で路肩に雪が残り、斜めに
なってしまい、そこで接触事故に遭いケガをした中学生がいる。歩
道が狭いので小さいタイプの除雪機でお願いしたい。

　ダンプとロータリーの組み合わせでの排雪は予算の関係上今すぐ
やるとは言えないが、子供たちの安全確保を最優先する方向でいか
なければならない。最大限に取り組みます。（事後処理報告書Ｐ
81)

除雪はありがたいが、押された雪は重くて、宅地の空いたところ
に置いていかれると機械でも片付けるのが大変だ。

今のやり方では致し方ないところである。予算を倍増させたので
皆さんの声を反映した形にしたい。

どこが大変かポイントは出尽くしている。予算がないからではな
く、どこかからか確保してほしい。小学校もあるし、夏季でさえ狭
いので大変だ。除雪をするとそこに雪を置いていく。

今年は必ず歩道の除雪をやってほしい。前回の報告書には担当課
に伝えるとあるがそれで終わっている。

（事後処理報告書Ｐ81)

　七日町駅前の道路は素晴らしい。車道は融雪設備が入っていると
のことだが、歩道は？

　県管理の国道ですが、車歩道共に融雪設備があるとのことです。

　予算やお金の使い方を考えてほしい。現在ボランティアでの除雪
を行っているが、これを補助や有償にしてもらえないか。

　有償ボランティアの話は以前あったが、町内会側に断られた過程
がある。市道の管理者として道路はしっかりやっていく。ボラン
ティアの皆さんには負担を減らすように間口、通学路などとチーム
を作ってみてはどうだろうか。

　変則路でとても安全確認がしづらい道路があり、危険であるの
で、カーブミラーを設置してほしい。

　現地調査し担当課に伝えます。（事後処理報告書Ｐ82)

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【日新地区：３班】
→　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

　レオパレスの裏の路肩が崩れている。危険であるので、きちんと
整備してほしい。

　現地調査し担当課に伝えます。（事後処理報告書Ｐ83)

　グレーチングが曲がっている所がある。自動車が通行する際、音
がうるさい。また危険であるので、きちんと整備してほしい。

　現地調査し担当課に伝えます。（事後処理報告書Ｐ83)

　除雪費は繰り越して次年度に回せないのか。除雪費よりも雪が
降っても大丈夫な街づくりを目指せないか。米沢市の融雪溝を参考
にしてはどうか。

　繰り越しはできません。なお市にも融雪溝はありますが、雪捨て
のルールがない中で運用し、あふれたりしたこともありました。

　私道の除雪をしてほしい。 　昨年から私道の除雪は一部路線から始まった。これから増やして
いく。なお市に対し寄付という形を取ってもらえれば市道になり除
雪ができます。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城西地区：３班】
→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

今日は、西若松駅を中心としたまちづくりについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。

築40～50年の市営団地6棟、うち4棟は風呂がない。近所に銭湯があ
るが、経営者が高齢で投資できない。衛生を保つために塩素消毒、
結果皮膚に影響が出る。銭湯の主人に何かあった時どうするのか、
市役所に相談したが相談してもたらい回しだった。健康増進課の対
応は「風呂がなくなったら公共交通機関を使って、電車・バス・タ
クシーを使って、行け」と。50歳以下の住民は1割（10人）もいな
い。半数以上は生活保護受給者。その方々に対して電車・バス・タ
クシーなど公共機関を使って何とかしろと言われても。まして乗用
車などは所有していないわけです。
秘書広聴課に行って市長にお願いしてきた。そしたら順序を追って
手続きをして来て下さいと言われた。秘書広聴課長が責任を持って
話をして結果を報告すると言った。しかし2年以上経ったが何の報
告もない。立派な市民憲章があるが、この風呂の問題をどうしてく
れるのかお聞きしたい。30日以内に返答いただきたい。また現在
144世帯住めるが92世帯が住んでいる。６棟中1棟が耐震の関係で住
めないらしい（風呂はある）。限界団地、市は募集もかけない。と
いうことは、5から10年で団地住民のほとんどは亡くなっていく。
対策はどうするのか。建物が古くなっている。北側は雪が吹き込み
凍って危ない。このような状況を共有していただければいい。団地
が建った時代は最高級のマンションのようで、風呂がなくとも問題
なかった。

我々は、執行部でないことをあらかじめご理解をいただきたい。何
かをできる・できないを言うことはできないことを前提にご理解い
ただきたい。今の話は公共の福祉に反することなので、提言はでき
る立場にいる。団地が限界集落になっているというようなところも
都会にある。市役所の対応は、問題外。雪が入って危険な状態につ
いては皆さんで対応していただくしかない。皆さんの問題を共有し
たい。役所の問題は善処できることは善処していきたい。これまで
は、城前団地のほうに目がいっていたきらいはある。議会としても
目を広げて対応したい。（事後処理報告書Ｐ84)

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城西地区：３班】
→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

内海議員がトイレの問題を質問した。10年前から陳情等してきた。
議会も認定したので予算をつけてもらえればできる訳だが進んでい
ない。我々はどこまで運動すればよいのか。観光バスが1日2～3台
来て乗客は湯野上まで行くが、トイレがないので、薬局のトイレを
使えるよう市で対応しているようだが、土・日は営業していない。
午後7時以降は締まる。駅のトイレは2階にあり御婦人方は大変であ
る。

市内には陸橋をかける予定箇所が4カ所あった。西若松「虹をかけ
る会」の頑張りで実現できた。他はできていない。公衆トイレは汚
い・暗いというイメージだったけれど、ヨーロッパにはお金を出し
て使用するトイレもある。トイレがあるのは当然であると考える。
（事後処理報告書Ｐ85)

駅にはトイレがある、エレベーターもある。

今の議論は、要望したトイレが、議会で可決されているのになぜ進
まないのか。

議会としての意志は決定されているがなかなか動きが見えにくい。
維持管理について、会津鉄道に補助金を出す方法はあるだろう。市
の中でも考えている職員もいる。

天神橋のトイレは立派だけれど、地元の人が利用していて、観光客
にはあまり利用されていないように見える。地区にとって西若松駅
はシンボルであり、なんとかして公衆トイレの問題を解決するよう
よろしくお願いする。

道路拡幅の件。空き地の協力をもらえれば条件が良くなるはずだ
が。

その場所は、店舗の看板設置さえも無理だった。（地主はいなく、
管理は不動産）

交番を要望したい。陸橋下に学生の自転車が多数置いてある。寒い
時期以外は多くの男女・学生が集まってくる。トイレと交番はぜひ
お願いしたい。夜間バイクの騒音がうるさい。

風紀が悪いとか事件が起きているとかあるんですか？
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城西地区：３班】
→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市ではワークショップを七日町等でも実施してきたようだが、西若
松地域についてどんな風にやってきたのか、観光都市でありながら
この地域は脚光を浴びていない、人が来ていない。市の観光課では
どのように捉えているのか調べていただきたい。黒河内医院付近や
裁判所周りのようにある程度のお金を投入してもらいたい。（看板
を作るだけでもいいから観光行政をやっているかどうか）議員の力
を貸していただきたい。

