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１．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
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第16回市民との意見交換会　　議会報告、市政全般についての意見交換における地区別の総括

班 地区 内容 参加人数

一箕

　議員の行政に対する姿勢を正してもらえました。

　【主な意見等】
　　・赤井谷地の管理のあり方
　　・学校のカーペットの衛生対策
　　・学校の耐震化対策
　　・地域福祉計画への議会の関わり
　　・街路灯改修に係る補助制度　など

37人

河東

　【主な意見等】
　　・議会からの要望的意見の効力
　　・議員定数、報酬等
　　・小中学校、広田西公園での放射線線量計の数値
　　・産業振興策　など

30人

湊

　【主な意見等】
　　・旧原小学校校舎、敷地の活用
　　・高齢者スポーツ、文化活動への助成
　　・携帯電話の電波が届かない地域への対応　など

32人

１班

議員の班編成（◎は各班の代表者）

１班 ◎戸川 稔朗、吉田 恵三、髙梨 浩、大山 享子、横山 淳、斎藤 基雄

２班 ◎渡部 認、内海 基、村澤 智、小倉孝太郎、樋川 誠、清川 雅史

３班 ◎鈴木 陽、小倉 将人、佐藤 郁雄、譲矢 隆、阿部 光正、目黒章三郎

４班 ◎石田 典男、佐藤 勉、原田 俊広、古川 雄一、中島 好路、松崎 新

５班 ◎成田 芳雄、長郷潤一郎、丸山さよ子、成田 眞一、佐野 和枝、土屋 隆
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第16回市民との意見交換会　　議会報告、市政全般についての意見交換における地区別の総括

班 地区 内容 参加人数

鶴城

　①一斉清掃について
　　　　「春の一斉清掃を実施したが、地区内には多くの公共施設があり、地域と一緒に協力して実施してもらいたい」
　　　との意見をいただきました。議会としては、担当部署に現状を確認するとともに、地域と連携して対応してもらう
　　　よう改めてお願いをしました。
　
　②私道の除雪について
　　　　現在、公共性のある私道の除雪が実施されていますが、「私道除雪対象の条件緩和について、多くの私道が
　　　対象となるよう取り組んでほしい」との意見をいただきました。今後も議会として、少しでも前進できるよう取り組
　　　んでいく必要があると考えます。

16人

行仁

　　補修や整備等の要望が多く挙がりました。馬場通りの側溝の石蓋と『四季花』前の側溝については現場確認を行
　いました。

　【その他の主な意見等】
　　・空き家問題（固定資産税）
　　・市長公舎の利活用法　など

11人

町北・高野

　地区内の永年の懸案事項である、道路や側溝整備の要望が出されました。

　【主な意見等】
　　・藤室街道の渋滞問題
　　・ヨークベニマル町北町店裏側の東西道路の側溝整備
　　・圃場整備に対するアピオへの道路整備
　　・アピオから及川街道へ抜ける道路整備　など

13人

２班
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第16回市民との意見交換会　　議会報告、市政全般についての意見交換における地区別の総括

班 地区 内容 参加人数

謹教

　①除排雪対策について
　　　　除排雪対策については、雪ため場の確保（固定資産税の減免など）、私道の除雪、重機の台数確保、流雪溝
　　　の使用方法、除雪の優先順位など、さまざまな意見をいただき、出席者の多くの関心を集めました。今後も継続
　　　して、雪ため場の確保、私道の除雪について、議会として取り組んでいきます。
　②信号機の問題について
　　　　葵高校近くの押しボタン式信号機の問題が示され、７日の意見交換会のあと、住民より１２日付けで要望書が
　　　危機管理課に提出されました。また、１６日には警察署に要望書が提出され、早急な対応がなされています。

　【その他の主な意見等】
　　・市庁舎建設
　　・行政地区と学校地区が違うことでの不都合
　　・町内会長の担い手不足
　　・水道事業（浄水場の改修、水道料金の改正など）
　　・川ざらいの実施時期　など

17人

城北

　○除排雪関係について
　　　・「雪捨て場の確保」や「流雪溝でない水路に雪を捨てさせてもらいたい」という要望ならびに間口除雪対策につ
　　　　いての提案及び意見をいただきました。
　　　・「間口除雪・排雪などは、小型のダンプや除雪機があれば地域で何とか解決できる」という意見は傾聴に値し
　　　　ます。自分たちで何とかしなければという思いを具体化できないか、検討するべきと考えます。
　　　・建設委員会による除雪についてのアンケートの集計結果（抜粋）を資料として配布したことで、当該地区の現
　　　　状が明確となりました。また、情報が共有されることで、今後、地域での話し合いや問題解決に大いに役立つ
　　　　ことが期待されます。

　【その他の主な意見等】
　　・水道事業（漏水状況とその対策）など

9人

神指

　○上水道整備について
　　　　上水道が引かれていない地区への今後の対応について質問を受け、地区から水道部に対して要望書を提出
　　　するようお願いをしました。

　【その他の主な意見等】
　　・神指小学校と永和小学校の統合
　　・市の予算（除雪費、民生費、市の借金など）

16人

３班
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第16回市民との意見交換会　　議会報告、市政全般についての意見交換における地区別の総括

班 地区 内容 参加人数

北会津

　【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

8人

日新

　【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

14人

城西

　【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

14人

４班
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第16回市民との意見交換会　　議会報告、市政全般についての意見交換における地区別の総括

班 地区 内容 参加人数

東山
　【主な意見等】
　　・市議会議員の報酬に関する一部改正についての考え方
　　・市民との意見交換会をより良いものとするための提案　など

14人

大戸

　【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

8人

門田

　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ました。

　【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

17人

参加人数の合計　 256人

５班
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 河東

マイナンバーの手続きで河東支所を訪れたが、
本庁舎での手続きを進められ、本庁舎へ行った
が、本庁舎の中は分かりづらい。丁寧な案内が必
要である。

要望として伺う。

３班 謹教
市庁舎建設について、須賀川の場合、60％の補助
であった。４２億も積立しているでしょう。

市役所、公民館などは、補助率0です。須賀川は震
災対応です。震災特例です。

１班 湊

選挙権の年齢引き下げ（１８歳）による選挙が
行われるが、投票所、入場券の家庭配布など、今
までと変わりはないのか。

　選挙制度改正によるシステム改修の予算が成立
しているので、入場券は間違いなく配布されるこ
とと思う。
　投票所については、新たな場所も検討されてい
るようです。

２班 行仁

投票率向上のために期日前投票所の増設を市内商
業施設と協議を進めているとあるが、具体的にど
こか。また、今後も増設されるのか。

アピタに決定している。今後については、今回の
結果を踏まえて検討。

市長公舎にIT企業が入ったが、すぐに出て行って
しまった。今後の活用方法は。

議会でも利活用方法は検討されてきた。入居に当
たり、永く使用していただく前提で改修の予算も
つけたが、すぐに退去されたということで、ミス
マッチな事業とならざるを得ない。今後、議会で
質していく。

市長公舎をサロン、カフェのような交流の場にし
たらどうか。

ご意見として伺います。

行政

市庁舎

選挙事務

公共施設 施設管理 ２班 行仁
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公共施設

児童福祉

施設管理

遊び場
４班 北会津

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。

４班 北会津

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。

４班 城西

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。

施設管理公共施設
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公共施設 施設管理 ４班 城西

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。

松長の会津バス停留所が住民の依頼で離れたとこ
ろに移動したため、足の悪い高齢者はそこまで行
くのが困難である。戻せないのか。

今後の課題として伺う。

市は月6,500円のフリーパス券を出しているが、よ
そでは無料になっている所もある。高齢者のため
にも市営バスにするのが良い。

要望として伺う。

交通

高齢福祉

バス

高齢者
対策

２班 鶴城

地域公共交通網形成計画とあるが、買い物が生協
の販売車だけでは足りないない場合、バスで買い
物に行けるよう地域に入って回ってもらえるよう
になればいいなと考えている。ぜひ、利用しやす
いコースと時間を検討してもらいたい。

ご意見として伺う。

市債 ３班 神指

市の借金というのはいつ無くなるのでしょう
か。

　全く無くなるということはないが、徐々に減っ
てきている。現在800億円を切るくらいになった。
国のガイドラインでは普通会計基準で、あと30億
円程度減らすべきとなっています。毎年2億円ぐら
い減らしていますが、ここ数年はその額が少なく
なりました。

財政運営 ４班 城西

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。

１班 一箕交通 バス

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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 神指

市の財政の中で民生費が大きな割合を占めてい
るが、これはどんなところに使われていますか。

　福祉関係です。幼稚園・保育園または生活保護
等です。高齢者も増えているので本市のメインの
予算となっています。平成7年当時は一割程度でし
たが、今は四割になっています。当時三割程度
あった建設費と割合が逆転しています。

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。

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。

４班 日新

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。

人件費
人件費
(民生費)

４班 城西

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。

城西４班予算
(民生費)

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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

税
ふるさと
納税

４班 日新

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。

携帯電話
基地局

１班 湊

田代・高坂地区において携帯電話の電波が届か
ない。過去にマムシにかまれた人がいて、自宅か
ら連絡を取った状況であり、アンテナを設置する
などして携帯電話により緊急の連絡が取れるよう
にしてほしい。

　人命に関わることであると認識します。
　地区の資金で設置できるアンテナがないかどう
かを含め、いろいろな手法を調査いたします。
（事後処理報告書Ｐ93）

光ファイ
バー

５班 大戸

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
通信
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津大学 ４班 日新

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。（事後処
理報告書Ｐ94）

１班 河東

自治基本条例の内容について、市議会はどう考
えているのか。

　自治基本条例は、自治体の憲法ともいうべき性
格を有しており、今後のまちづくりの基本方針と
なるものである。市は、まちづくり市民会議等か
ら意見を徴しながら６月定例会に提案する予定で
あるため、議会で十分に審議する。

３班 謹教

自治基本条例については、個人的な見解では拙速
にできないのではないか。議員で良く議論してほ
しい。要望です。回答は要りません。

４班 城西

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。

まち
づくり

自治基本
条例
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

自治基本
条例

４班 城西

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。

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。

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。

まち
づくり

日新４班
スマート
シティ
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。

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。

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。

まち
づくり

スマート
シティ

４班 日新
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まち
づくり

まち
づくり

５班 大戸

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。

まち
づくり

広域事業
組合

まち
づくり

施設建設

４班 城西

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。

まち
づくり

観光

まち
づくり

観光政策

４班 城西

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。
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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 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まち
づくり

農政

地域
づくり

農政

１班 一箕

福島大学農学部の会津への誘致をしていないので
はないか。誘致するべきだ。

会津総合開発協議会に要望書を出している。
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 日新
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。（事後処理報告書Ｐ95）

５班 大戸

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。（事後処理報告
書Ｐ96)

市は15、6年前から赤井谷地を保存しているが、ど
のように管理しているのか。

現地視察の上、回答をする。（事後処理報告書Ｐ
96）

八幡町内には、5、6年前までサワガニやホタルが
生息していた所があったが、宅地造成により開発
され、今はまったく見られない。環境アセスメン
トの面からいかがなものか。

要望として伺う。

ごみ ５班 門田

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。（事後処
理報告書Ｐ97)

いっ水 側溝

環境

環境保全 １班 一箕
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

除染について、会津若松市と喜多方市は除染して
いないと聞いた。なぜかというと、観光地で風評
被害を心配しているからということだ。線量は低
いが、子どもたちが甲状腺がんになっているとも
聞く。市がやりたいと言ったが議会が反対したの
か。

震災以降、除染についての予算案は一度も出てい
ない。議会は、上がってきた予算について審査す
るもの。上げるなという権利もないので、反対な
どと関わってきたものはない。除染地域の認定を
受けるかどうかという点だと考えられる。なお、
風評被害を心配してということではない。発災当
時は、ホットスポットと言われる線量が高い場所
もあったが、認定を申請する時期になると基準値
以内になって低かったのが理由と聞いている。そ
こで、各町内会に補助金を出して側溝の掃除をお
願いした。委員会としては、国や世界の基準な
ど、何をもって線量の基準とするのかなどの議論
があったことは確かである。

会津地域で除染をしたところはあるのか。表土を
はぎ取って土の入れ替えをしたところもあると聞
くが。

ここで、他の市町村がどのような除染をしたのか
持ち合わせてはいないが、実施した自治体もある
ようである。民間で自主的に実施したところもあ
るようだ。

放射線
対応

１班 河東

放射線の線量計だが、なぜ広田西公園の線量計
を撤去したのか。モニタリングポストのマイクロ
グレイの数値は、リアルタイム線量計等のシーベ
ルト数値と比較して低すぎるのではないか。恒久
的な看板等で安全性をＰＲすべきでは。

　議会における所管は、文教厚生委員会であり、
持ち帰って市当局に伝えて調査する。（事後処理
報告書Ｐ98）

交通安全 街路灯 １班 一箕

居合緑地公園にある街路灯が腐食していて危険で
ある。通学路でもあるので補助金で直せるのか。

調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ99）

環境

放射線
除染

２班 鶴城
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班
町北
高野

下荒久田の国道１２１号線のところに横断歩道は
出来たが、医療センターが出来てそこに通う職員
も増えたため、交通量が増えて危険が増した。手
押し式でよいので、そこに信号を設置してほし
い。

市から県に要望を出しているが、県警というか公
安庁の予算であり、プライオリティー（優先順
位）があるのでなかなかすぐにということにはな
らないのが現状である。我々としては、今回の意
見を十分に理解していきたいと考えている。

信号機の問題です。地元の住民もそうですが、葵
高校生にも迷惑がかかっている。押しボタン式の
信号機ですが、神明通り側と隣の信号機が連動し
ていないので、非常に時間がかかる。葵高校の生
徒が、第二グラウンドへ行く際、かなり時間がか
かる。生徒でいっぱいになり、歩道を通る人に迷
惑がかかっている。今回、生徒側より苦情が出て
きている。通行者からも苦情が出ている。このま
まではトラブルになるのではないかと心配であ
る。連動してもらえれば、スムーズに渡ることが
できるのではないか。何とか対応してほしい。

現状を確認した上で、警察に相談しないといけな
い。歩行者専用なので、車の場合は特に影響、問
題はない。（事後処理報告書P100)

警察に電話をしたら、アンケートを取らないと一
人の要望では駄目だと言われた。その日にアン
ケートを取ったが、それでもなかなか思うように
進まない。押しボタンをなくしてほしい。

県の公安なので県で決めることである。かなり客
観的なデータを交えないと駄目である。住民の声
を代表する、町内会、学校、ＰＴＡ、小学校の学
校関係者の意見をまとめて、市の交通安全のこと
を行っている危機管理課に持っていき、その上で
警察に持っていくようにしないと。そういう手順
になります。（事後処理報告書P100)

西松屋の前の押しボタン式信号機も、３年間か
かった。町内会、学校ＰＴＡから言っても、なか
なかやってくれない。危機管理課の中に、交通関
係の担当ががあるので、そちらに通してやった方
がよい。

手順に関しては、我々が一緒にアドバイスしなが
ら行いたいと思います。

交通安全 信号機

３班 謹教
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

交通安全

道路標識

カーブ
ミラー

２班
町北
高野

藤室街道（アピオに抜ける道）が、１～２㎞渋滞
している。それによって、車が村の中を通るよう
になり、狭い道なのにスピードも出して、数も増
えてきて危険である。本当に狭いところは、拡幅
やすみ切りが必要になるかもしれないが、まずは
止まれの標識やカーブミラーなどの設置をお願い
したい。

実際に朝の渋滞を体験したことがあるが、確かに
渋滞している。追突事故も何件も発生していて、
大変な状況であることは把握している。１０年来
の要望がなされているということなので、今まで
の回答がどのようなものであったか、確認してみ
る。（事後処理報告書Ｐ101）

交通安全

道路

ガード
レール

道路整備

５班 大戸

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。（事後処理報告書Ｐ
101)

斎場業務 斎場業務 ２班 鶴城

市の斎場条例の一部改正について、地区内にも今
まであった貸出を活用するしかない方が現実にい
る。また、この格差社会の中で毎日やっと生きて
いる人もいる。この制度を活用する人は非常に少
ないと思われるが、残していただきたい。

