
１．議会報告、市政全般についての総括
　・三本松地区宅地整備事業旧第三工区（特別会計）の問題解決に向けての意見交換がなされた。
　・農村部における空き家問題と農地管理のあり方について意見交換がなされた。
　・コミュニティバス等の公共交通網の現状とあり方について意見交換がなされた。
　・北会津公民館の建て替えについての質疑があった。
　・自治基本条例について意見があった。
　

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「北会津地区の防災について」
　　北会津地域の防災のあり方について意見交換がなされた。
　【主な意見等】
　　・避難場所、避難所の適否について
　　・災害マップについて
　　・自主防災について
　　・河川浸水ハザードマップについて

第17回市民との意見交換会・報告書（北会津地区）
　開催地区： 北会津地区 　開催日時：平成28年11月6日（日）　　18時00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： 北会津支所ピカリンホール

　参加人数： 6名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）
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　三本松地区宅地整備事業の予算が1億2千7百万円
程であり、平成27年度決算が約78万円であるが、
これは何に使われたのか。
　また、この特別会計を廃止して1億2千万円のお
金を一般会計に入れるべきとの意見もあるが、現
在、宅地整備事業の旧第三工区がヒ素の問題で中
止になっている。
　旧第三工区の現況は環境の悪い状況で放置され
ているので、1億2千万円のお金を使って旧第三工
区を少しでも整備すべきではないか。周りの住民
に迷惑をかけて何年も改善されない状況を変えて
もらいたい。

平成27年度決算の約78万円は草刈りおよび水質
検査等の維持管理費用として使われている。

旧第三工区の整備には約6億円の費用がかかる
が、旧第三工区の整備は重要な問題であるので、
少しずつでも進めていきたいと建設部からは回答
を得ている。

○ ① 水季の里

　何年も現況を放棄していることについては憤り
を感じており、少しずつでも前に進めるべきであ
る。1億2千万円のお金を有効活用すべきではない
か。ぜひ旧第三工区の整備を進めていただきた
い。

　特別会計のお金は分譲したお金の余剰金であ
り、水季の里の維持管理をしていくためのお金で
あるので、特別会計を無くすことはできない。 ○ ① 水季の里

　旧第三工区の水質調査を年1回実施しているが、
専門家の話では季節ごとの検査が必要であり、1回
だけの検査では正確な調査にはならないとのこと
なので、年4回以上の検査をするように議会からも
求めてほしいとの要望をいたします。特別会計の
お金は分譲した人たちのお金なので、水質検査は
別のお金で実施すべきと思う。
　特別会計のお金は、集会所建設等に充てるべき
である。

　集会場の問題は特別会計とは切り離して考える
べき問題です。
　水質検査を季節ごとに実施すべきとの考えにつ
いては、当局の考えを調査して回答します。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

水季の里

※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

　特別会計の1億2千万円は旧第三工区の事業を含
めてのお金であり、一工区から三工区までの事業
が全て終わってはじめて清算されるものです。
　特別会計のお金は、旧第三工区の宅地整備に使
用すべきお金であると考えます。

意見として伺う。

○ ② 水季の里

　住民にとっては、旧第三工区にヒ素が検出する
ので整備できないとの理由は関知しない話であ
り、例えばもう少し盛土をして防災の拠点にする
などのアイデアを出して活用すべきと思う。旧第
三工区の維持管理をするのではなく、根本的な解
決をしなくてはならない問題です。

　旧第三工区では実際にヒ素が検出されており、
ヒ素の検出量と造成面積とで法的な規制がかかっ
ており、これを整地するには約6億円の費用がかか
る。
　例えば分割して整地することで、法の規制を受
けない方法等の工夫をして、少しでも解決してい
きたいと考えているところです。

○ ① 水季の里

　現実的には旧第三工区を整地して適切に管理し
てほしい。最も良い解決は、ヒ素の土を完全に撤
去していただくことです。

意見として伺う。

○ ② 水季の里

　空き家問題で危機管理課に相談したら、空き家
の所有者が20年ぶりに分かって、空き家の解決に
目途がついた。行政の協力があり、行政と住民の
協働で危機管理の課題解決が図られたことについ
て、行政と市長に感謝している。
　議員と行政には期待しているので、ぜひ頑張っ
てほしい。

○ ②
防災・安

全
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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

　政策討論会で書かれている自治基本条例のコ
ミュニティと協働に関しては問題があるとのこと
を聞いており、もっともと感じました。意見交換
会等で我々の意見を聞くことも必要と思うが、議
員の仕事は意見の異なる話に対して合意の形成を
することだと思います。
　議員と行政はできることとできないことをはっ
きりと住民に説明することが仕事であると思いま
す。