地元に受け皿がないと、公的資金は投入しにくい。ばらまきでなく
選択と集中、費用対効果がある。商工会議所や青春通り協議会など
受け皿がタイアップして実施したところがある。

受け皿はある。現に、西若松を愛する会では、まちづくり協議会か
ら3年間補助で、また、今年2年目となるが、県のサポート事業など
いろいろやっている。会津鉄道と区長会連絡協議会、西若松を愛す
る会が10年前より地域をきれいにする活動をしている。（トイレや
駅名の問題もやってきた。）観光素材は地域にある。御薬園のよう
な庭園が２つある。戊辰戦跡も、古い酒造所跡もある。下町も見て
いただきたい。

活発な活動を理解している。補助制度がどのようにつながるか、協
力するので我々を使ってもらいたい。地域に素材・資源があるので
我々も頑張っていきたい。

観光課に行ってお願いしても職員の対応がダメで話にならない。昼
休みに入り口の職員が歯磨きをしている。議員は我々より実情を
知っているはず、そういうところを直していかないと若松はダメ。
市民が声をからして何を言っても…昼休みだから何をしてもいいけ
れども…

市民の声が反映されているかということですね。分かりました。今
お話したようなことが現にあるわけですから、市長と話しなければ
ならない。

フリースペースの設置以前に、交番が活動していない。若者が集
まってきたら大変。自転車盗難率が市内で一番高い。だが、警察は
何もしない。防犯協会に任せっきり。交番はあるが人がいなければ
意味がない。

警察は何もしないわけではない。担当地域が一番広い。6人で回っ
ている。自転車の台数は若松駅より少ないが盗難が一番多い。わい
せつ行為も。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【城西地区：３班】
→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

西若松の繁栄というテーマでやっている。利用客（乗降客）をどう
増やすかが問題でないか。観光客を浅草のほうからいっぱい引っ
張ってくるとか、それには東武線をここまで直通で入れてもらうと
か、そういう話はないのか？会津鉄道はお金が高い。

東武鉄道が新車両を田島までは直通で持ってくるという話がある。
会津鉄道の話だが、地元乗降客は目標に達しているが、首都圏から
の客が少ない。例えば「ロマンスカー」が入るには線路の幅を改良
しなければならないなどがある。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【町北・高野地区：１班】
→　少子高齢化に対応した地域づくり

　今回の意見交換会において、町北・高野地区の皆様へ、「少子高
齢化に対応した地域づくり」をテーマに、ご意見を伺いたい。

　少子高齢化に対応した地域づくりを考える場合に、住宅地などの
造成のため、土地利用計画の見直しが必要である。駅西拠点都市構
想は頓挫した。市道幹Ⅰ－６号線の右折レーンの話があったが、地
区内の道路や水路、交通量の増加に伴う信号機の設置などについて
も配慮すべきである。道路ができるだけの町ではどうかと思う。都
市計画のあり方、将来的なビジョンを示すべきである。

　道路を整備した後などに、まちが、どういう状況になるのかな
ど、そうした点を考慮しながら整備する必要があるのはもっともな
ご意見であると思う。
　将来的なビジョンを描きながら、まちづくりを進めていけるよう
提案していきたい。

認定農業者の増加を目標として掲げられているが、その要件が緩
和されたのか。認定農業者になるよう推奨されるが、市では断られ
る。

　要件は、緩和されていない。　認定農業者を希望する農家に対す
る市からの親身なアドバイス等は必要である。

ＩＣＴ農業の推進とあるが、農業従事者の意識はどうなのか？米
価は下がり続けているし、トラクターなどを購入するにもお金がか
かる。米づくりにおいては、農家がＩＣＴを活用していくことは、
無理があるのではないか。

　広報議会11月号に掲載されているトルコギキョウ栽培は、タブ
レット端末等の利用により管理され、市場評価が高く、世田谷の市
場で販売されている。こうしたスマートアグリ事業などＩＣＴを活
用した農業の振興を図ろうとしているものである。
　今後、米づくりに対するＩＣＴの導入により農業の振興が図れる
のかが課題であると考える。

高久工業団地が造成された際に埋設された水道管がある界沢地区
内の農道、市道高4-414号線の舗装を毎年要望しているが、市で
は、交通量が少ないなどの理由により、いまだに実現していない。
その当時の約束事であるので、実現してほしい。

　市に経過や理由等を確認する。（事後処理報告書Ｐ86)

会津縦貫北道路の残りのルートが公表され、説明会が行われた。
片側２車線、計４車線ということであるが、圃場整備された１町歩
の田を分断する計画である。どうしてこういう無駄な道路整備にな
るのか。

　議会に対しての説明が、これまで行われていないが、県において
も、農政サイド、建設サイドが連携を進めるよう促していきたい。
連携を図りながら、優良農地の保全を図るべきと考える。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【町北・高野地区：１班】
→　少子高齢化に対応した地域づくり

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　藤室の田は１反田が多く、大規模農家への貸し借りなどによる集
積も進んでいる。大規模農家は、大型機械の運転や、水路や道路の
管理などの手間を省くため、道路一面に除草剤をまき散らし、結果
として道路の痛みが激しくなっており、田んぼに落ちる車両も少な
くない。また、交通網が発達した一方で、朝や町北ヨークベニマル
周辺の渋滞がひどい。道路交通網の整備は歓迎するものの、計画を
進める場合は、もう少し周辺の環境がどうなるのかといった面に配
慮が不足しているのではないか。市道幹Ⅰ－６号線などの整備に当
たっても、周辺に及ぼす影響を考え、総合的な整備計画のもと行う
べきである。

　開発や道路整備などにあたり、周辺に及ぼす影響を考慮すること
は当然であると受け止めている。

会津縦貫北道路の整備が進み、渋滞が激しいため、沼木地区内を
車両が通行するが、この地区内への大型車両の通行は危険かつ渋滞
を引き起こしているので、制限してほしい。道路を整備するとき
は、５、６年後、この周辺がどうなるのか、もっと先を見据えた計
画の中で整備してほしい。また、点滅信号の効果がない場所には、
しっかりと信号機を設置すべきである。

　開発や道路整備などにあたり、周辺に及ぼす影響を考慮すること
は当然であると受け止めている。

　アピオの東側の開発は、どうなっているのか。 　市の計画などを調査する。（事後処理報告書Ｐ86)

　まち・ひと・しごと創生総合戦略の内容をもっと知りたい。 　少子化対策の一環して、出会いコンシェルジェ事業などに取り組
んでいる。事業内容についてもっと知っていただくことも重要であ
る。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【神指地区：２班】
→　高齢化に伴う地域問題について

神指地区と第４地域包括支援センターとのケア会議等から、ごみ出
し、買い物、除雪が大変だという意見をいただいている。ごみス
テーションまで持っていくこともできない事例もあった。家の前に
置いておけば地域の方がステーションまで持っていく事例がある。

