
１．議会報告、市政全般についての総括
　　議員の行政に対する姿勢を正してもらえた。
　【主な意見等】
　　・赤井谷地の管理のあり方
　　・学校のカーペットの衛生対策
　　・学校の耐震化対策
　　・地域福祉計画への議会の関わり
　　・街路灯改修に係る補助制度　など

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「除排雪と道路問題について」
　・除雪だけではなく、私道についての道路整備、私道の固定資産税に対する要望が出された。
　・今年は降雪が少なかったため、除雪に対する要望は少なかった。また、地区別テーマが除排雪ということで、参加を見合
　　わせた方もいたそうである。
　【主な意見等】
　　①除排雪について
　　・除雪機の補助制度
　　・私道除雪による道路破損への対応　など
　　②道路問題について
　　・草刈りの補助
　　・ガードレール設置の要望
　　・私道の固定資産税徴収のあり方　など

第16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28年5月7日（土）　13時30分　～15時30分

　担当班　：第１班（出席議員） 戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、大山享子、髙梨　浩、吉田恵三　（欠員議員）　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　開催場所：一箕公民館　

　参加人数：　37　名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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市は15、6年前から赤井谷地を保存しているが、ど
のように管理しているのか。

現地視察の上、回答をする。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

環境

八幡町内には、5、6年前までサワガニやホタルが
生息していた所があったが、宅地造成により開発
され、今はまったく見られない。環境アセスメン
トの面からいかがなものか。

要望として伺う。

〇 ② 環境

今の子どもたちは、洋式トイレに慣れている。和
式トイレの使い方を知らない子どもが多い。学校
でも改善する必要がある。

順次洋式化に進めている。

〇 ① 学校施設

学校の耐震化は行われているのか。地震は待って
いない。

耐震については、平成２８年度当初予算におい
て、一箕小学校の北棟補強工事実施設計、一箕中
学校の南西・北棟補強工事計画策定業務を予算計
上している。

〇 ① 学校施設

カーペットが敷かれている学校があるが、ダニな
どの温床になっていると聞く。子どもの健康に悪
いので即刻替えるべき。

事態を調査し報告する。

〇 ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

学校施設

4月11、12日に降った雪の影響で身知らず柿に被害
が出たが、市は対応しているのか。農業改良普及
所でしっかりと対策を打つべきでないか。

農政課とともに調査に入ったが意見として伺う。

〇 ② 農業

福島大学農学部の会津への誘致をしていないので
はないか。誘致するべきだ。

会津総合開発協議会に要望書を出している。

〇 ①

まちづく
り

農政

※項目
キーワード

○　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 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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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※項目
キーワード

○　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 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

地域福祉計画を議員はどのように考えているの
か。市民生活の上位規定と考えるが、市民生活の
問題を誰が解決するのか。議会との接点がないと
思う。議員はどのように関わり、関与していくの
か研究してほしい。

「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」をまとめ
て市政だよりでお知らせすると聞いている。議会
は計画に盛られた予算に対してチェックしてい
る。重要な課題として取り組んで行く。

〇 ① 地域福祉

ふれあい体育館サブアリーナの暖房について若松
卓球クラブとして要望書を出した。改善する回答
ではなかった。高齢者が元気にスポーツを楽しん
でいるが、冬は寒さに耐えながらプレーしてい
る。暖房を考えてほしい。

要望として伺う。

〇 ② 運動施設

今回の市民との意見交換会に大勢集まったのは、
新人議員に期待しているからである。当局と対峙
できるのは議員である。「検討します」は「やり
ません」と同じ。当局に粘り強く約束させてほし
い。市民は不信になる。

貴重なご意見として伺う。

● ② 議員活動

会津活断層が2つ走っている。いつ地震が起きるか
分からない。住宅の耐震調査の補助はあるのか。

昭和56年以前に建築された住宅には、上限100万円
の改修補助制度がある。調査については平成27年
度は数名の方が利用されている。都市計画課に相
談されてはいかがか。

