
　開催場所：謹教コミュニティセンター　

　開催地区：　謹教地区 　開催日時：平成28年5月7日（土）　　　18時00分～20時00分

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

第16回市民との意見交換会・報告書（謹教地区）

　参加人数：17名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 3名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　①除排雪対策について
　　　除排雪対策については、雪ため場の確保（固定資産税の減免など）、私道の除雪、重機の台数確保、流雪溝の使用方法、
    除雪の優先順位など、さまざまな意見をいただき、出席者の多くの関心を集めました。今後も継続して、雪ため場の確保、
    私道の除雪について、議会として取り組んでいきます。
　②信号機の問題について
　　　葵高校近くの押しボタン式信号機の問題が示され、７日の意見交換会のあと、住民より１２日付けで要望書が危機管理課
　　に提出されました。また、１６日には警察署に要望書が提出されており、早急な対応がなされています。
　【その他の主な意見等】
　　・市庁舎建設
　　・行政地区と学校地区が違うことでの不都合
　　・町内会長の担い手不足
　　・水道事業（浄水場の改修、水道料金の改正など）
　　・川ざらいの実施時期　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「人口減少問題と地域活性化について」
　　これから、まさに取り組んでいかなければならないものであり、喫緊の問題です。議会としても、重点的に取り組んでいか
　なければなりません。
　【主な意見等】
　　・少子高齢化対策としての企業誘致（自衛隊駐屯地の誘致など）
　　・人口減少問題（婚活パーティーの開催、バスツアー、出生率の問題など）
　　・地域活性化対策　など
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除排雪対策について。今年は雪が少なく業者泣か
せであった。広報議会に私道除雪の取り組みとい
う記事があり、私道除雪の条件を緩和すべきでは
ないかということが書いてあったが、建設部長は
どうのように答えたのか。あまりよくわからな
かった。

建設委員会で実施した除雪のアンケートの中間報
告も兼ねて答えます。20の区長会があり、全区長
にアンケートをお願いした結果、謹教地区の回収
率は35％の回答であった。もう少し細かな回答を
頂ければよかったと思う。今までは主な市道のみ
の除雪であったが、去年から公共性が高い私道の
除雪も始まった。主に高齢者が増えていることに
よって、排雪ができていない。戸口排雪の問題が
大きい。6、7ｍの太い道路は、ロータリー車で掻
き揚げてダンプに積むというやり方があるが、全
て整備するには時間とお金がかかる。対策とし
て、空き地をお借りして雪を積むということを考
えている。そのために、固定資産税の減免という
優遇策も考えている。将来、私道の排雪について
は、重機の一層の充実を図るよう当局に申し出て
いる。

○ ① 雪害対策

私道除雪について、お金はどこで出すのかとか、
問題はあると思うが前向きに行ってほしい。

なかなか進まないが、今までの意見交換会の中で
最大のテーマである。安全面のこともあるので最
優先のものと思っている。解決の方向を図ってい
きたいと考えています。

○ ① 雪害対策

雪ため場、非常に良いことだと思う。しかし、固
定資産税の減免のことを言わないと、自分の私有
地が空いていても雪をためる場所をどうぞと、誰
も協力しない。何かいいことがある、プラスがあ
るということを言って、アンケートを取ってくだ
さい。自分からどうぞという人は少ないと思う。

秋田の実情を視察に行ってきました。市が中心と
なって結構うまくいっている。それを見習って、
固定資産税の減免は区長会ではできないので、仲
介に議会も入っていかないといけないと思う。 ○ ① 雪害対策

※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

分類 番号 備考

○　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 ●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

関連して、私道の場合も減免措置になるのです
か。私道も認められた場合に、その近くの土地は
借り上げられるということですか。

今後、私道の除雪を増やしていく。土地を借り上
げていく方向で進めている。議会は執行部のやる
ことをチェックする機関である。当局の行ってい
ることが市民の生活にマッチしているのか、マッ
チしていなければ、正していかなければならな
い。雪の問題で困っている場合、お金がかかると
いうことだけで済ませてはいけない。きめの細か
い対策を行っていかなければならない。市長が、
「うん」と言わないと進まない。何年も前から、
議会は主張している。

○ ① 雪害対策

議会は、方向づけする条例をつくれるのでしょう
か。

議会の提案で、制度をつくっていこうということ
で、当局にやらせることは可能である。議会は条
例を提案してつくることができる。条例化、制度
化していかないといけないと思う。

