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　⑴　９月定例会の報告
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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）

男性 女性 合計

湊湊湊湊 平成30年11月8日 木 18時30分 湊公民館　会議室 福祉除雪に対する行政支援のあり方 33名 0名 33名

河東河東河東河東 平成30年11月12日 月 18時30分 河東公民館　２階大ホール 河東のこれから～地域課題の発見～ 9名 1名 10名

一箕一箕一箕一箕 平成30年11月14日 水 18時30分 一箕公民館　２階講義室１・２ 地区内の道路問題 21名 2名 23名

町北町北町北町北・・・・高野高野高野高野 平成30年11月6日 火 18時30分 北公民館　１階日本間１・２ 少子高齢化対策と地域づくり 9名 1名 10名

鶴城鶴城鶴城鶴城 平成30年11月7日 水 18時30分 會津風雅堂　会議室１ 県立病院跡地の利活用と除排雪 16名 3名 19名

行仁行仁行仁行仁 平成30年11月8日 木 18時30分 行仁コミュニティセンター　集会室１ 空家対策・除排雪 14名 3名 17名

謹教謹教謹教謹教 平成30年11月6日 火 18時00分 謹教コミュニティセンター　３階講習室 地域観光資源の利活用と防災 18名 1名 19名

城北城北城北城北 平成30年11月7日 水 18時00分 城北コミュニティセンター　２階講習室 買い物弱者対策と除排雪のあり方 9名 1名 10名

神指神指神指神指 平成30年11月12日 月 18時00分 中央公民館神指分館　日本間１・２ 神指城跡周辺の整備 10名 2名 12名

城西城西城西城西 平成30年11月8日 木 18時30分 城西コミュニティセンター　２階集会室 城西地区における子育て支援 7名 1名 8名

日新日新日新日新 平成30年11月9日 金 18時30分 日新コミュニティセンター　２階講習室 日新地区における子育て支援 11名 3名 14名

北会津北会津北会津北会津 平成30年11月11日 日 18時30分 北会津支所ピカリンホール 北会津地区における子育て支援 8名 3名 11名

大戸大戸大戸大戸 平成30年11月10日 土 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 17名 0名 17名

東山東山東山東山 平成30年11月12日 月 18時30分 東公民館　２階講義室１・２ 除雪と排雪のあり方 8名 4名 12名

門田門田門田門田 平成30年11月13日 火 18時00分 南公民館　１階日本間１・２ 地域活性化と地域コミュニティのあり方 9名 1名 10名

参加者数合計 199名 26名 225名
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第第第第４４４４班班班班

第第第第５５５５班班班班

第第第第１１１１班班班班

１班 ◎戸川 稔朗、小倉 将人、髙梨 浩、大山 享子、横山 淳、斎藤 基雄

２班 ◎樋川 誠、内海 基、村澤 智、長郷潤一郎、清川 雅史、渡部 認

３班 ◎鈴木 陽、小倉孝太郎、佐藤 郁雄、譲矢 隆、阿部 光正、目黒章三郎

４班 ◎石田 典男、原田 俊広、古川 雄一、中島 好路、松崎 新

５班 ◎土屋 隆、吉田 恵三、丸山さよ子、成田 眞一、佐野 和枝、成田 芳雄
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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

１班 一箕

庁舎についてはどのように進めていくのか。 市は庁舎整備案の絞り込みをしている。今後議会
としては、厳しくチェックしていく。

２班 鶴城

市庁舎の建て替えはどうなっているのか。 第７次総合計画で、現在の場所で建て替えが決
まった。現在、駐車場の問題などもあるが、計画
を策定中である。県立病院跡地のプロポーザルと
は別で進めている。

３班 謹教

市民との意見交換会も21回になるが、市庁舎の建
て替え問題が何度も出てきている。ＪＲ会津若松
駅と市役所を合わせて合同庁舎にすることはでき
ないのか。時間をかけても良いから、未来のこと
を考えて作るべきではないのか。

未来のことを考えて建てることは大切であるが、
今の段階では現在の市役所の場所に立て替える予
定になっている。

５班 大戸

以前より本庁舎の建て替えの話が出ているが、
建てかえるのか。早く建てかえるべきだと思う。
わかれている庁舎を一つにすべき。

　市においては、平成30年度に基本計画を策定
し、平成37年度までに建て替えを行いたいという
方向で事業を進めている。建設場所は現本庁舎の
場所としている。

行政

まちづく
り

市庁舎

県立病院
跡地

２班 行仁

市庁舎を県立病院跡地につくる考えはないのか。 第７次総合計画の中で、現在の本庁舎敷地を中心
に整備すると位置付けられており、現在地での建
設が決定している。

行政

議員活動

行政全般

議員活動
３班 謹教

相馬市と南相馬市はお互いがライバルとなって、
市長同士が頑張っている。本市も企業誘致など、
頑張る市長は出てこないのか。市議会議員も、本
当に仕事をするのであればネクタイと背広ではな
く、一生懸命に汗をかいてほしい。

市長に関しては来年市長選があるので、そこで慎
重に判断していただければと思う。議員に関して
は、これからも市民のためにできるだけ汗をかい
ていきたいと考えている。

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

行政

社会福祉

企業誘致

都市計画

人口問題

社会福祉
全般

企業誘致

市街化調
整区域

１班 河東

人口が毎年1000人ずつ減るが対応策は。ＩＣＴは
無駄だ。外から人が入るだけで市内の雇用はな
い。町内が調整区域のため何もできない。

文教厚生委員会は教育や子育てが安心してできる
ように。産業経済委員会ではＩＣＴ企業を含め、
工業団地などに誘致して受け皿を作ること。建設
委員会では住居環境などだ。総務委員会では、地
域コミュニティづくりなど、委員会ごとに議論し
ている。全国同じような中で特効薬はないが、こ
の場でアイディアを皆さんからいただきたい。Ｉ
ＣＴオフィスビルは会津大卒業生の受け皿になれ
ばよいと思う。今後は会津若松徳久工業団地の次
を考えなければならない。

行政 人口問題 ５班 大戸

４年後の会津若松市の人口はどれくらいになる
のか。
また、人口減少を抑制するためにどんなことを

しているのか。

　会津若松市・旧河東町・旧北会津村の合併時の
人口は13万人強だったが、毎年1,000名ずつ減って
おり、現在は12万人強である。４年後５年後に向
けてなんとか下げ幅を抑えていきたいと考えてい
ることから、地元に若者が定着できるよう雇用対
策として、会津若松徳久工業団地の分譲や、ICTオ
フィスを建設しICT企業の誘致するなど進めてい
る。また、子育て支援では、18歳までの医療費の
無料化、こどもクラブの充実、教育保育施設の利
用者負担料を保護者の所得に応じた負担となるよ
うきめ細かな対策をしている。

まちづく
り

児童福祉

県立病院
跡地

遊び場

１班 一箕

子どもの室内遊び場の施設整備の予定はあるか。 県立病院跡地に子どもの施設をつくるべきなどの
意見が多く出ている。議会もどのような施設とす
べきか他市の事例を調査し研究している。
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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

１班 一箕

県立病院跡地についてどうするのか。 平成30年度はコンサルタント会社に調査を依頼し
ている。どのように利活用していくのか、市が選
んだ市民の意見を聞いていくとしているが、議会
としてはさらに多くの市民から意見を聞くように
要請している。

３班 城北

県立病院跡地の利活用について、各種団体に対し
て、アンケート調査があった。９つの選択肢から
３つを選択して回答してほしいという内容であっ
た。複合施設を整備するにあたり、災害・防災施
設は当然整備してほしい。選択肢の中にあるのは
おかしいのではないか。

検討していく。総務委員会として取り組んでい
く。

まちづく
り

県立病院
跡地
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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

まちづく
り

県立病院
跡地

４班 城西

県立病院跡地についての現状はどのようになって
いるのか。

　平成30年度は、福島県が測量を行い、土地の売
却価格を決定した。平成31年度は、市が基本構想
を作るために住民要望を聞く予定である。購入に
ついては、平成31年度に市が購入を予定してい
る。
　跡地利用についてさまざまな要望を聞いてい
る。市民要望だけでなく、観光地であるので都市
計画のリーダーシップが必要である。市長、議員
が都市構想の計画をどのように持っているのかが
重要である。鶴ケ城を観光のシンボルとし、周辺
地の利用を考えるべきである。旧陸上競技場を含
め検討すべきである。回遊性のある施設を考える
べきでないか。建設後は維持管理経費の問題もあ
る。
　観光利用については、市長と区長の対話集会で
も意見が出された。観光利用も一つの方法であ
り、仲見世通りのような施設を造るべきだとの構
想が出された。
　駐車場利用については、旧会津学鳳高校跡地が
駐車場用地である。
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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

４班 日新

県立病院跡地の利用について教えてほしい。 県立病院跡地については、平成29年３月に福島県
から取得意向の話があり、取得を希望することを
伝えた。その後、福島県が測量、不動産鑑定を
行った。今年度は、利活用のための基本構想を策
定し、平成31年度には用地を取得する方向であ
る。また、これまで市民からは、子育て支援のた
めの複合施設建設や美術館等のさまざまな要望が
出ている。総務委員会の中では、これからはどの
ような施設建設をするのか、市民の皆様へのアン
ケートや懇談会などにより、意見を聞いていく旨
の報告がなされた。
【発言の訂正】
県立病院跡地に、子育て支援の複合施設建設計画
が決まったような答弁をした。この発言を訂正す
る。決定したのではなく、市民から要望が寄せら
れている一つの事例でした。お詫びいたします。

５班 東山

県立会津総合病院跡地の利活用に関しては、い
つまで、どこで、どのように検討されているの
か、見えてこない。もっと具体的に行うべきでな
いのか。

　要望として伺う。

西若松駅
周辺

４班 城西

ＪＲ只見線跨線橋下の交流スペース広場だが、利
用できないようだがなぜか。

跨線橋下の交流スペース広場については、民間団
体の要望により、市地域づくり課、福島県、民間
団体、地元そして会津鉄道で協議調整し、バス
ケットボールのゴールを設置し、ネットで覆い、
利用ルールを作り運営されてきた。その後、利用
者の一部にルール違反があり閉鎖されたと聞いて
いる。

まちづく
り

県立病院
跡地
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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

まちづく
り

西若松駅
周辺

４班 城西

跨線橋下の交流スペース広場については、西若松
駅を愛する会も見守ってきた。問題になったのは
交流スペース広場の両側に道路が面していて、跨
線橋の下とネットの覆いの間にスペースがあり、
バスケットのボールが外に出てしまい、通行する
方の迷惑になってしまうことだった。利用者は、
小さい子どもから大人まで楽しく利用していた。
西若松駅を愛する会としては、市に対して早期再
開を求めてきた。市の担当課からの回答は、「再
開の目途が立っていない。県と折衝中である。」
との答弁であった。地区としては開放再開を望
む。

後日確認し、事後報告する。（事後処理報告書Ｐ
105）

まちづく
り

企業誘致

スマート
シティ

企業誘致

２班 鶴城

ＩＣＴオフィスについて、入居企業がいないため
家賃をタダにするという話を聞いたが、それは本
当か。現在の取組状況について教えてもらいた
い。

来年４月にオープン予定で、現在11社395名の入居
を見込んでいる。最大500人が入居することができ
るが、計画としては当初７割の入居、それ以降８
割、９割と増えていけば成功する事業となってい
る。このことから、とりあえず初年度の計画はク
リアしていると考えている。引き続き、動向につ
いて注視していく。

交通

観光

公共交通

駐車場
３班 謹教

旧会津学鳳高校跡地を駐車場にするならば、バス
の発着場として利用したらどうか。特に、東京へ
のバスの発着所になれば便利だと思われる。そし
てできるならば、体育館は残して市民のために活
用してほしい。

確かに高速バスが乗り入れられれば便利だと思う
が、旧会津学鳳高校跡地の利活用は、駐車場にす
る計画までになっているので、今後、バスの発着
所のご提案、体育館の活用の件についてもご意見
として伺っておく。

税

雪害対策

固定資産
税

雪溜め場

３班 城北

除雪時の雪溜め場の確保のために、個人の土地な
どを貸与した方への固定資産税の減免制度を作っ
てほしい。

除排雪の担当の建設委員会の協議を踏まえ、市税
の担当の総務委員会での検討を申し入れる。
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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

１班 一箕

18歳選挙権になってどのように分析しているの
か。

選挙管理委員会に行けば教えてくれるが、18歳の
投票率が一定の水準になっているものの、20歳に
なると低くなっている。

５班 大戸

選挙についてだが、高齢で痴呆になり、選挙に
行けない、判断ができない方にも選挙権はある
が、そういった場合、家族が代理で投票ができな
いのか。選挙に行けない高齢者が増えると投票率
がどんどん下がってしまう。

　家族が代理で投票することはできない。

掲示板 ５班 大戸

県知事選でポスターを貼っていない候補者がい
た。選挙のポスター掲示板は必要なのか。
お金がかかってるので、もっと安価な方法に変

えるべきではないか。例えば、広報議会のように
臨時の広報を出す。インターネットを使った広報
をするなど考えられるのではないか。

　掲示板は設置しなければならない。ポスターを
貼るか貼らないかは候補者の判断である。

５月の市民との意見交換会で発言したが、材木町
児童館の問題については、老朽化しているため閉
鎖と聞いている。しかし、その児童館を投票所と
して利用することは問題だと考える。きちんとし
た利用、新たな投票所についてどのように考えて
いるのか。

投票所の中には、手狭な駐車場、段差があったり
靴を脱がなければ投票できない場所があり、住民
から場所の変更の話も出ている。選挙管理委員会
に聞いたところ、その際は、近隣の適した公共施
設、民間施設などがないかどうか検討し、条件が
整えば変更が可能であるとの説明を受けた。材木
町児童館についても同様なことが適用されると考
える。

期日前投票の立会人をアピタで行った。約2,000名
の投票行為があった。駐車場が広く、買い物もで
きる。こうした投票場があれば良いと考える。

意見として受け止める。

４班 城西

選挙

選挙権

投票所

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

害虫 ５班 大戸

海外からのコンテナが置いてあるが、以前ヒア
リの流入の問題があったので、近くにあると不安
である。定期的な検査をしているのか。

　市の事務事業ではないため、情報提供として伺
う。

エネル
ギー

４班 城西

マスコミの報道もあったが、ゴミ焼却場の発電、
売電収入を考えていただきたい。

ゴミ焼却場についての事業は、会津若松市ではな
く会津若松地方広域市町村圏整備組合の事業であ
る。その会津若松地方広域市町村圏整備組合の議
員に伝える。

ごみ ５班 大戸

今年の10月の台風でゴミステーションが壊れて
しまい、次のゴミ回収に間に合うように修理をし
た。壊れた状態と、修理した後の写真を撮って、
廃棄物対策課に補助申請の相談に行ったが、設置
前または改修前に申請することが決まりですとい
うことで申請することができなかった。今回のよ
うな緊急を要する修理が他の地域でもあると思
う。現状の規定通りではなく柔軟な対応も必要で
はないか。

　調査し、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ
106）

県の管理している湯川河川敷の遊歩道の草刈りを
もっとやるべきである。市民はよほど気にならな
いと声を上げないものである。声がないからと
いってやらなくてよいというものではない。

声なき声をよく聞いて対応していきたい。現地を
確認してからお答えすることにする。（事後処理
報告書Ｐ107）

錦町の湯川大橋のところの榎木（エノキ）が１本
青々としているが、雪が降ったら枝折れの危険性
がある。折れてしまう前に対応した方が良いので
はないか。

大きさによっては危険であるので、現地を確認し
てからお答えすることにする。（事後処理報告書
Ｐ108）

環境

環境

河川

河川環境

河川管理
３班 謹教
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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

側溝排水

側溝管理
３班 謹教

市役所裏の葵高校第二グラウンド脇の側溝に雑草
が生えたりして、ゴミ捨て場のようになってい
る。以前は水が流れていたのだが、水を流す状態
にするなど、綺麗にはできないのか。同じく、野
口英世青春通りから老町（おとなまち）にかけて
の北側の川に水が流れていない。時々女性の方が
ごみ拾いをしているが、ここも水を流すようには
できないのか。

第二グラウンド脇の側溝については、以前から要
望があるところで、道路維持課にて調査中です。
昔は市街地でも東側半分が田んぼだったので保水
力もあったが、コンクリートやアスファルト施工
などによって溢水が増えているのが実状である。
対策としては都市計画をしっかりとやることだ
が、すぐに改善はできない。しかし、必ずやらな
ければならないことであるので、きちんと市の担
当課に伝えていく。

側溝排水
（悪臭）

側溝管理

２班 鶴城

小さい水路でも、四季を通して常に水を流しても
らいたい。水量が少ないと濁って異臭がして、す
ぐに虫が湧いて不衛生である。

ご意見として伺う。

側溝排水
（土砂）

側溝管理

２班 鶴城

水路に常に水を流してもらいたいと市に話したと
ころ、下流で水が溢れるのでできないと言われ
た。水を流さないと土砂が溜まってさらに流れが
悪くなる。

ご意見として伺う。

環境

公園

汚水

公園管理
１班 湊

県の会津レクリエーション公園の手入れに関する
問題だが、刈り取った草や枝葉が赤井川脇に野積
みにされ、その発酵した汚水が猪苗代湖に流れ込
んでいる。県にこのことを言っても一向に対応し
ないばかりか、公園内にそれらを処理するリサイ
クルセンターの建物があるにもかかわらず、十分
機能していないように見受けられる。

猪苗代湖の水環境を守ることは大事であり、県の
対応を確認する。（事後処理報告書Ｐ109）

環境

河川

不法投棄

河川整備
２班

町北

高野

町北町平沢地区と高野町界沢地区の間の河川の中
に、木が繁茂しているので整備してほしい。合わ
せて不法投棄も多くみられるので撤去して欲し
い。

管轄が阿賀川河川事務所と思われるが市を通して
申し入れをしたい。現地確認して対応する。（事
後処理報告書Ｐ110）

環境

側溝

11



○　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

環境 緑化事業 ３班 謹教

西栄町周辺の国道118号沿いの歩道にある埋め込み
立木のヤマボウシの実が、９～10月にかけて落ち
てきていて、歩道が汚くなっている。歩道が汚れ
ないような木を植えるなど、植え方を考えてほし
い。

歩道が汚れてしまうと通行する市民や観光客に迷
惑をかけることになってしまうので、県会津若松
建設事務所に植え方を考えてもらうように伝えて
いくことにする。

一方通行 ３班 城北

観光は、会津の産業の大きな柱となっている。会
津の道路は一方通行が多い。城北町（田事周辺）
の一方通行の通りは、観光客にはわかりにくく、
逆走が多発している。わかりやすい目立つ看板な
どを取り付けてほしい。

観光客に分かりにくい状況は理解できる。担当の
危機管理課に対応の検討を要望する。（事後処理
報告書Ｐ111）

カーブミ
ラー

３班 城北

城北地区の道は狭隘で危ない。カーブミラーの設
置を４カ所要望しているが、１カ所の設置に留
まっている。コミュニティバスの運行でも見にく
いところがあり、早急に設置してほしい。

要望の箇所を現地確認し、道路維持課に要望す
る。（事後処理報告書Ｐ112）

交通安全

環境

交差点

騒音
５班 大戸

広域農道の上三寄橋の北側の交差点で事故が多
い。ゴミを捨てる人が多い。その近くの踏切は、
一時停止をしない人が多い。列車の警笛がうるさ
い。

　情報提供として伺う。

交通安全

道路

通学路

道路整備
２班

町北

高野

上高野地区から鶴沼地区（上高野から農免道路ま
でが危険）に抜ける通学道路で、対向車とすれ違
うこともできないような箇所で歩道も無く、ト
ラック等の大型車が多く通り、大変危険である。
トラック協会等に申し入れをするか、笈川街道に
抜ける道路をつくるようにして欲しい。

現場を確認して対応する。（事後処理報告書Ｐ
113）

交通安全
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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

交通安全

道路

歩道

国県道の
整備

３班 神指

国道252号沿い（神指町東城戸）にある、「やまあ
食堂」前の歩道グレーチングに段差がある。ケガ
人も出ており危険なので改善して欲しい。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ114）

３班 神指

神指地区の一部住所に、大字小字がまだある。改
定できないか。

担当課に確認し、報告する。（事後処理報告書Ｐ
114）

住居表示で大字小字がついているがそれを取っ
てほしい旨を２年前に要望をした。やっと一部は
変更された。

　住居表示を変更してほしいということでよいか。

　年貢１区には大字小字がついている。
町名変更は難しいと思うが途中までは変更され

ている地域もある。地区の半分はできている。町
名変更と住居表示をお願いしたい。

　町名変更は徐々に進んでいる。

市民憲章50周年を祝う祝賀会に出席したが、盛
り上がりに欠けており、市民に浸透していないの
ではないか。東山地区においては、総会などの機
会に、市民憲章を唱和している。