〇 ① 住宅

駅前の観光案内板が分からず観光客が困ってい
た。駅前には観光案内をする方がいるべきだと思
う。

要望として伺う。

〇 ② 観光

居合緑地公園にある街路灯が腐食していて危険で
ある。通学路でもあるので補助金で直せるのか。

調査し報告する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

交通安全
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※項目
キーワード

○　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 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

松長の会津バス停留所が住民の依頼で離れたとこ
ろに移動したため、足の悪い高齢者はそこまで行
くのが困難である。戻せないのか。

今後の課題として伺う。

〇 ② 交通

市は月6,500円のフリーパス券を出しているが、よ
そでは無料になっている所もある。高齢者のため
にも市営バスにするのが良い。

要望として伺う。

〇 ② 交通
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、除排雪と道路問題について、皆様のご意
見を伺いたいと思います。

柏屋から一箕交番までの道路の舗装が悪くデコボ
コしている。飯盛山への観光客が通る道なので整
備したほうが良い。中央病院前から居合団地に向
かう道路も同じくデコボコしている。

調査し当局に伝える。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

松長の法面の草刈りは高所で危険なため、一部の
町内会では業者に依頼しており、15万円掛かるた
め町内会の大きな負担になっている。市より
32,400円の補助があるが、補助を増やせないか。

調査し当局に伝える。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

松長地区のガードレールについて、除雪のために
ガードレールを撤去しており、簡易的にロープを
張っている箇所がある。特に法面高所は非常に危
険であるので、是正をお願いしたい。

調査し当局に伝える。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

平成27年度の除雪費用が2億円なら残りはどのよう
にしているのか。

予算は補正を組みながら除雪費対応しているが、
平成27年度については残額はすべて繰り入れてい
る。

〇 ①

老人会で間口ボランティアをしているが大変負担
になっているので、除雪機の補助はないのか。

商工会議所の中に除雪対策協議会の補助制度があ
る。 〇 ①

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

→　除排雪と道路問題について

分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

→　除排雪と道路問題について

分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

5、6年前から市に要望をしている。私道に対して
固定資産税を払っているが、減免できるように要
望したい。私道７軒分の税金の請求が１軒にまと
めて来るので、地主が離れているためそれぞれに
集金に行くのが大変である。個別にならないのか
担当に聞いたが対応が悪い。

担当課に伝え、後日回答する。

〇 ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11,12に記
載）

滝沢街道の歩道の確保をしてほしい。 要望として伺う。
〇 ②

交差点の除雪をきれいにしてほしい。 要望として伺う。
〇 ②

私道の除雪で道路が壊れたら誰が責任を取るの
か。

市が行った場合、破損したら市で対応する。
〇 ①

前回の市民との意見交換会で意見したが、障がい
者に対する対応が悪い。同じ市民として対応する
べきだ。

要望として伺う。

〇 ②

国道49号線から会津大学に通じる道路拡幅工事は
どうなっているのか。何年も予算がないとの返答
ばかりだ。

調査に入る予定になっている。

〇 ①

扇町区画整理が行われている大熊町仮設住宅の1号
公園は広すぎる。排雪場所に使えるのではない
か。

要望として伺う。

〇 ②
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一箕地区

件名

１．赤井谷地の管理について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２.学校のカーペットの衛生
対策について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　カーペットが敷かれている学校があるが、ダニなどの温床になって
いると聞く。子どもの健康に悪いので即刻替えるべき。

【事後処理結果】
○教育総務課の回答
　タイルカーペットについては、平成２２年度まではクリーニングに
より対応してきましたが、経年劣化により傷みや衛生上の観点から平
成２６年度より入れ替えによって対応してきたところです。今後、年
次計画で更新していきます。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　市では１５、６年前から赤井谷地を保存管理しているが、どのよう
にしているのか。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に確認をしました。
○文化課の回答
　赤井谷地保存のため、専門家による水環境調査、植生調査を継続し
ながら湿原回復を図るとともに、谷地周辺の草刈りを行っています。
今後も適切に赤井谷地を見学できるように整備していきます。
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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

３．緑地公園街路灯の腐食に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　居合緑地公園にある街路灯が根元より腐食していて倒れる危険があ
る。通学路になっているので直してほしいが補助金はあるのか知りた
い。

