
第19回市民第19回市民第19回市民第19回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・・・・報告書報告書報告書報告書（（（（東山地区東山地区東山地区東山地区））））

　開催場所：東公民館　

　参加人数：　18名（うち班外議員0名）（他傍聴者：福島民報新聞会津若松記者1名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　・県立病院跡地利活用について、総合福祉センターのような施設を求める声や子どもの遊び場などの整備を求める意見が
　　あった。
　・防災拠点として役立てられるとして、道の駅設置の要望があった。
　・市民との意見交換会の名称について、「議会」の文言を入れるべきとの意見があった。
　・子どもの貧困対策について、早急な対策を求める意見があった。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　⑴　地区別テーマ
　　　災害対策について
　⑵　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。
　⑶　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。

　開催地区：東山地区 開催日時：平成29年11月6日（月）　　18時00分　～　19時55分

　担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、小倉孝太郎、佐藤郁雄、譲矢　隆、阿部光正、目黒章三郎　（欠席議員）なし
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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し、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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

災害対策

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
政策討論
会

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。

○ ②

防災・安
全

地域経済

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。

○ ① 観光

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。

○ ② 雇用

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。 ○ ② 社会福祉

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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）

○ ①
防災・安
全

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ください。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

橋りょう

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。 ○ ① 行政

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す。

○ ②
まちづく
り

「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。

● ①
意見交換
会

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。 ○ ②

防災・安
全
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○　地区別テーマでの意見交換について

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。

○ ②

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。

○ ②

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。

○ ②

→　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ②

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。 ○ ②

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
告させていただきます。 ○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

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。

〇 ②

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。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ②

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) ○ ①

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。

ご意見として伺います。

○ ②

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

7



東山地区東山地区東山地区東山地区

件名

１．砂防ダムの早期建設につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．橋梁補修工事について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

処理（対応）内容 備考

【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」と回答は済んでいますが、現状を確
認するため現地調査を行いました。

【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ました。
○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がありませんで
した。なお、表面コンクリートにひび割れが見受けられますが、落下
などの危険はありません。引き続き経過を見ながら現状維持に努めて
いきます。
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東山地区東山地区東山地区東山地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

処理（対応）内容 備考

３．消防団員出動手当につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ５）

４．消防団への加入方法の周
知について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【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ました。
○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ります。その後各分団がまとめて、危機管理課に
提出します。
　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、検討しています。

【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ました。
○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円を支給しています。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
ります。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
思われます。改めて各分団に対して説明していきます。
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東山地区東山地区東山地区東山地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

処理（対応）内容 備考

５．水害対策について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【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ました。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ます。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
えられます。
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