　ご意見として伺う。

市民憲章に関しては、作文コンクールや花壇コ
ンクールなどが、取り組まれている。

　ご意見として伺う。

今日のこの意見交換会の場で、市民憲章のこと
が話題になり、推奨している一人としてうれしく
感じる。市民憲章は、市の理念である６つの事項
を分かりやすく表現しているが、市民に浸透して
おらず、残念である。

　ご意見として伺う。

生活 市民憲章

住居表示

５班 門田

５班 東山

住居表示
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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

防災組織

防災計画
５班 東山

９月定例会においては、避難行動要支援者名簿
の作成状況についての一般質問があったが、慶山
地区では自主防災組織があり、班ごとに、十分で
はないにしても要支援者名簿を揃えており、避難
訓練時においても活用している。平常時に誰が、
どの方を支援するのか、話し合いで決めている。
市全体では、対象者約8,400名のうち、名簿記載

への同意者が約４割ということであるが、これで
は避難行動要支援者への支援はできない。市はこ
の現状をどう考えているのか。

　市からの答弁では、名簿記載への同意をいただ
けない方の中には、家族に支援してもらえる方
や、自力で避難が可能な方、名簿そのものへの記
載に同意したくない方など、様々な理由があるも
のと認識している。
　市では引き続き、町内会長や民生委員・児童委
員の皆様のご協力とご理解をいただきながら名簿
の作成を進めるとともに、慶山地区と同様に、自
主防災組織の推進や地域包括支援センターなどの
協力を得ながら、取り組んでいきたいという答弁
があった。

私は、民生委員・児童委員であるが、市から避
難行動要支援者名簿をいただいている。障がいの
ある子どもも名簿に記載されているが、どう対応
していいのか分からない。私個人で、回りきれる
のか、不安だ。私自身が不在だったり、夜中だっ
たりする場合もある。

　そうした現実もあることから、市では、町内会
に自主防災組織を設立することを推進している。
しかしながら町内会全体の協力も必要なことか
ら、難しい側面がある。避難行動要支援者名簿の
件に関しては、２年前も一般質問を行ったが、名
簿記載への同意率はほとんど変わっていないた
め、今後とも継続して取り組んでいく必要がある
と考えている。

避難は隣近所の方々に協力をいただかないとい
けない。民生委員・児童委員の力だけでは、どう
にもならない。避難行動要支援者名簿をもらった
だけでは、どうしていいのか、分からない。慶山
地区のように班ごとに取り組む必要があると感じ
ている。危機管理課とも話をしているが、民生委
員・児童委員もまずは、自分の身を守り、自分の
家を守り、次に障がいを持つ子どもたち、複数の
要支援者がいる世帯など、近所を含め、どう支援
をしていくのか、話し合いが必要であると考え
る。

　都会においても自主防災組織を設立している地
域はある。町内会での話し合いが重要である。避
難行動要支援者名簿があっても、それで終わりで
はないので、町内会での話し合いを進めてほし
い。

防災・安
全

防災計画 ５班 東山
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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

避難行動要支援者名簿を作成することは良いこ
とであるが、災害時などに避難する時に、誰と誰
を支援するということが決まっていればいいが、
現実的には、いざという時に支援すれば、共倒れ
となる危険性もあると考え、助けにいかない場
合、のちに、そのことを責められると思ってしま
う。

　ご意見として伺う。

慶山地区において自主防災組織を設立して３年
になる（平成27年４月設立）。その中では、災害
時等においては、まずは自分自身の命を守って下
さいという話をしている。避難行動要支援者名簿
は、記載への同意が必要であるが、町内会の立場
からすると、災害時等に連絡することが必要な方
については、どこへ連絡していいのか分からない
と困るので、地区住民に自主的に緊急時の連絡先
などを提出していただいている。したがって市か
らいただく避難行動要支援者名簿情報と町内会で
所持している情報では、実際は異なっている。こ
れまで避難訓練を４回ほど実施してきたが、平常
時に体で覚えることが重要である。

　ご意見として伺う。

これまでの皆さんからのご意見は前向きでいい
と思うが、災害などが発生した時は、１人で逃げ
ることが、悪いことではない。私はプライバシー
に関わる避難行動要支援者名簿への記載には同意
しない。その中で、名簿記載への同意率が46％で
あることは、奇跡に近いという感覚である。町内
会も民生委員・児童委員の皆さんには敬意を表す
るが、そんなに頑張らなくてもいいと思う。

　ご意見として伺う。

防災・安
全

防災計画 ５班 東山
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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

防災・安
全

防災計画 ５班 東山

今のご意見は、間違っていないとは思うが、要
支援者を助けるのは、身近にいる人であると思
う。災害時といっても実際は、避難勧告から始ま
るのではないか。避難が開始された場合は、身近
な方が支援すべきではないか。慶山地区では、10
人程度、班ごとに、一緒に避難しましょう、とい
う話し合いをしている。
やはり日頃から班ごとに要支援者の情報を共有

し、話し合いをする必要があるのではないか。そ
んなに難しいことではなく、班ごとに10名ずつ集
まり、何かあったときは協力をし合いましょうと
話をする必要があると考える。

　ご意見として伺う。

避難行動要支援者名簿記載への同意者は46％と
なっているが、対象となる方全員に書類が送られ
ているのか。

　避難行動要支援者名簿は、災害が起こり避難を
するときに手助けが必要な方で、名簿に載せるこ
とに同意された方が記載されている名簿である。
市が作成し、区長や民生委員・児童委員へ配布し
ている。危機管理課では、対象者に年一回調査用
紙を配布し、その情報を元に名簿を作成してい
る。

私の家族は介護認定２で、そういった書類は届
いていない。避難行動要支援名簿登録の案内を出
している対象者の基準を教えていただきたい。

 案内を出している対象者の基準については後日報
告する。（事後処理報告書Ｐ115）

本当に支援が必要な人が避難行動支援名簿に記
載されているのか、そうではない場合もある。申
請があったからではなく、本人が災害があったと
きに本当に支援が必要なのか確認する必要がある
のではないか。市に強く言っていただきたい。

　ご意見として伺う。

防災・安
全

地域福祉

防災計画

要援護者
支援

５班 大戸
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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

地区の高齢者の避難行動要支援者の名簿を危機
管理課からいただいた。支援が必要な人、必要で
ない人も入っているが、本当に支援が必要な人が
入っていない。実態を把握してない。精査してお
かないと、いざという時に使えないと思う。名簿
は個人情報の問題があるので、名簿は返した。各
区長として持っている敬老会の名簿も持っていな
い。
高齢者の要支援の状況や介護度の状況を知って

いる区長がいるのかどうか疑問である。

　避難行動要支援者名簿のことでよいか。
　名簿については、受け取ったのか。

避難行動要支援名簿は紙１枚でいただいている
が、引き継いでいなかったため、わからなかっ
た。今年はファイルでいただき管理をしている。
中身は精査しないと正確ではない。若松第３地域
包括支援センターの５班の方で情報交換をして１
つのデータをつくる取組をしている。

　ご意見として伺う。

避難行動要支援名簿は昨年区長になってからい
ただいたが、名簿は出してもよいと言った方だけ
の提出となっている。地域の要支援者は民生委
員・児童委員の方が知っているが民生委員・児童
委員がよいと言わないと名簿は出てこない。

　ご意見として伺う。

防災・安
全

地域福祉

防災計画

要援護者
支援

５班 門田
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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

区長が要支援者の情報を必要とする場合は、若
松第３包括支援センターの５班が担当する地区の
要支援者の情報であれば、若松第３包括支援セン
ターに相談してみるとよい。区長も要支援者の情
報を持っているとよい。

　市全体では46％の記載に同意をしている方の避
難行動要支援名簿しかない。同意がなければ名前
は上がってこない状況である。いろいろな理由が
あり、市には記載に同意しない方の情報は上がっ
てこないので、説明をし、理解をいただき実態把
握に努めている。
　また、東山町の慶山地区では自主防災組織を立
ち上げ、そこで情報を共有して自主的に避難訓練
をしている。
　そのような取組を広げる方法を考えなくてはな
らないと考えている。

若松第３地域包括支援センターでは避難行動時
に支援が必要な高齢者は把握してる。高齢福祉課
でも把握をしているが市役所では教えてくれな
い。
地区ごとの要介護者を自分で調べることも必要

だが、若松第３地域包括支援センターで自分の地
区の要介護の名簿を作っているので、若松第３地
域包括支援センターに聞いてほしい。

　ご意見として伺う。

避難場所 ５班 東山

東山小学校が避難場所になっているが、砂防ダ
ムが完成するまで、避難場所とすべきではない。
東公民館などにするべきではないのか。

　要望として伺う。

防犯灯 ５班 大戸

台風で防犯灯の配線が切れて修理したが補助が
出なかった。防犯灯の設置や、ポールを立てる補
助は出るが、配線の張り替えの補助はない。設備
が古くなってきているので補助対象について考え
てほしい。ポールを立てて設置する場合、３万円
の補助があるが足りないので金額についても考え
るべきではないか。

　ご意見として伺う。

防災・安
全

地域福祉

防災計画

要援護者
支援

５班 門田

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

防災・安
全

防犯灯 ５班 大戸

大戸町で公設防犯灯はあるのか。公設防犯灯の
電球が切れているときは市が対応してるのか。

　公設防犯灯は、町内会に含まれない市道の通学
路に設置されており、町内会の人家からおおむね
50ｍ以上離れているところが対象となる。公設防
犯灯の管理は市が行っている。設置されている場
所は危機管理課で確認することができる。

浸水 ５班 東山

前回の市民との意見交換会報告書の10頁、11頁
の件であるが、戸ノ口堰から水が流れている時
は、板塀があり、車両などの出入りができない。
早期の改善をお願いしたい。

　現状は、前回の報告書の通りである。

排水 ３班 謹教

第三中学校の西側の県道が溢水になることがある
が、なかなか対応してもらえないので、何とか解
決してほしい。

県道に関しては県にお願いすることになるので、
こちらから市の担当課を通して県に伝えるように
する。
【訂正】意見交換会当日は「県道」ということで
発言いたしましたが、確認したところ市道（若３
－276）でしたので、改めて道路維持課に対応して
いただけるように要望しました。

仕組みづ
くり

１班 湊

自分は市の除雪事業の委託を受けている。湊地区
ではないことだが、旧市内には雪置き場がなく、
委託業者が地権者の許可を取り、シートを敷き、
雪を置かなければならない大変さがある。また、
除雪を行った後に住民が雪出しをして、「まだ除
雪がされていない」と苦情を言ってくる問題があ
る。除雪を行ったことが証明できるように、除雪
車にレコーダーを取り付けて記録してはどうか。

言われた内容は議会でも把握している。所管委員
会で議論していきたい。

除雪業者 ４班 北会津

除雪の指導について、委託業者の訓練が必要であ
る。特に真宮地区は、除雪してもすれ違いができ
ない。交差点の角に雪を置いていくことが問題で
ある。

政策討論会第４分科会で取り組んでいる。もう少
し時間が欲しい。

雪害対策

いっ水
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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

除雪後対
応

２班

町北

高野

除雪時に除雪車が雪を捨てた際、田んぼのＵ字溝
を壊してそのままになっているので、どのような
対処をすれば良いのかお聞きしたい。（金川町の
田）

参加された市民より「除雪で構造物が壊された場
合は、市の道路維持課に申し入れをすることで、
市が破損箇所の修繕を行なっている。」との発言
有。
市では、除雪で壊したものに関しては業者に保険
に加入してもらい対処することとなっている。

２班

町北

高野

国道49号の荒久田交差点から下荒久田を通り国道
121号に通じる箇所の除雪が悪く、車の轍やデコボ
コな雪道になっているので、交通に支障が無いよ
うに早期除雪で適切な除雪をお願いしたい。

３桁の国道は県が管理し、１桁や２桁の国道は国
が管理することとなっているので、市としては国
県の道路と交差する箇所は段差にならないよう気
を付けている。

３班 謹教

一定の条件の下で私道の除雪をやるようになった
ことは評価できるが、葵高校から私道に抜ける道
の除雪だが、業者によって除雪の方法が違う。で
きるだけ同じ水準で除雪してほしい。

確かに業者によって除雪のやり方が違うというこ
とは聞こえてくるが、できるだけ業者間の違いが
ないように担当課の方からお願いしてもらうよう
にしていく。

除雪私道 １班 河東

私道除雪の要件があるが、現在の除雪路線の要件
に変更はないのか。現状に要件は合っているの
か。

平成28年に３つの要件が示された。幅員が４メー
トル、舗装されている、公道に接するが要件であ
る。現在32路線ほどやっている。要件は変わって
いない。今後、袋小路の私道の除雪排雪をどうす
るか検討している。

除雪雪捨
て場

２班

町北

高野

国道49号の達摩交差点から七日町の交番前（県道
326号沿い）の間の事業所が、河川に雪を捨てるの
で上高野地域では水が溢れる。
今年は事業所に雪を捨てないように申し入れする
ことを考えている。

通常は河川には雪を捨てることができないことに
なっている。

雪害対策

税

雪溜め場

固定資産
税

３班 城北

除雪時の雪溜め場の確保のために、個人の土地な
どを貸与した方への固定資産税の減免制度を作っ
てほしい。

除排雪の担当の建設委員会の協議を踏まえ、市税
の担当の総務委員会での検討を申し入れる。
※総務委員会に話を申し送ります。

雪害対策

除雪作業
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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

避難行動要支援者名簿記載への同意者は46％と
なっているが、対象となる方全員に書類が送られ
ているのか。

　避難行動要支援者名簿は、災害が起こり避難を
するときに手助けが必要な方で、名簿に載せるこ
とに同意された方が記載されている名簿である。
市が作成し、区長や民生委員・児童委員へ配布し
ている。危機管理課では、対象者に年一回調査用
紙を配布し、その情報を元に名簿を作成してい
る。

私の家族は介護認定２で、そういった書類は届
いていない。避難行動要支援名簿登録の案内を出
している対象者の基準を教えていただきたい。

 案内を出している対象者の基準については後日報
告する。（事後処理報告書Ｐ115）

本当に支援が必要な人が避難行動支援名簿に記
載されているのか、そうではない場合もある。申
請があったからではなく、本人が災害があったと
きに本当に支援が必要なのか確認する必要がある
のではないか。市に強く言っていただきたい。

　ご意見として伺う。

５班 門田

地区の高齢者の避難行動要支援者の名簿を危機
管理課からいただいた。支援が必要な人、必要で
ない人も入っているが、本当に支援が必要な人が
入っていない。実態を把握してない。精査してお
かないと、いざという時に使えないと思う。名簿
は個人情報の問題があるので、名簿は返した。各
区長として持っている敬老会の名簿も持っていな
い。

高齢者の要支援の状況や介護度の状況を知って
いる区長がいるのかどうか疑問である。

　避難行動要支援者名簿のことでよいか。
　名簿については、受け取ったのか。

５班 大戸

地域福祉

防災・安
全

要援護者
支援

防災計画
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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

避難行動要支援名簿は紙１枚でいただいている
が、引き継いでいなかったため、わからなかっ
た。今年はファイルでいただき管理をしている。
中身は精査しないと正確ではない。若松第３地域
包括支援センターの５班の方で情報交換をして１
つのデータをつくる取組をしている。

　ご意見として伺う。

避難行動要支援名簿は昨年区長になってからい
ただいたが、名簿は出してもよいと言った方だけ
の提出となっている。地域の要支援者は民生委
員・児童委員の方が知っているが民生委員・児童
委員がよいと言わないと名簿は出てこない。

　ご意見として伺う。

区長が要支援者の情報を必要とする場合は、若
松第３包括支援センターの５班が担当する地区の
要支援者の情報であれば、若松第３包括支援セン
ターに相談してみるとよい。区長も要支援者の情
報を持っているとよい。

　市全体では46％の記載に同意をしている方の避
難行動要支援名簿しかない。同意がなければ名前
は上がってこない状況である。いろいろな理由が
あり、市には記載に同意しない方の情報は上がっ
てこないので、説明をし、理解をいただき実態把
握に努めている。
　また、東山町の慶山地区では自主防災組織を立
ち上げ、そこで情報を共有して自主的に避難訓練
をしている。
　そのような取組を広げる方法を考えなくてはな
らないと考えている。

地域福祉

防災・安
全

要援護者
支援

防災計画

５班 門田
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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

地域福祉

防災・安
全

要援護者
支援

防災計画

５班 門田

若松第３地域包括支援センターでは避難行動時
に支援が必要な高齢者は把握してる。高齢福祉課
でも把握をしているが市役所では教えてくれな
い。

地区ごとの要介護者を自分で調べることも必要
だが、若松第３地域包括支援センターで自分の地
区の要介護の名簿を作っているので、若松第３地
域包括支援センターに聞いてほしい。

　ご意見として伺う。

高齢者福
祉

介護 ５班 大戸

全国で介護人材が35万人くらい不足していると
いわれているが、会津若松市ではどのくらい足り
ないのか。そして不足する介護人材について、今
後どのように確保していくのか。

人材が不足して施設の運営が難しいのであれ
ば、そういった施設を行政がまとめて、例えば廃
校になった学校を利用して施設を作ることもでき
るのではないか。

　会津若松市でも介護人材は不足している。社会
保障や勤務条件が充実している職場があれば、働
く方たちは移動してしまう現状があり、そのこと
によって人材が不足する施設も出てくる。どの程
度不足しているのかという数字は把握していな
い。
　介護人材の不足の解消は、職場の待遇改善が重
要だと思っている。若い方が学校に行って資格を
取り、施設に就職したとしても、実際働いてみる
と続かなかったり、子育てしている女性の方は夜
勤は難しかったり、賃金が低いといったこともあ
る。継続して働き続けられる職場環境が必要であ
る。市としては、介護人材の確保について国に要
望している。

社会福祉
社会福祉
協議会

３班 城北

社会福祉協議会の所有のバスの利用基準が厳し
く、保健委員会の研修であっても使用できない。
土・日曜日の使用はできないし使い勝手が悪い。
基準の見直しを検討してほしい。

地域包括システム作りなど、地域の各団体に協力
が必要になっている中、地域の保健委員会の活動
として使用できないのは、一定の配慮が必要と考
える。社会福祉協議会にも検討を要望したい。
※社会福祉協議会に要望しました。
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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

社会福祉
社会福祉
協議会

３班 神指

地区社会福祉協議会の立上げが求められている
が、活動財源は「赤い羽根募金」からの交付金な
ど社会福祉協議会からのものとなる。住民も財源
も少ないことに加え、担う人材の育成と確保が大
きな課題である。

地域包括支援センターが中核となり、東山地区で
は地区社会福祉協議会が設立され活動が進められ
ている。

社会福祉

企業誘致

都市計画

行政

社会福祉
全般

企業誘致

市街化調
整区域

人口問題

１班 河東

人口が毎年1000人ずつ減るが対応策は。ＩＣＴは
無駄だ。外から人が入るだけで市内の雇用はな
い。町内が調整区域のため何もできない。

文教厚生委員会は教育や子育てが安心してできる
ように。産業経済委員会ではＩＣＴ企業を含め、
工業団地などに誘致して受け皿を作ること。建設
委員会では住居環境などだ。総務委員会では、地
域コミュニティづくりなど、委員会ごとに議論し
ている。全国同じような中で特効薬はないが、こ
の場でアイディアを皆さんからいただきたい。Ｉ
ＣＴオフィスビルは会津大卒業生の受け皿になれ
ばよいと思う。今後は会津若松徳久工業団地の次
を考えなければならない。
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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
イベント

１班 一箕

戊辰150周年の行事を１億２千万円の予算で行った
ようであるが、費用対効果を示してほしい。

まだ終了していないが、費用対効果については、
12月議会において議員も質問していく。

謹教

本市には各地に観光できるところがあるのだか
ら、七日町を歩いている観光客を全市で歩いても
らえるようにしてほしい。そのためには観光マッ
プやロードマップが必要だと思われるが、市では
作成しているのか。

街歩きのための観光マップは、観光課をはじめと
して何種類かある。今後はもっと活用していただ
けるようにアピールしていく。

神指

会津若松市はイベントは多いが、目玉となる行事
や観光施設等へのアクセスがわかりずらいのでは
ないか。

約300万人の観光客が来ているが、およそ50万人し
か宿泊していない。市単体の観光行政ではなかな
か観光客の増加は見込めない。会津地域が一体と
なり滞在型広域観光客の増加を目指していく。

観光

交通

駐車場

公共交通
３班 謹教

旧会津学鳳高校跡地を駐車場にするならば、バス
の発着場として利用したらどうか。特に、東京へ
のバスの発着所になれば便利だと思われる。そし
てできるならば、体育館は残して市民のために活
用してほしい。

確かに高速バスが乗り入れられれば便利だと思う
が、旧会津学鳳高校跡地の利活用は、駐車場にす
る計画までになっているので、今後、バスの発着
所のご提案、体育館の活用の件についてもご意見
として伺っておく。

３班 神指

ＩＣＴビルに入る企業数と人数はどの程度か。ま
た賃借料は安くするのか。

12社395名の入居希望があるが、これからの本契約
となる。

４班 城西

ＩＣＴオフィス環境整備事業の関係で、企業誘致
の現状はどのようになっているのか。

395名規模の入居予定者があるが、執行機関として
はさらに今後500名まで誘致したいとのことであ
る。現在、複数の企業誘致を行っているところと
のことである。

観光

観光誘客 ３班

企業誘致 企業誘致
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○　市政全般（テーマ以外）について 【【【【④ 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

