
　
１．議会報告、市政全般についての総括
　・新しい課題というよりも、長年解決されていない地区の課題が改めてご意見として出された。
　・議員定数については、「増やすべき」という意見はなかったが、「減らすべき」という意見と「減らすべきではない」と
　　いう意見の両方が出された。
　・議員報酬については、会津若松市特別職報酬等審議会の答申を尊重するという考え方を理解していただけた。
　・同僚議員の逮捕・起訴に関しては、厳しいご意見をいただいた。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「農商工における新しい基盤づくりについて」
　・テーマに対しては、最終的にお任せすると言われたので、事前にしっかりとこの地区のことを理解しておく必要がある。
　・合併して１１年が経つが、ここにきて合併に対するメリットよりもデメリットが意見として出されるようになった。
　・少子高齢化に対応した地域づくりについては深刻な課題であり、特に農業振興地域の除外についてみなさん大きな不安を
　　抱えておられた。

第17回市民との意見交換会・報告書（河東地区）
　開催地区： 河東地区 　開催日時：平成28年11月4日（金）　１８時００分　～　２０時２０分

　担当班　：第２班（出席議員）渡部　認、内海　基、村澤　智、小倉孝太郎、樋川　誠、清川　雅史　（欠席議員）なし

　開催場所：河東農村環境改善センター

　参加人数：１３名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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広報議会（№185）において、要望を受けたときの
対応に関する道路建設課長の回答として、現地の
立ち会いや説明をするとしているが、実際にはＡ
４一枚の回答書しかもらっていない。市民はＩＣ
Ｔにはほとんど関心が無く、道路舗装などが切実
な問題であるのだから、通り一遍の対応ではな
く、細かく対応してほしい。

現在、年間200件近い要望があり、優先順位を決め
て対応している。今後の議会からの要望に入れさ
せていただく。

○ ② 道路

漆沢で、消火用水（消火栓、防火水路）があって
も冬になると行けないところがあるので、整備し
てほしい。

現地調査をして、対応していくことにする。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

防災・安
全

水道料金の値上げについて、建設委員会との意見
交換会では、出席したほとんどの方が反対の考え
であった。そのような状況でも値上げはあるの
か。どうしてもしなければならない状況なのか。
なぜ今まで値上げしてこなかったのか。

審議会からの答申では、21.66％の値上げが妥当と
いうことであった。高久にスパンション会津が立
ち上がるということもあり、２０年以上値上げし
てこなかったが、大口の水利用をしてきた企業が
撤退するなどして収入が減ってきたため、値上げ
の方向である。

○ ① 水道

下水道の進捗状況はどのようになっているのか。
進んでいないのは行政側の怠慢なのではないの
か。濾過器の新設も必要がないのではないか。

河東の進捗状況は、73.1％であり、市全体では
84.3％である。市としては個別排水事業にお願い
している。

○ ① 下水道

河東の文化産業祭に対する予算が、今年度の４０
万円から来年は２６万円になるようだが、突然の
大きな減額は運営に支障が出るので、段階的な対
応をしてほしい。それよりも、市の無駄遣いがた
くさんあるので、そこから手を付けるべきではな
いのか。

来年度の予算に関しては、今まさに編成中である
ため、議会としては予算が出た段階できちんと精
査していくことにする。

○ ② 地域社会

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

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

自治基本条例について、前回の意見交換会におい
て６月定例会で十分に審議するとの回答があった
が、６月定例会で承認されている。最高規範性や
市民の義務などについてどのように審議されたの
か。

総務委員会において行政調査をした上で、十分に
議論が行われ、最高規範性や市民の義務について
は盛り込みを見送ることになった。この条例は現
段階では理念条例に近いものであり、これから育
てていく条例であるので、今回のご意見を尊重
し、これからの議論に生かしていきたい。

○ ①
まちづく

り

第１分科会で、大学の先生による財政分析をされ
ているということであったが、具体的に本市の財
政状況はどのようなものか。「第二の夕張市で
は」という話もあったが今はどのようになってい
るのか。

市の貯金ともいえる財政調整基金が平成１５年に
は９万６千円しか無く、確かにその時は第二の夕
張かというご意見もあったが、平成２６年で３１
億円になった。関西学院大学の小西教授も「贅沢
はまだできないが、危機的状況は脱したと考えて
よいだろう」と分析されている。

○ ① 財政

今回は「政策討論会の政策研究に係る中間報告」
ということであるが、最終報告はいつになるの
か。市民に対して「報告」するだけなら税金の無
駄遣いなので、市政にはどのように反映していく
のか。

