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１．市政全般（テーマ以外）について
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市庁舎 ２班 一箕

市庁舎の建設の問題はどうなっているのか。 策定された第７次総合計画の中に盛り込まれてい
るが、詳細についてはこれからである。なお、鶴
ケ城周辺公共施設利活用構想では現在の庁舎に建
てることが記載されている。

人口問題
(離婚率)

３班
町北
高野

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。

１班 門田

学生に対する奨学金制度であるが、就職後の返
還に苦労している現状もある。返還への支援はで
きないか。

　そうした状況があることは認識している。後
日、市の制度について報告させていただく。（事
後処理報告書Ｐ93）

２班 一箕

東日本大震災から約６年、風評被害が払拭されて
いないので対策が必要。福島空港の名称だが、福
島がつくとイメージが悪いので「野口英世空港」
としたらどうか。高知空港も「高知竜馬空港」と
改変した。野口英世と関わりのある市として要望
すべきである。

要望として伺う。

交通 バス ２班 一箕

松長の会津バスの停留所の件を以前要望しまし
た。金川町のバスのように前向きに検討してほし
い。要望に対する経過が分かるようにしていただ
きたい。

要望として伺う。

行政

要望の実
現
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　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。

　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。

　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。

交通

観光

バス

まちづく
り

１班 東山

市にはおもてなしの心がない。観光客が雨に濡れ
てバス停でバスを待っている。雨風をよけるバス
停にするべきだ。観光客は感じている。

意見として伺う。

公共施設

生涯学習

施設管理

公民館
５班 北会津

　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。

５班 北会津交通
公共交通

バス
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

決算剰余
金

４班 城北

議会だよりの２ページ、平成27年度の決算認定に
ついて。一般会計で約20億円の黒字となっていま
すが、その説明をして下さい。

約20億円の黒字ですが、結果として事業費が約20
億円残りました。この決算剰余金については地方
財政法で半分は積み立てることとされ、本市は財
政調整基金に積み立て、さらに新たな公共施設維
持整備等基金に2億円積むこととしたところです。

２班 河東

第１分科会で、大学の先生による財政分析をされ
ているということであったが、具体的に本市の財
政状況はどのようなものか。「第二の夕張市で
は」という話もあったが今はどのようになってい
るのか。

市の貯金ともいえる財政調整基金が平成１５年に
は９万６千円しか無く、確かにその時は第二の夕
張かというご意見もあったが、平成２６年で３１
億円になった。関西学院大学の小西教授も「贅沢
はまだできないが、危機的状況は脱したと考えて
よいだろう」と分析されている。

２班 湊
会津若松市の財政はどうなっているのか。将来的
な見通しは。

今後も市債残高は減らして財政再建を進めてい
く。

　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。

　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。

財政

財政状況

財政調整
基金

５班 日新
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

通信
光ファイ
バー

１班 大戸

前回５月の際の質問事項であった、大戸地区に
おける光ファイバー設置についてはどうなってい
ますか。

　市情報政策課とＮＴＴの協議が継続されていま
すが、近々一定の結論が出ると聞き及んでいま
す。
結果については、市から区長会長等を通して報告
があるものと考えています。

県立病院
跡地

３班 鶴城

県立病院跡地は武道館になるのか、住む人に優し
い施設になるのか、本当に必要なものを議員も本
気になって考えてほしい。

公共施設 ２班 湊

先月、県内の統計調査員の研修でビックパレット
に行った。そこで、会社の説明会が行われてい
た。イベントや会議の開催場所として会津若松市
にもそういう施設が必要ではないか。

会津若松市に施設の建設は厳しいのが現状であ
る。郡山のコンベンションビューローと会津若松
市の観光ビューローが連携し、エクスカーション
（体験型の見学会）をして、会津まで足をのばし
て観光してもらう取り組みを始めている。また、
新潟市とも連携して交流を盛んにしている。

自治基本
条例

２班 河東

自治基本条例について、前回の意見交換会におい
て６月定例会で十分に審議するとの回答があった
が、６月定例会で承認されている。最高規範性や
市民の義務などについてどのように審議されたの
か。

総務委員会において行政調査をした上で、十分に
議論が行われ、最高規範性や市民の義務について
は盛り込みを見送ることになった。この条例は現
段階では理念条例に近いものであり、これから育
てていく条例であるので、今回のご意見を尊重
し、これからの議論に生かしていきたい。

まちづく
り
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 城北

自治基本条例について、他の自治体の条例に盛り
込まれた、都市内分権と住民投票について、なぜ
条例に位置づけされなかったのですか。

自治基本条例については、6月定例会で議案とされ
議決してきたところです。その以前から、住民が
参加した会津若松まちづくり市民会議で、条例に
ついて協議がされてきました。また、議会では総
務委員会で構成する政策討論会第1分科会で調査研
究をし、そして議案を審査してきました。都市内
分権と住民投票については、まちづくり市民会議
および議会でも論点となったところです。都市内
分権については、本市自治基本条例の第12条にコ
ミュニティと参画についての条文がありますが、
まちづくりを行う組織、運営方法、誰が行うのか
などと地域内の合意形成が不十分であります。ま
た、住民投票条例については、まちづくり市民会
議の中での論点として、外国人の参政権の問題も
あり、合意に至りませんでした。議会は、自治基
本条例に全ての条文を入れ込むことは今の段階で
は困難であり、将来に向け、住民の皆様そして議
会の中で協議検討すべきとしたところです。その
ことから本市の自治基本条例には盛り込まないこ
ととしました。

５班 北会津

　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。

まちづく
り

自治基本
条例
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まちづく
り

自治基本
条例

５班 北会津

　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。

まちづく
り

議員定数

まちづく
り

議員定数

４班 謹教

市役所に行き要望をすると、職員から予算がない
のでできないとの回答があります。JT跡地利用に
伴う建設計画が定例会で議論されているようです
が、土地を購入するお金があれば、その分、納税
者の税金を減らしてほしいとの感情があります。
議員定数についてですが、人口減少との関係から
議員定数を考えてほしいと要望します。

まちづく
り

まちづく
り

４班 城北

雪の問題、地域の問題がある。シンポジウムを開
催すべきではないでしょうか。（回答はいらな
い）

議会は、地域の課題を取り上げ、現在までにさま
ざまな取り組みを行ってきました。今後に向けて
も取り組んでまいります。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【① 行財政に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まちづく
り

観光

まちづく
り

まちづく
り

４班 神指

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。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　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。

　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。

　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。

　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。

　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。

環境 餌付け ５班 日新
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　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。

　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。

環境 餌付け ５班 日新
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

環境
放射線除

染
３班

町北
高野

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。

交通安全 街路灯 ３班 鶴城

LEDの街灯だが、交換に28,000円ほどかかる。申請
をして交換すると50,000円になる。申請料は
25,000円だ。申請をしないと、省エネの器具に変
えても東北電力からの請求は高いままである。こ
の仕組みが普及を妨げている。

東千石町内はLEDに工事完了した。電気代も安く
なった。ただ半永久ではないので一気にはやらな
かった。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

渋滞解消 ４班 謹教

西若松駅東側のヨークベニマル新設における交通
対策についてです。現在でも朝晩の交通量が多く
混雑しています。ヨークベニマル新設により、さ
らなる交通渋滞が予想されることから、交通対策
をしていただきたい。

１班 門田

工業団地から徳久地区への通学路の歩道である
が、野尻金属側には交通専門員を配置することが
できないので、安全を呼びかける立て看板を設置
するなど、対応しているが、歩道が狭く、子ども
たちが危険である。事故が発生してからでは遅い
ので、対応願いたい。

　徳久地区内から門田小学校北側の市道幹Ⅰ－２
２号線は、今後歩道を含めた整備を予定してい
る。着工時期については、藤室鍛冶屋敷線完了後
を予定していると市当局から聞いている。

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。（事後処理報告書Ｐ94,95）

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。
（事後処理報告書Ｐ94,95）

４班 城北

小中学生の通学路の安全性について、再点検が必
要ではないでしょうか。例えば、車道と歩道の区
分、歩行者の安全確保のための進入禁止の措置、
信号機の設置などについてです。（回答はいらな
い）

歩行者の安全確保に向け、再点検が必要であると
考えます。ご意見として文教厚生委員会に報告し
ます。

交通安全

通学路
４班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

交通安全 白線等 ５班 日新

　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。（事後処理報告書Ｐ
96）

交通安全

道路

白線等

道路整備
２班 一箕

柏屋から一箕交番までではなくて、セブンイレブ
ンの交差点のでこぼこもひどい。自動車の停止ス
ペースの白線も消えているので直してほしい。

年次計画のもと継続して当局で対応していると
伺っている。

除雪弱者
対策

４班 神指

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。

除雪対応 ４班 神指

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。

雪害対策
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

除雪の関係です。民生児童委員と町内のブロック
長とが一緒に行っているが、参加者が少なくなっ
ています。

地域の中でやれることがあります。除雪してきた
雪を溜め、そして、排雪できる場所の確保と設定
等ができれば、今まで以上に良くなります。市民
との意見交換会では、そのような事例が報告され
ました。ある町内では、地域の方と町内会役員が
雪を寄せることができる土地を地権者の理解で確
保し、その後、委託業者、行政と地域で話し合い
が行われ、課題・問題を解決できたという報告が
ありました。ぜひ皆様の町内でも話し合って下さ
い。

普通の河川に雪を入れないよう指導しているのが
今の行政です。私は、そうした固定観念はやめる
べきと考えます。例えば、河川などへ雪を捨てる
時間帯を調整し、下流部へ流すなど、捨てる雪の
量を決めることで、下流部であふれ出ないような
対策ができます。絶対に雪を捨てるなと規制する
のではなく、山形県米沢市のように河川に雪を捨
て、除雪の課題、問題解決を図るべきではないで
しょうか。（回答はいらない）

前回の意見交換会でもご指摘をいただきました。
課題、問題解決に向け、どのようなことが良いの
か考えてまいります。

除雪作業 ４班 神指

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。

城北

雪害対策

除雪対応 ４班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

融雪対策 ５班 日新

　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。（事後処理報告書
Ｐ96）

除雪私道 ３班 鶴城
私道の除雪について、経過と今後の見通しについ
て聞きたい。

私道の除雪を進めてきているが、現在の基準に基
づいて、公共性の高い道路から進めている。

　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。

　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）

区長 ４班 神指

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。

雪害対策

５班 城西

地域社会

協働
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

区長 １班 東山

私は88歳で新任の区長をしている。広報紙の配布
など市の仕事が来るが、若い人が役員を引き受け
てくれない。どうしたら意欲をもって引き受けて
くれるのか。

政策討論会第1分科会において都市内分権を議論し
ている中においては、名張市などの先進地域では
地域ごとに組織を作り、一定の予算を受け地域の
課題解決に向けた事業を行っている。議会におい
ても地域内の課題解消に向けた取り組みを検討し
ていく。

地域活動 ２班 河東

河東の文化産業祭に対する予算が、今年度の４０
万円から来年は２６万円になるようだが、突然の
大きな減額は運営に支障が出るので、段階的な対
応をしてほしい。それよりも、市の無駄遣いがた
くさんあるので、そこから手を付けるべきではな
いのか。

来年度の予算に関しては、今まさに編成中である
ため、議会としては予算が出た段階できちんと精
査していくことにする。

新しく町内に居住した人が、町内活動に協力し
てくれない。

後ほどの地区別テーマとも関係しますので、あ
わせて回答いたします。

大戸地区を基軸とした生活でなくなっている。
子どもたちは旧市内に家を建て生活している。

　（上記の市民発言を受けての発言）
若い者たちの話を聞くと、せっかくの土日等の

休みに地区の協働作業や消防団活動があったり
で、休みの日に疲れをとるどころか、かえって疲
れてしまうから、大戸地区には戻らないなどとい
う声も聞こえる。

　貴重な意見として伺っておきます。

第16回市民との意見交換会、謹教地区の報告書15
ページに記載されている川ざらいの日程について
です。日程の変更はきかないのですか。

日程については、謹教地区町内会連合会の決定し
たことです。町内会連合会で話してください。

動かすことは可能です。謹教地区町内会連合会で
ぜひ日程変更について発言してください。

地域社会

町内活動

１班 大戸

４班 謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地域社会

観光

地域コ
ミュニ
ティ

まちづく
り

５班 城西

　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。

末広町内会（西栄町7番30号）の空き家問題です。
町内会として危機管理課にも伝えていますが、壁
などの瓦礫が敷地と道路上にあります。除雪の妨
げになることから、すぐに撤去していただきた
い。

空き家の問題の解決に向け、すぐにはできないこ
とがあります。（事後処理報告書Ｐ97～99）

すぐできなくてどうするのか。 国の法律、会津若松市の条例ができたことから、
できることをします。（事後処理報告書Ｐ97～
99）

　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。

　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。

防災･安全
空き家対

策

４班 謹教

５班 北会津
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

空き家対
策

５班 北会津

　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。

交番 ５班 城西

　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。

消防設備 ２班 河東

漆沢で、消火用水（消火栓、防火水路）があって
も冬になると行けないところがあるので、整備し
てほしい。

現地調査をして、対応していくことにする。（事
後処理報告書Ｐ100）

暴力追放 ５班 日新

　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。

水資源問
題

水道

水源

上水道整
備

２班 一箕

以前より要望している石畑地区の水源整備につい
て早期に対応してほしい。石畑の水源整備に関し
ては、松長から引くなど別の方法があるのではな
いか。

水源調査を行った経過にあるが、水量がとれない
こと、水質に問題があることが分かった。現在は
飲料水供給施設を断念して個別の浄化装置をお願
いしている。

防災･安全
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○　市政全般（テーマ以外）について 【② 生活環境に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 一箕

上水道の未整備箇所はどのくらいあるのか。 湊地区、石畑地区、大戸の闇川、黒森は地下水を
滅菌処理して利用している。

２班 湊

水道問題について。現在の水道整備の状況は。
昭和32年に水道が市に移管された。原には、説明
がないがどうなっているのか。何カ所も破損箇所
が出ている。昭和３４年～３５年に水道管の交換
をした記憶がある。当時はアスベストを使用して
いたが心配である。水道会計も世帯数が減ってき
ているので、個々の負担増になる。

湊地区の水資源問題については、平成２６年から
平成３０年度の五カ年計画で進めていくことにつ
いて説明した。

生活用水

上水道整
備

４班 神指

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。

水資源問
題

水道

水資源問
題（全
般）

上水道整
備
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

医療

観光

地域医療

観光誘客
３班 鶴城

政策討論会第３分科会は観光について研究をされ
ているが、会津若松を売り込むのには観光だけで
はない。大きな病院が4つあり小児科等の体制もあ
る。医療の充実は住みやすい街のアピールにな
る。方向転換すべき。観光だけでは住民が外に本
市の良さをアピールできない。

聞き置きます。なお、政策討論会第３分科会は農
業と商工業を所管しています。医療等について
は、他の分科会と連携します。学校の教育旅行な
ど、本市を訪れる機会を増やして実際に訪れても
らい、魅力を伝えることも本市のアピールになる
と考えます。

