
　開催地区：日新地区 　開催日時：平成28年5月8日（日）　18時30分　～　20時10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：　日新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）

１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・低所得者問題
　　・JR只見線のずい道の安全対策
　　・プレミアム商品券の効果、検証
　　・スマートシティ会津若松の取り組み
　　・いっ水対策　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「地区の環境整備について」
　①テーマ設定の理由、背景
　　　高齢化率が31.0%と中心市街地6地区中、第2位の地区であるところから、地域の高齢者の問題と地域が抱える問題として、
　　下町の特異性から「地区の環境整備」が提案されました。
　②主な地域課題
　　・側溝整備の要望
　　・側溝の水量確保と異臭対策
　　・ごみ問題とカメラの設置　など
　③今後、議会として取り組むべき課題
　　　平成24年の第9回市民との意見交換会に要望事項として出された側溝整備について、いまだ解決がされておらず、再度、
　　要望事項として出されました。このような地域の環境整備に対する現状把握、整理、対応については、議員個人や班として
　　の取り組みだけではなく、議会としての取り組みが必要であると考えます。未解決の要望事項について、議会としてどのよ
　　うに整理をするのかが課題であると考えます。

第16回市民との意見交換会・報告書（日新地区）
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議会だよりのP9の賛否一覧に記載されている欠席
について、どのような理由によるものですか。

二人は、インフルエンザのため医師の指示で自宅
待機となりました。 ● ① 議決責任

歳入、歳出についての説明がされました。民生費
はなぜ増えているのですか。

民生費の増加を説明します。これは、国の法律、
制度、計画の策定によるものが大きな要因です。
例えば、介護保険、後期高齢者保険制度、障がい
者支援、子ども・子育て支援などにより、自治体
である会津若松市の負担割合が増えているためで
す。

○ ① 財政

生活保護は増えているのか。 生活保護世帯は2月現在、世帯数1000軒に対し15軒
の割合になっています。増加しているのは、全県
でトップクラスです。その理由は、低所得者層へ
配慮していることと会津若松市の生活状況が厳し
くなっていることが要因であると考えるところで
す。なお、現在の生活保護世帯数、人数はこの場
で答えることができませんので、事後処理報告書
で報告いたします。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

社会福祉

生活保護の支給額について。 世帯構成によって違います。金額については、判
定会にかかり、個々人の実態に即して決まること
になります。モデル支給額についてもこの場でお
答えすることができないので、後ほど事後処理報
告をいたします。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

社会福祉

生活保護の割合が他市よりも多いという説明です
が、件数について分かるか。

この場で正確な数字をお答えすることができない
ので、事後処理報告書に記載します。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

社会福祉

※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

2年前の不審者にかかる問題のことですが、緑町地
内のJR只見線のずい道への防犯カメラの設置要望
について、市民との意見交換会で取り上げ、さら
に議会定例会に陳情として提出したが一部採択で
した。現在、カーブミラーは設置していただきま
した。七日町通りでは防犯カメラを設置していま
す。市で防犯カメラの設置ができますか。どのよ
うにすれば可能なのですか。

当時の文教厚生委員会のメンバーがここにはいな
いので、できる範囲で説明をいたします。問題に
なったのは、設置主体と個人のプライバシーにつ
いてです。そのため一部採択になったと記憶して
います。 ○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

防災･安
全

地方創生の交付金、特にプレミアム商品券のこと
ですが、昨年と今年の効果について、売り上げな
どを含め数字で検討、検証をしたか。

商工会議所がプレミアム商品券の運営主体です。
過去の商品券事業では、大型量販店に流れている
との報告がされたため、地元商店などにお客様が
流れるようにして進めています。産業経済委員会
では、効果の分析について、経済効果の調査まで
は行っていないとの報告でした。この事業は、全
国の自治体が取り組みました。自治体の判断でプ
レミアム分を1,000円、2,000円とすることができ
ますが、会津若松市は1,000円であったのでプレミ
アム分が少ないとの指摘がありました。議会は、
事業の時期について年末年始の時期で行うべきと
の指摘はしてきました。

○ ① 地域経済
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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

一般会計の歳入についてですが、ふるさと納税額
と会津若松市の取り組みについて。

昨年のふるさと納税額は約4,400万円です。

＊数字に誤りがありましたので訂正しています。

会津若松市のふるさと納税の考え方ですが、この
事業は税の還付をすることになります。例えば、
会津若松市民が他の自治体にふるさと納税を3万円
しますと、寄付金から2,000円を引き28,000円の控
除がされ所得税、住民税等が減額となります。ま
た、本市では過度の贅沢品といわれる商品の引き
換えを行わない考えです。本来のふるさと納税の
趣旨であった、故郷あいづを離れ故郷に還元でき
る取り組みを進めるとしているところです。

