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　⑴　各地区の課題解消に向けてのテーマ別意見交換

　⑵　市政・議会運営に関する意見交換（テーマ以外）

班 地区 開催日 曜日 時間 会場 テーマ

参加

者数

謹教謹教謹教謹教 平成29年11月7日 火 18時30分 謹教コミュニティセンター　３階講習室 地区の安心・安全の課題 9名

城北城北城北城北 平成29年11月9日 木 18時30分 城北コミュニティセンター　２階講習室

安心で住みやすいまちづくり～コミュニティ・いっ

水・雪・公共交通～

9名

神指神指神指神指 平成29年11月11日 土 19時30分 中央公民館神指分館　日本間１・２ 公民館を拠点とした地域づくり 17名

城西城西城西城西 平成29年11月6日 月 18時00分 城西コミュニティセンター　和室１ 除雪・排雪と空家対策 25名

北会津北会津北会津北会津 平成29年11月8日 水 18時00分 北会津支所ピカリンホール 地域公共交通のあり方 7名

日新日新日新日新 平成29年11月11日 土 14時00分 日新コミュニティセンター　２階講習室 空家対策と街の小さな拠点づくり 11名

東山東山東山東山 平成29年11月6日 月 18時00分 東公民館　２階講義室１・２ 災害対策 18名

大戸大戸大戸大戸 平成29年11月10日 金 18時30分 大戸公民館　２階講義室１・２ 地域の情報化の推進 12名

門田門田門田門田 平成29年11月11日 土 18時00分 南公民館　１階日本間１・２ 地域づくりと子どもの居場所づくり 19名
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１１１１．．．．市政全般市政全般市政全般市政全般（（（（テーマテーマテーマテーマ以外以外以外以外））））についてについてについてについて
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【① ① ① ① 行財政行財政行財政行財政にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

新庁舎建設の進捗状況は、どこまで進んでいるの
か。

現在の新庁舎建設については、本庁舎北側（旧
館）を残し、本庁舎南側（新館）は壊す予定であ
る。栄町第一・第二庁舎は子育て施設、市民の集
いの場、駐車場などにする予定である。本庁舎北
側（旧館）を残すことは議会として同意してい
る。今後５年間で計画し、その後５年間で建設す
る目標を立てている。

本庁舎は安全なのか。 本庁舎保存活用計画および庁舎整備行動計画作成
等業務により、本庁舎旧館を三菱地所設計が調査
した報告がある。基礎はしっかりしているが、地
下に免震装置の処置をし、隣にしっかりした建物
を造ることにより安全安心な庁舎になる。

新庁舎の建設で設備投資による景気回復が望める
のではないか。

聞き置く。

本庁舎は観光に結びつけ、生かしていくべきであ
る。

観光に生かすことは最もなご意見である。今後ど
のように利活用するのか議会として検討していき
たい。

１班 城北

市長は街中の賑わいが失われることを思い、庁舎
を現在位置で残そうとしている。

２班 城西

庁舎が分かれていて、どこに行っていいのか分か
らない。県立病院跡地に庁舎をつくるのが最適。
いつまでたっても庁舎建設についての研究と言っ
て進んでいない。

第７次総合計画にも示され、総務委員会でも10年
以内に整備したいとの考えが報告されており、調
査研究の段階から、計画の段階に入ってきてい
る。

行政 市庁舎

１班 謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【① ① ① ① 行財政行財政行財政行財政にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 大戸

市庁舎の建て替えはどのようになっているのか。
今の庁舎では分庁舎など、たらい回しにされてい
て不便である。県立病院跡地に建設することは考
えないのか。市役所周りの飲食店が大事なのか、
市民が大事なのか、誰が大事であるのか。

第７次総合計画の後半の５年で建て替えることに
なっていて、場所は現在地に総合庁舎として建て
替える予定であるため、たらい回しにはならない
方向である。誰が大事かと言えば、もちろん、市
民が一番大事であることには間違いがない。

３班 東山

本庁正面の車庫の屋根が赤茶けて景観が悪い。市
の玄関でもあり何とかすべきではないか。

承知している。今後の新庁舎建設において周辺整
備に合わせて解消されると思われる。

行政

まちづく
り

市庁舎

県立病院
跡地

１班 城北

庁舎建設は県立病院跡地利活用も視野に入れなが
ら、基本を守りながら丁寧に市民の声に寄り添っ
てほしい。

市では市民から寄せられた意見を取りまとめ、今
後検討していくことにしている。議会としても跡
地問題について一般質問で取り上げる議員もい
る。市民の声を今後も聞いていきたい。

行政

少子高齢
化

人口問題

少子高齢
化対策

４班 湊

湊は過疎地域である。そのため、議会、行政は子
どもの数を増やし人口増加に向けた取り組みに力
を入れていただきたい。

議会として受け止め、人口増加に向けた政策づく
りを行っていきたい。

交通

行政

公共交通

要望の実
現

２班 北会津

公共交通についても何回も検討し、議員の政策
討論会の活動内容を聞いて、議員がいろんな活動
をしていることに感銘した。また、公共交通の問
題も全ての人を満足させることはできないと考え
ている。
北会津地域の場合はコンパクトシティの考え方

ではデマンドバスの発想は出てこない。
市長との対話集会において、東部幹線と公民館

の問題に関しては、リセットもしていないし排除
もしていないとの回答を得ている。合併時の約束
はぜひ実現していただきたい。

行政 市庁舎
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【① ① ① ① 行財政行財政行財政行財政にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

財政
庁舎整備
基金

１班 城北

庁舎整備基金残高はどうなっているのか。 庁舎整備基金は42億3,300万円残っている。また合
併特例債の運用が10年延長され、平成37年度まで
借り入れが可能である。それらを運用して今後庁
舎整備をする。

財政

観光

財政運営

特別会計
１班 謹教

観光施設特別会計がマイナス収支になることはい
かがなものか。しっかりとしてもらいたい。

意見として伺う。

通信網、湊チャンネルを立ち上げた。ADSLを継続
して使えるのか。今後の展開について伺う。

総務委員会協議会でそのことについて説明を受け
た。光ファイバーによる事業について、NTTは湊地
区の事業を推進しないとのことで、今後について
は、ADSLに代わり関西ブロードバンドによるWi-Fi
を利用した通信設備によるサービスを行うようで
ある。今年中に住民の皆様に説明し、湊チャンネ
ルについても丁寧に具体的にお知らせするとのこ
とである。議会はこれからも湊地区や大戸地区の
通信網の整備について提言していく。

湊チャンネルを利用するためには光ファイバー回
線を整備することになるが、個別住民に対しての
補助制度はないのか。

現在その光ファイバー回線の補助制度については
総務委員会でも聞いていない。光ファイバー回線
の補助制度はないが、今回の湊チャンネルは、
ADSLの回線を使うサービスですので、事業内容が
変わる。整理して事後処理報告書で回答する。
（事後処理報告書Ｐ85）

まちづく
り

県立病院
跡地

１班 城北

県立病院跡地問題については、市民全体の声を伺
う場を會津稽古堂などを使って設置すべき。これ
からのまちづくりを考える上で重要なテーマであ
ることから、議会としても鶴城地区だけではな
く、市民からさらなる声を聴取すべき。

県立病院跡地利活用については鶴城地区以外の住
民からもさまざまな声が寄せられている。議会と
してもそれらの声をまとめて分類して集約してい
る。もっともなご意見として伺う。

通信
ネット
ワーク整
備

４班 湊

5



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

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 謹教

県立病院跡地は購入したのか。どのように活用さ
れるのか。

市では購入する意思を県に伝えてある。県は今後
土地を鑑定し、その後市に土地代が示される。活
用については市民の皆さんから意見をいただき、
まとめている所である。

３班 東山

県立病院跡地は、総合福祉センター（子どものた
めの機能を持った施設）建設を望む。避難場所と
しての機能も要望した。

文教厚生委員会として庁舎建設の際には、危機管
理センターや総合福祉センターなどの施設のあり
方なども同時に検討されるよう要望してきた。県
立病院跡地利用に関しては、８月末で200を超す市
民提案があった。現在、県立病院跡地利活用懇談
会において構想案を検討している状況である。

２班 北会津

自治基本条例の地域内分権に関し、議会として
の取り組みはどの程度まで調査をして、どの程度
まで進んでいるのか。市の周辺部と中心部の政策
は異なるので、地域地域にあった施策がなされる
べきであることから地域内分権は必要であると考
える。地域内分権は本当に大切なことなので、ぜ
ひとも取り入れていただきたい。
　

　自治基本条例では地域内分権の記載がなく、地
域内分権の必要性については検討されているとこ
ろであり、自治基本条例に加えるかを含めて、政
策討論会第１分科会で話し合いがもたれている現
況にある。

２班 城西

地域内分権はどのように進んでいるのか。 北会津・河東地域でまちづくり推進委員会をつく
り、予算化をしている。これらを全市的に広げて
いくのが地域内分権だが、まだ議会内でも意見が
分かれている。自治基本条例に地域内分権を条規
できるよう総務委員会で研究を進めている。

議会の協力もあり、西若松駅東口にトイレが設置
された。ありがとうございました。

西若松駅東側のトイレはどこが管理するのか。 会津鉄道で管理する。

まちづく
り

県立病院
跡地

自治基本
条例

西若松周
辺

２班 城西
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【① ① ① ① 行財政行財政行財政行財政にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城西地区各種団体連絡協議会で見回り点検をして
いくことが決まっていたが、会津鉄道の財産とし
て設置され、会津鉄道で管理するということなの
で、連絡協議会としても協力しながら維持管理に
努めていく。

西若松駅の改札内のトイレが汚い。どこに言えば
いいのか。

会津鉄道で管理している。

駅の業務として清掃を行っている。また、地区の
環境美化でも月２回清掃をしているので汚くはな
いと思う。

私は数回、ふれあいの日に参加し市長と話をし
た。市長室で対応している市長と職員がメモを
取っていなかった。せっかく話を聞いていただい
ているが、反映されているのか不安である。ふれ
あいの日に話した意見はどこまで活かされている
のか。

議会では把握していないが、後日調査する。（事
後処理報告書Ｐ86）

市長のふれあいの日で直接話す方法もあるが、私
は市長にはがきを出している。はがきを出すと記
録として残り、回答も来る。そうしたことからは
がきを利用したほうが良いと思う。

まちづく
り

西若松周
辺

２班 城西

まちづく
り

４班 一箕

7



○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

スズメバ
チ駆除

２班 北会津

市ではスズメバチの情報は出しているが駆除は
していない。他の行政では、スズメバチの巣の駆
除に対し、市が素早い対応をしたとの報道があっ
たが、行政サービスのあり方として、このような
ことも大切ではないのか。

　行政サービスのあり方として受け止めておく。

鳥対策 ４班 一箕
富士通通りのカラスの駆除について対策をとって
ほしい。

市はこれまでも対策を行っている。今年度も継続
して実施しているのでご理解願いたい。

横断歩道 ４班 一箕

一箕中学校入口付近の南側にある横断歩道の白線
が消えている。

（事後処理報告書Ｐ86）

ガード
レール

２班 日新

日新小学校前のガードレールに車両が突っ込んで
壊れたままになっている。工事用のフェンスが仮
に置いてあり、数カ月そのままになっている。早
く直してもらいたい。

現地を確認し、事後報告する。（事後処理報告書
Ｐ87）

街路灯 ２班 城西

西若松駅の自由通路が全体的に薄暗く、街路灯が
点灯する時間が遅い気がする。改善が図れない
か。

（事後処理報告書Ｐ88）

２班 城西

矢印式信号機に関しては、城西地区区長会として
県に要望を出したところである。

４班 湊

国道49号の会津若松市内から強清水に向かう交差
点の信号を右折する際、右折用信号が設置されて
いないので湊地区方面に右折できないことがあ
る。右折用の矢印式信号機に改修していただきた
い。

県の公安委員会の事業ですので、市を通し県に要
望があったことを伝えるようにする。（事後処理
報告書Ｐ89）

環境

交通安全

信号機
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

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 信号機 ２班 城西

西若松駅の陸橋の東側の交差点で、右折レーンが
短く右折できない車が多いので、矢印式信号機に
してほしい。

交通安全

道路

信号機

道路拡幅
３班 門田

国道118号の道路拡張工事をしているが、神明通り
の道路拡張はしていない。会津若松郵便局とザベ
リオ学園の上の交差点について、交通渋滞緩和の
ため、信号機の連動が必要である。

福島県公安委員会の所管である。その状況を伝え
ることはできる。（事後処理報告書Ｐ89）

交通安全
要望
（速度制
限）

４班 湊

市長へ要望している原集落の項目で、議会でも
知っていただきたいので資料を準備した。国道294
号は原地区内を40キロ制限に戻していただきた
い。（資料で示されました）

班として資料について受け止め、議会内で共有す
る。

災害対策 災害対応 ３班 東山

慶山地区において、災害が発生している現状があ
り、市に対して要望してきた。市長にも直接要望
したが、「いつ工事するかは順番があり不明であ
る」との答弁であった。どこが担当部署なのか、
市は防災ダム建設の要望を無視しているとしか思
えない。

危機管理については文教厚生委員会が検討してお
り、工事であれば建設部が対応することになって
いる。建設委員会には上がっていない。実情とし
ては、一部地権者の同意が得られていない。な
お、県としては、今後同意を得られている場所に
おいて、できる範囲で整備を計画しているようで
す。なお、現地を確認させていただきたい。（事
後処理報告書Ｐ90）

雪害対策
除雪後対
応

３班 門田

間口除雪はどうなっているのか。ボランティアで
行えないところは、有料での考えを導入してはど
うか。一定の金額で行ってもらえるところを紹介
してほしい。

間口除雪ボランティアが確保できていないところ
の対応として、当局に伝える（事後処理報告書Ｐ
90）

9



○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

除雪私道 ５班 鶴城

私道の除雪に苦労している。５年ほど前から､市民
との意見交換会で毎回、奥行き１５０ｍの袋小路
の私道について、できるだけ公費での除雪要望を
してきた。広報議会に、私道の除雪要件緩和に関
して載っているが、要望している箇所は対象には
ならないようだ。除排雪対策の今後のあり方につ
いての要望的意見では、袋小路の私道について検
討を求める要望が出されていることは少しは前に
進んでいると考えるが、長く要望している袋小路
の私道の除雪のこれから先の見通しは､どうなの
か。
除雪車の転回場所について地権者が貸してもよい
ということも含め要望している。高齢化が進みあ
まり待てない状況でもあるので、袋小路の私道の
除雪について前に進むように要望する。

袋小路の私道の除雪について、議会では広報議会
にもあるように、市に検討を求めているが、私道
をすべて除雪するのは難しい状況である。しか
し、私道を利用して生活されている方の中にはさ
まざまな方がおり、救急車や消防車など緊急車両
が入れない状況となったらどうするのかなど、大
きな問題も含まれていると認識している。そう
いった課題への対策は議会として求めていかなけ
ればならないと委員会の中でも話をしている。今
後も取り組んでいく。

除雪歩道 ３班 門田

カワチ会津若松南店の東と北側の歩道が雪で埋
まってしまい、雪溜め場になっている。冬期間、
車道を歩くしかなくなる。左右確認もできなくな
り、縁石が毎年破損している。田んぼに雪を捨て
て駄目と言われたと聞いている。

以前、田んぼであった場所も住宅化が進んでい
る。要望として受け止め、現地調査確認する。
（事後処理報告書Ｐ91）

融雪対策 ５班 鶴城

前回の意見交換会の内容で、融雪溝への対応につ
いて鍵がかかるようになった。ありがとうござい
ました。

雪溜め場 ３班 門田

雪溜め場の確保の確認は誰がするのか。市か区長
か。自分たちで確保しているところもあるよう
だ。

業者と地区、担当課の十分な情報交換が必要であ
る。確認して報告する。（事後処理報告書Ｐ91）

雪害対策
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

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 地域活動 ４班 一箕

PTAの役員との意見交換の中で民生委員・児童委員
がどこに住んでいるのか、誰が役員なのか分から
ないとの話が出された。今後、民生委員・児童委
員の看板設置をしていく。区長会や町内会の方に
対する要望だが、町内会の役員の看板を持ってい
ても設置していない町内会がある。町内の方が看
板を持っていたら出していただきたい。

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を利用するときに
は日本赤十字の許可が必要だと聞いたが、本当な
のか。

ＡＥＤを使用するときは緊急な場合であるので、
その際にどこかの許可が必要だとは考えにくく、
また、そのような話は今までに聞いたことはな
い。ただし、改めて確認する。（事後処理報告書
Ｐ92）

必要なときにＡＥＤが使えないということがない
ように、定期的なメンテナンスはしているのか。

担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ92）

ＡＥＤを利用した場合、電極パッドなどの消耗品
があると聞いたが、その費用は個人負担なのか、
それとも行政や企業が負担してくれるのか。

消耗品の費用の負担については、確認してから事
後報告する。（事後処理報告書Ｐ93）

ＡＥＤ設
置

３班 大戸

ＡＥＤはいつでもどこでも使えるようにしてほし
いので、黒森や闇川など大戸地区は広いため、設
置の助成金を出してほしい。

前回の事後報告にもあるように、市としては今の
ところ助成金を考えていないが、地区の要望とし
て受け止める。

３班 大戸

防災・安
全

ＡＥＤ管
理
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

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

３班 東山

ホームタンクに灯油が残ったままの空き家、野良
猫がすみ着いた空き家に苦慮している。

市では空き家の実態調査を実施した。数の把握や
所有者の有無、関係者の連絡先等を含めた実態の
把握へと調査が進んでいるが、膨大な数であり時
間はかかると思われる。また、調査が終われば、
それぞれ踏み込んだ方向性が示されると思われ
る。（新潟県燕市の事例を紹介：空家を地域で借
り上げたり集会所にしたり、市営住宅に活用して
いる）

消火栓 ４班 河東

河東中学校に近い住宅地は川の流れがない地域
で、火災が起きると消火栓で対応することにな
る。以前は、消火栓に備え付けのホースが常備さ
れていたが、現在はホースが設置されていない。
また、消火栓が古いので修繕をお願いしたい。

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部が消
火栓の点検を行っている。新たな設置や修繕が必
要となれば計画的に実施している。（事後処理報
告書Ｐ94）

消防団 ３班 東山

消防団員の手当てについて、「県内13市中、中間
なので見直す考えはない」という市長答弁はどう
か。真ん中だから見直さないではなく、単独費を
上乗せするなどできるのではないか。

文教厚生委員会でも話は出ている。高くない手当
なのでそれほどの差ではないと思われるが、市で
も高い額ではないと考えている。

ハザード
マップ

２班 北会津

危機管理課のハザードマップの説明会で要望を
出した件について、危機管理課では宮川を重要水
防区域に指定するように申請しており、申請が通
れば木の伐採も可能とのことでした。申請状況を
知りたいがどこに問い合わせをすれば分かるのか
教えてほしい。

　ハザードマップについては危機管理課と連携を
とって進捗状況を報告していきたいと考えてい
る。
　ハザードマップの件は危機管理課が所管してい
るので、危機管理課に問い合わせていただきた
い。

避難場所 ２班 日新

「頑丈な建物に避難してください」とあるが、現
実にそんなものがあるのか。

避難場所を指定せず「避難してください」にとど
めているが、実際はミサイルに耐えられる建物は
ないと認識している。

防災・安
全
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

避難場所 ３班 門田

避難経路で、会津総合運動公園が避難場所になっ
ている。公園への入口が３カ所あるが、北側から
直接入る入口がない。北側に避難用の入口を設け
てほしい。

要望として受け止め、調査確認する。（事後処理
報告書Ｐ95）

防災情報 ２班 日新

北朝鮮のミサイルが飛んで来た時に、本市のＪア
ラートが正常に動作しなかった。動作しなかった
理由について、議会に対して説明はあったのか。

８月30日に９月市議会定例会の議案説明会が開催
されたが、冒頭に市民部長から今回の事象につい
て、お詫びがあった。また、システム上の問題点
を改善して対応できるようになった。

