
　開催地区： 城西地区 　開催日時：平成28年11月8日（火）　　18時30分　～　20時15分

　担当班　： 第５班（出席議員）　成田芳雄、土屋　隆、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、長郷潤一郎　（欠席議員）なし

　開催場所： 城西コミュニティセンター

　参加人数： 14名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 5名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　・水道料金の値上げ答申について質疑があった。
　・西若松駅の東口に交番を移転してほしいとの要望があった。（材木町交番を西若松駅東口に）
　・地域のことは地域住民が積極的にすべきとの意見が出された。
　・水道管の取り出し工事の料金についての意見があった。

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」
　【主な意見等】
　　・平成27年度の除雪費の残額の取り扱いについて
　　・除雪された雪の排雪について
　　・雪溜め場としての公園の活用について
　　・私道の除雪条件の緩和について
　　・除雪業者と区長の除雪事前打ち合わせの重要性について
　　　（また、前区長と今の区長の引き継ぎもしっかりすべきとの意見もあった。）
　　・業者の除雪に対する取り組みについて

第17回市民との意見交換会・報告書（城西地区）
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　水道料金が平均21.66％値上げの答申が出された
が、値上げ理由の説明がありません。お金がかか
るのが浄水場なのか、配管の敷設替えなのか、人
件費なのか教えてください。何が原因で値上げせ
ざるを得ないのかが広報に書かれていないので、
私たちの判断材料として広報に値上げする理由を
記載してほしい。

　値上げする原因は、収入の大幅な減によるもの
です。工業での使用がこの10年間に約10億円減収
になっています。この間、水道職員を大幅削減
し、民間委託を進めてきましたが、来年度から赤
字になる見通しとなり、答申が出されたもので
す。

○ ① 水道

　西若松駅の東口に交番を設置してほしい。材木
町の交番を移設することで可能になると考えま
す。西若松駅周辺に問題が多発しているので前か
ら要望している。

○ ②
防災・安

全

　いろいろ要望することも大切でありますが、地
域住民も地域の見回りを自分たちですることが大
切だと思います。

○ ② 地域社会

　自宅の近くに私道があり、みんなの問題と考
え、私道を地主から自分たちで買い上げ、自分た
ちの問題として解決してきた。市に要望するだけ
ではなく、自分たちで行うことも大切なことと思
います。（拍手が起こる）

○ ② 地域社会

　会津の産業では観光が大切と考えるが、鶴ヶ城
周辺にお土産屋さんがほとんど無い。
　どこの観光地でもお土産屋があり、市内の商店
が潤う街づくりをしている。鶴ヶ城周辺にお土産
横丁のようなものを整備すべきではないか。

　会津学鳳高校跡地利用として、西出丸駐車場を
移転する方向性が出されている。また、議員の中
には会津学鳳高校跡地にお土産店の整備を望む意
見もあります。

○ ① 観光

※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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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※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

　会津若松市は観光地でありますので、竹ぼうき
を１戸に一本配布し、街をきれいにして隣同士の
コミュニケーションを図れば、もっともっと良い
街になり、観光客も増えるものと思います。

　ご意見として伺います。

○ ②
地域社会

観光

　前回も要望しましたが、水道本管からの取り出
しにおいて、管の太さや布設の距離によって料金
が異なるのは不公平ではないですか。
　

　確認して調査します。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ9,10に記
載）

水道

 （那覇市議会議員から一言）
　市民と車座で対話することも新鮮であり、市民
の方同士で気付きがあることも大切なことだと思
いました。
　地域によって課題は違いますが、どのように課
題解決すればよいかの勉強をさせていただきまし
たので、那覇市議会でも参考にさせていただき、
市民のための議会にしていきたいと思います。
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、除雪・排雪のあり方について、皆様のご
意見を伺いたいと思います。

　昨年度の除雪費用の残金の取り扱いはどのよう
になっているのか。残金は積み立てているのか。

　昨年度は除雪費として使用したのは２億円ほど
で、残金が４億円ほどでありました。
　残金は一般会計に戻す会計処理をいたしまし
た。

○ ①

　町内会費を積み立てて除雪に充てる考えです
が、市への要望として、町内会で除雪はするが除
雪した雪の山を排雪していただきたい。除雪に関
しては町内会の積立金やボランティアで実施して
いく考えなので、排雪に関しては市で必ず実施す
ることを確約してほしい。雪溜め場も町内会費で
有料で借りておりますので、ぜひ排雪はお願いし
ます。