お金が無くて葬儀ができないということがあって
はいけない。委員会の中でもさまざまな議論がさ
れたが、結局廃止となります。その代わりに補助
制度が新たに創設され、民間の葬祭場と連携して
対応することとしている。しかし、その補助制度
が今までのように困っている方々への対応が十分
できるのか、今後の状況を注視していく。

仕組み
づくり

３班 謹教

議会は、方向づけする条例をつくれるのでしょう
か。

議会の提案で、制度をつくっていこうということ
で、当局にやらせることは可能である。議会は条
例を提案してつくることができる。条例化、制度
化していかないといけないと思う。

除雪アン
ケート

３班 城北

除雪のアンケートだが、61.5％の回答率だった。
回答内容を見ると、「雪留場が少ない」、また、
「業者との事前打ち合わせがなされていない」と
いう町内が多いようだ。このことについてのご意
見を求める。

雪害対策
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 城北
アンケートに記入したが、報告書にその通り書か
れており評価する。

３班 謹教

除雪アンケートは、地区別に行っていますが、中
身を道路維持課に言ってほしい。業者にも指導い

ただければと思う。

雪が降る前に地区のほうから業者に話してもらっ
てよい。きめの細かい対応をしたいと思っていま
す。今まで、事前に区長会と業者が話し合ってい
ることはあまりない。建設委員会は、除排雪対策
について、直接業者と意見交換を行っています。
どうやったら、いかに限りある人員と機材を有効
に使うかを検討している。

ローダーの資格を持っているので、手伝ってもよ
いが、町内で借りるとすると、ローダーのレンタ
ルは高額で、ダンプのレンタルも高額である。除
雪は、どこまでやることなのか。雪を持って行っ
てはくれないのか。

市では、除雪は積極的だが、排雪はまだ積極的で
はない。議会側では、排雪を積極的に行おうと話
し合いをしている。重機については、高額なので
市が購入するしかない。しかし、一度には購入で
きない。

ロータリーでなくとも、バケットタイプでもでき
ると思う。免許資格が必要になる。道路交通法に
かかるでしょうか。

効率が悪いと思う。今はあまり使用していない
が、流雪溝があるので、利用してはどうかと思
う。しかし、川下で水があふれてしまうというこ
とがあった。流雪溝の利用がきちんとされていな
い。有効な使用方法を考えるべきである。例え
ば、時間を決めて雪を流すということをきちんと
守ればよいと思う。今後、復活するように当局と
話をするので、市民の皆さんも使用方法のルール
を守って協力してほしい。

雪害対策

除雪機
購入

３班 謹教

除雪アン
ケート
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 謹教

重機の台数やオペレーターの数は十分なのか。昼
も夜も操作してくださいというのは無理でしょ
う。窓口はどうなのか。雪が多いと、高齢者が多
いので大変である。排雪してもらわないと大変で
ある。

除雪までの体制はできている。雪を押すだけの体
制は、主な道路はできている。待機の体制はでき
ている。問題は、大雪の時、除雪した時に雪山が
できてその後の掻いた雪の処理が大変である。こ
れは、高額な重機のこともあるので、予算のこと
もある。

３班 城北

排雪するためのロータリー車が無理であれば、軽
のダンプでも貸し出しの仕組みがあれば、小さな
除雪機とのセットで間口の雪ぐらいは片づけられ
る。また、除雪はしても、交差点に山にしたまま
置いていくので、子どもたちは車道を歩かざるを
得ないという問題があるが、これも解消できるの
ではないか。

現在の除雪は、最低限車が通れるまでである。排
雪にはロータリー車とダンプ4～5台で実施するし
かないが、経費が掛るので、一部しか実施できな
い現状にある。

家の入口を除雪してきれいにするとそこに雪を置
いてゆく。役所に電話するとそれは業者がやって
いるから仕方ないですと逃げられた。

業者との打ち合わせのことだが、何の連絡もな
い。除雪の仕方が下手である。

各地区の町内会長に対して、打ち合わせすること
になっているはずである。市のほうもそのように
議会に説明しているが、アンケートの結果を見て
もそうではないようなので確認させてください。
それぞれ業者を確認して連絡を取り合って進めて
ください。（事後処理報告書Ｐ102）

３班 謹教

ハローワーク前の道路について。去年の11月に話
をしたが、道が広くないので、雪が降った時に混
雑すると人が歩けなくなってしまう。救急車の往
来が多いし道路幅が狭い。どのように対応してい
るのか。本当に道路が狭いので、優先的に除雪排
雪を行うとか、何とかしてほしい。

除雪はできているが、排雪がうまくいっていな
い。市が正面から取り組まないといけない。安全
に直結するので、全面的に対応しないといけない
と思う。直接、市長と話し合いをしていきたいと
思う。優先順位をつけて、病院、学校前などを
行っていくように対応したい。

雪害対策

除雪後
対応

除雪作業

３班 城北
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 鶴城

あいづわかまつ広報議会５ページ（別掲１）私道
の除雪についての要望的意見とは、どの程度効力
があるのか。また、市民目線からすれば私有地を
提供しているのだから条件を緩和してもらい、１
つでも多くの私道を対象としてもらいたい。通り
抜けできるという条件がネックとなっている。冬
場はデイサービスの送迎で、デコボコ道になり恐
怖を感じることもあるほどです。市民の生活と安
心を守る観点からも、ぜひ今後もしっかり取り組
んでもらいたい。

議会としては効力があると考える。平成２６年ま
で議会として、私道の除雪をやるべきだと訴えて
きた。結果して当局もきちんと受け止め対応して
きた。私道の除雪は原則所有者が行うべきである
という考え方そのものが、住民の皆さんからの目
線と考え方が違う。議会として、当局と市民のベ
クトルを合わせるために取り組み、公共性という
点から条件の緩和についても今後、課題として研
究しプロセスを持ちながら前進するようにして行
きたい。

除排雪対策について。今年は雪が少なく業者泣か
せであった。広報議会に私道除雪の取り組みとい
う記事があり、私道除雪の条件を緩和すべきでは
ないかということが書いてあったが、建設部長は
どうのように答えたのか。あまりよくわからな
かった。

建設委員会で実施した除雪のアンケートの中間報
告も兼ねて答えます。20の区長会があり、全区長
にアンケートをお願いした結果、謹教地区の回収
率は35％の回答であった。もう少し細かな回答を
頂ければよかったと思う。今までは主な市道のみ
の除雪であったが、去年から公共性が高い私道の
除雪も始まった。主に高齢者が増えていることに
よって、排雪ができていない。戸口排雪の問題が
大きい。6、7ｍの太い道路は、ロータリー車で掻
き揚げてダンプに積むというやり方があるが、全
て整備するには時間とお金がかかる。対策とし
て、空き地をお借りして雪を積むということを考
えている。そのために、固定資産税の減免という
優遇策も考えている。将来、私道の排雪について
は、重機の一層の充実を図るよう当局に申し出て
いる。

私道除雪について、お金はどこで出すのかとか、
問題はあると思うが前向きに行ってほしい。

なかなか進まないが、今までの意見交換会の中で
最大のテーマである。安全面のこともあるので最
優先のものと思っている。解決の方向を図ってい
きたいと考えています。

３班 謹教

雪害対策 除雪私道
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

除雪対応 ４班 北会津

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。

３班 城北

アンケートには、「藤室街道の東側の歩道除雪を
していただきありがたい」となっているが、昨年1
月上旬には歩道が全然除雪されていなかった。只
見線の踏切まで3時間かけてやりました。歩道除雪
をやったなんてありえません。

歩道除雪は全市的にはできていない。議会として
は、車道だけではなく歩道の除雪・排雪をするべ
きと認識した。これを市当局に認識させなくては
ならない。決断するのは市である。このアンケー
トは議会が実施した。（事後処理報告書Ｐ102）

３班 謹教

除雪は、歩道を早めに行ってほしい。前回も話が
出ている。事後処理報告書が出されているので、
しっかり守ってほしい。

わかりました。

除雪
雪捨場

３班 城北

今年のように雪が少ない年の除雪費を積み立てる
などして、お金のかかる水路整備とか、温水を引
くとかの建設に使ったらよいのではないか。大き
なプールをつくって近場の雪捨て場にするとか。
そうすれば、間口の雪ぐらいは自分たちで片付け
られる。30年後には雪の心配のない会津若松市に
なるのではないか。

色々と良いアイディアが出されましたが、例えば
流雪溝は、水が流れていなければならない。この
水は誰のものかといえば、国、東京電力のものな
ので利用するにしても簡単にはいかない。

雪害対策
除雪歩道
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 城北

雪捨て場がない。市で何とかしてほしい。空き地
の有効利用を検討してほしい。

雪捨て場は、各町内会で決めることになっている
ので検討してください。また、業者との事前打ち
合わせも、やはり地元のことは地元が一番分かっ
ているのでよろしくお願いしたい。空き地利用に
ついては、所有者に対する固定資産税の減免措置
を講じるなど、先進的自治体に学ぶ必要がある。
議会でも視察等、勉強しながら当局に働きかけて
いく。

３班 謹教

雪ため場、非常に良いことだと思う。しかし、固
定資産税の減免のことを言わないと、自分の私有
地が空いていても雪をためる場所をどうぞと、誰
も協力しない。何かいいことがある、プラスがあ
るということを言って、アンケートを取ってくだ
さい。自分からどうぞという人は少ないと思う。

秋田の実情を視察に行ってきました。市が中心と
なって結構うまくいっている。それを見習って、
固定資産税の減免は区長会ではできないので、仲
介に議会も入っていかないといけないと思う。

３班 謹教

関連して、私道の場合も減免措置になるのです
か。私道も認められた場合に、その近くの土地は
借り上げられるということですか。

今後、私道の除雪を増やしていく。土地を借り上
げていく方向で進めている。議会は執行部のやる
ことをチェックする機関である。当局の行ってい
ることが市民の生活にマッチしているのか、マッ
チしていなければ、正していかなければならな
い。雪の問題で困っている場合、お金がかかると
いうことだけで済ませてはいけない。きめの細か
い対策を行っていかなければならない。市長が、
「うん」と言わないと進まない。何年も前から、
議会は主張している。

雪害対策
除雪
雪捨場
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 城北

水路があるが、雪を捨てていいのか悪いのか。勝
手に捨てている家もある。玄関先の雪だけでも捨
てることができれば、9割がた排雪の問題は解決す
る。そのぐらいは近所で協力してやれると考え
る。また、水路への排雪もルールを守れば使用で
きるのではないか。

できないことではないと考える。議会の中でもん
で、市に伝えます。下流で水があふれたりしない
ような方法を、市と地域住民と全体で考えて利用
するようにすれば、利用も可という方向にいくの
ではないか、今はそこまでに至っていない。持ち
帰らせていただきたい。（事後処理報告書Ｐ103）

流雪溝に雪を捨てるなというのは、いつ頃決まっ
たのか。捨てている人もいるがどうなのか。目を
つぶっているのか。

市としては、川下の人が迷惑するので、今までの
実態を踏まえて雪を捨てるなと言っているが、な
あなあで行っているところもあるようだ。

しっかりしているところは良い。直接、湯川に流
れるところは良いと思う。場所場所で違うと思
う。

除雪弱者
対策

１班 湊

除雪についてのアンケートは毎年実施している
のか。また、アンケートに高齢者対策の設問は
入っているのか。

これまで、除雪に関する議論は議会として行っ
ているが、昨年の議員改選による新たな常任委員
会として議論をし、アンケートの実施に至ったも
のであり、今回初めてのものとなる。

高齢者対策についての設問は入っていないが、
高齢化が進む中での雪対策の検討を行っている。

仕組み
づくり

４班 城西

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。（事後処理報告書Ｐ
104）

雪害対策

流雪溝・
水路整備

３班 謹教
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雪害対策 除雪経費 ３班 神指

降雪の無い年の予算はどうなっているのか。来
年度以降の考えはどうですか。

　本年度6億弱の予算を確保したが、余った分は一
旦戻す。降雪はなかったが業者への待機料等を支
払っています。市民要望の一番多いところと考え
ています。

一斉清掃 ２班 鶴城

５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範
囲は、小田垣郵便局から最上屋さんの間となって
いる。この中に、まなべこ、県立博物館、鶴城コ
ミュニティセンターなど、公共施設がいくつかあ
る。地域で対応しているが、かなりの重労働であ
る。市の施設の場所については職員にも対応して
もらいたい。

他の地区でもそういう意見がある。県が対応する
ところもあるが、市として教育委員会などそれぞ
れ所管するところで対応するよう、それぞれの担
当課に伝えます。（事後処理報告書Ｐ104,105）

集会所 ２班
町北
高野

町北集会所が選挙の時には投票所となるが、昨年
の市議会選挙の時など、猛暑で立ち会いは大変で
あった。要望としては挙げているが、クーラーを
入れるとか、環境を改善してほしい。市からは、
今後は維持管理はするが新しい手入れはしないと
言われているが、利用者の数だけで決めるのは違
うと思う。

この件も要望が出されているのに前進がないとい
うことなので、今までの回答について確認してみ
る。（事後処理報告書Ｐ105）

地区 ３班 謹教

地区が、行政地区と学校地区に分かれているのは
なぜか。謹教地区は幅広い地域である。運動会へ
の寄付についてですが、現在住んでいる地区の人
は誰も謹教地区の運動会に参加していないので、
地区を見直さなくてはならない時期に来ているの
ではないか。

地域社会
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教地区は、６０町内会があります。行仁、鶴城
に行く人もいる。１回話し合いの集まりがあっ
た。馬場町の辺りは１５町内会があり、集まって
どうするか話し合ったこともある。行仁地区へ移
動してもよいのではないかということにもなった
が、移動しづらいのではないか。要望があれば、
馬場町の辺は、行政地区へ移動しても良いのでは
ないかとは思う。

もともと行政地区は、小学校地区毎で分かれてい
た。不都合ができてきた。行政地区については、
町内会に任されている。行政地区と学校地区が
違ってきているところがある。学校は、どっちに
行ってもよいとなっている。

学校区と行政区が違っていることで、不都合があ
れば、変えられる。不都合が起きているのであれ
ば、行政区を変えませんかということになる。不
都合が起きていますか。

地区としては東山地区だが、学校としては近いの
で行仁小学校に行っている。行仁でスポーツを
行っているため、放課後の学校開放利用の問題が
ある。地区の人でないのでという理由で、利用を
断られています。

学区の問題ですね。千石バイパスの辺で、地区が
分かれている。自由学区となっているところもあ
る。学区できちんと区分けしているところもあ
る。事情配慮することができると思う。
しかし、学校も線を引かないといけない。合理的
に線は引くべきである。定数が定まらないという
ことになる。線が合理的かどうかはあると思うが
線は引くことになる。

地域コ
ミュニ
ティ

３班 謹教

町内会長の担い手がなかなかいない。住民の安
心、安全が第一である。地区の危機管理のあり
方、地震の問題もある。空家の問題、福利厚生の
問題では地区での見守りの問題が出てくる。行政
だからゆっくり行っているのかなと我慢していま
す。空家の問題も進まない。

地域社会

地区 ３班 謹教
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町内会 ２班 行仁

区の構成員がはっきりしない。空地、空き家や駐
車場の所有者への対応が悩まされる。判例集を
作ってもらいたい。

町内会の定義はあいまいで、歴史的背景や人間関
係がそれぞれ違うので町内会の自主性に任せてい
るというのが市の公式見解なので、マニュアル等
は存在しない。ただ、世帯数の少ない町内会が増
えているので再編等は今後の課題である。

町内活動 ３班 謹教

川さらいの日程が、明日である。もっと早くやっ
てもらわないと困ると農家の方々は言っていた。
今までは４月に行われていたが、今年から５月に
なったのはなぜか。遅すぎると農家の方々は言っ
ている。

４月に行ったところもあります。なぜ、この時期
になったのか、その理由を確認します。（事後処
理報告書P106)

空き家条例はできたのか。補助金は出るのか。
近所の方から空き家の庭木の苦情がある。町内会
で対応しているが、持ち主が分からないこともあ
り、環境問題や雪の問題もあるので空き家対策を
してほしい。

