
１．議会報告、テーマ以外の市政全般についての総括
　①一斉清掃について
　　　「春の一斉清掃を実施したが、地区内には多くの公共施設があり、地域と一緒に協力して実施してもらいたい」との意見
　　をいただきました。議会としては、担当部署に現状を確認するとともに、地域と連携して対応してもらうよう改めてお願い
　　をしました。
　②私道の除雪について
　　　現在、公共性のある私道の除雪が実施されていますが、「私道除雪対象の条件緩和について、多くの私道が対象となるよ
　　う取り組んでほしい」との意見をいただきました。今後も議会として、少しでも前進できるよう取り組んでいく必要がある
　　と考えます。
　
２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「県立病院跡地問題と買い物弱者対策について」
　　県立病院跡地については、「武道館に限らず会議をする場や公園など、市民・県民が活用できる柔軟性のある施設を造って
　ほしい」という、武道館以外にも利活用の方向性・可能性があるのではないかという建設的な意見をいただきました。
　　また、「鶴ヶ城周辺の整備と関連した整備をお願いしたい」との意見も出されており、議会としては、県の答申を踏まえて、
　当局と協力して進めていく必要があると考えます。

第16回市民との意見交換会・報告書（鶴城地区）
　開催地区：　鶴城地区 　開催日時：平成２８年５月８日（日）１８時００分　～　１９時３５分

　担当班　：第２班（出席議員）渡部　認、内海　基、村澤　智、小倉孝太郎、樋川　誠、清川　雅史　（欠席議員）なし

　開催場所：会津若松市文化センター

　参加人数：１６名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 １名）
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ここ数回の意見交換会後の対応がしっかりしてい
て良い。迅速な現地確認や、委員会も傍聴に行っ
たが取り上げてもらった。感謝している。

● ②
意見交換

会

あいづわかまつ広報議会５ページ（別掲１）私道
の除雪についての要望的意見とは、どの程度効力
があるのか。また、市民目線からすれば私有地を
提供しているのだから条件を緩和してもらい、１
つでも多くの私道を対象としてもらいたい。通り
抜けできるという条件がネックとなっている。冬
場はデイサービスの送迎で、デコボコ道になり恐
怖を感じることもあるほどです。市民の生活と安
心を守る観点からも、ぜひ今後もしっかり取り組
んでもらいたい。

議会としては効力があると考える。平成２６年ま
で議会として、私道の除雪をやるべきだと訴えて
きた。結果して当局もきちんと受け止め対応して
きた。私道の除雪は原則所有者が行うべきである
という考え方そのものが、住民の皆さんからの目
線と考え方が違う。議会として、当局と市民のベ
クトルを合わせるために取り組み、公共性という
点から条件の緩和についても今後、課題として研
究しプロセスを持ちながら前進するようにして行
きたい。

○ ① 雪害対策

５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範
囲は、小田垣郵便局から最上屋さんの間となって
いる。この中に、まなべこ、県立博物館、鶴城コ
ミュニティセンターなど、公共施設がいくつかあ
る。地域で対応しているが、かなりの重労働であ
る。市の施設の場所については職員にも対応して
もらいたい。

他の地区でもそういう意見がある。県が対応する
ところもあるが、市として教育委員会などそれぞ
れ所管するところで対応するよう、それぞれの担
当課に伝えます。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

地域社会

水銀灯のＬＥＤ化について、区で実施すると４万
円くらい費用が掛かる。市の補助を増額してもら
いたいが、現時点で対応してもらえることはある
か。

平成２８年度も予算を増額して対応している中
で、今年度の補助は、一町内会３灯程度としてい
る。町内で計画書を作成してもらい、年度計画に
のっとって補助を出すという検討もしている。ま
た、世帯数や灯数の状況により負担も大きくなっ
ていることから、上限1,000円の補助も見直しを検
討している。当局も現状を良く理解しており、さ
まざまな国、県の補助を活用できないか検討して
いる。

○ ①
防災・安

全

○　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

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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○　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

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

市の斎場条例の一部改正について、地区内にも今
まであった貸出を活用するしかない方が現実にい
る。また、この格差社会の中で毎日やっと生きて
いる人もいる。この制度を活用する人は非常に少
ないと思われるが、残していただきたい。

