
第17回市民との意見交換会・報告書（町北・高野地区）

　開催場所：北公民館　

　参加人数：　１９名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ７名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　①学校建築について
　　　・今後の学校建築においては、少子化を考慮し計画してほしい。(統合や多機能、単独など相反する意見もあった。）
　　②除染土壌の搬出工事について
　　　・将来の子どもたちのためにも、今回の搬出対象箇所以外の高線量箇所についても土壌を調査し、同様に搬出してほしい。
　　②離婚率の低減に向けて
　　　・今や３組に１組が離婚する事態となっている。節目の年に、離婚に歯止めを図るセミナー等を開催してはどうか。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　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」
　【主な意見等】
　　○インフラ整備について
　　　・基盤整備未整備地区の狭あいな農道交差部の改修についての要望があった。
　　　・市街地への主要幹線道路において事故があると、集落内に車が入り込み、通学時間とぶつかった場合などは特に子ども
　　　　たちが危険にさらされているとの意見があった。
　　　・近年の歩行者(児童生徒)を巻き込む交通事故に対する不安が多く聞かれた。
　　　・地区内において計画されている都市計画道路整備の早期実現を求める意見があった。

　開催地区：町北・高野地区 　開催日時：平成28年11月8日（火）　　18時30分　～　20時10分

　担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、小倉将人、佐藤郁雄、譲矢　隆、阿部光正、目黒章三郎　　　（欠席議員）なし
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下水道料金と上水道料金は連動するのか。 連動しない。

○ ①
下水道

水道

政策討論会第２分科会の報告に関連するが、学校
の建設を優先するのは理解できる。しかし、北公
民館や神指分館の建て替えも大切である。今後の
進め方はどのようになるのか。
また、今後の学校建築においては、少子化を考慮
し計画してほしい。
(学校建築に関しては、他の参加者より、統合や多
機能、単独など相反する意見もあった。）

学校単独の建て替え、あるいは複合的な機能を
持った学校という考え方もある。地元の要望に
沿った方向で進められるべきと考える。

○ ①
学校施設

生涯学習

○　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

11月の市政だよりと一緒に、除染土壌などの搬出
工事のお知らせが入っていた。ほとんどの方は知
らないと思うが、高線量の除染土壌が学校の敷地
にあった。会津若松市は汚染状況重点調査地域に
指定されていない(平成24年10月決定)ので会津は
安心だということで、除染はしないこととなっ
た。しかし、一方で学校等に高い線量の物があっ
た。自宅にも落ち葉などが集まる場所は毎時0.7マ
イクロシーベルト(4400ベクレル)ぐらいあった。
今回の搬出はありがたい。しかし、それ以外にも
多くの高線量箇所がある。こんないい機会を外せ
ばもうないだろう。この際なので、市は、国の指
定外だから予算も何ももらえない状況にあるだろ
うが、ちゃんと土壌を調査して、将来の子どもた
ちのために搬出してもらいたい。原子力は危ない
と反対はしてきたが、悲しいかなここまでの勉強
をしてこなかった。この辺りの作物は震災前は、
6.1ベクレルであったものが過去の水爆実験後で
あっても34ベクレルであった。しかし震災後は、
350ベクレルあり、今は非常に高い状況にある。城
北小学校の砂場を測定したことがある。200ベクレ
ルあった。野球・陸上・サッカーをしていた子ど
もの甲状腺がんの患者が多いのは、砂を吸ったの
ではないかと言う医師がいる。町内の子どもたち
のために除染をしていただきたい。

市は汚染状況重点調査地域に指定されていないの
で、今回は、当時除染をし、現地保管しているも
のだけが対象となっている。それ以外の物につい
ては、中間貯蔵施設に搬出する対象となっていな
い。指定を受けた近隣市町村との差が生じてお
り、非常に問題である。議会としてこの問題をた
だしていかなければならないと考えている。近隣
市町村にも、側溝にたまった汚染土砂の撤去に対
する予算もつけるべきではないのかという動きも
ある。議会としては、指定を受けなかったから仕
方がないというスタンスではないし、終わったこ
とにはしていません。原発事故の原因は東電・国
にあること、住民の生活を守るべき自治体とし
て、しっかりと国や東電に対して不安を取り除く
ための対応を求めていくよう要請している。

○ ① 環境
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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

