
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・生活保護に関すること
　　・道路脇の除草
　　・ガードレールの設置
　　・側溝整備　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「活力ある地域づくりと情報化について」
　・これまでの意見交換会で繰り返し出された光ファイバー回線の整備についての内容となりました。
　・地区として民間事業者との話し合いを持ち、何が問題、課題なのかを話してみてはどうかと提案しました。また、その段取
　　りについて調査し、事後処理報告をしました。

第16回市民との意見交換会・報告書（大戸地区）
　開催地区：　大戸地区 　開催日時：平成28年5月9日（月）　　18時30分　～　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：大戸公民館

　参加人数：　8名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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南原開発農地の道路の舗装を防塵舗装等にしてほ
しい。また、側溝が詰まっているので、今年中に
直してほしい。

その要望については把握しており、市も動いてい
る。

○ ① 農道

生活保護者の予算が増えており、費用の軽減の問
題はどのように考えているのか。

生活困窮者自立支援法に基づき、生活サポート相
談窓口を開設し、さまざまな相談を受け、例えば
就労相談に当たり就労に結び付けるような事業、
また、就労準備支援の取り組みなどを行い、生活
保護に至らないような施策、自立できるような取
り組みを行っている。

○ ① 社会福祉

障がい者は別であるが、生活保護を受けるべきで
ない人が生活保護を受給していたり、生活保護を
受けるべき人が受けていなかったりする。

○ ② 社会福祉

生活保護者をなくすべく実施してきたと思うが効
果がないのではないか。
給食費が払えないと言っているが実際は、余裕が
あるケースがあり、本当に困っている人とそうで
ない人を正確に把握してほしい。不公平感がある
ので、対応を考えてほしい。

生活保護の基準に合うかどうかの調査は、朝から
夜中まで何日も調査し、大変な労力を要してい
る。
おっしゃることは十分認識しているのでご理解い
ただきたい。

○ ① 社会福祉

○　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 番号 備考 ※項目
キーワード

※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 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※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

地方創生加速化交付金事業8,260万円程が可決とあ
り、さまざまな事業がありますが、事業の内容を
具体的に教えてほしい。

国の施策であり、地方を創生しようとして国で要
綱をつくり、これに当てはまる事業に対し、国か
らの交付金が出る。国の負担額が100％の事業であ
る。スマートアグリ実証事業はパソコンやタブ
レットにより、ハウス農業での湿度や温度等を自
動管理で行う事業。デジタル未来アート事業は、
近未来を創造させる事業で、平面に描いた絵がス
クリーン上に現れ動き出すなど、子どもたちを対
象に會津稽古堂で開催。デジタルDMOの整備事業
は、多くの外国人が日本に来ており、外国人の情
報源はスマホ等の端末機器なので、端末機器へ会
津の観光情報等を載せ、会津若松市の情報を提供
発信するもの。デジタル情報プラットフォーム整
備事業は、デジタル化の環境整備。等、それぞれ
の事業内容を説明。

○ ①
まちづく

り

最近のデジタル化を市民の皆さんに提供すること
は、大変良いことであるが、大戸町はその恩恵が
ない。大戸町でデジタル化をしようとしても整備
されていない。

テーマ別で意見交換

○ ② 通信

広域農道に草やツルや外来種が出て、ひどいので
除草を実施してほしい。
交通の視界も悪く、安全の管理状態も悪いのでぜ
ひ解決してほしい。

市民要望は市が窓口なので、国道でも県道でも市
に要望していただきたい。道路脇の除草には補助
金が出る制度があるので、詳細については市の道
路維持課に問い合わせて下さい。場所を確認し
て、対応する。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載)

道路

舟子にソーラーシステムがつくられたが、道路に
ガードレールがないので、ガードレールを設置し
てほしい。

要望を出す方法もある。
現場を確認して対応する。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載)

交通安全

道路
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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 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※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

会津縦貫道路整備について、環境調査を実施した
との話もあったが、その後の進展状況を聞きた
い。環境評価やルート計画等を聞きたい。

建設委員会の方には、情報は入っていない。県の
事業なので、今回はご意見を聞き置く。区長から
県に要望し聞く方法もある。

○ ① 道路

大戸中学校の校庭にしだれ桜があるが、桜の枝を
支えている木が細くて折れそうなので、補強等の
対応をお願いしたい。

市に管理状況を聞いて対応する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載)

文化財等
整備

沼尾から舟子に行く道路の山側の側溝が詰まり、
水が溢れ、冬凍結して危ない。市の担当にも伝え
たが改善されていない。

市に管理状況を聞いて対応する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８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

前回の意見交換の内容を説明。

議会として未整備地区をどのようにすれば良いか
の検討をしてきたが、現時点ではあまり良い解決
策がないのが残念です。光ファイバー回線事業
は、民間の業者が費用対効果を考慮して実施する
ものです。
いろいろな通信業者と話し合いをしているところ
ですが、市独自での光ケーブルの埋設の計画はな
く、予算もないと市から回答がありました。

舟子、桑原、沼尾地区では、大川ダムから分岐し
てテレビを見ているが、大川ダムの光回線を利用
してインターネットを見ることはできないのか。

光ファイバーとテレビの電波とは違うものと認識
している。大川ダムから引くことが可能か、当局
に確認する。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)