　排雪に関しては要望が多いので、できる限り要
望に応えたいと考えております。
　町内会でも除雪に関して努力しているので、で
きる限り排雪するように市に働きかけていきま
す。 ○ ①

　御旗町の市営片柳団地の敷地と道路の間に除雪
した雪が山積みになっているので排雪してほし
い。山積みの雪が県営住宅のものなのか、市営住
宅のものか、市道の雪なのか分からないので確認
してもらいたい。

　現地確認をさせていただきます。

○ ③

現地を確認し事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

　雪溜め場がないので公園を利用したいと考えて
いるが、市の花と緑の課では許可しない。公園に
雪を置けるように市と協議してほしい。

　公園は避難場所になっているので、雪溜め場と
しての使用は難しい。
　担当課に確認します。 ○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11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

　私道の除雪条件が厳しいので、除雪条件を緩和
して私道の除雪を実施してほしい。

　実際の問題として、除雪機械の入れない箇所や
Ｕターンのできない箇所は除雪が困難である。
　公道は住民全員のものであり、税金を使って整
備できる。しかし、私道は個人の所有なので、税
金を使うことにはいろいろな問題がある。

○ ①

　幕内東町の私道で150ｍ程の道路があります。通
り抜けができて、朝晩の車の往来も多い箇所なの
で、除雪を市にお願いしたい。
　市で除雪する条件は多々あろうかと思います
が、入口は少し狭いが奥の方は4ｍ以上あるので、
ぜひ除雪をお願いしたい。

　現地確認をさせていただきます。

○ ③

現地を確認し事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

　除雪の始動条件は積雪が何ｃｍからですか。 　積雪が10ｃｍになりましたら除雪します。
○ ①

　積雪が10ｃｍになっても業者が除雪していな
い。

　除雪機械にＧＰＳ機能を持たせて除雪運行状況
を把握できるようになりましたので、除雪運行状
況のデータを分析しながら、除雪対応が図られる
ようになります。

○ ①

　住宅が道路ぎりぎりに建てられており、北側の
道路は雪が溶けにくく通行に不安がある。住宅を
建てる場合には、セットバックや隅切りの条件が
あるが、当該の建物については、どうなっている
のか。

　建物を建てる時の条件はあるが、現地確認をし
ないと状況が分からないので、場所を確認して調
査します。 ○ ③

現地を確認し事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13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

 除雪開始に先立ち、業者との確認はどのようにし
ているのか聞きたい。

　本来は、市と区長と業者の3者ですべきである
が、今年の除雪アンケートでは、簡易な打ち合わ
せしかしていないとのことが明らかになったの
で、これからの課題としては、市と区長と業者で
の打ち合わせをしっかり行うように市に改善を申
し入れていきたい。

○ ①

　3者での打ち合わせはしていない。特に道路維持
課と業者でしっかり対応してほしい。 ○ ②

　除雪業者が誰であるかが分かるように、除雪機
械に表示してほしい。不適切な除雪業者がいるの
で、確認して指摘したい。

　ＧＰＳ機能の活用で改善していきたい。

○ ①

　除雪時間等の問題は、一度に一定の時間で除雪
することは不可能なことなので、業者数を増やす
等の対応をとるしかないので、対策は困難と感じ
ます。

　実例を紹介します。業者は区長さんのところへ
行き、除雪箇所等の確認をしています。また、雪
捨て場に関しても雪捨て場の所有者のところへ区
長さんと共に行き、雪捨て場の許可確認をしてい
ます。排雪をする時は区長さんから連絡を頂き、
市に確認してから除雪を実施しています。

○ ①

　業者は区長と細かい打ち合わせはしていない。 　市は業者に対し、区長さんと打ち合わせをして
除雪事項の確認を実施するようには指導していま
す。しかしながら、実際には実施していないので
あれば、業者への指導を明確にすべきです。
　年々除雪箇所も多くなり、市道の除雪延長も
820kmほどとなり、市の除雪対応も大変になってい
ることもご理解願います。