介護保険料は年々上がっている。高齢者で元気な
人へご褒美をやってもいいのではないか。

介護保険を使用していない人への対応について
は、議会としても一般質問等で取り上げている。

昔は健康保険に関して１年間病院に行かないと奨
励金がもらえた。

意見として伺う。

奨励金がある自治体もある。郡山は行っている。 意見として伺う。

以前、民生委員をしていたが、高齢者の一人暮ら
し世帯をプライバシー保護で知らせてもらえず、
自分の足で調べるしかなかった。ある程度の情報
を知らせてもらいたい。

一昨年前から情報はもらえるようになったが、情
報の中にはアパートの部屋番号が無く、探し出す
のに苦労したこともある。

高齢福祉

地域福祉

高齢者対
策

少子高齢
化対策

１班 東山

少子高齢化社会になり、貧困問題・認知症問題な
どあるが、議会としてどのように対応していくの
か。高齢化のために民生委員のなり手（引き受け
る方）がいなく、大変苦労している。市は地域で
と言うが、その地域が疲弊している。国・県では
なく市の方針をもっと明確に打ち出さなければな
らないのではないか。

市は福祉施策に取り組んでいる。地域福祉に力を
入れるためには、行政だけでは隙間を埋められな
い。地域の方々と共に地域福祉行動計画を実効性
のあるものにしていかなければならないことか
ら、文教厚生委員会だけでなく、他の委員会も関
連した取り組みが必要である。

２班 一箕

高齢者対
策

１班 東山

高齢福祉

介護保険
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

国保 保険料 ２班 河東

国民健康保険料は毎年暫定的に徴収し、確定して
から９月に還付している。その際に、郵送でのお
知らせとなると往復の切手代がかかり、それが多
くの人にとなると無駄遣いだと思われる。そのよ
うなことは無くしてほしい。

詳細について調査した上で後日、回答する。（事
後処理報告書Ｐ101）

遊び場 ３班
町北
高野

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。

こどもク
ラブ

２班 一箕
こどもクラブの跡地を早急に取り壊してもらいた
い。

現地を調査し、事後報告する。（事後処理報告書
Ｐ101）

社会福祉
協議会

２班 一箕

議員は、社会福祉協議会との接点がないのでは。
社会福祉協議会で策定した地域福祉活動計画にも
関心を持って進めてもらいたい。

社会福祉協議会とは市議会文教厚生委員会とで勉
強会を行っている。今後も仕組みづくりに関して
は、積極的に寄り沿う形で対応していきたい。

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。

　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。
　

日新

児童福祉

社会福祉

生活保護 ５班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【③ 健康福祉に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

少子高齢
化

人口減少 ３班 行仁

人口減少に関して、去年の5月1日の広報紙の中で
は、2035年、9万7600人と設定されている。出生率
を上げるための改善策はあるのか。答弁の中で
は、出会いの場の創出、結婚相談員の育成、地域
活性化を図るとなっているが、具体的な動きはあ
るのか。

出会いコンシェルジェ事業とか若者の出会いの場
をできるだけ多くということで取り組んでいま
す。マスコミ等でも流れていますが、若い人たち
が結婚しない状況になっている。それを打破する
ために、おせっかいなおじさん、おばさんを育成
したりして、それで宮城県の人と成婚している人
も５組いる。実績も上がってきています。さらに
各企業に働きかけて、そういう方を育成するとい
うことで進めています。

少子高齢
化

企業誘致

人口減少

企業誘致

３班 行仁

少なくとも統計では、今後、本市の人口は6万人体
制になるという話が伝わっています。ここ5年間の
うちに、会津地方の町村が５つもなくなると言わ
れている。具体的に、人口減少をどのようにすれ
ば阻止できるのかについての議論は、議会の中で
は一切行われていないのか。

議会の中でも議論は個別的に行われている。企業
誘致については、河東工業団地は完売した。徳久
工業団地は、少しずつ業者への説明会を行ってお
り、全て売れるように頑張っています。
地方が疲弊したのは、農家で減反政策が始まった
ことがある。米の収穫が減り、農家はやっていけ
なくなり、人口が流出した。農業の復活は大事で
あると考える。

少子高齢
化

都市計画

少子化対
策

市街化区
域

４班 神指

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。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津若松
観光
ビュー
ロー

１班 東山

昨年12月に市長へ「綾瀬はるかを会津親善大使・
観光大使にしてはどうか」と言ったが、「前例と
条例が無い」と言われた。条例が無いのであれば
作ればよいのではないか。

市ではなく会津若松観光ビューローで委嘱してい
る。

観光イベ
ント

鶴ヶ城周
辺

１班 東山

先日の花火大会のようなさまざま形で、大勢の観
光客が訪れるイベントを他市のように行ったほう
が良い。活性化の魅力ある会津若松市にするべ
き。お城の中にあるテニスコートは無くしたほう
が良い。市民が自由に出入りできるような憩いの
場にしたほうが良い。

意見として伺う。お城のテニスコートについて
は、６月の定例会で同僚議員が質疑した。市長よ
り、来年のインターハイに向け使いたいと説明が
あった。

観光振興 ２班 湊

室井市長は、戊辰１５０年ばかり言っているが、
決してそれだけで会津若松市が再生するとは思え
ない。

観光振興を考えると、戊辰１５０年は本市にとっ
て大事なことであり歴史を忘れてはいけないと考
えますので、力を入れて取り組んでいかなければ
と考えます。

駐車場 ４班 神指
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。

鶴ヶ城

文化財
１班 大戸

地震により若松城が壊れた時、保険のような制
度があれば活用すべきではないですか。
（白河の小峰城址の復旧は保険を使っていると聞
いたが、対応を参考にすべき）

　文化財への地震保険制度などがあるかどうか確
認して後日報告いたします。（事後処理報告書Ｐ
102）

鶴ヶ城お
濠整備

２班 一箕

お城のお堀の掃除は、大震災以降やっていない
が、放射線の影響によるものなのではないか。毎
年、掃除するべきである。

民間団体で清掃活動などを行っているが、お堀の
清掃に関しては文化財としての堀を保存する観点
から、文化庁指導のもとで管理運営されている経
過がある。放射能の影響ではないことを説明。

観光
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光
鶴ヶ城周

辺
５班 城西

　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。

交通

観光

バス

まちづく
り

１班 東山

市にはおもてなしの心がない。観光客が雨に濡れ
てバス停でバスを待っている。雨風をよけるバス
停にするべきだ。観光客は感じている。

意見として伺う。

まちづく
り

観光

まちづく
り

まちづく
り

４班 神指

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。

地域社会

観光

地域コ
ミュニ
ティ

まちづく
り

５班 城西

　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。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

医療

観光

地域医療

観光誘客
３班 鶴城

政策討論会第３分科会は観光について研究をされ
ているが、会津若松を売り込むのには観光だけで
はない。大きな病院が4つあり小児科等の体制もあ
る。医療の充実は住みやすい街のアピールにな
る。方向転換すべき。観光だけでは住民が外に本
市の良さをアピールできない。

聞き置きます。なお、政策討論会第３分科会は農
業と商工業を所管しています。医療等について
は、他の分科会と連携します。学校の教育旅行な
ど、本市を訪れる機会を増やして実際に訪れても
らい、魅力を伝えることも本市のアピールになる
と考えます。

１班 東山
ＩＣＴオフィスとはどういうものか。また、目的
は何か。

班長より説明。

２班 湊

少子高齢化が全般的な課題である。栄川、花春が
破綻し、漆器産業も衰退している。観光資源はた
くさんあるがそれだけに依存していけるのか心配
である。会津若松市の明るい見通しはあるのか。
若い人たちが来るような施設も含めて誘致してい
ただきたい。それらを前向きに検討してほしい。
ＩＴもいいが雇用の問題でもう少し違う観点も必
要ではないか。

新しい産業として、ＩＣＴオフィス環境整備事業
に取り組み、ビルを新築し企業を誘致するととも
に、会津大学の卒業生の雇用につなげることを目
的としてＪＴ跡地に建てることを計画している。

３班 行仁

お酒と漆器の人たちがリーダーシップをとってい
たために、会津はこれだけ疲弊している。議会と
して、それなりの対策をやってもらわないとどう
しようもない。工業団地を開発しても誰も来ない
ということになる。もっとしっかりとした政策を
議会としても提案していただきたい。

10年前に企業立地対策室ができた。議会が企業立
地しないと駄目であると言った。体質を変えない
と駄目である。簡単には活性化はできない。

企業誘致 企業誘致
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

日本たばこ産業の跡地を買うという話があるが、
なぜそのような話が出てきたのか。買っても良い
が、買って何をするのか。最終的に何かするのか
と思うが、その間どうするのか、お金はどうする
のか、具体的に聞きたいと思う。

ＩＣＴオフィス環境整備事業にかかる不動産鑑定
委託料が６月定例会で否決され、今回の９月定例
会でも産業経済委員会では否決された。一つのビ
ルを建ててＩＣＴの関連企業を持ってきて、会津
大学生の雇用を生むということで、一つの産業を
育てていこうという発想で進められ、当初は、会
津大学周辺に集約していきましょうという計画が
あった。ＪＴ跡地を買うという話になったのは、
市街化区域であり、市街地の中でスピード感を
持って建設できるためである。また、ＪＴの方か
ら、ＪＴ跡地の購入を今年中に決定してもらわな
いと、民間企業に競売にかけるしかないという話
があった。市街化調整区域である会津大学周辺だ
と農地転用などのさまざまな課題があり、何年も
かかってしまうが、時間をかけても、そこを産業
を興すためのエリアとして進めるべきと主張する
委員が多かったので否決したという経過もある。
最初はホルダー企業が土地を購入するとしていた
ものを、市が６億円で購入するということになっ
ており、市の負担も増え、将来もどうなるかわか
らないということであれば、一度立ち止まって考
えるべきとの意見もあったが、今回、ＪＴ跡地は
まちづくりのためには必要な土地なので、購入す
るだけは購入したいということで、不動産鑑定料
が通った経過にあります。

ＪＴ跡地を購入する方向に向かっているというこ
とですか。

ＩＣＴオフィスとして購入する方向にあります。

３班 鶴城
JTの跡地はどうなったのか。もめているままなの
か。

11月臨時議会で土地の購入については可決されま
した。約4億円です。

企業誘致 企業誘致

３班 行仁
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

企業誘致 企業誘致 ４班 謹教

11月1日号の議会だよりの4ページ、JT跡地利用に
ついて説明をして下さい。

当初の産業経済委員会での市の説明では「ICT関連
企業の誘致のため、ICTオフィスビルを建設した
い。また、場所については、会津大学付近を考え
ている。」としていましたが、JT跡地売却の話が
出てきて、JT跡地をICTオフィスビルの候補地とし
て計画されました。そこで6月定例会では、不動産
鑑定料の予算が計上され、質疑では「土地取得に
至る経過の問題」「誰が購入し、財政負担は誰が
するのか。その財源は、国、県、市からなの
か。」また、家賃補助についてや、「500～600人
が雇用できる企業が来る保障があるのか」等が問
いただされ、財政の負担や経済効果について判断
した結果、議会は議員総員で当該不動産鑑定料を
削除する内容の修正案に賛成しました。市は再考
し、9月定例会に再度提案しました。議案の提案内
容は、前回に引き続き不動産鑑定料の予算です
が、ICTオフィスビル建設ではなく、購入目的を暫
定的な観光駐車場としました。当該議案は、産業
経済委員会では否決されましたが、本会議で可決
されました。その後、11月臨時会で土地購入費用
などの議案が提案され、可決されました。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

JT跡地の問題について、良く分からない。説明し
ていただけますか。

当初、産業経済委員会での市の説明では「ICT関連
企業の誘致のため、ICTオフィスビルを建設した
い。また場所については、会津大学付近を考えて
いる。」としていましたが、JT跡地売却の話が出
てきて、JT跡地がICTオフィスビルの候補地として
計画されました。そこで6月定例会では、不動産鑑
定料の予算が計上され、質疑では「土地取得に至
る経過の問題」「誰が購入し財政負担は、誰がす
るのか。その財源は、国、県、市からなのか」
「家賃補助についての問題」「ICTオフィスビル合
計で500～600人を雇用する複数企業が誘致できる
保障があるのか」「財政の負担と経済効果につい
て」等が問いただされ、総合的に判断し議会は議
員総員で不動産鑑定料を削除する内容の修正案に
賛成しました。市は計画を再考し、9月定例会に再
度提案しました。議案の提案内容は、前回に引き
続き不動産鑑定料の予算ですが、土地の利用目的
をICTオフィスビル建設ではなく、暫定的な観光駐
車場と目的を変更しました。産業経済委員会では
否決されましたが、本会議で可決されました。今
後は議案として土地購入について提案され、その
後議会の可否が問われることになります。

JT跡地の問題だが、なぜ6月定例会と9月定例会に
出てきたのか。

再度説明しますが、市がJT跡地の土地を購入する
ために、目的を変えて再度提案したものです。

企業誘致

雇用

企業誘致

雇用創出
１班 東山

ＩＣＴ企業誘致は良いことであるが、若者が都市
に流れないよう若者の働く場所が必要だ。議会で
企業誘致する場合、地元採用の人数など枠組みを
作り提案するべきだ。

大切なことである。全員採用とはいかないかもし
れないが、なるべく地元で働けるように事業のあ
り方を提言したい。

企業誘致 企業誘致 ４班 城北

29



○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

企業誘致

地域経済

企業誘致

地場産業
１班 東山

ＩＣＴオフィスの場所として市が土地を買うのは
良いが、政策討論会第3分科会の取り組みである
「地場産業振興」の研究を聞いたが、自分も富士
通にいたが誘致をしても企業の都合で撤退するこ
ともある。ＩＣＴ企業誘致は有効か。知識産業で
あるから地元雇用に役立つのか。地場産業振興に
力を入れるべきではないのか。

地場産業の面で期待されたので、議会としても賛
成した。地元の産業の活性化のために、雇用と税
収の確保などを見極め注視していきたい。

企業誘致

観光

企業誘致

観光誘客
３班 鶴城

ICTオフィスだが、かつての富士通のように過去の
産物だ。本社がなければ税制面も期待できない。
やるなら道の駅のような建物にし、観光に資する
ものがあるのではないか。

さまざまな活用が期待され、ICTオフィスのみの機
能ではない。また、ここはモノつくりの工場では
ありません。

少子高齢
化

企業誘致

人口減少

企業誘致

３班 行仁

少なくとも統計では、今後、本市の人口は6万人体
制になるという話が伝わっています。ここ5年間の
うちに、会津地方の町村が５つもなくなると言わ
れている。具体的に、人口減少をどのようにすれ
ば阻止できるのかについての議論は、議会の中で
は一切行われていないのか。

議会の中でも議論は個別的に行われている。企業
誘致については、河東工業団地は完売した。徳久
工業団地は、少しずつ業者への説明会を行ってお
り、全て売れるように頑張っています。
地方が疲弊したのは、農家で減反政策が始まった
ことがある。米の収穫が減り、農家はやっていけ
なくなり、人口が流出した。農業の復活は大事で
あると考える。

定住人口減少の中、今後のまちづくりにギャップ
が生まれないように、ＪＴ跡地を利用した観光の
交流人口を増やし、高齢者はＩＴについていけな
い専門的なこともあるが、年をとっても、活力の
ある活躍できるシステムを作るべきだ。議員も社
会の構築のため向上してほしい。