　いろいろな要望が有り、すべての要望にすべて
応えることはできないのが現状ですが、このよう
な意見交換の中から素晴らしい発想も出てくるわ
けであり、その成功例として金川町と田園町のコ
ミュニティバスの運行事例があります。住民が参
加することで現実的な意見が出され、公共交通機
関の無い場所に自分たちのバスを通すことができ
た事例です。

○

●
①

まちづく
り

議員活動

　空き家および農地は個人の財産問題であり、適
切な管理は難しい。
　田村山では、空き家および農地に関する適切な
管理についての約束ごとを定めようとしており、
協力も得ております。行政は空き家問題等の解決
に向けて、地域と共にしっかり働いてほしい。

　空き家等の所有者については、納税の関係から
市で把握することができます。個人情報保護の問
題もあり、一般市民には教えることはできません
が、空き家および農地の問題は行政が中心になっ
て対応することになっています。

○ ①
防災・安

全

　コミュニティバスの成功例をお聞きして、高齢
者の事故が多発している中、公共バスは重要な交
通手段と考えるが、バスの無人の自動運転の運行
ができるのであれば、定められた運行ルートでは
なく、需要に応じたルートの運行はできないの
か。交通運行に関する検討委員会を作って考えて
ほしい。

　公共交通の交通網については、政策討論会第1分
科会でも検討されており、公共交通の空白地域に
も対応できるような公共交通網の計画を現在作成
中です。
　今回計画している地域公共交通網形成計画は良
くできておりますので期待に沿うものと考えてい
ます。

○ ① 交通

　電話やインターネットを使って、バス利用者の
利用時間を把握できれば、需要に応じた運行時間
の運用が可能になるのではないか。

○ ② 交通

　北会津地域委員会でコミュニティバスの問題に
ついては今年も7回検討され、いろいろなアイデア
が出され、実現に向けて話し合いが行われている
ところです。

○ ② 交通
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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

　北会津の公民館が古くなっているので、公民館
の建設に関する状況および議員の考え方をお聞き
したい。庁舎建設等の建て替え等もあり、どのよ
うな順序で進むのか知りたい。

　第7次総合計画において、市役所庁舎の整備につ
いても記載があり、しっかり計画を示しながら進
められるものと考えている。
　北会津公民館は、大変古く、旧耐震基準の建物
となっています。これまで建て替えるべきとの意
見もありましたが、財政等の問題もあり現在建設
の予定はないとのことです。

○ ①
公共施設

生涯学習

　北会津公民館の必要性について、議員はどのよ
うに考えるのか。

　今後も公民館は必要であると考えるし、行政も
公民館の重要性を認識しているものと考える。 ○ ① 生涯学習

　北会津公民館でしかできない特化した公民館の
あり方を考えるのも議員の仕事ではないのか。

　自治基本条例ができて、地域のあり方として公
民館は拠点として考えなければならない。しか
し、今後は別の拠点のあり方も考えられると思
う。

○ ① 生涯学習

　空き家問題ですが、市街化調整区域において
は、空き家を壊して更地にしても、一般の方が家
を建てられない問題があり土地が売れないため、
空き家のままにしている場合がある。そういった
ことから、空き家が増えると考える。

意見として伺う。

○ ②
防災・安

全

　今回の自治基本条例には都市内分権が入ってい
ない。都市内分権が無ければ、地域、地域の問題
の解決ができない。
　都市内分権が無いので自治基本条例は意味の無
いものになったと考えている。

　都市内分権が無かったのは、これからの課題で
ありますので、今後、自治基本条例も都度見直し
をかけていかなければならないものと考えていま
す。

○ ①
まちづく

り
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回は、北会津地区の防災について、皆様のご意
見を伺いたいと思います。

　災害時の避難場所について、川南小学校や保育
所が避難場所になっているが、川南小学校や保育
所に吹き付けアスベストがある。このような場所
が避難場所になっているのはふさわしくないので
はないか。
　北会津公民館も吹き付けアスベストがあると思
う。このような場所は避難場所としてふさわしく
ないと考えるので、議会でも検討してほしい。

　会津若松市の防災計画では保育所は含まれてい
ないと認識しています。（場所は避難場所になっ
ているが、建物は避難場所ではない。）
　また、北会津公民館については、震災時に天井
が壊れ、その際にアスベストの撤去工事は完了し
たと認識しています。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

