
１．議会報告、市政全般についての総括
　○除排雪関係について
　　・「雪捨て場の確保」や「流雪溝でない水路に雪を捨てさせてもらいたい」という要望ならびに間口除雪対策についての提
　　　案及び意見をいただいた。
　　・「間口除雪・排雪などは、小型のダンプや除雪機があれば地域で何とか解決できる」という意見は傾聴に値する。自分た
　　　ちで何とかしなければという思いを具体化できないか、検討するべきと考える。
　　・建設委員会による除雪についてのアンケートの集計結果（抜粋）を資料として配布したことで、当該地区の現状が明確と
　　　なった。また、情報が共有されることで、今後、地域での話し合いや問題解決に大いに役立つことが期待される。
　【その他の主な意見等】
　　・水道事業（漏水状況とその対策）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「安心で住みやすいまちづくりについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～地域コミュニティ・いっ水・公共交通～」
　○歩行者の安全対策について
　　・道路事情が良くなった。しかし、地域住民にとっては良いことばかりではない。特に、市道幹Ⅰ－６号線（踏切駅西）の
　　　改良工事が終了し、車の往来が増え、通学児童が危険にさらされている。行政に対して「工事完了後の検証をしっかりと
　　　行い、状況を把握し、次の対策をしてほしい」との要望が出された。
　　・車のための道路改良工事で終わってしまっていることが確認できた。弊害もあることを想定し、しっかりと検証をする必
　　　要がある。
　【その他の主な意見等】
　　・縁石・ガードレール等の設置による通学路の安全対策
　　・水道管更新に係る工事の時期

第16回市民との意見交換会・報告書（城北地区）
　開催地区：城北 地区 　開催日時：平成28年5月10日（火）　１８時３０分　～２０時２０分

　担当班　：第３班（出席議員）目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉将人　　　　　（欠席議員）鈴木　陽

　開催場所：城北コミュニティセンター　

　参加人数：９名（うち班外議員０名）（他自治体等傍聴者０名）
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水道事業の件について。漏水の状況については何
パーセントなのか。その対策はとっているのか。

担当課に確認する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

水道

除雪のアンケートだが、61.5％の回答率だった。
回答内容を見ると、「雪留場が少ない」、また、
「業者との事前打ち合わせがなされていない」と
いう町内が多いようだ。このことについてのご意
見を求める。

雪害対策

アンケートに記入したが、報告書にその通り書か
れており評価する。 ○ ② 雪害対策

今年のように雪が少ない年の除雪費を積み立てる
などして、お金のかかる水路整備とか、温水を引
くとかの建設に使ったらよいのではないか。大き
なプールをつくって近場の雪捨て場にするとか。
そうすれば、間口の雪ぐらいは自分たちで片付け
られる。30年後には雪の心配のない会津若松市に
なるのではないか。

色々と良いアイディアが出されましたが、例えば
流雪溝は、水が流れていなければならない。この
水は誰のものかといえば、国、東京電力のものな
ので利用するにしても簡単にはいかない。 ○ ① 雪害対策

水路があるが、雪を捨てていいのか悪いのか。勝
手に捨てている家もある。玄関先の雪だけでも捨
てることができれば、9割がた排雪の問題は解決す
る。そのぐらいは近所で協力してやれると考え
る。また、水路への排雪もルールを守れば使用で
きるのではないか。

できないことではないと考える。議会の中でもん
で、市に伝えます。下流で水があふれたりしない
ような方法を、市と地域住民と全体で考えて利用
するようにすれば、利用も可という方向にいくの
ではないか、今はそこまでに至っていない。持ち
帰らせていただきたい。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

雪害対策

参加者が少ないのにはがっかり。もっと参加者が
多くなるような方法を考えていただければ大変あ
りがたい。

各種委員会の皆様にも、参加の声掛けをしてい
る。一箕地区では40名近くの参加者があった。他
の地区でも参加者が増えているところもある。

● ①
意見交換

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
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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

家の入口を除雪してきれいにするとそこに雪を置
いてゆく。役所に電話するとそれは業者がやって
いるから仕方ないですと逃げられた。

○ ② 雪害対策

排雪するためのロータリー車が無理であれば、軽
のダンプでも貸し出しの仕組みがあれば、小さな
除雪機とのセットで間口の雪ぐらいは片づけられ
る。また、除雪はしても、交差点に山にしたまま
置いていくので、子どもたちは車道を歩かざるを
得ないという問題があるが、これも解消できるの
ではないか。