実例で町内に一人住まいの方がおり、年齢85歳を超えている。歩き
はヨボヨボであるが気丈な方である。近所の方は声をかけるが、本
人は声をかけてもらわなくていいという感じの方である。一週間に
何回か近くに住む娘さんが面倒を見ているが、なかなか一概に近所
の方が援助することができない例もある。

ルール化はなかなか難しいという事例ですね。地区内の独居老人の
方々は、地域の中で増えていると思う。買い物、雪捨て、ごみ出
し、神指地区ならではのケースなど紹介いただければと思います。

地区内には空き家がたくさん増えてきている。空き家に対して、市
の危機管理課からは年会費等をもらっていいと言われる。私の地区
は以前32戸、140人でしたが、現在は27戸、93人で小中学生がいな
い。寺も檀家からお布施がもらえない状況である。
家の後継人がいない。電気も電話も年金で支払うことは可能だが、
支払へ行くことができない、故に止まってしまっている。農家であ
るが農家をやっている人がいない世帯が多い。現在の農家は４軒で
ある。世帯が減って空き家が増えているのが状況である。

市内空き家は3,200戸あり、市内町内会にアンケート調査をしてい
る。住んでいない方、所在が分からない方、持ち主が分からない状
況などがある。市も空き家条例を制定すべきであると動いている
が、条例を一つにくくるには難しいと判断されている。金太郎あめ
みたいな条例では駄目である。もう少し時間がかかると思われる。
また、空き家を壊すと固定資産税が６倍に跳ね上がる。条例だけで
は難しい状況はある。代執行も必要になるのではないかと思ってい
る。市内農家の空き家が増えている。

少子高齢化、少子化に対して、どのように検討しているのか。 出生率の向上が図れるよう、切れ目ない子育て支援を充実させてい
く。総合戦略を発表した。婚活から出産手当、幼児教育の補助、一
人親世帯への児童扶養手当等切れ目ない支援をしている。

目に見えなくてはならない。企業誘致、何年も騒いでいる。厳しい
時代になっている。

若松に残ってもらうためには、就労先がなければならない。地元企
業の就労先を確保する。若者に残っていただく施策事業を行ってい
く。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【神指地区：２班】
→　高齢化に伴う地域問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

国会でも少子化大臣を作っているが、目に見える形で取り組んでも
らいたい。若松の人口の推移は。

平成17年、18年の合併時13万人であったが、今年の４月に12万３千
人になった。この10年で北会津分くらいの数が減っている割合に
なっている。市内事業社の縮小などがある。子どもを産み育てられ
る世代が若松に残っていただける施策が必要である。地元企業の就
労先の確保が必要。予算編成へも少子化対策として取り組んでい
る。

徳久工業団地の誘致企業は決定しているのか。 問い合わせは結構あると伺っている。契約発表までの企業はまだな
い。交通の便が良いので期待はできるとされている。

これから雪が降る季節。除雪の問題ですが、私は町内ボランティ
ア、自警団、民生委員、ひとり暮らしの間口除雪等、シーズンに10
回以上は出動している。除雪後に除雪車が入って来る。私道も多
い。行き止まりの袋小路も多い。玄関前に大きい塊の雪を置いてい
く。それも水を含んでいる状態で置いていく。若い人は自分の所だ
けはやるが、その状況を市の道路維持課の人は分かっているのか。
そうならない除雪はできないのか。業者には勉強会などを実施して
ほしい。

2年前から委託業者と町内会の役員とが一緒に打ち合わせをしてい
る。地図を基に雪かきの路線と雪溜め場の確認等をしていただいて
いる。

業者と町内会との打ち合わせはできていない状況である。業者は挨
拶に来るだけである。

市道路維持課は地区にはお願いしている経過にある。

七日町交番から高瀬の交差点までの路線で、散水式融雪を行ってい
るが、小学生等が通学時に車から水をかけられる時がある。水量に
調節が必要である。

（事後処理報告書Ｐ87)
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【門田地区：４班】
→　除雪・排雪のあり方について

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【門田地区：４班】
→　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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【門田地区：４班】
→　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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【門田地区：４班】
→　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

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【東山地区：４班】
→　除雪・排雪のあり方について

1、これまで出されてきた意見、要望
第11回　平成25年11月
・慶山地区の除雪に関する要望書。このことに対して議会と道路維
持課が協議を行い、解決方法について議会が提案してきた。
・地域のテーマ「要支援者と災害時の取り組み」
　地域が抱える課題、問題の解消に向け現状を教えていただき、提
言をいただいた。
第12回　平成26年5月
・慶山地区の除雪について業者、道路維持課によく対応していただ
いた。（問題の解決が図れた）
第13回　平成26年11月
・私道の行き止まりのところでも除雪していただけないか。
・除雪の苦情、要望を市全体で一元的にまとめそれに対応すべきで
ある。
・地域のテーマ「東山地区のコミュニティーについて」
　地区における土砂災害の指定区域、福祉マップ、戸ノ口堰などの
課題、問題を教えていただいた。
第14回　平成27年5月
・地域のテーマ「水害対策の必要性と危機管理について」
　県が進める砂防ダム建設、防災カルテと要支援者対策などの課
題、問題を教えていただいた。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【東山地区：４班】
→　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

慶山地区の除雪は業者が変わり、これまでより気配りをしていただ
いたことで、除雪、排雪が良くなった。区長がお願いして民有地を
借りている。その後でも良いので、市が民有地の方に直接行って、
土地を借りるお願いとお礼などをしてもらいたい。

区長宅に業者が直接来て話し合いがされ、除雪が丁寧に行われた、
効果が上がった。

もうすぐ雪は降る。市が直接、排雪場所の地権者にお願いに行って
もらいたい。早急に実行していただきたい。

自宅は天寧寺町で、車庫証明センターの前から入る。市道の前に私
道があり除雪ができない。隣人との気まずさがある。

班で解決したい、その他については考えたい。（事後処理報告書Ｐ
87)

昨年私道のことを話した。「現地確認したが難しい」で終わってい
る。

終了後、個別にお聞きします。（終了後の話し合いで理解していた
だいた。）

昨年は、排雪の要望を解決していただいた。町内では、除雪ボラン
ティアを希望する4世帯に対し、60、70歳代の4名が1対1で対応して
いる。

慶山二丁目は坂が多く、普通の除雪車は登れない。そのため地域住
民が道を雪かきして除雪車を通してきた。リース車で対応できない
か。業者に対する指示はどのように行っているのか。「区長が業者
に直接お願いできるのか」と担当課に話をすると「担当課が直接業
者に言うと委託を辞めてしまうので、区長さん話をしてください」
となる、それでよいのか。みなさんどのように考えますか。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【東山地区：４班】
→　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

除雪で高齢者宅の前に雪の塊を置かれると困る。そのため除雪車が
来ると家の前に出て運転手にお願いするようにしているが、何とか
考えてほしい。

要望であるが、慶山地区は坂の町で、一部伏流水が出ている場所が
ある。除雪に利用できないか。

その問題については、班として検証したい。（事後処理報告書Ｐ
88)

