
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・歳出に占める民生費の増加要因
　　・商工と観光振興
　　・水道本管敷設後の引き込み費用
　　・公衆浴場の衛生管理
　　・ごみ処理場の余熱利用
　　・除雪についての条例制定の必要性
　　・自治基本条例と都市内分権
　　・大熊町役場のあとの利活用　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「西若松駅を中心としたまちづくりについて」
　①テーマ設定の理由、背景
　　　テーマについては、城西地区として従来からの課題である「西若松駅を中心としたまちづくり」としました。
　②主な地域課題
　　○西若松駅への公衆トイレの設置について
　　　・当局の検討の進捗が見えてきたことで、進んできたという雰囲気はありますが、陳情が採択されたのにどうして実行さ
　　　　れないのか、という強い意見があります。また、新たに陳情で対応したいという発言もありました。
　　　・西若松駅を中心としたまちづくりについては、「西若松駅を愛する会」と「城西界隈まちづくり協議会」と「区長会」
　　　　が連携して進めてはどうかと提案をしました。
　　○その他の主な意見等
　　　・西若松駅の無断駐車の解決を図るべき
　　　・防災対策について、避難所が足りないのではないか
　　　・地域福祉計画や地域防災計画などの各種計画における地域の定義について整理を図ってほしい　など
　
　

第16回市民との意見交換会・報告書（城西地区）
　開催地区：城西地区 　開催日時：平成28年5月11日（水）　18時30分　～　20時20分

　担当班　：第４班（出席議員）石田典男、中島好路、古川雄一、原田俊広、佐藤　勉　　　　　（欠席議員）松崎　新

　開催場所：　城西コミュニティセンター

　参加人数：14名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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民生費が5年間で約35億円、2年間で約21億円増え
ているがどうして膨らんでいるのか。大きな項目
で教えてほしい。

86項目ある。障がい者支援給付金、重度障害者交
付金が合わせて41億円、後期高齢者交付金などが
35億円、子どもの教育31億円、生活保護費28億
円、人件費7億3000万円です。

○ ① 財政

民生費が増えた要因は。 国の社会保障制度の改訂で、今まで国で出してい
たお金を市が負担しなければならなくなった事業
があります。また、高齢化の進行なども民生費の
増加に関係しています。

○ ① 財政

小規模企業振興基本法が決まったが、今、商売人
の状況は大変なので、ぜひ議会から行政側に対し
て商工会議所への丸投げではなくこの事業を早く
やるように迫ってほしい。

よく調べて委員会の中でもしっかり審議していき
たい。中小企業振興条例とは違います。

○ ② 地域経済

地方卸売市場の予算が約3割も減っているのはなぜ
か。新たな負担が業者にかかることになるのか。
市の役割が何だったのか疑問です。

今年度から指定管理者制度に移行しました。その
ため市の支出が少なくなりました。業者への新た
な負担とならないよう市と市場関係者が協議しな
がら行っていくことになります。このことについ
て市場からの要望もありました。

○ ① 公設市場

扇町土地区画整理事業は最終的にいつになったら
終わるのですか。

当初は平成25年に終わる予定だったのですが、こ
の間5回延長しています。大きな道路は全部終わっ
ていないので、平成35年度には終わる予定です。

○ ① 区画整理

民生費の中の人件費は、どういう人たちの人件費
なのですか。

健康福祉部は7つの課があり、職員も一番多いため
人件費も多くなります。

＊当日は数字で説明しましたが誤りがあったこと
から削除しています。

○ ① 人件費

○　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

収支全体の問題。市に要望を出すと「金がない」
と言われますが、市の基本的な政策は何なのです
か。どのようなことをやろうと考えているのです
か。観光事業ではバス移動だけで地元にお金が下
りません。観光だけで本来の市行政の目的をおろ
そかにしてはいないのですか。

観光では、おっしゃるとおり集客の予算も少ない
と考えます。城下町としての町並みも現状では不
十分だと考えているところで、景観指定されてい
ても機能していない所もあります。
震災前には学鳳高校跡地は観光目的で活用するこ
とも一つの考えだったのですが、震災の関係で大
熊町役場として活用されています。