企業誘致

まちづく
り

企業誘致

スマート
シティ

２班 鶴城

ＩＣＴオフィスについて、入居企業がいないため
家賃をタダにするという話を聞いたが、それは本
当か。現在の取組状況について教えてもらいた
い。

来年４月にオープン予定で、現在11社395名の入居
を見込んでいる。最大500人が入居することができ
るが、計画としては当初７割の入居、それ以降８
割、９割と増えていけば成功する事業となってい
る。このことから、とりあえず初年度の計画はク
リアしていると考えている。引き続き、動向につ
いて注視していく。

企業誘致

都市計画

行政

社会福祉

企業誘致

市街化調
整区域

人口問題

社会福祉
全般

１班 河東

人口が毎年1000人ずつ減るが対応策は。ＩＣＴは
無駄だ。外から人が入るだけで市内の雇用はな
い。町内が調整区域のため何もできない。

文教厚生委員会は教育や子育てが安心してできる
ように。産業経済委員会ではＩＣＴ企業を含め、
工業団地などに誘致して受け皿を作ること。建設
委員会では住居環境などだ。総務委員会では、地
域コミュニティづくりなど、委員会ごとに議論し
ている。全国同じような中で特効薬はないが、こ
の場でアイディアを皆さんからいただきたい。Ｉ
ＣＴオフィスビルは会津大卒業生の受け皿になれ
ばよいと思う。今後は会津若松徳久工業団地の次
を考えなければならない。

特産品 １班 一箕

テレビ放送を見て感じたのだが、起き上がり小坊
師や赤べこ、ソースカツなどの市の特産品が、他
の地域の特産品としてまねされているのではない
か。もっとＰＲするべきである。

ご意見として聞く。

道の駅 ３班 神指

会津縦貫南道路が計画されているが、神指地区に
道の駅を設置して欲しい。道の駅あいづ湯川・坂
下とは導線が異なるので可能ではないか。

道の駅には、さまざまな設置基準があるが、検討
していく必要があると考える。

地域経済

26



○　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

湊地区区長会としてイノシシ対策の要望を申し上
げたい。市に提出したのと同じ文書を皆さんにも
渡したが、要望は次の３点である。
①現行のイノシシ捕獲報奨金の増額を要望。②平
成30年より配置されたくくり罠実施隊を中山間地
各集落に１名くらいずつ配置できるよう、増員を
要望。③市の鳥獣被害対策実施隊や狩猟免許登録
者数の減少、また高齢化の中で、新たな狩猟免許
取得予定者への免許取得補助制度や免許更新時に
関わる経費等の助成を、他県の市町村を例に、新
たに創設することを要望。
なお、市からは全く展望のない回答であった。

議会での今後の議論の参考にさせていただく。

猪苗代町では、鳥獣被害対策のために新たに２名
を採用して取り組んでいるようだ。これは、参考
になる取組ではないかと思う。赤井集落では、イ
ノシシによって稲が踏み潰されてコンバインで刈
り取りができなかった農地もあった。テレビで見
たのだが、狼の鳴声を出す装置を使ってイノシシ
の追い払いに効果のあることを紹介していた。こ
の装置の導入を多面的機能支払交付金でできない
ものか。

猪苗代町白津地区において鳥獣被害対策専門職員
を集落に配置して効果を挙げている事例は承知し
ている。これまでも一般質問や予算決算委員会第
３分科会の質疑でも鳥獣被害対策は議論してきた
が、まだ十分な結論を得られないでいる。皆様か
らいただいた提案も参考に、さらに議会で議論し
たい。

下馬渡集落では、イノシシのくくり罠にクマが掛
かった。くくり罠もイノシシが到底掛かりそうも
ない幼稚なものだし、それ自体何とかすべきであ
る。また、イノシシの罠に掛かったクマは山に放
せということになっており、罠設置の許可要件に
ついてもおかしな事態になっている。

議会での今後の議論の参考にさせていただく。

イノシシ対策として、動物の嫌がる匂いを出すカ
バープランツによる対策も検討してはどうか。

ご意見として伺う。

湊鳥獣対策
鳥獣対策
（湊）

１班
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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 土地利用 １班 一箕

南原開発農地をワイン特区として、ブドウ畑にし
て有効に使ってはいかがか。

市は会津漆器振興のため漆樹を植樹している。

森林資源 ５班 大戸

新聞に掲載されていたが、大戸岳の近くの山林
をＮＰＯ団体が購入したという話がある。どう
いった活用がされるのか不安だ。市は知っている
のか。

　調査し、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ
116）

補助制度 ５班 大戸

大戸地区の山林を活かすために頑張っている。
林道の整備や間伐に関する補助金などがあれば説
明してほしい。

　間伐材は再生エネルギーで活用している。ま
た、林道整備の予算はある。詳細は、調査し報告
する。（事後処理報告書Ｐ117）

林業
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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

河川 水路整備 ３班 神指

第六中学校の東側水路の整備をして欲しい。 現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ118）

県の管理している湯川河川敷の遊歩道の草刈りを
もっとやるべきである。市民はよほど気にならな
いと声を上げないものである。声がないからと
いってやらなくてよいというものではない。

声なき声をよく聞いて対応していきたい。現地を
確認してからお答えすることにする。（事後処理
報告書Ｐ107）

錦町の湯川大橋のところの榎木（エノキ）が１本
青々としているが、雪が降ったら枝折れの危険性
がある。折れてしまう前に対応した方が良いので
はないか。

大きさによっては危険であるので、現地を確認し
てからお答えすることにする。（事後処理報告書
Ｐ108）

河川整備

不法投棄
２班

町北

高野

町北町平沢地区と高野町界沢地区の間の河川の中
に、木が繁茂しているので整備してほしい。合わ
せて不法投棄も多くみられるので撤去して欲し
い。

管轄が阿賀川河川事務所と思われるが市を通して
申し入れをしたい。現地確認して対応する。（事
後処理報告書Ｐ110）

橋りょう
橋りょう
整備

５班 大戸

上三寄橋のつなぎ目のコンクリートが剥がれて
いるので、そこを見てもらいたい。

　調査し、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ
119）

公営住宅 建て替え ２班 鶴城

城前市営住宅の建て替えの進捗状況はどうなって
いるのか。当初の予定から遅れているのではない
か。平成35年には、すべて建て替えが終わってい
ると認識していた。

現時点では当初の計画通りに進んでいる。ただ、
５年前の計画通り進むわけではなく、議会として
「計画進行中にもう一度このまま進めて行くのか
どうか、協議・検討・見直しをすべき」と申し入
れをしている。

３班 謹教

河川

環境

河川管理

河川環境
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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

公営団地
建て替え

住宅環境
４班 城西

住吉町町内会には、木造の市営団地や空き家があ
る。
①今後、市営住宅についてどのようにしていくの
か。
②管理についてどのように行っているのか。地域
住民からの意見として担当課に伝えていただきた
い。

２年後の平成32年度までに、会津若松市の公営住
宅についての長寿命化計画を見直す予定である。
現在建設中の城前団地は50年で更地にし、その上
に新たに建設している。他の自治体は30年で団地
を改修している。50年以上経ってしまえば団地の
改修もできないことになってしまう。そこで、会
津若松市の公営団地のあり方について再度の見直
しをしている。

公園

環境

公園管理

汚水
１班 湊

県の会津レクリエーション公園の手入れに関する
問題だが、刈り取った草や枝葉が赤井川脇に野積
みにされ、その発酵した汚水が猪苗代湖に流れ込
んでいる。県にこのことを言っても一向に対応し
ないばかりか、公園内にそれらを処理するリサイ
クルセンターの建物があるにもかかわらず、十分
機能していないように見受けられる。

猪苗代湖の水環境を守ることは大事であり、県の
対応を確認する。（事後処理報告書Ｐ109）

水道料金 １班 河東

公営企業会計の水道事業について説明して欲し
い。下水道も公営会計になるのか。黒字なら値段
を下げるべきだ。少しだけ使っても1㎥の使用量が
かかる。

水道事業ビジョンが出された。単年度の黒字だか
らと言って、今後もなくてはならない水道を維持
する上で、お金は積み立てておかねばならない。
下水道事業も公会計に移行する。本市は10㎥まで
が基本料に入っている。

企業会計 ３班 謹教

平成29年度会津若松市各会計別決算において、公
営企業会計の水道事業会計の赤字に対してどのよ
うに立て直していくのか。また、平成30年度の見
通しはどのようになっているのか。

平成29年度から水道料金が引き上げられたが、そ
の分も含めて、５年間の見通しの引き上げであ
り、５年間で収支をとる見通しとなっている。

水道
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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

側溝管理

側溝排水
３班 謹教

市役所裏の葵高校第二グラウンド脇の側溝に雑草
が生えたりして、ゴミ捨て場のようになってい
る。以前は水が流れていたのだが、水を流す状態
にするなど、綺麗にはできないのか。同じく、野
口英世青春通りから老町（おとなまち）にかけて
の北側の川に水が流れていない。時々女性の方が
ごみ拾いをしているが、ここも水を流すようには
できないのか。

昔は市街地でも東側半分が田んぼだったので保水
力もあったが、コンクリートやアスファルト施工
などによって溢水が増えているのが実状である。
対策としては都市計画をしっかりとやることだ
が、すぐに改善はできない。しかし、必ずやらな
ければならないことであるので、きちんと市の担
当課に伝えていく。

側溝管理

側溝排水
（悪臭）

２班 鶴城

小さい水路でも、四季を通して常に水を流しても
らいたい。水量が少ないと濁って異臭がして、す
ぐに虫が湧いて不衛生である。

ご意見として伺う。

側溝管理

側溝排水
（土砂）

２班 鶴城

水路に常に水を流してもらいたいと市に話したと
ころ、下流で水が溢れるのでできないと言われ
た。水を流さないと土砂が溜まってさらに流れが
悪くなる。

ご意見として伺う。

道路整備

通学路
２班

町北

高野

上高野地区から鶴沼地区（上高野から農免道路ま
でが危険）に抜ける通学道路で、対向車とすれ違
うこともできないような箇所で歩道も無く、ト
ラック等の大型車が多く通り、大変危険である。
トラック協会等に申し入れをするか、笈川街道に
抜ける道路をつくるようにして欲しい。

現場を確認して対応する。（事後処理報告書Ｐ
113）

国県道の
整備

歩道

３班 神指

国道252号沿い（神指町東城戸）にある、「やまあ
食堂」前の歩道グレーチングに段差がある。ケガ
人も出ており危険なので改善して欲しい。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ114）

側溝

環境

道路

交通安全
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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

県道326号（県道浜崎高野会津若松線）のセンター
ラインが消えていて対向車線にはみ出してしま
い、特に雨の日や夜間運転は危険である。白線を
引く気配もないので計画があるのかを聞きたい。
会津パールライン（広域農道会津若松柳津線）の
道路は大型車が走行し、道路に多くのへこみがで
きており危険である。交通量も多く大型車も通る
道路なので、道路整備をして安全通行に配慮して
ほしい。

現地を確認して市の道路維持課を通して県に要望
していきたい。（事後処理報告書Ｐ120）

国道49号の神指町高瀬地区の交差点から中ノ明地
区の間の舗装道路の舗装が冬期間にボロボロにな
り、除雪車で歩道や田に石が運ばれ、歩道の石も
歩道用の除雪車で田や畑に堆積する。
国道事務所に連絡したところ、道路は清掃したが
水路や田に入ったものは管轄外との回答があっ
た。
舗装がボロボロになるような雨水浸透用の舗装で
はなく、通常の舗装で整備して欲しい。

現場を確認して対応する。（事後処理報告書Ｐ
121）

道路
国県道の
整備

５班 大戸

会津縦貫南道路のインターチェンジを大戸町馬
越に作ってほしい。県へ陳情しているが県は今後
の計画はわからないと言っている。これからも陳
情を続けていく。協力をお願いする。

　今後の計画については、県において発表してい
ない状況である。

道路
国県道の
整備

２班

町北

高野
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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

道路管理 ４班 北会津

真宮工業団地の北側は、大型トラックの運行が多
く、道路の傷みが激しい。そこで、地域住民が、
春と夏のクリーンアップで、歩道と車道付近の土
砂を排出している。真宮工業団地周辺では、工業
団地内の会社や企業などは清掃活動には出てこな
いため、地域住民が行っている。真宮工業団地の
管理組合がなく、呼びかけることもできない。そ
こで、年１回は、土砂の排出を市で行っていただ
きたい。

これまで、市議会に対して情報提供がなかった。
担当課に報告する。（事後処理報告書Ｐ122）

道路舗装 ４班 城西

材木町に住んでいる。道路の舗装のことだが、県
道から市道になった道路を部分舗装で補修してい
ただいているが、舗装をきちんとして欲しい。

毎年、住民要望の道路舗装申請は約300件あり、建
設部で対応できるのが約40件である。要望に対し
て優先順位をつけながら行っていくのでご理解を
お願いしたい。

道路

議員

道路管理

議員
３班 謹教

自分の所有の建物が市の道路の上に建っている。
「地域の課題を解決するために」をテーマに掲げ
て議会は市民に対峙しているはずだが、議員に相
談しても連絡をもらえていなくて困っている。

担当の議員が本日は欠席しているので、本人に確
認を取ってみる。

都市計画

学校教育

市街化区
域

学区

３班 神指

市街化区域を拡大しないと地区はさびれていくば
かりである。少子化で各学年が１クラスしかな
い。中学校卒業まで人間関係が固定する弊害もあ
る。部活動も制限され、ＰＴＡ活動の人材も不足
している。

小人数には学力アップなどの利点もある。都市計
画見直しや学区の変更などが考えられる。

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

都市計画

行政

社会福祉

企業誘致

市街化調
整区域

人口問題

社会福祉
全般

企業誘致

１班 河東

人口が毎年1000人ずつ減るが対応策は。ＩＣＴは
無駄だ。外から人が入るだけで市内の雇用はな
い。町内が調整区域のため何もできない。

文教厚生委員会は教育や子育てが安心してできる
ように。産業経済委員会ではＩＣＴ企業を含め、
工業団地などに誘致して受け皿を作ること。建設
委員会では住居環境などだ。総務委員会では、地
域コミュニティづくりなど、委員会ごとに議論し
ている。全国同じような中で特効薬はないが、こ
の場でアイディアを皆さんからいただきたい。Ｉ
ＣＴオフィスビルは会津大卒業生の受け皿になれ
ばよいと思う。今後は会津若松徳久工業団地の次
を考えなければならない。
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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

学校給食

議員活動

給食費

一般質問
５班 門田

９月議会を傍聴した。こんな質問をしなくても
いいのではないかと思うことがあった。
小・中学校へのエアコン設置の問題や学校給食

費無償化の問題はやりたいけどやれない、みんな
同じ考えだと思う。議員は財源確保の部分につい
ても、そこまで理由をつけて質問をするべきであ
る。
また学校給食費無償化の問題を食育につなげて

いるが違うと思う。学校給食費の食材部分の保護
者負担は当然だと思う。今回陳情が採択にならな
くてよかった。
　質問は精査してするべきである。

　ご意見として伺う。

通学環境 １班 一箕

中学生の孫は、18キロの通学カバンを背負って通
学している。文科省は９月に家庭で使わない教科
書を学校に置いてもよいと通達しているが、市の
指導はどうなっているか。現在も変わりなく重い
カバンのようである。

学校での対応となっているが、議会でも質問して
いきたい。

教育方法 ５班 東山

９月定例会の中で、スクールカウンセラーの現
状等について審査されたようであるが、スクール
カウンセラーの対象者は、児童・生徒全員を対象
として、問題がある児童・生徒や相談を希望する
生徒にカウンセリング等を行っているのか。

相談等を希望する児童・生徒、保護者や先生方
に対し、カウンセリング等を行っている。

学校教育

都市計画

学区

市街化区
域

３班 神指

市街化区域を拡大しないと地区はさびれていくば
かりである。少子化で各学年が１クラスしかな
い。中学校卒業まで人間関係が固定する弊害もあ
る。部活動も制限され、ＰＴＡ活動の人材も不足
している。

小人数には学力アップなどの利点もある。都市計
画見直しや学区の変更などが考えられる。

学校教育
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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

城北

小・中学校の冷房設備の整備について、どうなっ
ているのか。スピーディーに対応してほしい。

国で補正予算が組まれるため、市としては１２月
定例会で補正予算提案を予定している。全国一斉
の事業となるので、機材や人員の確保などに困難
をきたすかもしれない。夏場に向けて早急な対応
が必要となっている。

神指

小・中学校へのエアコン設置はどうなるのか。 国の補正予算が可決されたので、この補助金を基
に全小・中学校への設置を予定している。学校に
より設置条件が異なり、設置時期等も含め、相当
な準備が必要になる。

４班 北会津

市内の公立小・中学校のエアコンの設置について
はどうなるのか。

９月定例会では、５人の議員がエアコン設置を求
める質問を行った。市長からは、児童・生徒の身
体の安全上、健康上の問題として設置を進めると
の答弁があった。その後、文教厚生委員会協議会
で、小・中学校のエアコン設置についての方針が
説明された。小・中学校の普通教室や特別教室等
すべてに設置する。その費用は、約25億円と試算
されている。各学校の設置についての時期につい
ては、市内の全小・中学校一斉に設置できないた
め、学校ごとの優先順位を付け、数年かけて実施
される。12月あるいは２月の補正予算として計上
していく方向である。臨時国会では、エアコン設
置に関する補正予算が可決され、約880億円が計上
されている。この予算は今年度と来年度で執行さ
れる。

生涯学習 公民館 ３班 神指

神指分館の和室の暗幕が劣化している。改善して
欲しい。

担当課へ伝える。（事後処理報告書Ｐ123）

学校施設 環境整備

３班
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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21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

湊
福祉除雪に対する行政
支援のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　人口減少、高齢化の進行の中で、一人暮らしや二人暮らし高齢世帯等が増加し、その
除雪支援が大きな課題となっていることから今回のテーマを設定した。

○主な地域課題
・除雪困難世帯の判断と除雪ボランティアの確保が比較的うまく行われている集落と、や
や困難となっている集落がある。
・除雪ボランティアの出動回数は原地区が多いが、活動に対する補助限度額が集落や町
内会の規模にかかわらず、一律10万円としていることの不合理性が出され、ボランティア
の確保にも影響を与えている問題と考えられる。
【その他の意見等】
・赤井集落内の市道における消雪道路が機能していない問題について、今冬の降雪に
間に合うのかとの不安の意見があった。

Ｐ44

河東
河東のこれから～地域
課題の発見～

○テーマ設定の理由、背景
　過去の意見交換会において参加者が少ないことから、その原因がテーマ設定にあると
考え、幅広い層からの意見を吸収するため、このようなテーマを設定した。

○主な地域課題
・河東学園小学校・中学校における通学路を論点に挙げられる方が多かった。
・合併以前からの要望などが、未だ解決の気配がない。

Ｐ48

一箕 地区内の道路問題

○テーマ設定の理由、背景
　地域内の道路の諸問題を共有し、解決していくために考える機会にしたい。

○主な地域課題
　道路の白線の補修、街灯・カーブミラー・一旦停止標識の設置、側溝の蓋がけ、除雪の
ためのガードレールの脱着などの大がかりな要望が多く、地域住民が地域の安全安心な
暮らしを求め、議会への信頼が少しずつ高まってきていると感じられた。また、新たに会津
短大周辺の住宅開発により道路問題が生じている。

Ｐ51

１班
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第21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

町北・高野
少子高齢化対策と地域
づくり

○テーマ設定の理由、背景
　少子高齢化対策や地域づくりは当地区の課題であり、前回と同じテーマで継続性をもっ
て課題解決に向けた話合いが大切と考えテーマとした。

○主な地域課題
　行政区割りのあり方と少子高齢化対策。
【その他主な意見等】
　子供の任意の予防接種実施に係る費用補助を要望する意見があった。

Ｐ55

鶴城
県立病院跡地の利活用
と除排雪

○テーマ設定の理由、背景
　ここ数回、この課題で継続してきた。進捗状況の確認も含めて話し合いが必要と考えた
ことからテーマとした。

○主な地域課題
・県立病院跡地の利活用についての現状と今後について
・私道の除排雪を市で実施してもらうことの可能性について

Ｐ57

行仁 空家対策・除排雪

○テーマ設定の理由、背景
　行仁地区には狭い道も多く、除雪排雪問題は大きな課題となっている。また、空家につ
いては６番目に多い地区であり、今後さらに増加することが想定されるため、地域の課題
としてテーマを設定した。

○主な地域課題
　空家が増えている地域は少子化が進んでおり、若者の定住政策の検討が必要との意見
があった。
　雪を溜めておける場所が少ないため、効率的な排雪が課題である。

Ｐ62

２班
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第21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
地域観光資源の利活用
と防災