天寧地区だが、土地を借りて排雪しないと解決できない。

歩道は大きな除雪機械ではきれいにできない。だからといって、各
地区のボランティアに頼るのではなく、それ以外の方法を考えるべ
きである。また、人に優しい除雪のやり方を地域でできれば良いと
思う。市で働きかけを行っていただきたい。

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。政策討論会第4分科会で
は、民間と地区のボランティアの仕組みづくりを行っていきます。

除雪についての業務委託について、飯盛団地は高齢化が進んでい
る。ボランティアができない、自助、共助ができない地区である。

議員の努力、新しいことが分かった。良くやっていることが分かれ
ば多くの方が意見交換会に参加していただけるのではないか。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【一箕地区：５班】
→　除雪の課題とこれからのあり方について

○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。

（事後処理報告書Ｐ89)

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。（事後処理報告書Ｐ89)

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【一箕地区：５班】
→　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

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。

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。

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。

（事後処理報告書Ｐ90)

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。

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。（事後処理報
告書Ｐ90)

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。

（事後処理報告書Ｐ91)

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。

53



○　地区別テーマでの意見交換について
　【一箕地区：５班】
→　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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

（事後処理報告書Ｐ91)
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【一箕地区：５班】
→　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

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。

（事後処理報告書Ｐ91)

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。

（事後処理報告書Ｐ92)
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【大戸地区：４班】
→　除雪・排雪のあり方について

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。

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。

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【大戸地区：４班】
→　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

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。

57



○　地区別テーマでの意見交換について
　【湊地区：５班】
→　除雪の課題とこれからのあり方について

○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。

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。

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。

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。

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。

（事後処理報告書Ｐ92)

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【湊地区：５班】
→　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

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。

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。（事後処理報告書Ｐ93)

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。（事後処理報告書
Ｐ93)

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。

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。（事後処理報告書Ｐ94)

59



○　地区別テーマでの意見交換について
【北会津地区：３班】
→　公共交通の確保について　（コミュニティバス・スクール
バス・仮称公民館バス）

①コミュニティバスピカリン号の運行、学校、幼稚園・保育園の統
合によるスクールバスの機能・運行、職員が退職しバスが老朽化に
より廃止される公民館バスについてなど、中心街と違った北会津地
区における公共バスについての考え方について聞かせてほしい。
②実態、要望を含めて聞かせてほしい。
③湊地区も地域バスの導入を検討している。利用するのは、主に、
高校生、病院に行く高齢者である。路線のあり方を、地元でＮＰＯ
や協議会を立ち上げて進めていかないといけない。具体案を作り、
若い人、学生を加えて協議してはどうか。皆さんから運行計画を提
案すべき。

会津バスの路線、いろいろあるがピカリン号は弱者救済になってい
ない。８０条白バス委託は、地元雇用になるし費用削減にもなる。
的を絞っていき、バスを小型、ノンステップにし、玄関先まで行く
ようにしてはどうか。鈴木文彦さんの講演を聞いてはどうか。バス
会社になんでも任せるべきでない。

白バスは基本的には営業できない。不特定多数の方を対象にできな
い。湊地区では、地域住民が会員となって、会費を払うようにし
た。営業とすると二種免許は必要である。今のスクールバスの運行
の予算２，２００万円でできる。（事後処理報告書Ｐ95)

①白バスでも営業できるのであれば、市のほうで何とかならないの
か。以前検討して方法を考えてほしいと話している。各部落のどこ
か１箇所に停まって、集落を網羅してもらいたい。②行政で良い案
を作ってくれではなく、自分たちで提案していかないとだめか。

①スクールバスの運行の経費を考えて進めればよい。自分たちで提
案したほうがよいものができる。②今の行政はやる気のある職員が
いる。地域づくり審議会を活用してほしい。地元の満足度を高める
提案をしていくとよい。知恵を集めていってほしい。

バスサポート委員会がある。１０年近く話をしているが既存の循環
路線バスの運行ルートを変えられない。年に会議を３回くらい行っ
ているが効き目がない。ピカリンバスを奨励しているが、失敗であ
る。子供、老人に優しくない。

バス会社の都合で運行させるべきではない。地元で提案するべきで
ある。

過疎地のために、今後、白バスでの送迎がよいとなると思う。バス
について状況が変わっていくと思う。バスサポート委員会のメン
バーを変えてやらないといけない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
【北会津地区：３班】
→　公共交通の確保について　（コミュニティバス・スクール
バス・仮称公民館バス）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

５年前に東京から引っ越してきた。震災後、何のサポートもない。
１０年の長期総合計画は必要だが、要望も変わってくるので、小さ
なバスを運行して、路線バスのところまで乗せてもらう。規制改革
をして、ランデブー方式を取ってはどうか。料金についてはどうす
るか。真剣に考えるべきだ。

今のようなさまざまな意見を出してほしい。住民の皆様より多くの
意見を聞かせてほしい。兵庫県豊岡市は、ワゴン車で、バスの代行
を行って利用者を増やした。地域で、経費をかけないで行ってい
た。

ピカリンバスは、費用が年間１５００万円かかり、５００万円の収
入なので、１０００万円の赤字である。黒字にするのは無理であ
る。補助もいつまでもつかわからない。ふるさと創世基金を使い
切ったらどうするのか、その後どうするのか。時間で運行する路線
バスは黒字にならない。

利用者主体で、地域で、案を作ってほしい。（事後処理報告書Ｐ
95)

会津美里町のような乗合タクシーは、決して黒字ではないが、交通
弱者に対する対応としては良い。しかし、弱点は、土・日曜日は休
みであるということである。

利用者主体で、地域の中で具体化してほしい。中高生、後期高齢者
を対象にターゲットを絞り込んで、時間を決めればよいと思う。市
に任せないで、住民主体で決めてほしい。

バスの運転手は、定年後の人を雇用すれば何とかなる。現在１５０
０万円かかっているが、半分の費用でできる。７０歳以上の人を雇
用してるところがある。金川町のバスは好評のようだが、どうなの
か。

一度頓挫した。アンケートを取った際は、利用するとの回答が多
かったが、始めたら少なかった。再度、費用対効果を検討して、
ターゲットを絞っていったら、黒字ではないが、割とできるように
なった。地域負担もしてもらっている。お互いにうまく進んでい
る。

地区地区で全然課題が違う。１３０軒あるが、今のところ誰も困っ
ていない。要望の全部に対応することはできないので、住民皆で話
して決めていく必要がある。手間はかかるが、大事である。

湊地区も６５歳以上の人にバス利用のアンケートをとったら、４
０％しか利用しないとの回答であった。自分たちの１０年後のこと
は全く考えていない。全員が高齢者になる。その時になったら困
る。
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○　地区別テーマでの意見交換について
【北会津地区：３班】
→　公共交通の確保について　（コミュニティバス・スクール
バス・仮称公民館バス）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

