
１．議会報告、市政全般についての総括
　①市庁舎の建て替えについて
　　・県立病院跡地の利活用と絡めて、今後ますます市民の関心が高くなっていくと考えられる。
　②高規格道路の整備について
　　・会津縦貫北道路の完成に伴い、会津縦貫南道路の整備によって地域住民の生活を大きく変えていくこととなる。
　【その他の主な意見等】
　　・鳥獣被害について　など

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
　　　地域の情報化の推進について
　⑵　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まし
　　た。
　⑶　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ました。
　【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
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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、南
縦貫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
スを活用するようだ。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

道路

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。 ○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

防災・安
全

交通安全

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

防災・安
全

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

防災・安
全

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

防災・安
全

○　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

分類 番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※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

分類 番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※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

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

防災・安
全

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。 ○ ②

防災・安
全

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

鳥獣対策

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。
○ ② 鳥獣対策

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。

○ ① 行政
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○　地区別テーマでの意見交換について

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。

○ ①

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。

○ ①

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。

○ ①

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。

○ ①

→　地域の情報化の推進について

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 →　地域の情報化の推進について

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

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。 ○ ①

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。

○ ①

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。

○ ①
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．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
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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

２．防犯灯と街路灯の違いに
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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
助をしているところである。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。

３．防犯灯の電気料の補助に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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

４．ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）を使用する際の許可に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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。

５．ＡＥＤのメンテナンスに
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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

６．ＡＥＤの消耗品の負担に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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。

７．鳥獣被害について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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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