お金が無くて葬儀ができないということがあって
はいけない。委員会の中でもさまざまな議論がさ
れたが、結局廃止となります。その代わりに補助
制度が新たに創設され、民間の葬祭場と連携して
対応することとしている。しかし、その補助制度
が今までのように困っている方々への対応が十分
できるのか、今後の状況を注視していく。

○ ① 斎場業務

除染について、会津若松市と喜多方市は除染して
いないと聞いた。なぜかというと、観光地で風評
被害を心配しているからということだ。線量は低
いが、子どもたちが甲状腺がんになっているとも
聞く。市がやりたいと言ったが議会が反対したの
か。

震災以降、除染についての予算案は一度も出てい
ない。議会は、上がってきた予算について審査す
るもの。上げるなという権利もないので、反対な
どと関わってきたものはない。除染地域の認定を
受けるかどうかという点だと考えられる。なお、
風評被害を心配してということではない。発災当
時は、ホットスポットと言われる線量が高い場所
もあったが、認定を申請する時期になると基準値
以内になって低かったのが理由と聞いている。そ
こで、各町内会に補助金を出して側溝の掃除をお
願いした。委員会としては、国や世界の基準な
ど、何をもって線量の基準とするのかなどの議論
があったことは確かである。

○ ① 環境

会津地域で除染をしたところはあるのか。表土を
はぎ取って土の入れ替えをしたところもあると聞
くが。

ここで、他の市町村がどのような除染をしたのか
持ち合わせてはいないが、実施した自治体もある
ようである。民間で自主的に実施したところもあ
るようだ。

○ ① 環境

コープの移動販売車を利用している方から、車の
階段を登るのが非常に大変だと聞きました。利用
しやすい車両にしてもらいたい。

ご意見として伺う。

○ ② 高齢福祉
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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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

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

地域公共交通網形成計画とあるが、買い物が生協
の販売車だけでは足りないない場合、バスで買い
物に行けるよう地域に入って回ってもらえるよう
になればいいなと考えている。ぜひ、利用しやす
いコースと時間を検討してもらいたい。

ご意見として伺う。

○ ②
交通

高齢福祉

八百屋をしているが、高齢者の見守りも含めて電
話注文に対して、大根一本から配達している。そ
の際、会話やお茶のみを通して、地域高齢者とつ
ながり、大変喜ばれています。

ご意見として伺う。

○ ② 高齢福祉
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○　地区別テーマでの意見交換について

前回の１１月に開催された意見交換会と同様の
テーマとなりましたが、鶴城地区の皆さんのご意
見をお伺いしたい。

鶴ヶ城の中にある西出丸の駐車場は春になると大
渋滞になる。対策として、病院跡地を駐車場に整
備して観光客に歩いてもらってはどうか。お城の
中にあり、みっともないという意見もある。城前
団地も含めた、環境美化の観点から鶴ヶ城周辺の
整備を１０年先などと具体的なプランを示しても
らいたい。

西出丸の駐車場については、多くの方からあのま
までいいのかと意見をいただいている。現状のま
まではなく、本来の形に戻すべきと考える。跡地
を市が買い取って駐車場として整備できるのか問
題と思っている。病院局も市に買いませんかとい
う打診があるが、すぐに買える規模の土地ではな
い。公共的な利活用を県にお願いするしかないと
いう状況である。まずは公営の施設ができること
を基本に考えていただき、その後県が土地を売却
するようになった時点で、議会も市と協力して進
めていきたい。

○ ②

このまま行くと県の武道館ができるということ
か。風雅堂もあり、箱物を二つ造っても本当に利
用されるのか。ただでさえ風雅堂の利用頻度は低
い。武道館を建てるのもいいが、そればかりでは
なく、公園や市民のいこいの広場、子どもの遊び
場など市民が利用できるものにしてほしい。

現時点で県が造るとは言っていない。意見として
伺っておく。

○ ②

→　県立病院跡地問題と買い物弱者対策について

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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○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地問題と買い物弱者対策について

