
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　①企業誘致について
　　　・人口減少を阻止する方策はあるのか
　　　・会津の発展のために行わなければならないことである
　　　・ＪＴ会津営業所跡地の購入について
　　②少子高齢化について
　　　・出生率を上げるための改善策
　　③学校施設について
　　　・統廃合
　　　・多機能な学校

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「除雪・排雪のあり方について」
　　地区のさまざまな問題点について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、問題の早期解決の方向を探りたい。
　【主な意見等】
　　①除雪・排雪の権限を町内会長に持たせてほしい
　　②排雪について
　　③歩道の排雪について
　　④浸透式の道路の補修について
　　⑤「四季花」前の側溝整備について（再要望）
　

第17回市民との意見交換会・報告書（行仁地区）
　開催地区：　行仁地区 　開催日時：平成28年11月7日（月）　　　18時00分～20時00分

　担当班　：第3班（出席議員） 鈴木　陽　阿部光正　譲矢　隆　佐藤郁雄　小倉将人　　（欠席議員）目黒章三郎

　開催場所：行仁コミュニティセンター　

　参加人数：8名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）
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少なくとも統計では、今後、本市の人口は6万人体
制になるという話が伝わっています。ここ5年間の
うちに、会津地方の町村が５つもなくなると言わ
れている。具体的に、人口減少をどのようにすれ
ば阻止できるのかについての議論は、議会の中で
は一切行われていないのか。

議会の中でも議論は個別的に行われている。企業
誘致については、河東工業団地は完売した。徳久
工業団地は、少しずつ業者への説明会を行ってお
り、全て売れるように頑張っています。
地方が疲弊したのは、農家で減反政策が始まった
ことがある。米の収穫が減り、農家はやっていけ
なくなり、人口が流出した。農業の復活は大事で
あると考える。

● ①

少子高齢
化

企業誘致

少なくとも、浜通り・中通り・会津とみた場合、
浜通りと中通りはどんどん発展してきている。会
津は発展しない。何が原因か。農業の問題だけで
はないと思う。

約50年前に、新産業都市に指定されたときに、郡
山に企業がどんどん来た経過がある。

○ ②

地域経済

企業誘致

お酒と漆器の人たちがリーダーシップをとってい
たために、会津はこれだけ疲弊している。議会と
して、それなりの対策をやってもらわないとどう
しようもない。工業団地を開発しても誰も来ない
ということになる。もっとしっかりとした政策を
議会としても提案していただきたい。

10年前に企業立地対策室ができた。議会が企業立
地しないと駄目であると言った。体質を変えない
と駄目である。簡単には活性化はできない。

● ① 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

日本たばこ産業の跡地を買うという話があるが、
なぜそのような話が出てきたのか。買っても良い
が、買って何をするのか。最終的に何かするのか
と思うが、その間どうするのか、お金はどうする
のか、具体的に聞きたいと思う。

ＩＣＴオフィス環境整備事業にかかる不動産鑑定
委託料が６月定例会で否決され、今回の９月定例
会でも産業経済委員会では否決された。一つのビ
ルを建ててＩＣＴの関連企業を持ってきて、会津
大学生の雇用を生むということで、一つの産業を
育てていこうという発想で進められ、当初は、会
津大学周辺に集約していきましょうという計画が
あった。ＪＴ跡地を買うという話になったのは、
市街化区域であり、市街地の中でスピード感を
持って建設できるためである。また、ＪＴの方か
ら、ＪＴ跡地の購入を今年中に決定してもらわな
いと、民間企業に競売にかけるしかないという話
があった。市街化調整区域である会津大学周辺だ
と農地転用などのさまざまな課題があり、何年も
かかってしまうが、時間をかけても、そこを産業
を興すためのエリアとして進めるべきと主張する
委員が多かったので否決したという経過もある。
最初はホルダー企業が土地を購入するとしていた
ものを、市が６億円で購入するということになっ
ており、市の負担も増え、将来もどうなるかわか
らないということであれば、一度立ち止まって考
えるべきとの意見もあったが、今回、ＪＴ跡地は
まちづくりのためには必要な土地なので、購入す
るだけは購入したいということで、不動産鑑定料
が通った経過にあります。

