
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　①佐藤勉議員および議会への厳しい意見が出された。
　　②市民や子どもたちの安全性を確保するため、工業団地周辺、会津総合運動公園周辺の歩道について意見が出された。
　　③議員定数、報酬についても意見が出された。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「高齢化に伴う諸問題について」
　①民生委員や地域包括支援センターの役割について
　②農業担い手の育成
　③除排雪等に関する対応　などについて意見が出された。

第17回市民との意見交換会・報告書（門田地区）
　開催地区： 門田地区 　開催日時：平成28年11月10日（木）　　18時30分　～　20時30分

　担当班　： 第 1 班（出席議員）戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、髙梨　浩、吉田恵三、大山享子　　（欠席議員）なし

　開催場所： 南公民館

　参加人数： 19名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）
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佐藤勉議員の逮捕、起訴は、極めて遺憾であ
る。留置されている期間は仕事をしていないのだ
から、報酬を払う必要はない。

市議会としても遺憾である。現在、報酬の支給
停止に関する条例制定に向け議会で検討してい
る。逮捕=有罪でないケースも想定される。

● ① 議員

現在検討している報酬支給停止条例は、逮捕時
までさかのぼって報酬の支給を停止できないの
か。

　法律の考え方の中で、不遡及の原則があり、さ
かのぼることは適当でないとされているので、ご
理解いただきたい。

● ① 議員

平成２７年度の決算について、扇町土地区画整
理事業と三本松地区宅地整備事業特別会計の事業
内容を教えていただきたい。

　内容を説明。

○ ①
区画整理

水季の里

徳久地区の下水道事業は、どうなっているの
か。

　下水道事業は、大きく分けて３つの種類があ
り、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別生
活排水事業となっている。下水道事業は、主とし
て市街地における下水を排除、処理するものであ
り、事業の認定を受けた区域から順次実施してい
る。現在、市内青木地区等において実施されてお
り、徳久地区は、一部計画区域となっているが着
工されていない。計画区域外は、個別生活排水事
業による対応となる。

○ ① 下水道

徳久工業団地付近の踏切２か所が狭く、歩行や
車の通行などにおいて危険である。拡幅などはし
ないのか。

　後日報告します。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

道路

工業団地から徳久地区への通学路の歩道である
が、野尻金属側には交通専門員を配置することが
できないので、安全を呼びかける立て看板を設置
するなど、対応しているが、歩道が狭く、子ども
たちが危険である。事故が発生してからでは遅い
ので、対応願いたい。

　徳久地区内から門田小学校北側の市道幹Ⅰ－２
２号線は、今後歩道を含めた整備を予定してい
る。着工時期については、藤室鍛冶屋敷線完了後
を予定していると市当局から聞いている。 ○ ① 交通安全

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

学生に対する奨学金制度であるが、就職後の返
還に苦労している現状もある。返還への支援はで
きないか。

　そうした状況があることは認識している。後
日、市の制度について報告させていただく。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

行政

会津総合運動公園に向かう国道１１８号の歩道
が狭い。古川の片側を自転車専用道路とするなど
の対応ができないか。

　自転車専用道路などを設置すると軽トラックが
入れずに、農家が困る場合も想定されることか
ら、農家の意見を聞く必要もあると考える。学校
の先生方はバイパスの歩道を利用するよう子ども
たちに話をしているが、議会では、子どもたちは
近道を通る状況があり、危険性が高いと認識して
いる。

○ ① 道路

議員定数について、今後の検討スケジュールと
類似都市との比較ではどうか。

　来年５月の市民との意見交換会時に原案を示し
たいと考えている。類似団体の平均は、２５～２
６人であり、現状では本市は、類似団体より議員
数がやや多い。

● ① 議員定数

今後、人口が減少していく中で、議員定数は減
らすべきである。４つの委員会で６人ずつ、議
長、副議長を加えて２６名が適当でないか。議員
は市民を代表している。もっと報酬を引き上げて
もいい。

　ご意見として伺う。市の議員が類似団体平均よ
りも多い理由のひとつとして、市町村合併により
面積が広くなったことがある。議員定数の在り方
については、人口規模で何人必要かという考え方
だけで検討していない。

● ①
議員報酬
定数
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○　地区別テーマでの意見交換について

　「高齢化に伴う諸問題について」というテーマ
に沿ってご意見を伺いたい。

　高齢者の一人暮らしの世帯に対し、民生委員が
対応していると思うが、区長は実態が良く分から
ない。また民生委員の任期は、どうなっているの
か。

　民生委員あるいは高齢者福祉相談員も定期、不
定期に関わらず、一人暮らし高齢者宅を訪問して
いると思われるが、地区の実態を把握している区
長がおいでになれば、発言をお願いしたい。

○ ①

民生委員は、１１月末で任期が終わり、新たな
委員が国から委嘱される。民生委員は、概ね１カ
月のうち、１回は一人暮らしの自宅を訪問してい
る。

　一人暮らしのお年寄りに関しては、民生委員や
区長に聞けば、一定の情報は得られると思われ
る。 ○ ②

門田地区は、第２、第３地域包括支援センター
も、民生委員と連携しており、コミュニティ会議
を開催しながら対応している。

　地域包括支援センターとの連携も重要である。

○ ②

農業に関しては、担い手が不足するなど抜本的
な対策が講じられていない。株式会社などの法人
が大規模に耕作するなどの対策が必要ではない
か。

　湊地区においては、同様の危機感から、複数の
集落で農業生産法人を組織している。

○ ①

毎冬の除雪時にオリンパス南側のアパート、パ
チンコ屋の角に、雪が積み上がる。排雪をきちん
としてほしい。子どもたちが危険である。

　子どもたちや歩行者の安全性を損なう雪の積み
上げは危険である。なお、市当局に伝える。

○ ③

担当課に伝え、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

　除排雪の業者の技術が低下していないか。 　そうした側面もあると思われるが、ご意見とし
て伺う。 ○ ②

→　高齢化に伴う諸問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　高齢化に伴う諸問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