町内の防犯灯のＬＥＤ化について、予算化の資料
づくりのためのアンケート調査があった。漠然と
今後８年程度で全数取り換えとしているようだ
が、議会で何か具体的な動きをつかんでいるの
か。地区としては、電気料金も安くなり負担も軽
くなることから、少しでも早く進めてもらいた
い。

　市内で町内会が管理している防犯灯が約１万１
千灯ある中で、既にＬＥＤ化が完了したものを除
いて、残りが約８千灯あります。予算を増やして
平成28年度、29年度は、1,000灯で各地区20灯ずつ
取り組みました。このペースで行くと概ね８年程
度で全灯取り換えが完了するということになる。
2020年には、一部の蛍光灯などの製造、輸入がで
きなくなることから、８年と言わず前倒しで取り
組んでいくことを要望していく。
　また、未設置地区への公設防犯灯の新設要望も
あることから、あわせて進めていくことになる。

東京都では東京オリンピック・パラリンピックも
あることから、白熱電球などをＬＥＤ球に無償で
取り換えると聞いている。国県にも働きかけて予
算を確保して、本市も取り組んでみてはどうか。

意見として伺う。

街灯を交換する工事費も市から１万５千円の補助
が出るが、残りを町費で賄えない現状である。補
助について、もう少し増額とならないか。

意見として伺う。

２班 日新

防災・安
全

防犯灯

13



○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

３班 大戸

防犯灯の電気代の補助は、３分の１を目安にして
いると聞いたが、ＬＥＤにしてからも今までどお
り1,000円補助となると、７割近くの補助になる
が、これからも１灯当たりの補助額は変わらない
のか。

市では防犯灯のＬＥＤ化を進めており、十分な予
算を取ったことから希望する地区はＬＥＤ化が進
んでいる。さらなるＬＥＤ化のために1,000円の補
助は当面変更ないが、今後はどのように考えてい
るのか、担当課に確認する。（事後処理報告書Ｐ
95）

４班 一箕

一箕小学校の南側の道路が整備され通学路に指定
されたため、町内会では防犯灯の設置を要望して
きたが、電柱がないのでできなかった。その後、
一箕小学校の要請で防犯灯が設置された。また、
一箕小学校の東側通路に隣接する防犯灯の要望に
ついては、一箕小学校構内にある電柱に防犯灯を
設置することが可能であるが、要望に対する回答
は、「市民部と教育委員会の協議が必要であるた
めにすぐに即答できない」としている。迅速に対
応できないのか。以前から千石通りにある歩道橋
の防犯灯が消えているが解決できていない。

防犯灯の設置については、議会での一般質問や、
委員会などで質疑を通して訴えている。（事後処
理報告書Ｐ96）

防災・安
全

交通安全

防犯灯

街路灯

３班 大戸

防犯灯と街路灯の地元の区分けはどのようになっ
ているのか。できれば地元の負担がない方で設置
してもらいたい。

一定のルールも必要だが、現場での状況で処理さ
れているのが実情のようだ。確認してから事後報
告する。（事後処理報告書Ｐ96）

防災・安
全

地域経済

防災対策

道の駅

３班 東山

防災や娯楽施設の入った複合的な道の駅をつくっ
てほしい。雇用も生まれる。

設置にはいろいろと条件があると思われるので研
究していきたい。

防犯灯
防災・安
全
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【② ② ② ② 生活環境生活環境生活環境生活環境にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

簡易水道 ４班 湊

原集落の簡易水道については、老朽化が進んでい
るので対応を急いでいただきたい。

民間の簡易水道については、文教厚生委員会が所
管している。水道未整備地区の計画は平成30年ま
でで、その後、直営と民間の簡易水道について住
民の皆様の意向を聞きながら進めることになる。

水資源問
題全般

４班 湊

給水設備の滅菌機の改修を行っている。見積書で
判断したが、談合疑惑があるのではないか。

談合と言われても資料などを精査しないと答える
ことができません。（事後処理報告書Ｐ97）

水資源問
題
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【③ ③ ③ ③ 健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

高齢福祉
高齢者対
策

１班 城北

街中の賑わいが無くなった。街中に高齢者が利用
できる施設をつくるべき。

子どもの放課後の居場所がない。

こどもクラブの増設、学校施設の利活用などを
図っている。

社会福祉
低所得者
対策

３班 東山

子どもの貧困が深刻となっている。早急な対策が
必要である。

文教厚生委員会においても重要な課題であると認
識している。

障がい福
祉

支援 １班 城北

発達障がい児の支援についてモデルになるような
取り組みをしてほしい。

市当局に対し支援員の増員などを訴えている。子
どもの成長、発達を社会全体でどう支援するかを
個人質問で訴えていきたい。

少子高齢
化

少子化対
策

２班 北会津

人口減少は必然なので、子ども対策をぜひ考え
ていただきたい。会津若松市には子どものための
施設、子どものための図書館、科学館等が無い。
北会津地域は自然が多く、子どもたちの施設を

立地する環境がある。ぜひ子どものための施設を
お願いしたい。
　

行政

少子高齢
化

人口問題

少子高齢
化対策

４班 湊

湊は過疎地帯である。そのため、議会、行政は子
どもの数を増やし人口増加に向けた取り組みに力
を入れていただきたい。

議会として受け止め、人口増加に向けた政策づく
りを行っていきたい。

児童福祉
こどもク
ラブ

１班 城北
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【③ ③ ③ ③ 健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

農業

少子高齢
化

人・農地
プラン

少子化対
策

１班 謹教

独り暮らしの高齢者が、後継者がいないため農業
を続けていくことが困難になっている。「人・農
地プラン」を早急に進めてほしい。
若い農業後継者がいない。農業委員会に相談して
いるがうまくいっていない。
一番の原因は少子化である。少子化対策を具体的
に進めるべきだ。

後継者がいなくて農業ができなくなってしまって
いることや少子化の問題は、市全体の問題として
認識している。議会としても全ての分科会で検討
している。
貴重なご意見をありがとうございました。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【④ ④ ④ ④ 産業経済産業経済産業経済産業経済にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光誘客 １班 謹教

市では観光客に「また会津に来たい」と思っても
らえる対策はしているのか。修学旅行で鶴ケ城周
辺や飯盛山に来た子どもたちに、ジュースやお茶
のサービスをするといったおもてなしをするべき
ではないか。子どもたちに対するおもてなしは、
大人になってまた会津に来たいと思ってもらえ
る。

七日町では観光客にお茶のおもてなしをしている
が、ご意見として伺う。

鶴ヶ城 １班 謹教

毎日鶴ケ城の中を散歩しているが、植樹された
「八重の桜」の近くにいつも工事車両が止まって
いる。観光客が写真撮影をしているので景観上良
くない。駐車禁止にすべきだ。

調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ97）

東山温泉
街（空き
家）

３班 東山

東山温泉の景観を憂慮する。前回の意見交換会以
降どうなっているのか。

その後、東山温泉協会として東山地区住民との話
し合いはしていないと思われる。東山温泉協会と
しても、廃業となった施設を処分するなどの強制
力はないので苦慮している。今後は協議会等を設
置し話し合いを進めていくしかないと思われる。

まちづく
り

２班 城西

議員の皆様に観光都市としての会津若松市の今後
のビジョンを描きながら活動していってほしい。

意見として伺う。

観光

農業

観光振興

農業振興
１班 謹教

市は観光と農業で進めていくべきだ。 聞き置く。

観光
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【④ ④ ④ ④ 産業経済産業経済産業経済産業経済にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

農業

少子高齢
化

人・農地
プラン

少子化対
策

１班 謹教

独り暮らしの高齢者が、後継者がいないため農業
を続けていくことが困難になっている。「人・農
地プラン」を早急に進めてほしい。
若い農業後継者がいない。農業委員会に相談して
いるがうまくいっていない。
一番の原因は少子化である。少子化対策を具体的
に進めるべきだ。

後継者がいなくて農業ができなくなってしまって
いることや少子化の問題は、市全体の問題として
認識している。議会としても全ての分科会で検討
している。
貴重なご意見をありがとうございました。

企業誘致 企業誘致 ４班 河東

企業誘致でどのように会津地域をアピールしてい
るのか。

人材をアピールしている。誘致企業からは、会津
の人は優秀だとの評価をいただいている。さらに
誘致企業からのオーダーに対応している。また、
水がきれいで活用できる。電力が豊富である。こ
の３要件がそろっているので強みとしてアピール
している。近年は災害が少ないことについて訴え
ている。

議会活動

企業誘致

一般質問

企業誘致
１班 謹教

ＩＣＴ利用には格差が生まれる。議会で質問を大
いにしてほしい。

聞き置く。

企業誘致

雇用

企業誘致

雇用創出
１班 謹教

ＪＴ跡地の利用はどのようになっているのか。 ＩＣＴ関連の企業が入り500人規模の雇用を生む計
画である。

雇用 雇用問題 ３班 東山

企業誘致など、若者の働く場所の確保も大切だ
が、賃金が低いので都会へ出て行ってしまってい
る。最低賃金が低いのは問題と考える。

各議員それぞれ問題意識を持っている。

地域経済
地域活性
化

１班 謹教

デパートなど若い人たちが買い物をする施設がな
い。買い物や遊びに市外に出かけてしまう。衰退
してしまうのは当たり前である。魅力ある活気の
あるまちづくりをしてほしい。

市としても会津若松駅前整備の検討を進めてい
る。活性化の問題は、議会全体としても重要な問
題であり、全ての分科会で検討している。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【④ ④ ④ ④ 産業経済産業経済産業経済産業経済にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

防災・安
全

地域経済

防災対策

道の駅

３班 東山

防災や娯楽施設の入った複合的な道の駅をつくっ
てほしい。雇用も生まれる。

設置にはいろいろと条件があると思われるので研
究していきたい。

３班 門田

神明通りにタクシープールをつくってほしい。 要望として伺う。

２班 城西

観光地と言っているのに県合同庁舎前は整備され
ていないのに神明通りは整備をしている。全体の
バランスが悪いのではないか。

神明通りのアーケード整備の３億３千万円の予算
のうち半分は県の負担となっている。中心市街地
の活性化も必要という判断で、議会で予算案を承
認しているのでご理解いただきたい。

熊は元々いるのだが、最近、猪や鹿が増えてきて
それに伴い被害も増えている。特に鹿が牛並みに
大きくなっている。なんとか駆除できないか。な
ぜ熊を守る会などの意見が通ってしまうのか。

今は禁漁区となっているところでも、町の近くは
解除すべきではないかと考えている。猟師も高齢
化が進んでいる問題もある。熊よりも人間の方が
大事であることは間違いがない。（事後処理報告
書Ｐ98）

熊などは、自衛隊にお願いして半分くらいは駆除
してもらいたいと思っている。

ご意見として伺う。

鳥獣対策
（湊）

４班 湊

湊地区全域に熊、イノシシの鳥獣被害がある。被
害に対する考えについて聞きたい。

鳥獣被害に対しては農林課で対応している。大戸
地区の闇川地区では電気柵を設置している。住民
の方からは電気柵の中で生活しているようだとの
意見が出されている。

大戸

中心市街
地

神明通り

鳥獣対策

鳥獣対策
（大戸）

３班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 建設都市計画建設都市計画建設都市計画建設都市計画にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

橋りょう
橋りょう
整備

３班 東山

慶山食堂付近の戸ノ口堰にかかる橋が壊れそうで
危険なので改修してほしい。

現地を調査し確認させていただく。（事後処理報
告書Ｐ99）

下水道
合併浄化
槽

３班 門田

南野団地にある共同合併浄化槽が老朽化してお
り、いつ壊れるか分からない。また、新しく取り
付けた合併浄化槽にも、臭いのひどいところがあ
る。

合併浄化槽の設置については、基本的には臭いが
出ないが、管理は必要である。水質汚濁防止法に
抵触する恐れある。定期点検が必要で、組合に連
絡が必要である。（事後処理報告書Ｐ100）

公営住宅 跡地利用 ２班 日新

自宅の近くに市が借り上げしている土地がある。
昔、市営住宅があったが取り壊しをして、そのま
ま空き地となって放置されている。土地の所有者
が不明となっているようだが、建築課の意見は、
地域の方が花を植えるなど活用してもいいという
ものの、冬場の雪捨て場にしたいと言うとそれは
駄目と言われる。土地の活用について、議会を通
して何とかしてもらいたい。

現地を確認し、事後報告する。（事後処理報告書
Ｐ101）

一箕地区の各町内にある緑地、公園でボール遊び
ができない。子どもが自由に遊べるように議会で
働きかけをしていただきたい。

ケースによりさまざまな事例がある。他の公園に
ついてお聞きしてよいか。

居合団地の公園では、町内会役員が知らないうち
に突然「ボール遊びはできない」との看板が立て
られた。担当課にこれまで同様にボール遊びがで
きるように話しに行ったが結果的には駄目だっ
た。今年からは、小さい子どもはボール遊びがで
きることになり、看板に「小さい子どもはボール
遊びができる」との記載が追加された。公園での
ボール遊びについては、会津若松市と他の自治体
で対応が違っている。

公園管理 ４班 一箕公園
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 建設都市計画建設都市計画建設都市計画建設都市計画にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

公園管理 ４班 一箕

私の町内会にある公園は、近隣住民からボール遊
びについての苦情が市に寄せられ、その結果ボー
ル遊びが禁止になった。

公園におけるボール遊びについては、近隣住民の
理解が必要ということである。

公園管理
（県施
設）

４班 湊

会津レクリエーション公園には小さな子どもが遊
ぶ用具がない。また、公園内のロックガーデンは
管理が不十分である。

県の施設ですので市から県に伝える。（事後処理
報告書Ｐ102）

２班 北会津

今回建設される相撲場が屋外施設であり、利用
するのに適切でないのではないか。雨風をしのげ
る施設にすべきではないか。また、相撲協会では
納得しているのか。

　力士会より1,000万円の寄付をいただき、教育委
員会と会津相撲協会の話し合いの中で、今回のよ
うな形になった。付帯設備の問題等や冬場の使用
に関しても、今後、考えていかなければならない
問題と認識している。

２班 城西

相撲場建設に当たり、土壌改良が必要とあるが地
質に問題があるのか。

地質が汚染されているということではなく、地盤
が弱かったので土壌改良が必要とのことである。

１班 神指

国道118号若松西バイパス工事に伴い、市道神3-54
号線を大型トラックが走行し、道路の傷みが激し
い。
西バイパス完成後、この市道の整備補修は行われ
るのか。

担当課に現場の把握状況と今後の補修の考え方に
ついて確認する。（事後処理報告書Ｐ102）

２班 日新

けやき通りの道路補修が今年の春先にあった。道
路幅の半分だけきれいに舗装されて、半分は昔の
ままである。どうして、全部一緒にきれいに舗装
しなかったのか。

現地を確認し、事後報告する。（事後処理報告書
Ｐ103）

国県道の
整備

２班 北会津

阿賀川新橋梁につながる神指地域の道路整備及
び、オリンパス通りから国道49号につながる循環
道路の整備はいつ完成するのか。完成を急いでほ
しい。

　道路予定地の地権者の理解を得られていない現
況にあり、工事が進んでいない状況にある。完成
時期については未定である。

公園

運動施設

公園

相撲場

公園管理

道路

維持補修
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 建設都市計画建設都市計画建設都市計画建設都市計画にににに関関関関することすることすることすること】】】】

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

３班 大戸

すでにできあがっている会津縦貫北道路で交通量
の調査をしているが、何のためなのか。また、会
津縦貫南道路の進捗状況はどのようになっている
のか。

交通量調査に関しては担当に確認してから事後報
告する。会津縦貫南道路については、パンフレッ
トができあがっているので、都市計画課から取り
寄せてお渡しすることにする。トンネルは３工区
に分かれていて、１工区は国道118号若松西バイパ
スを活用するようである。（事後処理報告書Ｐ
104）

災害復旧 ４班 一箕

台風21号による滝沢峠の路肩の崩落について、復
旧はどのくらいかかるのか。

国の補助金で行う事例、市単独で行う事例があ
る。事後処理報告でお伝えする。（事後処理報告
書Ｐ105）

道路拡幅 ３班 門田

西年貢から小金井小学校に抜ける道路が狭い。子
どもたちが怖い思いをしている。雪が降り積もる
と、田んぼの方に逃げなければならない。

東側の拡幅が必要と認識している。要望として受
け止め、現地調査確認する。（事後処理報告書Ｐ
106）

道路

交通安全

道路拡幅

信号機
３班 門田

国道118号の道路拡張工事をしているが、神明通り
の道路拡張はしていない。会津若松郵便局とザベ
リオ学園の上の交差点について、交通渋滞緩和の
ため、信号機の連動が必要である。

福島県公安委員会の所管である。その状況を伝え
ることはできる。（事後処理報告書Ｐ89）

道路拡幅
（徳久・
御山）

３班 門田

徳久へ行く道路が通学路となっているが、狭く
なっている。国道118号工事完了後、拡幅になるの
かと思っていたが、今年中に工事が終了しない。
冬期間が非常に心配である。

現地調査する。20年前から要望している。樋川議
員が質問している。（事後処理報告書Ｐ106）

道路拡幅
（四ツ
谷）

４班 湊

国道294号の四ツ谷付近は道路の幅が狭いため歩道
が設置されていない。中学生が自転車で通学する
際は車道の端を走行しているが、大型車が通ると
見ていて危険だと感じる。

以前からの課題として議会も認識している。
道路

道路
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 建設都市計画建設都市計画建設都市計画建設都市計画にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 神指

若松西バイパスができると、市道幹Ⅰ-20号線が死
に線になると説明会で聞かされた。
バイパス開通後、この路線はどのようになるの
か。

本路線の今後のあり方について担当課に確認す
る。（事後処理報告書Ｐ107）

３班 門田

（議会側からの「面川・沢地区の通行止めの状況
について聞かせてほしい」との問いかけに対し
て）
通行止めにはなっているが、別の上からのルート
は通れているようです。

現地確認し、早急な復旧を要望する。（事後処理
報告書Ｐ107）

道路整備
（中央H会
津U）

４班 一箕

会津中央病院から会津大学に至る道路建設につい
ての進捗状況について伺いたい。

議会は、担当課から「道路の建設については関係
者との協議のもとに平成31年度目標に進める」と
の説明を受けてる。

都市計画
市街化区
域

４班 河東

前回の意見交換会で若者の定住について話があっ
た。若者の定住に向けて宅地開発を行うべきと考
えるが、市街化調整区域は住宅が建設できない。
改善は可能なのか（河東・湊地区に公営住宅
を）。

市街化調整区域については、県から会津若松市に
認可が移ることになる。下荒久田地区は方向性が
出されている。河東・北会津地区では要望が上
がってこなかった。担当の委員会で継続して検
討、調査をしていきたい。

道路

道路管理
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 教育文化教育文化教育文化教育文化にににに関関関関することすることすることすること】】】】

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

環境整備 １班 謹教

小中学校にはエアコンを設置すべきである。 保健室への設置は進んでいる。

旧学校跡
地

４班 湊

湊の旧赤井小学校の跡地利用について駐車場とし
て開放できないか。

旧赤井小学校跡地については、底地が整理されて
いないことから、すべてが市の財産にはなってい
ない。底地の整理が必要となる。なお、教育委員
会が所管してる。

統廃合 １班 謹教

行仁小学校と鶴城小学校は統合すべきであった
が、なぜ統合できなかったのか。

小学校は地域の核として、地域の拠点としての重
要な役割がある。議会としては統合すべきという
声はほとんどない。

２班 北会津

今回建設される相撲場が屋外施設であり、利用
するのに適切でないのではないか。雨風をしのげ
る施設にすべきではないか。また、相撲協会では
納得しているのか。

　力士会より1,000万円の寄付をいただき、教育委
員会と会津相撲協会の話し合いの中で、今回のよ
うな形になった。付帯設備の問題等や冬場の使用
に関しても、今後、考えていかなければならない
問題と認識している。

