
１．議会報告、市政全般についての総括
　①通学路の安全について
　　　以前にも出された若松六中の通学路の安全についてですが、今回も丁寧に事後処理を行い、地域の要望、要請に応えたい
　　と思います。
　②政務活動費について
　　　富山市議会の政務活動費の不正問題を受け、会津若松市議会議員の活動に誇りを持ち、襟を正し活動するよう激励の意見
　　が出された。
　③町内会の取り組みについて
　　　高齢者へ対する町内会の取り組みが報告された。できること、できないことがありますが、時間をかけて具体的な内容を
　　お聞きし、課題、問題の解消に向けた話し合いが求められてきている。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「高齢化に伴う地域の課題について」
　・事前に区長さんのところに要請に行き、神指地区内で協議していただき、高齢化に伴う地域の課題についてをテーマとして
　　設定しました。
　・人口減少、特に子どもの数が減ってきていること、地域の総所得が減っていることから、行政だけでなく、地元住民が地域
　　の将来ビジョンをつくらなければならないとの発言があり、次回以降、意見交換会のテーマとして学び合えればと感じまし
　　た。

第17回市民との意見交換会・報告書（神指地区）
　開催地区：　神指地区 　開催日時：平成28年11月12日（土）　19時12分～20時05分

　担当班　：第4班（出席議員）石田典男、原田俊広、古川雄一、松崎　新　　　　 　 　（欠席議員）佐藤　勉、中島好路

　開催場所：　中央公民館神指分館

　参加人数：　14名（うち班外議員 　0名）（他自治体等傍聴者 　0名）
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前回の意見交換会で、天満地区の生活用水の供給
について、どのようにすればよいのかを質問した
ところ、問題解決に向けた取り組み方法を教えて
いただきました。その後、水道部に行き、進め方
を教えていただいた。そして、地区の中で話し合
い、水道の加入に向けた協議をし、合意形成がで
き、水道部への申込手続きが終了しました。担当
者から、来年度予算で水道管の埋設を進めるとの
連絡をいただきました。ありがとうございまし
た。

水道法の中で、水道の給水区域内については、水
道部が責任をもって生活用水を供給することにな
ります。神指町の天満地区はその区域内であるこ
とから、計画的に行うことになります。

○ ②

水資源問
題

水道

天満地区と小見地区のバイパスと縦貫道路の問題
です。現在、計画通りに進められていますが、地
元への情報が少なく、例えば、全線が同時に開通
すればよいのですが、一部開通となれば、迂回路
として地区内の市道に大型車両も含めて入ってき
て交通量が増えることとなります。そこで考えら
れるのが、住民生活への影響、特に安全について
です。情報があれば教えていただきたい。

約10数年前からの国と県の計画による事業です。
当時のことから考えても、計画どおりの進行状況
ではないと思われます。住民生活への影響も考え
られることから、県に伝えたいと考えます。

○ ② 道路

市議会と県議会の12月定例会の開会日について教
えていただきたい。

市議会は、12月1日から16日までの開催です。県議
会は、12月6日の開会です。 ● ① 議会運営

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

高齢化に伴う地域の課題についてです。ボラン
ティア組織を町内会で担い行っていますが、高齢
者宅前の道路の間口除雪について、作業が増え大
変になってきています。また、委託業者や車両の
オペレーターが変わり、除雪のできが悪いと大変
困ります。

除雪、排雪の体制が今年から変わります。除雪に
ついては基本的に直営と委託業者が行うこととな
ります。排雪については、これまで車両や機材等
を持たない事業者がいて、充分な体制が取れませ
んでした。そこで、会津道路メンテンス協同組合
がつくられ、除雪、排雪体制が充実することにな
ります。また、昨年度、直営の車両に導入され
た、GPS機能で除雪車がどこで作業しているのかが
分かるシステムが、委託業者の車両にも導入され
ることになります。

○ ① 雪害対策

昨年度、業者と地区役員との話し合いの場があっ
たと聞いていますが、どのように取り組んでいる
のでしょうか。

今年、建設委員会が行ったアンケートでは「町内
会の役員と委託業者、行政が協議しているか」と
の問いについて、半分近くが実施されていないこ
とが分かりました。そこで、建設委員会などで取
り上げ、今年は協議の場についてマニュアルを作
り、行うこととなりました。

○ ① 雪害対策

国道49号の高瀬地内から柳原地区の成田木材建設
に至る道路についてですが、吹きさらしや地吹雪
で道路の路面が氷状に固まりボコボコになってし
まいます。そのため、車両を運転する際や停車時
に制御不能に陥るなど、安全運転が困難になって
います。そのため、吹きさらしになる箇所では特
別な除雪を要望します。

対策には、防雪柵等が考えられますが、本市にお
いても計画的に進めているところです。

○ ② 除雪対策
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

富山市議会の政務活動費の不正についての問題で
すが、会津若松市議会では、きちんとすべきと考
えます。我々の代表である市議会議員の皆さんに
は、襟を正していただきたい。