　除排雪の際に、消火栓の表示が見えなくなる。
消防署で把握しているか。

　消防署員は、把握している。地元消防団も把握
すべきであると考える。 ○ ①

　雪捨て場の確保を市で対応できないか。 　秋田市では、雪捨て場を提供する市民の固定資
産税を減免するなどの対応をしている。区長や業
者のアンケート調査結果を分析しながら、議会に
おいても、より良い対応策を考えていきたい。

○ ①

除排雪の業者によっては、一人暮らしの高齢者
宅の前に雪を残していく。高齢者は自力で雪かた
しをできない。

　一箕地区のある地域では、高齢者宅の前に旗を
たてるなどの工夫をしている。社会福祉協議会の
スノーバスターズなどの活用も図れる。

○ ①

夜の商店街の明かりが少ないために活気がな
い。プライバシー保護のためか、近所付き合いも
なくなる傾向にもある。２年くらい前の大雪時
に、ニュースでボランティアが２００台くらいの
車で集結し、除雪作業を行っていた。このように
ボランティア組織を作れば、除雪費も２、３千万
円くらいで、できるのではないか。

　議会においても、去る６月定例会において自治
基本条例が制定され、政策討論会第１分科会にお
いても都市内分権について議論をしている。名張
市では地域ごとに一定の予算措置を講じて、地域
の課題解消に向けた事業を実施している。議会に
おいても地域内の課題解消に向けた取り組み方を
検討していく。

○ ①

会津総合運動公園の駐車場が少ない。路上駐車
が多い。

　野球やテニス、屋内競技の試合が重なった時な
ど、駐車場が不足していることは認識している。
次年度にインターハイも会津総合運動公園で開催
されるため、可能な限り駐車場を確保するよう当
局に伝える。

○ ③

担当課に伝え、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

　神指小学校、永和小学校を統合して、その一方
をＩＣＴオフィスとすれば、経費がかからないの
ではないか。

　小学校の統合などは、まずは地元の意向や考え
が重要である。その議論なく、市が勝手に統合等
を決めることはないと考える。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　高齢化に伴う諸問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

會津稽古堂などを借りて市全体での意見交換会
を開催してはどうか。

　ご意見として伺う。
○ ②
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門田地区

件名

１．徳久工業団地付近の踏切
の拡幅について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
　徳久工業団地付近の踏切２か所が狭く、歩行や車の通行などにおい
て危険である。拡幅はしないのか。

【事後処理結果】
○企業立地課の回答
　踏切の拡幅等は、ＪＲが実施主体となるところです。
　徳久の工業団地造成の際には、歩行者の安全性を確保することなど
を理由として、ＪＲの踏切は拡幅しないこととなったことから、飯寺
地区等への説明会を実施し、周知してきたところです。
　現在、歩行者やバイク、さらに軽トラックが通行している実態があ
るようですが、子どもたちが通学の際には、門田小学校方面の道路の
片側には歩道があることから、その歩道を利用しながら通学していた
だきたいと思います。
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門田地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

２．奨学金の返還への支援に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　学生に対する奨学金制度であるが、就職後の返還に苦労している現
状もある。返還への支援はできないか。

【事後処理結果】
　市では、成績が優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学
が困難と認められる方を対象とした奨学金制度が２種類あります。
　１つ目は、保護者が１年以上市に住所を有しているなどの条件を満
たす高校生および高等専門学校生を対象とした奨学金制度であり、年
額５万円が給付され、返還する必要はありません。
　２つ目は、板橋好雄奨学金制度であり、保護者が１年以上市に住所
を有するなどの条件を満たす大学生、短期大学生、大学院生を対象と
した貸与制度であり、年額５０万円が一括貸与されます。返還は、卒
業した６カ月後からはじまり、６年以内に完了することになります。
　なお、経済的理由により就学が困難と認められる小・中学生の保護
者に対し、学用品費、給食費、修学旅行費、医療費などの一部が支給
される制度もあります。
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門田地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

３．排雪について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

４．会津総合運動公園の駐車
場について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　会津総合運動公園の駐車場が少ない。路上駐車が多い。

【事後処理結果】
○花と緑の課の回答
　以前、会津総合運動公園において複数の大会などが重なった時など
に、路上駐車が見受けられたことから、公園緑地協会において、混雑
が見込まれる場合には、事前に主催者等の団体に集まっていただき、
駐車区画の割り当てや相乗り等の調整を図ってきたところです。
　最近では路上駐車は減少傾向にありますが、次年度開催されるイン
ターハイにおいては、旧学鳳高校跡地や市立第五中学校などを駐車場
として借用し、バス等によるピストン輸送などの手立てを講じながら
対応していく考えです。
　

【市民からの要望・質問】
　毎冬の除雪時にオリンパス南側のアパート、パチンコ屋の角に、雪
が積み上がる。排雪をきちんとしてほしい。子どもたちが危険であ
る。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　除雪と排雪は、同時に実施できる状況にないことから、除雪の後に
順次排雪を行っています。子どもたちの通学や歩行に支障がないよ
う、迅速な排雪を心掛けていますが、雪の山積みが危険な状態と見受
けられた時などは、道路維持課へご連絡いただきたいと思います。
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