意見として伺う。

新幹線を引いてほしい。本市へのアクセスが悪
い。将来を見越した政策が必要である。

意見として伺う。

１班 東山地域経済
地域活性

化
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○　市政全般（テーマ以外）について 【④ 産業経済に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地域経済
地域活性

化
２班 湊

原小学校の改修で県の予算がつかなくなった。現
在は市の予算と地元予算でやっている。県の予算
について改めて申請している。市からの働きかけ
もお願いしたい。

県の予算について、会津若松市も状況を把握して
いる。今後も連携して進めていく。

地域経済

企業誘致

地域活性
化

企業誘致

３班 行仁

少なくとも、浜通り・中通り・会津とみた場合、
浜通りと中通りはどんどん発展してきている。会
津は発展しない。何が原因か。農業の問題だけで
はないと思う。

約50年前に、新産業都市に指定されたときに、郡
山に企業がどんどん来た経過がある。

農業 土地利用 １班 大戸

南原の農地について、草がぼうぼうの状態であ
り、農地以外の利用も考えるべきではないです
か。

　当該土地については、農振農用地に指定された
農地であり、埋蔵文化財包蔵地でもあることか
ら、農地法や文化財保護法等の規制により開発行
為については課題が多く、かつ、農地転用につい
ては費用増大の面から、市は農地としてウルシを
植栽することとしています。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河川 河川管理 ４班 謹教

湯川の河川の中に柳の木が生い茂っています。伐
採ができないのですか。

福島県建設事務所の事業です。全会津で河川の維
持管理にかかる事業費は年間400万円以上の予算で
行っています。そのため、計画的に行われると
伺っています。

河川

ダム

河川整備

ダム改修
２班 湊

土地改良区の理事をしているが、赤井川の改修（5
年）と吉ケ平ダムの改修（10年）に賦課金を払っ
ていくのは一部の地域である。賦課金の軽減につ
いてお願いしたい。

県の事業となっている。要望として伺う。

水源

上水道整
備

２班 一箕

以前より要望している石畑地区の水源整備につい
て早期に対応してほしい。石畑の水源整備に関し
ては、松長から引くなど別の方法があるのではな
いか。

水源調査を行った経過にあるが、水量がとれない
こと、水質に問題があることが分かった。現在は
飲料水供給施設を断念して個別の浄化装置をお願
いしている。

２班 一箕

上水道の未整備箇所はどのくらいあるのか。 湊地区、石畑地区、大戸の闇川、黒森は地下水を
滅菌処理して利用している。

２班 湊

水道問題について。現在の水道整備の状況は。
昭和32年に水道が市に移管された。原には、説明
がないがどうなっているのか。何カ所も破損箇所
が出ている。昭和３４年～３５年に水道管の交換
をした記憶がある。当時はアスベストを使用して
いたが心配である。水道会計も世帯数が減ってき
ているので、個々の負担増になる。

湊地区の水資源問題については、平成２６年から
平成３０年度の五カ年計画で進めていくことにつ
いて説明した。

水資源問
題

水道
水資源問
題（全
般）

上水道整
備
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水資源問
題

水道

生活用水

上水道整
備

４班 神指

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。

水道
水道管整

備
５班 城西

　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。
（事後処理報告書Ｐ103,104）

水道 水道料金 ２班 河東

水道料金の値上げについて、建設委員会との意見
交換会では、出席したほとんどの方が反対の考え
であった。そのような状況でも値上げはあるの
か。どうしてもしなければならない状況なのか。
なぜ今まで値上げしてこなかったのか。

審議会からの答申では、21.66％の値上げが妥当と
いうことであった。高久にスパンション会津が立
ち上がるということもあり、２０年以上値上げし
てこなかったが、大口の水利用をしてきた企業が
撤退するなどして収入が減ってきたため、値上げ
の方向である。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

11月1号の議会だより、22ページの水道事業の健全
化についてです。水道料金の値上げについて、諮
問、答申が出されています。私は、前回の第16回
市民との意見交換会で水道事業の赤字について指
摘しました。説明してください。

会津若松市水道事業経営審議会に市長が諮問し、
審議会から答申がされました。その内容は、水道
事業経営のあり方と健全性について検討した結
果、平均21.66%の値上げについての答申でした。
これまでの水道事業についての経過ですが、平成6
年に平均27.71%の料金改定を行い、平成12年6月定
例会で平均12.00%の水道料金値上げの提案が行わ
れ、議会の継続審査となりました。その後、9月定
例会で工場用の使用水量増が見込めることから条
例改正案が撤回されたところです。さらに、平成
21年、平成22年に水道の収支が赤字になりました
が、基金の取り崩し、水道事業の一部を民間委託
するなど、赤字に至らないように処理してきまし
た。しかしながら、ここにきて値上げをしないと
事業が維持できない事態となってきました。

水道料金が21.66%値上げされることによる市民生
活の影響について、どのように考えているのか伺
いたい。

水道事業の平成29年度以降の不足は約25億円と推
計されています。水道料金を21.66%値上げした以
降5年間は水道料金を値上げしない仕組みで水道事
業計画がされています。

水道料金は、会津若松市水道事業経営審議会の答
申により、21.66%値上げすることに決まったの
か。

今後については、12月定例会において市長より水
道料金値上げの条例改正案が提案されれば、議会
が審議し、値上げするのかしないのか判断しま
す。条例改正が賛成多数であれば、水道料金の値
上げが平成29年6月から実施されることとなりま
す。

料金値上げについて、激変緩和策がないのか。段
階的に値上げするべきである。

会津若松市水道事業経営審議会では、さまざまな
ご意見がありましたが、21.66%値上げの答申がさ
れました。

謹教水道 水道料金 ４班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道料金の値上げが決まったのか。 会津若松市水道事業経営審議会に水道料金につい
ての諮問がされ、答申が出されただけで、水道料
金の値上げが決まったわけではありません。

11月1日号の議会だよりを読めば、すでに市長が提
案し、水道料金の値上げが決まったと思ってしま
う。

そうではありません。過去には水道料金値上げに
ついて、議案を取り下げた経過もありました。平
成12年6月定例会に水道料金値上げの条例案が提案
されましたが、継続審査になり、9月定例会で水道
料金値上げの条例案が撤回されたことがありまし
た。

５班 城西

　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。

下水道

水道

料金

水道料金
３班

町北
高野

下水道料金と上水道料金は連動するのか。 連動しない。

水道

下水道

議員定数

水道料金

料金

議員定数

３班 鶴城

水道料金の値上げに併せて下水道も値上げがある
のか。きちんと今後を調べて決めたのか。人口も
減るので議員も減らすべき。

上下水道の会計は別です。値上げは連動しませ
ん。

水道 水道料金

４班 謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

下水道整
備

１班 門田

徳久地区の下水道事業は、どうなっているの
か。

　下水道事業は、大きく分けて３つの種類があ
り、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別生
活排水事業となっている。下水道事業は、主とし
て市街地における下水を排除、処理するものであ
り、事業の認定を受けた区域から順次実施してい
る。現在、市内青木地区等において実施されてお
り、徳久地区は、一部計画区域となっているが着
工されていない。計画区域外は、個別生活排水事
業による対応となる。

進捗状況 ２班 河東

下水道の進捗状況はどのようになっているのか。
進んでいないのは行政側の怠慢なのではないの
か。濾過器の新設も必要がないのではないか。

河東の進捗状況は、73.1％であり、市全体では
84.3％である。市としては個別排水事業にお願い
している。

少子高齢
化

都市計画

少子化対
策

市街化区
域

４班 神指

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。

下荒久田地区で取り組んでいる、集落内に宅地開
発を行える事業が進められていますが、広がって
いません。

道路 道路管理 １班 大戸

南原リンゴ園から国道に至る箇所について、道
路脇の草刈りを高齢の女性（リンゴ園関係者）が
行っていた。市が予算がないから行っているとの
ことだったが、市で実施すべきことではないで
しょうか。

　草刈りを行っていた箇所の管理者等の実態を把
握してから後日報告いたします。（事後処理報告
書Ｐ105）

下水道
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

国県道の
整備

４班 神指

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。

道路整備 ２班 湊

吉ケ平ダムへ行く道の整備もお願いしている。市
道で、災害時のアクセス道路でもあるので、早急
な整備をお願いしたい。

持ち帰り当局に確認する。（事後処理報告書Ｐ
105）

道路舗装 ２班 河東

広報議会（№185）において、要望を受けたときの
対応に関する道路建設課長の回答として、現地の
立ち会いや説明をするとしているが、実際にはＡ
４一枚の回答書しかもらっていない。市民はＩＣ
Ｔにはほとんど関心が無く、道路舗装などが切実
な問題であるのだから、通り一遍の対応ではな
く、細かく対応してほしい。

現在、年間200件近い要望があり、優先順位を決め
て対応している。今後の議会からの要望に入れさ
せていただく。

歩道整備 １班 門田

徳久工業団地付近の踏切２か所が狭く、歩行や
車の通行などにおいて危険である。拡幅などはし
ないのか。

　後日報告します。（事後処理報告書Ｐ106）

道路
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

道路 歩道整備 １班 門田

会津総合運動公園に向かう国道１１８号の歩道
が狭い。古川の片側を自転車専用道路とするなど
の対応ができないか。

　自転車専用道路などを設置すると軽トラックが
入れずに、農家が困る場合も想定されることか
ら、農家の意見を聞く必要もあると考える。学校
の先生方はバイパスの歩道を利用するよう子ども
たちに話をしているが、議会では、子どもたちは
近道を通る状況があり、危険性が高いと認識して
いる。

交通安全

道路

白線等

道路整備
２班 一箕

柏屋から一箕交番までではなくて、セブンイレブ
ンの交差点のでこぼこもひどい。自動車の停止ス
ペースの白線も消えているので直してほしい。

年次計画のもと継続して当局で対応していると
伺っている。

区画整理

水季の里

進捗状況

第３工区
１班 門田

平成２７年度の決算について、扇町土地区画整
理事業と三本松地区宅地整備事業特別会計の事業
内容を教えていただきたい。

　内容を説明。

水季の里 第３工区 ５班 北会津

　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。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　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。

　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。（事後処理報告書Ｐ106）

　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。

　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。

第３工区 ５班 北会津水季の里
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑤ 建設都市計画に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水季の里 第３工区 ５班 北会津

　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。

小額工事 小額工事 １班 大戸

市の小額工事については総額がどのくらいで、
件数はどのくらいありますか。
工事の要望をしても、予算がないからといってな
かなか対応してもらえません。小額工事を増やし
て進めてはどうでしょうか。

　全ての小額工事について、額、件数について把
握はしていません。
そもそも、小額工事については、緊急的な場合な
どに行うもので、建設部の年度当初予算において
は、小額工事以外の工事について予算化してお
り、入札執行残金等を活用して小額工事としてい
ることがほとんどであるため、地区における工事
要望は小額工事ではない工事として年度当初予算
に反映すべきです。

40



○　市政全般（テーマ以外）について 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

学校給食 食材検査 ３班
町北
高野

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。

耐震化 ４班 神指
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。

結婚しない理由の中には、男性側が給与所得が低
いから結婚できないということがある。会津は特
に所得が低い。どのようにして改善していくの
か。女性も晩婚化、晩産化で、消滅都市になって
きている。これ以上人口が減ってきたら、それに
合わせて、学校の配置のあり方を考えなくてはな
らない。鶴城小学校の後は行仁小学校、こんなに
建てて、将来どうなるのでしょうか。そのあとの
利活用は考えているのか。

鶴城小学校を建てるときに、鶴城小学校と行仁小
学校の統合についてはどうするのかと、統合すれ
ば１校分の建設費用を他に回せるでしょうと話を
していたが、結局両方建てることになった。しか
し、湊は4校統合した。

行仁地区でもそういう形で話し合いを持ってい
て、学校を地域の拠点にしたいという思いがあ
る。子どもたちが少なくなるということはまさに
そのとおりであるが、もう一つの考えもあるとい
うことで大事に見てもらいたい。

行仁小学校が、一番最初の複合的施設としての学
校になるかもしれない。皆さんからいろいろと意
見をもらいたいと思う。

統廃合 １班 大戸

大戸の小中学校は今後どうなっていくのか、小
中一貫校とはならないのですか。学校対策を考え
てほしいです。

　少子化の中での大きな課題として認識していま
す。

学校施設
建替

(行仁小)
３班 行仁
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

子どもが減ってきているのに、また新たに作って
いる。小規模校が何校もできてしまう。その後の
利活用はどうするのか。

決断力がない。財政改革の話をしていても、統合
しないという人もいる。

子どもが少なくなっていることは目に見えている
が、学校は地域の拠点という考えもある。災害時
の避難の場所、備蓄の問題、いろいろなことで地
域の中心的な施設となる。子どもが少なくなるか
ら学校を統合するということも方法かもしれない
が、大きく考えれば、地域の中で安心安全を守る
という考えもあっていいと思う。学校は子ども中
心であるという考えであるが、もう一つの考えも
大事にしてほしい。

学校が統合すると地区が疲弊する。子どもがいな
くなり、子どもの声が聞こえなくなるということ
で非常に寂しくなる。たとえ小規模であっても
あった方がよいと考える方もいるが、今の若い保
護者は、こういう小さいところだと刺激がないの
でということで、大きい学校を望むということも
保護者の心理としてあるので、難しいところであ
る。

2つの学校、3つの学校を一つにするなど、いろい
ろなやり方があると思う。しかし、子どもが少な
くなるから統合しちゃえというのは、やってほし
くない。

災害時の避難所などの地域の拠点という考えは、
学校単独ではなく、複合的施設として、コミュニ
ティの中核という視点で検討されている。

学校施設

生涯学習

建て替え

公民館
３班

町北
高野

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。

学校施設 統廃合 ３班 行仁
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○　市政全般（テーマ以外）について 【⑥ 教育文化に関すること】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公共施設

生涯学習

施設管理

公民館
５班 北会津

　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。

　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。

　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。

地域社会

学校教育

地区

学区
２班 一箕

交番、学区、行政区は一緒にならないのか。 警察交番は県が管轄しているが、行政区と学区に
ついては市である。議会としても一般質問等で取
り上げている。なお、今後、学区そのものが子ど
もの減少により見直しが迫られると予想されるの
で、議会としても注視しています。

教育委員
会

教育委員
会

２班 一箕

横浜で小学生が亡くなった事故の翌日10月29日、
教育委員会へ脅迫メールがあった。その対応が遅
かったのではないか。

ご指摘の通りでしたので、教育委員会に危機管理
のあり方について強く申し入れました。

文化財
鶴ヶ城

文化財
１班 大戸

地震により若松城が壊れた時、保険のような制
度があれば活用すべきではないですか。
（白河の小峰城址の復旧は保険を使っていると聞
いたが、対応を参考にすべき）

　文化財への地震保険制度などがあるかどうか確
認して後日報告いたします。（事後処理報告書Ｐ
102）

生涯学習 公民館 ５班 北会津
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２．地区別テーマでの意見交換について
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第17回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

