
１．議会報告、市政全般についての総括
　　地区内の永年の懸案事項である、道路や側溝整備の要望が出された。
　【主な意見等】
　　・藤室街道の渋滞問題
　　・ヨークベニマル町北町店裏側の東西道路の側溝整備
　　・圃場整備に対するアピオへの道路整備
　　・アピオから及川街道へ抜ける道路整備　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「インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりについて」
　・地区内の少子化問題は深刻であり、教員確保のためにも学区割りの見直しが必要ではないかとの意見も出された。
　・インフラ整備については、「１．議会報告、市政全般」のところでもさまざまな意見、要望が出されたが、大きく変動して
　　いる部分と計画が前進していない部分の両極端な課題がある。

第16回市民との意見交換会・報告書（町北・高野地区）
　開催地区：町北・高野地区 　開催日時：平成28年５月14日（土）　１９時００分　～　２０時３０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：町北集会所

　参加人数：１３名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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あいづわかまつ広報議会５ページに、学校建設の
あり方について書かれているが、若松六中の図書
館はプレハブだと聞いている。夏は暑くて、冬は
寒いということなので、新しい学校を建設するの
もよいが、そのようなところに光を当てて改善し
ていくべきではないか。

学校は１回造ればよいということではなく、建設
する時には財政的理由だけではなく、ソフト面の
充実もしっかりと考えていくべきだ。その際に
は、子どもたちはもとより、教職員や保護者、地
域の方々、専門的知識を持った方など、さまざま
な皆様からの意見を聞いていく必要がある。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

学校施設

藤室街道（アピオに抜ける道）が、１～２㎞渋滞
している。それによって、車が村の中を通るよう
になり、狭い道なのにスピードも出して、数も増
えてきて危険である。本当に狭いところは、拡幅
やすみ切りが必要になるかもしれないが、まずは
止まれの標識やカーブミラーなどの設置をお願い
したい。

実際に朝の渋滞を体験したことがあるが、確かに
渋滞している。追突事故も何件も発生していて、
大変な状況であることは把握している。１０年来
の要望がなされているということなので、今まで
の回答がどのようなものであったか、確認してみ
る。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

交通安全

ヨークベニマルのところの道路の側溝に蓋掛けが
してあるが、所々に蓋掛けがしていないところが
ある。通学路になっていることもあり、危険であ
るので、改善のスピードを上げてほしい。

通学路であれば危険のないように配慮するべきで
ある。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

側溝

町北集会所が選挙の時には投票所となるが、昨年
の市議会選挙の時など、猛暑で立ち会いは大変で
あった。要望としては挙げているが、クーラーを
入れるとか、環境を改善してほしい。市からは、
今後は維持管理はするが新しい手入れはしないと
言われているが、利用者の数だけで決めるのは違
うと思う。

この件も要望が出されているのに前進がないとい
うことなので、今までの回答について確認してみ
る。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

地域社会

※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

2



※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

北公民館の２Ｆの調理室が対面方式であり、家庭
の台所とほとんど変わらないレベルであるので、
もう少し整備してほしいという要望が利用者から
あった。会議をするときに部屋が足りないと、そ
の調理室を会議室としても使用することがあるの
で、ぜひとも改善してほしい。

実際に利用したこともあり、現状は把握している。

○ ② 生涯学習

下荒久田の国道１２１号線の停留所のところの道
路は、４６ｍほどＵ字溝が入っているが、７０ｍ
位が素堀の側溝のままである。北台29番地先のと
ころの道路は公道（市道）なのに、予算がないと
いうことで砂利道のままである。ぜひとも舗装整
備してもらいたい。

公道であるのであれば、舗装の必要性はあると考
える。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

下荒久田の国道１２１号線のところに横断歩道は
出来たが、医療センターが出来てそこに通う職員
も増えたため、交通量が増えて危険が増した。手
押し式でよいので、そこに信号を設置してほし
い。

市から県に要望を出しているが、県警というか公
安庁の予算であり、プライオリティー（優先順
位）があるのでなかなかすぐにということにはな
らないのが現状である。我々としては、今回の意
見を十分に理解していきたいと考えている。

○ ① 交通安全

国道４９号線の神指小学校の北側の道路（ヤン
マーの辺り）が拡幅されているが、今回、圃場整
備されている所は、今後どのようなスケジュール
になっているのかを教えてほしい。

従来の計画は今のところは棚上げに近い状態であ
り、縦貫北道路につながるのかと思ったがそうで
はなかったので、今後の動向を調査していきた
い。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

アピオからの県道バイパスが開通したので、大き
なトラックの出入りがあるのだが、以前から示さ
れている、ケーズ電気の北側の道路を東西に抜く
計画と、警察アパートの北からヤンマーを通って
坂下まで抜ける道の拡幅の計画はどのようになっ
ているのか。