○ ①

まちづく
り

観光

陸上競技場跡地の活用のあり方について。半分ぐ
らいが駐車場として利用されているが、そのまま
で良いのですか。観光用施設や観光バスの駐車場
やお土産屋ではどうか。

貴重なご意見として伺っておきます。

○ ② 公共施設

議会制度検討委員会の市民委員が決まったと議会
だよりに掲載されていますが、何人応募してこの2
人に決まったのか。

議会制度検討委員会の市民委員を２人募集した結
果、応募者は3人でした。そして掲載のとおり２名
の方が決まりました。

○ ①
政策討論

会

来年、消費税が8％から10％に上がります。そのう
ちの1％分は福祉に回すようにすべきだと思うが、
その意見を議会として上げるべきだと考えていま
す。

貴重なご意見です。

○ ② 財政
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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

「事後処理報告書」にある水道本管敷設後の引き
込み費用についての水道部の回答についてです
が、前回私が言ったのは「本管をどこに入れるか
で各家庭の引き込み費用が違うのは不平等だから
平等にすべきだ」ということです。回答が①～⑧
まで記載されています。そのうちの①配水管の布
設位置から各家庭への距離の違いによるもの、②
配水管の布設深さの違いによるもの、③配水管の
布設されている口径の違いによるものは、市が決
めることだから、それによって費用が違うのは平
等ではないと考えます。前回の意見交換会では、
側溝から家庭までだけが市民負担だとの回答だっ
たが、そうはなっていないので、もう一度要望す
る。

持ち帰らせてください。若干ニュアンスが違うと
ころがあります。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

水道

「事後処理報告書」の2番、公衆浴場のことは、衛
生管理をよくしていくということだけですね。お
風呂のない住宅は募集しないのなら、それを取り
壊して更地にして、その広場をどう活用するか検
討すべきと考えます。

その公衆浴場は、昨年度県に対して補助申請を挙
げ、補助金を受けています。今後、数年間はその
補助金で衛生状況を改善しながら営業を続けてい
く意向です。建設委員会では、お風呂のない団地
は募集しないと確認していますが、公営住宅等長
寿命化計画では、改良住宅材木町団地を取り壊し
にすることは決まっていません。城前団地は改築
して対応しますが、材木町団地等に関しては改築
するとはなっていませんが、貴重なご意見として
伺っておきます。

(下線部については、後日の調査で、「５月より募
集を再開した」ことを確認しました。）

○ ② 公営住宅
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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

ゴミ処理場の改築があがってきていますが、城西
地区には文化施設も公民館もないので、あそこに
安い公衆的な温泉施設をつくって、できれば巡回
バスも要望したい。ぜひ議員さんの後押しをお願
いします。

この問題は広域事業組合の問題です。要望として
は分かりました。余熱を利用した「温水プールを
つくってほしい」との要望もあります。さらに、
ガスタービン方式の発電による「売電にすべき」
との要望もあり、現状はそれに応えられるような
状況にはありません。

○ ①

まちづく
り

広域事業
組合

私の町内には除雪の要望があります。また、本市
には、除雪に関する条例がありません。何にも歯
止めとなるものがないから、雪置き場がない開発
を行おうとする。町内会が歯止めとなって（了解
の）印を押さない。歯止めとなるような除雪・排
雪の条例をつくるべきと考えます。

図面まで預かったので、非常に強い要望として持
ち帰らせていただきます。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

雪害対策

自治基本条例についてですが、必要なのですか。
いつ議会で議決するのですか。

この自治基本条例案は6月定例会に提案される予定
です。まちづくり市民会議による（仮称）会津若
松自治基本条例素案が市長に答申されました。議
会はその報告を受けましたが、今後は市がパブ
リックコメントを開催し、最終的に自治基本条例
として提案されることになります。都市内分権に
ついてですが、本市のそれぞれの地域で歴史、文
化、気候などが違い、また、人口の属性も変わる
ことから住民福祉サービスを求めるものも違いが
あります。都市内分権とは、地域のまちづくりを
下から上に上げる仕組みをつくるものと考えると
ころです。

○ ①
まちづく

り
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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

都市内分権は、多重行政にはならないのですか。
町内会では駄目で、都市内分権じゃないと駄目だ
というのはどのようなものですか。

そういった考え方も当然出てきます。我々議員だ
けではなく、市民の中からもご意見を伺って、そ
の中から選択して、これからの行政に生かしてい
くという考えです。町内会を否定はしていませ
ん。昭和33年に合併した地域である湊、大戸など
を1つの地域として考えていこうということになり
ますが、小学校単位や区の単位を重要視しながら
考えていく必要はあります。議員の中でもさまざ
まな意見があります。誤解のないように言います
が、議案としてもまだ上がっていません。6月定例
会で議論される予定で、結果については賛否一覧
表も出ます。