条例はできていない。必要性については検討中。
補助金もまだ検討中。地権者が分からない場合が
多く、分かる前に法的処理をしていいのか、ま
た、行政代執行には大変な手続きと時間がかかる
ので、何とか簡素化する検討が始まったところで
す。

持ち主が分からないところは固定資産税も払って
いないのか。

相続者がどこにいるか分からなかったり、相続手
続きをしていないところもある。
法整備や条例整備が必要。固定資産税は過去5年し
かさかのぼれないので、それ以前は不能欠損扱い
になる。
空家対策協議会の最終会議が5月に開かれるので、
そこで条例の必要性が協議される。

行仁

地域社会

防災・
安全

空き家
対策

２班
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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 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

防犯
カメラ

４班 日新

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。（事後処理報告書Ｐ107）

防犯灯 ２班 鶴城

水銀灯のＬＥＤ化について、区で実施すると４万
円くらい費用が掛かる。市の補助を増額してもら
いたいが、現時点で対応してもらえることはある
か。

平成２８年度も予算を増額して対応している中
で、今年度の補助は、一町内会３灯程度としてい
る。町内で計画書を作成してもらい、年度計画に
のっとって補助を出すという検討もしている。ま
た、世帯数や灯数の状況により負担も大きくなっ
ていることから、上限1,000円の補助も見直しを検
討している。当局も現状を良く理解しており、さ
まざまな国、県の補助を活用できないか検討して
いる。

避難場所 １班 湊

第１５回市民との意見交換会において、旧原小
学校が避難場所として不都合であるとの意見に対
する市の回答が不十分である。旧原小学校は老朽
化が甚だしいため、早急に解体し、避難場所を新
たに設置すべきである。

旧原小学校においては、今年度、農政部が進め
る地域活性化事業により改修することとなってい
る。

防災・
安全
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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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

健康生き
がい対策

１班 湊

高齢者スポーツ、文化活動への補助・助成はな
いのか。

　現段階において高齢者スポーツにかかる市の補
助・助成制度はないと思います。
　文化活動については承知していないが、市以外
の民間団体等が行う助成制度があるので、問い合
わせるとよいと思う。団体の運営費への助成はな
いが、実施事業への助成など民間団体で行ってい
るものもあります。また、市の公共施設において
は、会場使用料の減免措置を行っているものもあ
ります。

高齢者
対策

２班 鶴城

コープの移動販売車を利用している方から、車の
階段を登るのが非常に大変だと聞きました。利用
しやすい車両にしてもらいたい。

ご意見として伺う。

交通

高齢福祉

バス

高齢者
対策

２班 鶴城

地域公共交通網形成計画とあるが、買い物が生協
の販売車だけでは足りないない場合、バスで買い
物に行けるよう地域に入って回ってもらえるよう
になればいいなと考えている。ぜひ、利用しやす
いコースと時間を検討してもらいたい。

ご意見として伺う。

高齢福祉
高齢者
対策

２班 鶴城

八百屋をしているが、高齢者の見守りも含めて電
話注文に対して、大根一本から配達している。そ
の際、会話やお茶のみを通して、地域高齢者とつ
ながり、大変喜ばれています。

ご意見として伺う。

高齢福祉
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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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公共施設

児童福祉

施設管理

遊び場
４班 北会津

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。
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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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

児童福祉 統合保育 ４班 北会津

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。

社会福祉 生活保護 ４班 日新

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。（事後処理報告書Ｐ108）

34



○　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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。
（事後処理報告書Ｐ108）

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。（事後処理
報告書Ｐ108）

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。

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。

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。

社会福祉 生活保護

４班 日新

５班 大戸
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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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。

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。

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。

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。

地域福祉
地域福祉
計画

１班 一箕

地域福祉計画を議員はどのように考えているの
か。市民生活の上位規定と考えるが、市民生活の
問題を誰が解決するのか。議会との接点がないと
思う。議員はどのように関わり、関与していくの
か研究してほしい。

「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」をまとめ
て市政だよりでお知らせすると聞いている。議会
は計画に盛られた予算に対してチェックしてい
る。重要な課題として取り組んで行く。

社会福祉 生活保護 ５班 門田
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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 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 神指

市の財政の中で民生費が大きな割合を占めてい
るが、これはどんなところに使われていますか。

　福祉関係です。幼稚園・保育園または生活保護
等です。高齢者も増えているので本市のメインの
予算となっています。平成7年当時は一割程度でし
たが、今は四割になっています。当時三割程度
あった建設費と割合が逆転しています。

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。

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。

日新

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。

人件費
人件費
(民生費)

４班 城西

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。

財政
予算

(民生費)

４班

城西
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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 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光案内 １班 一箕

駅前の観光案内板が分からず観光客が困ってい
た。駅前には観光案内をする方がいるべきだと思
う。

要望として伺う。

観光誘客 １班 河東

市長の施政方針であるが、観光誘客などの対応
が不十分である。鶴ヶ城公園の中に、テニスコー
トがあるが、お城の中でテニスをするのか？とよ
く聞かれる。中途半端な観光施策ではないか。

　観光では観光客の行動パターンなどの分析を始
めたりしている。議会においても、しっかりと議
論する。

観光
ビュー
ロー

４班 日新

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。

まち
づくり

観光

まち
づくり

観光政策

４班 城西

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。

公設市場 管理運営 ４班 城西

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。

観光
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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 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

商工会議
所補助金

商工会議
所補助金

４班 日新
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。

４班 日新

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。

４班 城西

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。

道の駅 ５班 東山

市に道の駅をつくってほしい。 要望はあがっている。また議会でも提案している
が、つくる場所によって賛成の声もあれば反対の
声もある。他の道の駅との距離的制限などもある
ため、充分な検討が必要である。

地域経済

地域
活性化
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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 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

中心
市街地

神明通り
(アーケー

ド)
４班 北会津

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。

雪害 １班 一箕

4月11、12日に降った雪の影響で身知らず柿に被害
が出たが、市は対応しているのか。農業改良普及
所でしっかりと対策を打つべきでないか。

農政課とともに調査に入ったが意見として伺う。

農業振興 １班 河東

基幹産業である農業や地場産業などの対応が不
十分である。身しらず柿なども外国に売れない。
会津米のブランド化も進んでいない。農業後継者
がいない。ＴＰＰの問題もあるが、付加価値をつ
けながら農業振興を図るべきである。

　農業ではＩＣＴを活用した効率的、効果的な農
業を目指した取り組みも行われている。現状を
日々改善しながら農業振興を図るしかないと考え
る。

農道
農道整備
側溝

５班 大戸

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。

まち
づくり

農政

地域
づくり

農政

１班 一箕

福島大学農学部の会津への誘致をしていないので
はないか。誘致するべきだ。

会津総合開発協議会に要望書を出している。

町方
伝承館

管理運営 ５班 東山
町方伝承館は狭すぎると感じる。もっと大きな施
設にしていただきたい。

農業
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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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河川
サイクリ
ングロー

ド
４班 北会津

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。
（事後処理報告書Ｐ109）

住宅 耐震化 １班 一箕

会津活断層が2つ走っている。いつ地震が起きるか
分からない。住宅の耐震調査の補助はあるのか。

昭和56年以前に建築された住宅には、上限100万円
の改修補助制度がある。調査については平成27年
度は数名の方が利用されている。都市計画課に相
談されてはいかがか。

上水道
整備

３班 神指

湊地区の水道事業にお金がかかっているが、地
区内の中四合・天満などは下水道処理施設等が整
備されているが上水道が入っていない地域があ
る。

後日調査して確認します。（事後処理報告書Ｐ
110）

水道管
整備

４班 城西

「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。（事後処理報告書Ｐ110,111）

水道
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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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道水
販売

３班 謹教

水道事業について、平成26年から赤字になってき
ている。平成25年までは黒字である。4月20日の朝
日新聞に福島市の水道水が飲料水としてよいとの
報道があった。福島も若松も猪苗代湖の水を使用
しているので、若松の水を飲料水として販売して
利益を出したらどうか。赤字を黒字にしてはどう
か。最近、猪苗代に水環境センターができたの
で、これと提携して、若松の水を販売して、黒字
にしてはどうかと提言します。

会津若松市は、20数年前に作成した都市計画によ
り15万都市を目指していた。それに合わせて、富
士通などもあり、水道事業を拡張してきた。11万
ｔも供給できる能力がある。現在は4.5万ｔしか使
用していない。この差が過剰設備となってきてい
る。これが赤字の基本的原因となっている。とこ
ろが、一昨年から、滝沢に27,000ｔの新しい浄水
場を造っている。そのことによって、10年間で150
億円かかるものを造るとしている。浄水場は60～
70年使用できる。寿命がまだ15年くらいあるの
に、財政が厳しい中で、やってよいのか。赤字で
ある。水を売るのもよいが、選択ではないか。中
身がおかしい。赤字になることは分かり切ってい
る。水道料金は値上げになる予定である。こんな
ことを認めているのは、当局も、議会もである。
独立採算制が基本である。平気で赤字を出してい
る。最後は、市民に赤字をお願いしている。

浄水場は改修ではないですか。古いから直しま
しょうとのことであった。

全国にまだ普及していない特殊なろ過膜工法の工
事を行っている。中身は企業秘密なので教えられ
ないと言っていた。このあと、大きな負担となっ
て、水道料金が値上げとなってくる。改修はいづ
れはしないといけない。

それをチェックするのが議会でしょう。 今のは比較的、議員個人の意見です。当局は、老
朽化しているので改修としている。しかし、いづ
れは水道料金は上がるでしょう。大きな原因は富
士通の撤退である。水の消費量が減ってきてい
る。新しい工場も地下水を使用している。水の消
費量は減っています。

水道

水道料金 ３班 謹教
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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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道料金の値上げにつながるでしょう。 平成６年か7年から20年間値上げしていません。14
年ころに値上げの話はあったが値上げをしていま
せん。

市民としては値上げに反対です。値上げしないよ
うに、議会が頑張らなくてはいけない。市民の意
見に答えてほしい。水道料金は抑えてほしい。

その通りです。あくまでも水道事業は、間違いな
く赤字なので、現時点の料金で推移すると、いく
ら上がるかは分からない。

漏水対策 ３班 城北

水道事業の件について。漏水の状況については何
パーセントなのか。その対策はとっているのか。

担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ111）

『四季花』前の側溝整備の要望書を出したが対応
されていない。進捗が分かるようにしてほしい。

現地確認をさせていただく。（事後処理報告書Ｐ
112）

『四季花』前の側溝整備の要望について道路維持
課に確認したところ、下のほうから改修している
と回答があった。『渡久』あたりまで来ているの
で、この次だと思うが、危険なので対応してもら
いたい。

現地確認をさせていただく。（事後処理報告書Ｐ
112）

側溝
蓋掛け

２班
町北
高野

ヨークベニマルのところの道路の側溝に蓋掛けが
してあるが、所々に蓋掛けがしていないところが
ある。通学路になっていることもあり、危険であ
るので、改善のスピードを上げてほしい。

通学路であれば危険のないように配慮するべきで
ある。（事後処理報告書Ｐ112）

側溝
蓋修繕

２班 行仁

第14回の意見交換会で道路の穴の補修の要望をし
たが、対応が早くありがたかった。しかし、馬場
通りの石蓋の要望は2年経ったが進んでいないので
解決してもらいたい。

道路の穴は、補修のアスファルトの強度がなく同
じことが繰り返されることが多い。そういうこと
を含めて道路の補修は気にかけていかなければな
らない。石蓋については現地確認をさせていただ
く。（事後処理報告書Ｐ113）

水道

水道料金 ３班 謹教

側溝

側溝整備 ２班 行仁
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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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

道路拡幅 ２班
町北
高野

アピオからの県道バイパスが開通したので、大き
なトラックの出入りがあるのだが、以前から示さ
れている、ケーズ電気の北側の道路を東西に抜く
計画と、警察アパートの北からヤンマーを通って
坂下まで抜ける道の拡幅の計画はどのようになっ
ているのか。

ケーズ電気の北側の道路は、本来ならばアピオを
開発するときに部分的に橋を架けて東西に抜ける
予定であったが、まだ実現には至っていない。経
過も含めて調査する。（事後処理報告書Ｐ113）

道路管理 ５班 大戸

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。（事後処理報告書Ｐ114)

道路整備 ２班
町北
高野

国道４９号線の神指小学校の北側の道路（ヤン
マーの辺り）が拡幅されているが、今回、圃場整
備されている所は、今後どのようなスケジュール
になっているのかを教えてほしい。

従来の計画は今のところは棚上げに近い状態であ
り、縦貫北道路につながるのかと思ったがそうで
はなかったので、今後の動向を調査していきた
い。（事後処理報告書Ｐ114）

道路整備
（北会津
合併特例
他）

４班 北会津

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。（事後処理報告書Ｐ115）

セットバックした所が砂利道のままになっている
ので舗装してもらいたいと要望してから2年経っ
た。財源が確保できたと伺ったが進展がない。進
捗が分かるようにしてほしい。

道路補修のような危険性の高いものはすぐに対応
される。優先順位があり、危険性の高いところか
ら対応している。

再舗装のとき縁石はどうするかなど、マスタープ
ランを示して進めてほしい。

原状回復です。

道路舗装

道路

２班 行仁
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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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

道路舗装 ２班
町北
高野

下荒久田の国道１２１号線の停留所のところの道
路は、４６ｍほどＵ字溝が入っているが、７０ｍ
位が素堀の側溝のままである。北台29番地先のと
ころの道路は公道（市道）なのに、予算がないと
いうことで砂利道のままである。ぜひとも舗装整
備してもらいたい。

公道であるのであれば、舗装の必要性はあると考
える。（事後処理報告書Ｐ116）

歩道整備 ５班 門田

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。（事後処理報告書Ｐ116,117)

国道の
管理

１班 湊

原地区において国道沿いの家がトラックの通過
時に揺れる。バイパスなどができないものか。

　国道については、市町村の連携により国等へ要
望することが必要である。道路期成同盟会などを
通して要望すべきものと考えます。

国道の
整備

５班 大戸

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。

県道の
管理

４班 北会津

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。（事後処理報
告書Ｐ118）

交通安全

道路

ガード
レール

道路整備

５班 大戸

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。（事後処理報告書Ｐ
101)

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 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。

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。

区画整理
進ちょく
状況

４班 城西

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。

公営住宅 住宅環境 ４班 城西

「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。）

水季の里 第３工区 ４班 北会津
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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 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

運動施設 環境整備 １班 一箕

ふれあい体育館サブアリーナの暖房について若松
卓球クラブとして要望書を出した。改善する回答
ではなかった。高齢者が元気にスポーツを楽しん
でいるが、冬は寒さに耐えながらプレーしてい
る。暖房を考えてほしい。

要望として伺う。

学校教育
建替

(河東中)
１班 河東

河東中学校の弓道部が、（仮称）河東学園中学
校の開校とともに廃止されると聞いたが、その理
由は何か。

　河東中学校生徒数の減少により、教師の人数も
減少し、新校舎内に弓道場を整備する計画ではな
いため、日新館に責任をもって生徒を連れて行く
ことができず、弓道部を運営できる状況にないた
め、今年度から生徒募集を廃止した。

衛生対策 １班 一箕

カーペットが敷かれている学校があるが、ダニな
どの温床になっていると聞く。子どもの健康に悪
いので即刻替えるべき。

事態を調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ118）

環境整備 ２班
町北
高野

あいづわかまつ広報議会５ページに、学校建設の
あり方について書かれているが、若松六中の図書
館はプレハブだと聞いている。夏は暑くて、冬は
寒いということなので、新しい学校を建設するの
もよいが、そのようなところに光を当てて改善し
ていくべきではないか。

学校は１回造ればよいということではなく、建設
する時には財政的理由だけではなく、ソフト面の
充実もしっかりと考えていくべきだ。その際に
は、子どもたちはもとより、教職員や保護者、地
域の方々、専門的知識を持った方など、さまざま
な皆様からの意見を聞いていく必要がある。（事
後処理報告書Ｐ119）

旧学校
跡地

１班 湊

赤井の大イチョウの見学者が増えている。隣接
する旧赤井小学校のグラウンドを見学者用駐車場
にできないものか。また、そこを地域活性化のた
めに使いたいが、どこにどのような申請をすれば
良いものか。