○テーマ設定の理由、背景
　謹教地区は鶴ケ城を中心として歴史的な観光資源が多数存在する中で、充分に活用さ
れているとは言えない状況であり、予定されていた謹教地区における防災訓練が中止さ
れたことから、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。

○主な地域課題
　戊辰150周年を迎え、日新館天文台跡が来年３月に天文遺産に認定されるか否かで地
域の盛り上がりが変わってくる。
　ハザードマップの想定雨量の見直しにより、浸水が２～５ｍと想定される危険地域がある
ことが新たな課題となってきた。
【その他の主な意見等】
・防災訓練の重要性、河川敷の遊歩道の除草、旧会津学鳳高校跡地の利活用、鶴ケ城
の赤瓦のＰＲ　など

Ｐ65

城北
買い物弱者対策と除排
雪のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　買い物弱者対策については、金川町・田園町コミュニティバスにより、高齢者の買い物
の機会の確保に取り組んでおり、また、除排雪については、高齢化に伴い間口除雪が難
しくなってきていること、特に通学路における除排雪の問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
①間口除雪の問題についての発言が多くあった。
②除雪後の排雪について、実情に即した対応について意見があった。
③雪溜め場の確保について苦労しており、市も手配をしてほしいとの意見があった。
④通学路の優先的な除排雪対応についての要望があった。
⑤雪溜め場の固定資産税の減免制度について進めてほしいとの意見があった。
⑥金川町・田園町コミュニティバスの乗車について、議員も乗車体験をしてほしいとの意
見があった。
　地区のさまざまな課題について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、
問題の早期解決の方向を探りたい。

Ｐ67

３班
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第21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 神指 神指城跡周辺の整備

○テーマ設定の理由、背景
　神指地区は、会津三十三観音などの指定もあり、観光客が増えている。駐車場などの整
備が強く求められており、新たな道路建設と合わせ周辺の整備をして欲しいということから
テーマの設定となった。

○主な地域課題
①神指地区は、高瀬の大ケヤキ・黒川城築城途中の遺構・新選組奮戦地など多くの歴史
的資源があり、観光客が多く訪れているが、周辺道路が狭隘で、駐車場やトイレなどのイ
ンフラも不十分であり早急な整備を求める。
②集落を分断するように都市計画道路の整備計画が示されており、住民へのメリットが少
ない。交通車両の増加も懸念され、農地の耕作や児童の通学、日常生活にも支障が生じ
ると懸念される。

Ｐ68

城西
城西地区における子育
て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について、当事者や経験者、地域の方々の声を
聴き政策に反映させたい。

○主な地域課題
・子どもたちへの見守り体制をどのように継続するのか。不登校児童・生徒が増えてきてい
ることと地域との関わり方についての課題問題が出された。
・子ども会への加入について、それぞれの課題が出された。

Ｐ70

日新
日新地区における子育
て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について、当事者や経験者、地域の方々の声を
聴き政策に反映させたい。

○主な地域課題
　子どもの成長に合わせた支援について、①町内のどこに子どもがいるのか把握すること
が困難になってきた、②公園で子どもが遊べない、禁止事項が多いのではないかというこ
とが地域として課題であると認識している。

Ｐ76

４班
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第21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 北会津
北会津地区における子
育て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について当事者や経験者、地域の方々の声を聴
き政策に反映させたい。

○主な地域課題
①信号機の問題
　中学校と北会津子どもの村幼保園付近に信号機を設置していただきたい。要望の回答
は、信号機と信号機の距離が200ｍ以内で短いので設置できないとの回答であった。幼
保園の園児だけでなく北会津中学校の生徒も通学で使いたい。また見通しが悪い箇所な
ので設置していただきたい。

Ｐ86

５班 大戸 地域の情報化の推進

○テーマ設定の理由、背景
　これまでの意見交換会で何度も課題としてあげられた内容で、今回も地区からの要望が
あり、テーマとして設定した。

○主な地域課題
　市は大戸14地区との意見交換の場を持ち、光回線について説明をしているところだが、
今回の意見交換会においては、光回線はどういったものが設置されようとしているのかと
いった疑問が出された。また、光回線を設置するには一定数の世帯の加入が必要となる
ことから、今後多くの方に加入したいと思ってもらうには、光回線を使って何をしていくの
か、高齢の方にとっても使いやすく暮らしに必要なものとなるにはどうしたらよいのかを考
えていく必要がある。

Ｐ94
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第21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 除雪と排雪のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　私道の除雪に関して、公道から公道に接しておらず、私道所有者の所在不明や未相続
などの理由により、市への寄附も困難な私道の除雪に苦労している地域などがあることか
ら、市民目線に立った除雪、排雪のあり方に関して意見交換を行うため、このテーマを設
定した。

○主な地域課題
　千石地域など住宅地が密集している区域での除雪、排雪に関しては、特に高齢者世帯
も多く私道の自力での除雪が困難になってきており、地域全体での協力体制をどう構築
していけるかが、大きな課題となっている。他地域においても同様の課題が見受けられる
ことから、今後は、公道から公道に接していない、高齢者世帯の多い私道の除雪、排雪の
あり方について議論を進める必要がある。

Ｐ96

門田
地域活性化と地域コミュ
ニティのあり方

○テーマ設定の理由、背景
・門田地区には門田小学校、城南小学校、小金井小学校と３つの小学校があり、子どもた
ちのコミュニケーションをとりづらい環境にある。
　地区では各種のイベントを開催し、コミュニケーションが取れるように工夫をしており、３
校の子どもたちの思い出づくりのため、各小学校地区が持ち回りで催しものをしている
が、小金井小学校近辺には子どもたちが集まる場所がないため、コミュニティセンターの
整備の考え方などについての意見交換をするためのテーマ設定とした。
　
○主な地域課題
・門田小学校、城南小学校、小金井小学校の３校に分かれている子どもたちのコミュニ
ケーション問題と、地域の集まる場所で あるコミュニティセンターの整備と飯寺東地区内
の緑地公園のあり方での地区内の居場所づくりについて意見が出された。
・避難行動支援の名簿のあり方と高齢者要支援者の地区内の把握についてなど門田地
区の広さゆえの課題が出された。

Ｐ99

５班
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①　湊地区（１班）

○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

人口減少、高齢化の進行の中で、一人暮らしや二人暮らし高齢世帯
等の除雪支援が大きな課題となっていることから今回のテーマを設
定した。まず、第１班として準備した資料の説明をさせていただ
き、その後、各町内会の実情や、現在の制度などに関する改善につ
いての意見等を伺いたい。

除雪困難世帯の判断が難しい。東田面集落全体では除雪困難世帯と
して33世帯を登録しているが、毎年の除雪ボランティアの登録が20
名程度で不足している。
また、高齢だが除雪困難世帯の対象にならない事例があることな
ど、本当はもっと多く登録したいのだが、できないことに課題を感
じている。その理由は、除雪困難世帯の名簿を民生委員・児童委員
が社会福祉協議会に提出しているが、名簿は区長につなぐだけで良
いとなっており、民生委員・児童委員は傷害保険に入っていないの
で対象世帯の除雪を行うことはない。しかし、住民の状況は民生委
員・児童委員も判っているはずなので、名簿を区長につなぐだけで
なく、対象とすべき世帯を追加するなどの判断を行って良いのでは
ないか。

ご意見として伺う。

除雪ボランティアの登録は湊地区全体で86人いるが、除雪困難世帯
の判断は集落ごとに違っている。高齢世帯でも健康維持のためにと
いうことで自ら除雪を行っている人もいる。

原集落では、昨冬、自分が区長の時は除雪困難世帯20世帯を12名の
ボランティアで行ったが、除雪困難の対象世帯をどうやって決める
かは、区長など町内会役員と民生委員・児童委員で検討して決めて
いる。除雪の支援を行う人も支援を受ける人も、お互いに気持ち良
く行うことが必要である。除雪ボランティア制度も間口除雪業務委
託制度も大変良い制度であり、町内会と民生委員・児童委員の連携
で活用することが必要である。

民生委員・児童委員との連携をどのように行っているのかお聞きし
たい。

福祉除雪に対する行政支援のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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①　湊地区（１班）

○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 福祉除雪に対する行政支援のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

東田面集落では民生委員・児童委員から回ってくる対象世帯の名簿
で除雪を行っているが、果たしてそれだけで対象を判断して良いの
かと思っている。

原集落では、民生委員・児童委員から名簿が出てきた後で話し合い
を行っている。除雪では助け合いの精神が大事ではないか。

除雪困難世帯の情報が各区長に入って来る前に、除雪ボランティア
や間口除雪が行われてはいないかお聞きしたい。

原集落では、前区長と綿密に打ち合わせを行ってから始めている。
今冬の除雪支援対象のリストアップをするに当たっては、各戸に意
向を聞き、15世帯を11名のボランティアで行うことになった。

除雪というと所管は建設部となるが、福祉除雪では民生委員・児童
委員や社会福祉協議会とも関係がある課題であり、課題解消のため
に横串を入れるよう議会として提案したい。

対象世帯の追加については、東田面集落も悩まずに申請してみれば
いいのではないか。原集落では受け付けられたこともある。

除雪車の置き雪でデイサービスの送迎車両が入れない事例がある。
そのようなことのない丁寧な除雪をしてもらいたい。

大変困る事例だと思う。一箕地区の民生委員・児童委員から意見交
換会で紹介されたことだが、同地区では高齢世帯など除雪困難世帯
の住宅に目印旗を立て、除雪業者と連携しながらオペレーターが置
き雪をしないようにしているので参考にしていただきたい。

湊地区では〝思いやりと優しい除雪〟を掲げて業者と話し合ってい
る。各区長と事前の打ち合わせをして課題解消図れるようにした
い。
11月１日付けの広報議会の平成29年度決算審査にも記述されている
が、除雪費総額に対して除雪ボランティアの経費が少ない。上限の
10万円を引き上げて、せめて機械損耗料と燃料代ぐらいは出しても
らいたい。町内・集落の規模にかかわらず上限10万円と一律設定に
しているのはおかしい。
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①　湊地区（１班）

○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 福祉除雪に対する行政支援のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

商工会議所が行っている除雪助成金もあると思うがどういうもの
か。

商工会議所の話が出たが、これは会津若松除雪対策協力会と言っ
て、商工会議所他54の団体・企業で構成し、市の実施する除・排雪
作業に対して、積極的に協力を行っていくことを目的とする団体で
ある。内容としては、町内会が自主的に生活道路を除雪・排雪する
時に使用する小型除雪機・融雪機の購入費用に対し、２分の１（上
限30万円まで）を補助することなどを行っている。また、除雪ボラ
ンティアの10万円上限の件だが、皆様のお話を聞き、班としても上
限10万円としていることの合理性には疑問もあるので、所管する文
教厚生委員会や建設委員会において前向きに議論できるようにした
い。

原集落では、国道294号の歩道の除雪についてすぐに対応しても
らった。

湊地区ではボランティア登録をしていない町内もあるが、その理由
を伺いたい。また、通学路の除雪についての状況も伺いたい。

東田面ではスクールバスの停留所周辺は、民生委員・児童委員と区
長で除雪している。

赤井集落では、集会所前がスクールバスの停留所になっているた
め、大雪の時などはバスが迎えに来る時間との関係で大変ではある
が、町内会役員で除雪を行っている。

赤井集落内は地下水による消雪道路になっているが、昨冬まで十分
に機能しておらず、ポンプを新しくしてもらった。しかし、道路維
持課の話を聞いても降雪期までにしっかり機能するようになるのか
不安である。

意見交換会を行うに当たって道路維持課に確認したが、ポンプ自体
は動くので、問題となっている道路の水を出す散水口の目詰まりを
11月中に解消したいとのことであった。
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①　湊地区（１班）

○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 福祉除雪に対する行政支援のあり方について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

今年５月に行われた第20回市民との意見交換会でも言ったことだ
が、国道294号の融雪のための散水装置の一部で水が出ない。これ
を路面工事と合わせて実施してもらいたいと、直接会津若松建設事
務所にも要望したのだが、未だに県から回答がない。なお、原集落
の歩道が途切れた南側は歩道が狭く、空家からの落雪が通学路を塞
ぎ支障となっていることに対して、学校からの要請で町内会役員が
ユンボやトラクターを使い除雪を行っている。

国道の融雪装置の件は、どのように対応しようとしているのか県の
考えを確認する。（事後処理報告書Ｐ124）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

本日は、地域の課題発見のため、河東のこれからについて、皆さん
のご意見を伺いたい。

企業誘致など進めるべき。町内にあるような製造工場系の企業が良
い。自衛隊誘致なども考えるべきだが。

ご意見として伺う。

高塚地区の坂は行政に要望書を出しているが一向に対応されない。
ロードヒーティングの要望も出した。

ご意見として伺う。

高塚区長です。過去の区長の代から合併特例債の要件を確認した。
ロードヒーティングについては継続中であり、水道管もありこれ以
上地盤を下げられない。市は検討するという話だけだ。

さまざまな改善手法があると思うが、冬の事故を防ぐことを最優先
に考えたい。

空き家も多い。早めに解体するしかない。狭くて除雪も大変だ。

高塚地区は造成後50年経ち、樹木も大きく育ち危険であるが、市は
木の伐採に何年もかかったが、電力会社はすぐやった。

毎年、道路関連の要望だけで３００件ほどのさまざまな要望があ
り、そのうち30件ほどしか対応ができていない。しかし優先順位を
たてている当局を、議会としてしっかりと監視していきたい。

旧河東町役場跡地において土地の問題がある。 個人情報等もあり、質問された方に直接お答えする。

会津坂下町がしているように安全面を考え、河東学園前の交差点に
地下道を導入すべきだ。

私は交通指導員であるが、冬の吹雪の２月３日に、赤信号が雪で見
えず、10トントラックが子どもたちの横断中に突っ込んできた。子
どもたちと事故を起こしそうになったが、間一髪で事故は免れた。
あの時の恐怖は今でも忘れられない。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

②　河東地区（１班）

河東のこれから～地域課題の発見～
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

②　河東地区（１班）

河東のこれから～地域課題の発見～

通学路へのガードレール設置の要望をあげた。地域が要望した箇所
と違うところに設置されたのではないか。

学校からの要望の通りに設置したと聞いている。

インフルエンザの予防接種など、他市町村のほうが条件は良いこと
がある。子どもたちに対して考えて欲しい。

ご意見として伺う。

旧河東第二小学校や旧河東中学校など閉校になった学校の利用を考
えて欲しい。体育館など部分的にでも使いやすくして欲しい。支所
が窓口になり対応できるようにして欲しい。

二つの学校は耐震性能に問題があり、大規模な工事をしなければ使
えないが、借り手がいる場合は検討する方向である。旧原小学校の
ように、地域の力で再生していく考えもある。地域づくり委員会で
管理をする方向でも良いのではないか。

地域づくり委員会の活動も縮小し、各地区のサロンなどに活動が
移っている。大きい団体でないと活動ができない。また、市の持っ
ている地域コミュニティづくりの先進事例などをすぐに知ることが
できるようにして欲しい。

ご意見として伺う。

結婚を個人の自由と考えてはいけない。結婚しなければならない。 ご意見として伺う。

河東学園小学校前や河東支所前の歩道や横断歩道の白線などが消え
ている。市の予算ですぐに引き直すべきだ。

市内の道路には国、県、市などの管理区分が分かれており、道路の
維持管理は行うが、「止まれ」などの白線は交通標識のため警察の
管轄になっている。地域で意見をまとめて、県警に要望をあげてい
ただきたい。

会津大学から西への道路(会津大学～会津インターベーションクリ
ニック～芳賀昭三商店)はどうなったのか。

事後報告します。（事後処理報告書Ｐ125）

河東学園中学校から要望があり、街灯の整備を行った。集落内は良
いが、それぞれの地区と地区の間を整備して欲しい。

ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

②　河東地区（１班）

河東のこれから～地域課題の発見～

空き家増と学園構想について聞かせて欲しい。 旧河東町時代の学園構想はなくなってはいないが、国の制度は幼保
一体のこども園に移行していることから、河東地区のこれからにつ
いて、今後議会としても見守っていきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

「冒頭に、平成30年度市当局が、道路をどのように考えているか説
明。」
皆さんが地域内の道路をどのようにしたいかご意見をお聞きした
い。

道路の白線引きは、今行うとこれからの雪かきで消えてしまい不効
率。春先に行うべき。

基本は春に行う。今は見えなくなっている危険箇所などを実施せざ
るを得ない。効率的な予算執行を委員会の中で発言していきたい。

居合団地南の西口停留所のある側溝では、毎月「みどりヶ丘町内
会」の５、６人で枯れ葉や土砂を取り払っているが負担になってい
る。市に対し、側溝に蓋をしてとほしいと何度も要望しているが、
予算上難しいと言われる。この道路はカーブになっているが、ス
ピードを出す車の往来が多い。バス停に行くためには道路を横断し
なければならない。

幹線市道でもあるので、区長と後日調査し報告する。（事後処理報
告書Ｐ126）

居合団地は県の公社が造った団地である。側溝については、何度も
要望しているがグレーチングは危険である。Ｕ字溝200ｍあるが、
蓋をするためには全体の取り替えが必要である。また側溝にゴミを
捨てていく人がいるために下流にゴミが流れてくる。蓋は必要であ
る。

ご意見として伺う。

八幡神社北側と和合電気前の水路は深さ1.5ｍ、横幅１ｍの大きな
水路で墓料地区から流れてくる。毎年冬には２回ほど宅地への浸水
騒ぎになる。上流で雪を流してるため直角になっている場所で雪が
つまり溢水する。消防や道路維持課に来てもらい固まった雪を砕い
たが、危険で大変な作業であった。直角に曲がるところを改善でき
ないか。12月２日に町内会で川ざらい作業を行う予定であるが、水
路に生える草丈が高いので、道路維持課で取り除いてもらえないだ
ろうか。

後日調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ127）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　一箕地区（１班）

地域内の道路問題について
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　一箕地区（１班）

地域内の道路問題について

会津短大北側道路であるが、この１・２年で生活道路になり人の往
来が増えた。通学路になっているが防犯灯がなく、舗装のされてい
ない所は草が伸び、見通しが悪くなっている。また、血液センター
に入る所と、妙国寺前にはミラーを設置してほしい。

後日調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ128）

扇町市道で駅前開発で造られた道路（市道幹Ⅰ－８号線）は大変
もったいない。逆走で入る車があった。

計画がどのようになっているか確認し報告する。（事後処理報告書
Ｐ129）

ふれあい体育館とカラオケ時遊館の間の道路が、宅地造成により車
の往来が増え坂道でもあるので、危機管理課に一時停止の看板を立
てて欲しいと要望申請書を出したが、警察署で調査をした結果、立
てられないとの回答であった。危機管理課から道路維持課に白線引
きの依頼をするとの回答があったが、道路維持課では優先順位もあ
りできないと言われた。事故の起きないようにしてほしい。

一箕地区の交通安全協会で看板を立てるなどの対応の話し合いをし
てはいかがか。後日現地調査し、報告する。（事後処理報告書Ｐ
130）

平成26年から行われた滝沢浄水場工事の時、説明会で「滝沢町内は
工事車両は通らない」と説明があった。しかし、４年間大型車両が
一日何十台と通っていた。そのために道路が壊れたのか、マンホー
ルが飛び出している。危険なので対応してほしい。

後日調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ131）

会津大学から国道49号に抜けるクランクは上下水道の工事が行われ
ている。会津中央病院交差点付近の道路はいつ開通するのか、現状
と今後の計画について教えてほしい。

土地所有者がどのタイミングで了解しているか確認して報告する。
（事後処理報告書Ｐ132）

長原地区から滝沢峠に抜ける道路の側溝が途中まで蓋をしてある
が、蓋のかかっていないところでは車のすれ違いができない。救急
車も通るので早く蓋をしてほしい。

後日調査し報告する。（事後処理報告書Ｐ133）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　一箕地区（１班）

地域内の道路問題について

国道49号の会津中央病院脇交差点から居合団地方面に入ったところ
のＹ字交差点の止まれの標識を両方に設置してほしい。中央病院脇
交差点（国道49号河東方面に向かう側）の右折レーンをもっと長く
してほしい。

危機管理課から県公安委員会に伝えていただく。

わかまつインターべーションクリニックから河東街道（主要地方道
北山会津若松線）へ抜ける道路が狭く、朝と夕方渋滞する。時間帯
などの交通の規制または道路拡張ができないか。

市の考えを聞いて、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ125）

松長１区町内の北側のガードレールは、平成28年度まではガードを
外して除雪し復元していた。去年11月にはガードを外さないで除雪
したため曲がってしまった。業者は壊したものは直さなければなら
ないのに、道路維持課にも何度も注意してもらった。壊れたままに
しておくことは、常識的にも放置すべきではない。業者の姿勢が疑
問である。今年の冬にはきちんと外して除雪してほしい。
郵政宿舎北側一帯のＵ字溝に土砂が20センチ位溜まっている。道義
的に考えれば、役員として個人として行うことだと考え作業した
が、今後の役員のことを考えるといかがなものか。