● ① 雪害対策

除雪アンケートは、地区別に行っていますが、中
身を道路維持課に言ってほしい。業者にも指導い
ただければと思う。

雪が降る前に地区のほうから業者に話してもらっ
てよい。きめの細かい対応をしたいと思っていま
す。今まで、事前に区長会と業者が話し合ってい
ることはあまりない。建設委員会は、除排雪対策
について、直接業者と意見交換を行っています。
どうやったら、いかに限りある人員と機材を有効
に使うかを検討している。

○ ① 雪害対策

重機の台数やオペレーターの数は十分なのか。昼
も夜も操作してくださいというのは無理でしょ
う。窓口はどうなのか。雪が多いと、高齢者が多
いので大変である。排雪してもらわないと大変で
ある。

除雪までの体制はできている。雪を押すだけの体
制は、主な道路はできている。待機の体制はでき
ている。問題は、大雪の時、除雪した時に雪山が
できてその後の掻いた雪の処理が大変である。こ
れは、高額な重機のこともあるので、予算のこと
もある。

○ ① 雪害対策

3



※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

ローダーの資格を持っているので、手伝ってもよ
いが、町内で借りるとすると、ローダーのレンタ
ルは高額で、ダンプのレンタルも高額である。除
雪は、どこまでやることなのか。雪を持って行っ
てはくれないのか。

市では、除雪は積極的だが、排雪はまだ積極的で
はない。議会側では、排雪を積極的に行おうと話
し合いをしている。重機については、高額なので
市が購入するしかない。しかし、一度には購入で
きない。

○ ① 雪害対策

ロータリーでなくとも、バケットタイプでもでき
ると思う。免許資格が必要になる。道路交通法に
かかるでしょうか。

効率が悪いと思う。今はあまり使用していない
が、流雪溝があるので、利用してはどうかと思
う。しかし、川下で水があふれてしまうというこ
とがあった。流雪溝の利用がきちんとされていな
い。有効な使用方法を考えるべきである。例え
ば、時間を決めて雪を流すということをきちんと
守ればよいと思う。今後、復活するように当局と
話をするので、市民の皆さんも使用方法のルール
を守って協力してほしい。

○ ① 雪害対策

流雪溝に雪を捨てるなというのは、いつ頃決まっ
たのか。捨てている人もいるがどうなのか。目を
つぶっているのか。

市としては、川下の人が迷惑するので、今までの
実態を踏まえて雪を捨てるなと言っているが、な
あなあで行っているところもあるようだ。

○ ① 雪害対策

しっかりしているところは良い。直接、湯川に流
れるところは良いと思う。場所場所で違うと思
う。

○ ② 雪害対策

ハローワーク前の道路について。去年の11月に話
をしたが、道が広くないので、雪が降った時に混
雑すると人が歩けなくなってしまう。救急車の往
来が多いし道路幅が狭い。どのように対応してい
るのか。本当に道路が狭いので、優先的に除雪排
雪を行うとか、何とかしてほしい。

除雪はできているが、排雪がうまくいっていな
い。市が正面から取り組まないといけない。安全
に直結するので、全面的に対応しないといけない
と思う。直接、市長と話し合いをしていきたいと
思う。優先順位をつけて、病院、学校前などを
行っていくように対応したい。

○ ① 雪害対策
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※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

除雪は、歩道を早めに行ってほしい。前回も話が
出ている。事後処理報告書が出されているので、
しっかり守ってほしい。

わかりました。

○ ② 雪害対策

市庁舎建設について、須賀川の場合、60％の補助
であった。４２億も積立しているでしょう。

市役所、公民館などは、補助率0です。須賀川は震
災対応です。震災特例です。 ○ ① 行政

地区が、行政地区と学校地区に分かれているのは
なぜか。謹教地区は幅広い地域である。運動会へ
の寄付についてですが、現在住んでいる地区の人
は誰も謹教地区の運動会に参加していないので、
地区を見直さなくてはならない時期に来ているの
ではないか。

○ ② 地域社会

謹教地区は、６０町内会があります。行仁、鶴城
に行く人もいる。１回話し合いの集まりがあっ
た。馬場町の辺りは１５町内会があり、集まって
どうするか話し合ったこともある。行仁地区へ移
動してもよいのではないかということにもなった
が、移動しづらいのではないか。要望があれば、
馬場町の辺は、行政地区へ移動しても良いのでは
ないかとは思う。