　地区で具体的にどのようなことを行いたいかを
取りまとめ、地区として総務課へ要望してはどう
か。

学校施設
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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 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

耐震化 １班 一箕

学校の耐震化は行われているのか。地震は待って
いない。

耐震については、平成２８年度当初予算におい
て、一箕小学校の北棟補強工事実施設計、一箕中
学校の南西・北棟補強工事計画策定業務を予算計
上している。

トイレの
洋式化

１班 一箕

今の子どもたちは、洋式トイレに慣れている。和
式トイレの使い方を知らない子どもが多い。学校
でも改善する必要がある。

順次洋式化に進めている。

統廃合 ３班 神指

子どもの数が減っている中で、神指・永和小学
校とも一学級編成になっている。統廃合の話はあ
るのか。共通学区に住む児童が、日新・城西・城
北小学校に通学している。中学校も六中ではなく
一中・二中に行っている。統廃合するならバス等
で送迎してほしい。子どもたちにとって良い方向
にしてほしい。

　現時点で統廃合の話は全く出ていない。それぞ
れの学校の改修を進める計画はあります。地元の
方の意見として六中を中心として統合してはどう
かという意見は聞いている。

放射線量 １班 河東

小中学校の雨水集水桝の検査を行ったが、放射
線量の数値が高いところもあるようだ。定期的に
調査をすべきである。

　すぐに対応しなければならない事項であると思
われるので、持ち帰って市当局に伝える。（事後
処理報告書Ｐ119）

１班 湊

公民館のトイレを環境生活課の事業により洋式
トイレにしたいが、どこの業者に頼んだらよいか
分からない。

　環境生活課を窓口として、業者名簿を区長に送
付するよう伝える。

２班
町北
高野

北公民館の２Ｆの調理室が対面方式であり、家庭
の台所とほとんど変わらないレベルであるので、
もう少し整備してほしいという要望が利用者から
あった。会議をするときに部屋が足りないと、そ
の調理室を会議室としても使用することがあるの
で、ぜひとも改善してほしい。

実際に利用したこともあり、現状は把握している。

学校施設

生涯学習 公民館
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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 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

文化財
等整備

樹木 ５班 大戸

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。（事後処理報告
書Ｐ120)
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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 【⑦ 議会に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員報酬 議員報酬 ５班 東山

2月定例会の市議会議員の報酬に関する一部改正
で、今回出席した議員は報酬の増額になぜ賛成し
たのか。

前回、平成25年度に住民の方の意見等を考慮し、
議員報酬が7％削減された経緯がある。
今回の増額は0.3％であり、報酬審議会での決定に
よるものではなく、人事院勧告に基づくものであ
ることから、やむを得ず賛成した議員が多かった
と思っている。

議員報酬
定数

議員報酬
定数

１班 河東

市の議会費は４億円であるが、議員３０名と職
員１０名で除すると、１人当たり１，０００万円
になる。議員定数や報酬については、市民の関心
も高く、すぐに議論すべきでないか。

　市の議会費は、単に報酬のみならず、職員の人
件費や広報誌や議場で使用する機器類などの費用
も含まれている。報酬等に関しては、現在、市民
委員も含めた議会制度検討委員会で議論してお
り、今後、議論内容を公表していく。

２班 行仁
議会制度検討委員会の市民委員の会議での発言機
会はどれくらいか。また、報酬は発生するのか。

発言機会は議員と一緒である。報酬は発生する。

４班 城西

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。

３班 城北

参加者が少ないのにはがっかり。もっと参加者が
多くなるような方法を考えていただければ大変あ
りがたい。

各種委員会の皆様にも、参加の声掛けをしてい
る。一箕地区では40名近くの参加者があった。他
の地区でも参加者が増えているところもある。

５班 東山

意見交換会の出席者が年々少なくなっているの
で、もっと多くの人が集まるような方法を考える
べき。回数を増やす等のアイディアを考えてはど
うか。また、アンケート等を利用しながら「議員
と意見交換会をぜひ行いたい」となるような意見
交換会の場にしていただきたい。

現在、地区ごとに意見交換会を行っているが、各
委員会でも意見交換を実施している。例えば産業
経済委員会では公設市場、芦ノ牧観光協会、東山
観光協会、商工会議所等。今後は分野別意見交換
会に加え、市全体の意見交換会や、女性や若い人
たちとの意見交換会も必要と考えている。

市民委員
議会制度
検討
委員会

意見
交換会

参加者
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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 【⑦ 議会に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

参加者 ５班 東山

町内の回覧等を使って、意見交換会のお知らせを
したが、「意見交換会での要望が実際に行政等に
反映されない」「要望を出してもどうせできな
い」「意見を言っても無駄である」との感があ
り、出席者も少なくなり、意見交換会も消滅する
のではないかと危惧している。
今日出された問題を目に見える形で解決していた
だければ、意見交換会に参加する人も増えると思
うので、ぜひとも実行していただきたい。

事後対応 ２班 鶴城

ここ数回の意見交換会後の対応がしっかりしてい
て良い。迅速な現地確認や、委員会も傍聴に行っ
たが取り上げてもらった。感謝している。

広報議会 記載内容 １班 河東

議会報告の中で、要望的意見について説明が
あったが、これは何か。市当局に対し、どういっ
た効果、効力があるのか。議会のパフォーマン
ス、ＰＲにすぎないのではないか。

要望的意見は、予算案などに対し、単に賛成、
反対をするのではなく、賛成であっても、要望事
項を付して賛成する行為であり、市当局も議会か
らの要望的意見は重く受け止めている。パフォー
マンスではない。決議は議会が行う意思形成行為
であり、議案として提出される。これは、政治的
な効果や議会の意思を対外的に表明することが必
要と判断される場合に行われるものであり、要望
的意見よりも重いものである。今後、誤解のない
ように広報議会の紙面を工夫する。

議員活動 議員活動 １班 一箕

今回の市民との意見交換会に大勢集まったのは、
新人議員に期待しているからである。当局と対峙
できるのは議員である。「検討します」は「やり
ません」と同じ。当局に粘り強く約束させてほし
い。市民は不信になる。

貴重なご意見として伺う。

意見
交換会
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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 【⑦ 議会に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議決責任
賛否
(表決)

４班 日新
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。
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２．地区別テーマでの意見交換について
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

一箕 　除排雪と道路問題について

　・除雪だけではなく、私道についての道路整備、私道の固定資産税に対する要望が出
　　された。
　・今年は降雪が少なかったため、除雪に対する要望は少なかった。また、地区別テーマ
　　が除排雪ということで、参加を見合わせた方もいたそうである。

　【主な意見等】
　　①除排雪について
　　　・除雪機の補助制度
　　　・私道除雪による道路破損への対応　など
　　②道路問題について
　　　・草刈りの補助
　　　・ガードレール設置の要望
　　　・私道の固定資産税徴収のあり方　など

Ｐ60

河東 　合併後の地域づくりについて

　・定数等の関係により、地元の保育所に入れないなどの切実な意見や、病院、特別養
　　護老人ホームなどによらない新たな高齢者が触れ合える施設創設、出会いコンシェ
　　ルジェ事業への取り組みなどの意見をいただき、少子高齢化社会に対応した市政の
　　在り方について考えさせられた。
　・合併後の地域づくりで重要な点は、基幹産業である農業振興と、地域コミュニティを堅
　　持していくことであり、スポーツや健康づくり、地域づくり委員会などの取り組み強化に
　　あると思われる。

Ｐ62

湊
　地域活性化と鳥獣被害（猪）
　対策について

　・少子化、高齢化、人口減少の進む地域にあって、今後の地域のあり方を模索すること
　　で、安全、安心のまちを継続的につくっていくことが求められている。
　・湊地区においては、地域活性化に向けた協議会を設立し５つの部会に分けて活動し
　　ている。しかし、青年層がなかなか集まらないという人材不足の状況にある。
　・近年までなかったイノシシによる農地への被害が発生していることから、地域一体と
　　なった対策を講じる必要性がある。
　・駆除隊編成のためにも、狩猟免許を取得しやすい環境整備が必要である。

Ｐ64

１班
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

鶴城
　県立病院跡地問題と買い物
　弱者対策について

　　 県立病院跡地については、「武道館に限らず会議をする場や公園など、市民・県民
　が活用できる柔軟性のある施設を造ってほしい」という、武道館以外にも利活用の方
　向性・可能性があるのではないかという建設的な意見をいただきました。
　　 また、「鶴ヶ城周辺の整備と関連した整備をお願いしたい」との意見も出されており、
　議会としては、県の答申を踏まえて、当局と協力して進めていく必要があると考えま
　す。

Ｐ65

行仁
　除排雪と融雪消雪溝につい
　て

　　 行仁地区は高低差のない町内も多く融雪溝が機能していないという現状から、「個
　人的に散水し消雪している所はきれいになっているが、道幅は狭くても重要な道路が
　あるので消雪設備を整備してほしい」という意見が参加者の共感を得ていました。「行
　仁小学校建て替えに併せて小学校周辺から計画的に整備してほしい」という意見もあ
　りましたので、小学校の建て替え状況などを踏まえて次回は整理をして深めていただ
　きたい。

　【その他の主な意見等】
　　・業者の除雪エリア
　　・除雪機の普及　など

Ｐ67

町北・高野
　インフラ整備と少子高齢化に
　対応した地域づくりについて

　・地区内の少子化問題は深刻であり、教員確保のためにも学区割りの見直しが必要
　　ではないかとの意見も出された。
　・インフラ整備については、「１．議会報告、市政全般」のところでもさまざまな意見、要
　　望が出されたが、大きく変動している部分と計画が前進していない部分の両極端な
　　課題がある。

Ｐ69

２班
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

謹教
　人口減少問題と地域活性化
　について

　　これから、まさに取り組んでいかなければならないものであり、喫緊の問題です。議
　会としても、重点的に取り組んでいかなければなりません。

　【主な意見等】
　　・少子高齢化対策としての企業誘致（自衛隊駐屯地の誘致など）
　　・人口減少問題（婚活パーティーの開催、バスツアー、出生率の問題など）
　　・地域活性化対策　など

Ｐ71

城北
　安心で住みやすいまちづくり
　について　(地域コミュニティ・
   いっ水・公共交通)

　○歩行者の安全対策について
　　・道路事情が良くなった。しかし、地域住民にとっては良いことばかりではない。特に、
　　　市道幹Ⅰ－６号線（踏切駅西）の改良工事が終了し、車の往来が増え、通学児童
　　　が危険にさらされている。行政に対して「工事完了後の検証をしっかりと行い、状
　　　況を把握し、次の対策をしてほしい」との要望が出された。
　　・車のための道路改良工事で終わってしまっていることが確認できた。弊害もあるこ
　　　とを想定し、しっかりと検証をする必要がある。
　
　【その他の主な意見等】
　　・縁石・ガードレール等の設置による通学路の安全対策
　　・水道管更新に係る工事の時期

Ｐ75

神指
　公民館を拠点とした地域づく
　りについて

　　今後議会としても、災害時の避難拠点となる公民館やコミセンの機能のあり方につ
　いて、防災計画を柱としながら、他行政などとの連携を含めてさらに強化するべく、地
　元の方との話し合いを進めることが新たな課題と思われます。

　【主な意見等】
　　・今後の公民館の位置付けや運営の方法
　　・地域内の人口減少を止めるために市街化区域を見直してみてはどうか
　　・神指城と周辺道路、蟹川橋周辺の整備　など

Ｐ76

３班
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

　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。

　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。

４班

　地区の高齢化に伴う生活環
　境等について

北会津 Ｐ78

　地区の環境整備について Ｐ80日新
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

４班 城西
　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

Ｐ82
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第16回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

東山 　除雪と排雪のあり方について

　　テーマの「除雪と排雪のあり方」について、関心が高く、除排雪に関する区長さんの
　大変さや、それぞれの地域で工夫されていることなど、多くの意見が出されました。

　【主な意見等】
　　・排雪・雪捨て場の課題
　　・除雪業者と町内会区長の関わり　など

Ｐ85

大戸
　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。

Ｐ89

門田
　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

Ｐ90

５班
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪と道路問題について

今回は、除排雪と道路問題について、皆様のご意見を伺いたいと思
います。

柏屋から一箕交番までの道路の舗装が悪くデコボコしている。飯盛
山への観光客が通る道なので整備したほうが良い。中央病院前から
居合団地に向かう道路も同じくデコボコしている。

調査し当局に伝える。（事後処理報告書Ｐ120）

松長の法面の草刈りは高所で危険なため、一部の町内会では業者に
依頼しており、15万円掛かるため町内会の大きな負担になってい
る。市より32,400円の補助があるが、補助を増やせないか。

調査し当局に伝える。（事後処理報告書Ｐ121）

松長地区のガードレールについて、除雪のためにガードレールを撤
去しており、簡易的にロープを張っている箇所がある。特に法面高
所は非常に危険であるので、是正をお願いしたい。

調査し当局に伝える。（事後処理報告書Ｐ121）

平成27年度の除雪費用が2億円なら残りはどのようにしているの
か。

予算は補正を組みながら除雪費対応しているが、平成27年度につい
ては残額はすべて繰り入れている。

老人会で間口ボランティアをしているが大変負担になっているの
で、除雪機の補助はないのか。

商工会議所の中に除雪対策協議会の補助制度がある。

5、6年前から市に要望をしている。私道に対して固定資産税を払っ
ているが、減免できるように要望したい。私道７軒分の税金の請求
が１軒にまとめて来るので、地主が離れているためそれぞれに集金
に行くのが大変である。個別にならないのか担当に聞いたが対応が
悪い。

担当課に伝え、後日回答する。（事後処理報告書Ｐ122,123）

滝沢街道の歩道の確保をしてほしい。 要望として伺う。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

① 一箕地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪と道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

① 一箕地区（１班）

交差点の除雪をきれいにしてほしい。 要望として伺う。

私道の除雪で道路が壊れたら誰が責任を取るのか。 市が行った場合、破損したら市で対応する。

前回の市民との意見交換会で意見したが、障がい者に対する対応が
悪い。同じ市民として対応するべきだ。

要望として伺う。

国道49号線から会津大学に通じる道路拡幅工事はどうなっているの
か。何年も予算がないとの返答ばかりだ。

調査に入る予定になっている。

扇町区画整理が行われている大熊町仮設住宅の1号公園は広すぎ
る。排雪場所に使えるのではないか。

要望として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 合併後の地域づくりについて

河東地区の皆様へ今回は、「合併後の地域づくり」というテーマに
ついて、意見をお伺いしたい。

　六丁交差点について、地権者の意向を市議会では把握しているの
か。

　地権者の意向は把握していない。今回の予算化は、測量等のため
の調査を行ってよいという承諾を得て行われたものであり、買収等
に応じたものではない。

河東には、公立の第三幼稚園があるが、入園児童が少ない。広田
保育所では一時保育を実施していない。河東の保育所、幼稚園に通
いたい人がいても、通えない状況がある。公立幼稚園の整備と広田
保育所で一時保育ができないのか。

　現状を踏まえ、議会でも市当局としっかり議論する。

八田保育所は、休所中であり、第二小学校も現在は使用されてい
ない。空き施設を有効活用できないか。高齢者等で特別養護老人
ホームなどに入所するほどではないが、自宅での生活が不自由な方
のため、病院退院後にすぐに自宅に帰るのではなく、そうした方を
受け入れる中間施設的なものを設置できないか。八田保育所も活用
してほしい。

　空き施設の有効活用については、ご指摘のとおりである。今後の
検討課題としたい。

地域づくり委員会の予算は、１００万円であるが、その程度の予
算でまちづくりが可能か。吸収合併した地域は人口が減少してい
る。カネだけではなく、しっかりとした人材も必要である。

　貴重なご意見として受け止める。

市の行政評価は、どのように評価をしているのか。市は、協働の
まちづくりと言うが、人、モノ、カネに関してどういった補助事業
があるかなど、法令や情報を分かりやすく公表してほしい。

　市内部に行政評価を審議する機関があり、市内部でしっかりと議
論された後に市行政評価の内容が公表される。知りたい必要な情報
は、市当局のみならず、議員にも聞いてほしい。

