
２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「地区の高齢化に伴う生活環境等について」
　①テーマ設定の理由、背景
　　　これまでの意見交換会や地域懇談会、ワークショップなどで「高齢者」「地域の交通」などを取り上げてきました。そこ
　　で、さらに地域の高齢者が何を望んでいて、何に困っているのかを教えていただきたく、テーマを設定しました。
　②主な地域課題
　　　人口減少による空き家対策と日常生活における集落の維持、管理の現状と課題
　③今後、議会として取り組むべき課題
　　　高齢者問題の中で人口減少と空き家対策の問題提起がなされました。今回は深まった意見交換ができませんでしたが、複
　　合的なものの見方、考え方、そして、どのように将来に継続していくのかについて、地域の皆さんとの意見交換をさらに深
　　めていく必要があると考えさせられました。
　④今後の対応
　　　空き家と固定資産税に関して議会で取り組むべきとの提言をいただきました。担当である総務委員会で深めていきたいと
　　考えます。

　開催地区：北会津地区 　開催日時：平成28年5月7日（土）　18時30分　～　20時20分

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

　開催場所：　北会津支所ピカリンホール

　参加人数：8名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・三本松宅地整備事業、土地の利活用
　　・子どもの遊び場の整備
　　・神明通りの景観（アーケード）
　　・幼稚園・保育園の跡地利用
　　・東部幹線道路の待機場所の設置　など

第16回市民との意見交換会・報告書（北会津地区）
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三本松地区宅地整備事業特別会計のことですが、
第３工区のヒ素の問題で山のような形状のままで
す。平たんにして土地を固めることができない
か。また、三本松地区内にコミュニティセンター
をつくる計画があったが立ち消えになった。そこ
で特別会計を使い平たんな土地にすることと、コ
ミュニティセンターをつくることはできないか。

北会津村時代に契約、合併後に三本松宅地整備の
開発が行われてきた。残土にヒ素があり裁判で整
理してきた。その調停では本市は買い戻しを主張
したが、1500万円で和解してきた経過にありま
す。コミュニティセンターの建設計画について
は、合併後は新市建設計画には、ありませんでし
た。意見として伺いたい。

○ ① 水季の里

山としてではなく、平たんにしていただきたい。
管理はしっかりしていただきたい。

管理についてはしっかりと行っていくように伝え
たい。 ○ ① 水季の里

本市の幼稚園、保育所が一体となった認定こども
園の関係です。北会津地区の旧幼稚園、保育所の
跡地利用についてどのようにしていくのか。ま
た、次世代を担う子どもたちの育成をどのように
考えているのか。福島市、郡山市は室内の子ども
が遊ぶ施設をつくっている。本市は少ないと考え
ます。子どもにお金をかけることは、10年先の未
来にかけることだと思います。財政が厳しい中で
確保できる財源もあると考えますが、子どもの遊
び場をつぶさないでほしいものです。地域住民に
気兼ねなく子どもが声を出しても良い遊び場が必
要です。北会津には子どもの遊ぶ場をつくってほ
しい。

文教厚生委員会では、子どもの問題が共通のテー
マになっています。子どもの貧困と子育て環境を
取り上げ議論しているところです。また、子ども
の遊び場についてどうあるべきかについても協議
しているところです。
公共施設マネジメントの関係で説明いたします。
現在、公共施設の更新時期にあり、古くなった建
物、新しく建てるものがありますが、古くなった
建物を解体するのか、改修するのか、更地にして
土地を売却するのか、今後計画的に進めていくこ
とになります。北会津地区の旧幼稚園、保育所跡
についてはこれから検討することになります。
子どもの遊び場については、あいづ総合運動公園
の中にある子どもの広場を順次整備しているとこ
ろです。昨年度については、子どもの遊具等を更
新しています。

○ ②
公共施設

児童福祉

県道、蟹川橋の改修と西バイパスの延長工事に
伴って、夜間のライト設置により害虫が集まり農
作物に対する被害が問題となっています。その対
策についてお聞きしたい。

この工事の主体は、県ですが、国の工事を含め市
で検討しなければならない事案でもあります。そ
こで問題等について県に伝えます。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