ケーズ電気の北側の道路は、本来ならばアピオを
開発するときに部分的に橋を架けて東西に抜ける
予定であったが、まだ実現には至っていない。経
過も含めて調査する。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、インフラ整備と少子高齢化に対応した地
域づくりについて、皆様のご意見を伺いたいと思
います。

アピオも出来て、湯川村や塩川でも造成してい
て、縦貫道も出来たので、この地域が取り残され
てしまうと危惧している。小学校の統合もあるの
だろうか。警察アパートがあるので子どもの数も
確保されているが、純粋にこの地区の子どもたち
を増やしたいと考えている。どうか、その辺のと
ころを本気で取り組んでほしい。

今のところ、統合の話は聞いていない。今は複合
的施設（地域コミュニティーを見据えたもの）に
建て替えていくことの必要性に対する研究が始
まっている。複式学級が目の前にあるというので
あれば別だが、教育委員会としてはまだこの地域
ではそのような予定はないので、統合などその辺
は安心していただきたいと考えている。
（昭和の大合併と平成の大合併とでの世帯数や出
生率の比較といった説明もあった。）

○ ①

学校のクラスの数が問題であり、地域の教育水準
が低くなってしまうのではないか。六中も１クラ
スになるのか２クラスになるのかの際どいところ
をいっているので、安定的な教員を確保するため
にも、学区割りの見直しとかをしていかないとい
けないのではないだろうか。トータルで縮小とい
うことになったとしても、水準だけは確保してほ
しい。

今日渡した資料を見てもらうと分かるように、教
育委員会では少人数指導を導入している。小学一
年生は無理だが、３３人を超えた場合にクラスを
分けるかどうかは、平成２８年度からは学校長が
選んでよいことになった。その場合、加配教員を
補助に回すことができる。議会としても、子ども
たちの学力が担保されるように、これからも検討
していきたい。

○ ①

沼木のあたりが縦貫北道路のちょうど上り下りに
あたっていて、クロネコヤマトの信号の右左折が
特に大渋滞している。直進レーンなので右折でき
なくて渋滞しているから、赤信号になってから何
台も右折していったりして、これまた非常に危険
である。渋滞解消として、例えば右折レーンをつ
くるとかしてほしいのだが。地区としてもこれか
ら要望を出そうと思っている。

議会としても、これからこの場所はしっかりと注
視していく。

○ ②

→　インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりについて

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 →　インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりについて

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

あいづわかまつ広報議会のＰ３に示されている、
平成２８年度当初予算にある下水道事業特別会計
の３７億円であるが、今後どのように進めていく
のか。また、その見通しはどのようになっている
のか。下水道の浄化槽は大切だと考えている。夏
場の臭いのこともあるし、もちろんお米を作って
いるのだから、きれいなところでという希望はあ
るので、環境保全という面からもぜひとも下水道
整備をお願いしたい。

この金額の中には、償還の分も入っているので、
まるまる使えるわけではない。下水道はお金がか
かるもので、そのわりにはなかなか進まないとい
うのが現状である。今は、門田地区の古川町、花
見ヶ丘手前の青木地区までが下水道の本管工事が
されている。今後は、本管整備とあわせて合併浄
化槽もしっかり整備していく方向性です。

● ①

３０年前、本市の１０万人都市の中での下水道の
普及率は、全国で下から４番目であった。今はど
うなっているかは分からないが、低いことには変
わりがないと思う。観光にばかり力を入れるので
はなくて、公平な下水道整備をしてほしい。

厳しいご意見、ありがとうございました。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

道路のセンターラインであるが、消えているとこ
ろが多い。暗くなると県外の車とかが右往左往し
ているようだ。ビッグボーイの前だとか、信号機
のあるあたりには引いてあるが、そこを過ぎると
引いていないところも多く、特に冬場などは危険
である。どうか、しっかりと引いてほしい。

ご意見として伺っておきます。

○ ②
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町北・高野地区

件名

１．若松六中のプレハブ造り
の図書館について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．藤室街道の渋滞緩和につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　朝の時間帯、藤室街道（アピオに抜ける道）が、１～２㎞渋滞す
る。そのことによって、車が村の中を通るようになり危険である。止
まれの標識やカーブミラーなどの設置をお願いしたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で午前７時から現地にて渋滞などを調査しまし
た。
○都市計画課、道路維持課の回答
　インター南部幹線道路（藤室街道）は、町北町始を起点として七日
町を終点とする道路です。平成11年7月に見直しがなされており、道路
そのものは、インターを降りて国道49号線から南下して七日町までつ
なぐ道路ですが、現在工事が完了したのは七日町の部分のみです。鉄
道との交差部分、また他の都市計画道路事業とのバランスを含め、早
期には難しいですが推進していきます。
　インター南部幹線道路の朝の渋滞時、隣接町内の「中ノ明」地域内
を走行する車両の把握などを、地元区長会や交通安全協会と連携を図
り、具体的な要望書などを含め安全対策に努めてまいります。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　若松六中の図書館はプレハブ造りであるため、夏は暑くて冬は寒
い。学校建設もよいが、改善の必要な学校施設も多数ある。改善して
いくべきではないか。