＊当日の説明の数字を変えていますが、基本的な
考えは変りません。

○ ① 税

スマートシティ構想について説明をして下さい。 背景にあるのは3.11以降の復興と若者の雇用をつ
くるためにICT集積地にすることです。再生可能エ
ネルギーの充実に向けて、電力をつくり、それを
利用するトータル的な取り組み、医療費との連携
などのデータベース化、子どもたちの教育環境整
備も行うといった取り組みを行うことが概要で
す。

○ ①
まちづく

り
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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

説明のあった観光ビューローの赤字について。 観光公社と観光物産協会が平成26年度に統合され
ました。赤字は、八重の桜のための職員を増やし
たことが大きな要因です。平成26年度は約3億5000
万円、平成27年度は約3億1000万円の人件費が赤字
になっています。議会は、指定管理者制度の中で
赤字になること事態がおかしいと指摘していま
す。観光ビューローは財政健全化計画を策定して
いることから、議会は、今後の推移を見ていきま
す。

○ ① 観光

スマートシティで若者の雇用促進、子どもの結婚
につながるようにしていただきたい。

議会だよりのP21に3月臨時会の地方創生の交付金
事業が載っています。質問の若者の雇用促進につ
いて、この交付金事業を通し雇用促進を図る事業
となっています。また、平成27年度の地方創生交
付金事業で婚活に向けた若者支援事業も取り組ん
でいます。

○ ①
まちづく

り

会津大学について、卒業生がどのように就職して
いるのか、会津地方にどのくらい残っているのか
数字としてデータを持つ必要があります。分かり
ますか。

会津大学は県の事業であるため、ここで数字の
データについて説明できません。事後処理報告
で、できる限りのデータで報告します。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

まちづく
り

商工会議所について補助金を多く出していただき
たい。

お聞きいたします。
○ ②

商工会議
所補助金
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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

昔の会津は豊かであったと聞きますが、スマート
シティについて会津若松市だけの事業ですか。

会津若松市、会津地方、日本、世界を見た事業で
す。事業の中に電力の地産地消の取り組みがあり
ます。水力発電、背あぶり山の風力発電、河東工
業団地の木材を使ったバイオマス発電、そして家
庭の屋根や富士通の駐車場を利用した太陽光発電
があります。その電力がいつどこで使われ、どこ
に供給するのか、どのように蓄電するのか等の研
究と実証実験が行われています。会津大学との連
携などを通し、雇用をつくり産業を育成すること
になります。このことは、単に本市だけでできる
ものではありません。

○ ①
まちづく

り

スマートシティに係る歳出について、どのくらい
の事業費が使われているのですか。

歳出は、多くの所管部、課から支出しているの
で、この場ですぐにお答えすることができませ
ん。先ほどから数字を尋ねていますが、すぐ回答
できないこともあります。理解してください。

○ ①
まちづく

り

数字を知れば知るほど理解するので質問していま
す。

コミュニティセンターでインターネットが使えま
す。そこで見ることができます。 ○ ①

まちづく
り

緑町8番地内の側溝についての要望です。雨が降る
と水があふれるので現地を確認してほしい。

現地を確認する。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

いっ水
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○　地区別テーマでの意見交換について

中心部であるこの日新地区は、高齢化率が中心市
街地6地区中2番目の31.0%です。このことは、これ
までの市民との意見交換会や、市が行ってきた地
区別ワークショップ、地区座談会で出された事例
で報告された高齢者の現状からも把握していると
ころです。そこで本日は、地域の高齢者がどのよ
うなことで困っているのか、そのことをどのよう
に解決しているのかについて教えてください。

町内は高齢化が進んでいる。私が住んでいるの
は、業務スーパーの近くですが、側溝が広くて深
い。掃除をしたいが、腰や膝が痛いので難しく
なっています。町内の要望事項を出しましたが、
いまだ側溝の流れが悪く異臭についての改善がさ
れていません。

現地調査をします。（意見交換会終了後、箇所図
で位置を確認しました。）

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

西七日町と金川町内の境にあるレオパレス付近の
路肩が崩れています。また、農業用水路の堀り上
げで、花が咲いている上に土砂を上げていった事
例がありました。側溝整備の予算がついたと聞い
ていますが。