後日調査し回答する。（事後処理報告書Ｐ134）

私の町内は会津大学生が通るところである。大半の学生は国道49号
のパチンコワールドのそばの不動川沿いの道を通る。車も同様、交
差点で事故も起きた。学生も住民も危険である。カーブミラーを増
やしてほしい。

カーブミラーは市に直接要望してほしい。

会津大学生の中には雪のないところから来ている人もいる。歩く道
が雪でいっぱいになっている。学生が多く通る西側のガードレール
を外して雪捨て場にできないか。毎年雪のやり場に困っている。

除雪地区担当者と業者とで話し合ってほしい。

夜、パチンコワールド脇を通ると、不動川遊歩道の入り口に車が間
違って入ってしまう。危険なので街灯などで明るくしてほしい。

町内会から要請してもらえないか。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　一箕地区（１班）

地域内の道路問題について

会津短大前の道路の電柱を減らすようＮＴＴに要請してもらえない
か。

第20回市民との意見交換会報告書に回答が出ている。

戸の口堰にはツツジ山周辺の土砂と樹木が堆積している。大雨で床
下浸水した民家があった。土砂をあげないと大変になる。

戸ノ口堰土地改良区に伝えてほしい。

一箕地区から要望を出したが、断られた。４年前に林野庁が、白糸
滝を日本遺産に指定した。沢があり雨が降ると洪水になり参道の上
を水が流れる。日本遺産になって観光客が増えたのだから市は対応
すべきである。

議会でも共有していきたい。

独居世帯の除雪について課題があると認識している。業者が年ごと
に変わるため状況に適した除雪をしてほしい。

オペレーターが不足している。議会としては、解決するためには若
い人を対象として、夏場、民間事業者等で雇用育成をしていくよう
要請している。

松長１区の渡部クリニックの通りには側溝がないため、冬には山か
らの雪解け水が氷り大変危険である。どこに伝えれば良いのか。

融雪剤をまくなどの対応が必要である。道路維持課に連絡してほし
い。

道路の亀裂が目立つ。どこに伝えれば良いのか。 道路パトロールしているので、道路維持課に伝えてほしい。

除雪ボランティアについて聞きたい。除雪している人も高齢化に
なっている。市は今後どういうビジョンでいるのか示してほしい。

除雪という観点からの市のビジョンはない。高齢者が増えてくる中
で、除雪が困難になる世帯が増えてきている。行政でできることは
行政で行うが、市議会建設委員会では月２回程度、福祉的除雪を考
える研究を行っている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

「冒頭に、少子高齢化対策と地域づくりについて、地域の現状につ
いて資料を配布して説明。」
それでは、少子高齢化と地域づくりについて、皆様のご意見を伺い
たい。

配布資料の町北町の町内会に鈴木地区がないが、鈴木地区の集計は
どの地域の集計の取扱いとなっているのか。
町北町の区長会には鈴木地区の区長が出ていない。鈴木地区の行政
区はどのようになっているのか。
北公民館での文化祭は、町北・高野・神指で実施している。また、
選挙投票所は北公民館・上荒久田公民館・町北町集会場になってお
り、町北町の９地域が３つに分かれている。一方、町北町と高野町
を合わせて永和地区とも呼んでいる。町北町は区割りに一貫性がな
く、ねじれの特異性があるものと感じている。

町北町に鈴木地区が入っているのかを確認して報告する。（事後処
理報告書Ｐ135）

選挙投票場所の区割りは現状で良いので変更しないでほしい。 経過をお聞きした上で、区割りは現状で良いとの認識であると理解
した。

高野地区は農村地域であり、今後も人口の増加は見込めず、行政が
人口増を推し進めても地域性もあり、少子高齢化となることはある
程度はやむを得ないと思う。
しかし少子高齢化の現状をただ見ているのではなく、地域と行政と
で、なんらかのテコ入れは必要ではないかと思う。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④　町北・高野地区（２班）

少子高齢化対策と地域づくり
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④　町北・高野地区（２班）

少子高齢化対策と地域づくり

子ども会の加入率が減少しているが、減少していると言うよりは脱
退者が多くいると聞いている。市子連（会津若松市子ども会育成会
連絡協議会）に出席しなくても会費を納めなければならないので、
市子連に入らないで地区だけで集まって活動することの方が良いと
考えて、市子連を脱退する人がいる。現状にあった子ども会のあり
方にしなければならないのではないかと思う。
市子連に入らないで、地区だけの子ども会で良いのではないか。そ
の際に市の行事である会津まつりなどには子どもたちが参加できる
ようにして欲しい。現状は市子連の保険に加入していなければ市の
行事には出られない状況にある。

市子連に入らずに地区だけでの子ども会を運営したいとの要望と受
け止めた。ただし、組織運営上、市子連は、安全共済会の子どもた
ちの活動時万が一の事故等の場合に備え対応できる保険（賠償責任
保険）に加入することを義務付けている。このことはご理解いただ
きたい。

福島市に住んでいた時は、任意の予防接種に対して補助金があった
が会津若松市では任意の予防接種は自己負担であり、負担が重いの
で他の市のように予防接種に補助の制度を作ってもらいたい。同じ
県内なのに補助の対応が異なるのはおかしいのではないか。

任意の予防接種は基本自己負担となっているが、各自治体がそれそ
れに補助を出している。会津若松市は子宮頸がん予防ワクチンの接
種をいち早く無償化としたが、副作用の弊害が出てしまった。議会
は予防接種の副作用のことが懸念されることから、予防接種の補助
には慎重になっている。
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「冒頭に、県立病院跡地の利活用について、今までの経過と概略に
ついて説明。」
それでは、県立病院跡地の利活用と除排雪について、皆様からご意
見を伺いたい。

県立病院跡地利活用について、随分前から意見を出している人がい
ると思うが、まだそこまでしか決まっていないのかというのが率直
な意見である。何をしているかという感じである。

ご意見として伺う。

県立病院跡地利活用基本構想策定支援について、3,500万円をかけ
て何をするのか。

基本計画のアイディアを幅広く募集して良いものを選んでいくとい
うものである。

市民からの意見を集めるのと、プロポーザルの違いは何か。 プロポーザル制度は市側の要求するものに対して、一定程度の企画
や技術に関する提案の内容を競って優秀な者を受託候補者とするこ
とで、今回はこの制度を利用して「県立病院跡地利活用基本構想策
定支援業務」を支援してもらうことである。

プロポーザルの進捗状況はどうなっているのか。 最終報告日を平成31年の３月22日を予定している。仕様書の細かい
内容に沿って、周辺地域の街づくりも含めて業務委託をしている。
そこに向けて作業を進めている状況であり、もう少し時間がかか
る。

県立病院跡地の用地を取得する費用について福島県市町村振興基金
の起債を活用するとある。14年かけて返済するが、将来の子どもた
ちの負担になるような設備・建物を残してもらっては困る。

財政負担を最小限に抑えることを目標に、さまざまな手法を検討し
ている。全体としても、借金を増やさない財政の健全化に取り組ん
でいく。

⑤　鶴城地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の利活用と除排雪について
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⑤　鶴城地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の利活用と除排雪について

道路向かい側の看護専門学校跡地と一体となった利活用を考えても
らいたい。もし、民間企業がマンション等の高いビルを建設したら
全体の計画にも影響してしまうと危惧している。

看護学校の跡地については、正式に公表はしていないが県が保健所
の移転を模索している。県の行政財産なので、いきなり民間に土地
を売却することはない。まずは初めに市に対して購入の意向を確認
することとなる。
また、高いビルについては市の景観条例で厳しく制限をかけている
地域なので高層ビルが建つことはない。

以前、県の会津若松合同庁舎を移転する話もあった。県としては、
財政も厳しいので買ってもらいたいのが本音ではないか。

県の話なので、ご意見として伺う。

ＪＴ跡地の建設については、業者の言いなりで建設費が決まってい
ると聞いている。県立病院跡地も同じようになっては困る。

ご意見として伺う。

これまでの少子高齢化を考えると、市の財政がないにもかかわら
ず、借金してまで箱物をつくる意味があるのか。修繕など、将来の
負担が増えるばかりである。ＩＣＴオフィスもそうである。建物に
は職員も必要だし、税金を使うよりも市の意見を上げて、県の土地
だから県に任せて企業を誘致してもいいのではないか。

ＩＣＴオフィスについては、市は持ち分として出資しているが建物
は公共施設ではない。民間の建物として国の制度を活用して市が補
助金を出している。また、市の職員の配置もない。
どういう建物ができるのかをプロポーザルで進めているのでもう少
しお待ちください。

会津は、これからも歴史と観光でやっていく街と考える。しかし、
現状は各団体・地区でイベントを開催しており統一性がない。市内
外の人が集う、にぎわいと交流の場で全会津の拠点として行事がで
きるような施設をつくるべきと考える。

複合的な施設を検討しているようである。ご意見として伺う。

ここ数年、県立病院跡地については色々な意見が出ているが意見を
聞いてばかりで、市としてこういう街をつくりたいというビジョン
が見えない。いつになったら出てくるのか、収拾がつくのか心配で
ある。

ご意見として伺う。
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⑤　鶴城地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の利活用と除排雪について

ＩＣＴオフィスや県立病院跡地の利活用について、ミニチュアのよ
うなものを市役所などに展示すれば、もっと一般市民の皆さんの理
解が進むと考える。

ご意見として伺う。

徒之町町内の私道の除雪について、公費で実施してもらう対象路線
に何とかしてもらえないか。命に係わる深刻な事態が起きている。
前回の市民との意見交換会では、今度の冬までには何とかするとい
う話があり非常に期待している。その後の動きはどうなっているの
か。

当該地区の袋小路路線は私道の除雪は該当しないのが現状である。
除雪ができる条件として、①公道と公道の間にある私道、②３ｍ以
上の幅員、③舗装とされている。この３条件全てが条件になる。ま
た、私道から市道に格上げする条件として、①道路の幅員が４ｍ以
上、②現状の道路を市に寄付する、③袋小路で35ｍ以上あり、一番
奥に転回する場所が必要、になる。
当該地区の要望を意見交換会で何度も受けている。議会として数回
に渡って現地調査を重ね、市に対して市内の私道袋小路道路の現況
調査を依頼したところ、940路線36.2ｋｍあった。この結果を踏ま
え、議会も袋小路上の私道が、市道昇格が果たせる条件があれば除
雪ができないのか政策提言している状況である。市は、除雪車が除
雪後バックして35ｍ以上を戻るのは厳しいという業者意見もあると
回答している。こういった状況を鑑み、議会として袋小路道路の一
定条件を見いだせないか政策形成に取り組んでいる状況である。

今の発言を聞くと、市の言い分を議員が代弁しているだけにしか聞
こえない。この意見交換会の意味がないと感じる。人の命を守るこ
とが最優先である。市の条件と合致しないからできないではなく、
どうしたらできるのか何か方法があるはずである。50世帯70名の人
が使っている。

現段階まで、市道認定に対する考え方として、地権者が市に寄付す
る検討はされてきたのか。

すぐに決まるものではないが、並行して進めている。それを待って
いると、いざという深刻な状況に間に合わない。
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⑤　鶴城地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の利活用と除排雪について

袋小路の940路線が、すべて同じ条件ではなくさまざまな問題・課
題を抱えている所があると思う。その辺を議員の皆さんもくみ取る
べき。過去の経緯をこれほど区長が言っているのに、議員から市内
一律の対応をすると言われると市民としては、どこに言えばいいの
という話になる。

一定の条件等も含め議会としても政策協議をしている。この点につ
いてはご理解をいただきたい。また、他の町内会や組単位で、自
助・共助の考え方から皆で協力し合ってやっている所もあるので是
非そういった観点でも参考にしていただきたい。
この路線については、除雪よりも排雪が重要と区長は考えているの
か。

地区としては、除雪と排雪の両方が重要と考える。そこをお願いし
ている。

了解した。

大沼郡金山町では、道路の構造ではなくて、そこにどんな人が住ん
でいるかで除雪している。そういうやり方を提案するのが議員の仕
事ではないか。

我々も、市内のさまざまな事案を参考に政策提案を行っていく。一
つ一つ解決するために議会としても引き続き対応をしていくので、
期待していてもらいたい。

期待している。

地区内の組単位でも、アパートの持ち主や不動産屋にも協力しても
らって、市道認定について相談し、進めている。市の対応を待って
いたら、いつになるか分からない。ぜひ、路線の除雪について進め
ていってもらいたい。

ご意見として伺う。

除雪と排雪の業者が別々になったのは、いつからか。除雪と排雪の
連携が悪い。以前は、何も言わなくてもきちんとやってもらってい
たが、最近はこちらから言わないと排雪してくれない。自分の土地
をタダで貸しているにもかかわらず、こういうことでは、今後は雪
置き場として貸さないとの考えになってしまう。更に、業者が変
わったとの連絡もない。

排雪は会津道路メンテナンス協同組合へお願いしている経過にあ
る。業者間の連携については、再度市道路維持課へお願いする。
（事後処理報告書Ｐ136）
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⑤　鶴城地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の利活用と除排雪について

鶴城小学校付近の町内だが、道幅も狭く歩道と車道の境もない所が
多い。通学時の安全を確保するために排雪をしっかりやってもらい
たい。

排雪の取り組みに対するご意見として伺う。

冬のバス停は、見えないようになってしまう。本当に観光地なの
か。観光でやっていく街として、しっかりと対応してもらいたい。

排雪の取り組みに対するご意見として伺う。

間口除雪について、地区内にも該当するお宅が３件あるがボラン
ティアに依頼する前に、自分たちで動いてやっている。それより
も、一番問題なのは、空家・空き店舗の除雪であり、どうにかなら
いか。間口も広くて大変である。社会福祉協議会にも提案している
が、議会でも間口除雪の対象となるよう働きかけてもらいたい。

ご意見として伺う。
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（「空き家の資料について説明」
それでは、空家対策について、皆様のご意見をお願いします。）

近所に空家になりそうな家がある。どのくらいの期間で特定空家に
指定されるのか。

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項に規定されてい
る通り、放置すれば倒壊等危険となるおそれのある状態又は、著し
く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな
いことにより著しく景観を損なっている状態、その他の周辺の生活
環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められれ
ば短期間で指定はされる場合もある。その後所有者に改善を指導す
るが、対応できない案件に関しては行政手続きを踏んでいくので相
当期間を要する。

条件が違うので一概には言えないが、特定空家と認定する期間のあ
る程度の目安があってもいいのではないか。

ご意見として伺う。

「空家に関する相談窓口のご案内」のチラシだが、一番大事な行政
の窓口が一番小さく記載されているのはおかしい。

担当委員会でも指摘しており、次回発行分からは、担当窓口である
危機管理課を大きく記載して発行する。

以前は、更地にすると固定資産税がそれまで払っていた額の４．２
倍ぐらい高くなった。建物が建っていると特例措置として固定資産
税が６分の１になったが、法律が変わり、法定空家に認定されると
特例措置がなくなった。

法律が変わって、法定空家については特例措置がなくなり、固定資
産税は変わらなくなった。

所有者の分からない空家について行政でどこまで追跡できるのか。 庁内連携して調査をし、所有者に指導をする。しかし、その所有者
を聞かれても教えることはできない。

所有者を把握しているかの情報は教えてほしい。 ご意見として伺う。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥　行仁地区（２班）

空家対策・除排雪について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥　行仁地区（２班）

空家対策・除排雪について

空家が多い地域は少子化が進んでいる地域だと思う。その地域には
住んでいる若者が少ないと思うので、若者が定住できる取組をして
ほしい。

以前にもご指摘いただいており、利活用に関しては危機管理課だけ
ではなく、庁内横断的に連携して検討して欲しいと所管委員会で申
し入れている。

（「除排雪の資料について説明」
次に、除排雪について、皆様のご意見をお願いします。）

除雪マニュアルはいつから使用しているのか。 建設委員会で２年前に除雪に関するアンケート調査を行った。この
中で多く出された意見は地域と行政と業者の打ち合わせができてい
ないことであった。そのことから委員会で提案し、事前打ち合わせ
の徹底をお願いしていた。

地域と業者との事前打ち合わせはやっているところがあるというの
は聞いていたが、自分の町内会ではやったことがなく、除雪マニュ
アルも初めて見た。雪捨て場など業者に伝わらないと意味がないの
で早めに案内して欲しい。

昨年、業者から事前打ち合わせの連絡のなかった地区も、今年は積
極的に事前打ち合わせをしていただききたい。

事前打ち合わせは必ず全部の区長や役員に連絡し、確認が取れるよ
うなやり方にしてほしい。

業者と除排雪の契約をする際に、除雪マニュアルを厳守することが
条件になっている。

シーズンの途中でも、雪溜め場などについて区長から業者に連絡す
れば対応してもらえるのか。

シーズン中であっても地元町内会と業者はいつでも連携をとってい
ただいて対応して欲しい。

私の町内は、オペレーターに直接、雪溜め場などを伝えている。オ
ペレーターとのコミュニケーションも大事である。

ご意見として伺う。

オペレーターと話す機会がないと伝えられない。そういうことから
もこの除雪マニュアルは重要である。

ご意見として伺う。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑥　行仁地区（２班）

空家対策・除排雪について

除雪マニュアルを徹底してもらえれば安心できる。早めにマニュア
ルを区長にも渡してもらい、雪の降る前の状況を区長と担当者が一
緒に見て回ってほしい。

業者に出している除雪マニュアルだが、今後区長版を作成してもら
い配布するよう道路維持課に依頼し、その結果を事後報告する。
（事後処理報告書Ｐ137）

除雪した雪が歩道にたまってしまう。通学路でもあるので歩道の除
雪もしっかりやってほしい。

通学路除雪については、各学校から情報を提供してもらっているの
で対応していくよう、所管委員会で申し入れています。

以前は担当業者から事前に挨拶があったが、業者が変わって打ち合
わせができなくなった。また、南北の通りを除雪した後に東西の通
りを行うので、角に雪がたまってしまう。

業者との事前打ち合わせは大事なので是非実施していただき、東西
路線の除雪のあり方についても協議していただきたい。

市直営で行う路線も除雪マニュアルに沿った打ち合わせをやってほ
しい。

市直営（道路維持課）と町内会とで打ち合わせの徹底を再度申し入
れ、その結果を事後報告する。（事後処理報告書Ｐ138）

町内会として東部公園を雪溜め場として活用するのはどうか。 ご意見として伺う。

業者によって除雪の質が違う。行政で業者の事業評価をする考えは
ないか。

オペレーターの養成が追いついていない業者もある。オペレターを
育てるために業者間で講習会などを行っている。事業評価について
はご意見として聞き置く。

通学路がしっかり確保されている状況ではない。子どもの安全を考
えれば通学路の除雪をしっかりやってほしい。

庁内連携として、教育委員会と道路維持課が連携し、通学路の除雪
についてどのように行っているのか地図に落とし込み等を含め、所
管委員会で研究を進めているところである。

流雪溝の今後の整備方針はどうなっているのか。 現在流雪溝は市内に８路線整備されている。新たな整備計画につい
ては現段階ではない。

やはり排雪が重要だと思う。 ご意見として伺う。
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（謹教地区における地域観光資源の利活用と防災について、まずは
現状を、その後に課題・問題の事例などを教えていただきたい。）

本市は今年、戊辰150周年ということで観光に力を入れているが、
日新館天文台跡地についても謹教地区会長や日新館長、日新館天文
台跡保護推進プロジェクトの代表、そして文化課が連携して天文遺
産への登録に向けて活動している。国立天文台副台長の推薦もあっ
て登録に向けて明るい見通しであるが、ライトアップされていない
ことや、国有地に隣接する民地の問題、まだまだ町内会の盛り上が
りにかけていることなどの課題がある。

文化課に問い合わせたところ、来年の３月に天文遺産認定の結果が
出るということで、今月中には文化庁で視察に来る予定であり、そ
の際には市でも案内のために同行するとのことであった。とりあえ
ず今はその認定を待っているところであり、認定がなされた際に
は、本来の場所にあったものが保存されているということで、啓蒙
教育という観点と、観光資源としての観点の２つの柱でもって、保
存のためにできるだけのことはしていきたいという考えであると聞
いている。いずれ、日本で唯一の現存する天文台跡であるので、有
効活用していけるように市に働きかけていきたい。

山鹿町の直江兼続屋敷跡には、山鹿素行先生を記念する「山鹿素行
誕生地」としるした石碑がある。山鹿素行先生の功績を称えて鶴ケ
城のライトアップに合わせてここもライトアップしているが、電気
代は町内会の負担となっている。電気代は市の負担にならないのだ
ろうか。

草刈りなども町内会にお願いしており、市では大変助かっていると
のことであったが、電気代については市の担当課に確認してからお
答えすることにする。（事後処理報告書Ｐ139）

鶴ケ城の赤瓦は阿賀野市で焼いてもらったものであるが、老人クラ
ブで宿泊したときに赤瓦が展示してあるところに行ったが、鶴ケ城
で使われているという説明のポスターが剥がれていた。会津に行き
たいと思ってもらえるためにもしっかりしたパネルを貼り付けてほ
しい。

確かにそのようなきっかけで観光誘客につなげていくことは大切で
あるので、市の担当課に確認してからお答えすることにする。本市
の市長と阿賀野市の市長が連携していくことも大切である。（事後
処理報告書Ｐ140）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦　謹教地区（３班）