バスの運行は、何人乗るのか、何時が妥当か。実数を把握しないと
いけない。

金川町で、利用するかと聞いたら、高い割合で利用するとの回答で
あったが、実際運行したら乗らなかった。頓挫して、その後必要性
に駆られて、再運行となった。結果として地域がまとまった。所管
している総務委員会に伝えます。

公民館バスは、行政バスとして支所にあるが、ドライバーが定年に
なり、会津バスに委託したが、土・日曜日は運行しない。平日のみ
の運行なので、使いたい時に使えなくて困ってしまう。公民館にバ
スの運行管理を任せてほしい。公民館だと運行できる。

合併後は、決定できなくなっているでしょう。切られてしまう。自
分たちで決定するシステムを作らないといけない。何も決定できな
くなってきているから、こういうことになる。北会津が発展しなく
なってしまう。

会津バスを切ることはできるのか。バス会社は、運行の新たな提案
をしてくれないのか。バス会社は何も考えないのか。

委託なので切ることはできる。儲かっているので、バス会社は運行
を止めることはない。現状を変えようとは思わない。

会津バスだけが市内を運行しているわけではない。広田タクシー、
喜多方東都バスも運行している。

地元は地元で話し合ってほしい。議会側では、総務委員会が公共交
通についての所管なので伝えます。
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【河東地区：５班】
→　除雪の課題とこれからのあり方について

○（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。

（事後処理報告書Ｐ96)

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。

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。

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。

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【河東地区：５班】
→　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

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。

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。

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。

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。

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。

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。（事後処理報告書Ｐ96)

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。
（事後処理報告書Ｐ97)
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○　地区別テーマでの意見交換について
　【河東地区：５班】
→　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

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。（事後処理報告書Ｐ97)
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３．事後処理報告書について
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ページ 地区 件名

Ｐ４ 湊

１．光ファイバーの整備につ
いて

Ｐ４ 湊

２．インターネットでの買い
物について

　　　　　　　　　　　　　　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】
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。
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ページ 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

Ｐ５ 一箕

３．ヘリコプターの騒音につ
いて

Ｐ５ 湊

４．パソコン・携帯電話の回
収・リサイクルについて

Ｐ７ 鶴城

５．城前市営住宅の雪捨て場
の確保について

【市民からの要望・質問】
　城前の新しい市営住宅の所は、町内会において前年雪捨て場として
利用させてもらった。今年も雪捨て場の確保をしてほしい。

【事後処理結果】
　担当課である道路維持課に、この件を伝え対応を求めました。
○道路維持課の回答
　今年度も、昨年度同様に、雪捨て場を確保しています。

【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。

【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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ページ 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

Ｐ９ 湊

６．ＡＥＤの設置について
【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。
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ページ 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

Ｐ10 湊

７．緊急避難場所について

Ｐ11 神指

８．防災関連について 【市民からの要望・質問】
○防災に関する情報や発生時の連絡体制のあり方について教えていた
だきたい。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　コミュニケーションサービス「あいべあ」を利用して情報発信をし
ている。特に市へ登録いただいた方へ一斉発信を行い情報の共有化を
図っている。
　①防災情報メール
　②休日緊急医情報メール
　③会津若松市メールマガジン
　④男女共同参画情報メール
　⑤子どもの安全に関する情報メール「救ーる（すくうる）」　など

【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。
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ページ 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

Ｐ12 門田

９.防災無線の費用と補助制
度について

Ｐ13 神指

10．公設防犯灯について 【市民からの要望・質問】
○公設防犯灯の玉切れがあったので対応していただきたい。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　対象は小見地区の公設防犯灯。球切れは危機管理課で対応します。
なお、新規設置については優先順位を含め調整していきます。

【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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ページ 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

Ｐ13 城北

11．防犯灯、街路灯のLED化
の予算化について

Ｐ13 大戸

12．大戸地区敬老会の送迎に
ついて

【市民からの要望・質問】
○防犯灯、街路灯、LED化を要望しているが市は予算がないとの回答
で、地区として予算要望をしている。何とかしていただきたい。

【事後処理結果】
①危機管理課の回答
　毎年予算確保に努めている。平成25年度291万円、平成26年度660万
円、平成27年度540万円の予算を確保して対応している。今後もさらに
LED化を進めていく必要があるので、各町内会の要望意向を踏まえ適正
な予算措置をしていきます。

【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。
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ページ 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

Ｐ15 北会津

13．鶴ヶ城の入り口付近への
公衆トイレの整備について

Ｐ15 一箕

14．石部桜の駐車場について 【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。

【市民からの要望・質問】
　本丸の中にトイレが整備されていないので、個人の観光客の方々が
困っている。券売機の裏にでも整備してほしい。

【事後処理結果】
○一般財団法人　会津若松観光ビューローの回答
　現在は、お城周辺に５か所のトイレを整備しています。本丸入口２
箇所にトイレの案内を掲示しており、通路に、矢印にてトイレの案内
がなされています。史跡なので、本丸の中に常設のトイレを造ること
ができないため、混雑時などは、仮設のトイレを設置しています。
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ページ 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

Ｐ16 湊

15．農地の管理について 【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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ページ 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

Ｐ17 城西

16．水道本管敷設後の各家庭
への引き込み費用について

【市民からの要望・質問】
　水道管の引き込み費用について、各家庭において金額の差があるこ
とについて納得できない。工事費用も業者によって違うといわれてい
る。

【事後処理結果】
○水道部の回答
　水道部が道路に布設した管（以下、「配水管」という。）から各家
庭に引き込む管（以下、「給水管」という。）の費用が各家庭により
違いが生じることには、次の理由が考えられます。
①配水管の布設位置から各家庭への距離の違いによるもの
②配水管の布設深さの違いによるもの
③配水管の布設されている口径の違いによるもの
④道路の形状の違いによるもの（舗装の有無）
⑤道路上の側溝の有無によるもの
⑥給水管を引き込む口径の違いによるもの
⑦宅地内の形状の違いによるもの（砂利及びコンクリート等）
⑧各業者間の自由競争による価格設定の違いによるもの
　以上により、各家庭により水道管の引き込み費用に違いが生じると
思われます。なお、給水管の工事を行う際には、３社以上から見積り
を集めて施工業者を決定することをお勧めします。
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ページ 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

Ｐ17 鶴城

17．側溝の蓋かけについて

Ｐ19 大戸

18．樹木の伐採について

【市民からの要望・質問】
　税務署城前宿舎北側の側溝に蓋がかかっておらず、通学路として危
険である。

【事後処理結果】
①調査箇所　城前2-18　会津若松税務署城前第２宿舎北側市道
②調査結果（Ｈ27.11.13　立会者：城前二之区長）
　一方通行の全長約60ｍのうち、西側30ｍが設置済みですが、半分の
30ｍ程の蓋かけが未終了となっています。側溝の幅は30cm、深さ50cm
であるため、以前にお年寄りが落下したことがあるということから
も、通学路として安全確保のため蓋かけの緊急性があると判断し、道
路維持課へ対応を求めました。
③道路維持課の回答
　残り30mの蓋かけについて、来年度予算において優先順位を早め対応
できるようにしたい。

