
１．議会報告、市政全般についての総括
　　新しく区長さんになられた方の参加があり、町内会に関する制度周知の必要性を感じた。
　【主な意見等】
　　・生活保護のあり方
　　・ごみステーション修理に係る補助　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「高齢化に伴う諸問題について」
　　今後の検討課題として、ひとり暮らし高齢者の新たな課題が出された。
　【主な意見等】
　　・高齢者に対するなりすまし詐欺対策
　　・介護予防体操の推進
　　・民生委員・高齢者福祉相談員の補充が困難となっている実態　など

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

　担当班　：第５班（出席議員）　成田芳雄、土屋　隆、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、長郷潤一郎　　（欠席議員）なし

　開催場所：南公民館

　参加人数：　17名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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2月定例会の概要と除雪に関するアンケートの結果
状況について、議員から説明した。

生活保護の予算はどのくらいの費用となるのか。 生活保護に要する予算について、生活保護者の数
は横ばいですが、医療扶助の金額は増えている。
平成28年度の生活保護に関する予算は、28億9千万
円あり、平成26年度の生活保護世帯は1,527世帯で
す。

○ ① 社会福祉

生活保護者への支給基準はどうなっているのか。
支給条件が甘いのではないか。生活保護者の実態
調査はされているのか。
大阪の橋本知事が実施したように、もっと調査を
厳しくしないと働く人がいなくなる。厳しい調査
をしないと市の財政も成り立たなくなってしまう
のではないか。また、生活保護者の生活レベルが
高過ぎるのではないか。

○ ② 社会福祉

生活保護者の方で、部屋が狭いとのことで、大き
なところに転居を考えているような場合はどうな
るのか。

移転の状況は市で把握している。生活保護者の行
動等を市の職員が全て監視することは、大変困難
であります。生活保護者の違法支給等の情報が有
れば市に情報提供してください。市で調査する。

○ ① 社会福祉

60代と70代の2人が生活しているが、姓が異なる2
人がそれぞれに生活保護の支給を受けており、違
法な支給があるのではないか。

市に情報提供していただければ、市で対応しま
す。市に情報提供することは必要なことであり、
本当に生活に困っている人もいますので、困って
いる方の情報も提供してください。

○ ① 社会福祉

ごみステーションの修理については事前申請でな
いと補助金が出ないとのことであるが、公共の仕
事をして補助が出ないのはおかしいので、ぜひ事
後の修繕申請についても考えてほしい。

補助のあり方について、市に確認する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載)

環境

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※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 ※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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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※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 ※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

歩道と車道の段差がある所とない所がある。段差
を解消してほしい。なぜそうなっているのか聞き
たい。城南小学校の職員駐車場の所等。

場所を確認する。
現地を調査する。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７,８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

一般的な高齢化に伴う諸問題について、消費生活
センターの事例を紹介した。

高齢者に対するなりすまし詐欺の対応として、電
話に「この電話は録音されております。」との機
能を付加することで、詐欺対策に有効であったと
の事例もあるので、市でもこのような付加機能の
無料設置をお願いしたい。

○ ②

高齢年金と介護制度について、年金支給年齢が65
歳になったことは問題である。また、年金の中か
らいろいろな費用が引かれることも問題と考えて
いる。
高齢者の生活が厳しい中から社会保障費等が天引
きされることについては、国に陳情して年金生活
者の年金からの差し引きを無くしてほしい。

このことは社会整備全体の維持のため、必要な措
置であることも理解いただきたい。

○ ②

老人から介護費用を徴収すること自体が問題であ
る。 ○ ②

マイナンバーの内容が分からないので、市にマイ
ナンバーの説明を地区ごとにしていただきたい。

門田地区として、マイナンバーに関する説明会の
開催を市に要望してはいかがか。 ○ ①

市が実施している介護予防体操を推進していけ
ば、介護費用も減ると思うので、介護予防体操を
さらに推進してほしい。介護予防体操も介護費用
で実施されているのであるから、これを活用する
ことは市民の負担軽減につながる。