これまでの議会の取り組みについて報告します。
改選前に各派で構成する政務活動費についての検
討委員会を組織し、話し合いの場を持ってきまし
た。そこでは、これまで支出を認めてきた項目を1
件、1件見直し、再考をしてきました。また、8月1
日号の議会だよりでは、各会派の政務活動費につ
いての情報公開を行ってきたところです。さらに
指摘していただいたように、今後の取り組みとし
ては、例えば、インターネットでの領収書の公表
などについても考えてまいります。また、費用弁
償についても廃止しております。

● ①
政務活動

費

若松六中の通学路についてです。リオンドール前
は、街路灯の不足により照明が暗いです。笈川街
道沿いから中学校に入る道路についても同じ状況
です。現場確認をしていただきたい。

同様の指摘が過去の意見交換会でも報告されてい
ます。現地を確認し、学校と通学路についての話
をしてきます。 ○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８,９に記
載）

交通安全

永和地区から来る生徒は、国道49号を横断し田園
地帯を通学している。また、橋本地区から中学校
に至る通学路の防犯灯の管理をどこでやっている
のか分からなかった。地域の方から4本全て切れて
いるとの報告をいただいた。その後、市の管理で
あることが分かり、すぐに話をして対応していた
だいた。

こちらも現地を確認します。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８,９に記
載）

交通安全
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

会津三十三観音のうち、神指地区にある第15番の
札所の狭い道路にマイクロバスが入ってくる。そ
こで、環境整備と地域の安全が問題になってい
る。例えば、駐車スペースの問題が現在出てきて
いるが、この解決のためには、建設部だけでは完
結しない。観光課、農政課の問題でもある。私
は、地域のビジョンをつくっている。行政だけで
は解決できない。また、観光資源としてのビジョ
ンも必要となる。観光で地域の活性化を考えた
い。地域の総所得が下がる中で、地元として将来
ビジョンを考えたい。地元活性化を考えなければ
ならない時期に来ている。

ご意見として伺う。

○ ②

まちづく
り

観光

神指城のある如来堂の問題もある。駐車スペース
がないところに観光案内をしている。

ご意見として伺う。
○ ② 観光

神指小学校の生徒数が少なく、1学年1クラスであ
る。市街化調整区域を見直さないと、子どもは増
えないと考える。

下荒久田地区の取り組みで、集落内に宅地開発事
業が進められていますが、広がっていません。

○ ②

少子高齢
化

都市計画

私が、防犯灯の電気料補助の申請問題を通して体
験したことですが、現役で働いているため、平日
市役所に行き申請行為をすることが困難です。そ
こで、担当課に連絡をしたのですが、期日中に行
わないと電気料の交付に支障を来すと伝えられま
した。これ以外にも、さまざまな申請行為があ
り、地区の行事、会議等、多忙により区長のなり
手がいない現状があります。どのように現職区長
の負担軽減について考えているのか伺いたい。

市民部の管轄であり、文教厚生委員会の論点でも
あります。区長さんのなり手だけではなく、コ
ミュニティそのものが問題になってきています。
申請の手続きのあり方、負担のあり方についてよ
りよい方向をつくっていきます。 ○ ② 地域社会
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

神指小学校の耐震化についてお聞きしたい。 済んでいると認識している。
○ ① 学校施設
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○　地区別テーマでの意見交換について

開始時間が午後７時12分で、終了時間を午後８時
との要請を受けたため、協議し、テーマ別意見交
換の内容については、議会報告の中で話し合うこ
ととしました。

→　高齢化に伴う地域の課題について

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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神指地区

件名

１．若松六中の通学路の街路
灯について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

　　　　　　　　　　　　　　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】
①若松六中の通学路の街路灯について現場確認をしていただきたい。
②永和地区から来る生徒は、国道49号を横断し田園地帯を通学してい
　る。また、橋本地区から中学校に至る通学路の防犯灯について現場
　確認をしていただきたい。

【事後処理結果】
○学校への聞き取り調査
　11月18日に若松六中に行き、以下のことを確認してきました。
・神指、永和地区から生徒が徒歩、自転車で通学している。12月5日か
　らは、冬期間のため自転車通学ができなくなる。
・学校周辺道路については、街路灯の設置を要望し、すでに設置され
　ている。
・住民から聞かれた「通学路の指定」については、学校としては特に
　行っていない。

○現地調査
　次ページのとおり、学校周辺の街路灯を現地確認することができま
した。橋本地区から学校に向かう田園地域の街路灯は、北から4本設置
されていますが、学校に一番近い街路灯から次の交差点の街路灯まで
の間隔が長く、大変暗い状況を確認できました。
　なお、橋本地区から学校に至る通学路への防犯灯の設置について
は、若松六中から教育委員会に要望事項としては上がっていません。
必要があれば、学校関係者と防犯灯設置についての協議が必要である
ことが分かりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）
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神指地区　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

現地写真等
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