【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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ページ 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

Ｐ19 一箕

19．滝沢峠の一箕側登り口雨
水対策について

Ｐ19 鶴城

20．若松二中赤門周辺の道路
整備について

【市民からの要望・質問】
　二中の赤門の所が雪が降ると一層狭くなる。道路整備はできないの
か。

【事後処理結果】
　議会としましては、降雪時に現地を確認するなど調査を継続しま
す。
○道路建設課の回答
　まずは地区から要望書をいただきたい。

※降雪時に現地を確認する。

【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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ページ 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

Ｐ25 行仁

21．除排雪時の行仁小学校運
動場の使用について

Ｐ28 謹教

22．南花畑の私道から市道へ
の申請について

【市民からの要望・質問】
　行仁小学校側の通学路やコミュニティセンター前に雪を出している
住民がいる。消防第3分団、こどもクラブがあるので、優先的に排雪し
てほしい。小学校グラウンド東側の門を開けて、雪を入れさせてほし
いと学校長の許可を得たが、グラウンドの液状化とゴミの問題がある
との理由で実現しなかった。冬場1、2回のことなので認めてほしい。

【事後処理結果】
　除排雪時の行仁小学校運動場の使用に関して報告いたします。
　学校の運動場の利用にあたっては、施設管理者である学校長の許可
が必要となりますが、その際に市教育委員会への協議が必要となりま
す。
○教育総務課の回答
　運動場が排雪先になれば、雪とともにゴミなどが流入するなど、雪
解け以降の運動場の使用に支障を来す可能性もあることから、排雪箇
所としての使用を認めていません。
　

【市民からの要望・質問】
○南花畑2丁目83番地付近の私道について市道昇格をしていただきた
い。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　当該地は幅員等の要件は満たしており、排水管用の土地と隅切り用
の土地について地権者から提供があれば申請事案になります。現在、
地区及び地権者から提供の情報を待っている状況です。なお、除雪に
ついては、昨年度から実施路線としています。
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ページ 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

Ｐ29 謹教

23．融雪道路の整備について

Ｐ32 城北

24．城北町の私道の除雪につ
いて

【市民からの要望・質問】
○城北町4-22番地付近の私道除雪をしてほしい。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　当該道路は私道の除雪基準に該当しない路線である。（公道から公
道に抜けられない路線）しかし、道路形状から市道への昇格に関して
は、路線地権者と転回広場の寄付があれば可能である。また、城北町
４の12番地付近（右図○部分）の空き地の一部を道路として寄付して
いただければ２路線の市道化が可能になります。

【市民からの要望・質問】
○ハローワーク前、竹田病院前の路線を融雪道路にしてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　現在、東西の都市計画道路の拡幅整備を行っており、東西路線は流
雪溝が整備されています。当該の南北路線については、現在のところ
整備計画はないが、適意な除雪排雪を行っていきます。
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ページ 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

Ｐ34 城北

25．金川町の私道の除雪につ
いて

Ｐ34 城北

26．業者の除雪について 【市民からの要望・質問】
○水路に雪を捨てる業者が見受けられる。業者への指導を徹底してい
ただきたい。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査（城北小学校付近）
②道路維持課の回答
　市内委託業者へ周知徹底を図ります。

【市民からの要望・質問】
○金川町7-35番地付近の袋小路を含む私道の除雪について、袋小路箇
所の行き止まりが緑地になっているので、私道の除雪対応路線にでき
ないか。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　宅地開発時の道路である。除雪の基準に該当しないが、市道認定の
要件は満たしている。市へ帰属手続と地権者の寄付があれば市道認定
が可能な道路です。
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ページ 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

Ｐ35 日新

27．日新小学校前の歩道の除
雪、排雪について

【市民からの要望・質問】
　日新小学校前の歩道の除雪、排雪をしっかりとしてほしい。交通事
故があった。
　今年は必ず歩道の除雪をやってほしい。前回の報告書には担当課に
伝えるとあるがそれで終わっている。

【事後処理結果】
　道路維持課に伝え、安全確保のために、とりわけ校舎近く数十メー
トルの除雪、排雪を徹底実施してもらうようにお願いした。
○道路維持課の回答
　日新小学校前の市道若３－２９４号線の歩道及び車道の除雪につき
ましては、歩車道とも早出路線として通学前の午前７時完了を目標に
除雪を行っております。しかし、元々道路幅員が狭く、冬期間のすれ
違いが難しい路線であることから、道路パトロールにより道路の状況
を把握し、適時道路拡幅排雪を行ってまいります。
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ページ 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

Ｐ35 日新

28．変則路へのカーブミラー
の設置について

【市民からの要望・質問】
　変則路でとても安全確認がしづらい道路であり、危険であるので、
カーブミラーを設置してほしい。西七日町８－４６前。

【事後処理結果】
　かなり危険な道路であり、カーブミラーを設置してほしいと道路維
持課に伝えた。
○道路維持課の回答
　カーブミラーの設置要望箇所については、道路敷きへの設置が支障
となる狭隘な道路の交差点が多く、設置場所は、町内会において民地
の確保をお願いしているところであります。
　ご要望いただきました箇所につきましても、道路幅員が狭くカーブ
ミラーを道路敷きへ設置することはできないと思われますので、町内
会で設置場所を確保した後にご要望いただきたいと考えております。
なお、カーブミラーの設置につきましては、市内各所から要望が多く
出されておりますので、交通量、危険度などを総合的に判断し設置を
検討してまいります。
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ページ 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

Ｐ36 日新

29．路肩の整備について

Ｐ36 日新

30．グレーチングの修理、修
繕について

【市民からの要望・質問】
　路肩が崩れているので、危険である。きちんと整備してほしい。
　西七日町１４－８レオパレス西側５０ｍ。

【事後処理結果】
　路肩がかなり崩れていた。道路維持課、農林課に伝え協議しても
らった。市街化調整区域なので、道路維持課での対応となった。
○道路維持課の回答
　市道町３－７１号線レオパレス西側の水路につきましては、一昨年
度、市道町３－６２号線（金川町ディサービスセンター西側）から整
備を進めており、継続して整備を行うよう地区からもご要望をいただ
いております。
　この水路整備については、道路幅員も充分にあることから蓋掛けと
はせず、路肩の保護と水路の流れを整えるための水路整備を、次年度
以降の実施に向け検討しているところであります。

【市民からの要望・質問】
　グレーチングが曲がっているところがある。自動車が通行する際、
音がうるさい。また危険であるので、きちんと整備してほしい。

【事後処理結果】
　日新小学校前の西側一方通行の通りのグレーチングを確認しました
が、改善されているようでした。対応されていたようです。
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ページ 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

Ｐ37 城西

31．公衆浴場の運営について 【市民からの要望・質問】
　市営団地６棟のうち、４棟は風呂がない。近所に公衆浴場がある
が、住民の要望に応えられていないようである。衛生管理がうまく
いっていないようである。また、市営団地の運営については、今後ど
うなるのか。