東山 　災害対策について

　・「慶山自主防災会」の経緯と取り組みを会長さんから説明していただいた。
　・東山地区は、山に近く沢があるため、土砂災害時の避難場所について危惧される意
　　見が多く出された。
　・要支援者対策について、地域住民、役員に情報が伝わらないところがあり、苦慮され
　　ている。「避難行動要支援者制度」「福祉避難所」のきめ細やかな対策が必要との意
　　見があった。

　【その他の主な意見等】
　　・避難所と避難場所の考え方について
　　・東山小学校のＳ字カーブ道路改良について

Ｐ50

門田
　高齢化に伴う諸問題
　について

　①民生委員や地域包括支援センターの役割について
　②農業担い手の育成
　③除排雪等に関する対応　などについて意見が出された。

Ｐ52

大戸
　地域活性化：若者の
　定住と農業のあり方
　について

　　芦ノ牧温泉駅前の活性化について要望が出された。
　【主な意見等】
　　①芦ノ牧温泉駅前への店舗設置について
　　②産業振興基本条例制定への動きについて

Ｐ54

１班
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第17回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

河東
　農商工における新し
　い基盤づくりについ
　て

　・テーマに対しては、最終的にお任せすると言われたので、事前にしっかりとこの地区
　　のことを理解しておく必要がある。
　・合併して１１年が経つが、ここにきて合併に対するメリットよりもデメリットが意見として出
　　されるようになった。
　・少子高齢化に対応した地域づくりについては深刻な課題であり、特に農業振興地域
　　の除外についてみなさん大きな不安を抱えていた。

Ｐ55

一箕
　除雪・排雪のあり方に
　ついて

　・除雪業者によって、作業の仕方が違うなどの意見が出た。
　・緑地など官地を雪貯め場として利用させてほしいとの意見が出た。

Ｐ57

湊
　少子高齢化社会へ
　の地域福祉対策に
　ついて

　【主な意見】
　　・主な課題として、高齢により除雪ができない。間口除雪や除雪ボランティアで対応し
　　　て、地域で支え合うべきとの意見があった。
　　・交通手段を持たない人の病院への通院や買い物支援など玄関先から市内への交
　　　通手段を確保してほしいとの意見があった。
　　・ひとり暮らし高齢者宅が増えてきている。見守りから普段の生活の支援・見守りをこ
　　　れから地域でどうやっていくのか心配であるという意見があった。
　　・地域で支える有償ボランティアの必要性と養成について取り組みへの要望があった。

Ｐ59

２班
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第17回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

行仁
　除雪・排雪のあり方に
　ついて

　　地区のさまざまな問題点について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した
　上で、問題の早期解決の方向を探りたい。
　【主な意見等】
　　①除雪・排雪の権限を町内会長に持たせてほしい
　　②排雪について
　　③歩道の排雪について
　　④浸透式の道路の補修について
　　⑤「四季花」前の側溝整備について（再要望）

Ｐ61

町北・高野
　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。

Ｐ64

鶴城

　県立病院跡地の利
　用及び市役所庁舎
　の整備と買い物の
　不便感の解消につ
　いて

　・さまざまな意見が出された中で、景観を考慮し、各世代の生活の中心となる機能を備
　　えた市庁舎の建築がふさわしいとの意見が大多数を占めた。これに対しては、県の動
　　向を踏まえて当局と協議を進めるとした。
　・また、県立病院跡地問題については全市的に意見を聞くべきとの提案がされた。
　・３班とその他の班の議員とで現在の県立病院跡地の解体作業現場を確認してきた。
　　解体業者より進捗等について説明を受けたので、議員間で情報を共有したい。
　・「買い物の不便感の解消」を課題としていた花見ヶ丘地区の方の参加がなく、買い物
　　の不便感の解消に向けての意見は出されなかった。その点を含め「鶴城地区は広す
　　ぎる」との意見が出され、鶴城地区の区割りを見直すべきとの意見も出された。

Ｐ67

３班
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第17回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

城北
　高齢化に伴う地域の
　課題（公共交通等）
　について

　・金川町･田園町住民コミュニティバス運営協議会の役員の方からの説明と報告では、
　　「運行路線はあれもこれもではなく、一番住民が利用するところはどの方面かを協議
　　し、実施路線の明確化をする」「継続への危機感を持ち増員に向けての取り組みを
　　協議、調整してきた」との発言についての重みを感じた。
　・「金川町･田園町住民コミュニティバス運営協議会が行っている住民主体の組織運営
　　を石堂町の町内会で行う等、高齢者の除雪、ゴミの問題の解決に向け取り組んでい
　　ければ良いと考える」「行政や、誰かがやってくれるだろうとの考えでは、もうすまなく
　　なってきている」との発言は、良いことを自分の町内に当てはめ、問題解決に向けた
　　取り組みの可能性をつくっていきたいとの思いが出されていると理解したところであ
　　る。さらに深めていきたいテーマである。

Ｐ71

謹教
　除雪･排雪のあり方に
　ついて

　・謹教地区全域の地図を準備し、臨みました。その結果、4グループに分かれ、議員が
　　記録するなど、場所を確認して進めることができた。
　・その後、テーブルに戻り総括的な意見交換を行うことで、町内会の現状と謹教地区全
　　体の状況をつかみ、よくできているところ、課題、問題を抱えていることをどのように進
　　めることが、良い事例として広めることができるのかを教え合うことができたと考える。
　・今後については、建設部の道路維持課が行おうとしている除雪についての事前協議
　　についての評価を深めていきたいと考える。

Ｐ74

神指
　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た。

Ｐ84

４班
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第17回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

北会津
　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

Ｐ85

城西
　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

Ｐ87

日新 　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。

Ｐ91

５班
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 災害対策について

今回の地区別テーマ「災害対策」について、皆さんからご意見をい
ただきたい。始めに、慶山地区の「自主防災会」の取り組みについ
て会長さんから説明していただきます。

慶山地区の取り組みは素晴らしい。しかし、このハザードマップは
役に立たない。災害の種類ごとの対応が必要だ。災害は季節・時間
帯と状況によって変わる。町内によって、どこに逃げればよいの
か。具体的に町内会ごとの対応はしているのか。

事後報告する。（事後処理報告書Ｐ107）

要支援者の支援を１人で２、３人担当している。障がい者について
は市がやるということであったが、その後の対応が知らされていな
い。

当局が災害時の支援者名簿を提出するとしているが、災害時避難行
動要支援者の多くの方から同意をもらえていないため、現実的に対
応できていないことが課題である。

要支援者の開示はいつあるのか、いつ報告になるのか。 担当課に確認し、事後報告する。（事後処理報告書Ｐ107）

私の町内会は「土砂災害特別警戒区域」になっている。土砂災害に
ついて話が出ているが、避難所の町内会館が下流にあるため、そこ
に避難はできないとの意見が出ている。どこに避難したらよいの
か、雨風を防げるところはどこか、町内会名簿の確認をしてみると
避難所を探すのが大変である。高齢者が増えて役員や世話をする人
がいない。良いやり方がないか。

今の避難所は完璧でないことを認識する。深刻な指摘と受け止め
る。

昔の陸軍跡にもなっていた愛宕山公園に避難場所が指定されてい
る。そこに直径１メートルの穴が２つ開いていて、市では簡単に柵
を作っておくだけであるが、なぜそこを避難場所として指定してい
るのか分からない。

意見として伺う。

東山地区（１班）⇒　政策討論会第２・第４分科会

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 災害対策について

東山地区（１班）⇒　政策討論会第２・第４分科会

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

避難場所と避難所の違いがある。避難場所は東山小学校になってい
る。避難所は東公民館である。しかし、土砂災害にはこの場所が良
いか疑問である。

担当課に確認し、事後報告する。（事後処理報告書Ｐ108）

市には道の駅が無い。道の駅を作ってほしい。そこに避難場所など
防災拠点を作ればよい。

意見として伺う。

東山小学校のＳ字カーブの道路改良をしてほしい。以前から要望し
ている。

要望として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う諸問題について

　「高齢化に伴う諸問題について」というテーマに沿ってご意見を
伺いたい。

　高齢者の一人暮らしの世帯に対し、民生委員が対応していると思
うが、区長は実態が良く分からない。また民生委員の任期は、どう
なっているのか。

　民生委員あるいは高齢者福祉相談員も定期、不定期に関わらず、
一人暮らし高齢者宅を訪問していると思われるが、地区の実態を把
握している区長がおいでになれば、発言をお願いしたい。

民生委員は、１１月末で任期が終わり、新たな委員が国から委嘱
される。民生委員は、概ね１カ月のうち、１回は一人暮らしの自宅
を訪問している。

　一人暮らしのお年寄りに関しては、民生委員や区長に聞けば、一
定の情報は得られると思われる。

門田地区は、第２、第３地域包括支援センターも、民生委員と連
携しており、コミュニティ会議を開催しながら対応している。

　地域包括支援センターとの連携も重要である。

農業に関しては、担い手が不足するなど抜本的な対策が講じられ
ていない。株式会社などの法人が大規模に耕作するなどの対策が必
要ではないか。

　湊地区においては、同様の危機感から、複数の集落で農業生産法
人を組織している。

毎冬の除雪時にオリンパス南側のアパート、パチンコ屋の角に、
雪が積み上がる。排雪をきちんとしてほしい。子どもたちが危険で
ある。

　子どもたちや歩行者の安全性を損なう雪の積み上げは危険であ
る。なお、市当局に伝える。（事後処理報告書Ｐ108）

　除排雪の業者の技術が低下していないか。 　そうした側面もあると思われるが、ご意見として伺う。

　除排雪の際に、消火栓の表示が見えなくなる。消防署で把握して
いるか。

　消防署員は、把握している。地元消防団も把握すべきであると考
える。

門田地区（１班）⇒　政策討論会第２・第３・第４分科会

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う諸問題について

門田地区（１班）⇒　政策討論会第２・第３・第４分科会

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　雪捨て場の確保を市で対応できないか。 　秋田市では、雪捨て場を提供する市民の固定資産税を減免するな
どの対応をしている。区長や業者のアンケート調査結果を分析しな
がら、議会においても、より良い対応策を考えていきたい。

除排雪の業者によっては、一人暮らしの高齢者宅の前に雪を残し
ていく。高齢者は自力で雪かたしをできない。

　一箕地区のある地域では、高齢者宅の前に旗をたてるなどの工夫
をしている。社会福祉協議会のスノーバスターズなどの活用も図れ
る。

夜の商店街の明かりが少ないために活気がない。プライバシー保
護のためか、近所付き合いもなくなる傾向にもある。２年くらい前
の大雪時に、ニュースでボランティアが２００台くらいの車で集結
し、除雪作業を行っていた。このようにボランティア組織を作れ
ば、除雪費も２、３千万円くらいで、できるのではないか。

　議会においても、去る６月定例会において自治基本条例が制定さ
れ、政策討論会第１分科会においても都市内分権について議論をし
ている。名張市では地域ごとに一定の予算措置を講じて、地域の課
題解消に向けた事業を実施している。議会においても地域内の課題
解消に向けた取り組み方を検討していく。

　会津総合運動公園の駐車場が少ない。路上駐車が多い。 　野球やテニス、屋内競技の試合が重なった時など、駐車場が不足
していることは認識している。次年度にインターハイも会津総合運
動公園で開催されるため、可能な限り駐車場を確保するよう当局に
伝える。（事後処理報告書Ｐ109）

　神指小学校、永和小学校を統合して、その一方をＩＣＴオフィス
とすれば、経費がかからないのではないか。

　小学校の統合などは、まずは地元の意向や考えが重要である。そ
の議論なく、市が勝手に統合等を決めることはないと考える。

會津稽古堂などを借りて市全体での意見交換会を開催してはどう
か。

　ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域活性化：若者の定住と農業のあり方について

今回の地区別テーマ、地域活性化：若者の定住と農業のあり方につ
いて、皆さんの地域の現状を把握するため意見を伺いたい。

　芦ノ牧温泉駅前を七日町通りのような散策のできる通りとなるよ
う活性化してほしい。

　七日町通りについては、地元の人々が協力して景観協定を締結
し、美しい街並みが出来上がっています。
大戸地区についても、地区の人たちがどのような街並みをつくるか
など、みんなで協力して話を進めてほしい。

　芦ノ牧温泉駅前通りで店舗は設置できるのか。 　市において都市計画法による規制区域としているため、設置に当
たっては県の開発審査会の審査等が必要となります。

　産業振興基本条例の制定に向けた動きが分からない。 　産業経済委員会において、各種団体と懇談会を実施中であり、ま
だ報告段階に至っていないので、委員長に伝えておきます。

　湊地区地域活性化協議会の発起人は誰でしたか。 　区長会が中心となり、湊地区の各種団体等が一丸となってやって
いこうとなったと聞き及んでいます。

　上三寄地区の流雪溝設置に向けて、市に要望書を提出するので応
援してほしい。

　了解しました。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

大戸地区（１班）⇒　政策討論会第３・第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 農商工における新しい基盤づくりについて

今回は、農商工における新しい基盤づくりについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。

高塚団地入り口のヒーター線の進捗状況はどのようになっているの
か。第１５回の意見交換会の時にも話が出たが、その時は「承って
おく」という回答であった。

現地を確認した後、事後報告書にて回答する。（事後処理報告書Ｐ
109）

河東は少子高齢化が進んでおり、人口減少が問題である。これから
は河東の特性をどのように生かしていくのかにかかっているが、バ
スが４路線、ＪＲ駅も３つ、医療センターもあり、恵まれていると
感じる。今後は、みなづる祭りの充実や、みなづる音頭を作るとか
をするべきである。婚活事業で４組が成婚しているなど、情報の発
信をしっかりやって、情報共有をしっかりやってほしい。

今後も地域づくり、まちづくりのためにも、情報の発信と共有に力
を入れていきたい。

農業に魅力を感じなくなってきているので、河東の人口を増やして
いくためには、調整区域をはずしてもらって、住宅が建てられるよ
うに前向きに取り組んでいってほしい。市長は戸数が増えたと言っ
ているが、核家族化しただけであって、本当の意味での人口増加に
はつながっていない。六丁の交差点問題でも、市議会議員が強く働
きかけたからこそ解決に向かっていると思う。

調整区域の許認可は県の管轄であるため、これからも河東選出の県
議会議員とも協力しながら、調整区域の緩和を県に要望していきた
い。

カドミウム土壌汚染による汚染米の問題があるが、助成事業に対す
る事業費を来年から無くす方向であると聞いた。本当に対策をしな
くてよくなったのか。若松の農政は他の町村と比べて考え方が硬直
している部分があるのではないのか。

きちんと調査した上で、事後報告書にて回答する。（事後処理報告
書Ｐ110）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河東地区（２班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 農商工における新しい基盤づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河東地区（２班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会

河東支所のあり方について、どのような役割を持って、これからど
のようになっていくのか。職員のあり方もどのようになっていくの
か。西公園で草が生い茂っていて子どもたちが歩くのに危険である
ため、支所に連絡したら、本庁に連絡してくれと言われた。健康保
険や住民基本台帳カードについても同様な対応であり、住民として
はもっとサービスを良くしてほしい。

支所はこれからも地域の拠点として位置づけていく。地域づくり課
が担当していることから、今回のご意見をしっかりと伝え、サービ
スの向上に努めるように働きかけていきたい。（事後処理報告書Ｐ
111）