　吹き付けアスベストがある可能性の有る場所が
避難場所として指定されているのは不適切と考え
ているので、議会でも調べていただきたい。安全
を確認すべきと考える。
　避難所となっている学校にアスベストがあるこ
とは適切でないので、アスベストの有無を調査す
ることは最優先でしなければならない問題であ
り、調査はすぐにでもできることなので、できる
ことからしてください。

　避難場所に吹き付けアスベストが有ることは適
切かどうかについて確認して回答します。
　吹き付けアスベストの有無については、川南保
育所にはありますが小学校と中学校には無いとの
認識です。保育所は現在使用されていませんので
小学校と中学校については再度確認し回答しま
す。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

　避難場所の問題も重要であるが、避難経路や手
段の計画が無いことの方が重要ではないのか。北
会津地区に関する防災マップが必要と考える。

○ ②

→　北会津地区の防災について

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 →　北会津地区の防災について

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

　避難場所だけでなはく、例えばダムの決壊や河
川決壊時の避難計画についても考えるべきではな
いか。

　浸水のハザードマップについては、阿賀川河川
事務所のホームページで公表されています。ま
た、北会津で危機管理に関する取り組みを行う時
は、危機管理課に協力を働きかけることができま
す。

○ ①

　防災は全て統一した形よりも地域の実情に合わ
せた形で集落ごとに作ることが良いと考える。 ○ ②

　北会津の地域づくり委員会で話があったが、ICT
を利用した防災計画は良く分からない。人をどの
ように避難させるかが問題であり、コンピュー
タ、IT、スマートシティ等と防災の関連性が良く
分からない。
　一番大切なのは身の安全を守ることなので、身
の安全を守ることの施策を実施してほしい。

　ご意見として伺います。

○ ②

　他地域で詳細な防災マップを作成し、震災時に
大変役立った話等があるので、実際に役に立った
事例等の勉強も必要ではないのか。
　防災計画をどのように進めるべきか分からない
ので情報提供してほしい。

　慶山地区では、自主防災組織が作られ、災害に
関することを地域で話し合っているところもあり
ます。また、地域包括支援センターや民生・児童
委員や町内の役員の方と協力して、自力では避難
できない人のマップをつくっているところがあり
ますので、勉強会のための情報提供を行うことが
できると思います。
　自主防災について、勉強会等の実施をしたいと
の要望があったことを危機管理課に伝えます。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

7



○　地区別テーマでの意見交換について →　北会津地区の防災について

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

　阿賀川が決壊した場合の詳細な避難計画が必要
ではないか。また、旧市内と北会津の条件が違う
のだから、防災計画も地域に適した計画を作成す
べきではないか。

ご意見として伺う。

○ ②

　阿賀川では、洗堀はあったことはあるが北会津
地域での堤防を越えるような災害は確認できな
い。

ご意見として伺う

○ ②

　例えば阿賀川が決壊した場合の被害予測のハ
ザードマップの作成も必要である。対象地域に適
切な防災マップが必要と考えます。

ご意見として伺う

○ ②
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北会津地区

件名

１．水質調査について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．避難場所について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　川南小学校や保育所が避難場所になっている。吹き付けアスベスト
がある可能性のある場所が避難場所として指定されているのは不適切
ではないのか。

【事後処理結果】
○危機管理課・教育総務課の回答
・避難所および避難場所について
　北会津地区の避難所は北会津中学校、荒舘小学校、川南小学校と
なっています。避難場所は北会津公民館等がありますが、公園や駐車
場等を想定しています。
・避難所の吹き付けアスベストについて
　川南小学校の体育館の用具保管室の梁に吹き付けアスベストがあり
ますが、梁はアスベストが飛散しないように囲われています。建物の
崩壊等がない限り、アスベストの飛散はなく、用具保管室なので通
常、人の活動の場ではないとの認識です。吹き付けアスベストが飛散
するような建物への被害が生じる災害（地震等）の場合、施設管理者
と建築技師により被害状況を確認し避難所として使用できるか判断し
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】
　旧第三工区の水質調査を年1回実施しているが、季節ごとに年4回以
上の調査はできないのか。

【事後処理結果】
○都市計画課の回答
　水質検査について法的な検査義務はありませんが、県との協議にお
いて、井戸で年2回、その他の箇所で年1回の検査を実施していますの
で、適切な管理だと考えています。
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北会津地区

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．地区の防災について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　他地域で詳細な防災マップを作成し、震災時に大変役立った話等が
あるので、実際に役に立った事例等の勉強も必要ではないのか。
　防災計画をどのように進めるべきか分からないので情報提供してほ
しい。

【事後処理結果】
　ご要望の件について、担当の危機管理課に伝えたところ、危機管理
課より地区会長にご連絡するとのことでした。
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