○ ② 地域社会

もともと行政地区は、小学校地区毎で分かれてい
た。不都合ができてきた。行政地区については、
町内会に任されている。行政地区と学校地区が
違ってきているところがある。学校は、どっちに
行ってもよいとなっている。

学校区と行政区が違っていることで、不都合があ
れば、変えられる。不都合が起きているのであれ
ば、行政区を変えませんかということになる。不
都合が起きていますか。

○ ② 地域社会
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※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

地区としては東山地区だが、学校としては近いの
で行仁小学校に行っている。行仁でスポーツを
行っているため、放課後の学校開放利用の問題が
ある。地区の人でないのでという理由で、利用を
断られています。

学区の問題ですね。千石バイパスの辺で、地区が
分かれている。自由学区となっているところもあ
る。学区できちんと区分けしているところもあ
る。事情配慮することができると思う。
しかし、学校も線を引かないといけない。合理的
に線は引くべきである。定数が定まらないという
ことになる。線が合理的かどうかはあると思うが
線は引くことになる。

○ ① 地域社会

町内会長の担い手がなかなかいない。住民の安
心、安全が第一である。地区の危機管理のあり
方、地震の問題もある。空家の問題、福利厚生の
問題では地区での見守りの問題が出てくる。行政
だからゆっくり行っているのかなと我慢していま
す。空家の問題も進まない。自治基本条例につい
ては、個人的な見解では拙速にできないのではな
いか。議員で良く議論してほしい。要望です。回
答は要りません。

○ ②

まちづく
り

地域社会

信号機の問題です。地元の住民もそうですが、葵
高校生にも迷惑がかかっている。押しボタン式の
信号機ですが、神明通り側と隣の信号機が連動し
ていないので、非常に時間がかかる。葵高校の生
徒が、第二グラウンドへ行く際、かなり時間がか
かる。生徒でいっぱいになり、歩道を通る人に迷
惑がかかっている。今回、生徒側より苦情が出て
きている。通行者からも苦情が出ている。このま
まではトラブルになるのではないかと心配であ
る。連動してもらえれば、スムーズに渡ることが
できるのではないか。何とか対応してほしい。

現状を確認した上で、警察に相談しないといけな
い。歩行者専用なので、車の場合は特に影響、問
題はない。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P14に記載)

交通安全
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※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

警察に電話をしたら、アンケートを取らないと一
人の要望では駄目だと言われた。その日にアン
ケートを取ったが、それでもなかなか思うように
進まない。押しボタンをなくしてほしい。

県の公安なので県で決めることである。かなり客
観的なデータを交えないと駄目である。住民の声
を代表する、町内会、学校、ＰＴＡ、小学校の学
校関係者の意見をまとめて、市の交通安全のこと
を行っている危機管理課に持っていき、その上で
警察に持っていくようにしないと。そういう手順
になります。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P14に記載)

交通安全

西松屋の前の押しボタン式信号機も、３年間か
かった。町内会、学校ＰＴＡから言っても、なか
なかやってくれない。危機管理課の中に、交通関
係の担当ががあるので、そちらに通してやった方
がよい。

手順に関しては、我々が一緒にアドバイスしなが
ら行いたいと思います。

○ ② 交通安全

水道事業について、平成26年から赤字になってき
ている。平成25年までは黒字である。4月20日の朝
日新聞に福島市の水道水が飲料水としてよいとの
報道があった。福島も若松も猪苗代湖の水を使用
しているので、若松の水を飲料水として販売して
利益を出したらどうか。赤字を黒字にしてはどう
か。最近、猪苗代に水環境センターができたの
で、これと提携して、若松の水を販売して、黒字
にしてはどうかと提言します。

会津若松市は、20数年前に作成した都市計画によ
り15万都市を目指していた。それに合わせて、富
士通などもあり、水道事業を拡張してきた。11万
ｔも供給できる能力がある。現在は4.5万ｔしか使
用していない。この差が過剰設備となってきてい
る。これが赤字の基本的原因となっている。とこ
ろが、一昨年から、滝沢に27,000ｔの新しい浄水
場を造っている。そのことによって、10年間で150
億円かかるものを造るとしている。浄水場は60～
70年使用できる。寿命がまだ15年くらいあるの
に、財政が厳しい中で、やってよいのか。赤字で
ある。水を売るのもよいが、選択ではないか。中
身がおかしい。赤字になることは分かり切ってい
る。水道料金は値上げになる予定である。こんな
ことを認めているのは、当局も、議会もである。
独立採算制が基本である。平気で赤字を出してい
る。最後は、市民に赤字をお願いしている。