議員の定数を削減するよりも、市職員の定数を減らしてほしい。サ
ンダルやスリッパでの仕事はおかしいのではないか。民間だったら
倒産している。自分がやらなくても誰かがやってくれると考えてい
るのではないか。

「会津若松市定員管理計画」に基づいて対応している。徐々にでは
あるが職員は減ってきているので、これからも計画がしっかりと実
行されているのかをチェックしていく。

河東小学校のプールが、今は小学校と一般の共用であるが、今後は
中学校とも共用になる。区分けはしているのかもしれないが、この
ままでは子どもたちがかわいそうである。体育の授業に支障が無い
ように、それぞれ独立したものを作るべきではないのか。

今後も共用は続くが、小学校・中学校の利用を優先させていくとの
当局側の回答を得ているので、今後も引き続き検討していくことと
する。

河東中学校の弓道部が募集停止になったが、国体までやった歴史あ
る活動なので、ぜひとも復活させてほしい。

教員数が減少し、引率などができなくなったためにやむなく休部に
なった。以前の意見交換会でも回答済みであるが、復活の可能性が
あるのかは学校側の判断であることを理解していただきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪・排雪のあり方について

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。

除雪車が行ったり来たりするだけである。どのような作業仕様書で
業務委託をしているのか。オペレータの勉強会はやっているのか。
統一した作業仕様書で業務委託してほしい。

統一した作業仕様書で業務委託契約をしている。今年度からは委託
業者の除雪車にGPS機能を搭載するので作業状況が把握でき、より
スムーズな除雪が可能となる予定です。

車が通る幅だけ脇に寄せる、また、雪を踏みしめているだけであ
る。それは雪捨て場がなくなったからである。そのために排雪を行
い、お金のかかる除雪をしている。

基本、市内の除雪は雪を寄せる作業になります。

それぞれ会合等で市長が話す内容と当局による除雪の情報が一部違
う時がある。情報、方針を一本化してほしい。

意見として伺う。

扇町の大熊町仮設住宅の一角を雪捨て場にしてほしい。道路隅にゴ
ミステーション２台があり、雪の置き場所がない。

現地を調査し、事後報告する。（事後処理報告書Ｐ112）

毎年、オペレータが道路を削る。オペレータの研修、教育が必要で
ある。

意見として伺う。

まずは、排雪をしてほしいが、無理な場合は、雪を寄せてよい場所
など、分析をして区分けし、効果的に行うべきである。

現在、政策討論会第４分科会で除雪をテーマとして政策研究をして
いる。各地区へアンケート調査を進めているので、雪溜め場も含
め、地区内の分析を進めています。

長原から滝沢峠へつながる道が狭い上に、側溝に蓋がかかっていな
い場所がある。蓋をかけ、すれ違えるようにしてほしい。待機場所
も無いので整備してほしい。

現地を調査し、事後報告する。（事後処理報告書Ｐ112）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

一箕地区（２班）⇒　政策討論会第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

一箕地区（２班）⇒　政策討論会第４分科会

除雪車が通ると雪の塊を置いていかれるので通らないでくださいと
いう高齢者がいる。排雪場所が無いので緑地などを排雪場所にした
い。

　

以前、公園や緑地を管理している市役所の花と緑の課の担当者か
ら、公園や緑地へは雪を捨ててはいけないと言われています。

空き家に雪を置けないのか。 所有者の許可があればできるが、許可なしでは難しい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化社会への地域福祉対策について

今回は、少子高齢化社会への地域福祉対策について、皆様のご意見
を伺いたいと思います。

現在、湊地区の高齢化率は３９.５％と市内でも高い方である。除
雪の問題、間口除雪についての課題がある。 除雪のやり方、排土
板の角度を特定の世帯について配慮してほしい。

市から補助を出して、地区で間口除雪をする仕組みを作っている。
それが湊地区に合うかどうかは何とも言えない。今後とも、それぞ
れの地域にあった制度政策の研究をしていく。

高齢者の交通手段に課題がある。医者通いや買い物の場合の対策が
必要である。セブンイレブンができる前は、各集落にたばこ屋や雑
貨店等があり、歩いて大体の用が足りた。今はそれができなくなっ
ている。

旧市内にも、公共交通の空白地帯がある。地域が自主的に運営して
いるコミュニティバスの取り組みもある。地域にあった公共交通の
あり方について見直しや研究も進めている。

社会福祉協議会の除雪ボランティアと間口除雪の関係はどうなって
いるのか。今年の除雪の対応はどうなるのか。

今年から、市の間口除雪と社会福祉協議会の除雪ボランティアが窓
口を一本化する方向である。今年の対応については、追って雪が降
る前に案内がいくと思われる。

小規模多機能では、一定の経費の中でサービスを提供しなければな
らない。冬場は火災の危険もあり声がけボランティアを含めて訪問
回数が増える。今年は、元気な高齢者の有償ボランティアを養成し
ようと思っている。介護保険だけでは賄っていけなくなる。

議会として何ができるか即答できないが、現状を把握したい。

県の建設事務所から四谷バイパスの改修について説明会があり、平
成２８年度工事着工、３０年度完了の予定になっているが動きがな
い。地元の県議を通して県に要望してあるので、議会からも働きか
けをお願いしたい。

県と連携して取り組んでいきたい。

基幹集落センター前に東屋があったが、震災の時期に倒壊してし
まった。ゲートボールをする場所となっているが日よけが無い。陳
情もしてあり早急な対応を市長にお願いしてあるので、議会からも
働きかけをお願いしたい。

今後も市と連携して取り組んでいきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

湊地区（２班）⇒　政策討論会第１・第２・第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化社会への地域福祉対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

湊地区（２班）⇒　政策討論会第１・第２・第４分科会

春の意見交換会でも話したが、田代、高坂の携帯電話の不通解消を
早急に議会としても取り組んでもらいたい。

今後も国、県、関係会社と協議を進めるなどして解決に向けた取り
組みを進めていきたい。

18歳、19歳の投票率は。 資料を確認した結果、１８歳が４５．９４％、１９歳が３２．１
３％と高校生の方が投票率が高かったようです。

2020年の東京オリンピックの合宿地に湊のレクレーション公園など
の利用を検討してほしい。

会津若松市はタイ国とホストタウンの協定をした。タイ国の選手団
がどの種目に出られるのかまだ分からないが、県と連携して積極的
に進めて行きたい。

マンホールが道路の路面より飛び出しているので、確認してほし
い。

現地を確認して、除雪前に改修の対応をしたい。（事後処理報告書
Ｐ113）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪・排雪のあり方について

今日は、前回に引き続き、除雪・排雪について、皆様のご意見を伺
いたいと思います。

私の町内は、行仁小学校と若松一中があるので、多くの生徒たちが
町内を横断して通学しているが、大規模開発を昭和37年に行ったた
め、道路幅が側溝を含めて4ｍしかないので、大雪が降るとどうし
ようもない。除雪のオペレーターに直接話をして、6か所くらい更
地があるので、個人の土地を借りて常に除雪の雪をためている。そ
んなに大きい面積ではないので、すぐに山のようになってしまう。
頼んでもなかなか排雪してくれない。特殊なところについては、排
雪についても、市の除雪担当としては、しっかり対応していただき
たい。

関連です。千石ジャンボパチンコの塀のところに雪を押していくの
で、2車線が1車線になってしまう。町内会長の権限として除排雪の
判断をさせてほしい。いちいち市に伺いを立てるのではなく、雪を
持って行ってほしい。通勤の人が車でどんどん入ってくる。一方通
行にしたいが、町内の人も大変なのでしていない。なおさら、4ｍ
しかないところで除雪するので、子どもたちは、両サイドの雪が積
もったところを歩いている。少しでも滑ったら危険である。

今は、除雪の対応は一定とれている。排雪が今後の問題となる。家
の前に積もった雪、歩道に積んだ雪をどうするのか。それを排雪し
ないと支障を来す。しかし、排雪するという話になると、ロータ
リー車、後ろにダンプカー２台がセットで必要となる。ロータリー
車、ダンプカーの購入には多額のお金がかかる。一昨年、除雪費に
10億円近くかかっており、排雪のためにはこの費用がさらにふくら
む。さらに、24時間体制で除排雪のために張り付ける人が多くなっ
てしまう。もう一方で、川と流雪溝が有効的に使われていない。一
気に川に雪を捨てると下の方は床下浸水になる。排雪する場所を計
画的に使えば、非常に有効な手段であると思う。排雪に関しては費
用のことが問題になる。今は除雪中心になっている。（事後処理報
告書Ｐ114）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

行仁地区（３班）⇒　政策討論会第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

行仁地区（３班）⇒　政策討論会第４分科会

除雪は行っているが、排雪は行っていない。流雪溝があるのに、な
ぜ使わない。あるものを使わないのはなぜか。話を聞いたら「水が
ない」ということである。何とかする方法を考えなければならない
と思う。ないないということで終わってしまっている。地域ごとに
順番を決めてできないのか。なぜ、計画的にできないのか。仕組み
を作ってほしい。

戸ノ口堰の水利権を持っているのは東京電力であるが、東京電力と
の根本的な話し合いが足りない。困難だと思っているのでしっかり
話ができていない。（事後処理報告書Ｐ115）

水を流すに当たって、計画的に、どこのまちは何日というようにし
ていけば良いと思う。

東京電力は、冬期間は渇水期なので一定の水位がないと使わせな
い。東京電力に猪苗代湖の水利権があり、湊地区は、市と協議した
が、現在飲料水は井戸を掘って対応している。

バイパスは広々として良いが、車のためのことばかりではない。稲
荷山線とバイパスの歩道が歩けない。バイパスは外灯が少なく暗
い。雪がどっさりと歩道にあると歩けない。高齢者、身障者は歩く
なということか。歩道の確保がされていない。生活が脅かされるこ
とのないようにしてほしい。去年、県会議員に質問したら「買い物
に行くのかよ。年寄り行くのかよ。」と言われた。買い物に行くな
ということか。雪国会津では生活できなくなる。ぜひ、大雪の時は
無理であるが、車椅子も通れるようにお願いしたい。冬期間、ほと
んど通れない状況になる。排雪について、よろしくお願いします。

ある小学校のところも歩道が通れない状況で交通事故がありまし
た。通学路などの歩道は優先的に対応しています。基本的には、歩
行者を優先するのが原則だが、会津でも、マナーとして冬期間の対
応ができていない。第一段階として除雪はできているが、第二段階
として排雪がなかなかできていない。現在の最重点の課題である。
（事後処理報告書Ｐ116）

関連ですが、中央通りの歩道にヒーターが入っているのは、観光客
が来るために、スリップしないためにヒーターが入っているのか。

中町と南町の交差点のところまでは入っている。特定の人が来るか
ら、メイン通りだからということになるが、全て行ったら費用が大
変である。

市で工事を行ったのか。青春通りはどうなのか。税金で作ったの
か。なぜ平等に行われないのかという人もいる。

国道は県の事業だが、青春通りは市で工事を行った。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

行仁地区（３班）⇒　政策討論会第４分科会

排雪が第一である。町内会長の判断でお願いします。毎年、繰り返
しである。毎年いたちごっこである。いつ片付けるのか、なかなか
解決しない。雪がたまった時点で運んでもらえばよいと思う。

除排雪の組織を改編した。道路維持課がメインで、民間会社が協力
している。組織の一元化をして、除雪の基地をつくって、車両と人
を一体的に管理して合理的に行っている。運行状況を、ＧＰＳを付
けて管理している。

市の道路の舗装に関して、甲賀町の東京電力から若松第一高校の通
りのところだが、雨水がしみる道路である。カーブ、境目のところ
の舗装が全部はがれてしまう。浸透式の道路ははがれてしまう。対
策はどうしているのか。労働金庫から下るところの道路も同じであ
るので改善してほしい。

必ず、議員の方で確認させてもらいたいと思います。（事後処理報
告書Ｐ117）

関連でいいですか。議会の方に見てもらえるということですが、前
回、「四季花」前の側溝整備として見てもらったが、その回答が
「検討します」で終わってしまっている。3年後にはどうする、5年
後にはどうするというように、具体的な回答は出せないのか。出し
てほしい。どんなふうになっているのかの進捗状況を知りたい。お
金の問題もあると思うが、具体的な数字をもって、きちんとわかる
回答がほしい。

道路維持課に確認し、具体的な進捗状況を回答するということで対
応します。工事時期など、具体的に回答します。（事後処理報告書
Ｐ118）

雪の話は、次年度に生かしていかなければならない。冬近くになっ
てから話をするので、当局に言っておきますで終わってしまう。具
体的にどうすれば良いのかを、例えば、会津大学でシミュレーショ
ンすればある程度の形はできるのではないか。雪を流す長期の計画
があってしかるべきである。いつも七日町は雪があふれるところで
ある。消防車が何回も来ている。毎年、道路維持課に言っても全然
変わらない。変化がないことに市民は不信感を持ってしまう。雪の
捨て方をどうしたらよいかの話をすればよい。雪のシンポジウムを
夏にやればよい。具体的に提言してほしい。市民フォーラムなどを
會津稽古堂で開催すれば良いのではないか。他の問題についても関
連してくるのではないか。

除雪については、建設委員会で各地区にアンケート調査をし、意見
を集約した。それをもとに、降雪時期だけではなく、一年を通して
検討している。意見交換会を何度も行い、少しずつだが前進してい
る。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

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。（事後処理報告書Ｐ118）

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。（事後処理報告書Ｐ119）

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。（事後処理報告書Ｐ119）

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。（事後処理報告書Ｐ120）

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。

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。

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町北・高野地区（３班）⇒　政策討論会第２・第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町北・高野地区（３班）⇒　政策討論会第２・第４分科会

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。

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。

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。

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町北・高野地区（３班）⇒　政策討論会第２・第４分科会

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。

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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
県立病院跡地の利用及び市役所庁舎の整備と買い物の不
便感の解消について

今回は、県立病院跡地の利用及び市役所庁舎の整備と買い物の不便
感の解消について、皆様のご意見を伺いたいと思います。

災害時の防災拠点だが、本市も立ち上げるべきだ。分散している市
役所機能をまとめないと大変なことが起きるのでは。建て替えの積
立金はいくらあるか。

過去の震災を経験し、防災拠点の必要性を感じている。3・11の時
はオープン前の稽古堂を使用した。現在地での建て替えが検討され
ている。積立金は40億円あります。第7次総合計画の中で平成34年
以降の建て替えが考えられている。

今の場所を利用するということは、仮設庁舎を建てて壊すようなこ
とになる。東京都のオリンピックのようにもったいない。

市役所庁舎は郊外ではなくヨーロッパの小さな都市を見習うべき
だ。会津なら鶴ヶ城を中心に小さなまちづくりを目指すべきだ。

歴史と人口規模が違うので簡単に比較できない。

平成5年に城前団地のリニューアルの話があった。平成10年頃完成
とのことだった。しかし実際は平成25年になった。なぜ決まっても
いない先の計画を市は発表するのか。具現化の方法は何かないの
か。

民間の手法を用いてのスピード感のある方法もある。

買い物が不便だとのテーマだが、初めて聞いた。不便とは思わな
い。

前回まで花見ヶ丘地区の方から出されていた課題です。地区の区長
さんと相談の上、決めました。

鶴城地区は広すぎないか。見直しが必要ではないか。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

鶴城地区（３班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
県立病院跡地の利用及び市役所庁舎の整備と買い物の不
便感の解消について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