　出会いコンシェルジェ事業で、どの程度の人が参加して、結婚に
至ったケースはあるのか。

　宮城在住の女性を対象として事業を実施し、本市の男性が数十名
参加したと聞いている。そのうち１組が結婚に至っている。

② 河東地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 合併後の地域づくりについて

② 河東地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

健康づくりは重要であり、スポーツの振興を図るべきであるが、
体育協会への補助金が打ち切られるのではないかという話も聞く。
体育協会への補助金はどうなっているのか。打ち切らないでほし
い。

　平成２８年度は、これまで同様に予算化されている。河東地区に
とって、町民運動会や駅伝大会などは地域コミュニティを堅持する
上で重要であると認識しており、今後とも確保できるよう、しっか
りと取り組んでいきたい。

河東町内の空き家は７８戸あり、独居老人も多い。人口も減少し
ているが、調整区域には新規住宅が建てられない。調整区域の見直
しを図るべきである。

　貴重なご意見を受けた。今後の課題としたい。

地域審議会などにおいて、合併して１０年経過した今、河東のあ
りさまについて、もっと町民の関心を高める必要がある。河東では
２０ｈａを超えて営農している農家もある。しかしＴＰＰなどへの
不安もあり、規模拡大する意欲も薄れてしまう。

　もっともなご指摘である。議会としてもしっかりと取り組んでい
く。

63



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域活性化と鳥獣被害（猪）対策について

今回の地区別テーマ、地域活性化と鳥獣被害対策、特にイノシシ被
害対策について、皆さんの地域の現状を把握するため意見を伺いた
い。

　この春、原地区にクマが出たため、農林課が監視カメラを設置し
た。農作物の被害はない状況だが、これから山菜取りのシーズンな
ので、人的被害がないように、こまめに録画状況を確認してほし
い。

　区長のほうから、農林課へ連絡願う。

イノシシが出没したのは、ここ数年のことであり、今のうちに対
策を講じなければ大変なことになってしまう。農作物への被害はな
いが、農地への被害が発生している。

（手持ち資料により本市のイノシシ対策を説明）
　現状を伺った。実態として対策を強化しなければならない状況で
あり、今後さらに検討しなければならない。

　昨年秋に田んぼの土手が掘られた。早急な対策が必要である。

消防の夜警で大きなイノシシと遭遇した。人的被害がでないよう
考えてほしい。

　狩猟免許を持っている人が少なくなっている。湊地区では１人だ
そうだ。
　免許が取りやすい補助制度などを市は本気でつくるべきだ。

　被害対策の一つとして狩猟という方法があるが、狩猟免許を取得
しやすい環境整備は必要と考えます。
　また、市のイノシシ捕獲報奨金交付制度を県の制度に上乗せした
制度にすべきなど、新たな提案として貴重な意見を伺った。

　イノシシのわなを設置しても、長い期間同じ場所に設置したまま
になる。その間、被害箇所は移動している。移動できないのはなぜ
か。

　イノシシの習性などから、わなを移動しないという対応になって
いると考えられる。

地域活性化について、湊地区においては協議会を設置し５つの部
会に分けて活動している。
課題は、県の助成がなくなったらどうなるのか、また、青年層がな
かなか集まらないという人材不足の状況にある。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③ 湊地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地問題と買い物弱者対策について

前回の１１月に開催された意見交換会と同様のテーマとなりました
が、鶴城地区の皆さんのご意見をお伺いしたい。

鶴ヶ城の中にある西出丸の駐車場は春になると大渋滞になる。対策
として、病院跡地を駐車場に整備して観光客に歩いてもらってはど
うか。お城の中にあり、みっともないという意見もある。城前団地
も含めた、環境美化の観点から鶴ヶ城周辺の整備を１０年先などと
具体的なプランを示してもらいたい。

西出丸の駐車場については、多くの方からあのままでいいのかと意
見をいただいている。現状のままではなく、本来の形に戻すべきと
考える。跡地を市が買い取って駐車場として整備できるのか問題と
思っている。病院局も市に買いませんかという打診があるが、すぐ
に買える規模の土地ではない。公共的な利活用を県にお願いするし
かないという状況である。まずは公営の施設ができることを基本に
考えていただき、その後県が土地を売却するようになった時点で、
議会も市と協力して進めていきたい。

このまま行くと県の武道館ができるということか。風雅堂もあり、
箱物を二つ造っても本当に利用されるのか。ただでさえ風雅堂の利
用頻度は低い。武道館を建てるのもいいが、そればかりではなく、
公園や市民のいこいの広場、子どもの遊び場など市民が利用できる
ものにしてほしい。

現時点で県が造るとは言っていない。意見として伺っておく。

風雅堂の職員は、市の職員ではないということをこの前初めて知っ
た。先日、一斉清掃の日があったが入口付近の風雅堂から見える所
だけ清掃して、敷地内の草が繁茂している所の掃除はしない。風雅
堂の職員に確認すると、市の職員ではないので勝手なことはできな
いと言うだけで何もしない。駐車場も普段は使っていないのに、そ
こで子どもたちが遊んでいると注意される。もともと、あの場所に
は、公園があった。当時の市長は公園はつぶすが、代替地を整備す
ると言って、そのままだ。

委託の中に、どのように業務が記載されているのか確認する。（事
後処理報告書Ｐ123）

病院局という公営企業会計は、一般民間にも土地を売却することは
可能なのか。住宅地の開発やスーパーになる可能性もあるというこ
とか。やはり、公共性のある物ができることが望ましい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④ 鶴城地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地問題と買い物弱者対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④ 鶴城地区（２班）

県が武道館を建設すると言っている訳ではないはず。市と観光業者
が願っているのではないか。大会を誘致したり、宿泊の利用も考え
られる。また、県は高く売りたい。公共性を考えると市が取得すべ
き。そのためには国、県、市が連携して一緒に取り組むべきで、高
齢化が進む中で箱物は維持費が大変なのでやめるべき。建てるので
あれば、国の補助金も活用できるか検討してもらいたい。

みなさんの意見を集約すると、武道館に限らず他にも利活用の方向
性・可能性はあるのではないかということだと思う。市が主導的な
役割を担い、市が土地を取得すべきかどうかを含め、平成２９年１
月以降の県の考え方を踏まえて、市が対応することになると考えら
れる。

自分が買い物弱者と言われた時にどう思うか。金山町では、限界集
落という言葉があるが、聞いただけで当人たちはやる気がなくな
る。学者が使う言葉を行政が使うのはやめた方がよい。上から目線
ではなく、言葉遣いをもっと丁寧にすべきである。ぜひ検討しても
らいたい。

交通弱者などさまざまあるが、差別されているようにとられないよ
う配慮したい。

県は市に土地を買えと言っていると思うが、市は財源がない。人口
が少なくなっていく中で維持管理費も掛かるものはいらないと思
う。武道館を造ってもいいが、会議をしたり、公園をつくったり、
市民、県民が活用できる柔軟性のある施設を造ってもらいたい。

ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪と融雪消雪溝について

　今回は、除排雪と融雪消雪溝について、皆様のご意見を伺いたい
と思います。

流雪溝は狭く、水量も少ないので流雪溝としての意味を成してない
と国交省の方に言われた。個人的に散水し消雪している所はきれい
になっている。道幅は狭くても重要な道路があるので消雪設備を整
備してほしい。通学路でもあり、今後、行仁小学校が建て替えにな
ると、工事車両が出入するようになるので、小学校周辺から計画的
に整備してほしい。

建替えが予定されているので、それにあわせて、公共施設のセット
バックができるかなど、また、消雪等の設備を今後、整備したとし
ても建替えに当たり、敷設替えにならないよう基本設計を考えても
らうのも手の一つ。消雪、融雪に限らず小学校のエリア内をどう整
備していくのかということも今後考えていかないといけないという
思いもある。ここだけ、モデルケース的に実施するのもありかと思
うが、いろいろな意見を伺いながら提案していきたい。

一昨年、積雪時に道路維持課で排雪に関する電話が鳴りやまず、職
員が電話に付っきりになってしまうと聞いた。

コールセンターを立ち上げ、窓口を一本化する議論もされている。

ゴルフ練習場付近は地下水をまいているので、側溝に水量があり、
雪を捨てても流れる。流雪でも温度を上げないといけない。東山か
ら温泉水を流してもらえると助かる。

普通のU字溝では、雪が詰まってしまうので、豪雪地用の底が広く
なっているU字溝をつくってほしい。

家を建てるとき雪を置いておけるスペースを確保したほうがいい。

近所の人たちと通学路の一斉除雪を企画していたが、雪がなかった
のでできなかった。自分たちで使う道路は自分たちで対応するとい
う考えも大事。

流雪溝は高低差がないとつくれない。南北に長い高低差がない町内
の対応を考えてもらいたい。設備を整備するとしても時間がかかる
と思うので、排雪をしっかりやってほしい。

⑤ 行仁地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪と融雪消雪溝について

⑤ 行仁地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

桧町の通りは市直営で、枝の路地は民間業者が除雪している。市と
民間の連携が悪いので、一つのエリアは一つの業者で除雪したほう
がいい。

蚕養町の袋小路の路地は除雪されていないが、隣の花園町は除雪さ
れているので、蚕養町もやってもらいたい。

私道の袋小路でも、転回するスペースがあれば私道除雪の条件を緩
和すべきであると議会でも提案している。

除雪機は大変便利なので、普及させてほしい。使い方が分からない
人がたくさんいるので、学校で教えてほしい。

いい提言をいただきました。自助・共助・公助の流れの中で、町民
の皆さんが一体となってやるべきとの意見もありました。そういっ
たところに、中学生、高校生の力をどういう形で融合させていくか
ということも議論しているところです。

68



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりに
ついて

今回は、インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりについ
て、皆様のご意見を伺いたいと思います。

アピオも出来て、湯川村や塩川でも造成していて、縦貫道も出来た
ので、この地域が取り残されてしまうと危惧している。小学校の統
合もあるのだろうか。警察アパートがあるので子どもの数も確保さ
れているが、純粋にこの地区の子どもたちを増やしたいと考えてい
る。どうか、その辺のところを本気で取り組んでほしい。

今のところ、統合の話は聞いていない。今は複合的施設（地域コ
ミュニティーを見据えたもの）に建て替えていくことの必要性に対
する研究が始まっている。複式学級が目の前にあるというのであれ
ば別だが、教育委員会としてはまだこの地域ではそのような予定は
ないので、統合などその辺は安心していただきたいと考えている。
（昭和の大合併と平成の大合併とでの世帯数や出生率の比較といっ
た説明もあった。）

学校のクラスの数が問題であり、地域の教育水準が低くなってしま
うのではないか。六中も１クラスになるのか２クラスになるのかの
際どいところをいっているので、安定的な教員を確保するために
も、学区割りの見直しとかをしていかないといけないのではないだ
ろうか。トータルで縮小ということになったとしても、水準だけは
確保してほしい。

今日渡した資料を見てもらうと分かるように、教育委員会では少人
数指導を導入している。小学一年生は無理だが、３３人を超えた場
合にクラスを分けるかどうかは、平成２８年度からは学校長が選ん
でよいことになった。その場合、加配教員を補助に回すことができ
る。議会としても、子どもたちの学力が担保されるように、これか
らも検討していきたい。

沼木のあたりが縦貫北道路のちょうど上り下りにあたっていて、ク
ロネコヤマトの信号の右左折が特に大渋滞している。直進レーンな
ので右折できなくて渋滞しているから、赤信号になってから何台も
右折していったりして、これまた非常に危険である。渋滞解消とし
て、例えば右折レーンをつくるとかしてほしいのだが。地区として
もこれから要望を出そうと思っている。

議会としても、これからこの場所はしっかりと注視していく。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 町北・高野地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
インフラ整備と少子高齢化に対応した地域づくりに
ついて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 町北・高野地区（２班）

あいづわかまつ広報議会のＰ３に示されている、平成２８年度当初
予算にある下水道事業特別会計の３７億円であるが、今後どのよう
に進めていくのか。また、その見通しはどのようになっているの
か。下水道の浄化槽は大切だと考えている。夏場の臭いのこともあ
るし、もちろんお米を作っているのだから、きれいなところでとい
う希望はあるので、環境保全という面からもぜひとも下水道整備を
お願いしたい。

この金額の中には、償還の分も入っているので、まるまる使えるわ
けではない。下水道はお金がかかるもので、そのわりにはなかなか
進まないというのが現状である。今は、門田地区の古川町、花見ヶ
丘手前の青木地区までが下水道の本管工事がされている。今後は、
本管整備とあわせて合併浄化槽もしっかり整備していく方向性で
す。

３０年前、本市の１０万人都市の中での下水道の普及率は、全国で
下から４番目であった。今はどうなっているかは分からないが、低
いことには変わりがないと思う。観光にばかり力を入れるのではな
くて、公平な下水道整備をしてほしい。

厳しいご意見、ありがとうございました。（事後処理報告書Ｐ
124）

道路のセンターラインであるが、消えているところが多い。暗くな
ると県外の車とかが右往左往しているようだ。ビッグボーイの前だ
とか、信号機のあるあたりには引いてあるが、そこを過ぎると引い
ていないところも多く、特に冬場などは危険である。どうか、しっ
かりと引いてほしい。

ご意見として伺っておきます。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 人口減少問題と地域活性化について

今日は、人口減少問題と地域活性化について、なかなか重いテーマ
ですが、皆様のご意見を伺いたいと思います。

少子高齢化で人口減少が進み、年間1,000人ずつ減少している。現
在122,000人。第一に、企業誘致を少しでも早く行ってほしい。自
衛隊誘致も行っているが、なかなか難しい。企業誘致に少しでも早
く取り組んでほしい。自衛隊の施設隊を誘致したい。議会の方でも
考えてほしい。

改選前に、本市議会でも、自衛隊の駐屯地誘致について採択してい
る。17市町村の中で、只見町だけ採択していない。市民の中でも反
対の方もいます。企業誘致が本格的に始まったのは、菅家市長の２
期目から始まった。7、8年前に、企業誘致対策室が設けられた。そ
れまでは何も行わなかった。この間に行われたのは、400～500人で
ある。自分のところから外に出ると分かりますが、雪が降らない土
地、高速道路がある、新幹線が通っているところが他にいっぱいあ
る。1,700の自治体が企業誘致を行っている。一筋縄では企業誘致
はできない。よっぽど特殊な事情がないと来ない。会津は、毎日、
水を45,000ｔ使用している。供給力は100,000ｔできる。水の環境
が整っている。水を供給できるという利点を生かして、的を絞って
企業誘致していかないといけない。これからは、役所は人脈を使っ
ていかないといけない。ＩＣＴ関係は、市として頼んで行ってい
る。専売公社の跡地に500人くらいの企業誘致をすることになって
いるが、うまくいっているかどうか分からない。思想信条があり、
市民の2～3割の人が自衛隊誘致に反対しているので、市長は決断で
きないでいる。

日本には、2000近い市町村がある。そんな弱気なことを言わないで
気合を入れて、一つか二つくらい、創意工夫して強引に誘致してほ
しい。頑張りを目に見えるように行ってもらいたい。

産業経済委員会の中では、河東工業団地は完売、徳久工業団地も整
備が終わり、数社からアプローチがあり誘致している。巨大企業で
はないが、地元に根差す企業、そういうところに来ていただきたい
と思う。シグマから、第二工場を建設したいと話があった。人を集
めることのできる会津若松へ持ってきてほしいと話をしている。こ
の前、コストコを視察してきた。商圏が100ｋｍになる。スーパー
マーケットを持ってきたいが、市内の商店の半分が潰れる。それで
も持ってきて良いのか、覚悟してもらわないといけない。地元企
業、商店の反対にあってしまう。市長も決断がなかなかできない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 謹教地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 謹教地区（３班）

人口減少問題についての基本的な考え方は、自然現象の増減につい
ては出生と死亡、社会的増減については転出と転入である。死亡が
余計で出生が少ないということであれば、若い人を呼んで、結婚、
出生ということを考えないといけない。今問題となっている社会的
増減については、企業の優勢や衰退等に関わってくると思う。基本
的な資料に基づいて考えていかないといけない。独身の男女をなる
べく結婚に結び付け、出生率を上げていくことが重要である。基本
的に考えて、人口問題を論じなければならない。