【事後処理結果】
○学校教育課の回答
　現在の若松第六中学校の図書室はプレハブ造りですが、暫定的な造
りです。今後恒久的な建屋にしていく考えです。なお、学校施設への
要望は多数あることから、利用状況などを踏まえ検討していきます。

<インター南部幹線の朝の渋滞の様子>

6



町北・高野地区

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．ヨークベニマル町北町店
裏側の東西道路の側溝蓋掛け
について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

４．町北集会所の環境整備に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　ヨークベニマル町北町店裏側の東西道路の側溝に蓋掛けがしてある
が、所々に蓋掛けがしていない箇所ある。通学路になっていることも
あり、危険であるので、改善のスピードを上げてほしい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地確認をしました。幹線道路からの抜け道、
中学生の通学状況を確認し、相互交通可能な道路整備の必要性を認識
しました。
○道路建設課の回答
　ヨークベニマル町北町店がオープンしてから通行量が多くなってい
ることは確かです。側溝蓋がけの整備や幅員の整備については、今秋
から継続事業として着手する予定です。

【市民からの要望・質問】
　町北集会所は選挙の投票所となる。夏の猛暑時の立ち会いは大変で
ある。要望としてクーラーを入れてほしい。市からは、今後建屋の管
理はするが新しい手入れはしないと言われている。利用者数だけで決
めるのは違うと思う。

【事後処理結果】
○総務課からの回答
　同要望を平成27年10月に高野町区長会から頂いた経過にある。建屋
の維持管理は市で行っていますが、新たな設備導入などについては困
難であることを回答しています。今後も引き続き、地元８町内会で組
織する町北集会所管理運営委員会にお願いすることになります。

<ヨークベニマル町北町店の裏道路>
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町北・高野地区

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．下荒久田の国道１２１号
線の北台29番地付近の道路整
備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

６．神指小学校の北側の圃場
整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　下荒久田の国道１２１号線の停留所付近の市道は、46ｍはＵ字溝が
入っているが、７０ｍ位が素堀の側溝のままである。北台29番地先の
ところの道路は市道なのに、予算がないということで砂利道のままで
ある。ぜひとも舗装整備してもらいたい。

【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　地区から国道に抜ける市道であり、平成25年７月に下荒久田地区か
ら農林課に対して整備要望があがりました。永和小学校、若松第六中
学校への通学路でもあります。舗装は国道121号線に面した箇所は整備
している状況にあります。今後、他の地域要望を含め整備時期につい
て検討してまいります。

【市民からの要望・質問】
　神指小学校の北側の道路（ヤンマーの辺り）が拡幅されているが、
今回、圃場整備されている所は、今後どのようなスケジュールになっ
ているのか。

【事後処理結果】
○道路建設課、道路維持課の回答
　神指小学校北側から及川街道に抜ける道路は市道幹Ⅰ-２号線であ
り、圃場整備の一環で用地取得された道路です。今般の縦貫北道路若
松北バイパスとはなりませんでした。今後、アピオ物流団地への接続
を予定していますが、今後の年次計画を含め精査していきます。
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町北・高野地区

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．アピオから抜ける東西の
道路整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　ケーズ電気の北側の道路を東西に抜く計画と、警察アパートの北か
らヤンマーを通って坂下まで抜ける道の拡幅の計画はどのようになっ
ているのか。

【事後処理結果】
　平成７年６月30日に物流１号幹線は都市計画道路として決定がされ
ました。平成26年２月定例会において、整備促進の陳情が出され、議
会として採択した経過にあります。
○道路建設課の回答
　都市計画道路物流１号幹線(市道町3-138号線)総延長170mの整備につ
いては、物流基地としての機能を高めるため、また団地内の渋滞対策
のためにも必要であると認識しています。市全体の都市計画道路や幹
線道路の整備状況等を踏まえ、国の交付金の活用を前提に整備してい
きます。

<アピオ ケーズ電気の東西の幹線>
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町北・高野地区

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

８．下水道の普及率と整備に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　本市の１０万人都市の中での下水道の普及率は、全国で下から４番
目であった。今はどうなっているかは分からないが、低いことには変
わりがないと思う。観光にばかり力を入れるのではなくて、公平な下
水道整備をしてほしい。

【事後処理結果】
○下水道課の回答
　本市の下水道の普及率は、平成28年３月現在79.82％で、全国の75の
類似団体の中での順位は40位であります。さらに農村の生活環境改善
と農村をとりまく水環境の保全を目的としている「農業集落排水事
業」は、市内７地域で行っています。近隣地区では高野地区の界沢地
区が整備されています。今後も年次計画を含め、適正な公共下水道事
業に取り組んでいきます。
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