鶴城地区（３班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会

今日の最大の関心は県立病院跡地だ。武道館誘致の話もあるが、具
体的な話が聞きたい。

当初、県から、解体後に市として取得する意志があるのかの打診は
あったが、その意志はなく、県として公的な施設を造ってほしいと
要望した。その後、市として取得し、どのように利活用をするか検
討する方向に変わってきている。市民の皆さんの意見を聞いて進め
ていく。

病院跡地と看護学校跡地で県の担当部局も違う。切り離して考えな
ければならない。ただ、県と市の間なので、一括で買うのではなく
分割ができないかなどとも相談できればと思う。

県と市なら、解体費用を市で負担する代わりに土地をもらえないか
と相談できないのか。

それは無理です。ただ、市で取得できないかと検討をしているのは
間違いないです。

跡地内に黒いフレコンバッグが山になって積まれているが、何か悪
いものが出てくる土地なのかなと思う。

医療廃棄物は確認されている。敷地の西側の一部からで、埋蔵量は
未確認です。危険なものか確認がまだ取れないので、県の責任で処
理をすると思います。

何が埋まっているのか。地下水を利用しているので心配だ。 まだちゃんと掘っていない。試掘して廃棄物が見つかった段階で
す。

なお、使用目的を決めないで土地だけを先行して購入するというこ
とはできない。

市役所の窓口が分散しているので、県立病院跡地に集約して4階建
てにでもできないか。

市は、市役所の場所について、現在の場所を基本として考えている
ようです。なお、高さについては、現時点で制限はありません。

※発言に誤りがありましたので訂正しています。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
県立病院跡地の利用及び市役所庁舎の整備と買い物の不
便感の解消について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

鶴城地区（３班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会

景観条例の話は以前聞いたことがある。以前は県立病院跡地は入っ
ていたが、その後除外されていると都市計画課の説明があった。

現在、一部、高さの制限について検討されているようです。

※発言に誤りがありましたので訂正しています。

飯盛山から見たときに視界に入ってないのでは。何かしらの意図が
あるのか。

飯盛山～鶴ヶ城を結んだ線の両脇も制限区域となっているところも
ある。

※発言に誤りがありましたので訂正しています。

何かしらの条件や制限があるのなら住民に説明してもらわないと、
何がいいのか、何ができるのか分からない。

防災拠点としての市役所も理解できるが、会津は冬の間遊ぶ場所が
ないので、子育て世代も高齢者も無料で過ごせる施設を建ててほし
い。今までさまざまな要望を出してきたが、何も変わっていない。
柏崎市の元気館を参考にしてほしい。

さまざまな先行例を研究して検討していく。

県立病院の問題は鶴城地区のみではない。全市的にフォーラムを開
いて意見を聞くべきだ。他の地区ではテーマにもなっていない。

全市的な課題と考えている。

医療廃棄物の処理はしっかりやってほしい。 法律で決まっているので、しっかり県の責任でやる。陸軍病院時代
からの建物なのでかなり古いものが埋まっている可能性があるが、
適正に処理する。

地元区長会で市庁舎の問題を市長対話集会で出した。県立病院跡地
の問題も出している。県との話が進んでいると聞くが、民間が購入
する時は、市として調整に乗り出すべきである。いろんな噂だけが
錯綜している。

地域の活力には民間の力もあるので、絶対に市で購入するというこ
とだけではない。まだ全くの白紙だが、重要な土地なので、市民の
皆さんの意見を聞いていく。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
県立病院跡地の利用及び市役所庁舎の整備と買い物の不
便感の解消について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

鶴城地区（３班）⇒　政策討論会第１・第２・第３・第４分科会

市議会から県に土地取得に対する要望書をあげたのか。 それは一般質問等では出ている。商工会議所と会津総合開発協議会
から県立武道館の話が出ているが、場所は病院跡地にとしてではな
く、会津地方にとしての話だ。

県立武道館がないのは福島県だけではないのか。 県立武道館の誘致はいわき市でもある。いわき市は市で土地を用意
しての誘致だ。

商工会議所が作った案をそっくり市として取り入れて県に要望した
のか。市で購入するなら武道館の話はなくなるのか。

市ではなく会津総合開発協議会です。なお、市としてはICTオフィ
スの協議の中で、県立病院跡地は武道館の計画もあるとの認識は
持っている。

陸軍から県に払い下げられた過去がある。昭和32年には私たちが見
てきた病院の形になっている。建物の下は基礎工事をしているの
で、医療廃棄物はない。

本日の意見交換会のまとめ、確認をしてほしい。 意見交換会の中で確認できた方向性としては、
１.市に県立病院跡地の購入をしてほしい
２.その前に全市でフォーラムを開いてほしい
３.市役所の統合庁舎の用地としても考えてほしい
（その中には子どもから高齢者までが集える施設を）という点で
す。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う地域の課題（公共交通等）について

今日の意見交換会では、高齢化と公共交通についての地域課題解決
に向け取り組んでいる、金川町・田園町住民コミュニティバス運営
協議会の「さわやか号」の取り組みを議会に教えていただき、まち
づくりに生かして行きたいと考え、テーマを設定しました。よろし
くお願いします。
まず、さわやか号運行の取り組みについて教えてください。

金川町･田園町住民コミュニティバス運営協議会は、住民主体の組
織運営で取り組みをしています。運営協議会は30名で構成されてお
り、メンバーは、住民、町内会、各種団体の役員、バスの利用者で
す。役員会では、いろいろな意見が出されます。改善点としては、
今年10月から、金曜日の運行、新たな停留所の設置、運行時間の変
更等、住民や利用者の要望を実現してきました。改善をするための
要望をバス事業者に伝えますが、事業者のできることが優先されて
いることで役員会としてのジレンマがあります。

これまでの取り組み経過ですが、運転免許証の返納をしている方が
多く住む地域のため、高齢者の移動の確保のために、住民、事業
者、行政がコミュニティバスの実証実験を行ってきました。当初
は、あれもこれも必要との意見から会津若松駅方面、アピオ方面、
神明通りから竹田病院までの3コースで実施しましたが、採算ベー
スがクリアできる利用者がいなかったため、継続することができま
せんでした。その一方で、利用されていた住民からは、継続して運
行してほしいとの要望がありました。

運行における課題解決に向けた取り組みについて教えてください。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北地区（４班）⇒　政策討論会第１・第２分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う地域の課題（公共交通等）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北地区（４班）⇒　政策討論会第１・第２分科会

その後、地域住民が主体となり運営しようと呼びかけ、現在の金川
町･田園町住民コミュニティバス運営協議会ができました。運行路
線はあれもこれもではなく、一番住民が利用するところはどの方面
かを協議し、実施路線を明確化するために住民へのアンケートを実
施し、分析を行い、実施路線のルートを決定、バスの運行回数を
月、火、水、木曜日の週4日としました。その後、平成26年12月に
コミュニティバスの運行が始まり、1日平均20名近い利用者があり
ました。今年になり、5月には利用者が1日平均8.1人と減少してき
ました。協議会では継続への危機感を持ち、増員に向けての取り組
みを協議、調整してきたところです。そこで誰もが乗車できるバス
であることのPR、運行実施への要望が強かった金曜日運行の取り組
み、また、6月からはさわやか号定例ランチ会を月1回実施し、8月
には1日平均13.2人となりました。今後も持続可能な運行に向け継
続した取り組みをしてまいります。さらに、応援寄付金の取り組み
についてですが、多くの方に対して呼びかけをしています。この寄
付金は積立をして基金にしていますが、将来に向けた安定運行の財
源にしたいと考えます。

さわやか号の体験ツアーについての発想はどのようなところから出
てきたのですか。

コミュニティバスの体験ツアーを企画し実施してきました。會津稽
古堂が建設され、図書館、公民館の複合施設を町民が分からない、
行ったことがない方がいるとお聞きしました。そこで、コミュニ
ティバスに乗車し、神明通りで下車、徒歩で會津稽古堂に行き、
クッキング室を借りて、ピザを作り、食べることで参加者に大変喜
ばれました。この取り組みを通し、高齢者が生き生きと活動する
姿、そしてコミュニティバス、會津稽古堂の周知により理解が深
まったと感じます。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う地域の課題（公共交通等）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北地区（４班）⇒　政策討論会第１・第２分科会

他地域の参加者の方から話があれば聞かせてください。

私は、隣の町内に住んでいますが、平成26年12月8日にコミュニ
ティバスの運行が始まり、それ以降、協議会の役員会等に参加して
います。これまで、地域や町内会の課題、問題については、住んで
いる住民の方は「何とかなるさ」「誰かがやるさ」と、なんとなく
解決し、申し送りされてきました。現在は、課題、問題についてそ
のままになってきている事例が多くなっていると感じます。この協
議会の役員会には、毎回約25名前後が集まり、コミュニティバスは
自分たちの足であり、持続して運行させなくてはならないと一人一
人が感想を出し合って検討しています。取り組みの結果が、今日に
つながってきています。

他の町内から協議会役員会に参加され自分の町内でどのように生か
す考えですか。

私の住む石堂町では、大きな課題としてあるのが除雪の問題です。
町内会役員や民生員などを中心にボランティアの方と高齢者が住む
道路の間口除雪を行っています。年々間口除雪に参加できる人がい
なくなってきています。そこで、金川町･田園町住民コミュニティ
バス運営協議会が行っている住民主体の組織運営を石堂町の町内会
で行う等、高齢者の除雪、ゴミの問題の解決に向け取り組んでいけ
れば良いと考えます。私は、そういった時代に来ているのではない
かと思います。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪･排雪のあり方について

本日は、除雪、排雪など町内会の状況を具体的に教えていただきた
く、謹教地区の地図を準備してきました。地図にマーキングしてい
ただき、困っている内容について教えてください。
(以下のとおり、除排雪に関する情報提供をしていただきまし
た。）

馬場町4-25付近の東西の道路、南側の水路は水量が少なく、北側は
水量が確保され流れている。また、水路の途中に段差があり、よど
んでいるところがある。南側水路の水量を増やして流れるようにで
きないでしょうか。

馬場町4-25付近の東西の道路を除雪している。駐車場を利用してい
る高齢者が、出入口の雪が氷のように固まり、取り除くことが困難
なため、自家用車を道路に出すことができない状況です。駐車場前
の排雪ができないでしょうか。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

南北に位置する馬場通り、甲賀町通りと行仁小学校通りとその間に
ある東西道路の角に除雪の雪を置いている。東西の道路は日当たり
が悪く雪が解けない状況です。そのため、歩くことが困難で、自動
車の運転手は交差点付近の角に雪が高く積まれているため視界が悪
い。安全対策のために排雪できないでしょうか。

馬場通りの水路の蓋は、掃除する際にコンクリートであるため持ち
上げることが困難で、町内会としては困っている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

神明通りの歩道の除雪ですが、今年の体制はどのようになっている
のか。

国道と市道の交差点では、除雪を行う時間、オペレーターが違うた
めに雪の塊を落としていく。そのため交通に支障を来すことがあ
る。遅く除雪したオペレーターが交通に支障がないようにきれいな
除雪はできないか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

栄町NTTの南側通路は、私道ですが除雪を行うようになりました。
初めのころは、雪を持っていく場所がなく困りましたが、駐車場の
一角に雪を溜めて置けるようになり、きれいに除雪ができるように
なりました。

馬場町1-18付近から馬場町1-1に至る道路は、同じように私道で除
雪のために空き地を借り、雪を溜めることができ、きれいな除雪が
できている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

野口英世青春通りは、近年融雪ができない箇所があり、雪の塊がで
きている。解消を求めたい。

末広町内会は、除雪するオペレーターに国道118号の大貫商店から
西側道路の除雪した雪を駐車場に置いてもらっている。そのために
きれいな除雪ができている。

雪溜め
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

桂林寺通りの除雪はきれいにしていただいているが、東側の歩道に
雪の塊ができ、歩行が困難となっている箇所がある。適宜の排雪を
お願いしたい。

国道118号から竹田病院に至る南側の歩道は、日陰のため路面が氷
状になり歩くのに危険です。対策はできないでしょうか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

湯川町7-3から7-11までの私道は、近所で自主除雪を行っていま
す。

南花畑2-71から南の通路は、私道で自主的にハンドロータリーで除
雪している。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

南花畑6-23付近の空き家が増えてきている。

錦町町内の通路、国道118号から錦町2-63までの南側は日が当たら
ないために屋根から落ちた雪が固まり歩行困難になっている。適宜
の排雪はできないでしょうか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

錦町町内の通路、国道118号から錦町2-12に入る通路は、途中まで
除雪車が入り、2-52付近から2-47までは町内会の要請で市直営のハ
ンドロータリーで除雪がされている。住民の生活通路になっていま
す。

本町5-15付近の通路の除雪が町内会としての課題となっている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

謹教地区（４班）⇒　政策討論会第４分科会

地図にマーキングしていただきました。除雪の雪を寄せる場所を確
保することで、きれいな除雪になっているとの話がありました。ど
のように協議、調整しているのか教えてください。

南花畑町内会は、事前に業者と話し合い、雪を溜める複数の場所を
町内会役員とオペレーターが確認している。また、除雪の時も町内
会役員が立会い、現場確認をして行っているのできれいな除雪がで
きている。

私道の除雪を市に行っていただいた初年度は、雪を寄せるところを
確保していなかった。次の年から場所を確保することで、きれいに
除雪していただいている。

除雪をきれいに行っていただくためには、雪寄せ場の確保、業者、
オペレーター、行政との協議等、事前の準備が重要です。今年度か
らは、マニュアルを作り、町内会、業者、行政が事前に協議するこ
とになります。ぜひ調整してください。

馬場通り周辺の町内会は、雪を寄せる場所が確保できにくい。角に
雪を寄せるだけとあきらめている状況です。

ある自治体では、民間の委託業者が巡回して、順次、排雪を行う制
度を導入しています。この制度が導入されれば、交差点の角に寄せ
ている雪の問題は解消されると考えます。ただ、課題として聞いて
きたのは、除雪のたびに排雪を行う体制ができないことです。

馬場通り周辺の高齢者の除雪についてです。自宅前の間口除雪のな
り手の確保が困難になってきたこと、さらに駐車場の出入り口に置
いていく雪の塊は、高齢者が取り除くことが困難になっていること
です。

高齢者の間口除雪を民間業者が行う考え方があります。その際、無
償、有償で行うのかの課題があります。駐車場出入口の除雪につい
ては、利用者などで解決すべきではないでしょうか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 高齢化に伴う地域の課題について

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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

神指地区（４班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 北会津地区の防災について

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。（事後処理報
告書Ｐ121）

　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。
（事後処理報告書Ｐ121）

　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。

　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。

　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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

北会津地区（５班）⇒　政策討論会第２分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

北会津地区（５班）⇒　政策討論会第２分科会

　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。

　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。（事後処理報告書Ｐ121）

　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。

　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

　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
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除雪・排雪のあり方について

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。

　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。

　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。（事後処理報告書Ｐ122）

　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。（事後処理報告書Ｐ122）

　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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城西地区（５班）⇒　政策討論会第４分科会
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