○ ① 水道
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※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

浄水場は改修ではないですか。古いから直しま
しょうとのことであった。

全国にまだ普及していない特殊なろ過膜工法の工
事を行っている。中身は企業秘密なので教えられ
ないと言っていた。このあと、大きな負担となっ
て、水道料金が値上げとなってくる。改修はいづ
れはしないといけない。

○ ① 水道

それをチェックするのが議会でしょう。 今のは比較的、議員個人の意見です。当局は、老
朽化しているので改修としている。しかし、いづ
れは水道料金は上がるでしょう。大きな原因は富
士通の撤退である。水の消費量が減ってきてい
る。新しい工場も地下水を使用している。水の消
費量は減っています。

○ ① 水道

水道料金の値上げにつながるでしょう。 平成６年か7年から20年間値上げしていません。14
年ころに値上げの話はあったが値上げをしていま
せん。

○ ① 水道

市民としては値上げに反対です。値上げしないよ
うに、議会が頑張らなくてはいけない。市民の意
見に答えてほしい。水道料金は抑えてほしい。

その通りです。あくまでも水道事業は、間違いな
く赤字なので、現時点の料金で推移すると、いく
ら上がるかは分からない。

○ ① 水道

川さらいの日程が、明日である。もっと早くやっ
てもらわないと困ると農家の方々は言っていた。
今までは４月に行われていたが、今年から５月に
なったのはなぜか。遅すぎると農家の方々は言っ
ている。

４月に行ったところもあります。なぜ、この時期
になったのか、その理由を確認します。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P15に記載)

地域社会
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○　地区別テーマでの意見交換について

今日は、人口減少問題と地域活性化について、な
かなか重いテーマですが、皆様のご意見を伺いた
いと思います。

少子高齢化で人口減少が進み、年間1,000人ずつ減
少している。現在122,000人。第一に、企業誘致を
少しでも早く行ってほしい。自衛隊誘致も行って
いるが、なかなか難しい。企業誘致に少しでも早
く取り組んでほしい。自衛隊の施設隊を誘致した
い。議会の方でも考えてほしい。

改選前に、本市議会でも、自衛隊の駐屯地誘致に
ついて採択している。17市町村の中で、只見町だ
け採択していない。市民の中でも反対の方もいま
す。企業誘致が本格的に始まったのは、菅家市長
の２期目から始まった。7、8年前に、企業誘致対
策室が設けられた。それまでは何も行わなかっ
た。この間に行われたのは、400～500人である。
自分のところから外に出ると分かりますが、雪が
降らない土地、高速道路がある、新幹線が通って
いるところが他にいっぱいある。1,700の自治体が
企業誘致を行っている。一筋縄では企業誘致はで
きない。よっぽど特殊な事情がないと来ない。会
津は、毎日、水を45,000ｔ使用している。供給力
は100,000ｔできる。水の環境が整っている。水を
供給できるという利点を生かして、的を絞って企
業誘致していかないといけない。これからは、役
所は人脈を使っていかないといけない。ＩＣＴ関
係は、市として頼んで行っている。専売公社の跡
地に500人くらいの企業誘致をすることになってい
るが、うまくいっているかどうか分からない。思
想信条があり、市民の2～3割の人が自衛隊誘致に
反対しているので、市長は決断できないでいる。

● ①

→　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 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 →　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 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

日本には、2000近い市町村がある。そんな弱気な
ことを言わないで気合を入れて、一つか二つくら
い、創意工夫して強引に誘致してほしい。頑張り
を目に見えるように行ってもらいたい。

産業経済委員会の中では、河東工業団地は完売、
徳久工業団地も整備が終わり、数社からアプロー
チがあり誘致している。巨大企業ではないが、地
元に根差す企業、そういうところに来ていただき
たいと思う。シグマから、第二工場を建設したい
と話があった。人を集めることのできる会津若松
へ持ってきてほしいと話をしている。この前、コ
ストコを視察してきた。商圏が100ｋｍになる。
スーパーマーケットを持ってきたいが、市内の商
店の半分が潰れる。それでも持ってきて良いの
か、覚悟してもらわないといけない。地元企業、
商店の反対にあってしまう。市長も決断がなかな
かできない。