【事後処理結果】
○健康増進課の回答
　公衆浴場の課題については、利用者の方が安心かつ快適に公衆浴場
を利用できるよう、浴場経営者との話し合いの場を定期的に設けてい
くとともに、福島県公衆浴場業生活衛生同業組合会津若松支部に対し
ても、この課題も含めた公衆浴場の環境整備に取り組んでいただくよ
う、働きかけてまいります。

○建築課の回答
　材木町団地については、公営住宅の中長期的な維持管理計画を定め
ている「会津若松市公営住宅長寿命化計画」において、修繕対応によ
る維持管理を行うこととしており、浴室を設置する等の大規模改善や
新たな建替の計画はありません。なお、今後の老朽化に伴う維持管理
の状況や居住性の低下によっては、用途廃止や他団地との整理統合な
どを見据えた活用の検討を行う必要があると考えております。また、
現在、材木町団地において、浴室が設置されていない住棟について
は、老朽化や環境衛生に配慮する面から、新たな入居者募集を休止し
ている状況にあります。
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ページ 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

32．西若松駅東口へのトイレ
の設置について

【市民からの要望・質問】
 議会で議決されているので、予算をつけてもらえばできるのに実行さ
れない。観光客が来てもきちんとしたトイレがない。早急に整備して
ほしい。

【事後処理結果】
○地域づくり課の回答
　既に、乗降者の調査、観光バスの乗り入れの把握をしています。現
在、地下の埋設物や土壌調査などを進めています。なお、駅東口への
トイレ設置につきましては、下記回答のとおりです。

○平成27年度 会津若松市区長会対話集会要望事項の回答（10月30日）
　駅東口へのトイレ設置につきましては、これまで、駅舎トイレの利
用や東口に隣接している薬局トイレの地域開放のご協力をいただいて
きたところであり、これと並行して、昨年７月より「西若松駅を愛す
る会」の皆様と駅周辺活性化推進事業に取り組むとともに、昨年９月
議会において駅東口前へのトイレ新設の陳情が採択されたことも踏ま
え、改めて駅周辺の賑わいづくりに必要な便益施設として、トイレ設
置のあり方について検討を進めてきているところであります。
　さらには、昨年９月議会にて陳情採択された「街なかへのフリース
ペース設置」の陳情主体であるＬｉｋｅ会津実行委員会との協働によ
り、若者が集まることのできるフリースペースの整備や駅東西自由通
路１階スペースを交流拠点として活用していくことを検討しており、
駅周辺のさらなる活性化を目指して取り組んでいるところです。
　公衆トイレ設置については、設置場所も含めて、防犯上の問題、維
持管理、事業費、財源確保等の様々な課題がありますが、引き続き西
若松駅周辺活性化推進事業により賑わいづくりの取り組みを進める中
で、城西地区区長会と意見交換を行いながら検討してまいりたいと考
えておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。

Ｐ38 城西
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ページ 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

Ｐ41
町北・
高野

33．市道高4－414号線の舗装
について

Ｐ42
町北・
高野

34．会津アピオ東側の開発に
ついて

【市民からの要望・質問】
　アピオの東側の開発は、どうなっているのか。

【事後処理結果】
○商工課の回答
　アピオ東側の開発につきまして市は、平成９年２月に東側の整備計
画を一時中断し、さらに平成１２年２月に整備計画の白紙撤回を決定
しており、現在開発計画はないところです。

【市民からの要望・質問】
 高久工業団地が造成された際に埋設された水道管がある界沢地区内の
農道、市道高4-414号線の舗装を毎年要望しているが、市では、交通量
が少ないなどの理由により、いまだに実現していない。その当時の約
束事であるので、実現してほしい。

【事後処理結果】
○道路建設課及び農林課の回答
　界沢地区からの要望書に対する回答のとおり、新たに南側集落への
通過交通の発生など、周辺の交通形態を変えることが懸念されるとと
もに、市内全域からの要望が多数寄せられていることなどから、利用
状況や緊急性などを考慮しながら実施に向けた検討をしてまいりま
す。
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ページ 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

Ｐ44 神指

35．消雪機能の管理について

Ｐ50 東山

36．私道の除雪について 【市民からの要望・質問】
　市道の前に私道があり除雪ができない。

【事後処理結果】
　天寧寺町の現地を確認し、道路維持課の見解を聞きました。
○道路維持課の回答
　当該の道路は、開発道路で未帰属の道路です。（担当課は都市計画
課）この解決のためには、障害となる車庫があることから、直接、都
市計画課と道路維持課に相談していただきたい。

○担当課の回答を受け、都市計画課と道路維持課に直接相談していた
だくよう本人に話をし、相談者より「わかりました」との返答を受け
ました。

【市民からの要望・質問】
○七日町交番から高瀬の交差点までの路線で、散水式融雪を行ってい
るが、小学生等が通学時に車から水をかけられる時がある。水量に調
節が必要である。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　当該路線は県道なので、県と連携をとり対応を図ります。
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　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

Ｐ51 東山

37．湧き水について 【市民からの要望・質問】
　慶山地区は坂の町で、一部伏流水が出ている場所がある。除雪に利
用できないか。

【事後処理結果】
　現地を確認したところ、坂の除雪については、業者が変わりきちん
と対応しています。問題は、山からの伏流水による道路の凍結事故で
す。そのため3名の方が骨折しています。
　11月は伏流水が確認できないので、平成28年１月、２月に現地を確
認することで了解をいただきました。

※１月、２月に再度現地を確認す
る。

現地の西側から見る

東側の上からの道

東側の山から伏流水が流れ

出し、道路を伝い水路まで流

れる。

道路の表面が凍りつき、危険

な状態となる。

この地点まで水が流れる

両側に側溝をつくることで路面

凍結防止ができないか現地を

確認し考えたい
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ページ 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

Ｐ52 一箕

38．支援の必要な世帯の除雪
について

【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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ページ 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

Ｐ53 一箕

39．不動川を利用した流雪溝
設置の提言について

【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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ページ 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

Ｐ53 一箕

40．一箕町郷之原の除雪につ
いて

Ｐ54
Ｐ55

一箕

41．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

【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。

【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。
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　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

Ｐ55 一箕

42．滝沢峠の伐採について

Ｐ58 湊

43．間口除雪の事務手続きの
簡素化について

【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】
　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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Ｐ59 湊

44．原地区の国道294号消雪
道路の老朽化について

Ｐ59 湊

45．防雪柵撤去時の法面損傷
について

【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。

【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。

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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Ｐ59 湊

46．除雪区間の細分化につい
て

【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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Ｐ60
Ｐ61

北会津

47．会津若松市内のバスの運
行状況について

【市民からの要望・質問】
○会津バスの路線、いろいろあるが、ピカリン号は弱者救済になって
いない。８０条白バス委託は、地元雇用になるし、費用の削減にもな
る。的を絞っていき、運用を考えてはどうか。バス会社に何でも任せ
るべきでない。
○ピカリンバスは、費用が１５００万円かかり、１０００万円の赤字
である。黒字にするのは無理である。補助もいつまでもつかわからな
い。