城西地区（５班）⇒　政策討論会第４分科会

　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。（事後処理報告書Ｐ123）

　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。

　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。

　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。（事後処理報告書Ｐ
124）

 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。

　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。

　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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

城西地区（５班）⇒　政策討論会第４分科会

　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。

　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。

　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。

　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。

　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。（事後処理報告書Ｐ124）

　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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 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

城西地区（５班）⇒　政策討論会第４分科会

　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。

　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。

　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。

　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。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ インフラ整備について

　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。

　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。

　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。

担当課に確認し事後報告する。（事後処理報告書Ｐ125）

　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。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

日新地区（５班）⇒　政策討論会第４分科会
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３．事後処理報告書について
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

Ｐ3 門田

１．奨学金の返還への支
援について

【市民からの要望・質問】
　学生に対する奨学金制度であるが、就職後の返還に苦労して
いる現状もある。返還への支援はできないか。

【事後処理結果】
　市では、成績が優秀であるにもかかわらず、経済的理由によ
り修学が困難と認められる方を対象とした奨学金制度が２種類
あります。
　１つ目は、保護者が１年以上市に住所を有しているなどの条
件を満たす高校生および高等専門学校生を対象とした奨学金制
度であり、年額５万円が給付され、返還する必要はありませ
ん。
　２つ目は、板橋好雄奨学金制度であり、保護者が１年以上市
に住所を有するなどの条件を満たす大学生、短期大学生、大学
院生を対象とした貸与制度であり、年額５０万円が一括貸与さ
れます。返還は、卒業した６カ月後からはじまり、６年以内に
完了することになります。
　なお、経済的理由により就学が困難と認められる小・中学生
の保護者に対し、学用品費、給食費、修学旅行費、医療費など
の一部が支給される制度もあります。

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

２．若松六中の通学路の
街路灯について

【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）

神指Ｐ13
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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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

Ｐ14 日新

３．通学路の白線につい
て

【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。）

Ｐ16 日新

４．七日町通りの交差点
歩道の融雪について

【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。

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

七日町通りとケヤキ通り交差点
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

５．末広町内会（西栄町
7番30号）の空き家問題
について

【市民からの要望・質問】
　町内会として危機管理課にも伝えていますが、壁などの瓦礫
が敷地と道路上にあります。除雪の妨げになることから、すぐ
に撤去していただきたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　平成26年9月、地域住民から「建物の壁の落下による瓦礫、
エアコンの室外機の危険性および建物の火災等からの安全確
保」が求められたことから、危機管理課は、建物の所有者と土
地の所有者に対し、所有者の責任における建物の維持管理、安
全の確保についての協議をしてきました。さらには、平成28年
5月に落下物などを緊急避難的に敷地内に寄せ、整理し、その
後も引き続き協議をしてきたところです。

○今回の対応
　11月10日に現地調査を実施しました。今回の要望について危
機管理課と協議したところ、壁などの瓦礫の撤去に向け所有者
や関係機関と調整をすることとなりました。

○現状と今後の対応
　11月26日、土地の所有者が自ら建物の壁の落下による瓦礫、
エアコンの室外機などを撤去しました。（11月28日に再び現地
調査を実施）
　今後、危機管理課は、建物の解体に向け、所有者と協議、調
整する方向です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

Ｐ18 謹教
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市民との意見交換会・事後処理報告書

現地写真等

11月10日 現地調査

（次ページに続く）
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市民との意見交換会・事後処理報告書

現地写真等

11月28日 現地調査
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

Ｐ19 河東

６．漆沢地区の消火用水
について

【市民からの要望・質問】
　漆沢で、消火用水（消火栓、防火水路）があっても冬になる
と行けないところがあるので、整備してほしい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施し、道路中に消化用貯水
槽が埋設されているのを確認しました。近隣の消火栓の有無を
含め、所管の危機管理課に確認しました。
○危機管理課の回答
　当該の消化用貯水槽は合併前から設置されているものです。
冬季間の有事の場合、当該地区内に４箇所の消火栓を設置して
いるので十分対応可能と判断しています。
○道路維持課の回答
　当該箇所の除雪に関しては、人家連担してないこと、他の消
火栓対応が可能なことから、除雪対象路線としていません。

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ22 河東

７．国民健康保険の保険
料徴収について

【市民からの要望・質問】
　国民健康保険料は毎年暫定的に徴収し、確定してから９月に
還付している。その際に、郵送でのお知らせとなると往復の切
手代がかかり、それが多くの人にとなると無駄遣いだと思われ
る。そのようなことは無くしてほしい。

【事後処理結果】
○国保年金課の回答
　国民健康保険の保険料は、昨年の所得等の確定によって毎年
７月に確定しますので、加入者への通知案内は年一回７月に郵
送しています。保険料の徴収は、所得が確定していないので４
月から８月までは仮徴収、10月から翌年２月までは仮徴収の保
険料を是正した保険料の徴収となります。なお、この運用は国
保税法上、加入者の所得の確定が年度内にできないので、仮徴
収と是正後の徴収となります。通知は年一回の発行のみとなっ
ています。承知いただきたいと思います。

Ｐ22 一箕

８．一箕町のこどもクラ
ブの建屋について

【市民からの要望・質問】
　こどもクラブの跡地を早急に取り壊してもらいたい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。一箕公民館前
にプレハブの建屋が残っており、中にはまだ施設で使用した道
具などが置かれてありました。今後の対応について、所管する
こども保育課に確認しました。
○こども保育課の回答
　一箕公民館に隣接されている、こどもクラブの建屋は、平成
29年度に建屋解体の予算を計上して取り壊す方向です。
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

P24
P43

大戸

９．若松城址への保険適
用について

【市民からの要望・質問】
　地震により若松城が壊れた時、保険のような制度があれば活
用すべきではないか。（白河の小峰城址の復旧は保険を使って
いると聞いたが、対応を参考にすべき）

【事後処理結果】
　白河市の建設部と本市の文化課に聞き取り調査を行いまし
た。
○白河市建設部の回答
　小峰城における石垣修復については、災害復旧事業として国
補助金７０％（２０％嵩上げ補助）と震災特別交付金３０％を
財源として事業を進めており、保険の適用は受けていない。ま
た、保険については建築物の火災保険のみ加入している。

○市文化課の回答
　石垣等の文化財について加入できる保険の存在は聞いたこと
がない。本市においても、文化財の修復等については、国の補
助制度等を活用して行う。

　このことから、震災等による若松城址の被害修復について
は、国・県等の助成制度を活用しながら行っていくのが現状に
おいては有効と考えられます。
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ33 城西

10．水道管本管からの取
り出し工事料金について

【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

10．水道管本管からの取
り出し工事料金について
　　　　　　 　(続き）

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。

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。

城西Ｐ33
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ36 大戸

11．南原農園から国道に
かけての道路脇草刈りに
ついて

【市民からの要望・質問】
　南原リンゴ園から国道に至る箇所について、道路脇の草刈り
を高齢の女性（リンゴ園関係者）が行っていた。市が予算がな
いから行っているとのことであった。市で実施すべきことでは
ないでしょうか。

【事後処理結果】
○農政課の回答
　本年９月６日、南原農園入植者りんご組合組合長より市に対
して、道路と水路の間の法面の除草について要望があり、市と
しては近々、水路脇および市民農園周辺の草刈りを実施予定で
あり、また、次年度からは委託業務により対応する予定であ
る。

Ｐ37 湊

12．吉ケ平へのアクセス
道路について

【市民からの要望・質問】
　吉ケ平ダムへ行く道の整備もお願いしている。市道で、災害
時のアクセス道路でもあるので、早急な整備をお願いしたい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地区の吉
ケ平ダムへのアクセス道路を確認しましたが、舗装もされてお
らず、冬季間も通行するのは難しいと判断します。特に別荘地
の方々は別ルートの道路を使用しているのが現状であり、今後
の整備計画について道路建設課に確認しました。
○道路建設課の回答
　吉ケ平ダムへのアクセス道路については、特に整備計画はあ
りませんが、地元町内会の要望などを受け、今後協議していき
たいと考えています。
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ37 門田

13．徳久工業団地付近の
踏切の拡幅について

【市民からの要望・質問】
　徳久工業団地付近の踏切２か所が狭く、歩行や車の通行など
において危険である。拡幅はしないのか。

【事後処理結果】
○企業立地課の回答
　踏切の拡幅等は、ＪＲが実施主体となるところです。
　徳久の工業団地造成の際には、歩行者の安全性を確保するこ
となどを理由として、ＪＲの踏切は拡幅しないこととなったこ
とから、飯寺地区等への説明会を実施し、周知してきたところ
です。
　現在、歩行者やバイク、さらに軽トラックが通行している実
態があるようですが、子どもたちが通学の際には、門田小学校
方面の道路の片側には歩道があることから、その歩道を利用し
ながら通学していただきたいと思います。

Ｐ39 北会津

14．水質調査について 【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ50 東山

15．町内会ごとの防災対
策について

【市民からの要望・質問】
　災害の種類ごとの対応が必要である。町内によってどこに逃
げればよいか、具体的になっていない。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　市が町内会ごとにハザードマップや避難計画を策定すること
は現実的ではなく、また不可能と考えます。
　現在のハザードマップは、地域でどのような災害が想定さ
れ、どのように対応するかを考えるきっかけとしていただくも
のと考えております。そのため、慶山地区でどのように対応す
るかを個別に検討してはおりませんが、市としては、避難行動
や災害対策をまとめた標準的な地域版マニュアルを作成し、そ
れを活用しながら、地域版のマップや避難計画の策定を地域の
皆さんと一緒に取り組んでまいりたいと考えております。

Ｐ50 東山

16．要支援者の名簿開示
について

【市民からの要望・質問】
　災害時の支援者名簿を開示してほしいが、いつ報告されるの
か。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　避難行動要支援者名簿への登録に同意した方の情報を取りま
とめ、まずは警察・消防などの関係機関から順次情報提供する
ことを考えています。
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ51 東山

17．避難場所と避難所に
ついて

【市民からの要望・質問】
　土砂災害などの避難場所と避難所が東山小学校と東公民館で
よいのか疑問がある。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　避難場所は一時的に避難するところであり、避難所はそこで
避難生活をするところとなります。
　東山小学校は避難場所であり、避難所でもあります。東公民
館は避難場所となります。両施設とも土砂災害警戒区域の範囲
内にありますので、土砂災害発生時や発生のおそれがある際
は、避難場所や避難所とすることは不適切となります。
　そのため、市としては、まずは土砂災害の流域から直角に避
難することを呼びかけるとともに、他の避難場所や避難所の情
報をお知らせすることを考えています。その中で、近隣に堅固
な建物等がある場合は、災害時応援協定などによりその施設管
理者の協力をお願いすることも可能と考えています。

Ｐ52 門田

18．排雪について 【市民からの要望・質問】
　毎冬の除雪時にオリンパス南側のアパート、パチンコ屋の角
に、雪が積み上がる。排雪をきちんとしてほしい。子どもたち
が危険である。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　除雪と排雪は、同時に実施できる状況にないことから、除雪
の後に順次排雪を行っています。子どもたちの通学や歩行に支
障がないよう、迅速な排雪を心掛けていますが、雪の山積みが
危険な状態と見受けられた時などは、道路維持課へご連絡いた
だきたいと思います。
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備考

Ｐ53 門田

19．会津総合運動公園の
駐車場について

【市民からの要望・質問】
　会津総合運動公園の駐車場が少ない。路上駐車が多い。

【事後処理結果】
○花と緑の課の回答
　以前、会津総合運動公園において複数の大会などが重なった
時などに、路上駐車が見受けられたことから、公園緑地協会に
おいて、混雑が見込まれる場合には、事前に主催者等の団体に
集まっていただき、駐車区画の割り当てや相乗り等の調整を
図ってきたところです。
　最近では路上駐車は減少傾向にありますが、次年度開催され
るインターハイにおいては、旧学鳳高校跡地や市立第五中学校
などを駐車場として借用し、バス等によるピストン輸送などの
手立てを講じながら対応していく考えです。
　

Ｐ55 河東

20．高塚団地入り口の道
路整備について

【市民からの要望・質問】
　高塚団地入り口のヒーター線の進捗状況はどのようになって
いるのか。第１５回の意見交換会の時にも話が出たが、その時
は「承っておく」という回答であった。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地は団地
の入り口であり勾配もある道路です。機械除雪は行われている
路線であることから、道路維持課および道路建設課に今後の道
路整備のあり方について確認をしました。
○道路維持課・道路建設課の回答
　当該団地への入り口であり、勾配もあることから冬期間の機
械除雪は適宜、対応をさせていただいている経過にあります。
今後、地元町内会や交通安全協会と連携を図り、今回の具体的
な提案などを含め協議し、なお一層の冬期間の安全対策に努め
ます。
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Ｐ55 河東

21．カドミウム土壌汚染
について

【市民からの要望・質問】
　カドミウム土壌汚染による汚染米の問題があるが、助成事業
に対する事業費を来年から無くす方向であると聞いた。本当に
対策をしなくてよくなったのか。若松の農政は他の町村と比べ
て考え方が硬直している部分があるのではないのか。

【事後処理結果】
○農政課の回答
　市として、カドミウム土壌汚染が無いよう生産者や関係団体
と連携をとり、年一回モニタリング検査を実施しています。国
の基準で「玄米及び精米中にカドミウムとして0.4 ppmを超え
て含有するものであってはならない」とされていますが、市と
して今まで基準を超えた事例はありません。なお、助成制度は
国の制度であり、農林水産省が行うカドミウム濃度の低減対策
のことです。
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Ｐ56 河東

22．河東支所のあり方に
ついて

【市民からの要望・質問】
　河東支所のあり方について、どのような役割を持って、これ
からどのようになっていくのか。職員のあり方もどのように
なっていくのか。西公園で草が生い茂っていて子どもたちが歩
くのに危険であるため、支所に連絡したら、本庁に連絡してく
れと言われた。健康保険や住民基本台帳カードについても同様
な対応であり、住民としてはもっとサービスを良くしてほし
い。

【事後処理結果】
○地域づくり課の回答
　河東支所については、地域のまちづくりを推進する行政拠点
として、今後ますます重要になると位置づけている。
　市行政組織規則においても、事務分掌に「住民自治活動に関
すること」、「市民からの各種相談及び相談の取り次ぎに関す
ること」などを掲げており、日頃から地域の住民の声を聞き、
適切に対応するとともに、必要に応じて責任を持って担当部署
へつなぎ、連携して対応することになっていることから、「住
民が起点となったうえでの主体性の維持と尊重」に努めながら
も、今後も市民サービスの向上を図っていきます。
　また、河東地域に立ち上げた「地域づくり委員会」について
も、支所のまちづくり推進課が事務局を担い、「協働」によ
り、地域コミュニティの活性化を図っていきます。
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Ｐ57 一箕