自然動態、社会動態、両方あります。会津若松市は、出生率1.62に
なった。ちょっとは良くなっている。
仙台から30名の女性を呼ぶ婚活パーティーを行ったら、9組カップ
ルができた。新年度の予算にも入っている。近所のおばちゃんもい
なくなってきている。婚活パーティーが成功したのは、事前に女性
との付き合い方の教育をしたからである。

今の話に賛成です。テレビ番組を持ってくるという方法もある。人
口を増やすには、若い人を増やさないといけない。大学・短大を増
やしていきたい。企業の場合には、何を持ってくるか。思い切って
婚活にお金を使うことは賛成である。

根本的な問題としては、会津若松市に働く場所がない。東京の大学
に行ってしまうと、みんな戻ってこない。人口は増えようがない。
何が問題かというと、豊かな職場環境があるかどうか。農業も含め
て、豊かなところには中高年も来ます。貧しいからどんどん出て
行ってしまう。勤めるところも零細企業しかない。企業誘致は重要
であるが、一番困難な課題である。農業は、かなりの可能性があ
る。米は安いが、果物とか野菜を作ると１０倍の利潤がでる。制度
をつくっていくべきである。今あるものから整備していくべきであ
る。今ある農業から豊かになっていくべきである。全部が全部駄目
ではなく、やれるところからやっていくということである。観光も
政策がきちんとされていない。観光も繰り返し、地道に行わなけれ
ばならない。長崎などは５０か所くらい見るところがあるので、観
光に２日、３日かかる。会津には、そんなに見るところがあるの
か。観光客は、会津に来て、がっかりして帰ってしまう。中身がな
い。根本的な地域対策、人口対策にはならない。一方では、Ｉター
ン、Ｕターン、Jターンなど、本市への農業移住者が増えている。

良いことは積極的に行ってください。会津に嫁に来たいという女性
もいる。もっとアナウンスして、婚活の場を設けてはどうか。

大きく考えることと、それぞれ婚活とか具体的なことがある。両方
ありますが、地元の男性に、十数時間の女性に対するもてなしの教
育訓練を受けさせて望んでいる。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 謹教地区（３班）

チャンスのない人ばかり集めても、進め方が分からないのでうまく
いかない。バスを利用してはどうか。専用バスを準備する。バス料
金を出して、会津を観光させるとか、アイデアを出してもらいた
い。

いろいろと意見をいただきました。

結婚させる、してもらうことは良いことだ。出生率が2.2位になら
ないと、人口減少は進んでくる。昔は多くの兄弟がいたが、今は
1.6ということでだんだん減っていくばかりである。子育てのお金
がかかることが原因なのか。少子化が進行しているが、保育園に子
どもを預けている親は、２人子どもがほしいと言っている。保育士
の中にも30～40代の独身者が多い。一人でいたいわけではない。い
つの間にか婚期を逃していることが多いように思う。おせっかいな
おばちゃんが昔は多くいた。こういう時代だから、行政が入らない
と駄目な部分もある。市役所ではどこが担当課なのか、いろいろと
やっていかないとうまくいかない。活躍の場が少ないので、若者が
戻ってこれるような、才能を発揮できるような職場づくりをしてい
かないといけない。チャンスづくりをしていかないといけない。Ｐ
Ｒしてほしい。

原発事故の影響により、子どもたちの医療費は、現在18歳まで無料
となっている。それと同時に、親にとっては保育園が結構負担に
なっている。仮に、保育園を無料化、75歳以上の高齢者の医療費を
無料化すると多額のお金がかかる。このお金をどこから持ってくる
のか。子育ての環境づくりは行政の役割である。しかし、全部は行
政ではできない。新しい会津若松市、福祉が充実しているとか、他
と違うメリットがあるものをつくっていくべきであると思う。これ
も市長の決断である。

仙台の婚活委員会の予算をつくったらどうですか。まだまだＰＲが
足りない。会を重ねていった方がよい。

これは成功事例であると思う。成功は、市内のコンサルタント会社
に委託して行ったためで、具体的なことは民間に任せたいと思う。

市の中に、地域活性化の専門的組織はないのか。今までの意見を集
めて、農業、工業などから優秀なスタッフを集めて、会津を元気に
するには、どのように取り組んでいったらよいのか。市民に分かる
ようにしてほしい。市政だよりに、もっと広報してほしい。

議会の中で、一般質問で提言している。教育、福祉の問題も提言し
ている。提言したことをやるかやらないかは、当局側の問題であ
る。議会が言ったことが、ほとんどなかなか通らない。ちょっとず
つ手直ししているが、仕事はきちんとやっているが、大胆には変え
てはいない。取り上げていない。公務員は公務員で、地味で堅実な
やり方をしている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 人口減少問題と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 謹教地区（３班）

原町にだいぶ住んでいた。相馬市と南相馬市はものすごく競争して
いる。勢いがある。会津若松市は、雪さえなければすごく住みやす
いが、穏やか過ぎる。現在、町内には、子どもが一人もいなくなっ
てきている。10年後どうなるのか心配である。若い人が暮らせるよ
うな環境、子どもたちが元気で定住できるようなことを行ってほし
い。これが、活性化のためには一番ではないかと思う。

そもそも会津若松市は、会津若松全域の周りの支えで成り立ってい
た。会津全域の中核都市である。人口減少問題は全国的な問題であ
る。市が真剣にきちんと考えないといけない。今後、地元で頑張っ
ている企業をどのように育成していくのか。会津がどのように活性
化していくのかが大事である。もう一度、農業と林業をしっかりと
見直していかないといけない。地元の産業をどういう風に活性化し
ていくのかが重要である。若い人が戻って来れなくなっている。大
多数の人が、会津では仕事がなくなってきている。子育て支援も考
えていかないといけない。福島大学農学部の誘致については、会津
若松市ということでなく、農業試験場がある会津坂下町でもよいと
思う。そういう活動もしていくべきである。
水道事業は独立採算が基本である。独立採算をしないでいる。平気
で赤字としている。

74



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
安心で住みやすいまちづくりについて
　～地域コミュニティ・いっ水・公共交通～

今回は、安心で住みやすいまちづくりというテーマで、主に地域コ
ミュニティ、いっ水、公共交通について、皆様のご意見を伺いたい
と思います。

国道49号線【荒久田交差点～若松駅】【藤室街道】【大町通り】が
車の交通量が多く子どもたちの通学路で横断を伴う路線である。歩
行者の安全確保として、縁石を設けている箇所があるが、歩行者を
保護するには不十分である。ガードレールにした方がよいと思う
が、通学路の安全性の対策の実施状況はどうなっているのでしょう
か。行政のほうできちんと調査して、改善してほしい。しないので
あれば行政の怠慢である。議会から強く申し入れをしてほしい。

縁石は除雪する上では非常に邪魔になる。歩道を整備するには道路
幅が狭い。また、一方通行にすると住民が不便になる。現地を確認
させていただきたい。（事後処理報告書Ｐ125,126）

大町通りの整備がようやく始まった。いつになったら完成するの
か。また、道路に水道管が一部埋設されている。平成13年に水道管
工事の話があったが、以降そのままとなっており、水の出が悪い地
区（道路東側）もある。道路工事にあわせて整備されるのか教えて
いただきたい。

道路は平成30年度までに完成する計画となっている。水道管の工事
の件については確認させていただき報告いたします。（事後処理報
告書Ｐ127）

昨年度末に市道幹Ⅰ－6号線（駅西側：ピボット東）の踏切改良工
事が完了した。しかし、歩行者は非常に危険な状態となっている。
子どもやお年寄りを守らなくてはならない。道路が完成しても喜ん
でばかりはいられない。つくって終わりではない。その後の安全確
保までも確認してもらわないと困る。危険なカーブがあり横断歩道
もあるが車は止まってくれない。夜はもっと危険である。安全のこ
とも話題にしていただきたい。また、遮断機があるため、渋滞を避
けたい車が町北地区にどんどん入ってきて危険である。

現地を確認・調査させていただきたい。
（事後処理報告書Ｐ125,126）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 城北地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公民館を拠点とした地域づくりについて

　今回は、公民館を拠点とした地域づくりについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。

公民館を良くしたいが、現在の建物は台所も狭く文化祭などで不
便だ。トイレは改修され良くなったが、全体的な改修についての具
体的な動きは。10年20年後の形が見えればいい。この場限りではな
くきちんと議員間でも引き継いでもらいたい。

　分館ではなく本館にしてほしいという意見は聞いています。改修
等を進めてはいますが、住民自治の拠点であるので、予算の問題は
ありますが先ほどの小学校問題やコミセン建設と絡めて考えていま
す。

門田・一箕地区はどんどん発展している。住宅が建たないので市
街化調整区域を外して、または見直してもらえないでしょうか。神
指は高低差もなく他の地域から見たら住みやすいところだと思いま
す。人が増えるような対策を取ってほしいです。

　会津地方の人口の約半分は本市ですが、全体的に人口が減少して
いく中で市街化区域の拡大は難しいと思うが、これからの第7次総
合計画に神指のこれからをどう盛り込むか考えていきます。

　調整区域を外れて人がたくさん住むように変わったのは事実で
す。ただ人口が減っていく中で、市街化区域をどんどん増やせば、
除雪や水道などに今より多くのお金がかかるようにもなります。

　工場の進出の話もあるので、国道49号線を中心にしてその周辺の
みを調整区域から外せば、物流の拠点になるのではないかとも考え
られます。

神指城を市で買って整備していく予定はないのでしょうか。 　周辺道路が整備されていく中で、神指城は単に保全するだけでな
く、観光施設として人が来るようにするべきです。文化庁も国の史
跡にするという考えがあり、補助金も出ますので市がどう考えてい
くかです。また農村公園としての整備の方向もあります。

お城から御旗町を通り鍛冶屋敷への道路だが、蟹川橋までの整備
予定はどうなっていますか。整備がされている途中だが、部分開通
などをすると狭い上にスピードを出す車が多く交通事故が心配され
るのですが。

　県道若松三島線ですが、蟹川橋をなくすような計画はありませ
ん。なお後日調査して確認します。（事後処理報告書Ｐ127）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 神指地区（３班）

76



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公民館を拠点とした地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 神指地区（３班）

　私道の砂利道を市が舗装をしてくれる条件は。 　住民の方の合意が得られ、市に寄付をすれば市道になります。そ
の上で条件を満たしたならば、優先順位をつけて進めていきます。
その場合、市道認定基準に定める道路幅4メートル以上等の条件を
満たすことが必要です。また法務局等への登記の事務手数料も市が
負担します。

舗装により除雪対象路線になるとして把握している19路線に当地
区は入っていますか。

　現在37路線の私道について除雪対応しています。それ以外が19路
線となっていますが、行き止まり等の箇所が多く、市の基準をクリ
アできないところがあります。基準の見直しを含めて話し合ってい
る所です。

地震などの大災害が起こった場合の市の対応や準備はできている
のか。きちんとしたマニュアルを作ったほうがいい。

　市の防災計画を作っています。併せてハザードマップも作られて
います。自治体間の連携も強くして大規模な災害に対応できるよう
にし、学校などを拠点としての計画を進めていくべきだと考えてい
ます。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の高齢化に伴う生活環境等について

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。

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。

⑩ 北会津地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の高齢化に伴う生活環境等について

⑩ 北会津地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。（事後処
理報告書Ｐ128）

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の環境整備について

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。）（事後処理報告書Ｐ129）

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。（事後処理報告書Ｐ130）

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。（事後処理報告書Ｐ130）

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 日新地区（４班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

⑪ 日新地区（４班）

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。

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。（事後処理報告
書Ｐ131）

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。（事後処理報告
書Ｐ131）

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

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。

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。

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。

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。

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。

⑫ 城西地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 西若松駅を中心としたまちづくりについて

⑫ 城西地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

「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。

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。

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。

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。

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

⑫ 城西地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

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。

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。

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。

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。

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。

　

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪と排雪のあり方について

建設委員会が実施した除排雪についてのアンケート集計結果につい
て報告。

除排雪アンケートの問7の「除雪業者と事前打ち合わせを実施して
いるか」について。慶山地区は広いため３業者が除雪をしている。
１業者は毎年打ち合わせをしている。１業者は１回だけ来た。１業
者は全く来ていない。など業者によって違う。除雪に対する姿勢の
悪い業者は指定しないようにしてはどうか。

アンケート結果から、事前打ち合わせの状況が業者により違うこと
を確認した。今後、業者に対して事前打ち合わせも含め、アンケー
トを実施したいと考えており、今後、住民と業者の意見を踏まえ、
より良い除排雪について検討していきたい。

戸ノ口堰の水路に排雪することは禁止されているので、区長として
水路への排雪はしないように業者に指示し、業者も水路への排雪は
しなかったが、住民からは不満が出された。

水路には雪は捨てられない決まりになっています。

融雪水路であれば雪を捨てることができるので、融雪水路をつくっ
てほしい。

市は、除雪業者へヒアリングをし、指導等も行ってほしい。また、
地域の要望を聞く除雪業者でなければ全体として改善しない。業者
も、市民にとってよりよい除雪となるような意識をもって行ってほ
しい。

除雪を行うための協同組合ができたと聞いているが、その実態を教
えてほしい。協同組合が稼働すると除雪問題の解決になるのか。

平成28年2月頃に協同組合ができて、70何社かで結成された。現在
問題となっている排雪について改善すること等が目的となってい
る。除雪は今までの業者でもできるが、排雪に要する機械を所持し
ていない業者もいるので、協同で排雪業務をすることが可能とな
る。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 東山地区（５班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪と排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 東山地区（５班）

慶山地区では、空き地が多くあり、前区長が空き地の所有者にお願
いし、空き地を借りて雪捨て場にしている。しかし、そういった空
き地がない市中心地では、排雪が問題であることが理解できる。

空き地の借用について、春になって雪溜場にごみや砂利等が散乱し
ており、雪留場を貸すのを嫌がる地主が多くなっているといった問
題がある。地域の方がごみ等の清掃をするなど、何らかの改善策を
考えていけば雪留場の問題も改善されるのではないか。

私の住んでいる地域では、除雪と一緒に排雪がされているので、当
然排雪もするものと思っていた。除雪と排雪は一体ではないのか。

排雪は除雪とは別に市から依頼を受けて業者が実施するもので、除
雪と排雪の実施は一体ではありません。

御薬園の通りは道幅が狭く、除雪だけでは交通に不都合を来す。ま
た、当地区は高齢者が多く、雪の塊が道路にあると車も出せないの
で、ぜひ排雪をお願いしたい。

業者と打ち合わせをしている。道の角に雪を置かないようお願いを
している。業者に話を聞くと、除雪に関する考え方は地域によって
大きく異なり、大変そうだ。郊外ではほとんど問題にならないこと
であるが、市中心地になるとほとんどの雪を排雪するように要望さ
れる。雪を置いてもらえるよう企業にお願いしたり、墓地の空き地
までお願いしている。

北海道と山形の行政調査での除排雪事例を紹介。

交差点の角に置くことは危険であるが、置く場所がないので苦慮し
ているとのことであった。これからは排雪の要望が多くなると思
う。

除雪と排雪を実施しているが、排雪は善意で実施しているのか。業
者が仕事として排雪を実施しているならば、排雪を頼むことができ
る。

排雪業務も市からの要請で実施している。
排雪については、市に要望を出してください。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪と排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 東山地区（５班）

町内に雪捨て場にしている空き地があるが、県道の縁石があり、破
損しないように注意が必要である。業者の除雪区域以外の場所でも
あるので、業者が行くのを嫌がる。除雪区域以外の場所となる町内
の雪捨て場に捨てるように依頼して良いのか。個人の空き地を借り
て、雪捨て場としているが、無料なので、気持ちほどのお礼をして
いる。雪溜場のある所は、業者が大変ありがたいと言っている。

現地確認します。また、建設委員会の、秋田市の行政調査では、雪
捨て場の土地に対して固定資産税を減免する措置の取り組みの事例
があり、委員会として、土地の減免制度等による、雪溜場所の提供
が期待できるのではないかと考え、雪捨て場の課題なども含め今回
の除排雪についてアンケートをしました。（事後処理報告書Ｐ
132）