【事後処理結果】
　まず、住民主体でどのような運行形態、路線が良いのか住民で検討
してほしいとの提案をしました。地域づくり課へ伝え、住民より相談
があった場合、対応してもらうように依頼をしました。
○地域づくり課の回答
　今年度、当課では、市内バス全路線の交通ネットワークのあり方な
どを見定めるべく「地域公共交通網形成計画策定調査事業」に取り組
んでおり、この中で、北会津地区の公共交通のあり方についても、ア
ンケート調査やグループヒヤリング調査なども行いながら研究をして
いるところであり、過日は、ピカリン号運行サポート委員会の委員の
皆さんと意見交換も行いました。
　公共交通は、各地区の実情・特性を踏まえた上で、実際のバス利用
者や地元の住民の皆さんの声や目線が大切にされるあり方が重要です
ので、今後とも、こうした姿勢を基本に、地区の皆さんとの意見交換
も含めた検討を進めていきたいと考えております。
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ページ 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

Ｐ63
Ｐ64

河東

48．間口除雪について 【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。
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ページ 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

Ｐ64 河東

49．風雪時の信号機について

Ｐ65 河東

50．熊野堂の冬期間の通学に
ついて

【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。

【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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４．議会報告（定例会、政策討論会など）について
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

一般質問 北会津

二元代表制を踏まえた質問のあり方の検討につい
て、質問時間を２０分から３０分に延長するという
ことですか。委員会重視ということだが、議会の傍
聴者が非常に少ない。なぜかというと、聞いていて
も面白くない。真剣に討論できる場を作ってほし
い。市民目線で行ってほしい。すり合わせの話の中
では無駄な時間を費やしているだけである。投票率
が低いのは面白みがないからだ。

一般質問に対して、当局が回答するだけ、項目が非
常に狭い項目に限定されている。本会議では、総論
でやりなさいというのに狭くなっている。項目が違
うと関連質問は認められない。議会改革を行いス
ムーズにはなっている。しかし、ちょっとはみ出す
と止められてしまう。随時、改革をしていきたい。
通告して関連質問をしては良い。

議員活動 河東

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。

城西

議会で採決したことは、なるべく実行させるように
切にお願いしたい。結論が出ないなら採決しないで
もらいたい。そうでないと議員を呼んでも意味がな
い。

しかし、皆さんの声を受けて、西若松地区内の側溝
整備も実現している。我々も動いていないわけでは
ない。早く実現するもの、そうでないものがありま
す。皆さんの声は我々にとっても大切ですので、今
後ともよろしくお願いします。

湊

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。

議員定数 議員定数 門田

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。

議
会
に
関
す
る
こ
と

議員活動

議会活動 議会活動

分野 項目 小項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 小項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員定数 議員定数 門田
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。

大戸

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。

城北

議会定数と報酬などについての考えは。過去の意見
交換会では議会が決めていると伺っている。横須賀
市では人口１万人に議員一人との考え方である。

報酬は正式な諮問機関で決定される。定数について
は議会制度検討委員会で議論していく。
過日委員会が開始され、しっかり議論していくこと
を確認した。

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。

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。

議員報酬
定数

議員報酬
定数

議
会
に
関
す
る
こ
と

河東

100



○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 小項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

意見交換
時間

河東

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。

運営 城北

年２回の意見交換会を今のチームで２年間対応して
いる。意見交換会への姿勢は良くなってきている。
資料も充実してきている。市民意見と議会意見がか
み合ってくれば、より良い意見交換になると思う。

開催回数 東山
意見交換会の回数を多くすべきである。提案した
い。

広報広聴委員会で検討し2回の開催としてきた。な
お、意見については広報広聴委員会に報告する。

参加者 東山
意見交換会の充実について、参加人数を多くした
い。

周知方法 城北
事前にこの会合の趣旨が分かると良い。事前準備し
てこの会に参加することができる。

広報広聴委員会に申し伝える。

資料 城北
事前に資料を配布するとのことであったと思う。具
体的に実施していただきたい。

広報広聴委員会に申し伝える。

報告書 大戸

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。

議
会
に
関
す
る
こ
と

意見交換
会
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 小項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地区別意見交換会の充実についてですが、報告書に
は「貴重な意見として伺う」と記載されているが、
そこで留まっていればなんら変わらない。その後ど
のようにしていくのか充実させないといけないので
はないか。

区長会の対話集会では、市民、市長、議会の三角関
係になってきているとの意見が出されている。その
結果が除雪の問題である。貴重な意見として伺って
いたことから議会は、意見を掘り下げて行ってい
る。

切実な声として検討の結果、伺ったままにしている
のか。

広報広聴委員会において出された意見を分類し、各
検討主体（政策討論会等）において議論を重ねてい
る。また、開催前には各班が事前準備をしている。
15回を迎えているのでさらに深め、解決に向けて進
めていきたい。

意見交換会の報告書では、議員の発言内容は「貴重
な意見として伺う」だけの記載である。

意見交換会終了後に広報広聴委員会を開催し、委員
会委員と班長が市民の意見、要望を地域の課題、問
題として取り上げている。その後、意見を分類し、
各検討主体（政策討論会等）において議論を重ねて
いる。

報告書の処理状況の対応が空欄です。これでは内容
が分からないので具体的記載をすべきではないか。

具体的記載をしていきたい。

その対応については、いつまでの期間を検討してい
るのか、明確にしていただきたい。

報告書については来年の5月までには指導申し上げ
たい。

河東
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。

報告内容 河東

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。

報告書

意見交換
会

議
会
に
関
す
る
こ
と

東山
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

分野 項目 小項目 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北

議会改革とは何か。過去に何か悪さや課題点があっ
たのか。その策定する経緯とは何か。

議会改革を進めることは、８年前の改選時に議会改
革を進めていこうとの流れになった。議員は市民に
対してどんなことが求められているのか、そして議
会がどう変われるのか。市民にどう理解できるの
か、とのことで議会基本条例を策定した。市民に寄
り添える議会に変わろうとの思いである。今回の資
料は進捗度を示したものである。

東山

議会改革の5項目と細目、全て成し遂げるとの考え
か。

議会改革の項目については、議会としての目標を掲
げている。そのため全てのことを成し遂げるという
よりも、よりよい議会としての活動をこれからも
行っていく考えです。

議会活動
他議会視

察
東山

会津若松市議会には全国の他議会から議員が視察に
来ているようだが、その目的と内容は。

他の市町村議会からの視察では、議会が住民の話を
聞いて政策づくりを行っている具体的事例につい
て、会津若松市議会の取り組みを聴きに来ている。
湊地区の水問題に係る取り組みなどについて報告し
ている。

東山

賛否一覧表で、ほとんど反対の方がいる。実際の市
政、議会の運営にあたりどのような効果、弊害があ
るのか。議会はやりづらいのではないか。

議会運営委員会としての見解としては、議員の責任
で各自が表決を判断して行っている。

河東

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。
議決責任

賛否（表
決）

議会改革 議会改革

議
会
に
関
す
る
こ
と
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