● ①

人口減少問題についての基本的な考え方は、自然
現象の増減については出生と死亡、社会的増減に
ついては転出と転入である。死亡が余計で出生が
少ないということであれば、若い人を呼んで、結
婚、出生ということを考えないといけない。今問
題となっている社会的増減については、企業の優
勢や衰退等に関わってくると思う。基本的な資料
に基づいて考えていかないといけない。独身の男
女をなるべく結婚に結び付け、出生率を上げてい
くことが重要である。基本的に考えて、人口問題
を論じなければならない。

自然動態、社会動態、両方あります。会津若松市
は、出生率1.62になった。ちょっとは良くなって
いる。
仙台から30名の女性を呼ぶ婚活パーティーを行っ
たら、9組カップルができた。新年度の予算にも
入っている。近所のおばちゃんもいなくなってき
ている。婚活パーティーが成功したのは、事前に
女性との付き合い方の教育をしたからである。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

今の話に賛成です。テレビ番組を持ってくるとい
う方法もある。人口を増やすには、若い人を増や
さないといけない。大学・短大を増やしていきた
い。企業の場合には、何を持ってくるか。思い
切って婚活にお金を使うことは賛成である。

根本的な問題としては、会津若松市に働く場所が
ない。東京の大学に行ってしまうと、みんな戻っ
てこない。人口は増えようがない。何が問題かと
いうと、豊かな職場環境があるかどうか。農業も
含めて、豊かなところには中高年も来ます。貧し
いからどんどん出て行ってしまう。勤めるところ
も零細企業しかない。企業誘致は重要であるが、
一番困難な課題である。農業は、かなりの可能性
がある。米は安いが、果物とか野菜を作ると１０
倍の利潤がでる。制度をつくっていくべきであ
る。今あるものから整備していくべきである。今
ある農業から豊かになっていくべきである。全部
が全部駄目ではなく、やれるところからやってい
くということである。観光も政策がきちんとされ
ていない。観光も繰り返し、地道に行わなければ
ならない。長崎などは５０か所くらい見るところ
があるので、観光に２日、３日かかる。会津に
は、そんなに見るところがあるのか。観光客は、
会津に来て、がっかりして帰ってしまう。中身が
ない。根本的な地域対策、人口対策にはならな
い。一方では、Ｉターン、Ｕターン、Jターンな
ど、本市への農業移住者が増えている。

○ ①

良いことは積極的に行ってください。会津に嫁に
来たいという女性もいる。もっとアナウンスし
て、婚活の場を設けてはどうか。

大きく考えることと、それぞれ婚活とか具体的な
ことがある。両方ありますが、地元の男性に、十
数時間の女性に対するもてなしの教育訓練を受け
させて望んでいる。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

チャンスのない人ばかり集めても、進め方が分か
らないのでうまくいかない。バスを利用してはど
うか。専用バスを準備する。バス料金を出して、
会津を観光させるとか、アイデアを出してもらい
たい。

いろいろと意見をいただきました。

○ ②

結婚させる、してもらうことは良いことだ。出生
率が2.2位にならないと、人口減少は進んでくる。
昔は多くの兄弟がいたが、今は1.6ということでだ
んだん減っていくばかりである。子育てのお金が
かかることが原因なのか。少子化が進行している
が、保育園に子どもを預けている親は、２人子ど
もがほしいと言っている。保育士の中にも30～40
代の独身者が多い。一人でいたいわけではない。
いつの間にか婚期を逃していることが多いように
思う。おせっかいなおばちゃんが昔は多くいた。
こういう時代だから、行政が入らないと駄目な部
分もある。市役所ではどこが担当課なのか、いろ
いろとやっていかないとうまくいかない。活躍の
場が少ないので、若者が戻ってこれるような、才
能を発揮できるような職場づくりをしていかない
といけない。チャンスづくりをしていかないとい
けない。ＰＲしてほしい。

原発事故の影響により、子どもたちの医療費は、
現在18歳まで無料となっている。それと同時に、
親にとっては保育園が結構負担になっている。仮
に、保育園を無料化、75歳以上の高齢者の医療費
を無料化すると多額のお金がかかる。このお金を
どこから持ってくるのか。子育ての環境づくりは
行政の役割である。しかし、全部は行政ではでき
ない。新しい会津若松市、福祉が充実していると
か、他と違うメリットがあるものをつくっていく
べきであると思う。これも市長の決断である。

○ ①

仙台の婚活委員会の予算をつくったらどうです
か。まだまだＰＲが足りない。会を重ねていった
方がよい。

これは成功事例であると思う。成功は、市内のコ
ンサルタント会社に委託して行ったためで、具体
的なことは民間に任せたいと思う。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