担当委員会は２年間が基本の任期であるため、最
終報告は来年の７月末を目途にまとめることにな
る。今までも、定例会における政策提言などを
行ってきているが、今後も市民のみなさまの生活
が安心で安全なものになるよう、続けていきたい
と考えている。

● ①
政策討論

会

今回の市議会議員の起訴および逮捕の件は、会津
若松の汚点である。議員は働いてこそではないの
か。議員の定数および報酬に対して、今日参加し
ている議員一人一人の意見を聞きたい。

この意見交換会では、個人的な意見は述べないよ
うになっているのでご理解いただきたい。今後は
再度の議員辞職勧告決議案の提出や、議員報酬の
差し止めができないのかを模索していく。

● ①

議員

議員報酬
定数

定数を減らすのは、我々の意見を取り入れてもら
いにくくなるというリスクがあり、報酬を減らす
のも、余裕のある人だけが議員になるということ
になりかねないので、減らせばよいということで
はないと思う。

貴重なご意見として伺っておく。

● ②

議員

議員報酬
定数
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○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

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

国民健康保険料は毎年暫定的に徴収し、確定して
から９月に還付している。その際に、郵送でのお
知らせとなると往復の切手代がかかり、それが多
くの人にとなると無駄遣いだと思われる。そのよ
うなことは無くしてほしい。

詳細について調査した上で後日、回答する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

国保
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、農商工における新しい基盤づくりについ
て、皆様のご意見を伺いたいと思います。

高塚団地入り口のヒーター線の進捗状況はどのよ
うになっているのか。第１５回の意見交換会の時
にも話が出たが、その時は「承っておく」という
回答であった。

現地を確認した後、事後報告書にて回答する。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

河東は少子高齢化が進んでおり、人口減少が問題
である。これからは河東の特性をどのように生か
していくのかにかかっているが、バスが４路線、
ＪＲ駅も３つ、医療センターもあり、恵まれてい
ると感じる。今後は、みなづる祭りの充実や、み
なづる音頭を作るとかをするべきである。婚活事
業で４組が成婚しているなど、情報の発信をしっ
かりやって、情報共有をしっかりやってほしい。

今後も地域づくり、まちづくりのためにも、情報
の発信と共有に力を入れていきたい。

○ ②

農業に魅力を感じなくなってきているので、河東
の人口を増やしていくためには、調整区域をはず
してもらって、住宅が建てられるように前向きに
取り組んでいってほしい。市長は戸数が増えたと
言っているが、核家族化しただけであって、本当
の意味での人口増加にはつながっていない。六丁
の交差点問題でも、市議会議員が強く働きかけた
からこそ解決に向かっていると思う。

調整区域の許認可は県の管轄であるため、これか
らも河東選出の県議会議員とも協力しながら、調
整区域の緩和を県に要望していきたい。

○ ②

→　農商工における新しい基盤づくりについて

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

5



○　地区別テーマでの意見交換について →　農商工における新しい基盤づくりについて

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

カドミウム土壌汚染による汚染米の問題がある
が、助成事業に対する事業費を来年から無くす方
向であると聞いた。本当に対策をしなくてよく
なったのか。若松の農政は他の町村と比べて考え
方が硬直している部分があるのではないのか。

きちんと調査した上で、事後報告書にて回答す
る。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

河東支所のあり方について、どのような役割を
持って、これからどのようになっていくのか。職
員のあり方もどのようになっていくのか。西公園
で草が生い茂っていて子どもたちが歩くのに危険
であるため、支所に連絡したら、本庁に連絡して
くれと言われた。健康保険や住民基本台帳カード
についても同様な対応であり、住民としてはもっ
とサービスを良くしてほしい。

支所はこれからも地域の拠点として位置づけてい
く。地域づくり課が担当していることから、今回
のご意見をしっかりと伝え、サービスの向上に努
めるように働きかけていきたい。

○ ③

担当課に伝え、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

議員の定数を削減するよりも、市職員の定数を減
らしてほしい。サンダルやスリッパでの仕事はお
かしいのではないか。民間だったら倒産してい
る。自分がやらなくても誰かがやってくれると考
えているのではないか。

「会津若松市定員管理計画」に基づいて対応して
いる。徐々にではあるが職員は減ってきているの
で、これからも計画がしっかりと実行されている
のかをチェックしていく。

○ ②

河東小学校のプールが、今は小学校と一般の共用
であるが、今後は中学校とも共用になる。区分け
はしているのかもしれないが、このままでは子ど
もたちがかわいそうである。体育の授業に支障が
無いように、それぞれ独立したものを作るべきで
はないのか。

今後も共用は続くが、小学校・中学校の利用を優
先させていくとの当局側の回答を得ているので、
今後も引き続き検討していくこととする。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　農商工における新しい基盤づくりについて