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

風雅堂の職員は、市の職員ではないということを
この前初めて知った。先日、一斉清掃の日があっ
たが入口付近の風雅堂から見える所だけ清掃し
て、敷地内の草が繁茂している所の掃除はしな
い。風雅堂の職員に確認すると、市の職員ではな
いので勝手なことはできないと言うだけで何もし
ない。駐車場も普段は使っていないのに、そこで
子どもたちが遊んでいると注意される。もとも
と、あの場所には、公園があった。当時の市長は
公園はつぶすが、代替地を整備すると言って、そ
のままだ。

委託の中に、どのように業務が記載されているの
か確認する。

○ ③

担当課に伝え、
事後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

病院局という公営企業会計は、一般民間にも土地
を売却することは可能なのか。住宅地の開発や
スーパーになる可能性もあるということか。やは
り、公共性のある物ができることが望ましい。

○ ②

県が武道館を建設すると言っている訳ではないは
ず。市と観光業者が願っているのではないか。大
会を誘致したり、宿泊の利用も考えられる。ま
た、県は高く売りたい。公共性を考えると市が取
得すべき。そのためには国、県、市が連携して一
緒に取り組むべきで、高齢化が進む中で箱物は維
持費が大変なのでやめるべき。建てるのであれ
ば、国の補助金も活用できるか検討してもらいた
い。

みなさんの意見を集約すると、武道館に限らず他
にも利活用の方向性・可能性はあるのではないか
ということだと思う。市が主導的な役割を担い、
市が土地を取得すべきかどうかを含め、平成２９
年１月以降の県の考え方を踏まえて、市が対応す
ることになると考えられる。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地問題と買い物弱者対策について

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

自分が買い物弱者と言われた時にどう思うか。金
山町では、限界集落という言葉があるが、聞いた
だけで当人たちはやる気がなくなる。学者が使う
言葉を行政が使うのはやめた方がよい。上から目
線ではなく、言葉遣いをもっと丁寧にすべきであ
る。ぜひ検討してもらいたい。

交通弱者などさまざまあるが、差別されているよ
うにとられないよう配慮したい。

○ ②

県は市に土地を買えと言っていると思うが、市は
財源がない。人口が少なくなっていく中で維持管
理費も掛かるものはいらないと思う。武道館を
造ってもいいが、会議をしたり、公園をつくった
り、市民、県民が活用できる柔軟性のある施設を
造ってもらいたい。

ご意見として伺う。

○ ②
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鶴城地区

件名

１．歴史資料センターの維
持・管理について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．鶴城コミュニティーセン
ターの維持・管理について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範囲は、小田垣郵便
局から最上屋さんの間となっている。この中に、鶴城コミュニティセ
ンターなど公共施設がいくつかある。地域で対応しているが、かなり
の重労働である。市の施設の場所については職員にも対応してもらい
たい。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　鶴城コミュニティセンターは、鶴城地区区長会をはじめとする鶴城
地区の各種団体で構成されている「鶴城コミュニティづくり協議会」
において運営している。一斉清掃に合わせて実施はしていないが、周
辺の水路に落ち葉がたまる時期に職員が清掃を行っています。

　　　　　　　　　　　　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】
　５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範囲は、小田垣郵便
局から最上屋さんの間となっている。この中に、まなべこなど公共施
設がいくつかある。地域で対応しているが、かなりの重労働である。
市の施設の場所については職員にも対応してもらいたい。

【事後処理結果】
○文化課の回答
　まなべこは、管理運営業務を会津若松市史研究会に委託している。
一斉清掃に合わせて実施はしていないが、日常の業務として館外の清
掃および除草を職員が実施してします。
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鶴城地区

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．會津風雅堂の維持・管理
について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　一斉清掃の日があったが、風雅堂は入口付近の風雅堂から見える所
だけ清掃して、敷地内の草が繁茂している所の掃除はしない。どう
なっているのか。

【事後処理結果】
○文化課の回答
　會津風雅堂は、公益財団法人会津若松文化振興財団が管理運営をし
ており、協定書の中で、年４回の除草を外部へ委託している。一斉清
掃に合わせて実施はしていないが、委託のほかにも職員が随時行って
いる。
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