
　開催地区： 日新地区 　開催日時：平成28年11月10日（木）　　18時30分　～　20時00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： 日新コミュニティセンター

　参加人数： 5名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・財政調整基金の考え方について
　　・野良猫の餌やりの問題が地域の大きな課題になっていることについて
　　・政務活動費について
　　・議員定数について
　　・生活保護費が高いのではないかとの意見
　　・市主催の式典（暴力追放会津若松市民大会）の出席に関する意見
　　・市の工事でできないものは、できないことの説明や報告が必要ではないかとの意見

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「インフラ整備について」
　・側溝（水路）の臭いがひどいこと、また、側溝が危険ないことから、側溝の蓋掛けを何年も要望している。

　

第17回市民との意見交換会・報告書（日新地区）
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　財政調整基金が平成26年度末では31億円となっ
たとのことですが、会津若松市の財政から考える
財政調整基金の割合はどの程度が適正なのか教え
てください。

会津若松市の標準財政規模はおおよそ300億円で
あり、その10％が持っているべき額の目標です。

大規模災害や大雪等の場合に多額の資金が必要
になった場合にも財政調整基金で手当てするの
で、ある程度の金額が必要になります。

最低でも10％は確保しておかなければならない
ものと考えています。

○ ① 財政

　財政調整基金は、毎年積み増ししていって20億
円、30億円、40億円となっていくのですか。

　そのようなことではなく、積んだり支出したり
して、標準財政規模の10％以上を確保していきた
いとの考え方です。
　会津若松市の財政は良好な方向に向かっている
状況です。

○ ① 財政

　野良猫の餌やりについて、餌やりをしている本
人に会い、やめていただくよう説得したが、効果
がない。警察署、市役所、保健所等に言って、野
良猫の餌やりの問題についてお願いをしてきた。
　議会では、この件の困りごとについての案件は
あがっているのですか。

　議会で質問した経緯はあります。五月町でも野
良猫の餌やりは問題になっており、餌をやってい
る人を見つけた場合は注意している。
　地区としては餌の回収や野良猫の捕獲も実施し
て対応していたが、市では愛護動物ということで
対応は難しい。
　地域住民が困っている状況について解決策はな
いのかを質問したが、名案はありませんでした。

○ ① 環境

　受験生を抱えている家庭では、野良猫の鳴き声
が気になり大変迷惑なおもいをしており、何とか
解決策はないかと思っている。
　巡回して、餌をやっている人に注意したが、や
めてくれない。　餌を回収して処分しているが、
事態は好転しない。

　カラスは害鳥ですが、猫は愛護すべき動物であ
るので対処に困る。

○ ② 環境

※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

　餌を散らかすことを害とみなすことはできない
のか、カラスやムクドリと同じように害になる動
物の扱いはできないのか。
　野良猫が人々に害を与えるのであるから、処分
等をすべきではないのか。

　猫が悪いのではなく、野良猫に餌をやることが
問題です。

○ ② 環境

　餌を置く人を警察が捕まえても、どうすること
もできないし、効果がないので、条例を作って対
応はできないのか。

　地域の看板等で注意を促すようなことも必要で
はないか。

○ ② 環境

　チラシを張ったりして喚起しているが、効果は
ありません。 ○ ② 環境

　冬は猫の他にカラスが来て、うるさくて迷惑に
なっている。カラスが餌をまき散らすので、衛生
的にもよくない。
　餌を置いた本人が餌を片付けないので、住民が
片づけをしなければならないので大変迷惑してい
る。

○ ② 環境

　なんとか罰則条例を作って、問題解決してほし
い。

貴重な意見として伺いました。
○ ② 環境

　議員の政務活動費について、会津若松市ではど
のようになっているのかを教えてほしい。
　また、使途についての話し合い等がなされてい
るのかをお聞かせください。

　政務活動費の扱いは、会津若松市では厳しく管
理されています。
　領収書も管理され、閲覧することができます。
　領収書の提出はもちろんのことですが、一連の
報告書も提出しており、議会事務局がチェック
し、問題の無い処理をしております。
　一人当たり月35,000円を会派で管理しており、
政務活動費の収支状況は毎年8月の広報議会に載っ
ていますのでご覧ください。

● ①
政務活動

費
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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

　三重県知事の北川さんが会津短大で講義された
時も、会津若松市議会議員は立派だとの言及もあ
りました。また、今の回答を得て力強く感じまし
た。

　議会改革については、会津若松市に全国から視
察に来ています。
　市民との意見交換会についても、一昨日には那
覇市の市議会議員が先進地である当地に視察に来
ています。

