
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見】
　　・議員定数・報酬に対して、定数は維持するものの財政負担を軽減するために報酬を減らすべきとの意見がありました。
　　・また、議員定数・報酬についてそれぞれの議員はどう考えているのかとの質問もありました。
　　・地域活性化の取り組みとして、少子高齢化が進む中で若者たちが集まるような施設や企業誘致に取り組んでほしいとの要
　　　望がありました。
　
２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「少子高齢化社会への地域福祉対策について」
　【主な意見】
　　・主な課題として、高齢により除雪ができない。間口除雪や除雪ボランティアで対応して、地域で支え合うべきとの意見が
　　　ありました。
　　・交通手段を持たない人の病院への通院や買い物支援など玄関先から市内への交通手段を確保してほしいとの意見がありま
　　　した。
　　・ひとり暮らし高齢者宅が増えてきている。見守りから普段の生活の支援・見守りをこれから地域でどうやっていくのか心
　　　配であるという意見がありました。
　　・地域で支える有償ボランティアの必要性と養成について取り組みへの要望がありました。
　

第17回市民との意見交換会・報告書（湊地区）
　開催地区：　湊地区 　開催日時：平成２８年１１月６日（日）１５時００分　～　１６時３５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：湊公民館

　参加人数：１２名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者３名）
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水道問題について。現在の水道整備の状況は。
昭和32年に水道が市に移管された。原には、説明
がないがどうなっているのか。何カ所も破損箇所
が出ている。昭和３４年～３５年に水道管の交換
をした記憶がある。当時はアスベストを使用して
いたが心配である。水道会計も世帯数が減ってき
ているので、個々の負担増になる。

湊地区の水資源問題については、平成２６年から
平成３０年度の五カ年計画で進めていくことにつ
いて説明した。

◯ ①

水資源問
題

水道

広報議会を読むと、阿部議員はすべての議案に反
対しているが、議員間で討論はしているのか。賛
同する意見はあるのか。採決した後の話し合い等
はあるのか。

委員会で委員間討議をしている。すべてが反対と
いう訳ではない。総論賛成、各論反対について説
明した。 ● ① 議決責任

会津若松市の財政はどうなっているのか。将来的
な見通しは。

今後も市債残高は減らして財政再建を進めてい
く。 ○ ① 財政

議員の定数、報酬についてはどうなのか。議員定
数をある程度維持し、報酬の方を減らすべきでは
ないか。

報酬等審議会の答申では報酬については引上げも
引き下げもしないとなっている。定数については
今回皆さまから意見を頂き、これから検討してい
くことになる。

● ②
議員報酬
定数

少子高齢化が全般的な課題である。栄川、花春が
破綻し、漆器産業も衰退している。観光資源はた
くさんあるがそれだけに依存していけるのか心配
である。会津若松市の明るい見通しはあるのか。
若い人たちが来るような施設も含めて誘致してい
ただきたい。それらを前向きに検討してほしい。
ＩＴもいいが雇用の問題でもう少し違う観点も必
要ではないか。

新しい産業として、ＩＣＴオフィス環境整備事業
に取り組み、ビルを新築し企業を誘致するととも
に、会津大学の卒業生の雇用につなげることを目
的としてＪＴ跡地に建てることを計画している。

○ ② 企業誘致

○　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

室井市長は、戊辰１５０年ばかり言っているが、
決してそれだけで会津若松市が再生するとは思え
ない。

観光振興を考えると、戊辰１５０年は本市にとっ
て大事なことであり歴史を忘れてはいけないと考
えますので、力を入れて取り組んでいかなければ
と考えます。

○ ② 観光

先月、県内の統計調査員の研修でビックパレット
に行った。そこで、会社の説明会が行われてい
た。イベントや会議の開催場所として会津若松市
にもそういう施設が必要ではないか。

会津若松市に施設の建設は厳しいのが現状であ
る。郡山のコンベンションビューローと会津若松
市の観光ビューローが連携し、エクスカーション
（体験型の見学会）をして、会津まで足をのばし
て観光してもらう取り組みを始めている。また、
新潟市とも連携して交流を盛んにしている。

○ ①
まちづく

り

土地改良区の理事をしているが、赤井川の改修（5
年）と吉ケ平ダムの改修（10年）に賦課金を払っ
ていくのは一部の地域である。賦課金の軽減につ
いてお願いしたい。

県の事業となっている。要望として伺う。

○ ②
河川

ダム

原小学校の改修で県の予算がつかなくなった。現
在は市の予算と地元予算でやっている。県の予算
について改めて申請している。市からの働きかけ
もお願いしたい。

県の予算について、会津若松市も状況を把握して
いる。今後も連携して進めていく。

○ ① 地域経済

吉ケ平ダムへ行く道の整備もお願いしている。市
道で、災害時のアクセス道路でもあるので、早急
な整備をお願いしたい。

持ち帰り当局に確認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、少子高齢化社会への地域福祉対策につい
て、皆様のご意見を伺いたいと思います。