２班 城西

相撲場建設に当たり、土壌改良が必要とあるが地
質に問題があるのか。

地質が汚染されているということではなく、地盤
が弱かったので土壌改良が必要とのことである。

運動施設

公園

相撲場

公園管理

学校施設
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２２２２．．．．地区別地区別地区別地区別テーマでのテーマでのテーマでのテーマでの意見交換意見交換意見交換意見交換についてについてについてについて
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第19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

謹教
地区の安心・安全の課
題

○テーマ設定の理由、背景
　日常のさまざまな困りごとなどの地域（まち）の課題を解決するために意見交換のテーマ
とした。

○主な地域課題
　地区町内会の人口減少・高齢化による役員のなり手不足や、町内会館がないなどの意
見があり、地域内分権を進める上での課題が見えてきている。

Ｐ35

城北
安心で住みやすいまち
づくり～コミュニティ・
いっ水・雪・公共交通～

○テーマ設定の理由、背景
　前回のテーマが高齢者に関する諸問題であったが、そのテーマに基づいた意見の中
で、除排雪や公共交通の問題も併せて出されたことから視点を広げて、安心安全で住み
よいまちづくりの観点から広く意見を聴取することとした。

○主な地域課題
　前々回４班が担当した謹教地区では、地区内の地図を用いて、除排雪の問題をグルー
プワークで洗い出す手法で意見交換が行われたことを評価する意見があり、今後も一つ
一つの問題発見のみならず、個々の問題から課題を設定して継続的な対応を講ずること
ができるようにしたい。
　地区内における通学路の安全確保の観点から踏切の拡幅・隧道設置という大掛かりな
要望が出されたことから、地区内の意見を取りまとめ、地区住民の総意として当該事項に
係る要望書の取りまとめを行うよう促した。
　生活困窮者における葬祭のあり方について、「これまで利用できた市の格安の葬儀がで
きなくなった。民間業者に頼むと多額の費用がかかってしまう」「葬儀や火葬ができずに町
内会による負担が発生し、町内会では賄いきれず、個人負担となった」との声が寄せられ
た。

Ｐ36

１班
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第19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

１班 神指
公民館を拠点とした地
域づくり

○テーマ設定の理由、背景
　神指地区においては、これまでの意見交換会においても神指分館の公民館昇格の要
望があるが、名称や設備の要望以外に、住民からどのような要望があるのか、また、今後
どのように活用していこうとしているのかなど、神指地区における住民福祉の向上のため
の神指分館のあり方等を議論するためテーマとした。

○主な地域課題
　人口減少が進む中で、地区として神指分館を活用した活性化を図ろうとしている。神指
分館の施設整備の要望が継続して出されている。

Ｐ37

２班 城西 除雪・排雪と空家対策

○テーマの理由、背景
　城西地区にはせまい道も多く、除雪排雪問題は大きな課題となっている。さらに、空き家
も増えてきており、その周辺の除雪のみならず、防犯や防災の点からも不安を持つ地域
住民が多くなってきている。

○主な地域課題
　城西地区には古い市営住宅も多く、その空き家であったり、除雪についての意見があっ
た。

Ｐ38
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第19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 地域公共交通のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　北会津地域は、公共交通の空白地帯があることや公共交通の利便性が悪いことから、
昨年度から公共交通のあり方を考えてきた。平成30年４月から新しい公共交通が始まるこ
とや、お試し運行が始まることから、地域公共交通の運行に係る意見交換が大切と考え、
テーマとした。

○主な地域課題
　北会津地域は、中心地街から離れており人口密度も低い地域であり、地域特有の問題
意識が強い。地域内分権、公共交通のあり方、道路整備、公民館、子どものための施設
等の要望がある。コンパクトシティでは解決できない問題意識がある。

Ｐ40

日新
空家対策と街の小さな
拠点づくり

○テーマ設定の理由、背景
　前回の第18回市民との意見交換会のテーマと同じであり、今後の高齢化社会が進展す
る中で、空家が増えていくことが確実視されており、さまざまな問題の発生が予想されるこ
とから設定した。

○主な地域課題
・空家のアンケート調査から結果が出るまで時間がかかった。今後は、行政と各町内会が
キャッチボールをして、うまくかみ合いながら、地域へフィードバックして定期的にこの取り
組みを進めていくべきである。
・空家の草刈など、地域で対応しなければならない現状がある。ある程度は地域で面倒を
見なくてはいけない。
・今後、空家が増えていくと町内の役員をする人が居なくなり、町内会が成り立たなくな
る。
　【その他の主な意見等】
・東京地区で、空家になると夜が暗くなるので防犯対策も兼ねて、行政が空家に街路灯を
設置している。ぜひ、本市でも取り組むべきである。

Ｐ42

２班
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第19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

○テーマ設定の理由・背景
・地域防災組織の組織化が進んでおり、その現状を確認するとともに、見えてきた課題を
整理する。
・地崩れなど、地区の特性から発生が予想される災害指定があるため、その対策を検討
する。

○主な地域課題
・平成27年に設置された慶山自主防災会における地区自主防災組織の活動内容や、解
決未定の地区の問題点などが報告された。

Ｐ45

大戸 地域の情報化の推進

○テーマ設定の理由、背景
　情報化の推進の問題は長年の地区の課題であり、前回も同じテーマであったが、その
後、地区の方と情報政策課との意見交換会などがあったことから、改めて地域の方のご意
見をいただくことでその課題解決につなげるため、テーマとして設定した。

○主な地域課題
　光通信による情報環境の整備に対する強い要望が出され、地域住民のみならず、イン
バウンドおよび観光客のためにも早急な整備が必要であることが、参加者における共通
認識の課題として見受けられた。
【その他の主な意見等】
・Ｊアラートに対する放送設備の必要性　など

Ｐ48

３班
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第19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

３班 門田
地域づくりと子どもの居
場所づくり

○テーマ設定の理由、背景
　門田地区は地域づくりのモデル地区に指定されているが、大人、子ども、高齢者の連携
は、まだ十分ではない。また、小学校区が３つあるので、地区全体の取り組みの連携が難
しい。門田地区は住民も多く、課題も多い。

○主な地域課題
・行政区を小さな単位に分けてほしい。
・南公民館を中心に、地域づくりと子どもの居場所づくりに取り組んでいる。放課後子ども
教室のあり方について検討してほしい。
・小金井小学校区に、コミュニティセンターを整備してほしい。
・門田地区の良さを確認し、教育内容につなげてほしい。
　以上のような地区のさまざまな課題についてご意見をいただいた。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。

Ｐ50

４班 一箕 子育て支援

○テーマ設定の理由、背景
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意見そして問題を抱えて
いるのか分からないところがある。今回、住民の方から教えていただいた視点を今後掘り
下げていくことで、議会が本市の子育て支援について政策に反映できるようにテーマを子
育て支援に設定した。

○主な地域課題
・子ども子育ては広い課題である。
・２人目が欲しいが、産休、育休が充実していないのであきらめている。共働き世帯は、働
かざるを得ない。
・不登校の生徒が増えている。特に３年生が多く、中には兄弟で不登校になっていること
もある。
・福祉の制度を知らない家庭がある。子育て相談の窓口が分からない。

Ｐ53
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第19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

４班 河東 子育て支援

○テーマ設定の理由、背景
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意見そして問題を抱えて
いるのか分からないところがある。今回、住民の方から教えていただいた視点を今後掘り
下げていくことで、議会が本市の子育て支援について政策に反映できるようにテーマを子
育て支援に設定した。

○主な地域課題
・来年から河東学園小学校に中学校が併設されるため、部活動や学習面での小中学校
の連携を期待する声がある。
・河東地域の特殊性がある。広田地区は住宅街があり、子どもが自然に公園に集まり遊ぶ
が、他の地区は集落が離れており、子どもが数人しかいないため遊ぶ相手がいないなど
の問題がある。
・下校時間が異なるため、低学年と高学年の交流が少ない。

Ｐ60

４班 湊 子育て支援

○テーマ設定の理由、背景
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意見そして問題を抱えて
いるのか分からないところがある。今回、住民の方から教えていただいた視点を今後掘り
下げていくことで、議会が本市の子育て支援について政策に反映できるようにテーマを子
育て支援に設定した。

○主な地域課題
・若い人が地域に残るための政策を考える時期ではないか。
・湊小学校は人数が少ないので行事は全員参加となっている。先生が一人一人の児童を
よく見ていただいている。
・子ども２人が湊しらとり保育園に通園している。子どもの遊ぶ場所が不足している。
・地区には同級生が１人か２人しかいない。湊地区に遊ぶ場所をつくっていただき、親と
子どもが交流できる場所があればよい。

Ｐ65
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第19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

鶴城
県立病院跡地利用と地
域づくり

○テーマ設定の理由、背景
　県立病院の跡地利用について、これまでも市民との意見交換会で意見が出されていた
が、市が取得する方向が示されたことを背景に、鶴城地区では要望書が出され、跡地利
用について具体的に動き出したこともあり、改めてテーマとした。

○主な地域課題
　県立病院跡地に何を造るのかだけではなく、市は市全体のビジョンの中で､県立病院跡
地にどのような機能を求めているのか､大まかな方向性の提示をして市民意見を募らなけ
れば､受ける市民も困惑するといった意見が出された。地域の課題というより、市のまちづ
くりという視点で、意見が出された。

Ｐ69

町北・高野
少子高齢化対策と地域
活性化

○テーマ設定の理由、背景
　本市は、毎年1,000人程度の人口減少が続いており、町北・高野地区においても永和小
学校や第六中学校の児童生徒数も減少しており、地元に就職する若者が少ない状況に
ある。こうした状況が進めば将来的に生産年齢人口が減少し、これまで通りの生活を送る
ことが困難となってくる。農村地域や会津アピオが混在したこの地区において、人口の維
持を図り、若者が定着する地域を創り上げなければならないという思いからこのテーマを
設定した。

○主な地域課題
　会津若松インターチェンジ周辺は賑わいがあるものの、農村地域では就職先がないな
どの理由により若者が定着せず、将来に大きな不安を感じている。農業の振興を図るた
めには、担い手の育成を図る必要がある。そのためには、農業に従事しない農家の農地
の集積化を図るとともに、土地利用型作物や園芸農業を推進しながら、収益の確保を図
れる農業を推進する必要がある。
　また、生産組合など、地域農家が役割を分担しながら集団農業を行う仕組みづくりも重
要である。
　農村地域の若者が地元に定着するため、企業誘致を進め、雇用先の確保を図らなけれ
ばならない。

Ｐ76

５班
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第19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

５班 行仁 除雪・排雪のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　地区内の高齢化による除雪・排雪のあり方の変化、また狭隘な道路による歩道の確保
は、子どもたちの通学路の安全対策のために取り組む必要があることから、地域課題とし
て重要な問題であるため今回も除雪・排雪を課題にテーマとした。

○主な地域課題
　地区内の狭隘な道路において、地区内の協力体制はあるものの、雪置き場に苦慮して
いることが大きな課題となっているという意見が多く出された。地区内の見守り、協力体制
を活かせるためには、雪置き場がないことが地域課題となっている。そのために、雪置き
場として遊具のない、緑地公園の利活用を望むご意見が多くあった。

Ｐ80
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区の安心・安全の課題について

謹教地区における「地区の安心・安全の課題」について意見を伺い
たい。

空家対策はどこまで進んでいるのか。町内の役員会を開きたいが町
内会館が無く困っている。空き家を利用できないか。

空き家の幅広い利活用を求めていくことを議会としても提案してい
きたい。

町内の運営が困難になってきている。役員のなり手がおらず会長は
苦労している。現在町内は23軒で70、80、90歳の独り暮らしが多
く、これから５～15年で町内会が無くなってしまう高齢化のまちで
ある。これからどうなるのか心配である。魅力あるまちづくりを真
剣に考えていかないといけない。

ご意見として伺う。

少子化で子どもがいなくなってしまう。40歳で独身の人も多い。市
から出たら帰ってこなくなる。

ご意見として伺う。

市の区長会対話集会において防災について要望をした。危機管理課
は、自主防災の設定を望んでいるが地区での防災組織を作ること
は、困難である。市で助成をして進めていくべきだ。

大事なことであるので市民自らが防災の意識を持って行動を起こし
てほしい。議会としても研究提案していきたい。

前々回の意見交換会で地図を広げて除雪の問題を解決する方向に導
いてくれたことに良くやってくれたと評価する。しかし雪溜め場を
どうするかとの課題もあり、除雪の仕方についても業者との話し合
いがうまくいっていない。

町内の方たちの対応が良いのでうまくいっている所もあるが、地区
での問題は、行政・業者との話し合いを重ねていけば改善できるこ
ともある。議会としても改善できるよう意見交換会のあり方をさら
に、工夫していきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

① 謹教地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒
安心で住みやすいまちづくりについて～コミュニティ・
いっ水・雪・公共交通～

参加者の皆さんから今回のテーマの安心で住みやすいまちづくりに
ついて発言をお願いしたい。

金川町田園町のコミュニティバスは１日14～15人程度の利用がある
が、危機感をもって今後の運行についてやっていきたい。地域づく
り課の職員には本当に感謝している。

地域交通優良団体大臣表彰おめでとうございます。地域住民の皆様
の熱意の賜物であり、敬意を表する。

子どもたちの通学安全のために新城踏切の拡幅と富士の湯下の隧道
を設置するよう働きかけをしてほしい。

今後地区内の合意を図って議会に対して陳情を出してほしい。
(手続きを説明)（事後処理報告書Ｐ108）

この要望は出てきて間もない。今後地区区長会として合意形成に努
めていきたい。

(民生委員・児童委員の方から)町内で認知症の理解、高齢者の見守
り講座を行った。二次元バーコード対応など情報機器の活用を広げ
ていきたいとの話だったが、持っていない方や使えない方も多い。
配慮してほしい。ダイアル式固定電話の高齢者からプッシュホン式
のガイダンスの対応ができないと苦情が寄せられた。

そのような事案があることを受け止める。

生活困窮者の高齢の方が亡くなった時に、これまで利用できた市の
格安の葬儀ができなくなった。民間業者に頼むと多額の費用がか
かってしまう。

生活困窮者の葬儀のあり方については、制度のあり方も含め文教厚
生委員会において注視していく。

以前、お金も身寄りもなく、葬儀火葬すらできない方が町内に出
た。18万円かかったが町内費で賄えず私が払ったがどこからも返っ
てこない。

切実な事例として受け止める。

（最後に企画政策部の資料を基に会津若松駅前整備のあり方につい
て説明し、住民からは納得の反応があった。）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

② 城北地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 公民館を拠点とした地域づくりについて

　神指地区における「公民館を拠点とした地域づくり」について意
見を伺いたい。

（冒頭、区長会長より神指分館における調理場の改修要望について
発言があり、以降、地区の住民から意見が出された。）

毎年要望しているが、市は調理場ではなく「洗い場」「湯沸かし
室」と言っている。
地区での利用に当たっての認識の差を感じる。

廊下まではみ出して調理をしている。また、入口のそばにトイレが
あり不衛生である。

毎月そば打ちを実施しているが、調理場が狭いため外でそばを茹で
ている。公民館事業として不便を来している。

各区長を通して「中央公民館・神指分館の調理場の改修整備の署
名」を実施し、今までやったことのない行動を行った。これは神指
地区の総意である。

調理場の拡張に当たっては、調理場の裏側が空き地になっているの
で、そこを活用したら良いのではないか。

地区において調理場の拡張を望む声が多いことを痛感した。署名に
ついては、後日直接市長へ手渡しをお願いしたい。また、議会へは
陳情・請願という形で対応をお願いしたい。
※現場を確認する。（事後処理報告書Ｐ109）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③ 神指地区（１班）
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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・排雪と空家対策について

（除雪・排雪と空家対策の資料に基づいて説明）
ご意見があればご発言いただきたい。

館脇会館に館馬町側の空き家から栗の木が伸びてきている。どうい
う対応をすればいいのか。

危機管理課が窓口となっているのでご相談いただきたい。

市営住宅の空き家がある。老朽化も進んでおり、防災面からも大変
危険である。まず、市の財産である市営住宅から対応すべき。

意見として伺う。

市営住宅には高齢者も多く、市道と市営住宅の管轄が異なり除雪時
間が違うことから、デイサービスの車が入ってこれない。

要望や苦情も含めた窓口の一本化を実現し、そこから道路維持課や
建築課に伝えられるように、議会としても研究を進めていく。

雪の塊を家の前に置いていかないようにしてほしい。 意見として伺う。

市道の除雪で遅い場所がある。通学路になっているので午前７時ま
でに終わらせてほしい。

（事後処理報告書Ｐ110）

地区と業者との打ち合わせの前に地区と行政で意見交換をすべき。
地区ごとの状況を把握し、管理してほしい。

意見として伺い、議会としても研究を進めていく。

都市計画課で開発許可を出した場所について、どこが管理するの
か。今まで雪溜め場だった場所が開発によって使えなくなった。地
域の状況と併せながら開発すべき。

意見として伺う。

空き家に空き巣が入った。教えてやりたいが連絡先が分からない。
空き家に対する窓口をつくってほしい。

空き家に関しては危機管理課が窓口になっている。

除雪機購入の補助金もある。要望だけではなく自分たちでやること
も大事である。敬老祝い金をやめて、身近な補助に使うべき。

意見として伺う。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④ 城西地区（２班）
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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・排雪と空家対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④ 城西地区（２班）

柳原は城西地区で一番川下の地区であり、冬場側溝にみんなが雪を
捨てると、側溝があふれてしまう。

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　⇒ 地域公共交通のあり方について

（平成28年３月に策定された会津若松市地域公共交通網形成計画の
概要について資料をもとに説明した。）
　北会津地区における「地域公共交通のあり方」について意見を伺
いたい。

　デマンドバスの運行について、市からチラシが配布されたが、会
津西病院や西若松駅までの運行時間が１時間以上かかり、デマンド
バスの利用は不便で使用できないのではないか。

　今回のお試し運行は全ての地域を回る計画であり、実際は前日の
予約を得て５人程度を乗せて不定期に走るので、運行時間はあまり
かからないと考えている。

西若松駅までデマンドバスで行けば、西若松駅から多くの方面に
バスが運行はしているが、運行の便数が少なく利用するのが不便で
ある。将来、西若松駅がハブとしての機能を充実すれば便利になる
と考えている。しかし、現時点でデマンドバスを取り入れることは
無理と考える。
　障がい者の移動手段はどうするのか。
高校生の通学の移動手段はどうなるのか。現在のピカリン号につ

いては、夏と冬や昼と朝夕では乗客の状況が違う。それぞれに対応
することが必要である。
金川町・田園町のデマンドバスの方法を北会津地域に適応させる

ことは、地域性の問題があり、同じ方法では機能しないと思う。
ピカリン号がなくなると観光にも影響するのではないかと危惧し

ている。
玄関から玄関までの運行でないと使用できないのではないか。工

夫してほしい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑤ 北会津地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域公共交通のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑤ 北会津地区（２班）

　（地域委員会の方の意見）
デマンドバスについては、去年から地域委員会で協議してつくり

上げた。問題全てを解決することは不可能なので、まずは交通弱者
（高齢者等）を対象に運行することを念頭に考えたものである。
バスの定員は８人なので最高でも８カ所しか回らないので、運行

時間は１時間を要することはない。
停車場については、将来的には玄関から玄関までの運行を考えて

いる。
　冬場の問題もあり、冬にもお試し走行することも考えている。
金川町・田園町のデマンドバス方式とは全く異なるもので、北会

津の地域性を考慮したものである。
　観光客はバス利用の実績がないことが検証で分かっている。

　公共交通空白地域では、ぜひ、公共交通が必要である。
今回のデマンドバスは、福祉関係は別として、自立できる高齢者

の支援のために始められた公共交通であると理解している。

デマンドバスのお試し運行に関する、市の配布物の内容が分かり
にくい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 空家対策と街の小さな拠点づくりについて