○ ① 企業誘致

ＪＴ跡地を購入する方向に向かっているというこ
とですか。

ＩＣＴオフィスとして購入する方向にあります。
○ ① 企業誘致
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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

人口減少に関して、去年の5月1日の広報紙の中で
は、2035年、9万7600人と設定されている。出生率
を上げるための改善策はあるのか。答弁の中で
は、出会いの場の創出、結婚相談員の育成、地域
活性化を図るとなっているが、具体的な動きはあ
るのか。

出会いコンシェルジェ事業とか若者の出会いの場
をできるだけ多くということで取り組んでいま
す。マスコミ等でも流れていますが、若い人たち
が結婚しない状況になっている。それを打破する
ために、おせっかいなおじさん、おばさんを育成
したりして、それで宮城県の人と成婚している人
も５組いる。実績も上がってきています。さらに
各企業に働きかけて、そういう方を育成するとい
うことで進めています。

○ ①
少子高齢

化

結婚しない理由の中には、男性側が給与所得が低
いから結婚できないということがある。会津は特
に所得が低い。どのようにして改善していくの
か。女性も晩婚化、晩産化で、消滅都市になって
きている。これ以上人口が減ってきたら、それに
合わせて、学校の配置のあり方を考えなくてはな
らない。鶴城小学校の後は行仁小学校、こんなに
建てて、将来どうなるのでしょうか。そのあとの
利活用は考えているのか。

鶴城小学校を建てるときに、鶴城小学校と行仁小
学校の統合についてはどうするのかと、統合すれ
ば１校分の建設費用を他に回せるでしょうと話を
していたが、結局両方建てることになった。しか
し、湊は4校統合した。 ○ ② 学校施設

子どもが減ってきているのに、また新たに作って
いる。小規模校が何校もできてしまう。その後の
利活用はどうするのか。

決断力がない。財政改革の話をしていても、統合
しないという人もいる。

○ ② 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

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

子どもが少なくなっていることは目に見えている
が、学校は地域の拠点という考えもある。災害時
の避難の場所、備蓄の問題、いろいろなことで地
域の中心的な施設となる。子どもが少なくなるか
ら学校を統合するということも方法かもしれない
が、大きく考えれば、地域の中で安心安全を守る
という考えもあっていいと思う。学校は子ども中
心であるという考えであるが、もう一つの考えも
大事にしてほしい。

学校が統合すると地区が疲弊する。子どもがいな
くなり、子どもの声が聞こえなくなるということ
で非常に寂しくなる。たとえ小規模であっても
あった方がよいと考える方もいるが、今の若い保
護者は、こういう小さいところだと刺激がないの
でということで、大きい学校を望むということも
保護者の心理としてあるので、難しいところであ
る。

○ ① 学校施設

2つの学校、3つの学校を一つにするなど、いろい
ろなやり方があると思う。しかし、子どもが少な
くなるから統合しちゃえというのは、やってほし
くない。

災害時の避難所などの地域の拠点という考えは、
学校単独ではなく、複合的施設として、コミュニ
ティの中核という視点で検討されている。 ○ ② 学校施設

行仁地区でもそういう形で話し合いを持ってい
て、学校を地域の拠点にしたいという思いがあ
る。子どもたちが少なくなるということはまさに
そのとおりであるが、もう一つの考えもあるとい
うことで大事に見てもらいたい。

行仁小学校が、一番最初の複合的施設としての学
校になるかもしれない。皆さんからいろいろと意
見をもらいたいと思う。 〇 ② 学校施設
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○　地区別テーマでの意見交換について