○ ①
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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

　私は業者に対して、除雪箇所の確認事項等を文
書にして業者に渡して打ち合わせをするので、業
者には適切に対応してもらっている。区長さんも
前の区長や住民とコミュニケーションを適切にし
て業者に対応すれば、良い除雪ができると感じて
います。

○ ②

　市営住宅の除雪と道路の除雪者が異なるので、
除雪時間も異なり、市営住宅の出入り口に除雪時
の雪が置かれ、その雪の片付けに苦慮している。
この住吉地区の住民は高齢化でもあり、本当に大
変なので出入り口の雪は丁寧に除雪していただき
たい。

○ ②

　幕内の道路ですが、初めは私道であったが市に
移譲して市道になったと思っていたが、市からは
私道であり、除雪できないとの回答だった。高齢
で除雪できないので、どうにかしていただきた
い。

　現地確認をさせていただきます。

○ ③

現地を確認し事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

　個別問題になると、それぞれの事情もあるの
で、幕内区長さんと協議して間口除雪等の方策を
考えるべきと思うので、ぜひ、区長さんに相談さ
れるのが良いと思います。

　幕内は特に高齢化が進んでいるので、何らかの
対応を図らなければならない問題と思います。

○ ②

　高齢になり、自宅の除雪もできない。屋根から
落ちる雪も管理できないので、市で除雪してもら
えないか。高齢者対策をしてほしい。

　高齢化は切実で喫緊の問題なので考えていきた
い。また、この件はボランティアでの実施が良い
と考えますので、地元区長さんと相談されるのが
良いと思います。

○ ①
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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

　除雪した雪が丑淵の交差点の角に山積みされて
いるので排雪してほしいが、市に連絡しないと排
雪しないのか。除雪する人も困っている。

　排雪の場合は市に連絡しないと対応が困難なの
で、ぜひ市の道路維持課に連絡してほしい。
　除雪と排雪は基本的には別と考えてください。

○ ①

　排雪の時に市では大きな車を使用しているの
で、狭い道路の排雪がなおざりになっている。狭
い道路に入れる車で排雪を地元業者等にやらせる
べきである。
　会津メンテナンス組合のやり方は、住民の考え
と違う。

　組合には大型車だけではなく、小さな車もあ
る。ただ、排雪箇所が分からないので、区長さん
を通して市に連絡すると業者も動きやすいと思い
ますので、区長さんを通して市に連絡してくださ
い。

○ ①

　今回、有意義な意見交換会がなされ、那覇市議
会議員さんの傍聴もありましたので、会津若松市
が除雪に関してはどこにも負けないような運用を
なされ、除雪のことなら会津若松市だと言われる
ようにし、全国から視察が増え、会津若松市に多
くのお金を落としていただけるようにしていただ
きたい。除雪・排雪に関しては、会津若松市は日
本で一番と言われるような除排雪をしていただき
たい。

○ ②
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城西地区

件名

１．水道管本管からの取り出
し工事料金について
　　　　　　　　　（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】
　前回も要望しましたが、水道本管からの取り出しにおいて、管の太
さや布設の距離によって料金が異なるのは不公平ではないですか。

【事後処理結果】
○水道部施設課の回答
１．水道工事費の負担区分について
　　道路に埋設して整備する配水管は、水道部で施工する工事です。
　　その配水管から分岐して、各個人宅へ引き込み、家屋内の蛇口設
　置までの整備は、全てお客様の行う工事となり、これを給水装置工
　事と呼び、全て個人の財産です。

２．工事費の平等化について
　　給水装置工事の中でも、道路内の配水管から分岐して宅内に設置
　する止水栓までの工事費について、平等にできないかということで
　ありますが、費用負担については条例で定められており、税金等に
　よる市の一般行政とは違うことから、現制度においては、以下内容
　により困難であります。
　①給水装置工事費用につきましては、水道を使用したいとする需要
　　者である申込者の負担で行うことと条例に定められており、財産
　　的にも全て個人財産になります。
　②水道事業は、給水申し込みを受けて水道水を提供するというサー
　　ビスを行い、その対価として使用料金を頂く地方公営企業法に基
　　づく独立採算制をとる事業なので、税金等で行う市の行政とは異
　　なることから、工事費用を平均化させるため仮に市が負担するこ
　　とになれば、その費用は水道料金に転嫁することになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）
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城西地区