現在の除雪は、最低限車が通れるまでである。排
雪にはロータリー車とダンプ4～5台で実施するし
かないが、経費が掛るので、一部しか実施できな
い現状にある。 ○ ① 雪害対策

業者との打ち合わせのことだが、何の連絡もな
い。除雪の仕方が下手である。

各地区の町内会長に対して、打ち合わせすること
になっているはずである。市のほうもそのように
議会に説明しているが、アンケートの結果を見て
もそうではないようなので確認させてください。
それぞれ業者を確認して連絡を取り合って進めて
ください。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後処理報
告書Ｐ８に記
載）

雪害対策

雪捨て場がない。市で何とかしてほしい。空き地
の有効利用を検討してほしい。

雪捨て場は、各町内会で決めることになっている
ので検討してください。また、業者との事前打ち
合わせも、やはり地元のことは地元が一番分かっ
ているのでよろしくお願いしたい。空き地利用に
ついては、所有者に対する固定資産税の減免措置
を講じるなど、先進的自治体に学ぶ必要がある。
議会でも視察等、勉強しながら当局に働きかけて
いく。

○ ① 雪害対策
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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

アンケートには、「藤室街道の東側の歩道除雪を
していただきありがたい」となっているが、昨年1
月上旬には歩道が全然除雪されていなかった。只
見線の踏切まで3時間かけてやりました。歩道除雪
をやったなんてありえません。

歩道除雪は全市的にはできていない。議会として
は、車道だけではなく歩道の除雪・排雪をするべ
きと認識した。これを市当局に認識させなくては
ならない。決断するのは市である。このアンケー
トは議会が実施した。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後処理報
告書Ｐ８に記
載）

雪害対策
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、安心で住みやすいまちづくりというテー
マで、主に地域コミュニティ、いっ水、公共交通
について、皆様のご意見を伺いたいと思います。

国道49号線【荒久田交差点～若松駅】【藤室街
道】【大町通り】が車の交通量が多く子どもたち
の通学路で横断を伴う路線である。歩行者の安全
確保として、縁石を設けている箇所があるが、歩
行者を保護するには不十分である。ガードレール
にした方がよいと思うが、通学路の安全性の対策
の実施状況はどうなっているのでしょうか。行政
のほうできちんと調査して、改善してほしい。し
ないのであれば行政の怠慢である。議会から強く
申し入れをしてほしい。

縁石は除雪する上では非常に邪魔になる。歩道を
整備するには道路幅が狭い。また、一方通行にす
ると住民が不便になる。現地を確認させていただ
きたい。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９,10に記
載）

大町通りの整備がようやく始まった。いつになっ
たら完成するのか。また、道路に水道管が一部埋
設されている。平成13年に水道管工事の話があっ
たが、以降そのままとなっており、水の出が悪い
地区（道路東側）もある。道路工事にあわせて整
備されるのか教えていただきたい。

道路は平成30年度までに完成する計画となってい
る。水道管の工事の件については確認させていた
だき報告いたします。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後処理報
告書Ｐ11に記
載）

→　安心で住みやすいまちづくりについて
　　～地域コミュニティ・いっ水・公共交通～

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
→　安心で住みやすいまちづくりについて
　　～地域コミュニティ・いっ水・公共交通～

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

昨年度末に市道幹Ⅰ－6号線（駅西側：ピボット
東）の踏切改良工事が完了した。しかし、歩行者
は非常に危険な状態となっている。子どもやお年
寄りを守らなくてはならない。道路が完成しても
喜んでばかりはいられない。つくって終わりでは
ない。その後の安全確保までも確認してもらわな
いと困る。危険なカーブがあり横断歩道もあるが
車は止まってくれない。夜はもっと危険である。
安全のことも話題にしていただきたい。また、遮
断機があるため、渋滞を避けたい車が町北地区に
どんどん入ってきて危険である。

現地を確認・調査させていただきたい。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９,10に記
載）
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城北地区

件名

１．漏水の状況について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．水路への排雪について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　水路があるが、雪を捨てていいのか悪いのか。勝手に捨てている家
もある。玄関先の雪だけでも捨てることができれば、9割がた排雪の問
題は解決する。そのぐらいは近所で協力してやれると考える。また、
水路への排雪もルールを守れば使用できるのではないか。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該側溝は、下流域の農地に用水を供給するために整備された側溝
で、この流末は農地となっていることから、雪を浮かして下流へ流す
流雪溝としての機能は持っていない側溝であります。このことから、
この側溝に投雪した場合、下流域での溢水被害が危惧されますので、
容易に開閉可能な蓋への改修はしていないものであります。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　漏水の状況については何パーセントなのか。その対策はとっている
のか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
　漏水率については、平成26年度のデータになりますが、総排水量の
3.2％になっています。対策としては、老朽管更新事業による各種工事
のほか、毎年給水区域全域において漏水調査を実施しています。ま
た、漏水多発地区については、2回調査を実施するなど、漏水防止対策
を進めています。
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城北地区