今年度予算では聞いていません。市民要望が毎年
約200件ある中で、約30件しか対応できない状況で
す。担当課では、優先順位をつけて実施している
のが現状です。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ15に記載）

レオパレスのところに、ごみを捨てていく人がい
るが、誰に注意してよいか分からない。カメラを
設置したいが、どこに相談したらよいか。

調査し、事後報告する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ15に記載）

日新小学校付近でガス工事をしていて、自動車が
出入りできなかった。工事の業者がどこかに空き
地を準備すべきではないか。

市道の工事は市の許可がなければできません。業
者と協議してください。

○ ②

→　地区の環境整備について

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 →　地区の環境整備について

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

元「元気いっぱい」の近く（日新町1番と13番の境
界）の道路が市道になった。半分舗装になってい
るが歩くのに苦労している。

前の市民との意見交換会で要望が出され現地調査
したところ、住民から「舗装したら自動車が通る
ので困る」との要望が出された経緯にある。一
方、今回出された全部舗装の要望があるので、住
民の皆様で合意形成を行っていただかないと前に
進むことが難しいのではないでしょうか。

○ ①

後ほど場所は示しますが、問題の側溝は浅く石垣
です。そのためゴミがつまってしまいます。毎年
要望を行っているが改修となりません。石垣の財
産は市にあることから、側溝の石垣の復旧につい
ての考えを聞きたい。

問題の石垣の側溝の件ですが、ザベリオ学園周辺
で同じ条件の側溝を昨年修理した経過にあります
ので、要望をしていただきたいと考えます。 ○ ①

本町町内会の商店街の問題ですが、店の前は県道
の側溝でグレイチングになっています。そのグレ
イチングですが、蓋を開けられるもの、開けるこ
とのできないものの２つがあります。問題となっ
ているのは、グレイチングを開けることができな
いので持ち上げようとしますが、高齢のため力が
弱くなり持ち上げることができなくなってきてい
ます。そのため側溝の掃除ができない、やれない
ところが多くなっています。そうしたことが商店
街で多く見受けられるようになりました。

県道の側溝の管理は、県の若松建設事務所です。
市の道路維持課から若松建設事務所に意見があっ
たことは伝えます。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ16に記載）

七日町通りの七日町2番地付近の側溝は悪臭がしま
す。その要因は、側溝の水が流れないことだと考
えます。何とか問題を解決していただきたい。

県道の側溝の管理は、県の若松建設事務所です。
市の道路維持課から若松建設事務所に意見があっ
たことは伝えます。 ○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ16に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地区の環境整備について

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

昨年の市民との意見交換会で、日新小学校前の歩
道の除雪について要望したところ、今年の除雪は
丁寧に行っていただきました。感謝いたします。

○ ②
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日新地区

件名

１．生活保護の現状について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

　　　　　　　　　　　　　　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】
①生活保護は増えているのか。
②生活保護の支給額について。
③生活保護の割合が他市よりも多いという説明ですが、件数について
分かるか。

【事後処理結果】
①、③被保護者世帯数と人員の推移 (世帯、人）
　　　　　　　 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
　　被保護世帯  1,373    1,447    1,483    1,500    1,527
　　人　　員　  1,880    1,946    1,952    1,939    1,956

②最低生活保障の水準の具体的事例（高齢夫婦2人世帯　73歳・71歳）
　　　　　　　生活扶助計　　　住宅扶助　　　　　計
　　平成22年　　104,740　　　　38,000　　　　142,740
　　平成23年　　104,740　　　　38,000　　　　142,740
　　平成24年　　104,740　　　　38,000　　　　142,740
　　平成25年　　103,810　　　　38,000　　　　141,810
　　平成26年　　105,850　　　　38,000　　　　143,850

　＊　出典　平成27年度　会津若松市の福祉　健康福祉部
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日新地区

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．防犯について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　2年前の不審者にかかる問題のことですが、緑町地内のJR只見線の
ずい道への防犯カメラの設置要望について、市民との意見交換会で取
り上げ、さらに議会定例会に陳情として提出したが一部採択でした。
現在、カーブミラーは設置していただきました。七日町通りでは防犯
カメラを設置しています。市で防犯カメラの設置ができますか。どの
ようにすれば可能なのですか。