（空家等に関する町内アンケートの結果と社会福祉協議会の取り組
み内容について資料に基づき説明させていただき、その後に地域の
課題・現状について意見をいただいた。）
日新地区における「空家対策と街の小さな拠点づくり」について、
意見を伺いたい。

空家の調査について、ようやくまとまってきたようである。今後の
再調査はどうなるのか。集約までの時間を考えると、定期的に３年
おきぐらいに取り組んでいき、すぐ地域へフィードバックできるよ
うに地域と行政がキャッチボールをやって、うまくかみ合って取り
組んでいかなければいけない。そこに、議会も積極的に取り組んで
いってもらいたい。

市内で、他市のように危険な建物について、行政代執行のようなこ
とを実施したことはあるのか。

現時点で、代執行の実施はない。まず、周辺に影響を与える特定空
家の確定に取り組んでおり、まずは指導から勧告、その後に所定の
手続きを経て代執行となる。

謹教地区の空家で、いつ倒れてもおかしくない建物があったと聞い
ているがどうか。

市の危機管理課で現地を確認した。土地と建物の所有者が違うこと
から、継続して対応していますが取り壊しには至っていない。危険
な建物であることから、立ち入り禁止と注意喚起の表示をしてい
る。

まちなかの中心市街地に空家がある現状は、景観上からすると好ま
しくない。なるべく早く解消するべきである。

相続放棄している建物などもあり、すぐに解決できない所も結構あ
る。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 日新地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 空家対策と街の小さな拠点づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 日新地区（２班）

市の空家等対策協議会を複数回開催しているようだが、その中で具
体的に指導や勧告などの取り決めが決まったものはあるのか。
空家の調査をするために、危機管理課で予算化して２人の調査員が
動いていると聞いたが、進捗はどうなっているのか。

　特定空家について実態把握を進めているが、指導や勧告までには
至っていない。まだ始まったばかりである。また、協議会について
は、不動産の専門家や司法書士など各専門分野から参加して始まっ
た会議である。その中で、問題のある建物について点数化して、基
準を設定することで指導しやすくなるものを策定した。
　専門調査員の最新の調査状況では、空家が1,446戸、周囲への悪
影響や危険を及ぼす空家が446戸ある。そこから、対応が必要な建
物が170戸と当初よりふえており、具体的な対応はこれからであ
る。

地区内に空家はあるものの、持ち主を把握しているし、連絡先も分
かっている。ガラスが割れれば連絡して改修してもらっている。あ
る程度は町内で把握することも大切ではないか。

ご意見ありがとうございます。

２人暮らしの高齢者宅で２人とも亡くなると、その後、その家には
まず誰も住むことはなく、そういう家が増えていくと町内会を担う
人がいなくなり、町内が成り立たなくなる。町内会維持の問題とし
て課題になってくる。

ご意見として伺う。

町内に雑草が繁茂している空家があり、町内で草刈りを実施してい
る。ある程度は地域でも立ち上がって空家の状況を把握して面倒を
見て管理するべきである。

ご意見ありがとうございます。

空家等対策協議会に議員は参加しているのか。議会も協議会に参加
して意見提言するべきではないか。

基本的に、行政が設置する協議会に行政側の要請で議員が入ること
はない。過去にはあったようであるが、議会は行政を監視する立場
ということからなくしたようである。

東京に行ったときに、知人からいい取り組みを聞いた。それは、空
家になった所に市が必ず街路灯を設置するとのこと。空家対策と防
犯対策としても、本市で取り組んでみてはどうか。

参考にさせていただく。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 空家対策と街の小さな拠点づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥ 日新地区（２班）

空家等を地域住民の活動・交流拠点として利活用するという社会福
祉協議会の取り組みの条件を満たして申請した実績はあるのか。

まだない。できたばかりの取り組みであり、予算としては年間６件
分くらいの実施を予算化している。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 災害対策について

区長協議会の会長から、地域の防災組織と現状について報告をいた
だきたい。併せて、災害対策について今取り組もうとしている町内
会の区長さんからも報告をいただきたい。

（会長より）慶山自主防災会においては、創設以来、毎年防災訓練
を実施している（今年は10月15日に訓練を開催）。現在、飯盛
ニュータウン、飯盛山団地で組織立ち上げが話し合われている。

平成27年度に自主防災組織である慶山自主防災会を立ち上げ、毎年
防災訓練を実施してきた。今年は10月15日午前７時より約140名参
加のもと開催した。砂防ダム建設予定地の決壊を想定した要支援者
のための避難訓練であった(４名の要支援者と４名の擬似要支援
者：訓練による悪化を防ぐため）。東山小学校への避難であった
が、ここは土砂災害警戒区域であり避難場所にはならないので、今
後は現実を想定して、若松第二中学校や行仁小学校への避難も検討
する。

飯盛ニュータウンでは、高齢化が進み、何かあったときにどう助け
合うかについて考えなければならないとの共通認識は持っている。
災害にはさまざまあり、対応もさまざまである。助け合おうという
思いはあるがなかなかうまくいっていない。11月18日に地域包括支
援センターや市等の関係機関とともに、役員・組長合同の意見交換
を実施する。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 東山地区（３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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 東山地区（３班）

飯盛山団地は最も高齢化が進んでいる地区である。土砂災害危険箇
所指定となり、住民が集まれば慶山地区のような防災組織等が話題
にはなる。危険区域である町内会館への避難はありえない。11月25
日に、地区役員、組長、民生委員・児童委員、地域包括支援セン
ター、危機管理課合同の意見交換会を予定している。警戒区域では
ないので焦る必要はないという雰囲気もある。また、新たな防災組
織は町内会組織とは別組織となるとの認識も持っている。
町内の課題は野良猫対策だったが、災害対策のためには、町内会の
人同士の交流が必要だと考え、飯盛ニュータウンとの役員同士の交
流会を実施した。

慶山地区は消防団員が足りないので、飯盛ニュータウン地区から消
防団への加入をお願いしたい。

消防団員の出動手当は１回につき1,500円であるが、出動し、市役
所に請求しても満額支給されず、３割程度と聞いている。正当に支
払われなければ、出動意欲がなくなる。また、出動しないと退職金
は支払われないという話もあるので、入団意欲が損なわれている。
災害があった場合、誰が協力するかといえば消防団であるが、若い
人もいない状況であり、勧誘してもなかなか入っていただけないの
で困っている。

議会としても消防団員が確保できないことは重要課題と捉えている
が、現状は、出動手当の単価が安いと考える。責務に対する報酬で
ある出動手当については善処を求めてきたが、実情を調査し報告さ
せていただく。（事後処理報告書Ｐ111）

消防団への加入方法が分からず、加入推進活動ができない。 （事後処理報告書Ｐ111）

大災害が起これば何といってもボランティアや消防団の活動が重要
である。地域を守り地元のために協力しようという精神は、小さい
時から地域で育てていかなければならないとも考える。

自主防災組織の立ち上げには消防団の参加が必須である。消防庁か
らの防災関連備品の無償貸与の条件ともなっている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦ 東山地区（３班）

ハザードマップで見ると、避難場所である東公民館と東山小学校が
土砂災害警戒区域に指定されているのはおかしい。砂防ダムができ
るまでは避難場所を変更するべきではないか。
慶山地区としては、避難場所について２年ぐらい前から市のほうに
頼んでいるが、「考えましょう」と言いながらいまだに回答がな
い。「町内の独自案を示してください」と言われた。避難場所とし
て行仁小学校と第二中学校を検討したが遠い。避難場所へは車で行
くことになると思うが、そのためには広い場所が必要である。広い
場所としては、東部公園もあるが屋外であり、屋内施設のセブンイ
レブンでは狭すぎる。避難場所については引き続き検討中である。

御薬園東町内会では、災害対応について話し合いをしたことがない
ので、何をどうしていいか分からない現状にある。今後起きるであ
ろう大小さまざまな災害に対応できるように大きなプロジェクト
チームをつくって研究してほしい。そこでの成果が災害に向き合う
契機になるかもしれない。

提案のような災害のケーススタディ(事例研究)によって、自らの地
域を考えることにつながる可能性があると思われる。実際の災害時
に地域活動を機能させるには防災組織が必要である。そのために
も、行政の丁寧な説明が必要であると考える。

急がなければならないのは避難場所の決定である。避難場所や施設
が行政区を超えているので、行政区を越えた協議・意見交換の場を
設定してほしい。

行政区を越えた対応として、リオンドールとは避難場所の提供や生
活物資の支援についての災害時応援協定を結んでいる。(生協など
も)

東山ダム西側の道路は土砂崩れ箇所があり３年余り通行止めとなっ
ているので解消してほしい。地域の子どもたちの自然観察に活用し
てきた経緯があるため、国や県に要望はしている。日光市は２年で
災害復旧した。

ご意見として伺う。

千石ニュータウン第二区の中央を流れる川もたびたび氾濫している
ので、現地確認してほしい。

（事後処理報告書Ｐ112）
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本日は、前回と同様、「地域の情報化の推進」について、皆様のご
意見を伺いたい。

光ファイバーの整備が全く進んでいないが、進捗状況および予算は
どのようになっているのか。

６月に情報政策課と大戸地区の皆さんとの意見交換会があり、34名
の方に出席していただいた。そこから大きな進展がないが、市とし
ては前向きな検討はしている。予算については、これからというこ
とになる。

前回の意見交換会でも、光ファイバーの整備について同じようなこ
とをお願いしたが、全く進展がないのにはがっかりしている。

関西ブロードバンド株式会社が大戸地区にFon Wi-Fiの設置を始め
たと聞いているが、整備終了までには５～７年かかるようだ。目に
見える進展を求めて、12月定例会の一般質問で取り上げるようにし
ていく。

芦ノ牧温泉でも一部でWi-Fiが整備されているが、３～４名がアク
セスするとパンクしてしまい、お客様より旅館に苦情が出ている。
それでは、今後芦ノ牧温泉が観光地としての選択肢からはずれてし
まう。３年も５年も待ってはいられない。

外国人観光客がまだまだ少ないと認識している。インバウンド対策
としても、Wi-Fi環境はなくてはならないものだと考えていること
から、議会としても、早急の整備を強く要望していくようにする。

なぜ、ＮＴＴとの交渉をしないのか。知り合いに関係者がいるが、
相談があれば一定の対応をすると言っている。

ＮＴＴは下郷地区で光ファイバー整備をしたが、今は採算がうまく
取れていないため、他の地域で同じようなことにならないように慎
重な姿勢を見せている。ＮＴＴとしては採算が合わない限り、整備
をするような状況ではないと聞いている。

湊地区ではテレビを活用した実証実験が始まったようだが、大戸地
区も同じように情報化をどんどん推進していってほしい。そのため
にも国や県の事業費を活用するように働きかけてほしい。

市としての支援をするよう要請するが、整備をしたあとの利用につ
いて、地域でさらに考えていただきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 大戸地区（３班）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧ 大戸地区（３班）

光ファイバーの整備はいつまでにできるのか。それについてはいつ
までに回答がもらえるのか。結局、大戸や湊に住んでない人にはそ
の不自由さが分からないのではないか。だからいつまでも整備がで
きないのではないか。

市長と議会は二元代表制を取っているために、議会には執行権がな
く、ここではお答えできないことは理解していただきたい。その上
で、できるだけ早く整備できるように、市長および市当局に働きか
けていく。

先日もＪアラートが鳴ったが、大戸地区には公共の放送設備がない
ために、個別に対応するしかない。そのためにも光ファイバーが必
要だということだ。

市民の安心・安全な生活を守るのが大切であることは十分に認識し
ている。情報はすぐに伝わらなければ意味がないので、不便さの解
消に向けて努力していく。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域づくりと子どもの居場所づくりについて

今日は、地域づくりと子どもの居場所づくりについて、皆様のご意
見を伺いたい。

名張市に調査研修に行ってきた。現在門田地区は、子どものため
に、54地区の子どもを集めて、子ども祭りを行っている。おみこ
し、盆踊り、おはやしをするという考えがある。南公民館の西側の
広場は、雨が降ると行事が何もできないので整備してほしい。敬老
会、文化祭も人が集まらない。子どもが集まらない。大人、子ど
も、高齢者の連携がうまくいっていない。南チャレンジキッズなど
公民館中心に行っているが、なかなか集まらない。いろいろな取り
組みをして、地域づくり、子どもの居場所づくりをしている。小学
校が３つあるので連携が難しい。全体的に取り組んでいかないとい
けないと思う。いろいろとチャレンジしているがうまくいかないの
で、市議会からの意見をいただきたい。門田地区は、地域づくりの
モデル地区に指定されているので、それを含めて活性化を行ってい
きたい。

門田地区は、市内で人口が多い地区である。いわゆる新しい住民も
急速に増え、地区全体で、人間関係の希薄さもでてきているのでは
ないか。地区の特殊性を踏まえ、どのように全体をまとめていきた
いというような考え方を検討していきたい。公民館の西側の広場に
ついては、確認する。（事後処理報告書Ｐ113）

門田地区には小学校が３校ある。飯寺地区は10区あり、そのうちの
３区の第９組の中に28戸の家がある。村西と村東に分かれて2,000
軒あり、村西は、集会所が狭くて皆が入れない。もっと小さい単位
に行政区を分けてほしい。集まる場所もないので、集会所を整備し
てほしい。

生活状況に合った区割りが必要であるという要望かと思う。急に人
口が増えたので、行政の整備がおいついていない面があるのかなと
改めて考えました。子どもというくくりでは連携がとりにくいとい
う課題であり、ドーナツ化の中で、人口急増した他の地区にはない
問題が起きており、対応が必要である。（事後処理報告書Ｐ113）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 門田地区（３班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域づくりと子どもの居場所づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 門田地区（３班）

門田地区は、町内会が45あり、住民は２万７千人である。飯寺地区
は10区に分かれている。１カ月に１回集まって協議している。子ど
もはいるのに、門田子ども連合会から子ども会が抜けており、子ど
も会の機能がきちんとしていない。南公民館を中心にしていかなけ
ればならないと考えた。門田地区はモデル地区になったので、いろ
いろな催し物を行っている。周りからの協力を得て、まちづくり、
子どもの居場所づくりに取り組んでいこうとしている。また、公園
緑地協会と連携して密に動いていきたいと考えている。今回は、自
分のところで行っていることについてアドバイスをいただきたいた
め、今日出席しました。

門田地区は、人口が多い地区で、地区としてまとめにくい現状があ
る。その点を整理し、まとまりやすくすることも必要である。東山
地区は６千人であり、比較的まとまりやすく、コミュニティはうま
くいっている。

会長の話は大きすぎる。井手地区は、平成25年頃から、子ども会が
名ばかりになってきている。行事を何も行っていない。文書を出し
ても子どもが集まらない。門田区長会で話し合いをしてほしい。案
内しても、保護者が会議に出席しない。

住民の皆さんで意見を出し合い、地域コミュニティについて、少し
ずつ話し合っていただきたい。その話し合いのテーマの１つとし
て、地域でどう子どもを育てられるかを話し合っていただける場に
なればよいと思う。

高齢者の居場所もない。ただ家にいる人が多い。今、活動されてい
る方々の頑張りにも期待したいが、地域コミュニティづくりのた
め、もっと気軽に交流を図れる場所をつくってほしい。

地域のコミュニティは本当に大切だが、地域に高齢者の居場所もな
かなかない現状であり、もっと拠点をつくってほしいという要望と
して受けとめる。

高齢者と子どもの居場所づくりのため、各地域に緑地や広場がある
ので、そこに雨や風をしのぐことができる場所をつくってほしい。
もっと、公民館、児童館をつくってほしい。門田には、公民館とコ
ミュニティセンターがある。城南小学校地区には城南コミュニティ
センター、門田小学校地区には南公民館がある。小金井小学校地区
にもコミュニティセンターをつくってほしい。強く要望してほし
い。

門田地区は地域が広い。南公民館や城南コミュニティセンターがあ
るが、小金井小学校区にはない。小金井小学校区にコミュニティセ
ンターがほしいということと聞き置く。強く要請していく。（事後
処理報告書Ｐ114）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨ 門田地区（３班）

小金井小学校地区に、コミュニティセンターを整備するように要望
をしっかりしていくべきである。

門田地区として、再度要望してほしいということですが、議会とし
ても強く要望する。区長会からも要望してほしい。（事後処理報告
書Ｐ114）

本年から、公民館の放課後子ども教室が本格的に行われているが、
多くの児童が来ると、活動指導員の手が不足する。どうすればよい
のか、お聞きしたい。場所はあるが、指導者がいないということに
なる。また、分散した場合、さらに人手が足りなくなってしまう。

全学校にこどもクラブをつくった。門田地区は、子ども教室がきち
んと機能している。先行モデルの活動から整理し、全市的に広げて
いくことが大切と考える。（事後処理報告書Ｐ114）

区長会に要望したい。地区の子ども会はどうするのか。区長会で、
居場所づくりについては、話し合っていくべきである。

子どもの居場所はたくさんあるのに、活用していない。門田は宝の
山である。自分の住んでいる所を自慢できるように、ふるさとの良
さを理解することは大事である。学校行事で、青木山に登り、門田
地区を全生徒に見せてもらえないだろうか。学校との協力が大事で
ある。

要望として、学校教育課に伝える。（事後処理報告書Ｐ115）

議会と市民の意見交換会だが、今回のように、地域課題について、
住民の皆さん同士が十分話し合うことが重要であり、この意見交換
会がそのきっかけになることは、大きな意味があると思う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

　将来の会津若松市そして地区を担っていただく若い方々そして子
どもたちに対する、子育て支援についてテーマとさせていただい
た。
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意
見そして問題を抱えているのか分からないところがある。そこで、
意見交換会の前に保育所、幼稚園、小学校、中学校のPTA役員の皆
様に集まっていただきお話を伺ったところ、次のようなご意見をい
ただいた。
・「子ども子育て」は広い課題である。
・２人目が欲しいが、産休、育休が充実していないのであきらめて
いる。共働き世帯は、働かざるを得ない。
・不登校の生徒が増えている。特に３年生が多く、中には兄弟で不
登校になっていることもある。
・福祉の制度を知らない家庭がある。子育て相談の窓口が分からな
い。

　また、河東地区や湊地区でも保育所、幼稚園、小学校、中学校の
PTA役員の皆様に事前にお話を伺ったところ、次のような地区特有
の課題や問題が出された。
・集落に子どもが少人数のため遊ぶ相手がいない。
・友達と遊ぶためには、家族の送迎がないとできない。
・以前は、隣近所の子どもが集まり小さい子を上の子が面倒を見
て、小さい子は上の子を見て過ごし方を学ぶ、けんかや笑いそして
遊びの中で子どもながらに社会生活を理解することができたが、今
の子どもは遊びから学ぶことが困難になってきている。

　今日は、子育て中の方、経験をされてきた方が参加されている。
子育て支援について議会に意見、要望そして問題を解決してきた事
例などを教えていただきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（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　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

「子育て支援」がテーマと、一箕小学校のPTA役員には呼びかけた
が出席者が少ない。その理由はさまざまあるが、小学校の集まりに
も参加していただけない、参加しない方が後で意見を言ってくる
ケースがある。私たちの世代は、小学校のPTA役員だけではなく地
域の活動についても参加することができなくなってきている。ま
た、子ども会に入らなくなってきている。子どもは入りたいとの思
いがあるが役員を受けることができないので入れない家庭が多く
なっている。私の住む扇町は、子ども会がなくなる可能性がでてき
ているなど、悪循環になっている。

子育て支援については、子どもの年齢によって保護者が求める支援
がさまざまある。例えば、保護者の中には、子どもは欲しいが経済
的理由でもう一人つくれないとの意見が寄せられている。市は、人
口増加＝企業誘致対策を行っているが、早急に私たち世代の経済的
な問題を解決しないと子どもが生まれる条件が整わない。市は、ス
マートシティを目指しているが、高齢者の方がどのように理解して
いるのか疑問である。我々の世代でもスマートシティによって具体
的なサービスを受けることを理解しているのかと言われれば不足し
ている。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