地域観光資源の利活用と防災について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑦　謹教地区（３班）

地域観光資源の利活用と防災について

以前は年に３回、湯川の土手の草刈りをしていたが、30万円あった
補助金も２～３割カットになってしまったことによって年に２回と
なった。他市の観光地を見てきても街が綺麗だと感じるが、若松は
それに比べると劣っていると思う。川底の清掃も含めて、道路維持
課の河川グループだけではなくて、もっと県に働きかけをしていっ
て、美化を大切にしていってほしい。

街を美化するということは観光のためでもあるが、特に河川の整備
は防災の意味合いもあることから、今後も県との話し合いを重ねて
いく必要がある。ひとつずつ解決していくしかない問題であるの
で、地区からもっと具体的な要望を出していただければ我々も当局
に働きかけていく。

緑町の川ざらいはかなり進んだが、河川の氾濫といった防災に備え
るためにはもっとピッチを上げて対応してほしい。所管は県になる
と思うが、ぜひとも市から伝えてほしい。

場所によっては樹木が繁茂しているところがあり、すぐに増水して
しまう可能性が予測される。市を通して県に伝えていくようにす
る。

県からも会津は鶴ケ城を中心に発展していくべきだといわれている
ように、お城を中心とした歩ける観光地を作ってほしい。国道118
号の拡幅に伴って電柱を地中化しているが、まずは旧会津学鳳高校
跡地を駐車場にしてほしい。

鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想の中で、大熊町が役場機能を移転さ
せたならば観光駐車場にするという計画は残っているので、大熊町
の動向を注視しているところである。

今回、ハザードマップの見直しが行われたが、５ｍ前後の浸水が想
定されることになり、もしそうなれば溺死してしまうことになる。
そうならないためにも早めの情報提供と早めの避難行動が必要に
なってくる。しかし、自分だけは大丈夫と考えてしまいがちな「正
常性バイアス」の問題もある。それを避けるには防災訓練が一番よ
いのだが、今回は中止になってしまった。市の指定避難所は第三中
学校であるが、想定浸水が２～５ｍであることから避難先の確保が
できるのかが心配である。市には避難誘導の指示をしてほしい。

今年の防災訓練は謹教地区が予定されていたが、２日前に台風の影
響で中止となってしまった。一般質問の中でも、警察や消防からは
早めの決断に対して一定の評価を受けているとの答弁をいただいて
いるが、台風の予想進路から考えて実施できたのではと思ってい
る。確かに実践訓練が一番であるので、今回は特に浸水に対する垂
直避難が予定されていただけに残念であった。来年度、謹教地区で
防災訓練ができないのか、当局側に働きかけていくことにする。

今回の防災訓練の中止の教訓としては、中止の広報をしたがなかな
か届かなかったことである。11月18日に錦町で防災訓練に準じる訓
練をするが、まずは関心を持つことが大事であると考えている。あ
とはやってみないとわからないところである。

今回は錦町１区２区３区合同での避難訓練が行われると聞いている
が、今後はより広い範囲で行われることが大切だと考える。確かに
やってみないとわからない部分も多いと思われるが、ぜひ効果が上
がることを期待している。
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（今日は、買い物弱者対策と除排雪のあり方について、皆様のご意
見を伺いたい。）

間口除雪について、金川町も高齢化率が高くなっており、積雪によ
り地区の道路の藤室街道でさえ狭隘となる。ディサービスの車輌、
救急車両なども安全に通行できるよう、丁寧な除雪対応をしてほし
い。現在、除雪のボランティアもなかなか集まらない。民生委員・
児童委員などもなり手が減っている。コミュニティバスの通行路の
排雪もしっかりしてほしい。

除雪費は10億円ほどかかる。全市的な排雪となると、さらに10億円
ほど必要である。雪溜め場も100カ所ほどあり確保も大変である。
現状では一気に排雪することは難しい。さらに市民の皆さんと協力
して取り組んでいかなければならない課題である。

金川町は道路が狭い。間口除雪の予算が削減されたりしないか。現
在、ボランティアも集まらない。高齢化が進んでいるので大変であ
る。排雪が出来ないとなると通学路は困ってしまう。雪溜め場の依
頼において、市の方で取り組んでほしい。市で話をしてもらうと地
権者に頼みやすい状況になる。

間口除雪の予算は大事である。通学路の除雪については、排雪も含
め重点をおいてやっていくことになっており、優先的に実施してい
る。雪捨て場まで遠いので、地区で雪溜め場を探していくことも大
事である。

町内では、雪溜め場を７カ所位借りている。排雪について、除雪を
何度か行ううち１回は実施してほしい。

雪溜め場の確保を進めるために、固定資産税の減免制度なども研究
している。議会としても検討を進めていきたい。

通学路について、優先的に除排雪を行ってほしい。何度も言わなく
ても良いような方法を取ってほしい。

通学路については、優先的に実施しています。排雪は、業者が会津
道路メンテナンス協同組合を設立し、情報交換を行いながら協力し
て進めていく体制をとっている。

除雪業者は、毎年変更になるのか。今年の業者は、雪の積み方が悪
い。何回も、道路維持課に連絡したが、変わらなかった。

除雪業者は、年度ごとの契約となっており業者が変わることもあ
る。担当業者と町内の事前打ち合わせをお願いしたい。地域の要望
をしっかりと伝えていただき、少しでも要望に添うように協議して
いただきたい。

買い物弱者対策について、コミュニティバスを運行している。是非
議会としても体験乗車してほしい。

会派として体験乗車している会派もある。総務委員会としても乗車
を検討している。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑧　城北地区（３班）

買い物弱者対策と除排雪のあり方について
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本日は、神指城跡周辺の整備について、皆さんのご意見を伺いた
い。

近年、「神指城跡」や「高瀬の大けやき」を訪れる観光客が増加し
ている。日本遺産に登録された会津三十三観音十五番札所もある
が、駐車場やトイレなどのインフラが整備が遅れている。観光客だ
けでなく周辺住民も不便をきたしている。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ141）

神指城跡の本丸の一部が売却され、建設会社の材木置場になってい
る。城跡整備を考え、早めに対応すべきでないか。

築城途中の城跡が残っているのは全国的にも珍しく、文化庁におい
て貴重な遺産として評価されている。整備計画も検討している。担
当課に確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ142）

如来堂集落として、新選組斎藤一奮戦の地にあるお堂の保存に努
め、火災保険にも加入している。また、神指城跡の本丸が藪のよう
になっているが、農地として耕作もしている。施設として整備を急
ぐべきはないか。

ご意見として伺う。

如来堂集落の新選組斎藤一奮戦の地周辺道路が狭い。道路側溝を整
備して欲しい。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ142）

整備されている都市計画道路によって、農地が三角田となり耕作に
不便になる。資産価値も低下する。騒音や振動、横断にも危険にな
る。周辺住民にとって住みにくくなる。

ご意見として伺う。

北会津地域への新橋梁は完成しているが、連結道路の計画や進捗状
況はどうなっているのか。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ143）

神指地区には、中野竹子殉節の地やなみだ橋の他、キリシタン首
塚・罪人処刑場・神指城石垣運搬道の石引道などがある。観光地と
して整備できないか。

担当課に確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ144）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨　神指地区（３班）

神指城跡周辺の整備について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑨　神指地区（３班）

神指城跡周辺の整備について

新選組奮戦野地の説明板には13人が亡くなったと記されているが、
実際は９人だったとの文献もある。調査し正しい標記にすべきでは
ないか。

現地を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ144）

この地区は下水道処理場があるのに、下水道整備区域に入っていな
い。

合併浄化槽の整備地域になっている。後日調査し報告する。（事後
処理報告書Ｐ145）

神指城跡は散歩コースにもなっている。都市計画道路完成後は車両
の通行量が増え危険、騒音等が心配である。

ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

議会は、10月16日と23日に城西地区の小・中学校役員の方から子育
て支援の下記４つの項目について意見を伺った。子育て支援につい
て議会が取り組むに当たり、城西地区の皆様方からも課題、問題に
ついて教えていただきたい。

ゴシック文字は、前段伺った役員の方の発言、明朝体の文字は意見
交換会に参加された方の発言である。

①子どもの成長に合わせた支援について

・子ども同士の交流の場、学年を越えた遊びを見かけない。自然に
触れることが少なくなっている。体験活動の場が少ない。

・東日本大震災以降、運動能力、体力が落ちてきていると感じる。
全国的に見ても低いのではないか。運動能力、体力が落ちることで
学力への影響もあるのではないか。

・不登校の子どもが増えている。ひきこもりの子どももいる。担任
の先生が家庭訪問しているが、親がいない、子どもに直接会えない
との報告を聞いている。

・ＮＰＯ法人にお願いして自然の触れ合いをしていただいている。
自然から学ぶような体験を取り入れていただきたい。

・子どもの施設があることで満足している。あとは施設で預かる質
の問題と考える。

・市の支援がどのようにしていただいているのか聞きたい。ＰＴＡ
連絡協議会では、エアコンの設置について要望を出した。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について

・城西小学校では、親の会に対する先生の方からさまざまな要望が
上がっていない。

②子どもの遊び場、学ぶ場について

・自分の子どものころは、公園に遊具があり遊んでいたが、現在は
遊具が危険なものや、撤去されている箇所も見受けられる。また、
ブランコはあるがそれ以外では砂場だけのため、子どもが遊んでい
る姿を見かけることが少ない。

・子どもは、放課後こどもクラブに通っているようだ。受け入れる
人数の課題がある。

・城西地区は２か所でこどもクラブが運営されている。できれば退
職された先生や高齢者の方に子どもと過ごす場を新たに設けて欲し
いと考える。

・子どもの遊び場、学ぶ場のあり方について多くの親に訴えていく
ことも必要だと考える。

・城西地区には多くのスポーツ少年団がある。スキー、剣道、ボー
イスカウトがあるが入ってくる子どもが少ない。数人の参加となっ
ている。サッカー、ミニバスケットボール、水泳は参加児童が多
い。人気のあるスポーツ少年団との格差が出てきている。

・室内の遊びが多くなっている。ゲーム、スマホ、携帯電話の利用
が問題になっている。親と子どもが決めごとをしないと問題が大き
くなるのではないか。

③地域別の子育てについて
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について

・城西地区青少年育成推進協議会が中心となり行っている朝の挨拶
運動によって、子どもの教育環境が大変良い傾向になっている。地
域の方々による登校、下校時の見守りを行っていただきたいと思う
が、一方で地域の方が、不審者に間違われないかとの課題がある。
子どもたちのために地域での見守りを望んでいる。

・日常生活で地域の方々が、子どもに対する声かけ、呼びかけが
あって良いと思う。地域全体での子どもの見守りがあればと考え
る。

・ひきこもり、子どもの交流の場、お祭りを活用して子どもが参加
できる場をつくっていただきたい。さらに、祭りを通して大人の交
流があれば良い。

・子ども会に入る子どもと入らない子どもで、地域の交流をすると
きなどに課題、問題が出てきている。例えば祭りのときに、子ども
会の保護者が中心となり運営しているので、入っていない子ども
は、祭りのときは部外者になってしまう。

・私の子どものときは、地区の子ども全員が入っていたが、現在子
ども会の加入は、自由になってしまっている。子ども会に入らない
理由は、親が子ども会の役員になれないので入らないと聞いてい
る。

・地域で登下校時の見守りを行っていただいている。

・室内のゲーム、将棋、囲碁をやる子どもがいない。無料で教えて
くれる教室がない。有料でないとできる場所がない。

④地域で育てる子どもの環境について
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について

・学校での問題として「いじめ」がある。第四中学校は、基本的に
城西小学校と小金井小学校の児童が入学してくる。それぞれの小学
校の特色がある。例えば、祖父、祖母との同居の家庭と夫婦と子ど
もの家庭では、子どもの育ち、行動が違っている。そのためか、溶
け込むのに時間がかかるようだ。

・通学路の問題がある。朝の登校時間帯は車の通行禁止区域が設定
されているが、下校時は通行禁止が解除される個所がある。そのた
め児童・生徒の下校時に危険個所となっている。

・冬期間の除雪、排雪について多くの要望項目がある。

・城西小学校では、不登校があまりない、大きな問題はない。

・通学路は、学校と保護者会や各種団体の方々と年１回点検活動を
し、その後検証しながら改善させている。

①子どもの成長に合わせた支援について

不登校の児童・生徒の情報について町内会には入ってこない。民生
委員・児童委員の方には、情報が来ていると思う。

民生委員・児童委員の中で共有しているが、町内会役員の中で共有
できる個人情報はない。例えば地域包括支援センターとの関係で、
本人、家族が承諾していれば個人情報を共有できるが入ってこな
い。地域が不登校児童・生徒の支援の中心になるが難しい実態だ。

支援のあり方が課題である。不登校で担任と会えない、コミュニ
ケーションが取れない関係が問題である。担任は、子どもの不登校
について親御さんに伝えることが必要でないか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について

③地域別の子育てについて

子ども会の問題は町内会の問題である。町内会の規約を決めてしま
えばそのようになってしまう。全員入会するように規約で決めるべ
き。子どもや家族がコミュニケーションをとれるように、私の町内
会では子ども会加入については、全員参加にしている。

④地域で育てる子どもの環境について

子どもの見守りについてであるが、聞くところによれば、小金井小
学校では、先生が「知らない大人と話をするな」と指導している。
一方で、学校では「地域の方々に対して児童に対し話しかけてくだ
さい」とお願いしているが、矛盾が出ているのではないか。

学校からのお願いに対し、どのような見守りを行ってきたのか。

地域の方にお願いして、10名くらいで子どもの見守りを行ってきた
経緯にある。その際、子どもにも見守り隊であることが分かるよう
に、そろいのジャンバーを着ていた。また、不審者がいる学校か
ら、城西町の防犯協会に連絡が来るので対応してきた。

小金井小学校は、城西地区と門田地区の防犯協会があるが、両方に
要請が来たのか。

小金井小学校は、基本的に門田地区が中心である。門田地区防犯協
会がどのように運営しているかよく分からない。

子どもの下校についてであるが、材木町こどもクラブでは、一人で
帰すことがあったので、私は問題があると思い話をしたが、一人下
校について解決していない。

日吉町で城西小学校のおはよう運動に参加している。大人が児童・
生徒に朝声をかけると、夕方には児童・生徒から声をかけてくれ
る。問題は暗くなってきたときであり、特に中学生は複数で裏通り
を帰っている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑩　城西地区（４班）

城西地区における子育て支援について

城西小学校の評議員をやっており、放課後子ども教室の支援員も
行っている。15時ごろから遊びを指導、支援している。終了すると
児童は、校庭に教室ごとに並び、帰る方部別に集団下校を行ってい
るので安心している。方部別で帰る生徒が少ないところや、家の一
番遠い子は一人になること等の課題もある。

地区の方々が下校の見守りを個人的に行っている方もいるようだ。
そうした取組の結果、小学校の子どもは安心して下校しているよう
だ。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

議会は、10月16日と23日に、城西地区の小・中学校役員の方から子
育て支援の下記４つの項目について意見を伺った。子育て支援につ
いて議会が取り組むに当たり、日新地区の皆様方からも課題、問題
について教えていただきたい。

ゴシック文字は、前段伺った役員の方の発言、明朝体の文字は意見
交換会に参加された方の発言である。

①子どもの成長に合わせた支援について

・各保育園で、子育て支援に取り組んでいる。参加できる方と参加
できない保護者の方の問題、課題があり、そのため家庭にこもって
いる方がいる。そうした方々の課題、問題の掘り起こしが必要だと
思う。

・日新地区には、こどもクラブと児童館があるので、他の地区と比
べて選択肢が多い。他の地区では、こどもクラブの定員の関係で利
用できない子どもがいる。

・職員の質の問題がある、各施設でそれぞれであるので質の向上を
図っていただきたい。保育士さん確保の問題もあるのではないか。
各施設の交流と情報交換が必要であると考える。

・子どもの施設があることで満足している。あとは施設で預かる質
の問題と考える。

・保育園の無料化が来年10月から始まる。若松第一保育園では待機
児童がないと聞いている。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

76



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

・保育園の支援として、園庭が狭いが仕方ないと思う。先生方に
は、よくやっていただいている。

・第三中学校は、荒れる学校ではない。不登校の子どもが多くなっ
てきている。その対応に学校、保護者ともに悩んでいる。

・不登校の児童・生徒であるが、一人ひとり学校に登校しない理由
が違う。また小学校から一緒の子ども、中学校からの子どもがい
る。
・不登校については、学校だけでなく地域全体で関わることが必要
になってきている。

②子どもの遊び場、学ぶ場について

・天気の良いときは、自然の中で遊ばせたいので子どもを連れて、
会津総合運動公園の広場に行っている。一方で、友達の家で遊ぶこ
とが減ってきている。

・共働きなので児童館で遊ばせている。学ぶ場としては塾がある
が、その費用が負担となる。できれば学校で学ぶ場と遊ぶことので
きる場を求めたい。

・遊びの場についてであるが、私は子どもと月１回のペースで郡山
市にあるペップキッズに通っている。無料で、涼しく快適な室内で
遊ぶことで子どもが喜ぶ。室内で遊べる場所が会津若松市にできれ
ば良いと思っている。小さい子どもの施設としてありがたい。屋外
の遊び場として、会津総合運動公園広場でよく遊ばせている。今年
の夏は暑く、金属、プラスチック製の遊具が利用できなかった。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

・会津総合運動公園にあるわんぱく広場で球技遊びができない。何
のための公園なのか考える。自由に遊ばせるべきではないか。な
ぜ、わんぱく広場で球技など、子どもが自由に遊べないのか。なぜ
なのか疑問に思っている。

・大人が子どもに対して駄目、駄目と言うことが多すぎる。外で遊
べなければ、室内遊びとなる。そうなれば、自然にゲーム遊びとな
り、子どもに注意してしまう。

・子どもが自然の遊びに入っていけない。習う場がないのか、子ど
もの相手がいないのか。

・これからの学びの場として、プログラミング教育が良いと考え
る。会津大学生との交流も期待している。

・第三中学校では、生徒達が運動部、文化部ともに部活動に本気で
取り組んでいる。休みの日も部活動で過ごしている。

・少子化の問題であるが、第三中学校の生徒の数が少なくなってき
た。そのため、クラスの数が減ることで担任の先生の数も減り、部
活動を担当する専門の指導者がいない。部活動の種目数も減り、活
動ができなくなってくる。

・例えば、バスケットボールのように男女で活動することになれ
ば、先生が二人で担当することになる。今の先生の数でできるの
か。今後、生徒数が減れば部活動する先生が男女別に担当できなく
なってしまう。

③地域別の子育てについて
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

・学校の教育は学年で同じことが行われている。教育と行事につい
て特色ある事業になれば良いと考える。

・日新地区は、面倒見の良い方々が多い。今年初めて学校に泊まる
行事が開催された。当初、子どもはいやいや行ったが、行事参加後
は喜んで帰ってきた。こうした特色ある取組を求めていきたい。

・日新地区と謹教地区は、同じような生活、歴史環境にあるので、
小学校から中学校に入学してもギャップは無いようだ。

・謹教地区では、毎週土曜日に地区の方がスポーツ、レクリエー
ションを開催し、子どもを見てくれている。

・登下校を含め、地域の方々が子どもを見てくれている。見守って
いただいている。

・子どもは横のつながりがない。地域に子どもがいない。一緒に子
どもを育てる状況がない。子どもを持っている世代が、親との連携
をしていかないとつながらない。

・小学校で、一クラスの学校には行かせたくないと考える。子ども
の育ちを考えると、複数のクラス、子どもが大勢いる学校に通わせ
たいと考える。

・小規模校は今のままで良いのか。マンモス校をつくった方が良い
のではないかと考える。または、とがった、特殊な学校があっても
良いのではないかと考える。

④地域で育てる子どもの環境について
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

・市が行っている事業として、赤ちゃん訪問、子育て支援、こども
クラブ等、子どもを大事にしていただいていると感じる。

・生み、育てる環境づくりが大事である。望んでも生むことができ
ない方もいる。市での取組を要望したい。

・地域で子どもを遊ばせる活動をしている団体の活動を、小学校単
位で行っていただけると良い。

・あまり環境が変わらないと思う。子どもが少なくなっている。も
う少し小・中学校で柔軟に行っていただければ良いのでないか。例
えば、学区を越えて入学しても良いのではないか。そのために、特
徴ある教育環境をつくれば入学するのではないか。

・個人主義になっているのではないか。これは時代の流れか。親の
環境が良くならないと子どもの環境が良くならない。

・日新コミュニティセンターが中心となり、各種団体連絡協議会が
ある。その団体と子どもの保護者団体と話し合う場があり、地域で
の子育て支援が良くできている。

・今年の夏、育成会主催により日新小学校で宿泊することができ
た。子ども達に好評であった。保護者に対する支援があれば、子ど
もの環境が良くなっていくのではないか。

①子どもの成長に合わせた支援について
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

不登校の話があった。町内会役員には、個人情報のことでもあり、
知らされていない。そのため、小・中学校の実態が分からないのは
区長として仕方ないと思う。不登校の件については、民生委員・児
童委員が情報を得ることができる。町内会という組織では、不登校
の児童・生徒に対する関わりが難しい。