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

河東中学校の弓道部が募集停止になったが、国体
までやった歴史ある活動なので、ぜひとも復活さ
せてほしい。

教員数が減少し、引率などができなくなったため
にやむなく休部になった。以前の意見交換会でも
回答済みであるが、復活の可能性があるのかは学
校側の判断であることを理解していただきたい。

○ ②
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河東地区

件名

１．漆沢地区の消火用水につ
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】
　漆沢で、消火用水（消火栓、防火水路）があっても冬になると行け
ないところがあるので、整備してほしい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施し、道路中に消化用貯水槽が埋
設されているのを確認しました。近隣の消火栓の有無を含め、所管の
危機管理課に確認しました。
○危機管理課の回答
　当該の消化用貯水槽は合併前から設置されているものです。冬季間
の有事の場合、当該地区内に４箇所の消火栓を設置しているので十分
対応可能と判断しています。
○道路維持課の回答
　当該箇所の除雪に関しては、人家連担してないこと、他の消火栓対
応が可能なことから、除雪対象路線としていません。
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河東地区

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．国民健康保険の保険料徴
収について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　国民健康保険料は毎年暫定的に徴収し、確定してから９月に還付し
ている。その際に、郵送でのお知らせとなると往復の切手代がかか
り、それが多くの人にとなると無駄遣いだと思われる。そのようなこ
とは無くしてほしい。

【事後処理結果】
○国保年金課の回答
　国民健康保険の保険料は、昨年の所得等の確定によって毎年７月に
確定しますので、加入者への通知案内は年一回７月に郵送していま
す。保険料の徴収は、所得が確定していないので４月から８月までは
仮徴収、10月から翌年２月までは仮徴収の保険料を是正した保険料の
徴収となります。なお、この運用は国保税法上、加入者の所得の確定
が年度内にできないので、仮徴収と是正後の徴収となります。通知は
年一回の発行のみとなっています。承知いただきたいと思います。
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河東地区

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．高塚団地入り口の道路整
備について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　高塚団地入り口のヒーター線の進捗状況はどのようになっているの
か。第１５回の意見交換会の時にも話が出たが、その時は「承ってお
く」という回答であった。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地は団地の入り
口であり勾配もある道路です。機械除雪は行われている路線であるこ
とから、道路維持課および道路建設課に今後の道路整備のあり方につ
いて確認をしました。
○道路維持課・道路建設課の回答
　当該団地への入り口であり、勾配もあることから冬期間の機械除雪
は適宜、対応をさせていただいている経過にあります。今後、地元町
内会や交通安全協会と連携を図り、今回の具体的な提案などを含め協
議し、なお一層の冬期間の安全対策に努めます。
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河東地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

４．カドミウム土壌汚染につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　カドミウム土壌汚染による汚染米の問題があるが、助成事業に対す
る事業費を来年から無くす方向であると聞いた。本当に対策をしなく
てよくなったのか。若松の農政は他の町村と比べて考え方が硬直して
いる部分があるのではないのか。

【事後処理結果】
○農政課の回答
　市として、カドミウム土壌汚染が無いよう生産者や関係団体と連携
をとり、年一回モニタリング検査を実施しています。国の基準で「玄
米及び精米中にカドミウムとして0.4 ppmを超えて含有するものであっ
てはならない」とされていますが、市として今まで基準を超えた事例
はありません。なお、助成制度は国の制度であり、農林水産省が行う
カドミウム濃度の低減対策のことです。
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河東地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

５．河東支所のあり方につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　河東支所のあり方について、どのような役割を持って、これからど
のようになっていくのか。職員のあり方もどのようになっていくの
か。西公園で草が生い茂っていて子どもたちが歩くのに危険であるた
め、支所に連絡したら、本庁に連絡してくれと言われた。健康保険や
住民基本台帳カードについても同様な対応であり、住民としてはもっ
とサービスを良くしてほしい。

【事後処理結果】
○地域づくり課の回答
　河東支所については、地域のまちづくりを推進する行政拠点とし
て、今後ますます重要になると位置づけている。
　市行政組織規則においても、事務分掌に「住民自治活動に関するこ
と」、「市民からの各種相談及び相談の取り次ぎに関すること」など
を掲げており、日頃から地域の住民の声を聞き、適切に対応するとと
もに、必要に応じて責任を持って担当部署へつなぎ、連携して対応す
ることになっていることから、「住民が起点となったうえでの主体性
の維持と尊重」に努めながらも、今後も市民サービスの向上を図って
いきます。
　また、河東地域に立ち上げた「地域づくり委員会」についても、支
所のまちづくり推進課が事務局を担い、「協働」により、地域コミュ
ニティの活性化を図っていきます。
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