今日は、前回に引き続き、除雪・排雪について、
皆様のご意見を伺いたいと思います。

私の町内は、行仁小学校と若松一中があるので、
多くの生徒たちが町内を横断して通学している
が、大規模開発を昭和37年に行ったため、道路幅
が側溝を含めて4ｍしかないので、大雪が降るとど
うしようもない。除雪のオペレーターに直接話を
して、6か所くらい更地があるので、個人の土地を
借りて常に除雪の雪をためている。そんなに大き
い面積ではないので、すぐに山のようになってし
まう。頼んでもなかなか排雪してくれない。特殊
なところについては、排雪についても、市の除雪
担当としては、しっかり対応していただきたい。

〇 ②

関連です。千石ジャンボパチンコの塀のところに
雪を押していくので、2車線が1車線になってしま
う。町内会長の権限として除排雪の判断をさせて
ほしい。いちいち市に伺いを立てるのではなく、
雪を持って行ってほしい。通勤の人が車でどんど
ん入ってくる。一方通行にしたいが、町内の人も
大変なのでしていない。なおさら、4ｍしかないと
ころで除雪するので、子どもたちは、両サイドの
雪が積もったところを歩いている。少しでも滑っ
たら危険である。

今は、除雪の対応は一定とれている。排雪が今後
の問題となる。家の前に積もった雪、歩道に積ん
だ雪をどうするのか。それを排雪しないと支障を
来す。しかし、排雪するという話になると、ロー
タリー車、後ろにダンプカー２台がセットで必要
となる。ロータリー車、ダンプカーの購入には多
額のお金がかかる。一昨年、除雪費に10億円近く
かかっており、排雪のためにはこの費用がさらに
ふくらむ。さらに、24時間体制で除排雪のために
張り付ける人が多くなってしまう。もう一方で、
川と流雪溝が有効的に使われていない。一気に川
に雪を捨てると下の方は床下浸水になる。排雪す
る場所を計画的に使えば、非常に有効な手段であ
ると思う。排雪に関しては費用のことが問題にな
る。今は除雪中心になっている。

〇 ③

担当課に伝え、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

→　除雪・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 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 →　除雪・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 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

除雪は行っているが、排雪は行っていない。流雪
溝があるのに、なぜ使わない。あるものを使わな
いのはなぜか。話を聞いたら「水がない」という
ことである。何とかする方法を考えなければなら
ないと思う。ないないということで終わってし
まっている。地域ごとに順番を決めてできないの
か。なぜ、計画的にできないのか。仕組みを作っ
てほしい。

戸ノ口堰の水利権を持っているのは東京電力であ
るが、東京電力との根本的な話し合いが足りな
い。困難だと思っているのでしっかり話ができて
いない。

○ ③

担当課に伝え、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

水を流すに当たって、計画的に、どこのまちは何
日というようにしていけば良いと思う。

東京電力は、冬期間は渇水期なので一定の水位が
ないと使わせない。東京電力に猪苗代湖の水利権
があり、湊地区は、市と協議したが、現在飲料水
は井戸を掘って対応している。

○ ①

バイパスは広々として良いが、車のためのことば
かりではない。稲荷山線とバイパスの歩道が歩け
ない。バイパスは外灯が少なく暗い。雪がどっさ
りと歩道にあると歩けない。高齢者、身障者は歩
くなということか。歩道の確保がされていない。
生活が脅かされることのないようにしてほしい。
去年、県会議員に質問したら「買い物に行くのか
よ。年寄り行くのかよ。」と言われた。買い物に
行くなということか。雪国会津では生活できなく
なる。ぜひ、大雪の時は無理であるが、車椅子も
通れるようにお願いしたい。冬期間、ほとんど通
れない状況になる。排雪について、よろしくお願
いします。

ある小学校のところも歩道が通れない状況で交通
事故がありました。通学路などの歩道は優先的に
対応しています。基本的には、歩行者を優先する
のが原則だが、会津でも、マナーとして冬期間の
対応ができていない。第一段階として除雪はでき
ているが、第二段階として排雪がなかなかできて
いない。現在の最重点の課題である。 ○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪・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 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