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．除雪に係る業者との打ち
合わせについて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

４．藤室街道の歩道除雪につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　アンケートには、「藤室街道の東側の歩道除雪をしていただきあり
がたい」となっているが、昨年1月上旬には歩道が全然除雪されていな
かった。只見線の踏切まで3時間かけてやりました。歩道除雪をやった
なんてありえません。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該路線の歩道除雪につきましては、昨年度から小型ロータリー車
を保有する業者に委託し、歩道除雪を実施しており、今後も継続し冬
期間の安全な通行の確保に努めてまいりますのでご理解願います。

【市民からの要望・質問】
　業者との打ち合わせのことだが、何の連絡もない。除雪の仕方が下
手である。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　除雪前の請負業者による地元町内会との打ち合わせにつきまして
は、除雪契約説明会時に除雪作業マニュアルを配布し実施することと
指導しております。地元町内会との事前打ち合わせは、雪留場を確保
するなど、除雪作業をより円滑に行うため必要と認識していることか
ら、今後も指導を徹底してまいります。
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城北地区

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．歩行者の安全対策につい
て
　　　　　　　（Ｐ５，６）

【市民からの要望・質問】
○国道49号線【荒久田交差点～若松駅】【藤室街道】【大町通り】が
車の交通量が多く子どもたちの通学路で横断を伴う路線である。歩行
者の安全確保として、縁石を設けている箇所があるが、歩行者を保護
するには不十分である。ガードレールにした方がよいと思うが、通学
路の安全性の対策の実施状況はどうなっているのでしょうか。
　行政のほうできちんと調査して、改善してほしい。しないのであれ
ば行政の怠慢である。議会から強く申し入れをしてほしい。

○昨年度末に市道幹Ⅰ－6号線（駅西側：ピボット東）の踏切改良工事
が完了した。しかし、歩行者は非常に危険な状態となっている。子ど
もやお年寄りを守らなくてはならない。道路が完成しても喜んでばか
りはいられない。つくって終わりではない。その後の安全確保までも
確認してもらわないと困る。
　危険なカーブがあり、横断歩道もあるが車は止まってくれない。夜
はもっと危険である。安全のことも話題にしていただきたい。また、
遮断機があるため、渋滞を避けたい車が町北地区にどんどん入ってき
て危険である。

国道４９号線

駅踏切西側
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城北地区

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

【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　いずれの路線も交通量が多く、歩行者の安全確保のため、歩行者と
車両を分離する必要があると考えておりますが、縁石やガードレール
を設置するためには、除雪等を考慮し、十分な幅員の歩道を整備する
必要があることから、設置できる路線は限られております。
　そのために、歩道の整備が難しい箇所につきましては、区画線によ
る歩車道の分離や、路側帯のカラー化、横断歩道のある交差点のカ
ラー化など、車両の運転者に注意を促し、歩行者の安全を確保する方
策を検討してまいります。

○道路維持課の回答
　国道49号の上荒久田交差点の通路の階段化につきましては、下記の
理由により困難であります。
①国道49号から乗り入れる際の幅が１ｍに満たないため、歩行者のす
  れ違いなど、安全上の問題がある。
②現在、国道49号の転落防止柵が設置してあり、階段化に伴いこれを
　撤去（開放）すると、国道側からの転落の危険が生じる。（国土交
　通省郡山国道事務所）
③本交差点改良工事については、今年度に測量設計業務委託が予算化
　され、次年度以降の事業化により安全対策が図られることから、現
　状における対策は手戻りになる。
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城北地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

６．大町通りの水道管工事に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　大町通りの改修工事に係る水道管の更新は、実施されるのか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
　大町通りの水道管につきましては、平成25年4月30日の関係町内会説
明会において説明してきた経過にありますが、現在進められている道
路工事の進捗にあわせて実施されることとなっています。なお、駅前
から大町2丁目南端交差点付近（すみれ花店前の交差点）までの区間は
平成13年度までに完了しています。
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