○ ②

→　高齢化に伴う諸問題について

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 →　高齢化に伴う諸問題について

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

高齢のひとり暮らしの方で、意志の疎通ができな
い時の入院費用の支払い等が発生した時、銀行か
ら引き出せない場合に対応できるような制度をつ
くってほしい。

○ ②

地区だけで高齢者を見守ることについては限度が
あるので、民生委員や高齢者福祉相談員にお願い
するしかない。これらの人選も困難になってい
る。
今回、市から高齢者福祉相談員を補充してくださ
いとの要望があったが、適任者を探すのが困難で
ある。また、このような人も皆、高齢者であり、
高齢者が高齢者を見る状態だ。
若い人は特に活動してくれる人がいない。
例えば、役所であれば、これらのことに従事でき
るのではないか、行政がこの問題にもっと踏み込
んでほしい。

今の問題は、大変重い問題と考えている。
このような問題をお聞きして、認識を共有するこ
とは大切ですので意見をお寄せください。

○ ①

一人で住む人が増え、空き家が多くなる。空き家
対策を進めてほしい。
町内会に空き家が増えているので、今後、町内会
の運営も困難になるのではないかと危惧してい
る。

空き家対策に対しては議会でも検討している。
持ち主が不明でも、行政が対応できるように法整
備がなされたので、今までよりは空き家問題は前
進するものと考える。
これらのことは高齢者対策としても重要なので
しっかり対応したい。

○ ①
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門田地区

件名

１．ごみステーションの修理
に係る補助について
　　　　　　　　　（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】
　ごみステーションの修理については事前申請がないと補助金が出な
いとのことであるが、公共の仕事をして補助が出ないのはおかしいの
で、ぜひ事後の修繕申請についても考えてほしい。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　ゴミステーション美化事業補助金は、会津若松市補助金の交付等に
関する規則に基づき行われています。補助金が交付されるまでの大ま
かな流れは、補助金の交付申請書の提出、書類等の審査及び必要に応
じて現地調査等により内容を調査し交付の決定、決定の通知、補助事
業の開始、補助事業の完了、実績報告となります。上記の補助金交付
等に関する規則に基づく補助金事業は設置工事に着手する前の申請を
定めています。
　また、補助金は申請されたものすべてが対象となるわけではなく、
一定の要件を満たし、審査をクリアすることや、市の予算の範囲内で
の執行となりますので、先着順となっています。
　このたびの問い合わせにつきましては、公平かつ効率的な補助事業
とするためには規則に基づいた事業を行っていくことが重要と考えて
おり、これまでも特例を行ってきませんでしたので、ご了承いただき
ますようお願いいたします。
　なお、区長さんに配布しております、町内会活動ガイドブックに町
内会活動に関連する市の事業等について問い合わせ先も含め記載して
おりますので、ご相談くださいますようお願いいたします。
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門田地区

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．歩道と車道の段差がある
所とない所の違いについて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　歩道と車道の段差がある所とない所がある。段差を解消してほし
い。なぜそうなっているのか聞きたい。

【事後処理結果】
○道路建設課、道路維持課の回答
　歩道の整備手法つきましては、大きく分けてマウンドアップ歩道と
フラット歩道に大別されます。
　マウンドアップ歩道は、車道と歩道に段差を設けることにより、歩
道と車道の区分を明確にし、車から歩行者を守ることを目的に、以前
から整備されてきた手法であります。
　しかしながら、近年、高齢化社会の進行により、段差が無く高齢者
や障がい者が通行しやすいフラット歩道での整備が主流となっており
ます。
　市といたしましても、バリヤフリー化が進む現在、段差のある歩道
を解消すべく、交差点改良や段差解消工事を進めておりますので、ご
理解をお願いいたします。

（参考）マウンドアップ歩道の長所と短所
○長所
・歩道と車道の区別が明確になる。
・歩行者の視線が高くなり、車両と歩行者の相互の確認がしやすくな
る。
・雨水が住区内に浸入しないようにする。
・進行方向を誤り車道外に逸脱した車の進行方向を復元し、又は車の
速度を低下させる。
　以上の利点があり、車社会の進む中で歩行者をより安全に通行する
ことを目的とする。

歩道と車道の段差のある所とない

所がある。なぜそうなっているの

か聞きたい。
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門田地区

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

○短所
・車両乗入口部分を下げなければならなず、自転車の通行や車椅子利
用者にとって通行し難い。

　近年の新設歩道は歩道と車道の区別を歩車道境界縁石のみとするフ
ルフラット歩道が主流となっております。
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