関連ですが、中央通りの歩道にヒーターが入って
いるのは、観光客が来るために、スリップしない
ためにヒーターが入っているのか。

中町と南町の交差点のところまでは入っている。
特定の人が来るから、メイン通りだからというこ
とになるが、全て行ったら費用が大変である。

○ ①

市で工事を行ったのか。青春通りはどうなのか。
税金で作ったのか。なぜ平等に行われないのかと
いう人もいる。

国道は県の事業だが、青春通りは市で工事を行っ
た。

○ ①

排雪が第一である。町内会長の判断でお願いしま
す。毎年、繰り返しである。毎年いたちごっこで
ある。いつ片付けるのか、なかなか解決しない。
雪がたまった時点で運んでもらえばよいと思う。

除排雪の組織を改編した。道路維持課がメイン
で、民間会社が協力している。組織の一元化をし
て、除雪の基地をつくって、車両と人を一体的に
管理して合理的に行っている。運行状況を、ＧＰ
Ｓを付けて管理している。

○ ①

市の道路の舗装に関して、甲賀町の東京電力から
若松第一高校の通りのところだが、雨水がしみる
道路である。カーブ、境目のところの舗装が全部
はがれてしまう。浸透式の道路ははがれてしま
う。対策はどうしているのか。労働金庫から下る
ところの道路も同じであるので改善してほしい。

必ず、議員の方で確認させてもらいたいと思いま
す。

③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

関連でいいですか。議会の方に見てもらえるとい
うことですが、前回、「四季花」前の側溝整備と
して見てもらったが、その回答が「検討します」
で終わってしまっている。3年後にはどうする、5
年後にはどうするというように、具体的な回答は
出せないのか。出してほしい。どんなふうになっ
ているのかの進捗状況を知りたい。お金の問題も
あると思うが、具体的な数字をもって、きちんと
わかる回答がほしい。

道路維持課に確認し、具体的な進捗状況を回答す
るということで対応します。工事時期など、具体
的に回答します。

③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪・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 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

雪の話は、次年度に生かしていかなければならな
い。冬近くになってから話をするので、当局に
言っておきますで終わってしまう。具体的にどう
すれば良いのかを、例えば、会津大学でシミュ
レーションすればある程度の形はできるのではな
いか。雪を流す長期の計画があってしかるべきで
ある。いつも七日町は雪があふれるところであ
る。消防車が何回も来ている。毎年、道路維持課
に言っても全然変わらない。変化がないことに市
民は不信感を持ってしまう。雪の捨て方をどうし
たらよいかの話をすればよい。雪のシンポジウム
を夏にやればよい。具体的に提言してほしい。市
民フォーラムなどを會津稽古堂で開催すれば良い
のではないか。他の問題についても関連してくる
のではないか。

除雪については、建設委員会で各地区にアンケー
ト調査をし、意見を集約した。それをもとに、降
雪時期だけではなく、一年を通して検討してい
る。意見交換会を何度も行い、少しずつだが前進
している。

〇 ②
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行仁地区

件名

１．除雪・排雪についての権
限
　　　　　　　　　（Ｐ６）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　千石ジャンボパチンコの塀のところに雪を押していくので、2車線が
1車線になる。子どもたちは、両サイドの雪の積もったところを歩いて
いて、危険である。除雪・排雪について、町内会長の権限で判断させ
てほしい。権限を与えてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　市では、平成２８年度に2,943路線、830.2kmの車道除雪を計画して
おります。現在の除雪方法は、除雪機械が道路上に積もった雪を道路
わきに寄せ分ける方法で実施しております。これは深夜より実施した
除雪作業を早朝までに完了させ、通学通勤の時間帯までに道路交通の
確保を図るためであります。
　排雪につきましては、その後の降雪状況や現場状況により幹線道路
等の幅員の拡幅、さらには交差点内の溜め雪や局部的に交通の支障と
なっている雪山の除去など段階的に取り組んでおります。
　当該路線につきましては、千石バイパス（主要地方道会津若松・裏
磐梯線）の迂回路として車両通行が多いと認識していることから、現
場状況を注視しながら排雪を実施してまいりますので、ご理解を願い
ます。