※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

除雪について問い合わせると、狭い道路は幅の広
い道路を除雪してから行うとの回答です。通勤、
通学のこともあり、狭い、広い関係なく同時に朝
一番で除雪を行ってほしい。

建設委員会が行った、除排雪のアンケートでは市
内506の町内会の内、301の町内会から回答があり
ました。現在読み取りを行っています。除雪車の
ハイド板の幅、車両の大小など細かくあり、どの
車両をどこの地域、道路に入れるのか検討してい
るので、解決までには、少しお待ち下さい。

○ ① 雪害対策

アーケードが撤去された神明通りの景観について
よりよいものにしてほしい。

神明通りの景観についてですが、アーケードの設
置について、国の補助事業が変更になったことに
より事業が動いていません。神明通り商店街は、
アーケードをつくる方向で考えています。また、
中心市街地活性化協議会では、賑わいを取り戻す
取り組みを同時に行っていて、今年度も各種イベ
ントを行う予定です。

○ ①
中心市街

地

北会津地区の幼稚園、保育所の跡地利用について
ですが、地区内ではさまざまな意見が出されてい
ます。市は、どのように利用を検討しているの
か、もうすでに利用について決定しているのか伺
います。また、認定こども園についてですが、市
は、どこまで関わることができるのですか。

文教厚生委員会では、所管課からは、検討した報
告を受けていません。
総務部所管の説明をさせていただきます。現在市
には、財産利活用基本方針があります。質問のあ
りました、住民の皆様が自由に跡地利用を行える
のではなく、ルールがあります。行政財産から普
通財産に移管され、その後、住民の皆さん、事業
者の皆さんからの意見要望を受け、市が利活用な
どについて決定することとなります。

○ ① 公共施設
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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

統合幼稚園、保育所についての懇談会と運営委員
会の運営についてですが、組織には保護者が入っ
ていました。新たに認定こども園が開所されるこ
とになり運営委員会が解散になりました。第3者を
含めた運営委員会を復活していただきたい。

保護者の入った北会津地区認定こども園整備懇談
会の復活は、組織がすでに解散しているところか
ら困難だと思います。しかし、新たに地域の方々
が子ども･子育てについて組織をつくることについ
ては可能であると考えます。ぜひ地域から要望を
上げてください。

＊上記の回答をいたしましたが、北会津認定こど
も園運営委員会については、組織が継続していま
す。運営委員は2年の任期であり、第2条の所管事
項2項に認定こども園の運営状況を把握し、必要な
改善策を提案することとあります。

＊以上のことから、回答を一部修正させていただ
きます。「北会津認定こども園運営委員会の開催
をしていただき、意見を述べてください。」とさ
せていただきます。

○ ① 児童福祉

阿賀川の西側のサイクリングロードを利用してい
ます。バイパス工事で自転車が一部利用できなく
なっています。

終了後場所を教えてください。現地調査します。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

河川

新市建設計画にある東部幹線道路が着工されてい
ません。今年度、現在ある道路に待機場所2箇所が
設置されると聞いている。

2月定例会の予算審議では、待機場所の計画につい
て審議されていないところから、調査をして後か
ら回答します。 ○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10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

北会津地区でも高齢者が増えています。これまで
の市民との意見交換会でも、高齢者が抱える課
題、問題、地域公共交通についての提言などをい
ただいてきたところです。そこで、現在国道を走
るバスと地域を結ぶコミュニティバスの運行につ
いて、さらに、高齢者が外出する上で望ましい公
共交通と住民福祉サービスについて、皆様からこ
のようにすれば利用するといった具体的な高齢者
の声について伺いたい。