テーマである子育て支援は、私の受けとめとしては広すぎて難し
い。幼稚園、保育所と小学校そして中学校など子育て中の各世代で
いろんな支援を求めている。保護者としては、幼稚園、保育所は子
育てが初めてで不安があるが、現在、市や民間の支援策は充実して
きている。一方で、小学校、中学校で精神的に問題を抱えている児
童・生徒が出てきている。現在特別支援学級で学んでいるが、その
専門の支援ができる先生が少ないと感じている。また、子どもの成
長につれて保護者は、相談できにくくなってきている。「人に知ら
れたくない」「どこに相談していいのか分からない」との声が出て
きている。市や事業者が、子育てに対するさまざまな支援をしてい
ることを保護者や当事者に対してどのように広げていったらよいの
かが課題であると思っている。

私には小学生と中学生の子どもがいる。一箕中学校は、不登校の生
徒が多いと感じている。その生徒のケアをどのようにしていくの
か、不登校で学校に行かなくてもどのように対応できるのか、保護
者が相談できる場所を理解していないようだ。私は、不登校に対
し、保護者や当事者が相談できる支援の充実を求める。

最近の問題として、北朝鮮のミサイルへの対応ということがあっ
た。突然Ｊアラートで危険を呼び掛けられたが、小中学校へ登校中
の子どもにどのように周知するのか説明されない中での出来事で
あった。私の家は学校から遠く、子どもは登校中だったので、私は
家から車で追いかけ子どもを乗せ自宅に戻った。その後、学校に送
ることができた。私が家にいたから対応できたが、不在の時などの
不安が募った。子どもの登下校途中、誰が呼びかけ、誘導していた
だけるのか具体的な解決策を考えなければならない。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

私は、保育所で働いていて子育て支援の担当をしている。保護者か
らは、室内で安心して過ごすことのできる施設が少ないとの声があ
る。また、待機児童の解消に向けてどのようにしていくのかについ
て各自治体は、施設をふやそうとしているが、現在でも保育士が不
足している。震災前は保育士の資格を取り地元に戻ってきたが、震
災以降は、地元に戻り保育士で働く方が少なくなっている。こうし
た問題を解決するためにどのようにしていくのかとの課題がある。

現在子育て中の方々に話を出していただきました。先輩としてさま
ざまなアドバイスなどがあれが出していただきたい。

昔を思い出しながら聞いていた。私の子育て時代は心配事があまり
なかった。子育て中の方にアドバイスできることはないが、個人と
して何ができるのか、思い当たるのは、せいぜい子どもたちに対す
る見守りぐらいである。直接、子育てを支援することはできないが
行政に対して声をあげる、発言することはできると考える。子ども
の子育てでは、自治体の支援が大事である。ところが市は、小中学
校へのエアコンの設置に対し、「優先する事業があるのですぐには
できない、今後検討したい」、不妊治療については、「検討した
い」、低所得者に対する要保護、準用保護の児童、生徒に対する入
学準備金に対しても、「調査、研究したい」との発言である。子育
ては、子どもを持つ親が自分の住む地域に魅力を感じなければなら
ないと考える中で、「検討、研究する」で良いのか。市ができない
とするならば、議会の皆様の魅力のある子育て支援をお願いした
い。

私は民生委員・児童委員をしています。子育て中の相談について
「分からない」との発言であったが、何が分からないのかを教えて
いただきたい。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

保護者の方にお聞きしたのは、「思春期の子どもの相談場所につい
て学校に相談したところ、病院を紹介されたのでためらってしまっ
た」と話されていました。その方は、病院ではなく違うところを想
定していたようである。

担任の先生に相談に行かないのか。

保護者の世代より担任の先生が若いと相談には行きにくいようだ。

民生委員・児童委員がそのためにいる。話を聞いてどこにつなぐこ
とができるのかアドバイスすることができる。ぜひ相談していただ
きたい。

民生委員・児童委員は、老人関係だけではなく、特に主任児童委員
は子どものための活動をしている。主任児童委員が知れば学校や市
に知らせ、ケース会議を行いアドバイスすることができる。学校の
宣伝が少ないが、スクールカウンセラーの方がいるので相談してい
ただきたい。

相談ができない保護者に共通していたのが、保護者と先生の世代が
違うことと、先生は身近過ぎて相談することで周りに広がってしま
うのではないかとの思いがある。

若い方は、「福祉の制度や窓口を知らない」と言っていますが、町
内会に入っていなくても回覧や市政だよりは配っているので情報は
入る。そういったものを見ていただけないから分からないのではな
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　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

若い方の生活状況はさまざまありますが、生活するために働き、子
どものことなどに対応することになれば、市政だよりなどの情報誌
を読むこともできない中で生活している方もいることを理解してい
ただきたい。そうした方の中に福祉の制度からこぼれてしまう方が
いるのではないか。

ぜひ民生委員・児童委員に相談していただきたい。守秘義務があり
相談内容については外部に出ることはない。

民生委員・児童委員の方が一箕地区のどこに住んでいるのか分から
ないので相談ができないケースもある。

児童・生徒の件について、家庭の生活困窮状態と家庭生活の再建な
どの課題、問題については学校、地域では分からなかった。児童・
生徒が思い詰めて、母親の問題を学校に伝え関係者との連携によっ
て福祉の制度につながることができた。

若い世代は町内会に入らないので、町内会の役員や各種団体の役員
に相談に行かない。そのため事例は把握できないことがある。

私たちが子育てをしていた時代は、学校の先生が子どもと遊んでい
た。今は隣に住んでいる方が誰なのかも分からない。世代間を通し
た交流がない。子どもの社会教育の役割を地域で担ってきたが、今
は事故があれば役員の責任が問われ裁判問題になる。それでは役員
の担い手はいなくなる。悪循環になっている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩ 一箕地区（４班）

会津助産師会は任意の団体である。年間４回の相談会を行ってお
り、参加者は毎回約30名です。産後１年たった人を見守る活動をし
ている。市へは、そのような活動をしたいので拠点づくりをしたい
と要望しているが、進展していない。一人二人ではできない。組織
で活動しないとできない。産後ケアをトータル的にできないか。こ
のことを議員の皆さんにもぜひ聞いていただきたい。屋内で遊べる
施設についての要望がある。広報議会を読んだ。ネウボラの事業に
ついて質問しているが市では「考えている」との答弁であった。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

　将来の会津若松市そして地区を担っていただく若い方々そして子
どもたちに対する、子育て支援についてテーマとさせていただい
た。
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意
見そして問題を抱えているのか分からないところがある。そこで、
意見交換会の前に保育所、幼稚園、小学校、中学校のPTA役員の皆
様に集まっていただきお話を伺ったところ、次のようなご意見をい
ただいた。
・来年から河東学園小学校に中学校が併設されるため、部活動や学
習面での小中学校の連携を期待する声がある。
・河東地域の特殊性がある。広田地区は住宅街があり、子どもが自
然に公園に集まり遊ぶが、他の地区は集落が離れており、子どもが
数人しかいないため遊ぶ相手がいない等の問題がある。

　また、一箕地区や湊地区でも保育所、幼稚園、小学校、中学校の
PTA役員の皆様に事前にお話を伺ったところ、次のような地区特有
の課題や問題が出された。
・子ども子育ては広い課題である。
・２人目が欲しいが、産休、育休が充実していないのであきらめて
いる。共働き世帯は、働かざるを得ない。
・不登校の生徒が増えている。特に３年生が多く、中には兄弟で不
登校になっていることもある。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 河東地区（４班）

60



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 河東地区（４班）

・集落に子どもが少人数のため遊ぶ相手がいない。
・友達と遊ぶためには、家族の送迎がないとできない。
・以前は、隣近所の子どもが集まり小さい子を上の子が面倒を見
て、小さい子は上の子を見て過ごし方を学ぶ、けんかや笑いそして
遊びの中で子どもながらに社会生活を理解することができたが、今
の子どもは遊びから学ぶことが困難になってきている。
　今日は、子育て中の方、経験をされてきた方が参加されている。
子育て支援について議会に意見、要望そして問題を解決してきた事
例などを教えていただきたい。

市長に河東第三幼稚園に関する要望書を提出してきたが、３歳児か
らの入園については実現できていない。延長保育については、午前
７時30分から17時まで見ていただいているが、保護者からはさらに
前後30分の延長希望が出され要望してきた。また、公立幼稚園のあ
り方について課題がある。障がい児の保育の現状だが、門田地区か
ら通園している子どもがいる。さらに今年度２名の障がいを持つ園
児が入園した。その理由として民間の保育所では河東第三幼稚園の
ように手厚い保育ができないからと話していた。

広田保育所は待機児童が出ている。広田保育所に入所できないため
姉妹でも他の保育所に入所し、保護者が２カ所の保育所に送迎して
いる実態がある。河東地区に住んでいるのに地域の保育所に入れな
い不満がある。屋内で遊べる施設で子どもを遊ばせたいが、会津若
松市内に屋内で遊べる施設がないので郡山市まで行っている。なぜ
会津若松市内に屋内で遊べる施設がないのか不満を持つ保護者がい
る。

子育て中の方々の話を出していただいたので、子育てを経験された
皆様にご意見を伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 河東地区（４班）

私の娘がお産で子どもと実家に戻ってきた。お産の期間中、子ども
を広田保育所に入所できないか、娘が住む自治体と会津若松市で調
整していただいたが、広田保育所に入所できず白梅の認定こども園
に入所している。地元にいて地元の施設に入所できないことの矛盾
を抱えている。河東学園構想で保育所、幼稚園、小学校、中学校で
継続した教育を受ける計画であった。ぜひ検討していただきたい。

旧河東第一小学校、旧河東第二小学校、旧河東第三小学校の３学区
の中で私たち親が育ってきた。子どもが少なくなり、子どもだけで
移動するときの交通安全のことから遊びは制限されている。そのた
め、家庭の中でゲームをしたり、姉妹、親子で遊んでいる現状であ
る。

中学生は、スマホ、テレビ、ゲームで遊んでいる。保護者の中に
は、「一概に駄目だとはならない」との意見と「依存症になっては
いけない」との考えがある。その背景には、親が共働きでそれぞれ
の家庭の事情がある。中学校としてはノーメディアデーを設けてい
るがうまくいっていない。さらに遊ぶ友達が近所にいない問題、課
題がある。来年から河東学園中学校に通うことになるので、保護者
の中には小中学校の連携に対する期待がある。その一つに、英語な
どの小学校と中学校の先生の交流がある。また、スポ少と中学校の
部活動の連携ができないかということがある。６年生が同じスポー
ツを通し中学生と交流できないか。さらに地域の産業、歴史を学ぶ
など、中学生が小学生の面倒をみることができないかとの期待があ
る。

小学校でもスポ少活動で問題が出ている。子どもの参加者が少ない
ため競技種目が減ってきている。小さいうちからスポーツの交流が
できればよいと考える。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 河東地区（４班）

中学校の生徒数が減ってきているため先生の数も減っている。部活
動については、以前の14の部活のまま推移しているが、先生が少な
いので顧問が常駐できない部が出てきている。また、先生が指導者
としてつくが、その競技を行ったことがない方が指導する問題も出
てきている。これからは、先生以外の外部コーチ導入を検討しなけ
ればならない時期に来ていると考える。

まちづくりを河東地区で誰がやるのか。まとめ役の方が不足してい
る。

子育てについて、私の子ども２人が現在大学に在学している。年間
の学費を賄うことが大変であるので何らかの支援があればありがた
い。

奨学金の内容についてですが、具体的にどのように希望しているの
か。

学費の一部10万円くらいを援助していただけないかとの希望があ
る。

職場で小さい子どもがいる方は、仕事中に保育所等から子どもの病
気やけがの連絡が来て、勤務途中で帰ることになる。子どもを見る
方がいれば働くことができるが、見る方がいなければ保護者は次の
日も休むことになってしまう。病気の子どもを見ていただく病児保
育施設が１カ所あるが、増やすことや保育所に看護師さんがいると
助かるのだが。

保育所に看護師が常駐できないかとの考えか。

私も看護師の資格を持っていますが、保育所に看護師が常駐してい
ると安心だ。

初めて市民との意見交換会に参加した。地域に子ども自体が少な
い。兄弟で別々の幼稚園、保育所に入園することが理解できない。
同じ場所に行ければよいと考える。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪ 河東地区（４班）

子育てが終わり子どもは東京にいるが、地元に戻れる就職先がない
ので農家の後継ぎの問題が出てきている。戻れる環境づくりを要望
したい。

地元雇用について大きな課題がある。徳久地区に工業団地ができ、
中心市街地にはICTオフィスが建設中である。また、農業関係での
支援を行っているが、残念ながら子どもが戻れる環境が十分ではな
い。

こどもクラブの件で、私の子どもは３年生で利用しているが、保護
者の中で高学年は子どもクラブに預けないという暗黙のルールがあ
るようだ。背景には低学年の子どもをこどもクラブに入れることを
優先していることがあり、定員が少ないためにルールができてきた
ようだ。河東こどもクラブの場所、職員体制の問題でこのような暗
黙のルールになっているのか。

河東こどもクラブは以前から１年生から４年生までが利用できまし
た。河東学園小学校建設後、ランチルームの隣に設置されたが、そ
の後、利用する児童数とスペースの関係で保健センター内に増設さ
れた。その後、学校から保健センターまでの安全確保の問題から、
保健センター内のこどもクラブを閉じて、再度河東学園小学校内に
こどもクラブが増設された経過にある。その経過の中で、河東こど
もクラブに待機児童ができ、質問にある暗黙のルールのようなもの
ができたのではないかと推測する。そこで、こどもクラブの増設に
ついてですが、河東学園小学校の空きスペースを利用して増設でき
るか、教育委員会とこども保育課が判断することになる。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

　将来の会津若松市そして地区を担っていただく若い方々そして子
どもたちに対する、子育て支援についてテーマとさせていただい
た。
　議会、そして議員は、市民が子育てについてどのような要望や意
見そして問題を抱えているのか分からないところがある。そこで、
意見交換会の前に保育所、幼稚園、小学校、中学校のPTA役員の皆
様に集まっていただきお話を伺ったところ、次のようなご意見をい
ただいた。
・若い人が地域に残るための政策を考える時期ではないか。
・湊小学校は人数が少ないので行事は全員参加となっている。先生
が一人一人の児童をよく見ていただいている。
・子ども２人が湊しらとり保育園に通園している。子どもの遊ぶ場
所が不足している。
・地区には同級生が１人か２人しかいない。湊地区に遊ぶ場所をつ
くっていただき、親と子どもが交流できる場所があればよい。

　また、一箕地区や河東地区でも保育所、幼稚園、小学校、中学校
のPTA役員の皆様に事前にお話を伺ったところ、次のような地区特
有の課題や問題が出された。
・子ども子育ては広い課題である。
・２人目が欲しいが、産休、育休が充実していないのであきらめて
いる。共働き世帯は、働かざるを得ない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 湊地区（４班）

65



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 湊地区（４班）

・不登校の生徒が増えている。特に３年生が多く、中には兄弟で不
登校になっていることもある。
・集落に子どもが少人数のため遊ぶ相手がいない。
・友達と遊ぶためには、家族の送迎がないとできない。
・以前は、隣近所の子どもが集まり小さい子を上の子が面倒を見
て、小さい子は上の子を見て過ごし方を学ぶ、けんかや笑いそして
遊びの中で子どもながらに社会生活を理解することができたが、今
の子どもは遊びから学ぶことが困難になってきている。
　今日は、子育て中の方、経験をされてきた方が参加されている。
子育て支援について議会に意見、要望そして問題を解決してきた事
例などを教えていただきたい。

各集落にいる子どもの人数が少ない。また、子どもが保育園から
帰ってくると、遊ぶ場所として集落内の公園があるがブランコが１
つしかない。地区に遊び場があればよいと思っている。母親の集ま
る場があればよいと考える。赤井地区は、依然あった「仲間っこ」
と婦人会がなくなったので、同世代の女性が情報を交換する場がな
い。子ども２人が保育所なので、小学校、中学校の情報も入らな
い。

小学校と中学校に子どもが通学している。以前は、こどもクラブが
なく、習字教室に通うことで子どもの交流をしていた。現在は小学
生の低学年はこどもクラブで遊んでおり、高学年の子はスポ少に
入っている。私の地区のスクールバスは朝早い時間なので、急いで
子どもを乗せている。スクールバスを利用して気づいたのは、子ど
もが小学校の帰り道草をしないで自宅に帰るので、道路や山に生え
ている植物の名前を知らないことである。また、土日保護者が働い
ている家庭では、子どもを祖父や祖母に見ていただいている。その
ため、本当に仲の良い子どもでないと遊びに呼ぶことができない
し、遊びに行けない状況がある。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 子育て支援について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 湊地区（４班）

インフルエンザの予防注射を２回行うのが、病院が遠いため保護者
のどちらかが休みを調整していくことになる。同じように歯科医が
遠いので、虫歯の治療に連れて行くことが困難なため、子どもの虫
歯が多いと言われている。また、保護者が集まる場、お茶をする場
がない。湊地区から外に出て帰って来ようとしても、すぐに入るこ
とのできる集合住宅がない。一方で集合住宅をつくることで、その
集落に若者が集中して他の集落内の交流が弱くなるのではないかと
の意見もある。

子育て中の皆様から話をしていただいた。子育てが終わった世代の
方から話を聞かせていただきたい。

「子どもたちの遊び場がない」「道草ができない」との声を聴いた
が、私が子どもの頃は、各集落に多くの子どもがいた。湊全体で何
百人もいて、４つの小学校と１つの中学校はにぎやかだった。当時
は山、川、沼で遊び、何が危ないのか子どもが体験し教え合ってき
た。今思うのは、遊び場を大人が奪っているのではないかと考え
る。危険箇所チェックを各団体が集まり行っているが、神社の境
内、お墓は格好の遊び場であったが、今は危険箇所になっている。
山は駄目だ、川も駄目、沼も駄目と子どもの遊ぶ場を大人たちが狭
めているのではないか。子どもに対する過剰保護ではないかと思っ
ている。

湊地区で地域活性化協議会の組織をつくり、小学生、中学生、高校
生の活動を支援している。その組織の部会として教育環境部会で進
めていて２年目になったのが、スポーツ少年団サポーター会員制度
である。湊地域で練習の送迎、応援そして指導者として支援し、年
間一口1,000円で金銭面での応援をしている。今年は募集の結果、
約120名以上の会員が集まった。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫ 湊地区（４班）

湊地域で子どもたちに関わってきたのが教育環境部会である。小学
校、中学校、高校の児童、生徒の問題として高校生の通学の問題が
ある。西若松駅発の路線バスの最終時刻が18時25分であり、部活動
をしている生徒はバスに乗車できないので家族で送迎をしている。
教育環境部会としては、高校生が部活動をしてもバスで帰ることが
できるように何とかしたいとの思いがある。また、湊に子どもたち
が住むことのできる条件を整えたい。子どもの人数を維持し拡大し
たいという希望を持っている。今のままでは若者が湊地区に住むこ
とができない。特に他所から来て住む空き家がない。子育て世代の
方が戻る住宅がない。

今年、はら笑楽交がオープンした。生き物調査をしたところ、子ど
もと保護者が多く集まった。グラウンドゴルフや餅つき大会などを
開催し、子どもからお年寄りまで集まった。また、山の学校を開催
した。また、原の集落でアンケートを取ったところ、子どもから
「原には遊ぶ場所がない」との訴えがあった。