10



行仁地区

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．流雪溝の利用について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　流雪溝があるのに使用しないのはなぜか。水がないから使用できな
いと聞いた。何とかする方法を考えなければならないと思う。計画的
に流雪溝を使用するために仕組みを作ってほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　現在、利用されている流雪溝は、猪苗代湖と湯川からの河川水を市
街地上流で取水し、市街地を経由した後、湯川及び旧湯川に排出する
までの水路の一部分を流雪溝とし、全８路線・約8.1kmを利用していま
す。
　流雪溝の利用方法は、安全に効率よく利用していただくため、流雪
溝沿線の町内会で構成されている、流雪溝利用組合連絡協議会によっ
て、投雪する時間帯や作業の方法など、ルールを定めて流雪溝の円滑
な管理運営を行っているところであります。
　誤った流雪溝の利用によって、流雪溝内で雪詰まりを起こし、道路
冠水を引き起こすなどのトラブルが発生しないよう、正しい利用方法
を理解していただくため、流雪溝沿線の全戸に別紙「流雪溝をご利用
のみなさまへ」のチラシ配布や、パトロールと利用方法の指導を行っ
てきたところであります。今後も適切に利用していただけるよう努め
てまいりますので、ご理解願いします。
＜参考＞
　流雪溝利用組合連絡協議会の行仁地区町内会は下記の通りです。
・本六日町町内会　・千石町一之町町内会　・竪三日町中之区町内会
・竪三日町下之区町内会　・横三日町町内会　・屋敷町町内会
・愛宕町町内会
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行仁地区

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．歩道の排雪について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　稲荷山線とバイパスについて、除雪の雪が歩道に押し上げられる
と、歩道を歩くことができなくなる。安全のためにも通行できるよう
にしてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　稲荷山線（市道幹Ⅰ-17号線）の歩道については、搭乗式の小型ロー
タリー車により除雪を実施しております。また、千石バイパス（主要
地方道会津若松・裏磐梯線）の歩道については福島県の管理となって
おり、同じく搭乗式の小型ロータリーにより除雪を実施しておりま
す。
　冬期間の安全な歩行者空間確保のために引き続き歩道除雪を実施
し、現場状況を注視しながら交差点内の雪山除去など、福島県と連携
しながら実施してまいりますのでご理解を願います。
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行仁地区

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．道路舗装について
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　甲賀町の東京電力から若松第一高校の通りの道路が、雨水がしみる
道路で、カーブ、境目のところの舗装が全部はがれてしまう。対策を
立ててほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　ご要望の路線（市道若3-42号線）につきましては、通行者と環境に
優しくをコンセプトに透水性舗装によって整備された経過にあります
が、経年変化により局部的な破損が発生してきたことから、現在は状
況を見ながら部分的補修を行っております。
　舗装道路の老朽化対策につきましては、市民の皆様からの情報提供
や道路パトロールにより、速やかに現地を確認し、補修材により応急
的な対応を行い、その後、委託している舗装業者による局部的な路面
補修を行っております。さらに、舗装の全面打ち換えにつきまして
は、老朽化の進行が著しい路線や補修等により路面の平坦性が確保で
きなくなった路線など、交通量や損傷度などを総合的に判断し、優先
順位を決め計画的に行っております。
　今後につきましても、利用者の皆様に安全に安心して利用していた
だけるよう、適切な維持管理に努めてまいります。
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行仁地区

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．「四季花」前（行仁町３
番地付近）の側溝整備につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　「四季花」前の側溝整備の進捗状況について、回答をいただいた
が、「実施時期について検討する」との回答であった。毎回「検討し
ます」で終わっている。今回、具体的な回答をいただきたい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　ご要望の「四季花」前（市道若3-39号線）につきましては、現在継
続で実施しております上町３番地付近の市道若3-40号線側溝整備完了
後に、優先的に取り組む路線と位置付けされております。
　この市道若3-40号線の側溝整備は今後数年で完了する予定となって
おりますことから、しばらくお待ちいただけるようお願いいたしま
す。
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