→　地区の高齢化に伴う生活環境等について

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 →　地区の高齢化に伴う生活環境等について

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

蟹川橋付近の空き家を見ると、地域の力が落ちて
いると実感します。地域力が落ちるのは、人口問
題だけではないと考えます。地域の住民の属性で
も変化があります。例えば、農業をしている方と
会社勤めの若者では価値観が違ってきています。
空き家の問題ですが、危機管理課の空き家調査に
ついてのアンケートでは、荒井地区の空き家は23
軒あり、そのうち問題のある空き家は11軒で、48%
を占めています。私が暮らす田村山集落では25軒
あるうち空き家が6軒です。屋根のトタンがはが
れ、カヤがむき出しになっている家、樹木が生い
茂っている家を見ることで寂しい思いをしていま
す。
管理については、更地になると固定資産税が6倍に
なることにより、そのままになり、年に数回は、
持ち主が訪ねてきますが放置されたままとなって
います。議会として、固定資産税の評価について
の見直しを検討すべきです。また、所有者と連絡
を取りたいが個人情報を教えていただけないの
で、情報を開示していただけないでしょうか。こ
れからの問題としては、19軒のうち5軒が老人世帯
ということです。地域の維持等に問題が出るので
はないかと考え、空き家を改築して会津大学生に
無料で住んでもらい、村の人足に参加していただ
けないかと話しているところです。

固定資産税についてです。国の基準により条例で
定め徴収しています。税率を下げることは可能で
すが、そのことにより税収が落ちることで住民福
祉サービスに影響を及ぼしかねません。また、本
市は歳入の約60%を依存財源に頼る自治体です。固
定資産税を下げることで国から地方交付税算定で
不利益にされることも予測されます。そのため、
国の法律改正と制度改正を期待するところです。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地区の高齢化に伴う生活環境等について

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

空き家対策に関する国の法律が平成26年に施行さ
れています。その法律ができて、今回、危機管理
課がアンケート調査を行うことになりました。こ
の調査内容の分析による具体的事業について議会
は、期待いたします。

空き家対策協議会がつくられたと聞いているが、
今後について情報があるか。

その情報は把握していないため、調査し、事後報
告する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

高齢化と公共交通についての考え方ですが、巡回
バスが通らない地域があります。そのため、隣近
所の方に送迎をしていただいています。高齢者の
移動手段がないことで家の中に閉じこもることに
なれば、健康も含めた問題になるのではないかと
考えます。また、交通手段への新たな補助や、内
容についてもよりよいものとして考えていただき
たい。

○ ②
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北会津地区

件名

１．農作物に対する被害につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　県道、蟹川橋の改修と西バイパスの延長工事に伴って、夜間のライ
ト設置により害虫が集まり農作物に対する被害が問題となっていま
す。その対策についてお聞きしたい。

【事後処理結果】
　担当所管課の農政課に話をしてきました。
○農政課の回答
　これまで要望事項について把握していませんでした。これから現場
を調査して県の担当に伝えます。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

工事箇所の夜間照明

による害虫被害箇所

8



北会津地区

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．阿賀川の西側のサイクリ
ングロードについて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　阿賀川の西側のサイクリングロードを利用しています。バイパス工
事で自転車が一部利用できなくなっています。

【事後処理結果】
　現地を確認してきました。
　現在工事の途中であるため進捗を見守りたいと考えます。なお、要
望については道路維持課を通し県に伝えます。

この付近
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北会津地区

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．待機場所2箇所の設置に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　新市建設計画にある東部幹線道路が着工されていません。今年度、
現在ある道路に待機場所2箇所が設置されると聞いている。

【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　東部幹線については、平成28年度当初予算において、部分拡幅の工
事費（計画延長Ｌ=６０ｍ）を計上しています。その施工箇所について
は、今後、地元と調整の上、施工します。

東部幹線
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北会津地区

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

４．空き家対策協議会につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　空き家対策協議会がつくられたと聞いているが、今後について情報
があるか。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定に基づき、市の
「空家等対策計画」の策定に着手しました。
　この計画の策定の前段として、平成27年6月に「会津若松市空家等対
策方針」を策定するとともに、特措法に基づく「空家等対策協議会」
（地域住民、法務、不動産、建築、福祉、学識経験者などで構成）を
設置し、平成28年2月から計6回協議会を開催し、平成28年5月に計画素
案をまとめました。
　主な内容は、空家等に関する現状や課題を踏まえ、取り組み方針を
まとめるとともに、今後の対応として、①発生抑制対策、②適正管理
の促進、③利活用対策、④危険な空家等（特定空家等）対策をまとめ
たところです。
　今後は、この素案について庁内の手続きを経て、7月ごろにパブリッ
クコメントを実施し、9月には計画として決定したいと考えています。
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