第三中学校は、非行化している子どもはいないが、不登校の子ども
が多くなった。不登校の子どもは自分の殻に閉じこもっている子が
多いので、地域の方は気づくことがあれば、保護者や学校に教えて
いただきたい。

私の町内会の位置は、日新地区、神指地区、城北地区の境になって
いる。子供会育成会の方から、子ども会の加入に向けて活動するの
で、来年度の入学児童に対する情報を教えて欲しいと言われる。町
内会では毎年、家族調査は行っているが、年々家族調査の協力が得
られず答えることが困難になっている。入学児童についての情報
は、学校でも教えてくれないため、４月にならないと分からない現
状である。どうにかならないかお聞きしたい。

以前の第二幼稚園の園児は、90％の児童が日新小学校に入学してし
た。認定こども園に移行してからは、毎年20％～30％の児童が、日
新小学校に入学する状況に変わった。その理由は、認定こども園に
なり、さまざまな地域から自由に入ることになったためである。ど
の小学校に入学するかが分かるのは、10月の就学児検診のときであ
る。例えば、５歳児検診で、どの小学校に入学するのかが分かれ
ば、情報を早くつかむことはできる。そのようなことになっても児
童の個人情報については、地域にお知らせすることはできない。

入学児童の個人情報は、つかむことが困難になってきている。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

放課後、こどもクラブを利用している。希望者は新１年生の約50％
が申し込み、現在６年生までの120名が利用している。今後は、希
望者が増えることが予想される。放課後子どもクラブの運営で感じ
るのは、18時前後に帰る子どもは、親御さんと過ごす時間が少ない
ことだ。

町内会の住民の要望は、地域で子どもを見守っていただきたいこと
である。

地区で見守る区長さんは、情報を知りたいのでしょうか。

保護者という立場からも、地域の方々に子どもたちを見守っていた
だきたいと思っている。

文教厚生委員会では、子どもの育成について、こどもクラブや、放
課後子ども教室の取組がなされているが、まだ不十分であるとの認
識である。また、子どもの個人情報の関係については、これからど
のように市民要望に応えていくのか課題である。

②子どもの遊び場、学ぶ場について

子どもの遊び場については、少ないのが事実である。こどもクラブ
の子どもたちは、十分に遊ぶことができない。小学校の校庭で自由
に遊ぶことができるのを最近知った。例えば、放課後、こどもクラ
ブや児童館に行かなくても、子どもの保護者が下校した後、再度学
校に行き、校庭で遊ぶことを認めれば学校で遊べることになる。し
かし、学校で遊ぶことができるという情報が広まっていない。小さ
な公園では、子どもたちが望む遊びができないのではないか。こど
もクラブに入っていない子どもたちの問題、課題がある。遊びの場
が必要である。近くにあるわんぱく広場の活用を考えていただきた
い。

保育園は、子育て世代の方々に園庭や教室を開放している。 認定こども園や保育所の開放についてはどのようになっているの
か。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

子どもの遊び場、公園の禁止事項が多い。土日に子どもたちが利用
していない。できない、遊べない環境であるからか。何とか遊べる
ように改善していただきたい。

禁止している理由は、地域の方々からのクレームがあるからであ
る。なぜ禁止しているのか、なぜ子どもたちの立場に立てないの
か、議会でも取り上げている。一方で、地域で365日、24時間関係
なく働いている方々がいるので、休めないとの苦情が来て、結果、
公園での球技等を禁止している場合がある。行政だけで禁止事項を
決めるのではなく、地域の方々との話し合いで解決していく事案で
もあると考える。

ある公園で勝手にゲートボールのコートを作った事例がある。ゲー
トボール以外使うなということである。行政でそれは、できません
とは言っているのだが。公園の利用方法については、地区の方の意
見により対応しているので、行政や市議会に言っていただきたい。

④地域で育てる子どもの環境について

日新地区の各町内会には、子どもたちに対する支援をよくやってい
ただいている。そのため、祭りや芋煮会、スポーツ少年団活動など
の活動が活発である。約40年以上にわたり、３ケ月に１回は各種団
体と小・中学校、保育所、幼稚園、認定こども園などとの話し合い
の場を設けている。年間スケジュールに基づく各所の行事や町内会
行事の意見交換を行っている。また、日新クラブ(女性団体)の方と
小学生の交流の場があり、西七日町児童館の子どもたちと定期的に
交流を深めている。

私の時代は、町内会に多くの子どもがいた。子ども会に入るのは当
然のことであり、活発な活動が行われていた。現在の日新地区で
は、子ども会に入らない。子ども会を休会する町内会が出てきた。

子ども会についての考え方を聞きたい。子ども会はあれば良いが、
なくてもいいと考えているのか。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

子ども会育成会の会長である。日新地区では、子ども会活動ができ
ないとの話が出ている。町内会の子ども会が休会している地区で、
子ども会に入りたいとの希望を持つ子どもについては、子ども会が
ある町内会に入れることになっている。そのため、近くの町内会に
子ども会がある地区を紹介して入会していただいている。子ども会
に入らなくて良いとの声が年々多くなっている。日新地区子供会育
成会は、今年度、新入生に子ども会の勧誘チラシを配布した。今後
は、就学児検診の前後に勧誘を考えている。現在日新地区子ども会
に入会している子どもは、日新小学校の児童約340名中約240名が会
員である。

昨年、子供会育成協議会が主催となり実施した、「学校に泊まろ
う」に私の子どもが参加できて良かった。子どもの横のつながりが
弱いと感じていたので、近所以外の子どもとの交流が大変良い経験
だった。子ども会に入らない保護者や子どもさんは、子ども会が何
をしているのか分からない方が多いのでないか。入学前の時期に子
ども会の活動を紹介し、つながりができると良いのではないか。

保育園に通わせている。子供会やコミュニティセンターは何をして
いただけるのか現在分からない。その目的と、利用について教えて
いただければありがたい。

認定こども園では、子ども会への説明や、勧誘活動はしていない。 認定こども園や保育所で、子ども会の説明や勧誘をしているのです
か。

84



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑪　日新地区（４班）

日新地区における子育て支援について

保育所は、７時から19時まで預かっている。子ども会の説明はして
いない。子ども会の説明については、今の若い保護者が子ども会を
経験していれば子ども会に対する理解があるが、経験がない。興味
がないと難しい。10月の就学児検診時の勧誘の話が出たが、中には
どの小学校に入学するか分からない子どもがいる。そこで、小学校
の入学式で子ども会への説明が行われることはすばらしい。保育所
としては子ども会についての説明文を渡すことは可能である。

今年はのぞみ保育所の卒園児は、小学校12校に分かれて入学するこ
とになる。子どもたちはそれぞれの地域から入園している。ある年
齢になれば、他の地区との交流があり学びがある。会津の同学年の
つながりが大事である。保護者の方々に理解していただければあり
がたい。

入学前から子ども会に入っていた経験をしてきた。行事だけでな
く、他学年の子どもとつながれることを理解していただければ入会
する子どももいるのではないかと思う。スポーツ少年団に入ってい
る保護者は、子ども会の行事に参加できない。会費を払っているの
で、無駄になると考えれば子ども会に入れない。

スポーツ少年団の関係者は子ども会とは関係なく、子ども会に入っ
ているわけではない。

子どもが入所する保育園は、親の職場に近いところを求める。日新
地区に住んでいても、他の保育所に通わせている場合がある。
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議会は、10月16日と23日に城西地区の小・中学校役員の方から子育
て支援の上記４つの項目について意見を伺った。子育て支援につい
て議会が取り組むに当たり、北会津地区の皆様方からも課題や問題
について教えていただきたい。

ゴシック文字は、前段伺った役員の方の発言、明朝体の文字は意見
交換会に参加された方の発言である。

①子どもの成長に合わせた支援について

小学校２名、幼保園３名の計５名の子どもがいる。小学校の通学バ
スについて、冬期間、なぜ公費で運行できないのか話が出ている。

「たくましくさせる」ために冬期間歩いて通わせているとの声もあ
るが疑問である。

小学生は、こどもクラブに入っている。入っていない子ども、部活
動をやっている子ども、高学年や低学年でそれぞれ下校時間が異な
る。子どもが複数で下校できないか、何とかして欲しいとの声があ
る。

北会津子どもの村幼保園について、以前の公立保育所や幼稚園に比
べると、制服や給食、英語教室の実施、冷暖房の施設利用費などの
支払いが多くなった。一人当たりの料金がさまざま取られるように
なってきた。一部の保護者からは、英会話でお金が取られることに
疑問が出ている。認定こども園へ移行する際の説明会では、通園バ
スは５年間無料であり、６年目からは有料になってしまうと聞いて
いる。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

給食は食育と言われ、そうした説明も受けてきたが、給食をつくる
のは民間で、地元の野菜が使われていないと感じる。農産地である
北会津地区の生産者の顔が見えていない。

②子どもの遊び場、学ぶ場について

・北会津地区の中でも和泉地区は、小学生13名と他の北会津地区か
ら比較して多くの子どもが住んでいる。

・遊びは、ゲームが中心になっているので、自分の子どもには、自
然を感じて欲しく、田んぼや畑に連れて行っている。自分の頃より
自然を体験する機会が少なくなっている。

・課題として出ているのが交通安全面である。新鶴スマートイン
ターチェンジが設置された関係で車の交通量が多くなり、スピード
も出ているので子どもの安全問題が課題となっている。

・地区の農村公園は、遊具がなく、会津総合運動公園広場のような
場所が近くにあれば、子どもがこれまで以上に遊ぶことができる。

・子どもは、ゲーム遊びが中心になっている。そこで、遊びを取り
入れたプログラムを作るような体験ができる教室が定期的に開催さ
れるようになれば良いと考える。また、会津大学とのコラボがあれ
ば良い。

・荒舘小学校や川南小学校は、漢字検定が受験できる場所になって
いない。また、漢字検定の情報が保護者に届いていない現状があ
る。

③地域別の子育てについて
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

・荒舘小学校の２年生は、落花生を栽培し収穫する活動を始めた。
会津は落花生の産地であったが、この文化が継承されていない。そ
こで落花生を通して地域の歴史、食文化を子どもたちに体験しても
らっている。問題は、食を体験する際の子どもの落花生アレルギー
のことである。

・この行事を通して見えてきたのは、母親は参加していただいてい
るので、クラスの子どもの把握はできている。一方、父親は行事な
どの参加や交流が少ないので、子どもや地域の情報などが把握でき
ていない。

・埼玉県の取組で、保育園で父親が１日保育士の代わりをする一日
保育士体験などの「保護者の保育参加」の取組がある。父親が子ど
もの接し方と保育士の仕事を理解することにつながった。こうした
取組を北会津地区で行えないか考えている。

・親の教育が必要だと実感している。

④地域で育てる子どもの環境について

・北会津地区の環境は、自然や農業など自分の子どもの時と変わっ
ていない。現在、子どもが少ない。荒舘小学校の児童では真宮地区
が1/3を占めている。真宮地区は新興住宅地なので、他の地区と比
べると親の交流が少ない。

・真宮地区、水季の里の両地区は新興住宅地のためか、歴史が浅い
ためか、親同士の仲が親密になっていないという課題がある。交流
を深めることのできる話し合いの場が必要であると考える。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

・小・中学校の通学における冬期間のバス通学について、課題が寄
せられている。例えば、下校時の課題として、こどもクラブに行か
ない子どもとこどもクラブを利用する子どもがいるので、低学年の
子どもが一人、又は、少数で帰ることになっている。家族の送迎で
対応している子どももいるが、課題として出される事例である。

①子どもの成長に合わせた支援について

現在家族４人生活の共働きで、子育て中である。１歳、４歳を幼保
園に通園させている。お互い仕事を持ち、家事、育児に時間がとら
れ、休日でも余裕がない状況である。公立保育所や幼稚園の時代か
ら比べ、幼保園の保育料が高いと感じる。

本市は利用料金を国の基準より安く設定して努力しているが、子育
て中の方々からは、料金が高いとの話をお聞きする。来年10月から
無料化の動きがあるので見守りたい。

公立と民営の違いは経費であり、所得に応じた料金体系になった。
また、保育料は園で使うのではなく、一旦、市の歳入となり、市か
ら交付されたお金で運営している。給食を利用した子どもの中で
も、無料と有料に分かれる。施設設備費やバス代については、幼稚
園利用については補助が出るが、私のところは幼保園なので公費補
助がない。自治体の補助の上乗せがあれば、家庭への負担低減が図
られる。民営での運営上、必要な経費をいただいている。行政から
の補助があればと考える。

文教厚生委員会では、問題意識を持っている。

子どもの通学問題で意見交換を行った。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

小学校の登下校についてであるが、スクールバスがないため、早急
に対応していただきたいとの声が出ている。問題が多すぎて整理し
ないといけない。低学年の児童が、一人二人で通学しているエリア
が何箇所かある。デマンドタクシーでもサポートしていない地区が
ある。私の住む和泉地区では、雨の日や台風の日、冬期間は保護者
が交代でサポートしている。一方、真宮地区は、家族で対応してい
る。問題として寄せられているのは、雨、風、冬期間についてであ
る。特に冬期間は、地吹雪やホワイトアウトなど、大人でも危険な
中で登下校している。市のサポートが不十分だと考える。

バスの公共性については、市が合併して旧会津若松市、旧北会津
村、旧河東町で公共のバスについて無償と有償で行っていた。例え
ば、旧会津若松市には公営保育所が１箇所でそれ以外は民間経営で
あった。また小・中学生は規則や要領で、小学生は２キロ以上、中
学生は２キロ又は３キロ以上でスクールバスが利用できる。通学助
成は、小学校は４キロ以上・冬期間３キロ以上、中学校は６キロ以
上・冬期間４キロ以上であった。（地区によって助成対象が違う)
北会津地区は、幼稚園バスが無料、中学生は保護者負担でスクール
バスを利用している。河東地区は、現在小学生と中学生がスクール
バスを利用している。それ以前は、中学生に対し自転車購入の補助
があった。今後整理する必要がある。問題点がはっきりしたので今
後協議したい。

文教厚生委員会では、北会津地区の小学校には、スクールバスがな
いことは認識しているが、委員会として研究テーマとなっていな
い。

市議会では過去に、北会津地区の小・中学校の登下校のあり方を取
り上げてきた。また小・中学生は規則や要領で、小学生２キロ以
上、中学生２キロ又は３キロ以上でスクールバスが利用できる。中
学校については、北会津村時代に保護者がスクールバスについての
要望を集約し、保護者会として冬期間のスクールバス運行を実施し
ていた。その後、会津若松市になりスクールバスについての整理が
なされ現在に至っている。そのため、中学生が冬期間のスクールバ
ス利用ができているが、小学生は利用できないことについて取り上
げてきた経過にある。市議会で教えていただきたいのは、２キロ以
上の地域にどのくらいの低学年がいるのか教えていただきたい。デ
マンド交通との関係で小学生が利用できないか検討したい。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

現在デマンドタクシーは、１日８名の目標であるが、８月の平均は
６名の利用であった。北会津地区では、地域づくり委員会が交通会
議の中で、月１回地域交通についての課題や問題が話し合われてい
ることから、今後スクールバス等について検討したい。

現在、上の子を幼保園に通園させている。将来は下の子ども２名も
幼保園に預けたい。小学校に入学することになれば、子どもの送迎
の問題や課題があると考えている。現在、宮袋地区では、小学校の
登下校について保護者が送迎している。切実な問題だと考える。

距離がある地域と徒歩で登校する地区があるが、徒歩で登校する利
点があると考える。北会津地区の子どもは、肥満度は低い。その理
由は歩いて登下校しているからだと思う。また、登下校の時間は、
子どもの話し合いの場になるなど、大切な時間と考えている。家族
の送迎やスクールバス利用は、全ての児童・生徒ではなく、条件付
きであれば良いのではないか。例えば台風やホワイトアウトなどが
考えられる。

二つの意見が出ました。我々議会は、これに決めようと思っていま
せん。皆さんの意見を深めて下さい。

私の地区で、荒舘小学校から遠い子は3.7キロある。中学生がス
クールバスで送迎されているのに、なぜ小学生が送迎できないのか
疑問に思ってきた。昔は、徒歩だったので「歩く方が良い」との意
見があるが、子育て中の保護者の考えであれば、小学校の低学年は
送迎すべきだとの心情は理解する。

私の子どもの頃に比べ、お年寄りと子どもが接する機会が少ないの
がさみしい。現状では、子どもと高齢者の交流については、年間数
回程度である。もう少し子どもと高齢者の距離を縮めることができ
たらと考える。例えば、高齢者がデイサービスを利用するときに、
子どもとの交流を考えると良い。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

北会津地区には地域づくり委員会がある。 日新地区では、長年にわたり、地区にある保育園、幼稚園、認定こ
ども園と小・中学校の役員、各種団体の役員の方々が３ケ月に１回
集まって話し合いをしている。北会津地区には、そのような会議は
あるのか。

名前だけの登録で参加していない方の方が多い。また、若い方と地
区役員の話は十分できているわけではない。

若者と地区役員の皆様がうまく話し合われている地区は少ないと感
じている。日新地区の取組は、40年以上の歴史があると聞いてい
る。今回出されている児童・生徒の登下校の課題や問題を話し合う
ことで理解が深まるのではないか。

④地域で育てる子どもの環境について

私の地区に住む子どもの保護者が相談に来た。それは、真宮地区の
コミュニティセンター内にあった放課後こどもクラブがなくなった
ので、何とかできないかということであった。

荒舘こどもクラブの設置場所については、保護者の間でも賛否が分
かれたと聞いている。小学校に近いところが良いという理由は、学
校から子どもクラブへの移動距離が短くなったことで、これまで荒
舘小学校から真宮コミュニティセンターまでの移動で、交通安全や
雨、風、冬期間の心配がなくなったこと、そして室内のスペースや
外で遊ぶ場所ができたことである。悪いという理由は、自宅から遠
くなったことなどである。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑫　北会津地区（４班）

北会津地区における子育て支援について

子どもが外で遊んでいない。子どもは地域で遊び、学ぶことが重要
だと考える。自分の家族以外から交流し学ぶことが大切である。高
齢者との交流、自然体験の場を考えている。その場所の一つとし
て、園の西側にある保健センターとホタルの森公園である。そのた
めの課題としてあるのが、園児が横断歩道を渡るための環境整備で
ある。県道で交通量が多いので、押しボタン式信号機を要望してい
る。

北会津子どもの村幼保園では、高齢者以外の方との交流として、
小・中学校やそれぞれの保護者会との交流を考えている。望むこと
は、幼・小・中の連携ができることである。

信号機の問題であるが、以前、北会津地区の公立幼稚園、保育所の
統廃合に向けた運営委員会の要望の一つにあった。こども保育課の
回答は、信号機と信号機の距離が200ｍ以内と短いので、設置出来
ないとの回答であった。幼保園の園児だけでなく、北会津中学校の
生徒も通学で使えることになる。また見通しが悪い箇所なので設置
していただきたい。
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　市の情報政策課は、今年６月に大戸14地区との意見交換の場を持
ち、光回線についての現状について説明を行った。光回線の敷設に
ついては、これまで対象とならなかった民設民営での設置について
も国の補助対象となる動きがあり、市は国の補助を活用した整備を
検討している。また、設置事業者である関西ブロードバンドによる
と光ケーブルを設置するには、大戸地区・湊地区・河東地区の３箇
所で、合計300世帯の加入が必要だとしているため、市では、今
後、大戸地区・湊地区・河東地区の３箇所でインターネット接続へ
の加入調査を実施する予定である。光回線によるインターネット接
続は子どもにとって必要だと思うことから、多くの方が加入される
ことが望まれる。そして、大戸地区においては光回線を利用してど
んな地域づくりをしていくのか、地域として方向性をまとめていく
必要があると考えている。皆さんから地域の情報化についてご意見
を伺いたい。

光ケーブルのグレードの高い・低いの違いを知りたい。将来使い
にくくなるのでは意味がない。

　グレードとは容量の大きさ、線の太さだと思う。

はじめＩＳＤＮが引かれたが利用しにくかった。次にＡＤＳＬに
なった。これから設置するのにとりあえずこれでいいだろうでは困
る。情報をしっかり伝達できる整備をしてほしい。

ＮＴＴの光回線が本線としてつながっていると聞いている。市の
方で動いていただかないとＮＴＴでは動けないとのことだが、どう
いう状況か調べてほしい。

　調査し、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ145）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬　大戸地区（５班）

地域情報化の推進について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑬　大戸地区（５班）

地域情報化の推進について

高齢者が運転できなくなったり、ひとり暮らしとなった場合のこ
とを考えると、光回線を使った、医療や買い物、健康管理、ＴＶ電
話などの利用が考えられる。使いやすいタブレットがあったら高齢
者も利用するのではないか。