インターネットの速度が遅い。接続が悪い。光で
は速度が速く、光を使用している人と使用してい
ない人では格差がある。格差を是正すべき。しか
しながら、市の考えは、個人対応とのことなの
で、話はこれ以上進まない。

○ ②

防災無線設置をお願いしているが、市では対応し
てくれない。 ○ ②

下郷町ではインターネットも防災無線も整備され
ている。大戸町ではラジオも入らない。金山町の
ようにFM放送の整備をすることも考えられるので
はないか。

○ ②

→　活力ある地域づくりと情報化について

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 →　活力ある地域づくりと情報化について

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

インターネットの環境は、市内同一のサービスに
してほしい。情報インフラの予算をつけてほし
い。
今ではワイファイも良く受信できるとか、光は料
金が安いとの情報を聞くが、実際のところはイン
ターネットのことは良く分からない。

光ファイバー設置の件に関しては、市よりも民間
業者に聞いたほうが良いと思う。
大戸地区としては、光ファイバーの埋設について
は、NTTに要望していただき、詳細を確認してはい
かがか。

○ ②

NTTの話を聞く段取りの方法を教えてほしい。 確認する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)
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大戸地区

件名

１．広域農道の除草について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

２．舟子の太陽光発電の場所
へのガードレール設置につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　舟子にソーラーシステムがつくられたが、道路にガードレールがな
いので、ガードレールを設置してほしい。

【事後処理報告】
○道路維持課の回答
　現在、太陽光発電の周辺に鉄パイプによる防護柵が設置されており
ますが、これらは太陽光発電の工事車両が通行するために市道を拡幅
盛土した民地部分に設置されております。
　新たなガードレールを設置することについては、現状の官民境界が
道路敷内の平坦な箇所となってしまうことから困難であります。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　広域農道に草やツルや外来種が出て、ひどいので除草を実施してほ
しい。交通の視界も悪く、安全の管理状態も悪いのでぜひ解決してほ
しい。

【事後処理報告】
○道路維持課の回答
　当該路線は大戸町上三寄大豆田の国道１１８号を起点とし、大戸町
上三寄南原の主要地方道会津高田上三寄線を終点とする市道大３－５
５号線であり、平成２７年１月３０日付けで道路維持課の管理となっ
ております。この管理区分については、車道部分は市の管理でありま
すが、歩車道境界縁石より歩道側については一般県道会津若松熱塩温
泉自転車道線であり、福島県の管理となっております。
　除草については、その繁茂状況により車道分について市で実施いた
しますが、その他歩道より外側の除草につきましては、管理者である
福島県に要望してまいります。

広域農道の道路脇の除草をお願い

したい。

舟子の太陽光発電の場所の所に

ガードレールを設置してほしい。
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大戸地区

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．大戸中学校のしだれ桜に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

４．沼尾から舟子に行く道路
の山側側溝の土砂詰まりにつ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　大戸中学校の校庭にしだれ桜があるが、桜の枝を支えている木が細
くて折れそうなので、補強等の対応をお願いしたい。

　【事後処理報告】
○文化課の回答
　大戸中学校のしだれ桜につきましては、状況を把握しており、現在
対応中です。

【市民からの要望・質問】
　沼尾から舟子に行く道路の山側の側溝が詰まり、水が溢れ、冬凍結
して危ない。

【事後処理報告】
○道路維持課の回答
　当該箇所の土砂詰まり解消については、平成２８年３月に側溝内土
砂ざらいを実施し、さらに同年４月に側溝上及び路肩に堆積した土砂
の撤去を実施し最低限の通水機能の確保を行いました。
　今後とも、道路パトロールにより状況を把握し、通水に支障がある
と判断される場合には引き続き対応してまいります。
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大戸地区

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．大川ダムの光回線の利用
について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

６．NTTから話しを聞く段取
りの方法について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　ワイファイや光回線についての情報を聞くが、実際のところはどう
なのか。NTTの話を聞く段取りの方法を教えてほしい。

【事後処理報告】
　市役所栄町第３庁舎が入っているビルのＮＴＴ窓口に地元区長から
意見交換の場を持ちたいとの要望書を届ける方法があります。様式な
どは特にありません。ちなみに、ＮＴＴとしては、目下、ＮＴＴが単
独で光ケーブルを敷設する場合の経費を見積もっているところで、費
用対効果を考えた場合、どのくらいの世帯が接続すれば採算が合うの
か計算中とのことです。だいたい１ヶ月くらいで見積もりが終了する
とのことで、具体的な数字を示しながらの意見交換ができれば有意義
であろうとのことです。結果は情報政策課長を通して第５班に連絡が
来ますので、その後要望書を提出されれば良いのではないでしょう
か。

【市民からの要望・質問】
　舟子、桑原、沼尾地区では、大川ダムから分岐してテレビを見てい
るが、大川ダムの光回線を利用してインターネットを見ることはでき
ないのか。

【事後処理報告】
○情報政策課の回答
　大川ダムの光ケーブルはダム管理のために敷設されています。一般
家庭向けのものではありませんので、大戸地区への延伸は無理です。
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