なぜ区長が業者と打ち合わせを実施しなければならないのか。ま
た、雪溜場のごみ等の掃除を住民がしなければならないのか。業者
がすべきことではないのか。区長が除雪に関わる必要があるのか。
区長はこれらのこと全てを委託されているのか。

区長は、町内会のことをある程度知っているものとの認識がある。
その地域のことに関しては区長にお話しをさせてもらっている。

「問題を解決するのは市ではないか」と市に確認したら、「区長さ
んに動いてほしい」との依頼があったので、問題解決に動いた経緯
はある。

市では地域のことすべてを把握しているわけではないので、業者が
丁寧に除雪するためには区長のアドバイスが必要であることから、
ぜひ打ち合わせ等で情報提供をお願いしたい。

町内の多くが高齢であり、除雪時に雪の塊を置いて行かれると困
る。業者への対策をぜひしてほしい。川に雪を捨てるなと言うが、
なせ川に捨てられないのか。川に捨てて実害が有るのか。

川に一斉に雪を捨てると、雪が解けずに川が溢れることがある。

水路でも、融雪溝のように時間を決めて雪を捨てれば、水路に雪を
捨てることは可能だと思う。現実には川に雪を捨てているので、ぜ
ひ検討していただきたい。

業者の雪置きのことで、業者と住民とでトラブルになったことがあ
る。業者への指導を徹底してほしい。

業者への教育は、シーズン前に実施している。

排雪での問題がほとんどであれば、排雪すべてを委託しておけば問
題は解決するのではないか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪と排雪のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 東山地区（５班）

道路維持課に要望しても、排雪はいつになるか分からない。雪が
降った時点で除雪と排雪を一緒に実施してほしい。市に依頼しなく
ても、除雪と排雪を一緒に実施してください。

大雪の時は、まずは除雪を優先し、道路の通行を確保する。排雪に
は時間を要するので、除雪後に順次実施をする。除雪と排雪にはタ
イムラグが生じるので一緒に行うのは難しい。

国道や県道の歩道の除雪が悪いので、歩道の除雪を実施してほし
い。東山街道では歩道の除雪を実施した実績がない。
狭い歩道は除雪をしないのか。

歩道の除雪車の台数も増え、稼働も良くなっているが、すべての歩
道の対応は難しい。そのため通学路が優先となっている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 活力ある地域づくりと情報化について

（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。（事後処理報告書Ｐ
133）

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。

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。

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。

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。

NTTの話を聞く段取りの方法を教えてほしい。 確認する。（事後処理報告書Ｐ133）

⑭ 大戸地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う諸問題について

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。

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。

老人から介護費用を徴収すること自体が問題である。

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。

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮ 門田地区（５班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

⑮ 門田地区（５班）

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。

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。
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３．事後処理報告書について
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
　田代・高坂地区において、携帯電話の電波が届かず緊急の場合など
に支障を来たしている。アンテナを設置するなどして、携帯電話によ
り緊急の連絡が取れるようにしてほしい。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　携帯電話のエリア整備につきましては、民間事業者の整備が基本で
あることから、市としては毎年、居住地における不通話エリアの状況
を確認し、県と連携して情報の収集に努めているところであります。
　なお、今後、同様の地区の状況について調査してまいりたいと考え
ております。
　以上が市の回答ですが、今回要望をいただいた事項の他に、大戸町
黒森集落においては、ソフトバンク社によるエリア整備がなされてい
るとの情報もいただき、その状況を黒森集落にお住まいの方（アンテ
ナ設置場所の地権者）に聞き取り調査をいたしました。その概要は以
下のとおりです。

①　エリア整備については、集落からの要望ではなく、事業者の方か
　ら計画が持ち込まれ整備されたものである。事業者がどのような考
　えのもとで整備したのかは不明である。
②　アンテナ設置の場所は、旧スキー場の跡地で、電気と電話線が近
　くにあることが必要だと言われた。

　現段階で判明しているのは以上のとおりですが、今後エリア整備を
行ったソフトバンク社からの聞き取りを行い、他の不通話エリアへの
波及可能性の有無を探るなど、担当した第１班が継続して調査を行い
ます。

市民との意見交換会・事後処理報告書

１．携帯電話の電波が届かな
い地区への対策について

湊

　

Ｐ12
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ13 日新

２．会津大学卒業生の就職先
について
　

【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ18 日新

３．緑町8番地内の側溝につ
いて
　

【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ18 大戸

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
　

【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。

Ｐ18 一箕

５．赤井谷地の管理について 【市民からの要望・質問】
　市では１５、６年前から赤井谷地を保存管理しているが、どのよう
にしているのか。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に確認をしました。
○文化課の回答
　赤井谷地保存のため、専門家による水環境調査、植生調査を継続し
ながら湿原回復を図るとともに、谷地周辺の草刈りを行っています。
今後も適切に赤井谷地を見学できるように整備していきます。
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Ｐ18 門田

６．ごみステーションの修理
に係る補助について
　

【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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Ｐ19 河東

７．放射線線量計の数値につ
いて
　

【市民からの要望・質問】
　放射線の線量計だが、なぜ広田西公園の線量計を撤去したのか。モ
ニタリングポストのマイクログレイの数値は、リアルタイム線量計等
のシーベルト数値と比較して低すぎるのではないか。恒久的な看板等
で安全性をＰＲすべきでは。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　広田西公園に設置されていたリアルタイム線量計は、国が設置した
ものですが、今後住民が帰還する地域の放射線監視強化のため、近接
して複数の線量計がある場所などの移設可能な線量計を避難指示区域
に移設したそうです。
　市としては、常時監視体制の継続を依頼していきます。
　リアルタイム線量計は簡易型測定器でモニタリングポストとはセン
サーの感度や精度が異なるほか、機種ごとの特性もあり、同じ値とな
らないことも考えられるところです。また、放射線量はどこでも一様
ではなく、少し移動しただけでも異なります。これらのことから、近
い場所ではあっても近い値になるとは限らないと考えられます。
　看板については設置者である国に対し、要望があったことを伝えま
す。
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Ｐ19 一箕

８．緑地公園街路灯の腐食に
ついて

【市民からの要望・質問】
　居合緑地公園にある街路灯が根元より腐食していて倒れる危険があ
る。通学路になっているので直してほしいが補助金はあるのか知りた
い。

【事後処理結果】
　意見交換会終了後、現地に行き調査をしました。
　また、管理をしている「居合団地協議会」に問い合わせをしまし
た。
〇居合団地協議会の回答
　街路灯の修理については、８万円かかるため今年度と来年度の計画
に予算を上げて処理したいと思います。
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Ｐ20 謹教

９．押しボタン式信号機につ
いて

【市民からの要望・質問】
　信号機の問題です。地元の住民もそうですが、葵高校生にも迷惑が
かかっている。押しボタン式の信号機ですが、神明通り側と隣の信号
機が連動していないので、非常に時間がかかる。葵高校の生徒が、第
二グラウンドへ行く際、かなり時間がかかる。生徒でいっぱいにな
り、歩道を通る人に迷惑がかかっている。今回、生徒側より苦情が出
てきている。通行者からも苦情が出ている。このままではトラブルに
なるのではないかと心配である。連動してもらえれば、スムーズに渡
ることができるのではないか。何とか対応してほしい。
　警察に電話をしたら、アンケートを取らないと一人の要望では駄目
だと言われた。その日にアンケートを取ったが、それでもなかなか思
うように進まない。押しボタンをなくしてほしい。

【事後処理結果】
　第３班の５人の議員で現場確認しましたが、信号機の押しボタンを
押してから、信号が青に変わるまでの時間は、１分５０秒です。歩行
者が横断することができる青信号の時間は、２０秒です。このような
状況では、葵高校の学生が渡りきるまでには、何度か信号待ちをしな
ければなりません。また、横断する際の音響設備が壊れています。危
機管理課より、警察へ交渉をお願いします。
○危機管理課の回答
　５月１２日付けで、謹教地区栄町下四丁目二之区町内会、葵高校よ
り、当該信号機にかかる要望書が提出されたため、５月１６日に警察
署に対応及び要望に対する回答を依頼したところです。
　また、押しボタン式信号機の音響につきましては、警察署交通一課
に対し、現地を確認の上、対応を依頼しました。
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Ｐ21
町北
高野

10．藤室街道の渋滞緩和につ
いて

【市民からの要望・質問】
　朝の時間帯、藤室街道（アピオに抜ける道）が、１～２㎞渋滞す
る。そのことによって、車が村の中を通るようになり危険である。止
まれの標識やカーブミラーなどの設置をお願いしたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で午前７時から現地にて渋滞などを調査しまし
た。
○都市計画課、道路維持課の回答
　インター南部幹線道路（藤室街道）は、町北町始を起点として七日
町を終点とする道路です。平成11年7月に見直しがなされており、道路
そのものは、インターを降りて国道49号線から南下して七日町までつ
なぐ道路ですが、現在工事が完了したのは七日町の部分のみです。鉄
道との交差部分、また他の都市計画道路事業とのバランスを含め、早
期には難しいですが推進していきます。
　インター南部幹線道路の朝の渋滞時、隣接町内の「中ノ明」地域内
を走行する車両の把握などを、地元区長会や交通安全協会と連携を図
り、具体的な要望書などを含め安全対策に努めてまいります。

Ｐ21
Ｐ45

大戸

11．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

【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。

<ｲﾝﾀｰ南部幹線の朝の渋滞の様子>

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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Ｐ23 城北

12．除雪に係る業者との打ち
合わせについて

【市民からの要望・質問】
　業者との打ち合わせのことだが、何の連絡もない。除雪の仕方が下
手である。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　除雪前の請負業者による地元町内会との打ち合わせにつきまして
は、除雪契約説明会時に除雪作業マニュアルを配布し実施することと
指導しております。地元町内会との事前打ち合わせは、雪留場を確保
するなど、除雪作業をより円滑に行うため必要と認識していることか
ら、今後も指導を徹底してまいります。

Ｐ25 城北

13．藤室街道の歩道除雪につ
いて

【市民からの要望・質問】
　アンケートには、「藤室街道の東側の歩道除雪をしていただきあり
がたい」となっているが、昨年1月上旬には歩道が全然除雪されていな
かった。只見線の踏切まで3時間かけてやりました。歩道除雪をやった
なんてありえません。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該路線の歩道除雪につきましては、昨年度から小型ロータリー車
を保有する業者に委託し、歩道除雪を実施しており、今後も継続し冬
期間の安全な通行の確保に努めてまいりますのでご理解願います。
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Ｐ27 城北

14．水路への排雪について 【市民からの要望・質問】
　水路があるが、雪を捨てていいのか悪いのか。勝手に捨てている家
もある。玄関先の雪だけでも捨てることができれば、9割がた排雪の問
題は解決する。そのぐらいは近所で協力してやれると考える。また、
水路への排雪もルールを守れば使用できるのではないか。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該側溝は、下流域の農地に用水を供給するために整備された側溝
で、この流末は農地となっていることから、雪を浮かして下流へ流す
流雪溝としての機能は持っていない側溝であります。このことから、
この側溝に投雪した場合、下流域での溢水被害が危惧されますので、
容易に開閉可能な蓋への改修はしていないものであります。
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Ｐ27 城西

15．除雪の要望について 【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。

Ｐ28 鶴城

16．歴史資料センターの維
持・管理について

【市民からの要望・質問】
　５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範囲は、小田垣郵便
局から最上屋さんの間となっている。この中に、まなべこなど公共施
設がいくつかある。地域で対応しているが、かなりの重労働である。
市の施設の場所については職員にも対応してもらいたい。

【事後処理結果】
○文化課の回答
　まなべこは、管理運営業務を会津若松市史研究会に委託している。
一斉清掃に合わせて実施はしていないが、日常の業務として館外の清
掃および除草を職員が実施してします。
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Ｐ28 鶴城

17．鶴城コミュニティーセン
ターの維持・管理について

【市民からの要望・質問】
　５月８日に春の一斉清掃を行った。地区の清掃範囲は、小田垣郵便
局から最上屋さんの間となっている。この中に、鶴城コミュニティセ
ンターなど公共施設がいくつかある。地域で対応しているが、かなり
の重労働である。市の施設の場所については職員にも対応してもらい
たい。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　鶴城コミュニティセンターは、鶴城地区区長会をはじめとする鶴城
地区の各種団体で構成されている「鶴城コミュニティづくり協議会」
において運営している。一斉清掃に合わせて実施はしていないが、周
辺の水路に落ち葉がたまる時期に職員が清掃を行っています。

Ｐ28
町北
高野

18．町北集会所の環境整備に
ついて

【市民からの要望・質問】
　町北集会所は選挙の投票所となる。夏の猛暑時の立ち会いは大変で
ある。要望としてクーラーを入れてほしい。市からは、今後建屋の管
理はするが新しい手入れはしないと言われている。利用者数だけで決
めるのは違うと思う。

【事後処理結果】
○総務課からの回答
　同要望を平成27年10月に高野町区長会から頂いた経過にある。建屋
の維持管理は市で行っていますが、新たな設備導入などについては困
難であることを回答しています。今後も引き続き、地元８町内会で組
織する町北集会所管理運営委員会にお願いすることになります。
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Ｐ30 謹教

19．川ざらいの日程について 【市民からの要望・質問】
　川さらいの日程が、明日である。もっと早くやってもらわないと困
ると農家の方々は言っていた。今までは４月に行われていたが、今年
から５月になったのはなぜか。遅すぎると農家の方々は言っている。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　会津若松市区長会で主催し、各地区・町内会ごとに実施している
「各地区清掃事業」の謹教地区の日程について回答します。
　謹教地区においては、平成２５年度までは４月に実施されておりま
したが、他の地区の日程変更や市内全域における土砂回収作業の効率
化等により、平成２６年度より実施日を５月にすることについて、謹
教地区町内会連合会（地区区長会）との協議の上、会津若松市区長会
役員会において決定した経過にあります。
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Ｐ31 日新

20．防犯について 【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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Ｐ34
Ｐ35

日新

21．生活保護の現状について 【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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Ｐ41 北会津

22．阿賀川の西側のサイクリ
ングロードについて

【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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Ｐ41 神指

23．上水道の整備について 【市民からの要望・質問】
　湊地区は水道事業にお金がかかっているが、地区内の天満、中四合
などは上水道が入っていないが今後どうなるのか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
　当該地区においては、平成12年度に水道整備要望の声を受け、工事
のための測量を実施し、平成13年度から整備する予定とされていたと
ころですが、一転して整備の必要なしの意向が示され、整備中止に
なった経緯があります。しかし、過去の経過は経過として、地区内で
水道整備の要望が上がれば、水道部としても整備計画に上げて整備し
ていく考えであります。
　整備の要望に当たりましては、要望代表として関係する区長名によ
る要望書を水道部に提出していただくようお願いしました。なお、参
考例として他地区で出された要望書をお渡ししてあります。

Ｐ41 城西

24．水道管の費用負担につい
て

【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。　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）
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【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。

Ｐ43 城北

25．漏水の状況について 【市民からの要望・質問】
　漏水の状況については何パーセントなのか。その対策はとっている
のか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
　漏水率については、平成26年度のデータになりますが、総排水量の
3.2％になっています。対策としては、老朽管更新事業による各種工事
のほか、毎年給水区域全域において漏水調査を実施しています。ま
た、漏水多発地区については、2回調査を実施するなど、漏水防止対策
を進めています。

111



ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

Ｐ43 行仁

26．『四季花』前（行仁町３
番地付近）の側溝整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　『四季花』前の側溝整備の要望書を出しているが、進捗が分かるよ
うにしてほしい。『渡久』付近まで整備されているので、対応をして
いただきたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地調査をしました。石積みの伝統的な側溝で
した。
○道路維持課の回答
　当該箇所は地区より要望が上がっています。現在、地区全体として
の要望の中から上町３番地沿線の側溝整備を計画しています。当該箇
所の実施時期について検討してまいります。なお、石積みの破損等が
ある場合は緊急に対応していきます。