● ① 議会改革

　議員定数についてどのように考えているのか。
人口比率からすると5人くらい多いと思う。
　議員が多いのは合併が影響しているのですか。

　合併時は61人程度でしたが、現在は合併前の会
津若松市の定数と同じになっています。

● ① 議員定数

生活保護費が高いと思うが、どのように考えてい
るのか。我々の年金が５、６万円なのに生活保護
で10万円以上もらえるのはおかしい。是正できな
いのか。

（第16回市民との意見交換会事後処理報告書の生
活保護具体的事例　高齢者夫婦2人世帯、73歳・71
歳を参照に質問されました）

　生活保護費にはいろいろあって、まず生活給が
あります。生活給は世帯構成によって異なりま
す。そのほかに冬期加算額や住宅扶助などがあり
10万円以上になります。
　国民年金は満額で6万6千円ほどでありますの
で、生活保護費が高いと言われることは十分わか
ります。
　ただ、生活保護費に関しては国が決めることで
あり、法律で定められていますのでご理解下さ
い。

○ ① 社会福祉

　年金をもらっていても生活保護費はもらえるの
か。

　対象となる場合もあります。申請の時は、必ず
収入や財産の有無について申請をしなければなり
ません。
　

○ ① 社会福祉
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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

　七日町通りの国道252号で国の工事として融雪工
事が行われている。信号機の４隅の歩道部分が市
の土地なので、融雪工事がされないまま残ってし
まう。
　除雪で信号機の4隅に雪が溜まり、歩道が歩けな
い。今回の国の工事において、市の歩道の融雪工
事をぜひ行ってほしい。（ケヤキ通りと七日町通
りの交差地点）

　現場を確認して調査します。

○ ③

現地調査し事後
報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

雪害対策

　市事業の式典（暴力追放会津若松市民大会）に
おいて、前半の式典終了後、ほとんどの来賓が帰
られ、後半の講演会では、出席者が少なく、講師
の方もがっかりしておりました。
　講演会に出席する人が少ないのであれば、講演
会の開催をしない方が良いのではないでしょう
か。

　ご意見として伺います。

○ ②
防災・安

全

　通学道路の白線の件ですが、市にお願いしたら
「すぐに白線を引きますよ」との回答であった
が、今も白線は引かれていません。
　予算等の問題で作業ができないのならば、でき
ないとの報告をいただきたい。できないならば、
できない理由を申請者に伝えることが大切ではな
いかと思います。

　道路維持課に伝えます。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

交通安全
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○　地区別テーマでの意見交換について

　末廣酒造がある交差点、レジデンスたくみの脇
の側溝に蓋をすることについては、以前にも要望
した経緯があるが、工事がなされていなかった。
しかし、今回の市長との対話集会で良い返事を得
ています。こういった要望は、何回も長い間言っ
ていかなければならないと思っています。

　意見として伺いました。

○ ②

　信遠寺前の側溝に蓋をかける要望もしている
が、なかなか工事着工にならない。（善久町）
　この問題も何回も言っているが、なかなか実行
してもらえない。ひとつずつ何回も要望して、ひ
とつずつ解決していかなければならないのかなと
考えている。
　議員さんとの意見交換会などを活用して、地域
の課題を具現化したい。

本年度、予算化はされているのですか。

○ ②

　今年度の予算で実施するとの回答を得ている
が、工事は実施されていない。4、5年前に要望し
たが実施されていないので、今年も要望してい
る。

○ ③

担当課に確認し
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

　末廣酒造の所で観光客も多く訪れるので、ぜ
ひ、対応してほしい。今年、観光客の方が写真撮
影時に側溝に落ちるという事故があった。市から
は今年度中に行うとの回答があった。
　市では末廣酒造の水路の石垣を残したかったと
思う。

○ ②

→　インフラ整備について

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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日新地区

件名

１．七日町通りの交差点歩道
の融雪について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

２．通学路の白線について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　ケヤキ通りと七日町通りの交差点の歩道部分４隅に雪が溜まる。七
日町通りの国道252号で、国の工事として融雪工事が行われているが、
交差点の歩道部分も一緒に融雪工事を行ってほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
・七日町通りとケヤキ通りの交差点４隅の融雪施設について
　当該箇所は国道252号の隅切り部分となっており、管理は福島県会津
若松建設事務所となっております。
　福島県によると、「今後、国道252号歩道の融雪施設整備とあわせ整
備していく。」とのことであります。

七日町通りとケヤキ通り交差点

【市民からの要望・質問】
　白線が薄くなってきたため、白線を引いていただきたいと要望し、
すぐに対応すると回答いただいた。しかしまだ実施されていない。ど
うなっているのか。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　この事業は補助金での事業となっており、補助金の額が確定してか
ら工事の発注となったため、10月の発注となったものです。諏訪四ッ
谷町内会長より要望のあった箇所については、発注済みですので、年
内中に実施される予定です。
（11月25日時点で白線は引かれ、工事は終了しました。）
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日新地区

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．側溝の蓋がけについて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
・末廣酒造がある交差点、レジデンスたくみの脇の側溝に蓋をする工
事について実施するとの回答を得ているが、今後の予定は。
・信遠寺前の側溝に蓋がけを要望しているが、工事の実施予定は。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
・末廣酒造がある交差点、レジデンスたくみの脇の側溝に蓋をする工
事については、平成29年度当初予算に予定しています。
・信遠寺前の側溝に蓋をする工事については、今年度中に底盤をコン
クリートにし、水が流れる状態にする工事を実施します。
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