【事後処理結果】
　地区の方と一緒に現地を確認しました。
　お話を伺ったところ、ずい道付近の草木を地区で伐採した結果、見
通しも良くなったため、防犯カメラの必要性はないとの話になりまし
た。街路灯があれば良いとの意見も出ました。

緑町ずい道
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日新地区

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．会津大学卒業生の就職先
について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　会津大学卒業生の就職先と会津地方にどのくらい残っているのか分
かりますか。

【事後処理結果】
①会津大学在籍者数
　　平成28年度　男性946人　女性121人　合計1,067人
　　　　　　　　県内44％　県外56％

②会津大学生　進路状況（平成26年度）
　　学部　就職　133人
　　　　　（県内企業 25人、県外企業 102人、教員など 6人）
　　　　　進学　 50人
          合計  183人

　　修士　就職　53人
　　　　　（県内企業 6人、県外企業 46人、教員 1人）
          進学　6人
　　　　　合計　59人

　＊　出典　平成28年度　会津大学ガイドブック
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日新地区

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．緑町8番地内の側溝につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　緑町8番地内の側溝についての要望です。雨が降ると水があふれるの
で現地を確認してほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該地域は、これまで降雨時における側溝溢水について浸水被害等
の情報がなかったため、今後降雨時における側溝の流下状況等を調査
します。

8番地内の側溝
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日新地区

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．善久町の側溝整備につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　町内（善久町）の側溝が広くて深く掃除をしたいが、腰や膝が痛い
ので難しくなっています。市に町内の要望事項を出しましたが、いま
だ側溝の流れと異臭についての改善がされていません。

【事後処理結果】
　第9回市民との意見交換会（平成24年11月）で同様の要望が出されて
おり、議会として次のように事後処理報告書で回答しています。
　

　5月19日の現地調査では、「異臭の改善のために底をコンクリートに
していただく要望を上げたい」との話が出されました。
○道路維持課の回答
　水路整備については各地域からの要望が多くあることから、緊急性
や危険性などの総合的判断を行い、整備時期を検討します。

日新町11－19から10－12に至る側溝整備の要望個所を調査しました。

「公共下水道が整備されれば当該個所を埋め戻すことができないか」

「市から現物支給を要望し住民の皆様が改善できないか」

「常時水を流すことはできないか」等、話し合いましたが、専門家の

意見を聞き、さらなる検討と要望を市に上げることにしました。
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日新地区

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．レオパレス付近の側溝整
備について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

７．防犯カメラ設置の相談に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　レオパレスのところに、ごみを捨てていく人がいるが、誰に注意し
てよいか分からない。カメラを設置したいが、どこに相談したらよい
か。

【事後処理結果】
　設置する箇所により担当所管課が異なるため、事務事業としてどこ
が行うのか明確となっておりませんが、要望についてはお聞きするこ
とができます。なお、電信柱等に防犯カメラを設置する際は、所有者
と協議することとなります。

【市民からの要望・質問】
　西七日町と金川町内の境にあるレオパレス付近の側溝の路肩が崩れ
ています。また、農業用水路の堀り上げで、花が咲いている上に土砂
を上げていった事例がありました。側溝整備の予算がついたと聞いて
いますが。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　今年度から複数年をかけて工事が行われることとなりました。この
水路改修で路肩の崩れや堀上などの維持管理が軽減されることになり
ます。
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日新地区

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．側溝の清掃について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

９．側溝の異臭について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　本町町内会の商店街の問題ですが、店の前は県道の側溝でグレイチ
ングになっています。そのグレイチングですが、蓋を開けられるも
の、開けることのできないものの２つがあります。問題となっている
のは、グレイチングを開けることができないので持ち上げようとしま
すが、高齢のため力が弱くなり持ち上げることができなくなってきて
います。そのため側溝の掃除ができない、やれないところが多くなっ
ています。そうしたことが商店街で多く見受けられるようになりまし
た。

【事後処理結果】
　福島県建設事務所に道路維持課を通し要望事項についてお話をする
ようお願いしました。

【市民からの要望・質問】
　七日町通りの七日町2番地付近の側溝は悪臭がします。その要因は、
側溝の水が流れないことだと考えます。何とか問題を解決していただ
きたい。

【事後処理結果】
　現地調査を行い確認してきました。
　また、道路維持課から側溝の流水についての聞き取りを行いました
が、「常時水量を確保し流すことができない地区」であるとの回答で
した。また、要望については、管理をする福島県建設事務所に道路維
持課を通し話をしていただくようにお願いをしました。
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