Ｐ43
町北
高野

27．ヨークベニマル町北町店
裏側の東西道路の側溝蓋掛け
について

【市民からの要望・質問】
　ヨークベニマル町北町店裏側の東西道路の側溝に蓋掛けがしてある
が、所々に蓋掛けがしていない箇所ある。通学路になっていることも
あり、危険であるので、改善のスピードを上げてほしい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地確認をしました。幹線道路からの抜け道、
中学生の通学状況を確認し、相互交通可能な道路整備の必要性を認識
しました。
○道路建設課の回答
　ヨークベニマル町北町店がオープンしてから通行量が多くなってい
ることは確かです。側溝蓋がけの整備や幅員の整備については、今秋
から継続事業として着手する予定です。

<５月26日 行仁町３番地付近の調査>

<ヨークベニマル町北町店の裏道路>
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Ｐ43 行仁

28．馬場通りの側溝石蓋の要
望について

【市民からの要望・質問】
　馬場通りの側溝石蓋の要望を出して２年が経過しているが進捗がな
い。対応をしていただきたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地調査をしました。側溝の石蓋の調査から、
特に玄関や車庫といった箇所の劣化が見られました。
○道路維持課の回答
　現在、安全性に異常のある蓋については順次交換等の処置をしてい
ます。引き続き、危険性を含め調査しながら段階的に対応していきま
す。

Ｐ44
町北
高野

29．アピオから抜ける東西の
道路整備について

【市民からの要望・質問】
　ケーズ電気の北側の道路を東西に抜く計画と、警察アパートの北か
らヤンマーを通って坂下まで抜ける道の拡幅の計画はどのようになっ
ているのか。

【事後処理結果】
　平成７年６月30日に物流１号幹線は都市計画道路として決定がされ
ました。平成26年２月定例会において、整備促進の陳情が出され、議
会として採択した経過にあります。
○道路建設課の回答
　都市計画道路物流１号幹線(市道町3-138号線)総延長170mの整備につ
いては、物流基地としての機能を高めるため、また団地内の渋滞対策
のためにも必要であると認識しています。市全体の都市計画道路や幹
線道路の整備状況等を踏まえ、国の交付金の活用を前提に整備してい
きます。

<５月26日 馬場通りを調査>

<アピオ ケーズ電気の東西の幹線>
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Ｐ44 大戸

30．広域農道の除草について 【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。

Ｐ44
町北
高野

31．神指小学校の北側の圃場
整備について

【市民からの要望・質問】
　神指小学校の北側の道路（ヤンマーの辺り）が拡幅されているが、
今回、圃場整備されている所は、今後どのようなスケジュールになっ
ているのか。

【事後処理結果】
○道路建設課、道路維持課の回答
　神指小学校北側から及川街道に抜ける道路は市道幹Ⅰ-２号線であ
り、圃場整備の一環で用地取得された道路です。今般の縦貫北道路若
松北バイパスとはなりませんでした。今後、アピオ物流団地への接続
を予定していますが、今後の年次計画を含め精査していきます。

広域農道の道路脇の除草を

お願いしたい。
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Ｐ44 北会津

32．待機場所2箇所の設置に
ついて

【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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Ｐ45
町北
高野

33．下荒久田の国道１２１号
線の北台29番地付近の道路整
備について

【市民からの要望・質問】
　下荒久田の国道１２１号線の停留所付近の市道は、46ｍはＵ字溝が
入っているが、７０ｍ位が素堀の側溝のままである。北台29番地先の
ところの道路は市道なのに、予算がないということで砂利道のままで
ある。ぜひとも舗装整備してもらいたい。

【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　地区から国道に抜ける市道であり、平成25年７月に下荒久田地区か
ら農林課に対して整備要望があがりました。永和小学校、若松第六中
学校への通学路でもあります。舗装は国道121号線に面した箇所は整備
している状況にあります。今後、他の地域要望を含め整備時期につい
て検討してまいります。

Ｐ45 門田

34．歩道と車道の段差がある
所とない所の違いについて

【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。　　　　　　　　　　 （次ページに続く）

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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（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。

○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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Ｐ45 北会津

35．農作物に対する被害につ
いて

【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。

Ｐ47 一箕

36.学校のカーペットの衛生
対策について

【市民からの要望・質問】
　カーペットが敷かれている学校があるが、ダニなどの温床になって
いると聞く。子どもの健康に悪いので即刻替えるべき。

【事後処理結果】
○教育総務課の回答
　タイルカーペットについては、平成２２年度まではクリーニングに
より対応してきましたが、経年劣化により傷みや衛生上の観点から平
成２６年度より入れ替えによって対応してきたところです。今後、年
次計画で更新していきます。

工事箇所の夜間照明によ

る害虫被害箇所
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Ｐ47
町北
高野

37．若松六中のプレハブ造り
の図書館について

【市民からの要望・質問】
　若松六中の図書館はプレハブ造りであるため、夏は暑くて冬は寒
い。学校建設もよいが、改善の必要な学校施設も多数ある。改善して
いくべきではないか。

【事後処理結果】
○学校教育課の回答
　現在の若松第六中学校の図書室はプレハブ造りですが、暫定的な造
りです。今後恒久的な建屋にしていく考えです。なお、学校施設への
要望は多数あることから、利用状況などを踏まえ検討していきます。

Ｐ48 河東

38．小中学校の雨水集水桝の
放射線量の調査について

【市民からの要望・質問】
　小中学校の雨水集水桝の検査を行ったが、放射線量の数値が高いと
ころもあるようだ。定期的に調査をすべきである。

【事後処理結果】
○学校教育課の回答
　小中学校の放射線量については、各学校より毎月第２月曜日に市教
育委員会に対し、校庭、側溝、砂場などの放射線量の報告を受けてお
り、現時点において問題は生じていないものの、今後は、ご指摘の
あった雨水集水桝の調査についても配慮します。
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Ｐ49 大戸

39．大戸中学校のしだれ桜に
ついて
　

【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。

Ｐ60 一箕

40．道路整備について 【市民からの要望・質問】
　柏屋から一箕交番までの道路がデコボコである。また中央病院脇か
ら居合団地までの道路も同じくデコボコしている。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に伝えました。
○道路維持課の回答
　①柏屋から一箕交番までの道路　→　市道幹Ⅰ-８号線
　②中央病院から居合団地の道路　→　市道幹Ⅱ-６号線

　①については、奴郎ヶ前交差点からホンダ会津一箕町店までの間を
国の交付金事業により計画的に舗装補修を行っているところです。
　②については、今年度も継続して居合団地側より舗装補修工事を実
施予定であり、中央病院前交差点付近まで間もなく到達する予定で
す。
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Ｐ60 一箕

41．松長団地の法面の草刈り
について
　

【市民からの要望・質問】
　法面の草刈りを町内会で行っているが、市からの補助金が32,400円
である。実際には15万円程度費用がかかっているので補助金を増額で
きないものか。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　また、担当課に確認をしました。
○道路維持課の回答
　松長団地地区においては、現在９団体（８町内会、１町内会連合
会）に除草業務を総額４８６千円（Ｈ27実績）をもって委託してい
る。ゴミの投棄防止のため１ｍ幅で草刈りをお願いしているところで
あり、法面全体の草刈りは、予算上困難であります。
　道路維持管理費で補修等しなければならない市道が多くある状況か
ら、除草については町内会として協力いただける範囲での対応をお願
いすることとなります。

Ｐ60 一箕

42．松長団地内のガードレー
ルについて

【市民からの要望・質問】
　団地内においてガードレールが外されたままになっている箇所があ
り危険である。

【事後処理結果】
　班で現地を確認しました。
　担当課の道路維持課に伝えたところ、道路維持課において、早急に
現場確認を行い対処することとなりました。
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Ｐ60 一箕

43．共有地の固定資産税の取
り扱いについて

【市民からの要望・質問】
　5、6年前から市に要望をしている。私道に対して固定資産税を払っ
ているが、減免できるように要望したい。私道７軒分の税金の請求が
１軒にまとめて来るので、地主が離れているためそれぞれに集金に行
くのが大変である。個別にならないのか担当に聞いたが対応が悪い。

【事後処理結果】
○税務課の回答
１．土地の地権者が複数いる場合（共有物件）の取り扱い
　　　共有や複数の相続人で所有する固定資産は、その共有者全員を
　　一人の納税義務者として課税することになっています。この場合
　　固定資産税は連帯してお納めいただくこととなり、納税通知書及
　　び納付書は、代表者の方（登記簿の筆頭者、持分の多い方など）
　　へお送りしています。
２．納税通知書の共有者全員への送付について
　　　現行においても、地権者の方からの要望を受け、代表者以外の
　　共有者全員宛に、納税通知書のみを送付しております。
　　　送付のご要望がある場合は、市役所税務課土地グループへお問
　　い合わせ下さい。　℡０２４２－３９－１２２４

（次ページに続く）

　

122



ページ 地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

３．納付書の分割について
　　　各共有者の持分に相当する固定資産税を算出し、納付書を分割
　　して送付する取り扱いは、現在いたしておりません。
　　　各共有者の持分に応じた納付書を送付することは、納税しやす
　　い環境整備を行い、納税者の方の負担の軽減を図るなどの効果が
　　期待されます。しかし、この取り扱いによって連帯納税義務が免
　　除されるものではなく、共有者のうち一人に滞納が生じた場合は
　　共有者全員が差押えなどの滞納処分の対象となります。共有者の
　　中で納めた方と納めない方がいる場合、新たな混乱が生じること
　　が考慮されます。また、分割納付書発行から収納処理に係るシス
　　テム改修等が必要となります。
　　　このようなことから、代表者の方には、各共有者の方のとりま
　　とめ等、ご負担をお掛けいたしますが、公平、公正な課税業務に
　　努めてまいりますので、今後ともご協力をお願いいたします。

Ｐ65 鶴城

44．會津風雅堂の維持・管理
について

【市民からの要望・質問】
　一斉清掃の日があったが、風雅堂は入口付近の風雅堂から見える所
だけ清掃して、敷地内の草が繁茂している所の掃除はしない。どう
なっているのか。

【事後処理結果】
○文化課の回答
　會津風雅堂は、公益財団法人会津若松文化振興財団が管理運営をし
ており、協定書の中で、年４回の除草を外部へ委託している。一斉清
掃に合わせて実施はしていないが、委託のほかにも職員が随時行って
いる。
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Ｐ70
町北
高野

45．下水道の普及率と整備に
ついて

【市民からの要望・質問】
　本市の１０万人都市の中での下水道の普及率は、全国で下から４番
目であった。今はどうなっているかは分からないが、低いことには変
わりがないと思う。観光にばかり力を入れるのではなくて、公平な下
水道整備をしてほしい。

【事後処理結果】
○下水道課の回答
　本市の下水道の普及率は、平成28年３月現在79.82％で、全国の75の
類似団体の中での順位は40位であります。さらに農村の生活環境改善
と農村をとりまく水環境の保全を目的としている「農業集落排水事
業」は、市内７地域で行っています。近隣地区では高野地区の界沢地
区が整備されています。今後も年次計画を含め、適正な公共下水道事
業に取り組んでいきます。
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Ｐ75 城北

46．歩行者の安全対策につい
て
　

【市民からの要望・質問】
○国道49号線【荒久田交差点～若松駅】【藤室街道】【大町通り】が
車の交通量が多く子どもたちの通学路で横断を伴う路線である。歩行
者の安全確保として、縁石を設けている箇所があるが、歩行者を保護
するには不十分である。ガードレールにした方がよいと思うが、通学
路の安全性の対策の実施状況はどうなっているのでしょうか。
　行政のほうできちんと調査して、改善してほしい。しないのであれ
ば行政の怠慢である。議会から強く申し入れをしてほしい。

○昨年度末に市道幹Ⅰ－6号線（駅西側：ピボット東）の踏切改良工事
が完了した。しかし、歩行者は非常に危険な状態となっている。子ど
もやお年寄りを守らなくてはならない。道路が完成しても喜んでばか
りはいられない。つくって終わりではない。その後の安全確保までも
確認してもらわないと困る。
　危険なカーブがあり、横断歩道もあるが車は止まってくれない。夜
はもっと危険である。安全のことも話題にしていただきたい。また、
遮断機があるため、渋滞を避けたい車が町北地区にどんどん入ってき
て危険である。

（次ページに続く）

国道４９号線

駅踏切西側
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【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　いずれの路線も交通量が多く、歩行者の安全確保のため、歩行者と
車両を分離する必要があると考えておりますが、縁石やガードレール
を設置するためには、除雪等を考慮し、十分な幅員の歩道を整備する
必要があることから、設置できる路線は限られております。
　そのために、歩道の整備が難しい箇所につきましては、区画線によ
る歩車道の分離や、路側帯のカラー化、横断歩道のある交差点のカ
ラー化など、車両の運転者に注意を促し、歩行者の安全を確保する方
策を検討してまいります。

○道路維持課の回答
　国道49号の上荒久田交差点の通路の階段化につきましては、下記の
理由により困難であります。
①国道49号から乗り入れる際の幅が１ｍに満たないため、歩行者のす
  れ違いなど、安全上の問題がある。
②現在、国道49号の転落防止柵が設置してあり、階段化に伴いこれを
　撤去（開放）すると、国道側からの転落の危険が生じる。（国土交
　通省郡山国道事務所）
③本交差点改良工事については、今年度に測量設計業務委託が予算化
　され、次年度以降の事業化により安全対策が図られることから、現
　状における対策は手戻りになる。
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Ｐ75 城北

47．大町通りの水道管工事に
ついて

【市民からの要望・質問】
　大町通りの改修工事に係る水道管の更新は、実施されるのか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
　大町通りの水道管につきましては、平成25年4月30日の関係町内会説
明会において説明してきた経過にありますが、現在進められている道
路工事の進捗にあわせて実施されることとなっています。なお、駅前
から大町2丁目南端交差点付近（すみれ花店前の交差点）までの区間は
平成13年度までに完了しています。

Ｐ76 神指

48．道路整備について 【市民からの要望・質問】
　県道若松三島線と会津西バイパスの整備と、蟹川橋の今後を教えて
ほしい。
　
【事後処理結果】
○会津若松建設事務所の回答
　会津西バイパスの現在整備済の箇所から北側へ約400メートルの部分
に関しては、今年度中の開通を目指しています。それより北の神指城
周辺のルートは、平成31～32年度を目標にしていますが、開通予定日
はまだ未定です。
　県としては、工事完了した箇所からすぐに供用を始めたいとの考え
があり、それによって交通量の変化はある程度予想されますが、開通
後の交通量調査などを実施し、今後の安全対策と整備計画を進めてい
きます。なお、蟹川橋の取り壊し等の予定はありません。
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Ｐ79 北会津

49．空き家対策協議会につい
て

【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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Ｐ80 日新

50．善久町の側溝整備につい
て
　

【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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Ｐ80 日新

51．レオパレス付近の側溝整
備について
　

【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。

Ｐ80 日新

52．防犯カメラ設置の相談に
ついて
　

【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。
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Ｐ81 日新

53．側溝の清掃について
　

【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。

Ｐ81 日新

54．側溝の異臭について 【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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55．除雪区域外の場所となる
町内の雪捨て場について

【市民からの要望・質問】
　飯盛第二団地町内に雪捨て場にしている空き地があるが、県道の縁
石があり、破損しないように注意が必要である。撤去できないか。

【事後処理結果】
 地元の方と一緒に現地を確認しました。「縁石を撤去してほしい」と
いう要望のほか「道路舗装面が流動しているため、舗装面の改修をし
てほしい」という要望があげられました。

○道路維持課の回答
　町内の違う場所となる雪溜め場については、地権者の同意および両
町内会の同意が得られれば活用が可能であり、支障となる縁石につい
ては、市の管理となっていることから撤去することは可能です。
　また、流動を起こしている舗装路面の改修については、現在、当該
路線の舗装修繕を計画的に実施しておりますので、合わせて対応した
いと考えております。
　なお、道路パトロールにより、状況を継続的に観察し、流動が進み
通行に支障となる時には、部分的な修繕を実施してまいります。

東山Ｐ87

町内の雪捨て場となっている所

町内雪捨て場の入り口の縁石、

右端から２つを撤去してほしい。

道路舗装面が流動しているため、舗

装面の改修をお願いしたい。
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Ｐ89 大戸

56．大川ダムの光回線の利用
について
　

【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。

Ｐ89 大戸

57．NTTから話しを聞く段取
りの方法について
　

【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。
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