私の地区の５歳の子どものことだが、親が交代制勤務なので保育所
への送迎ができない。スクールバスに相乗りはできないのか。

もう少し状況を教えていただきたい。（事後処理報告書Ｐ116）

湊しらとり保育園ができて２年ぐらいは送迎バスがあった。利用者
がいないのでなくしたと聞いている。

交代勤務で登園できないから入園できないということか。（事後処
理報告書Ｐ116）

以前は保育所に通っていたが、送迎ができないので保育所をやめた
と聞いている。

状況を調べさせていただきたい。（事後処理報告書Ｐ116）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地利用と地域づくりについて

県立病院跡地利用と地域づくりについてテーマ設定をした。市が、
県立病院跡地利用について市民提案募集をした集計結果が出ました
ので資料として配付した。跡地利用について、市民からの意見も踏
まえ最終的に市当局が判断をしていくわけですが、今日は、皆さん
から県立病院跡地利用についてご意見をお聞かせいただきたい。

県立病院跡地に庁舎という意見もあるが、庁舎は栄町に建設するこ
とが決定しているのか。

市は庁舎建設に関して、平成22年に策定した鶴ケ城周辺公共施設利
活用構想の中で、本庁舎新館、中庭敷地へ建設すると示しており、
第７次総合計画でも、現在の本庁舎を中心に庁舎を整備すると示し
ている。

アンケート結果が出たが、ここからどこが主体性を持って進め、絞
り込み、いつまで決めようとしているのか。

市民の皆様からの提案等を踏まえ、県立病院跡地の利活用の方向性
等について、整理、取りまとめを行っていく県立病院跡地利活用懇
談会が、平成29年度８月から11月まで、５～６回程度開催予定と
なっている。平成29年12月までに、病院跡地医療廃棄物処理・残工
事・土壌汚染調査、平成30年１月まで、境界確定、不動産鑑定評
価、平成30年度に用地取得及び整備基本構想などの策定が行われる
予定になっている。現時点で分かっていることはここまでである。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）

市は財政的余裕がないのだろうと感じる。建屋を造ると将来的に経
済的負担が大きくなるものは造るべきではないと思う。市民から立
派な建屋を望む声があるかもしれない。しかしできないのであれ
ば、意見を聞いても､ナンセンスではないか。
議員の中では、市にとって必要な施設を検討したことはないの

か。例えば議会で必要だと考えるものを何件か提案し意見を伺え
ば、もっと具体的になるのではないか。資金規模の考えもあれば、
さらに具体的な提案ができるが、何もない中で何がいいのかといわ
れても空事のようだ。高齢化、人口減が進む中で将来を見据え議員
の皆さんが行動していかなくてはいけない。非常に甘いのではない
か。
企業に対し議員はどんな働きかけをしているのか。経営に関する
意見を、地元の企業に聞いていくべきではないか。市からさまざま
な計画などの資料が出るがどこで決めたのか、誰が責任を取るの
か。本市ばかりの話ではないが反省していただきたい。

その通りだと思う。ただ、皆さんから意見をいただきながら一つの
意見に集約をしていくという作業も必要だと思う。

テーマが県立病院跡地についてだったので参加した。アンケートに
回答された方は７０代が多い。また、出された内容は、良い提案が
多くあり、一つ一つに出された方の意味がある。それをどうやって
まとめていくのか、ある程度の方向性、大きなテーマを掲げてやっ
ていかないとまとまらないのではないかと思う。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）

何らかの方向性を聞けるのではないかと期待感を持って参加したの
に、アンケート結果が出され、皆さん何か意見ありませんかと聞か
れて、期待外れだった。例えばアンケートで出された内容について
どうなのか説明をし、議員としての考え方を教えていただければ、
この意見交換会に来た意味が感じられたかなと思う。アンケートで
は子どもたちの遊び場について提案をした。小さい子の遊び場は平
日は市内にたくさんあるが、土日に開けているところがないので、
土日、雨の日、雪の日に遊べるような、何か大きな建物に付随した
形で造ってくださいと提案をした。

アンケートの内容はさまざまあり、どれに決まってもやむを得ない
と思うが、皆さんが納得でき、よかったなと思える施設を造ってい
ただきたい。

この問題は大きい問題ですので、ある地域だけで進めていくのはど
うなのかと思う。これまでも除排雪の課題など、各地区で議論して
いるが、それぞれが大きな問題なので、大きな会場で多くの市民と
議論すべきではないか。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）

誤解もあるようですので改めて説明する。
現時点で、県立病院跡地は県の所有である。鶴城地区の市民との意
見交換会では、これまでも、県立病院跡地利用について、県立武道
館、コンベンション機能を持った施設、子どもたちが利用できる施
設といった意見・要望などいただきてきた。そうした中、今年の３
月10日に県から正式に県立病院跡地について取得意向の照会があ
り、市長が市街地中心部にある大規模な土地は、まちづくりにとっ
て重要な拠点の場所となるので、何に使うということではなく、市
が持つべきということで買いたいという意向を示した。そして８月
１日号の市政だよりで募集した皆さんの提案の集約内容が11月に公
表されたので、本日配布した。また、市では８月28日に県立病院跡
地の利活用の懇談会を設置し、今後市民の皆様からの提案を踏ま
え、県立病院跡地の利活用の方向性等について整理、取りまとめを
行っていくこととなっている。県では平成30年１月までに境界確定
と不動産鑑定評価を行う予定で、その後、取得金額等が明らかに
なってくると思う。平成30年度には基本構想をつくる予定となって
いる。本日は、アンケートも行われたが、地区の方からの意見も伺
いたいということでテーマに設定した。
　議会の中で必要だと思っていることはないのかということだが、
議会全体での意見をまとめてはいませんが、議員個々にはさまざま
考え方があると思う。

私は、健康のための運動公園で、地下には災害時の遊水池を兼ねた
地下駐車場、冬場は雪捨て場にもなるといったものを提案した。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地利用と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

⑬ 鶴城地区（５班）

資金源で、合併特例債がよく使われるが、それはどういうものか。
県立病院跡地利活用の資金源となるのか。

合併特例債は、合併後の市町村が計画に基づいて行う事業の経費に
ついて財源として使える借入金で、合併という名前がついている。
合併特例債で借りた分は一定の条件があるが、後年度に国から市町
村に交付される地方交付税に上乗せになるというメリットがある。
本市では、北会津村や河東町と合併した時に、新市建設計画をつく
り合併特例債事業を決定し、現在も進めている。使える期間は震災
のため10年間延長され、平成３７年まで使えるようになった。しか
し、県立病院跡地利活用は新市建設計画に含まれていないので資金
源とはならない。

これまで県立病院跡地利用についてさまざま出されアンケートの結
果も出た。みな大事でとても良い施設だと思う。武道館については
７年も前から出されている。もう出尽くしたのではないか。早く進
めてほしい。もう少し早くならないのかと思う。

本市は観光の将来を含め考えていかなくてはいけない。本市で持っ
ている資産はたくさんある。その中で日新館の教育は優秀な教育を
残したことで有名で、例えば県立病院跡地に武家屋敷を移設し、不
登校の子どもたちを全国から集めて教育する場をつくる。それは、
他のところではまねできない会津特有の資産だと思う。そういった
ことも含め、時間がかかるけれども検討し、将来を含めプラス効果
があれば実行してもよいと思う。一般市民の意見だけではなく、企
業経営者の意見も集めて将来これでいけるというものができたとき
に実行すればいいと思う。それまでやってはいけないと思う。じっ
くり検討すべきである。

県立病院跡地だけの利活用の話なのか、古い市営住宅などが建って
いる近隣も含めて考えているのか、また県立病院跡地を利用して市
全体の今後を考えていこうというそこまでの考えなのか、どのよう
なビジョンに基づいて検討されているのか見えてこない。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）

城前の市営住宅については、建設計画に沿って、古いところを壊し
て新しく建てていくことになっている。今３棟目が着工していると
ころで、時間はかかるが順次進めている。つばくろ公園は残るよう
である。

城前の市営住宅は今ある数と同じ数が造られるのか。 今までと同じ数ではなく、必要に応じた数で、今より減るようであ
る。

今日出された意見の中で、本市の歴史を踏まえた文化遺産から考え
たらどうかという意見がすばらしかった。

県立病院跡地を駐車場にしてはどうか。病院向かいの看護学校跡地
はどうなるのか。

看護学校跡地については県所有のままである。

少子高齢化は全国的な問題ですが、会津は仕事がないので、若い方
が出ていくしかない。企業誘致と空家の利活用をどのように取り組
んでいるのか。

ＪＴ跡地にＩＣＴオフィスビルを建てており、企業誘致のための取
り組みを進めている。また、河東工業団地は完売し企業が入り雇用
が増えた。徳久の工業団地は一部企業が入ることが決まっている。
一方、今まであった企業の一部撤退があるなど相反する状況もあ
り、若者の働く場、雇用を図っていくことは本市にとって非常に重
要な仕事だと思う。

市は企業誘致を取り組んでいるが、市会議員の方は企業誘致につい
て具体的にどう取り組んでいるのか。
会津に企業誘致をする場合のメリットは水、電力、人の３つしかな
い。地域的には雪が降るハンディを持っている。それを踏まえてど
ういう方法で企業誘致をすべきか。事例として、北上市ではすごい
市長がいた。今は270社ぐらい来て成功している。それは市ばかり
ではなく議会も一緒にやったと思う。皆さんもこれは市がやること
だから、ルールがどうだとかではなく一緒にやったらどうか。

議会は、企業誘致の過程で、議案になったものを審査している。
　今言われるようなことは必要だと思う。政務活動費を活用し北上
市等企業誘致の先進地に行き、調査し、市に提案するなど行ってい
る。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬ 鶴城地区（５班）

その議会からの提案をどう反映しているのか。反映していないのだ
から意味がない。

北上市は昭和30年くらいから企業誘致に取り組み、積み重ねて成果
を上げてきました。本市も工業団地をつくるなど着実に進めてい
る。
市と議会が一緒にやって必ずしもうまくいくという場面だけではな
いと思う。

それはいい時もそうではない時もあると思うが、本気度合が重要だ
と思う。中途半端だからいがみ合いが起きたりする、その辺が甘
い。
ここ数年間は、震災があって、ダメージの少ない会津に、浜通りか
ら企業が移ってきたのがほとんどではないか。真っ白な状態から会
津に行きたい、というところを聞いたことがない。それくらいなの
だから、議員が行動しなくてはいけない。

市長との対話集会で、鶴城地区からは県立病院跡地利活用による街
並み整備と活性化策について要望書を出し、回答がありました。平
成30年度中に基本計画を策定する段階にしたいということで、今は
まだ具体的な内容を申し上げられる状況ではないということでし
た。（以下、鶴城地区が提出した要望書を読み上げた）

貴重なご提案ありがとうございました。今後、議会として、しっか
り政策提言できるようまとめ上げていきたい。
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　市は、ＩＣＴオフィスビルを建設し、若者をはじめとした市民の
地元への定着を図ろうとしている。これまでも河東工業団地や徳久
工業団地の造成により雇用の確保を図ってきたが、人口減少が続い
ている。この市民との意見交換会を通じて、政策提言につながるよ
う取り組んでいきたいので、さまざまなご意見を頂戴したい。

市はさまざまな施策に取り組んでいるが、少子高齢化対策につな
がっているのか疑問である。かつて誘致した富士通も今では撤退に
至っている有様である。誰に責任があるのか問いただすわけではな
いが、もっと農業基盤を強化すべきではなかったのか。会津では良
い米、良い水環境に恵まれて美味しいお酒が生産されている。しか
し市の農産物を販売する発信力は弱いと感じている。地場産業、と
りわけ農業の振興が地域活性化に、はずすことはできないと思う。
会津若松インターチェンジ周辺の開発を市も議会もどう考えてい

るのか。そうした点をこの意見交換会で提示して議論してはどう
か。
放課後のこどもクラブであるが、同じ校舎内でクラブ加入の子ど

もにはおやつが出て、加入していない子どもには当然おやつは出な
いが、同じ校舎にいるため違和感を感じるし、子どもに説明がつか
ない状況も見受けられる。
　

　そうしたご意見を踏まえ、政策を提言し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

⑭ 町北・高野地区（５班）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭ 町北・高野地区（５班）

少子高齢化というが、何が問題となってくるのか。地域活性化と
は、何をどうすればいいのかお聞きしたい。

　市の高齢化率は、全国平均よりも高く平均寿命は年々伸びてい
る。その一方で人口を維持するためには合計特殊出生率2.07を維持
しなければならないが市の合計特殊出生率は、そこまで到達してい
ない。何もしなければ人口減少が続き、2060年には６万人となる試
算もある。子どもたちで言えば、永和小学校も第六中学校も児童生
徒数が減少し部活動などにも影響が出ている。このような状況が進
めば、将来において生産年齢人口である働ける若者が少なくなり、
市民生活のありとあらゆる分野に影響が及ぶと思われる。これまで
通りの市民生活が送れなくなることが想定される。
　そうならないためにも地域住民の皆様からもご意見を頂戴した
い。

永和小学校も児童数が105名しかいない。近くに警察関係のア
パートもあり多少児童数が増加するという話は聞いたが、いずれ神
指小学校との統合に取り組むことになるのではないか。市町村合併
しなかった会津坂下町も小学校、中学校を統合した。

　小学校などの統合については、地域住民の意向などが重要になっ
てくる。市で具体的にそのような話は出ていない。

農業は、父と母でもできる。子どもたちが働ける場所がない。本
市だけではなく、会津地域全体で雇用の確保に取り組んでほしい。

　市は年間約1,000人人口が減少している。生まれてくる赤ちゃん
の人数よりも亡くなる方が500人多く、転入してくる人よりも転出
する人が500人多い状況にある。企業誘致に取り組んでもすぐに企
業はこない。以前には、企業誘致促進協議会などもあったが、今は
ない。
　雇用の確保は重要な視点であると考えている。

会津地域で結束力がないのか。会津大使などの会津の先輩方のお
力もお借りしながら企業誘致に取り組んでほしい。

　会津会など郷土出身者の方々からも情報をいただいている。

空き家対策により、会津に戻ってきてもらう方策を講じるべきで
はないか。

　市は、不動産協会や宅建協会等と連携しながら二地域定住・居住
などに取り組んでおり、実際に定住された事例もあるが大きな成果
にまでは至っていない。そうした取り組みは重要であると考える。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化対策と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭ 町北・高野地区（５班）

大学生の子どもが卒業しても、大卒が会津で働ける場はない。高
卒は製造業などにおいて働ける場所がある。だから若者が会津に戻
らないのではないか。
近くに一人で住んでいる90歳のおばあちゃんが、福島市にいる娘

さんのところで暮らすことになった。
自分が住んでいる集落は30軒で、売りに出ている物件が２軒あ

る。永和小学校の児童数が減少しているからなのか、旧市内にア
パートを借りて引っ越した子どもがいた。家庭環境が原因なのかも
しれないが、小規模校を嫌ったからかもしれない。子ども会育成会
もなくなってしまった。
若者が戻ってこない、高齢者も引っ越していくといった傾向が続

けば、今後ますますこの永和地区は、活力がなくなっていく。
　そのためにも空き家を活用した施策を進めるべきである。

　どの地域でも子どもの人数が減ってきている。
　参考までに、北会津町の下米塚に大熊町から移り住んだ人がい
る。そうしたこともあり、下米塚で久しぶりにお祭りを開催した。
大勢の人で賑わい、帰省した人もいた。お祭りをきっかけとして賑
わいを創出することもいいと思う。

　会津アピオなどにも一時的には人は集まる。 　下荒久田地区は特区により家を建てられるようにもなった。

下荒久田では地区計画を作成し、特区として認められた。商店は
駄目であるが、これまでに２、３軒の住宅が建てられた。

　下荒久田地区においては、こうした事例もあった。もう少し違う
視点からもご意見をいただきたい。

県では、結婚事業を行っているようであるが、民間事業者が行っ
ている結婚事業の一部では、参加者が30万円程度の負担をしている
事例もあるようである。本市ではどうか。

　市においても、結婚コンシェルジェ事業として取り組んでおり、
幾組かの成婚に至っている。市では単に、独身男女に呼びかけるだ
けではなく、仲人を務めていただく仲人の養成事業にも取り組んで
いる。皆様のお力も貸していただきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化対策と地域活性化について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭ 町北・高野地区（５班）

湯川村では、農業振興公社が設立されるようだ。市でも設立して
ほしい。私は、大戸町でりんご園を営んでいる。その近くに市民農
園があり、無料で簡易トイレを開放している。その北側に50区画ほ
ど農園を土づくりから整備し、現在25名ほどに年間５千円の賃料で
貸している。もう20年近くになる。市政だよりの市民農園コーナー
の下にその紹介記事を出してもらっている。
下郷町では畑付き住宅の貸付制度がある。空き家もあることなの

で、こうした制度を市でも創設してはどうか。

　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

（前回のテーマ、「行仁小学校の新築について」の経過報告）

地区内の高齢化による除雪・排雪のあり方の変化、また狭隘な道路
による歩道の確保、子どもたちの通学路の安全対策など、多くの課
題があるため、今回のテーマは除雪・排雪について、皆様一人一人
から率直なご意見をいただきたい。

除雪をすると玄関先に寄せられた雪をまた道路に出している。排雪
に力を置くべき。歩道がある道路は少なく、湯川に雪を捨てにいく
が交通渋滞が発生している。

会津道路メンテナンス協同組合で少しづつ排雪作業が進んできてい
るのは分かっているが、排雪の専門班はどのくらいいて、排雪はど
のくらい行われているのか、具体的に数字をあげて説明をしてほし
い。

事後報告する。（事後処理報告書Ｐ117）

インフラの整備とは何か。 流雪溝・融雪道路・道路等を指している。

行仁小学校を中心と考えた場合、東から西は高低差があり側溝の水
の流れは良いが、南から北は高低差がなく、側溝の水の流れが悪
い。以前より側溝整備を要望しているが、少しでも進んで見える取
り組みをしてほしい。

昨年度までに道路舗装、側溝整備の要望は、それぞれ約200件出さ
れており、さらに毎年約30件が要望として上がる。その中で年間で
できるのが約30件となっているので、少しづつ進んでいるものと認
識している。

側溝の蓋掛けをしてもらった。今年はグレーチングをかけてもらい
早い対応で感謝している。

消雪パイプから水を出すと、路面が凍ったり水がはねたり大変であ
る。野口秀世青春通りは無駄な投資をしている。反省の上にたって
行ってほしい。またロードヒィーティングなどインフラ整備は長期
でも計画的に進めるべき。

提案として受け止める。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮ 行仁地区（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　⇒ 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

⑮ 行仁地区（５班）

側溝整備について要望を出しているが、町内会の方からいつ頃でき
るのかと聞かれると困る。

実現するまで繰り返し要望を上げていただきたい。

歩道の排雪について、都市計画道路稲荷山七日町線はきれいに排雪
されているが近隣地区は歩道がないため除雪はしていない。

各地区内の交差点において、見づらく危険なところの雪は排雪して
いる。

天神橋の排雪場所が混まない方法を考えられるのではないか。車を
誘導して、時間帯を決めて一方向にするなど、きれいな流れをつく
ればいいのではないか。また運動公園なども排雪場所にしてはどう
か。お金がなくても知恵を出すべきである。

雪ため場の雪については、山になれば排雪するがその他については
ご提言として伺う。

町内の雪置き場は、土地提供者に3,000円を払って、そこに雪をた
めて排雪をしてもらっているので少しは良くなってきた。

雪置き場について以前、行仁小学校の校長先生が校庭に雪置きして
かまわないとの話があったが、教育委員会で許可がおりなかった。

小学校校庭への雪置きについては、学校の校庭には暗渠排水設備が
あって重機が入ると壊れたりして難しいとされている。

行仁小学校東側の道路は狭く雪置き場がないため、排雪をしてほし
い。

町内会で雪が置ける場所がないか建設委員会でアンケート調査を
行っているので、その内容をまとめた情報を市に伝えるなど取り組
んでいきたい。

空き地を町内会から出してもらってはどうか。
流雪溝のルールを決めてはどうか。

空き地の提供については、提供者に対する固定資産税の減免の手法
を用いている先進地の事例を研究している。また、流雪溝利用につ
いてはルール化されている。

雪捨て場所は足りなくないのか。 ３カ所あるが遠いため、近くにある天神橋の雪捨て場が混雑してい
るのが現状である。

消雪パイプを使うのは今は無理である。ロードヒーティングなどの
方式に変わっている。
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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