給食の放射能全量検査、一品検査はありがたい。
現在、検出限界値が１０ベクレルの検査となって
いるが、今後、一品検査を1ベクレル単位まで測っ
てほしい。会津若松市は安全な給食を食べさせて
いるんですという心意気で実施していただきた
い。除染していないのだから。将来いい人材を育
てるためには、健康は非常に大切だと思ってい
る。

要望があったことについては、具体的な検討がで
きるかについて、当局と話し合って行きたいと考
えている。

〇 ① 学校給食

離婚率が高い（国全体で27.6％）。結婚された
方々に対して「ブライダルセミナー」などを実施
してはどうか。10年目位にまた実施するとか。み
んなが幸せになれればいい。

離婚は、単純に夫婦間だけの問題ではなく、社会
的、経済的問題であると捉えている。難しい問題
であるが話し合っていきたいと考えている。 〇 ① 行政

会津は、冬期間の子どもの遊び場がないと感じて
いる。

その通りと考えている。遊休施設の利用等も考え
ていけることもある。限りはありますが研究・検
討してみたい。
冬を楽しみ雪に親しむという面でもスキー教室の
復活もあるのではないか。

〇 ① 児童福祉

議員の数を増やそうということは議論になってい
ないと思う。なかなか言いにくいと思うが、民主
主義という観点からは減らすのはおかしい。市民
としては、全体としての歳費が増えなければ議員
数を増やしてもいいと考えていると思う。ぜひ、
検討課題にしていただきたい。

● ② 議員定数
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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、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。

昭和３０年代に圃場整備された道路が４級市道に
なっているが、非常に狭く農作業に支障を来して
る。交差部を改良していただきたい箇所がある。

現地を確認・調査させていただきたい。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

インター南部幹線の拡幅と右折レーン設置を要望
する。車の交通量が多く、毎月のように交通事故
が発生し、そのたびに渋滞して集落内の市道に侵
入してくる。通学路でもあり、歩行者の安全確保
を図ってほしい。

現地を確認・調査させていただきたい。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

広域農道(パールライン)中沼橋交差点の点滅信号
の改良を要望する。

現地を確認・調査させていただきたい。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

各地で通学途中の生徒の列に車が突っ込むという
事故がある。城北小学校の通学路が狭く交通量も
多い。下荒久田にも同様の危険箇所がある。議会
でも安全確保を考えていただきたい。

現地確認させていただきたい。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

都市計画道路の進捗状況について説明してほし
い。

現在の進捗率は６割程度となっています。

※数字に誤りがありましたので訂正しています。
○ ①

都市計画道路の計画の見直しはあるのか。 通行状況等、さまざまな変化に合わせ、見直しし
ている。 ○ ①

→　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 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 →　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 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

民生委員をしているが、城北地区や湊地区の意見
交換会でも少子高齢化に関しての課題が上がって
いる。内容を聞かせてほしい。

少子化問題について。湊地区は平成11年に小学校
が統合された。その当時は１８０人いた生徒が今
は６０人以下。若い家族が町中へ引っ越してしま
う。理由は冬季の通勤が大変であることが多いよ
うだ。

○ ①

高齢者に対するコミュニケーション対策などはど
うなっているのか。上高野では「いきいきサロ
ン」を実施している。

湊地区は、デイサービスセンターがある。またコ
ミュニティバスにより公民館等への運行などを実
施している。

○ ①

東山地区では、月１回「東カフェ」を開催してい
る。５０～６０人位の高齢者が集い、数百円程度
の菓子代を頂きながら、健康や歴史の話を聞いた
りする活動を始めた。これを各地区へ広めようと
いう動きがある。

○ ①

一昨日、會津稽古堂で「地域福祉を考えるフォー
ラム」があった。そこでは地域住民がお互いに支
え合っていくことの大切さが話されていた。とは
言っても、湊地区は約７００世帯があるが２割位
は高齢世帯あるいは独居老人世帯であり、これか
らを考えると、支え合いにも限界がある。高齢福
祉が自助や共助ではどうにもならないことははっ
きりしている。そこで、社会的に介護保険や、介
護施設が必要となってきた。しかし、近年、行政
の施策は厳しくなってきている。福祉等、身近な
問題にお金を使うべきである。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　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 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