○ ①
まちづく

り

学鳳高校跡地の大熊町仮庁舎のあとの活用計画は
どうなっているのか。今から考えていくべきでは
ないか。お城だけでなく、お店が並ぶことを期待
しています。

第7次総合計画の中でしっかりと考えていきたい。
貴重なご意見としてお聞きしておきます。

○ ② 公共施設
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、前回に引き続き、西若松駅を中心とした
まちづくりについて、皆様のご意見を伺いたいと
思います。

平成26年の9月定例会で「西若松駅における公衆ト
イレの設置」を求める陳情が議会で決まったが、
なぜ予算に反映されないのか。議会が承認したの
に、予算に反映されないのでは何にもならないと
考えます。

さまざまな要望が陳情としてあげられ採択されて
いますが、予算的な問題や優先順位もあり、なか
なか予算に反映されないものもあります。総務委
員会としては、何が問題なのかも含めて、いくつ
かの案を持ちながら、絞り込みも含め推進の方向
で当局とも協議しています。

○ ①

地域づくり課で「トイレの場所をどうするか城西
地区区長会と相談したい」という段階まできてい
ると考えている。

通路には市の権利もあるから「広告を出させてく
れ」と要望して、その広告費を「公衆トイレ」の
費用に充ててはどうかという議論までしていま
す。しかし行政が予算を上げてこないと「トイレ
をつくる」という審査はできません。これからも
城西地区の皆さんと声をあげて、行政に要望をあ
げていかなければなりません。

○ ①

トイレの見積書も添えながらまた陳情していきた
いと考えている。

自由通路はさまざまな方々にも利用されつつあり
ます。総務委員会では案の絞り込みも含めて、推
進していきたいと考えています。

○ ①

市の地域公共交通会議では「西若松駅東側を市の
交通の拠点にしたい」ということを言っている
が、無断駐車を片付けないと、利用者の車や観光
バスのスペースがありません。警察は「駐車場だ
から取り締まりができない」と言っています。ナ
ンバーを控えて警察に言っても「個人情報保護法
で教えられない」とひとつも動きません。何とか
してもらいたい。交通の拠点にならない。

貴重なご意見として、しっかりと受け止めさせて
いただきました。

○ ②

→　西若松駅を中心としたまちづくりについて

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 →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

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

ナンバーを控えて市に言ったら、道路維持課は
「軽自動車なら分かりますから言うことはできま
す」ということだったので、市から持ち主に退か
すように言ってもらった。警察は動かないので市
で管理してもらうしかない。

貴重なご意見として、受け止めさせていただきま
した。

○ ②

「西若松駅を愛する会」をつくってさまざまな検
討や運動をしている。神明通りの駐車場の問題も
昔から検討されてきているが、この付近では、工
場や商会が移転し、その後空き地がそのままに
なっている。住民の意見を踏まえながら空き地の
有効活用の計画を早く立ててもらいたい。

貴重なご意見として、受け止めさせていただきた
い。

○ ②

防災について、城西小と若松四中が避難所になっ
ているが、会津若松市でも400年前に何千人と亡く
なる大地震もあった。32の町内会があるのに、そ
の2つの避難所だけで間に合うのか。仮設トイレは
すぐに対応できるのか。誰に言えば進められるの
か。誰が指示して誰がやるのか。

貴重なご意見として、しっかりと受け止めさせて
いただきたい。

○ ②

地域防災のワークショップで危機管理課がつくっ
た資料の中で城西小と若松四中が避難所となって
いるが、この説明会を今年の夏から各地区にやっ
ていくようになっているはずです。

避難所にならないと救援物資が来ない。小金井小
学校も避難所になっているが、「誰が指揮を執る
のか」という以前に、何か起きた場合にみんなが
避難所に入れるかというと入れないことが問題だ
と考えます。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

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

教育委員会が学校を管理しているが、災害がある
と市が管理をする。建物の被災状況を調査して
「大丈夫」ということになって初めて避難所にな
る。「その間住民はどこにいればいいのか、避難
所に避難できるまでどれくらいかかるのか」と聞
いたら危機管理課は答えられなかった。

○ ②

今すぐに地震が起きたら明日からどうするのです
か。トイレだって少なすぎる。どうやって対応す
るのか。お任せでは駄目だ。今すぐに対応してく
ださい。

貴重なご意見として、受け止めさせていただきた
い。

○ ②

議員の中で、西若松駅を中心としたまちづくりを
どうしたいというイメージを持っていただくこと
が大事ではないか。

陳情・要望があって、委員会の中でそれを審査し
ている。

○ ①

菅家市長の時代に、JRの仙台支社に「西若松駅を
会津鶴ヶ城駅にしたい」と陳情したが、2億円かか
るからできないと言われた。会津医療センターの
最寄り駅の名前を変えるときに一緒に変えてもら
いたい。