⑮ 行仁地区（５班）

雪置き場として東条建設の跡地を利用できるよう頼んではどうか。
博労町をまっすぐブルトーザーで除雪すると東条建設跡地になる。

一方通行のところの除雪のあり方について、一度だけの除雪ではな
く、もう一度除雪をして、歩く部分もやってほしい。除雪幅を広げ
てほしい。

車だけの分しか除雪をしない所もあるので、除雪の幅を広げてほし
い。それを除雪業者に言ったところ、住民の玄関先に雪を置くこと
になり迷惑をかけるので、真ん中の除雪をしていると言われた。

博労町、中六日町は北会津の業者が除雪をしているので良くないの
ではないか。
塀の横や大きな交差点など雪を置きやすい場所に雪を多く置いてい
く傾向がある。

業者の方と事前に除雪について打ち合わせをすることで、地区内の
危険箇所については情報の共有が図れるので、ぜひ、業者の方と除
雪について事前打ち合わせをお願いしたい。

区長と業者の打ち合わせはルール化されているのか。ぜひきちんと
行われるようにしてほしい。

事前打ち合わせをすることに決まっているが、今回のアンケート結
果から打ち合わせをしていない所があることが分かった。これから
も、ルール化や打ち合わせのあり方について提言をしていきたい。

市が管理する緑地公園への雪捨てについて疑義がある。除雪業者は
雪をブルトーザーで運んでいるようだが、市の窓口に行って雪捨て
場として地域の住民に使わせてほしいと申し込むと断られた。どう
なっているのか。

事後報告する。（事後処理報告書Ｐ118）

緑地公園に雪を置かせていただきたいと要望したが、駄目だった。 公園には遊具等があると遊具破損等があったり、避難場所等に指定
されている場合があるため、緑地公園の利用が許可されないものと
市から説明を受けている。
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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

⑮ 行仁地区（５班）

市が除雪した雪が雪ため場にたまったら市で排雪するが、一般住民
が雪を置いてたまったら、市で持って行ってくれるのか。

排雪については区長から市へ連絡していただきたい。交通の妨げに
なっている場所等を排雪する。

行仁地区の町内会には区長がいないところがあるがどうするのか。 柔軟性を持って近隣地区で協力していただきたい。

地区町内10名くらいで雪片づけをしている。

千石町のおもちゃ店の交差点の４角の雪片づけをしているが、その
後にまたブルトーザーで除雪した雪を置いていく。

業者との打ち合わせは地図を持って話をしている。また感謝の気持
ちがある。

地区内で雪を捨てる場所があれば助かる。 町内会で話し合いをしてほしい。

さまざまな貴重なご意見、ご提言ありがとうございました。今後議
会としてしっかりと政策提言できるようまとめていきたい。
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３３３３．．．．事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書についてについてについてについて

84



ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

Ｐ5 湊

１．通信回線の補助につ
いて

【市民からの要望・質問】
　湊チャンネルを利用するためには光ファイバー回線を整備す
ることになるが、個別住民に対しての補助制度はないのか。

【事後処理結果】
　市民との意見交換会当日においては、「今回の湊チャンネル
は、光ファイバー回線を利用するのではなく、ADSLの回線で行
う事業となる。そのため質問の光ファイバー回線については、
会津若松市の補助制度はない。」と説明した。
　なお、本件について地域づくり課に確認をした。
○地域づくり課からの回答
　平成29年度から平成30年度まで「ICTを活用した中山間地域
づくり事業」が実施されます。湊チャンネルは、テレビで地域
の情報をお知らせする住民サービスです。このサービスを受け
るためにはADSLの回線に接続することになるが、この接続費に
ついては、実証実験中は無料である。さらに通信利用の料金が
かかることになるが、こちらについても実証実験中は無料であ
る。

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ7 一箕

２．市長のふれあいの日
の要望について

【市民からの要望・質問】
　私は数回、ふれあいの日に参加し市長と話をした。市長室で
対応している市長と職員がメモを取っていなかった。せっかく
話を聞いていただいているが、反映されているのか不安であ
る。ふれあいの日に話した意見はどこまで活かされているの
か。

【事後処理結果】
　秘書広聴課に確認をした。
○秘書広聴課からの回答
　以前は、市長と話をした内容について職員が後方でメモを
取っていた。現在は、市長と市民のテーブルに職員が同席をし
てメモを取っている。
　要望事項についての対応であるが、担当各課に伝え、必要で
あれば文書で回答をしている。要望の事業化については順次反
映しているところである。一方では事業化には時間がかかる案
件もある。

Ｐ8 一箕

３．横断歩道の白線につ
いて

【市民からの要望・質問】
　一箕中学校入口付近の南側にある横断歩道の白線がが消えて
いる。

【事後処理結果】
　横断歩道の白線を引く事業については、県公安委員会の事業
となる。市の危機管理課から要望があったことを伝えていただ
く。

一箕中学校付近の横断歩道
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ8 日新

４．日新小学校前のガー
ドレールの破損について

【市民からの要望・質問】
・自動車による物損事故が発生し、日新小学校正門前のガード
レールが破損している。子どもたちの安全確保の観点から、い
つ頃修復されるのか。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該小学校前のガード
レール破損部分を調査し、教育委員会及び道路維持課に確認す
るものである。

○道路維持課からの回答
・日新小学校正門の歩道と車道を分離するガードレールについ
ては、加害者から修理の依頼があり、今月中を目途に修復され
る予定である。

[第２班として]
・現地調査から、学校に通じる横断歩道の箇所なので、一日も
早い修繕を望むことを担当課へお願いした。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ8 城西

５．西若松駅自由通路の
街路灯について

【市民からの要望・質問】
・西若松駅の自由通路が全体的に薄暗く、街路灯が点灯する時
間が遅い気がする。改善が図れないか。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該駅の自由通路は市
道の位置付けから市道路維持課で管理。担当課から運用の詳細
を調査し、今後の対応について検討する。

○道路維持課からの回答
・平成17(2005)年９月18日の橋上駅舎の完成と同時に、東西の
自由通路も使用開始となった。当該の街路灯については、タイ
マー・スイッチ方式と自動点滅器方式とがある。今回調査で、
自動点滅器の電球のつきが悪い箇所の発見ができた。それらの
センサーの微調整等を行った。今後の恒久的対策として全てを
タイマー・スイッチ方式に交換できないか今後検討していく。

[第２班として]
・冬期間は日没が早い時間帯なので、街路灯は防犯や事故対策
に有効なものであることから、恒久的な対策を含め、ＪＲ側か
らの依頼や、市民意見に適意に対応していただきたい旨を担当
課にお願いした。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ8 湊

６．信号機の改良につい
て

【市民からの要望・質問】
　国道49号の会津若松市内から強清水に向かう交差点の信号を
右折する際、右折用信号が設置されていないので湊地区方面に
右折できないことがある。右折用の矢印式信号機に改修してい
ただきたい。

【事後処理結果】
　現地を見てきた。危機管理課から県の担当に要望を伝えま
る。

国道49号石山地内

Ｐ9

Ｐ23

門田

７．信号機の連動につい
て

【市民からの要望・質問】
　交通渋滞緩和のため、会津若松郵便局とザベリオ学園の上の
交差点について、信号機を連動してほしい。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、危機管理課に現状を伝えた。
○危機管理課からの回答
　代表の方（区長）より、「交通安全施設に係る要望書」を危
機管理課に提出していただきたい。市から会津若松警察署に要
望書を提出し、回答書をいただき、その回答書を、区長へ渡す
ようになる。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ9 東山

８．砂防ダムの早期建設
について

【市民からの要望・質問】
　関係機関に毎年要望しているが砂防ダム建設が進まない。早
急な対応を求める。

【事後処理結果】
　意見交換会内において「一部地権者の同意が得られていな
い。なお、県としては、今後同意を得られている場所におい
て、できる範囲で整備を計画しているようです」と回答は済ん
でいるが、現状を確認するため現地調査を行った。

Ｐ9 門田

９．有料の間口除雪につ
いて

【市民からの要望・質問】
　間口除雪について、ボランティアなどで行っているところも
あるが、それでできない場合は、有料での考えを導入してはど
うか。業者を紹介してほしい。
　
【事後処理結果】
　道路維持課に現状を伝えた。
○道路維持課からの回答
　有料での紹介を希望される場合、会津道路メンテナンス協同
組合（３２－０３１１）を紹介している。福祉除雪も合わせて
実施している。

90



ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ10 門田

10．カワチ会津若松南店
の東と北側の歩道の冬期
間通行について

【市民からの要望・質問】
　冬期間、歩道が雪溜め場になっているため、歩道を歩くこと
ができない。通学路でもあるので対応してほしい。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に伝えた。
○道路維持課からの回答
　歩道除雪を徹底したいと思う。一時的に溜めておくことは
あっても、できるだけ早急に通行確保するように対応したいと
思う。

Ｐ10 門田

11．雪溜め場の確保につ
いて

【市民からの要望・質問】
　雪溜め場の確保の確認は、誰がするのか。市側か、区長か。
　
【事後処理結果】
　道路維持課に確認した。
○道路維持課からの回答
　現在、雪溜め場については、各町内会のご協力をいただき、
確保していただいている。また、地元のご協力をいただいて、
除雪業者が確保している場合もある。今後ともご協力のほどお
願いしたい。
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Ｐ11 大戸

12．ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）を使用する際
の許可について

【市民からの要望・質問】
　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を使用するときに、日本赤十
字の許可が必要だと聞いたことがあるが、本当のことであるの
か。

【事後処理結果】
　健康増進課に確認したところ、「平成16年７月の法改正によ
り、救命の現場に居合わせた一般市民の方であってもＡＥＤに
関しては許可は必要ないということとなった。」ということで
あった。
　ＡＥＤを使用する際は緊急を要することであるので、許可を
取っている時間もないことは明らかであるが、市民の中に誤っ
た認識があることで命の危険にさらされることのないように、
市としてもきちんとした広報をしていく必要性がある。

Ｐ11 大戸

13．ＡＥＤのメンテナン
スについて

【市民からの要望・質問】
　必要なときにＡＥＤが使えないということがないように、定
期的なメンテナンスはしているのか。

【事後処理結果】
　健康増進課に確認したところ、「バッテリーと電極パッドに
は使用期限もあるため、年１回、各所管で分担して点検し、必
要に応じて予算化して消耗品の交換などを行っている」とのこ
とであった。
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Ｐ11 大戸

14．ＡＥＤの消耗品の負
担について

【市民からの要望・質問】
  ＡＥＤを使用した場合、電極パッドなどの消耗品の費用は使
用者の負担になるのかどうかが知りたい。

【事後処理結果】
　健康増進課に確認したところ、「公共機関に設置されている
ＡＥＤの場合は、市で負担するため、使用者の負担はない」と
のことであった。ちなみに市で管理しているＡＥＤの使用履歴
は、現段階では報告されていない。
　民間で設置されているＡＥＤの場合は、会津若松地方広域市
町村圏整備組合消防本部によると、「その事業所によるので一
概にはお答えできない」ということであった。
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Ｐ12 河東

15．消火栓と常備ホース
について

【市民からの要望・質問】
　河東中学校に近い住宅地は、川の流れがない地域で火災が起
きると消火栓で対応することになる。以前は、消火栓に備え付
けのホースが常備されていたが現在はホースが設置されていな
い。また、消火栓は古いので修繕をお願いしたい。

【事後処理結果】
　担当する市危機管理課に聞いたところ、「消火栓は、毎年、
担当地区の消防署で点検を行い、不備があればすぐに交換し、
消火栓の新設が必要となれば設置している。該当する消火栓は
修繕等の問題がない」とのことであった。また、消火栓に隣接
して設置されていたホースについては、「合併以降撤去し、今
後はホースを設置しない」との説明を受けた。

河東中学校付近

出典　グーグルマップ

消火栓と元のホース置き場
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Ｐ13 門田

16．会津総合運動公園の
避難経路について

【市民からの要望・質問】
　避難経路で、総合運動公園が避難場所になっている。公園へ
の入口が３カ所あるが、北側から直接入る入口がない。北側に
避難用の入口を設けてほしい。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、危機管理課、花と緑の課に伝えた。
○危機管理課からの回答
　施設の管理上、安全面上から現状のままと考えます。どのよ
うな経路を通って避難するかについては、災害に備えて、日頃
より確認していただきたいと思う。現在のところ、北側に入口
を設けることは計画していない状況にある。

Ｐ14 大戸

17．防犯灯の電気料の補
助について

【市民からの要望・質問】
　防犯灯の電気代の補助は、３分の１を目安にしていると聞い
たが、ＬＥＤにしてからも今までどおり1,000円補助となる
と、７割近くの補助になるが、これからも１灯当たりの補助額
は変わらないのか。

【事後処理結果】
　危機管理課に確認したところ、「このまま防犯灯のＬＥＤ化
が進んでいけば、いずれは電気料補助の見直しをすることにな
るかもしれないが、今はＬＥＤ化を進めることを優先している
ので、今の段階では補助額は据え置きである」とのことであっ
た。
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Ｐ14 一箕

18．一箕小学校付近の防
犯灯について

【市民からの要望・質問】
①一箕小学校の東側通路に隣接する防犯灯の要望については、
一箕小学校構内にある電柱に防犯灯を設置することが可能です
が、要望に対する回答は、「市民部と教育委員会の協議が必要
であるためにすぐに即答できない」としている。迅速に対応で
きないのか。
②以前から富士通通りにある歩道橋の防犯灯が消えているが解
決できていない。

【事後処理結果】
①担当所管で協議し進めるよう話をした。
②歩道橋の防犯灯については、市の危機管理課から県の担当課
に要請をしていただき、「すぐに対応する」との回答をいただ
いた。

課題となっている防犯灯の管理

出典　グーグルマップ

Ｐ14 大戸

19．防犯灯と街路灯の違
いについて

【市民からの要望・質問】
　防犯灯だと設置費用や電気代などの負担があるため、できる
だけ地区の負担のない街路灯などで対応してもらいたいが、違
いは何か。

【事後処理結果】
　危機管理課へ確認したところ、「基本的には町内会での防犯
灯の設置をお願いしているところであり、それに伴う設置費用
や電気代の補助をしている。今後もできるだけ町内会の協力を
お願いしていく。街路灯に相当するものとしては、町内会に属
する人家からおおむね50ｍ以上離れている所などに設置する公
設防犯灯と、照明により事故の減少が図られると考えられる所
などに設置する道路照明がある」とのことであった。
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Ｐ15 湊

20．工事単価について 【市民からの要望・質問】
　給水設備の滅菌機の改修を行っている。見積書で判断した
が、談合疑惑があるのではないか。

【事後処理結果】
　意見交換会終了後、見積書を見せていただいた。福島県の単
価にそって積算されていること、各社の創意工夫による積算と
考えることから一概に談合とまでは判断できないことを説明し
た。

Ｐ18 謹教

21．鶴ケ城景観について 【市民からの要望・質問】
　毎日鶴ケ城の中を散歩しているが、植樹された「八重の桜」
の場所にいつも工事車両が止まっている。観光客が写真撮影を
しているので景観上良くない。駐車禁止にすべきだ。

【事後処理結果】
　11月13日、鶴ケ城内の「八重の桜」が植樹された場所を確認
し、会津若松観光ビューロに伝え、車は止めないように注意す
ることを確認した。
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Ｐ20 大戸

22．鳥獣被害について 【市民からの要望・質問】
　最近は熊に加えて、猪や鹿が増えてきて、農作物への被害が
顕著になってきているが、駆除することはできないのか。

【事後処理結果】
　農林課に確認したところ、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）に基づき、花火によ
る追い払いや、電気柵の設置などによる防除対策を行った上で
も、農作物被害が収まらない場合や人家付近へ出没した場合に
は、有害捕獲を実施している」とのことであった。捕獲の方法
としては、「ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカに対しては
「箱わな」があり、イノシシの場合は「くくりわな」もある」
とのことであった。
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Ｐ21 東山

23．橋梁補修工事につい
て

【市民からの要望・質問】
　戸ノ口堰にかかる橋の一部が崩壊の危険性がある。早急な修
繕が必要ではないか。

【事後処理結果】
　道路維持課に確認した。
○道路維持課の回答
　昨年実施された、５年に１度の定期点検時には異常はなかっ
た。なお、表面コンクリートにひび割れが見受けられるが、落
下などの危険はない。引き続き経過を見ながら現状維持に努め
ていく。
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Ｐ21 門田

24．南野団地の共同合併
浄化槽などについて

【市民からの要望・質問】
　南野団地にある共同合併浄化槽の老朽化への対応をしてほし
い。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、下水道課に現状を伝えた。
○下水道課からの回答
　南野団地は、民間の維持管理組合で管理している。市の施設
ではない。他には百合ヶ丘団地が該当する。「会津若松市地域
汚水処理施設整備事業補助金交付要綱」に基づいて補助金を活
用して、補修工事をしていただいている。来年度も浄化槽の修
繕をしたいという要望は出されているので、進めている。

100



ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ21 日新

25．市営住宅本町団地の
西側の空きスペースにつ
いて

【市民からの要望・質問】
・市営住宅本町団地の西側に元々市営住宅が建っていたが、壊
され現在は空き地となっている。現在誰が管理しているのか。
土地の活用について何とかしてもらいたい。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該市営住宅跡地は、
市建築課が管理。担当課から運用の詳細を調査し、今後の対応
について検討する。

○建築課からの回答
・当該地は市営住宅の老朽化に伴い壊した経過にあり、平成
11(1999)年３月から空きスペースとなっている。土地は市の財
産であり、管理は建築課で行っている。土地利用については、
町内の方々で協議して有効活用をお願いしてきた経過にある。
町内では花等の植栽を行っていただいているが、農作物は禁止
してきた経過にある。冬期間は雪溜め場として活用しているた
め、町内会から重宝された土地として有効活用していただいて
いると考えている。なお、除草の問題等もあるので、市も積極
的に活用協議等の場に携わっていく。

[第２班として]
・現地調査で町内全体を確認したところ、雪溜め場は当該のス
ペースしかないこと、また花などの植栽など、今後も地元の
方々で有効利用されることを望みたい。
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Ｐ22 湊

26．会津レクリエーショ
ン公園について

【市民からの要望・質問】
　会津レクリエーション公園には小さな子どもが遊ぶ用具がな
い。また、公園内のロックガーデンは管理が不十分である。

【事後処理結果】
　現地を見てきた。花と緑の課を通して県に要望を伝える。

レクリエーション公園案内図

Ｐ22 神指

27．国道118号若松西バ
イパス完成後における市
道神3-54号線の整備補修
について

【市民からの要望・質問】
　若松西バイパス工事に伴い、市道神3-54号線を大型トラック
が走行し、道路の痛みが激しい。西バイパス完成後、この市道
の整備補修は行われるのか。

【事後処理結果】
〇道路維持課からの回答
　市道神3-54号線については、バイパス工事が始まる前に県と
の協議により、バイパス工事車両による道路損傷について、補
修・修繕を県が行うことで調整している。
　工事終了後においては、道路の損傷度合（工事前からの損傷
かどうか）により県もしくは市が補修・修繕を行うこととして
いる。

〇市民との意見交換会第1班として了とする。
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Ｐ22 日新

28．都市計画道路イン
ター南部幹線からけやき
通りまでの道路舗装につ
いて

【市民からの要望・質問】
・国道49号からインター南部幹線を経てけやき通りまで通じる
路線で「しもとり商店」前の道路は、南側車線は舗装修繕がさ
れているが、北側車線については舗装修繕がされていない。傷
みがあるので改善してほしい。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該道路の傷み具合の
調査等を行った。なお、担当課の道路維持課に補修の経過を確
認するものである。