城北地区では、高齢化対策、買い物弱者対策とし
てコミュニティバス(さわやか号)を運行している
が、より地域住民の要望に沿った運行ができるよ
う話し合いを続けている。利用者も増えていると
のことである。なお、一昨日、會津稽古堂での
「地域福祉を考えるフォーラム」において城北地
区のコミュニティバスを中心にした街づくりにつ
いて報告があった。

○ ①

幼稚園等の数が少ない気がする。会津若松市は多
いのか少ないのか。少ないのであれば今後どうす
るのか。

昨年から認定こども園制度が始まった。幼稚園に
も保育事業が拡大されたことによって、待機児童
はいない。ただ、希望する施設に入れないから入
れていないという方はいるかもしれない。市にお
いては子どもの数に対する施設数は確保されてい
る。

○ ①

一方で、年度途中の入所に対しては、定数の関係
で自宅から近くの施設や職場に近い施設など、希
望する施設に入れていない方が待機児童となって
いる例はある。

○ ①

具体例として、河東地区との境に住んでいて職場
も近くの病院ですが、河東町の広田保育所には定
数の関係で入れず、日新町の第二幼稚園に通園し
ている。近くに富岡幼稚園があるが、そこに通っ
ている方は少ない。

定数自体が地域の状況に合わせた定数設定とは
なっていない。施設建設、職員の雇用など、議会
としても実態、要望に沿った対応を市当局に求め
ていかなければならない。

○ ①

7



町北・高野地区

件名

１．圃場内の道路交差部改良
について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

２．インター南部幹線の交差
点改良について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　インター南部幹線の拡幅と右折レーン設置を要望する。車の交通量
が多く、毎月のように交通事故が発生し、そのたびに渋滞して集落内
の市道に侵入してくる。通学路でもあり、歩行者の安全確保を図って
ほしい。

【事後処理結果】
○道路建設課の回答
　国道49号交差点から市街地を結ぶ藤室街道（市道幹Ⅱ－５号線）
は、都市計画道路インター南部幹線として計画幅員30ｍで都市計画決
定されておりますが、インターチェンジからの交通の受け皿となる、
中心市街地内の幹線道路の整備を優先すべきと考えていることから、
現時点での要望箇所の整備着手は困難な状況であります。当面は、現
道の良好な維持管理に努めてまいりますので、ご理解をお願いしま
す。
　

　　　　　　　　　　　　　　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】
　昭和３０年代に圃場整備された道路が４級市道になっているが、非
常に狭く農作業に支障を来している。交差部を改良していただきたい
箇所がある。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　側溝整備により４級市道交差点を拡幅する要望と思われます。
　側溝整備につきましては、市内各地区からの要望も多くあることか
ら、人家連たん地であるかどうかや、一般通行車両の多さなど、緊急
性や危険性などの総合的な判断を行い、整備時期も含めて検討してま
いります。
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町北・高野地区

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．点滅信号を通常の信号に
できないか
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　広域農道(パールライン)中沼橋交差点の点滅信号の改良を要望す
る。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　通称鶴沼交差点の点滅信号機の機能強化（点滅式から定周期式信号
機への変更）については、以前より地区から要望が提出されていま
す。
　交通信号機の管轄である会津若松警察署に確認したところ、引き続
き県警本部へ上申していくとの回答をいただいたところです。
　市といたしましても、引き続き信号機の機能強化（点滅式から定周
期式信号機への変更）について、会津若松警察署へ要望してまいりま
す。
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町北・高野地区

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．町３－４９号線の危険除
去について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　各地で通学途中の生徒の列に車が突っ込むという事故がある。城北
小学校の通学路となっている町３－４９号線は、特に道幅が狭く危険
を感じる。交通量も多い。議会でも安全確保を考えていただきたい。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　通学路の安全対策として、市道沿線にある電柱に、ドライバーに注
意を促す立て看板の設置について検討していただくよう、交通安全協
会駅前支部に依頼しました。看板とは別に、電柱に巻きつけるタイプ
（電柱幕）もありますので、町内会や学校（ＰＴＡ）で購入・設置に
ついてご検討いただければと思います。
　また、毎年、小中学校の夏休みの期間に、教育委員会が主体とな
り、通学路の安全点検を実施しておりますので、学校と相談の上、来
年度の通学路点検の危険箇所として教育委員会に報告をお願いいたし
ます。（来年度の通学路点検で危険箇所として報告をいただくよう、
市からも学校へ働きかけをします。）

10