市の中に、地域活性化の専門的組織はないのか。
今までの意見を集めて、農業、工業などから優秀
なスタッフを集めて、会津を元気にするには、ど
のように取り組んでいったらよいのか。市民に分
かるようにしてほしい。市政だよりに、もっと広
報してほしい。

議会の中で、一般質問で提言している。教育、福
祉の問題も提言している。提言したことをやるか
やらないかは、当局側の問題である。議会が言っ
たことが、ほとんどなかなか通らない。ちょっと
ずつ手直ししているが、仕事はきちんとやってい
るが、大胆には変えてはいない。取り上げていな
い。公務員は公務員で、地味で堅実なやり方をし
ている。

○ ①

原町にだいぶ住んでいた。相馬市と南相馬市はも
のすごく競争している。勢いがある。会津若松市
は、雪さえなければすごく住みやすいが、穏やか
過ぎる。現在、町内には、子どもが一人もいなく
なってきている。10年後どうなるのか心配であ
る。若い人が暮らせるような環境、子どもたちが
元気で定住できるようなことを行ってほしい。こ
れが、活性化のためには一番ではないかと思う。

そもそも会津若松市は、会津若松全域の周りの支
えで成り立っていた。会津全域の中核都市であ
る。人口減少問題は全国的な問題である。市が真
剣にきちんと考えないといけない。今後、地元で
頑張っている企業をどのように育成していくの
か。会津がどのように活性化していくのかが大事
である。もう一度、農業と林業をしっかりと見直
していかないといけない。地元の産業をどういう
風に活性化していくのかが重要である。若い人が
戻って来れなくなっている。大多数の人が、会津
では仕事がなくなってきている。子育て支援も考
えていかないといけない。福島大学農学部の誘致
については、会津若松市ということでなく、農業
試験場がある会津坂下町でもよいと思う。そうい
う活動もしていくべきである。
水道事業は独立採算が基本である。独立採算をし
ないでいる。平気で赤字としている。

○ ①
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謹教地区

件名

１．押しボタン式信号機につ
いて
　　　　　　　（Ｐ６，７）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　信号機の問題です。地元の住民もそうですが、葵高校生にも迷惑が
かかっている。押しボタン式の信号機ですが、神明通り側と隣の信号
機が連動していないので、非常に時間がかかる。葵高校の生徒が、第
二グラウンドへ行く際、かなり時間がかかる。生徒でいっぱいにな
り、歩道を通る人に迷惑がかかっている。今回、生徒側より苦情が出
てきている。通行者からも苦情が出ている。このままではトラブルに
なるのではないかと心配である。連動してもらえれば、スムーズに渡
ることができるのではないか。何とか対応してほしい。
　警察に電話をしたら、アンケートを取らないと一人の要望では駄目
だと言われた。その日にアンケートを取ったが、それでもなかなか思
うように進まない。押しボタンをなくしてほしい。

【事後処理結果】
　第３班の５人の議員で現場確認しましたが、信号機の押しボタンを
押してから、信号が青に変わるまでの時間は、１分５０秒です。歩行
者が横断することができる青信号の時間は、２０秒です。このような
状況では、葵高校の学生が渡りきるまでには、何度か信号待ちをしな
ければなりません。また、横断する際の音響設備が壊れています。危
機管理課より、警察へ交渉をお願いします。
○危機管理課の回答
　５月１２日付けで、謹教地区栄町下四丁目二之区町内会、葵高校よ
り、当該信号機にかかる要望書が提出されたため、５月１６日に警察
署に対応及び要望に対する回答を依頼したところです。
　また、押しボタン式信号機の音響につきましては、警察署交通一課
に対し、現地を確認の上、対応を依頼しました。
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謹教地区

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

２．川ざらいの日程について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　川さらいの日程が、明日である。もっと早くやってもらわないと困
ると農家の方々は言っていた。今までは４月に行われていたが、今年
から５月になったのはなぜか。遅すぎると農家の方々は言っている。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　会津若松市区長会で主催し、各地区・町内会ごとに実施している
「各地区清掃事業」の謹教地区の日程について回答します。
　謹教地区においては、平成２５年度までは４月に実施されておりま
したが、他の地区の日程変更や市内全域における土砂回収作業の効率
化等により、平成２６年度より実施日を５月にすることについて、謹
教地区町内会連合会（地区区長会）との協議の上、会津若松市区長会
役員会において決定した経過にあります。
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