【事後処理結果】
　意見交換会終了後、現地に行き調査をしました。
　また、管理をしている「居合団地協議会」に問い合わせをしまし
た。
〇居合団地協議会の回答
　街路灯の修理については、８万円かかるため今年度と来年度の計画
に予算を上げて処理したいと思います。
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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

４．道路整備について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　柏屋から一箕交番までの道路がデコボコである。また中央病院脇か
ら居合団地までの道路も同じくデコボコしている。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に伝えました。
○道路維持課の回答
　①柏屋から一箕交番までの道路　→　市道幹Ⅰ-８号線
　②中央病院から居合団地の道路　→　市道幹Ⅱ-６号線

　①については、奴郎ヶ前交差点からホンダ会津一箕町店までの間を
国の交付金事業により計画的に舗装補修を行っているところです。
　②については、今年度も継続して居合団地側より舗装補修工事を実
施予定であり、中央病院前交差点付近まで間もなく到達する予定で
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．松長団地の法面の草刈り
について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

６．松長団地内のガードレー
ルについて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　法面の草刈りを町内会で行っているが、市からの補助金が32,400円
である。実際には15万円程度費用がかかっているので補助金を増額で
きないものか。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に確認をしました。
○道路維持課の回答
　松長団地地区においては、現在９団体（８町内会、１町内会連合
会）に除草業務を総額４８６千円（Ｈ27実績）をもって委託してい
る。ゴミの投棄防止のため１ｍ幅で草刈りをお願いしているところで
あり、法面全体の草刈りは、予算上困難であります。
　道路維持管理費で補修等しなければならない市道が多くある状況か
ら、除草については町内会として協力いただける範囲での対応をお願
いすることとなります。

【市民からの要望・質問】
　団地内においてガードレールが外されたままになっている箇所があ
り危険である。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　担当課の道路維持課に伝えたところ、道路維持課において、早急に
現場確認を行い対処することとなりました。
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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

７．共有地の固定資産税の取
り扱いについて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　5、6年前から市に要望をしている。私道に対して固定資産税を払っ
ているが、減免できるように要望したい。私道７軒分の税金の請求が
１軒にまとめて来るので、地主が離れているためそれぞれに集金に行
くのが大変である。個別にならないのか担当に聞いたが対応が悪い。

【事後処理結果】
○税務課の回答
１．土地の地権者が複数いる場合（共有物件）の取り扱い
　　　共有や複数の相続人で所有する固定資産は、その共有者全員を
　　一人の納税義務者として課税することになっています。この場合
　　固定資産税は連帯してお納めいただくこととなり、納税通知書及
　　び納付書は、代表者の方（登記簿の筆頭者、持分の多い方など）
　　へお送りしています。
２．納税通知書の共有者全員への送付について
　　　現行においても、地権者の方からの要望を受け、代表者以外の
　　共有者全員宛に、納税通知書のみを送付しております。
　　　送付のご要望がある場合は、市役所税務課土地グループへお問
　　い合わせ下さい。　℡０２４２－３９－１２２４
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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．納付書の分割について
　　　各共有者の持分に相当する固定資産税を算出し、納付書を分割
　　して送付する取り扱いは、現在いたしておりません。
　　　各共有者の持分に応じた納付書を送付することは、納税しやす
　　い環境整備を行い、納税者の方の負担の軽減を図るなどの効果が
　　期待されます。しかし、この取り扱いによって連帯納税義務が免
　　除されるものではなく、共有者のうち一人に滞納が生じた場合は
　　共有者全員が差押えなどの滞納処分の対象となります。共有者の
　　中で納めた方と納めない方がいる場合、新たな混乱が生じること
　　が考慮されます。また、分割納付書発行から収納処理に係るシス
　　テム改修等が必要となります。
　　　このようなことから、代表者の方には、各共有者の方のとりま
　　とめ等、ご負担をお掛けいたしますが、公平、公正な課税業務に
　　努めてまいりますので、今後ともご協力をお願いいたします。
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