23．扇町の雪溜め場につ
いて

【市民からの要望・質問】
　扇町の大熊町仮設住宅の一角を雪捨て場にしてほしい。道路
隅にゴミステーション２台があり、雪の置き場所がない。

【事後処理結果】
　11月5日に第２班で現地調査を実施し、具体的な雪溜め場が
ないか確認しました。当該地区は大熊町の仮設住宅の隣接地で
あり、仮設住宅の法面を雪溜め場にできないか、区画整理課に
確認しました。
○区画整理課の回答
　大熊町の仮設住宅の法面が雪溜め場として有効性を確認しま
した。大熊町の仮設住宅の自治会長と地元町内会とで協議させ
ていただき、今年度から雪溜め場とします。11月中には法面に
ある車止めを撤去します。

Ｐ57 一箕

24．長原から滝沢峠への
道路整備について

【市民からの要望・質問】
　長原から滝沢峠へつながる道が狭い上に、側溝に蓋がかかっ
ていない場所がある。蓋をかけ、すれ違えるようにしてほし
い。待機場所も無いので整備してほしい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地区は田
畑の農業用道路としての３級市道です。長原から滝沢峠に抜け
る道路として利用されており、今後の道路整備計画について、
道路維持課に確認しました。
○道路維持課の回答
　当該道路は年次計画をもとに整備を行っています。側溝の蓋
については、相互交通可能な箇所には整備をしている経過にあ
ります。なお、今後の整備については、地元町内会とも連携を
とり進めていきます。
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Ｐ60 湊

25．マンホールの段差解
消について

【市民からの要望・質問】
　マンホールが道路の路面より飛び出しているので、確認して
ほしい。

【事後処理結果】
　11月14日に第２班で現地調査を実施しました。当該地区のマ
ンホールについては、現地の方より「震災以降、少し道路が下
がり段差ができた」との経過説明をいただきました。今後の整
備方針も含め、下水道課に確認をしました。
○下水道課の回答
　平成23年の震災から下水マンホールと道路との段差が生じて
おり、市内多数の場所で発生しています。当該地区は農業集落
排水事業のマンホールです。今後、地元町内会とも協議の上、
年次計画での補修を協議していきたいと考えています。
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Ｐ61 行仁

26．除雪・排雪について
の権限

【市民からの要望・質問】
　千石ジャンボパチンコの塀のところに雪を押していくので、
2車線が1車線になる。子どもたちは、両サイドの雪の積もった
ところを歩いていて、危険である。除雪・排雪について、町内
会長の権限で判断させてほしい。権限を与えてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　市では、平成２８年度に2,943路線、830.2kmの車道除雪を計
画しております。現在の除雪方法は、除雪機械が道路上に積
もった雪を道路わきに寄せ分ける方法で実施しております。こ
れは深夜より実施した除雪作業を早朝までに完了させ、通学通
勤の時間帯までに道路交通の確保を図るためであります。
　排雪につきましては、その後の降雪状況や現場状況により幹
線道路等の幅員の拡幅、さらには交差点内の溜め雪や局部的に
交通の支障となっている雪山の除去など段階的に取り組んでお
ります。
　当該路線につきましては、千石バイパス（主要地方道会津若
松・裏磐梯線）の迂回路として車両通行が多いと認識している
ことから、現場状況を注視しながら排雪を実施してまいります
ので、ご理解を願います。
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27．流雪溝の利用につい
て

【市民からの要望・質問】
　流雪溝があるのに使用しないのはなぜか。水がないから使用
できないと聞いた。何とかする方法を考えなければならないと
思う。計画的に流雪溝を使用するために仕組みを作ってほし
い。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　現在、利用されている流雪溝は、猪苗代湖と湯川からの河川
水を市街地上流で取水し、市街地を経由した後、湯川及び旧湯
川に排出するまでの水路の一部分を流雪溝とし、全８路線・約
8.1kmを利用しています。
　流雪溝の利用方法は、安全に効率よく利用していただくた
め、流雪溝沿線の町内会で構成されている、流雪溝利用組合連
絡協議会によって、投雪する時間帯や作業の方法など、ルール
を定めて流雪溝の円滑な管理運営を行っているところでありま
す。
　誤った流雪溝の利用によって、流雪溝内で雪詰まりを起こ
し、道路冠水を引き起こすなどのトラブルが発生しないよう、
正しい利用方法を理解していただくため、流雪溝沿線の全戸に
「流雪溝をご利用のみなさまへ」のチラシ配布や、パトロール
と利用方法の指導を行ってきたところであります。今後も適切
に利用していただけるよう努めてまいりますので、ご理解願い
します。

＜参考＞
　流雪溝利用組合連絡協議会の行仁地区町内会は下記の通りで
す。
・本六日町町内会　・千石町一之町町内会　・竪三日町中之区
町内会　・竪三日町下之区町内会　・横三日町町内会　・屋敷
町町内会　・愛宕町町内会

行仁Ｐ62
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Ｐ62 行仁

28．歩道の排雪について 【市民からの要望・質問】
　稲荷山線とバイパスについて、除雪の雪が歩道に押し上げら
れると、歩道を歩くことができなくなる。安全のためにも通行
できるようにしてほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　稲荷山線（市道幹Ⅰ-17号線）の歩道については、搭乗式の
小型ロータリー車により除雪を実施しております。また、千石
バイパス（主要地方道会津若松・裏磐梯線）の歩道については
福島県の管理となっており、同じく搭乗式の小型ロータリーに
より除雪を実施しております。
　冬期間の安全な歩行者空間確保のために引き続き歩道除雪を
実施し、現場状況を注視しながら交差点内の雪山除去など、福
島県と連携しながら実施してまいりますのでご理解を願いま
す。
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Ｐ63 行仁

29．道路舗装について 【市民からの要望・質問】
　甲賀町の東京電力から若松第一高校の通りの道路が、雨水が
しみる道路で、カーブ、境目のところの舗装が全部はがれてし
まう。対策を立ててほしい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　ご要望の路線（市道若3-42号線）につきましては、通行者と
環境に優しくをコンセプトに透水性舗装によって整備された経
過にありますが、経年変化により局部的な破損が発生してきた
ことから、現在は状況を見ながら部分的補修を行っておりま
す。
　舗装道路の老朽化対策につきましては、市民の皆様からの情
報提供や道路パトロールにより、速やかに現地を確認し、補修
材により応急的な対応を行い、その後、委託している舗装業者
による局部的な路面補修を行っております。さらに、舗装の全
面打ち換えにつきましては、老朽化の進行が著しい路線や補修
等により路面の平坦性が確保できなくなった路線など、交通量
や損傷度などを総合的に判断し、優先順位を決め計画的に行っ
ております。
　今後につきましても、利用者の皆様に安全に安心して利用し
ていただけるよう、適切な維持管理に努めてまいります。
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Ｐ63 行仁

30．「四季花」前（行仁
町３番地付近）の側溝整
備について

【市民からの要望・質問】
　「四季花」前の側溝整備の進捗状況について、回答をいただ
いたが、「実施時期について検討する」との回答であった。毎
回「検討します」で終わっている。今回、具体的な回答をいた
だきたい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　ご要望の「四季花」前（市道若3-39号線）につきましては、
現在継続で実施しております上町３番地付近の市道若3-40号線
側溝整備完了後に、優先的に取り組む路線と位置付けされてお
ります。
　この市道若3-40号線の側溝整備は今後数年で完了する予定と
なっておりますことから、しばらくお待ちいただけるようお願
いいたします。

Ｐ64
町北
高野

31．圃場内の道路交差部
改良について

【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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Ｐ64
町北
高野

32．インター南部幹線の
交差点改良について

【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。
　

Ｐ64
町北
高野

33．点滅信号を通常の信
号にできないか

【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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Ｐ64
町北
高野

34．町３－４９号線の危
険除去について

【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。）
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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ85 北会津

35．避難場所について 【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。
　

Ｐ86 北会津

36．地区の防災について 【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ87 城西

37．排雪について 【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。

Ｐ87 城西

38．雪溜め場としての公
園利用について

【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ88 城西

39．私道の除雪について 【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ88 城西

40．住宅建築について 【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。

Ｐ89 城西

41．私道の除雪について 【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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ページ 地区 件名 処理（対応）内容

市民との意見交換会・事後処理報告書

備考

Ｐ91 日新

42．側溝の蓋がけについ
て

【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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４．議会報告(定例会、政策討論会など)について
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 門田

議員定数について、今後の検討スケジュールと
類似都市との比較ではどうか。

　来年５月の市民との意見交換会時に原案を示し
たいと考えている。類似団体の平均は、２５～２
６人であり、現状では本市は、類似団体より議員
数がやや多い。

２班 一箕

議員定数の件は以前、議会事務局へ提案をしたこ
とがある。先を考えると今のうちに段階を踏んで
下げていく必要があるのではないか。最終的に20
名ぐらいにした方がよいのではないか。

意見として伺う。

３班
町北
高野

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。

５班 日新

　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。

まちづく
り

議員定数

まちづく
り

議員定数

４班 謹教

市役所に行き要望をすると、職員から予算がない
のでできないとの回答があります。JT跡地利用に
伴う建設計画が定例会で議論されているようです
が、土地を購入するお金があれば、その分、納税
者の税金を減らしてほしいとの感情があります。
議員定数についてですが、人口減少との関係から
議員定数を考えてほしいと要望します。

議員定数 議員定数
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道

下水道

議員定数

水道料金

料金

議員定数

３班 鶴城

水道料金の値上げに併せて下水道も値上げがある
のか。きちんと今後を調べて決めたのか。人口も
減るので議員も減らすべき。

上下水道の会計は別です。値上げは連動しませ
ん。

１班 門田

今後、人口が減少していく中で、議員定数は減
らすべきである。４つの委員会で６人ずつ、議
長、副議長を加えて２６名が適当でないか。議員
は市民を代表している。もっと報酬を引き上げて
もいい。

　ご意見として伺う。市の議員が類似団体平均よ
りも多い理由のひとつとして、市町村合併により
面積が広くなったことがある。議員定数の在り方
については、人口規模で何人必要かという考え方
だけで検討していない。

議員定数は有権者に対する数として多いのではな
いか。議員報酬についても多いのではないか。

報酬については、市長から報酬等審議会へ諮問答
申が行われたので、その結果を尊重していくこと
を確認しました。なお、今後、議会制度検討委員
会で議論検討していきます。

定数を減らすべきではない。人口が少ないところ
では議員を出せなくなり、地域の声を拾えなくな
る。財政的な理由があれば報酬を下げるべきであ
る。

意見として伺う。

２班 湊

議員の定数、報酬についてはどうなのか。議員定
数をある程度維持し、報酬の方を減らすべきでは
ないか。

報酬等審議会の答申では報酬については引上げも
引き下げもしないとなっている。定数については
今回皆さまから意見を頂き、これから検討してい
くことになる。

２班 河東

今回の市議会議員の起訴および逮捕の件は、会津
若松の汚点である。議員は働いてこそではないの
か。議員の定数および報酬に対して、今日参加し
ている議員一人一人の意見を聞きたい。

この意見交換会では、個人的な意見は述べないよ
うになっているのでご理解いただきたい。今後は
再度の議員辞職勧告決議案の提出や、議員報酬の
差し止めができないのかを模索していく。

２班 一箕

議員報酬
定数

議員報酬
定数
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員報酬
定数

議員報酬
定数

２班 河東

定数を減らすのは、我々の意見を取り入れてもら
いにくくなるというリスクがあり、報酬を減らす
のも、余裕のある人だけが議員になるということ
になりかねないので、減らせばよいということで
はないと思う。

貴重なご意見として伺っておく。

見える化 議会白書 ２班 一箕

議会白書が渡ったが、常任委員会別担当一覧がな
い。手引書へ入れるべきだ。

常任委員会構成が２年で変わるので、基本は議会
広報紙で掲載対応している。

政策討論
会

政策研究 ２班 河東

今回は「政策討論会の政策研究に係る中間報告」
ということであるが、最終報告はいつになるの
か。市民に対して「報告」するだけなら税金の無
駄遣いなので、市政にはどのように反映していく
のか。

担当委員会は２年間が基本の任期であるため、最
終報告は来年の７月末を目途にまとめることにな
る。今までも、定例会における政策提言などを
行ってきているが、今後も市民のみなさまの生活
が安心で安全なものになるよう、続けていきたい
と考えている。
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 神指

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。

５班 日新

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。

政務活動
費

政務活動
費
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

参加者 ２班 一箕

意見交換会の参加者が高齢者が多い。青少年は政
治に対する関心が少ない。若い人に参加してもら
う工夫が必要。

意見として伺う。

政策討論会の政策研究に係る中間報告は、読んで
いて分かりにくい資料です。分かりやすい資料に
していただきたい。

議会内部の資料のつくりになっていることは、お
わびいたします。次回は、分かりやすい資料とい
たします。

我々が市長などに提出する要望事項については、
分かりやすい箇条書きなどで作成している。分か
りやすい資料にすべきです。

２班 一箕

意見交換会について、各班の引継ぎはしているの
か。前回の事後処理の結果についての追加の報告
をすべきではないか。

前回担当した班から、今回担当する班への引き継
ぎを議事録に基づいて行っている。

３班 鶴城
意見交換会のたびに議員のメンバーが変わるの
で、議員同士で引き継ぎをしてほしい。

各班で引き継ぎを行っています。解決できなかっ
た課題は、次の班に申し送っています。

広報
ネット配

信
１班 大戸

議会だよりの字が小さく、また、内容がたくさん
で読むのも大変である。映像などで、議会の内容
が分かるものはないのですか。

本会議中の映像を配信しています。インターネッ
トを利用していただくか、大戸公民館でその都度
閲覧していただきたい。

意見交換
会

資料 ４班 謹教

班の引き
継ぎ
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 東山
辞職勧告をした佐藤勉議員の報酬支給はすぐに止
めるべきだ。

11月21日の臨時議会で、議員報酬の支給停止につ
いて条例を制定する予定になっている。

佐藤勉議員の逮捕、起訴は、極めて遺憾である。
留置されている期間は仕事をしていないのだか
ら、報酬を払う必要はない。

市議会としても遺憾である。現在、報酬の支給停
止に関する条例制定に向け議会で検討している。
逮捕=有罪でないケースも想定される。

現在検討している報酬支給停止条例は、逮捕時ま
でさかのぼって報酬の支給を停止できないのか。

法律の考え方の中で、不遡及の原則があり、さか
のぼることは適当でないとされているので、ご理
解いただきたい。

１班 大戸

佐藤勉議員の報酬はどうなっていますか。対応は
厳しくすべきであると考えます。

臨時議会において、議員辞職勧告を２度決議しま
したが、本人に辞職の意思がない状態でありま
す。今月２１日に再度臨時議会を開催し、議員報
酬の支給停止について条例を制定する予定であり
ます。

４班 城北

議員の辞職勧告決議について説明してほしい。 議会だよりの３ページで説明をします。議会とし
て佐藤勉議員に対し、本人が自ら辞職すべきと議
決いたしました。しかし、議決しても議員辞職の
法的拘束力はありません。

議員 議員

１班 門田
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議会全般 議会全般 ４班 神指
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。

議会改革 議会改革 ５班 日新

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。

議決責任
賛否(表
決)

２班 湊

広報議会を読むと、阿部議員はすべての議案に反
対しているが、議員間で討論はしているのか。賛
同する意見はあるのか。採決した後の話し合い等
はあるのか。

委員会で委員間討議をしている。すべてが反対と
いう訳ではない。総論賛成、各論反対について説
明した。

133