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．排雪について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　御旗町の市営片柳団地の敷地と道路の間に除雪した雪が山積みに
なっている。どこの雪で誰が排雪するのか確認していただきたい。

【事後処理結果】
○道路維持課・建築課の回答
・御旗町の市営片柳団地北側道路雪置き場の排雪について
　市営片柳団地１号棟、２号棟北側の道路は市道神３－７３号線と
なっており道路維持課で除雪を行い、市営片柳団地５号棟北側につい
ては建築課で除雪を行っております。
　雪置き場の排雪については、置いた雪の状況により排雪を行うもの
としております。
　今後につきましても両課連絡を密にし、通行に支障がでないよう適
宜排雪を実施してまいります。

３．公共下水道との違い
　　公共下水道においては、下水道法によりその普及促進を図らなけ
　ればならないことから、市の下水道条例により道路内の下水道管埋
　設工事と、そこから分岐して各宅地内に設置する公共汚水ます設置
　工事まで、市が施工して普及促進を図っているところです。
　　しかし、公共下水道が整備されると遅滞なく接続工事を実施しな
　ければならず、３年以内の水洗化や受益者負担金の支払いなどの義
　務が生じるところです。
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城西地区

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．雪溜め場としての公園利
用について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　雪溜め場がないので公園を利用したいと考えているが、担当課で
は、許可しない。公園に雪が置けるように市と協議してほしい。

【事後処理結果】
○花と緑の課の回答
　公園については公園法の規定があり、雪溜め場としての使用はでき
ません。しかし、緑地に関しては、行政と区長の協議条件により人力
での除雪で雪を置くことは可能です。
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城西地区

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．私道の除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　幕内東町の私道で、150ｍ程の道路があります。通り抜けできて、朝
晩の車の往来も多い箇所なので除雪をお願いしたい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
・幕内東町3-1先道路の除雪と市への寄付について
　当該道路は位置指定道路として設けられた私道であります。
　まず、除雪についてですが、市が除雪対象とする公道から公道へ通
り抜けでき、日常的に不特定多数の人が利用し、一般交通に供してい
る私道は、町内会からの要望があること、土地所有者が同意している
こと、幅員が３メートル以上あること、路面が舗装されていることと
いった要件が必要となり、当該道路の場合、路面が舗装されていない
ことから市による除雪の対象とはならない状況です。
　なお、町内会として路面の舗装工事を実施する場合は、市による助
成制度もございますので詳しくは道路維持課までご相談ください。
　次に、市道としての寄付についてですが、当該道路は市道から市道
へつながる私道でありますので、道路幅員４ｍ部分と市道との交差部
における隅きり部分を寄付いただき市道認定することは可能です。そ
の際は、相続や抵当権抹消といった登記や寄付予定部分にある工作物
撤去などは寄付者側にお願いすることとなります。現地での立会いな
ども必要となりますので道路維持課と相談しながら進めていくことと
なります。

幕内東町の私道
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城西地区

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．住宅建築について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

６．私道の除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　住宅が道路ぎりぎりに建てられている。建物を建てる場合には、建
築条件があるが、当該の建物はどうなっているのか。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　当該の建物に関して、この地域はセットバック要件が無く、建物に
接した東・北側の2つの道路幅が６ｍ以上あるので隅切り要件もありま
せん。

【市民からの要望・質問】
　初めは私道であったが市に移譲して市道になったと思っていたが、
市からは私道であり、除雪できないと回答があった。高齢で除雪でき
ないのでどうにかしていただきたい。
　
【事後処理結果】
○道路維持課の回答
・住吉町11-5先道路の所有確認と除雪について
　当該道路は開発行為により設けられた私道でありますので、土地所
有者の意思により市へ帰属いただければ除雪を含めて市が管理するこ
ととなります。また、私道のままの場合は、市が除雪対象とする公道
から公道へ通り抜けできる等の要件を満たす公共性の高い私道には該
当しないことから、市による除雪の対象とはならない状況です。
　なお、私道の除雪に対する補助金、小型除雪機械購入補助金といっ
た助成制度もございますので詳しくは道路維持課までご相談くださ
い。
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