○道路維持課からの回答
・当該道路は年次計画のもとに整備を行っている。平成24年に
当該商店前　の拡幅工事をした経過にある。今年度のインター
南部幹線の修繕は幹線北側への舗装修繕を行った経過にありま
す。なお、当該地の北側車線の舗装整備については、裂傷の状
況などを確認しながら地元町内会と連携を図り進めていく。

[第２班として]
・現地調査から、傷みの激しい箇所もあるので、地元町内会と
優先順等も含めた協議を担当課にお願いしたい。
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地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ23 大戸

29．会津縦貫北道路の交
通量調査と会津縦貫南道
路の進捗状況について

【市民からの要望・質問】
　最近、会津縦貫北道路で交通量調査をしているようだが、出
来上がった道路に対してなぜ調査をするのか、その理由が知り
たい。また、会津縦貫南道路の進捗状況が知りたい。

【事後処理結果】
○会津縦貫北道路の交通量調査について
　道路維持課および都市計画課に確認したところ、どちらの課
でも「調査はしていない」ということであった。そこで、県会
津若松建設事務所の企画調査課に確認したところ、「会津縦貫
北道路の開通に伴って交通量が増えたために騒音調査を行うこ
ととし、バイクや大型車両との相関関係を調べるために交通量
調査を昨年度から行っている」とのことであった。調査は今年
度で終了する予定である。

○会津縦貫南道路の進捗状況について
　都市計画課より、会津縦貫道路のパンフレットを２０部取り
寄せ、区長会長へと郵送したところ、大いに喜ばれた。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ23 一箕

30．滝沢峠の路肩の崩落
について

【市民からの要望・質問】
　台風21号による滝沢峠の路肩の崩落について、復旧はどのく
らいかかるのか。

【事後処理結果】
　４班で現地調査を行い、今後の対応について道路維持課に確
認した。
○道路維持課からの回答
　今年度中に復旧すべく市単独工事で進めている。

             台風被害にあった滝沢峠現場付近
　　　　　　　　　出典　グーグルマップ

滝沢峠の崩落現場

土砂の崩落で道路が浮いている
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ23 門田

31．西年貢から小金井小
学校に抜ける道路の拡幅
について

【市民からの要望・質問】
　通学路にもなっているのに、道路幅が途中から狭くなり、子
どもたちが怖い思いをしている。雪が積もると、田んぼの方に
逃げなければならない。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に伝えた。
○道路維持課からの回答
　現在計画はしていない。地元よりの要望を出していただきた
いと思う。通学路でもあるので、安全に務めて除雪を行ってい
きたい。

Ｐ23 門田

32．門田小学校から徳久
へ行く道路の拡幅工事に
ついて

【市民からの要望・質問】
　徳久へ行く道路が通学路となっているが、狭くなってきてい
る。国道118号工事完了後、拡幅になるのかと思っていたが、
今年中に工事が終了しない。冬期間が非常に心配である。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、道路維持課、道路建設課に現状を伝えた。
○道路維持課、道路建設課からの回答
　地元からも要望が出ている。計画はしているが、現在、道路
拡幅事業の市道幹Ⅰ-６号線、中野線の工事との調整を図りな
がら取り掛かる予定である。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ24 神指

33．国道118号若松西バ
イパス完成後における市
道幹Ⅰ-20号線の位置づ
けについて

【市民からの要望・質問】
　若松西バイパスができると、市道幹Ⅰ-20号線が死に線にな
ると説明会で聞かされた。バイパス開通後、この路線はどのよ
うになるのか。

【事後処理結果】
〇道路建設課、道路維持課からの回答
　バイパス完成後、この路線を廃止する予定はない。
　県は、交差点が近接することから市道幹Ⅰ-20号線北側がバ
イパスと接続しない線形としているが、本線の利便性からも北
側部分をバイパスと接続するよう市として要望している。
　なお、除雪や通常の維持管理については、引き続き適正に管
理していく。

〇市議会としては、今後の県との協議・動向について注視して
いく。

Ｐ24 門田

34．面川・沢地区の通行
止めについて

【市民からの要望・質問】
　現在、別の上の道路は通行できているが、今後の復旧予定は
どうなのか。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に現状を伝えた。
○道路維持課からの回答
　台風で土砂崩れが発生した。道路は２本あるが、１本が通行
できなくなっている。また、通行できる道路は急である。市と
しては、年内に全面的に復旧したいと考えており、現在、業者
選定をしています。区長にも説明させていただいている。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ36 城北

35．新城踏切及び富士の
湯周辺道路について

【市民からの要望・質問】
　子どもたちの通学安全のために新城踏切の拡幅と富士の湯下
の隧道を設置するようＪＲに働きかけをしてほしい。

【事後処理結果】
　地区区長会として今後意見の集約を図っていくとの発言が
あった。
　なおＪＲの線路が関係するためそちらとの協議も必要と考え
られる。
　この問題については、ＪＲとの協議も必要なことから今回は
現地調査を行い、現状を確認するのみにとどめた。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ37 神指

36．調理場の拡張につい
て

【市民からの要望・質問】
　調理場の拡張に当たっては、調理場の裏側が空き地になって
いるので、そこを活用したら良いのではないか。

【事後処理結果】
　意見交換会内で回答は済んでいるものの、なお確認のため、
裏側の空き地、調理場、調理場入口の現地を調査したところで
ある。

・地区住民による署名を11月27日に
市長へ提出
※神指地区より、12月市議会定例会
へ陳情として提出され、12月22日の
最終本会議において継続審査と決め
られた。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ38 城西

37．通学路の除雪につい
て

【市民からの要望・質問】
　市道の除雪で遅い場所がある。通学路になっているので午前
７時までに終わらせてほしい。

【事後処理結果】
　城西小学校、第四中学校に確認したところ、市道神4-370号
線は通学路に認定されておらず、そのため早出路線に認定され
ていないことを道路維持課で確認した。

○道路維持課からの回答
・学校で通学路に認定している路線はその学区の主だった幹線
道路であり、実際に子どもが通学路として利用していても、学
校の通学路に認定されていない路線がある。
・除雪業者の担当エリア内の幹線道路を優先的に除雪するた
め、早出路線などと呼んだりするが、その他の路線について
も、少しでも早く完了するよう心掛けている。
・ぜひ、地区と除雪業者との打ち合わせでも、そういった意見
を伝えていただき、それを反映した除雪作業が行えるよう努め
ていきたい。

【２班として】
　市道神4-370号線は通学路に認定されていないものの、実際
に通学に利用する学生がおり、また当該路線は、大変狭い道路
ではあるが、抜け道として利用する住人も多くいることから、
改めて早い時間帯での除雪をお願いした。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ46 東山

38．消防団員出動手当に
ついて

【市民からの要望・質問】
　消防団員出動手当が正当に支給されていないようだ。団員募
集にも支障を来している。

【事後処理結果】
　危機管理課に確認した。
○危機管理課からの回答
　出動手当は各分団に対して支給しており、火災や災害対応の
ために出動した場合には１人１回当たり1,500円を支給してい
る。また、設備等の点検や火災防止のための広報活動などには
１人１回当たり1,500円を上限に、予算の範囲内で支給してお
り、これを分団ごとにまとめて支給しているため、１人当たり
1,500円の支給にはならない場合もある。このことが、全団員
に説明されていないため、誤解があると思われる。改めて各分
団に対して説明していくこととする。

Ｐ46 東山

39．消防団への加入方法
の周知について

【市民からの要望・質問】
　消防団への加入方法が分からず、加入推進活動ができない。

【事後処理結果】
　危機管理課に確認した。
○危機管理課からの回答
　加入方法については、各分団が窓口になり、その各分団に対
し申し込みをすることとなる。その後各分団がまとめて、危機
管理課に提出することになる。
　現在、行政区長や対象者等に対し、分かりやすい加入促進に
向けた方策について、検討している。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ47 東山

40．水害対策について 【市民からの要望・質問】
　千石ニュータウン第二区の中央を流れる川もたびたび氾濫し
ているので、現地確認してほしい。

【事後処理結果】
 ３班で現地調査を実施した。現場は、地形上最も低い位置に
あり、たびたびいっ水被害が起こっている。現地水路の改良や
道路の部分改良では解決できない地形上の問題が原因となって
いるものと考えられる。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ50 門田

41．南公民館の西側広場
の整備について

【市民からの要望・質問】
　南公民館の西側の広場は、雨が降ると足場が悪くなり、行事
も何もできないので整備してほしい。

【事後処理結果】
　生涯学習総合センターに確認した。
○生涯学習総合センターからの回答
　公民館の修繕などを優先に考えている。今のところ、広場の
舗装整備についての計画はない。しかし、適宜、砂利などを敷
いて対応していく。

Ｐ50 門田

42．集会所の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　飯寺には2,000軒あるが、集会所が狭くて皆が入れない。集
会所を整備してほしい。
　
【事後処理結果】
　環境生活課に確認した。
○環境生活課からの回答
　地区として進めていただき、市の補助制度を利用していただ
きたい。自治会が自ら整備する集会所をもって活動の拠点にあ
て、市においては、地域集会所建設補助事業として、一定の補
助を行うという民設民営方式となっている。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ51

Ｐ52

門田

43．小金井小学校区への
コミュニティセンターの
整備について

【市民からの要望・質問】
　門田地区には、３つの小学校区があり、城南小学校区には城
南コミュニティセンター、門田小学校区には南公民館がある
が、小金井小学校区にはないので、コミュニティセンターを建
ててほしい。
　小金井小学校区にコミュニティセンターを整備するよう要望
してほしい。

【事後処理結果】
　環境生活課に確認した。
○環境生活課からの回答
　現在のところ、具体的な計画はない状況にある。地域からの
要望、意見などをいただきながら、それぞれ整備の要望が高
まったり、条件等が熟度を増した段階で検討していきたいと考
えている。運営方法については、公設民営で、地元の方に運営
を担っていただくことになる。
　

Ｐ52 門田

44．放課後子ども教室の
あり方について

【市民からの要望・質問】
　門田地区は、放課後子ども教室が本格的に行われているが、
多くの児童が来ると、活動指導員の手が不足してしまう。人的
問題があるので、どのように問題解決を図るのか。城南コミュ
ニティセンターに分散した場合、さらに人手が不足することが
予想される。

【事後処理結果】
　生涯学習総合センターに確認した。
○生涯学習総合センターからの回答
　活動指導員などの人数は、参加人数によって決定され、対応
は可能であるので、生涯学習総合センターにご相談いただきた
い。この事業は、県の委託事業で実施している。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ52 門田

45．子どもの居場所づく
りについて

【市民からの要望・質問】
　子どもの居場所はたくさんあるのに、活用していない。自分
の住んでいるところを自慢できるように、故郷の良さを理解す
ることは大事である。学校行事で青木山に登り、門田地区を全
生徒に見せてほしい。学校との協力が大事である。

【事後処理結果】
　学校教育課に確認した。
○学校教育課からの回答
　総合学習の時間に、「会津に誇りを　偉人・先人100選」を
取り上げて学んでいる。また、市内小学校６年生に、「こころ
のふるさと会津～会津を学ぶ まなべこツアー」にて、松平家
御廟を見学することで、郷土への愛着を高め、会津に生まれ
育ったことに誇りと自信を持ち、ふるさと会津の発展に尽くそ
うとする心情を養うということを実施している。小中学校対象
に、「こころのふるさと会津～会津人に学ぶ」も実施してい
る。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ68 湊

46．子育て支援について 【市民からの要望・質問】
・私の地区の５歳の子どものことである。以前は保育所に通っ
ていたが親が交代制勤務になり、保育所への送迎ができないた
めに保育所をやめたと聞いている。スクールバスに相乗りはで
きないのか。
・湊しらとり保育園ができて２年ぐらいは送迎バスがあった。
利用者がいないのでなくしたと聞いている。

【事後処理結果】
　健康福祉部に確認したところ、「湊地区民生児童委員協議
会、こども保育課、小学校、親戚の方、親御さんなどと話を進
めている。どのような解決方法があるのかそれぞれのケースご
とに検討をし協議している」との回答であった。少し時間をい
ただきたいとのことである。
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市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ80 行仁

47．会津道路メンテナン
ス協同組合での排雪作業
について

【市民からの要望・質問】
　会津道路メンテナンス協同組合での排雪作業が進んできてい
るが、排雪の専門班はどのくらいいて、排雪作業はどのくらい
行っているのか、具体的に数値を教えていただきたい。

【事後処理結果】
○道路維持課の回答
＜排雪について＞
　平成28年度の排雪作業は、除雪をした後、またその後の雪寄
せ場の確保のために、１月、２月に、各道路・交差点の排雪、
３月には、農地内の排雪を各１回実施した。（会津道路メンテ
ナンス協同組合＋市直営で実施）
　述べ８７５カ所の排雪作業を実施。（雪の多いところは２回
～３回実施）

＜会津道路メンテナンス協同組合の排雪体制＞
　組合に機械を出し合っていただき、最大10班の稼働を依頼す
る。
　平成28年度の実稼働は５～７班で排雪を実施し、短期間で効
率的に排雪作業ができたと評価をした。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ82 行仁

48．緑地公園への雪捨て
について

【市民からの要望・質問】
　市が管理する緑地公園への雪捨てについて疑義がある。除雪
業者は雪をブルトーザーで運んでいるようだが、市の窓口に
行って雪捨て場として地域の住民に使わせてほしいと申し込む
と断られた。どうなっているのか。
【事後処理結果】
○道路維持課の回答
　道路維持課が花と緑の課に緑地公園を雪寄せ場として使わせ
てほしいと協議を申し入れた。花と緑の課の回答は「やむな
し」というものである。道路維持課としては、個定式フェンス
を除いて、フェンスがある場合も冬期間だけフェンスを外し
て、ブルトーザーによって雪寄せ場として使用している。春に
はフェンスを再び備え付けをしている。ただし、個人の雪寄せ
場としての使用は、公平性の観点からお断りをしている。
○花と緑の課の回答
　道路維持課から提出された緑地公園のリストの中から問題が
なければ、雪寄せ場としての使用を平成16年から認めてきまし
た。個人のスノーダンプによる雪捨てについては問題ないが、
町内会のトラック等を使用した雪捨て場としては、本来の雪捨
て場があるので認めていない状況にある。今後は緑地公園の窓
口である花と緑の課に相談をお願いしたい。
【議会としての見解】
　市の対応として正しいと思うが、市民の方も雪捨てについて
は困っているのも事実である。市民からの相談については柔軟
で丁寧な対応を望むものである。（緑地公園はあくまでも雪寄
せ場もしくは、雪溜め場であり雪捨て場とは区別している）

八角14号緑地を視察

八角13号緑地を視察
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４４４４．．．．議会報告議会報告議会報告議会報告（（（（定例会定例会定例会定例会、、、、政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会などなどなどなど））））についてについてについてについて

119



○　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

１班 謹教

議員報酬・議員定数は類似市議会を参考にし検討
すべきではないか。人口が減少しているのだか
ら、議員定数の検討は必要である。

議会制度検討委員会において検討している。条例
を見直すことも含め進めている。

議員定数 議員定数 ２班 城西

議員定数の決定方法の具体的な考え方は。 議会制度検討委員会で常任委員会の数や委員会の
討議人数について検討してきた。今後、類似団体
と比較するなど具体的な検討に入っていく。

議会改革 議会改革 ２班 日新

議会制度検討委員会の市民委員は、どのようにし
て選ばれたのか。

広報議会８月１日号に、一般公募の募集案内を掲
載しました。応募が８名あり名前を伏せた応募動
機の作文などから書類選考をして２名が選出され
ました。今回で６期目、任期は２年となってい
る。

議会運営 議長任期 ２班 城西

議長が60代、副議長が66代とあるが、なぜ違いが
あるのか。

戦前から続く歴史の中で、任期の変更や任期中に
亡くなる方がいたなどの理由から違いが出てきて
いる。

議会活動

企業誘致

一般質問

企業誘致
１班 謹教

ＩＣＴ利用には格差が生まれる。議会で質問を大
いにしてほしい。

聞き置く。

政策討論
会

運営 ５班 行仁

政策討論会に市民が参加し、大きな会場で開催し
てはどうか。

提言として受け止める。
現状では市民を交えての開催の検討はしていない
が、分野別意見交換会の開催を市民を交えていく
対応を進めている。
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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

運営 ５班 行仁

政策討論会を見に行くことはできるのか。実りあ
る討論ができているのか傍聴に行きたい。

議会の会議は傍聴可能である。議会日程は公表さ
れているので広報議会、市ホームページをご参照
いただきたい。議会日程以外の政策討論会の日程
はGoogleカレンダーでの公表となっているので、
そちらを参照し傍聴いただきたい。

政策研究 ３班 東山

政策討論会各分科会のテーマは、この１年間の意
見交換会で出された内容か。

全てを対象とすることは不可能なので、政策課題
を２項目程度に絞り議論された内容が報告されて
いる。

１班 城北

謹教地区で行われた意見交換会に参加した。除排
雪についてのグループワークがとても良かった。
そういう手法を使ってより細かな問題発見に努め
てほしい。

ごもっともな意見である。広報広聴委員会でも検
討している。意見交換会の手法については今後も
工夫改善を図っていきたい。

３班 東山

「市民との意見交換会」という名称は、議会目線
ではないか。市議会あるいは議会という文言を頭
につけるべきではないか。

議会目線のようなことはない。

５班 鶴城

１時間３０分という短い時間で市民との意見交換
会を行っているのですから、簡潔に皆さんの意見
をたくさん聞いて集約していただきたい。

分かりました。

事後対応 ２班 北会津

前回の意見交換会で話した内容についての回答
を「第18回市民との意見交換会・報告書」で今日
初めて見ましたが、発言者に直接回答をいただけ
ないか。

　前回の意見交換会の報告については、６月中に
北会津支所及びホームページで掲載している。回
答を個人には伝えていませんでしたので、個人に
も伝えてほしいとの要望があることを議会として
受け止め、意見交換会の総括会議で報告する。

政策討論
会

意見交換
会

運営
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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

意見交換
会

報告書 １班 城北

市内15地区、すべての報告書を見たい。除排雪の
問題解決の参考にしたい。

ご意見に沿うようにしたい。

意見交換
会

議会広報
紙

運営

掲載内容
５班

町北・

高野

この市民との意見交換会は、年に２回ずつ、10
年近く開催されている。これを一つの区切りとし
て、これまでの意見交換を踏まえながら、議会改
革にまい進してほしい。それぞれの地域や全会津
での課題を全国的な課題として捉え、ミクロでの
視点もいいが、マクロ的な視点に立って、地方分
権に目を向けてチーム・ザ議会、オール議会とし
て取り組んでほしい。
広報議会では、一般質問の中で議員が当局に対

し、「伺います」という表現を用いているように
なっているが「伺います」は、市当局と対等の立
場にある議会が、一歩引いている証拠ではない
か。

　ご意見は、意見交換会の総括会議で報告する。

議会の傍聴者が少ないと思う。議会では傍聴者
を増やす対策をしているのか。また、議会への傍
聴の呼びかけをしているのか。
議会に関心を持ってもらうために、議会や委員

会の傍聴を推し進めることが大切と考える。

広報議会誌を市内の約５万世帯に配布して、議
会案内をしている。また、ホームページでも議会
案内を掲載している。もっと積極的に各種団体に
も話しかけをすべきとも考えている。議員全員で
働きかけをしていきたい。
広報議会誌のモニター制度を計画しており、広

報議会誌に対する意見等をお聞きすることも考え
ている。

仙台市では庁舎や電車やバス等のいたるところ
に議会開催の掲示がなされていた。人の目につく
箇所にもっと広報すべきと思う。

　他の自治体等も研究しながら、傍聴者が増える
ようにしていきたいと考えている。

議会広報 議会広報 ２班 北会津
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