現在、湊地区の高齢化率は３９.５％と市内でも高
い方である。除雪の問題、間口除雪についての課
題がある。 除雪のやり方、排土板の角度を特定の
世帯について配慮してほしい。

市から補助を出して、地区で間口除雪をする仕組
みを作っている。それが湊地区に合うかどうかは
何とも言えない。今後とも、それぞれの地域に
あった制度政策の研究をしていく。

◯ ①

高齢者の交通手段に課題がある。医者通いや買い
物の場合の対策が必要である。セブンイレブンが
できる前は、各集落にたばこ屋や雑貨店等があ
り、歩いて大体の用が足りた。今はそれができな
くなっている。

旧市内にも、公共交通の空白地帯がある。地域が
自主的に運営しているコミュニティバスの取り組
みもある。地域にあった公共交通のあり方につい
て見直しや研究も進めている。

◯ ①

社会福祉協議会の除雪ボランティアと間口除雪の
関係はどうなっているのか。今年の除雪の対応は
どうなるのか。

今年から、市の間口除雪と社会福祉協議会の除雪
ボランティアが窓口を一本化する方向である。今
年の対応については、追って雪が降る前に案内が
いくと思われる。

◯ ①

小規模多機能では、一定の経費の中でサービスを
提供しなければならない。冬場は火災の危険もあ
り声がけボランティアを含めて訪問回数が増え
る。今年は、元気な高齢者の有償ボランティアを
養成しようと思っている。介護保険だけでは賄っ
ていけなくなる。

議会として何ができるか即答できないが、現状を
把握したい。

◯ ②

県の建設事務所から四谷バイパスの改修について
説明会があり、平成２８年度工事着工、３０年度
完了の予定になっているが動きがない。地元の県
議を通して県に要望してあるので、議会からも働
きかけをお願いしたい。

県と連携して取り組んでいきたい。

○ ②

→　少子高齢化社会への地域福祉対策について

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 →　少子高齢化社会への地域福祉対策について

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

基幹集落センター前に東屋があったが、震災の時
期に倒壊してしまった。ゲートボールをする場所
となっているが日よけが無い。陳情もしてあり早
急な対応を市長にお願いしてあるので、議会から
も働きかけをお願いしたい。

今後も市と連携して取り組んでいきたい。

○ ②

春の意見交換会でも話したが、田代、高坂の携帯
電話の不通解消を早急に議会としても取り組んで
もらいたい。

今後も国、県、関係会社と協議を進めるなどして
解決に向けた取り組みを進めていきたい。

○ ②

18歳、19歳の投票率は。 資料を確認した結果、１８歳が４５．９４％、１
９歳が３２．１３％と高校生の方が投票率が高
かったようです。

○ ①

2020年の東京オリンピックの合宿地に湊のレク
レーション公園などの利用を検討してほしい。

会津若松市はタイ国とホストタウンの協定をし
た。タイ国の選手団がどの種目に出られるのかま
だ分からないが、県と連携して積極的に進めて行
きたい。

○ ②

マンホールが道路の路面より飛び出しているの
で、確認してほしい。

現地を確認して、除雪前に改修の対応をしたい。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）
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湊地区

件名

１．吉ケ平へのアクセス道路
について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　吉ケ平ダムへ行く道の整備もお願いしている。市道で、災害時のア
クセス道路でもあるので、早急な整備をお願いしたい。

【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。当該地区の吉ケ平ダ
ムへのアクセス道路を確認しましたが、舗装もされておらず、冬季間
も通行するのは難しいと判断します。特に別荘地の方々は別ルートの
道路を使用しているのが現状であり、今後の整備計画について道路建
設課に確認しました。
○道路建設課の回答
　吉ケ平ダムへのアクセス道路については、特に整備計画はありませ
んが、地元町内会の要望などを受け、今後協議していきたいと考えて
います。
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湊地区

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．マンホールの段差解消に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　マンホールが道路の路面より飛び出しているので、確認してほし
い。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地区のマンホー
ルについては、現地の方より「震災以降、少し道路が下がり段差がで
きた」との経過説明をいただきました。今後の整備方針も含め、下水
道課に確認をしました。
○下水道課の回答
　平成23年の震災から下水マンホールと道路との段差が生じており、
市内多数の場所で発生しています。当該地区は農業集落排水事業のマ
ンホールです。今後、地元町内会とも協議の上、年次計画での補修を
協議していきたいと考えています。
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