
　参加人数：　25名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）

1. 議会報告、市政全般についての総括
　①庁舎について
　　・分散しているのは使いづらいとの意見がありました。
　②西若松駅東口トイレについて
　　・議会の協力に感謝の意見がありました。
　　・今後の管理方法などについて質問がありました。

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
　　　除雪・排雪と空家対策について
　⑵　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。
　⑶　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りました。

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（（（（城西地区城西地区城西地区城西地区））））
　開催地区：城西地区 開催日時：平成29年11月6日（月）　　18時00分　～　20時00分

　担当班　：第2班（出席議員）樋川　誠、内海　基、村澤　智、長郷潤一郎、清川雅史、渡部　認　（欠席議員）なし

　開催場所：　城西コミュニティセンター
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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
運動施設

公園

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。

● ① 議会運営

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。

● ① 議員定数

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。

○ ① 行政

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。

○ ①
中心市街
地

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。

○ ①
まちづく
り

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。 ○ ②

まちづく
り

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 ※項目
キーワード

○　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

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

2



市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 ※項目
キーワード

○　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

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

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くいるので、矢印式信号
機にしてほしい。

○ ② 交通安全

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す。 ○ ② 交通安全

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。 ○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

交通安全

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。
○ ①

まちづく
り

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。

○ ②
まちづく
り

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。
○ ①

まちづく
り

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。

○ ②
まちづく
り

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。
○ ② 観光
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○　地区別テーマでの意見交換について

（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ください。

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くださ
い。 ○ ①

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。

○ ②

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。

○ ①

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。
○ ②

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

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。

○ ②

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。

○ ②

→　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 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 →　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 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

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ま
す。

○ ①

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。

○ ②

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。

○ ②
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城西地区城西地区城西地区城西地区

件名

１．西若松駅自由通路の街路
灯について
　　　　　　　　　（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】
・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
路も使用開始となりました。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ります。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ました。それらのセンサーの微
調整等を行いました。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きます。

[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まし
た。
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城西地区城西地区城西地区城西地区

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

２．通学路の除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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ました。

○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ります
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ました。
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