貴重なご意見として、しっかりと受け止めさせて
いただきたい。

○ ②

西若松駅周辺といっても漠然としているが、どこ
まで含めているのか。もっと広い地域として考え
ないと小さなことにしかならない。大きい範囲で
考えないとお金も人も集まらないのでは。

西若松駅の周りのことで、オリンパスの所まで含
めるような広大な地域ではない。西若松駅付近の
周辺の活性化を具体的な問題で考えていく。 ○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　西若松駅を中心としたまちづくりについて

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

西若松駅を中心としたまちづくりについては、議
会で議論する前に、「城西界隈まちづくり協議
会」と「西若松駅を愛する会」と「区長会」が
もっと連携して意見交換や運動を進めてはどうか
と考えるが、どうでしょうか。

まもなく2回目の「城西界隈まちづくり協議会」の
総会がある。協議会の目的は城西界隈の文化財、
歴史的な資源を活用しながらまちづくりをするこ
とで、勉強会を2回やった。「スネル邸」の跡がな
くなったので看板をつくることになった。「地域
づくり観光マップ」をつくりたいと考えている。
「愛する会」はイベントを通して活性化を図るこ
とを目指している。

「仏都会津」のキャンペーンとタイアップして、
下町の史跡を活用したまちづくりが、「協議会」
と「愛する会」の連携で実現できればいいと思
う。

○ ②

第2包括支援センターでは、小金井地区の文書を入
れている。何を基準にして小金井地区の文書を入
れるのか理解できない。住所は門田だから門田地
区なのに何で城西地区の文書に入ってくるのか。

　

○ ①

消防団も、城西地区と神指地区が入り乱れてい
る。議会でスパッと明確にしてもらえないか。

貴重なご意見として伺っておきたい。
○ ②
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城西地区

件名

１．水道管の費用負担につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
①水道管の引込み費用について
　水道部が道路に布設した管（以下、「配水管」という。）から各家
庭に引込む管（以下、「給水管」という。）の費用は各家庭の立地状
況により異なるために違いが生じます。市の責務としましては、水道
をご使用される方々が個人で整備した施設へ上水をお送りし、ご使用
していただくことです。給水管は水道を使用されるお客様の考えによ
り、引込む口径なども様々であり、また、お客様の財産であるため、
水道部により価格設定を行い平等（同額）にすることはできませんの
で、ご理解いただきたいと思います。なお、配水管の布設位置及び口
径は、整備する地区の道路内の埋設物や家屋の密集状況などを調査し
て、適切に決定したものです。

②市民の費用負担について
　給水管は水道をご使用されるお客様の財産であるため、側溝から家
庭までではなく、道路に埋設した配水管の分岐から全てお客様のご負
担となります。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　「事後処理報告書」にある水道本管敷設後の引き込み費用について
の水道部の回答についてですが、前回私が言ったのは「本管をどこに
入れるかで各家庭の引き込み費用が違うのは不平等だから平等にすべ
きだ」ということです。回答が①～⑧まで記載されています。そのう
ちの①配水管の布設位置から各家庭への距離の違いによるもの、②配
水管の布設深さの違いによるもの、③配水管の布設されている口径の
違いによるものは、市が決めることだから、それによって費用が違う
のは平等ではないと考えます。前回の意見交換会では、側溝から家庭
までだけが市民負担だとの回答だったが、そうはなっていないので、
もう一度要望する。
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城西地区

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．除雪の要望について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　私の町内には除雪の要望があります。また、本市には、除雪に関す
る条例がありません。何にも歯止めとなるものがないから、雪置き場
がない開発を行おうとする。町内会が歯止めとなって（了解の）印を
押さない。歯止めとなるような除雪・排雪の条例をつくるべきと考え
ます。

【事後処理結果】
○都市計画課の回答
　本市が行う開発許可の技術基準におきましては、雪置場の設置を義
務付ける規定がありません。
　城西地区内で雪置場として利用されていた土地が開発されることに
なったため、町内会からそれに代わる雪置場の設置について要望があ
りました。そのため、市から開発行為者への要請と開発行為者と町内
会との話し合いを持っていただきました。その結果、分譲地の間口の
位置を調整し、雪が置けるよう配慮していただいた経過にあります。
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