　意見として伺う。
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　このテーマの話し合いに入る前に、東山地区の区長会長より私道
の除排雪に関する課題が提示されたので、この件の説明をする。
　市内千石ニュータウン内に、幅員４ｍ以上ある、未舗装の私道で
除雪を居住世帯だけで行うことがたいへんな区域がある。この私道
は、公道から公道へ通りぬけできず、未舗装であるため、市の除雪
は望めない。しかし、私道の所有者が高齢化するなど、自力での除
雪が困難な箇所は他の地域にもたくさんあるはずであり、市も大き
な地域課題として、受け止めるべきではないのか。この区域では２
世帯が引っ越してしまった、というものであった。
　市議会では、こうした箇所の除排雪については、大きな地域課題
として受け止めている。
　事前に、市の道路維持課に話を伺ったが、この千石ニュータウン
にあるような私道については、舗装をする場合、市へ私道を寄附し
ていただき、市自らが舗装をするか、地域住民が自ら舗装を行い、
市が２分の１を補助するなどの方法がある。
　この私道は、相続されていない箇所や所有者が不明であるなどの
理由により、市自らが舗装することは困難な箇所である。

　塩化カルシウムをまく道路は、どのように決められているのか。
慶山二丁目は、坂道が多く、特殊な地域であるが、必要とされる道
路に塩化カルシウムがまかれていない。

　市に要望すれば、塩化カルシウムをまいたり、町内会に配布する
場合もある。（区長から）慶山二丁目の坂道に除雪車が入らないた
め、地区として市に対し、塩化カルシウムの配布を要望し、配布を
受け、地区として対応している。

社会福祉協議会に対し、間口除雪を申し込んでいる。玄関前まで
除雪をしていただいているが、後に除雪車が通った場合は、雪の塊
を置かれていってしまう。デイサービスに向かう車両が入れない時
もあるため、なんとかならないのか。

　市では、除雪を行う際には、地区の区長などの代表者と除雪事業
者の間で、事前の打ち合わせをするように要請をしている。地区に
よっては、こうした事前の打ち合わせの時に、高齢者宅の前に雪の
塊を置かないように依頼し、そのように行われている。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭　東山地区（５班）

除雪、排雪のあり方について
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭　東山地区（５班）

除雪、排雪のあり方について

私の町内会では２つの事業者が除雪を行っているが、１社は、事
前協議を丁寧に行っているが、もう１社は、３年程度、挨拶にも来
ない。除雪の件で以前に口論になったことも原因であると思う。全
ての町内会では、事業者との事前協議が行われているわけではな
い。

　そうした事案は、市の道路維持課に伝えてほしい。

冬期間の商工会議所から東山方面に向かう道路（都市計画道路高
瀬東山線）は、歩道がないくらいに雪が残り、車道を歩くしかない
状況である。歩道を確保する必要があるのではないか。こうした箇
所は、市内ではたくさんあるはずだ。

　（図面を示しながら）この区間は、通学路にはなっていないが、
歩道の確保は重要である。

商工会議所の前にある赤べえの停留所の周辺は、除雪すべきでは
ないか。

　要望として伺う。

（図面を示しながら）飯盛街道（市道幹Ⅰ－８号線）のセブンイ
レブン近くも冬期間は歩道がなく、車道を歩いている状況にある。

　要望として伺う。

除雪に関して、事前に区長と事業者と打ち合わせをしているはず
だと言うが、私の地区も２つの事業者が入っているが、１社は、あ
いさつにも来ない。事前協議をする事業者の除雪は丁寧だが、あい
さつに来ない事業者の除雪は丁寧さに欠けている。ひどい時は、子
どもたちが通学した後に、除雪に来たときもあった。

　除雪事業者には、事前に区長等と打ち合わせをするように要請を
している。通学路には、遅くても午前７時前には除雪を終了するよ
うに要請している。

私の地区でも、２年前から事業者が打ち合わせに来なくなってし
まった。従って、私は、朝早くに除雪車が来たら起きて、雪の置き
場や留意点を伝えている。
これまで交差点などの角に雪が絶えず置かれていたが、昨年か

ら、随時排雪をしていただいている。

　除雪事業者には、事前に区長等と打ち合わせをするように要請を
している。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑭　東山地区（５班）

除雪、排雪のあり方について

市内の緑地公園を雪溜め場とするのは、暗黙の了解なのか。公園
の中には入ってほしくない。雪溜め場となれば、春に凸凹道にな
り、水溜まりができた。遊具を壊された時もあった。市の花と緑の
課に土砂を入れてもらったが、重機が入るとグチャグチャになる。

　暗黙の了解ではなく、道路維持課などを通じて、花と緑の課の了
承は必要である。

アクーズ会津（旧若松ガス）から東山小学校脇の道路（市道若３
－412号線）の除雪がしっかり取り組まれていない。

　要望として伺う。

町内会長が、市との間に入り、除雪業者から苦情を言われると困
る。雪溜め場がないなど、事業者の言い分もあると思う。

　ご意見として伺う。

慶山二丁目は、坂の多い地域であり、対応できる除雪車も限られ
ていると思うが、市では対応できる除雪車を所有しているのか。以
前に、対応できる除雪車を会津坂下町からレンタルして対応したこ
とがある。賃料が20万円要して、市から10万円の補助を受けた。

　事業者のやり方や技術、道路の幅も関わってくるが、そうした状
況に応じて除雪を実施している。

除雪業者の中では、除雪が上手い、下手な業者に分かれる。１回
で済めばいいのに、何回も往復する業者もある。市からも指導をし
てほしい。

　過去の市民との意見交換会においても、同様の意見が寄せられて
いたことから、これまでも市の担当課である道路維持課には、お伝
えしている。

こうした意見交換会への出席者は区長など役職を担っている方が多
い。もう少し一般市民も参加できるようになることを願っている。

　ご意見として伺う。

除雪のことは話題になるが、市の排雪は、どうなっているのか。
喜多方市は雪溜まりが少ない。

　排雪が必要な箇所は、優先度の高い箇所から、業者がチームを組
んで対応している。平成29年度は、苦情が約2,300件あったが、早
期の排雪を望む市民の声が多かった。
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　平成28年６月議会で、会津若松市自治基本条例を制定した。条例
の第12条第５項に地域コミュニティと協働という文言があるが、地
域のことを住民が自ら行動できる地域の仕組みづくりを検討すると
なっている。
　北会津町、河東町には地域まちづくり協議会ができ、湊町には、
活性化協議会が立ち上がっている。
　門田地区においても全市内の先行事例である進んだ取組として、
住民自治を進められていると聞いている。また。三重県名張市への
研修もなされており、地域活性化と地域コミュニティのあり方につ
いて現在の取組などをお聞かせいただき、本日の意見交換をさせて
いただききたい。よろしくお願いしたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮　門田地区（５班）

地域活性化と地域コミュニティのあり方について

99



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮　門田地区（５班）

地域活性化と地域コミュニティのあり方について

地区区長会では、子ども達のコミュニケーションをとるための活
動をしている。
門田小学校、小金井小学校、城南小学校の３つの小学校と第五中

学校があるが、第五中学校に全ての小学生が行くわけではないため
３つの小学校の子ども達のコミュニケーションと、思い出づくりと
して、子どもまつりを開いた。また文化祭でも子どもたちにお手伝
いをしてもらっている。
　敬老会では必ず第五中学校の生徒が手伝いをしている。
催しものに、保育園、幼稚園、小学校低学年が参加しているが、

地区持ち回りで取り組んで行こうと話し合いをしている。
課題は城南学区には城南コミュニティセンター、門田学区には南

公民館があるが、小金井学区には集まるところがない。また、お母
さんたちが集まれる場所がないので議会にも考えていただきたい。
そのために議会の皆さにもご支援をいただきたい。この意見交換に
出席するたびにこの件について意見を出しているが、なかなか進ま
ない現状である。
工業団地もでき人口が増えているため、小金井学区近辺にコミュ

ニティセンターがほしいと、要望を出しているが進まない。
また、公園緑地協会にも手伝ってもらっており、企業にも手伝っ

てもらえるように進めたい。新年会や催しの後の反省会をこの公民
館で行っているが入りきれない。
人数制限をすることなく、みんなが入れることができれば地区の

コミュニケーションも取れるのではないかと考えている。地区で
は、地域の活性化と門田地区各種団体連絡協議会のあり方も含め
て、このことについて常々区長さんたちと話をしている。
　今後も続けていくのでご支援をいただきたい。

　地区内での取組で、子どもまつりはすばらしい取組をされている
と思う。文化祭、敬老会では何人くらいの手伝いがあるのか。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮　門田地区（５班）

地域活性化と地域コミュニティのあり方について

　文化祭には女子が23人程度。
　敬老会には第五中学校の生徒16人。
文化祭にも門田小学校のキッズクラブの子どもたちが文化祭に参

加しているが、学区の違いがあり、参加してくれないかとの要請を
するが、学区が異なることで参加しづらいという問題がある。
また、地域包括支援センターも学区で区切られていて、門田地区

なのに若松第３地域包括支援センターに入れないのかという問題も
ある。
ただ、参加者は増えている。参加者は子ども、大人、親、祖父

母、が参加することで地域のコミュニケーションができてきて、地
域活性化ができてくるものと考えている。

　すばらしいことである。学区の違いを考えて取り組むことが必要
と考えるが、学区の違いの問題点は何か。

学区外に出るとき、自転車禁止がネックになっている。地区のイ
ベントの時、自転車での移動が禁止されているため、歩いて行かな
くてはならない。地域内が遠くて参加しにくい面もある。

　文化祭、新年会は回覧板で案内がくる。
門田地区はどれくらいの人口がいるのか。自分の地区の村東地区

は2,000世帯（4,000人）の人口がいるが隣近所の顔が見えない。コ
ミュニティや共同体をどう考えるのか。
　新興住宅と昔からある住宅では違いがある。
地区には集会所はあるが50人も入ればいっぱいで小さすぎて地区

内で集まるところがない。緑地もあるが、ただの原っぱ。ベンチも
なければ、桜もない。地域のコミュニティをどう考えればいいの
か。門田地区は大きすぎてコミュニティの連携が取れない。
　もう少し小さな地域が必要ではないか。
　南公民館があっても南公民館まで来るのは遠すぎる。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮　門田地区（５班）

地域活性化と地域コミュニティのあり方について

　門田地区は45の町内区があり、人口は28,000人。
区長の集まりの時に、地域の催しをお知らせするしくみを２年前

につくっている。地区内の行事表もつくっている。
飯寺地区は１区から10区まであり、10人の区長がいて、区長会に

出ている。また飯寺地区内では、飯寺地区会長、副会長を出して、
その方々が区長会に出ている。その中で町内会独自の要介護者の名
簿をつくっている。

飯寺地区には人がいっぱいいて、区長も組長も要介護者の詳細は
把握できていない。一番近い組長が名簿を持つ必要があるのではな
いか。

　民生委員・児童委員も持っている。

飯寺地区の組織体制は特別で、飯寺地区は人数が多いため独自の
組織体制をとっている。地区内を10の地区に分けて各区長を置き、
その中から会長と副会長を選んでいる。また飯寺地区には、５名の
民生委員・児童委員、老人相談員２名がいる。そのようなシステム
をつくっている。
飯寺地区には集まるところもあるし、要介護の名簿は区長が持っ

ている。

　あまりにも地域が大きいと配布物も連絡も届かない。

　区長から組長に連絡、配布物は届けている。

地区住民の顔が見えるなど一定規模というのがあると思う。その
ようなことも必要ではないか。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

⑮　門田地区（５班）

地域活性化と地域コミュニティのあり方について

　町内においての集まるところがあればいいということでよいの
か。
　仕組みづくりの中で昔あったコミュニティのあり方について貴重
なご意見をいただくとともに、自治基本条例について重要な課題を
いただいたと認識している。

小金井地区には集会所がない。老人クラブ、子供会もない。小金
井小学校は城西小学校から分離校として建てられた。
各小学校の近くにはコミュニティセンターがあるが、小金井小学

校の近くにはコミュニティセンターができるものと思っていたが、
できなかった。各学校単位で区分けできるよう地域は見直さなけれ
ばならないのではないかと思うがどうだろうか。
　小金井地区は門田地区から切り離す必要があるのではないか。

　ご意見として伺う。

会合にでてこない区長もいるが、門田地区の人数は多いため、門
田地区でまとまっていかなくてはならないと思う。
門田地区の区長会では門田地区は分かれないとの考えが出でい

る。

　ご意見として伺う。
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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
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

Ｐ8 城西

１．ＪＲ只見線跨線橋下
の交流スペースの利用に
ついて

【市民からの要望・質問】
　西若松駅のＪＲ只見線跨線橋下の交流スペースが、利用でき
ないようだがなぜか。

【事後処理結果】
　市地域づくり課によると、「跨線橋下の交流広場の天井部分
には防球ネットが設置されておらず、利用中のバスケットボー
ルが広場外に出てしまったことがあった。現在は、天井部分へ
の防球ネットの設置に向けた改良工事の工法を検討している。
工法決定後は、占用許可を受けている福島県との協議や工事費
用の負担のあり方を整理したうえで、最終的には地元との協議
が必要である。」とのことであった。解決に向けては、さらに
時間がかかるようである。

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

Ｐ10 大戸

２．ゴミステーションの
修理に係る補助について
（香塩地区）

【市民からの要望・質問】
・今年の10月の台風でゴミステーションが壊れてしまい、次の
ゴミ回収に間に合うように修理をした。壊れた状態と、修理し
た後の写真を撮って、廃棄物対策課に補助申請の相談に行った
が、設置前または改修前に申請することが決まりということで
申請することができなかった。今回のような緊急を要する修理
が他の地域でもあると思う。現状の規定通りではなく柔軟な対
応も必要ではないか。
【事後処理結果】
・11月14日・15日　廃棄物対策課に確認した。
　廃棄物対策課より、「これまでも、少数ではありますが、ゴ
ミステーションの設置後や修繕後に補助申請の相談においでに
なる事例があった。しかし、事前の申請をいただいた上で必要
に応じて現地調査等により申請内容を調査し、交付の決定をす
ることを原則としておりますので、特例での取扱いは行ってい
ない。公平かつ効率的な補助事業とするためには規則に基づい
た事業を行うことが重要だと考えている。今後、新任区長の研
修会で紹介しているごみステーション美化事業補助金につい
て、事前申請についてご理解いただけるよう、さまざまな事例
を示しながら説明し、周知を図ってく。」との回答を得た。
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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

謹教

３．湯川河川敷の遊歩道
の除草および河川内の除
草を含めた土砂撤去につ
いて

【市民からの要望・質問】

　湯川河川敷の遊歩道については町内会でも草刈りをしているが、

基本的に担当は県であるので、遊歩道の活用のためにはもっと除草

するべきである。河川内の除草を含めた土砂撤去については防災に

関係することでもあるので早めの対応をお願いしたい。

【事後処理結果】

○これまでの経過

　除草については、今までは年に１回程度の予算の中で県からの市

に要請があり、町内会にお願いして７月頃に行ってきた。河川内の

除草を含めた土砂撤去については、烏橋周辺までが終了し、川原町

橋までは計画がある。また、神指町と柳原町周辺については国の予

算で樹木の伐採などを行っているので、徐々にではあるが流れは良

くなってきている。

○今回の対応

　11月16日に現地調査を実施した後に道路維持課と協議したとこ

ろ、除草については確かに年に何回かの予算があればもっと綺麗に

なるので、今までも要望は出しているが、改めて市から県へ要望を

出していくことになった。一方で、最近の熊の出没による危険性も

あり、誰が除草していくのかも検討課題に挙げていくことになっ

た。

　河川内の除草を含めた土砂撤去については、行える時期が雨の降

らない秋から冬にかけてという短い期間に限られることから、すぐ

に小田橋周辺までというわけにはいかないが、防災の観点からもで

きるだけ進めてもらうことが大切であり、県でも状況は把握してい

るので、今までも要請はしているが、改めて市から県へ要望をして

いただくことになった。

○現状と今後の対応

　謹教地区は湯川と古川の合流地点も近くにあることから、地域住

民の防災意識が向上しており、特に河川内の除草を含めた土砂撤去

については早期の実現に向けて県への要望を含めて今後の動向を注

視していかなければならない。

Ｐ10

Ｐ29
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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

Ｐ10

Ｐ29

謹教

４．湯川河川敷にある樹
木の管理について

【市民からの要望・質問】
　湯川の大橋のところに榎木（エノキ）があり、枝を大きく広
げている。この前の冬のように大雪が降ったら枝折れの可能性
があり、近くを通りかかった歩行者への危険性が考えられるの
で、早めに対応をお願いしたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　この件に対する今までの対応は、特に確認されなかった。

○今回の対応
　11月16日に現地調査を実施した後に今回の要望について道路
維持課と協議したところ、管理は県であることから、緊急性や
優先順位を考慮した上で、剪定も視野に入れて市から県に要望
していただくことになった。

○現状と今後の対応
　地域住民および遊歩道利用者の安全を考えた管理を行ってい
くべきであり、剪定等の県の今後の対応を見極めていくことが
大切である。
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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

Ｐ11

Ｐ30

湊

５．県会津レクリエー
ション公園の管理のあり
方

【市民からの要望・質問】
　県の会津レクリエーション公園の手入れに関する問題だが、
刈り取った草や枝葉が赤井川脇に野積みにされ、その発酵した
汚水が猪苗代湖に流れ込んでいる。県にこのことを言っても一
向に対応しないばかりか、公園内にそれらを処理するリサイク
ルセンターの建物があるにもかかわらず、十分機能していない
ように見受けられる。

【事後処理結果】
○11月20日、市環境生活課から会津建設事務所につないでもら
い、県の担当者から直接次の回答を得た。
①リサイクル施設で堆肥化を図っているが、野積みの草木は施
設の外に置き去りにしてしまった。
②施設外にある草木の堆肥は、施設内の堆肥とブレンドしなが
ら公園内の樹木育成に使いたい。
③ブレンドして使い切れない物は、最終処分場で処理したい。
④ただし、単年度で処理できる量ではないので、レクリエー
ション公園に係る県の予算も多くないことから、４～５年を要
すると考えている。
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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

Ｐ11

Ｐ29

町北・

高野

６．旧湯川の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
・町北町平沢地区と高野町界沢地区の間の河川の中に、木が繁
茂しているので整備してほしい。合わせて不法投棄も多くみら
れるので撤去して欲しい。

【事後処理結果】
・11月12日、第２班で現地調査する。
・当該河川名は旧湯川である。会津若松市の御旗町の湯川から
分岐し喜多方市塩川町の日橋川までの延長である。河川の幅が
狭くなり小川のような状況である。河川に樹木が生い茂ってい
る。また、河川沿線に不法投棄と見られる砂利等も確認でき
た。市道路維持課河川グループに確認する。
○道路維持課から
・旧湯川の管理は県で管理している。湯川に可動堰を設け市五
月町権現堰などを迂回して日橋川までくる河川である。管轄で
ある県へ本内容を要望する。

【第２班として】
・聞き取りから農業用水への支障は出ていないが、草木が生い
茂っているので定期的な管理が必要である。市の河川グループ
と県との連携を注視していく。

　旧

　湯

　川
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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

Ｐ12 城北

７．一方通行の標識が見
づらく、分かりづらいこ
とについて

【市民からの要望・質問】
　観光は、会津の産業の大きな柱となっている。会津の道路
は、一方通行が多い。城北町（田事周辺）の一方通行の通り
は、観光客にわかりにくく、逆走が多発している。わかりやす
い、目立つ看板などを取り付けてほしい。

【事後処理結果】
　11月16日危機管理課に確認した。
　「会津若松警察署に、標識が見えにくいということがあるの
で、標識の取り付け箇所の高さの調整について要望していきた
い。また、安全協議会などに、より分かりやすい看板の取り付
けについて、要望していく」との回答であった。
　第３班としても、次の班にも確実に引き継いで進めていきた
い。
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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

Ｐ12 城北

８．カーブミラーの設置
について

【市民からの要望・質問】
　城北地区の道は狭隘で危ない。カーブミラーの設置を４カ所
要望しているが、１カ所の設置に留まっている。コミュニティ
バスの運行でも見にくいところがあり、早急に設置してほし
い。

【事後処理結果】
　11月14日道路維持課に確認した。
　「城北地区の優先順位により、今年は１カ所設置しており、
他の３カ所については、現在検討している。他の地区よりも、
カーブミラーの設置については多くの要望が出されているの
で、危険度などを考慮して、進めていきたい」との回答を得
た。
　第３班としても、市民の皆様よりいただいた要望を、市民の
皆様が、安全安心な生活ができるように取り組んでいきたい。
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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

Ｐ12

Ｐ31

町北・

高野

９．道路安全対策につい
て

【市民からの要望・質問】
・上高野地区から鶴沼地区（上高野から農免道路までが危険）
に抜ける通学道路で、対向車とすれ違うこともできないような
箇所で歩道も無く、トラック等の大型車が多く通り、大変危険
である。トラック協会等に申し入れをするか、笈川街道に抜け
る道路をつくるようにして欲しい。

【事後処理結果】
・11月12日、第２班現地調査。
・当該道路は会津パールラインから主に会津アピオ物流団地へ
抜ける道路である。（写真⑤⑥参照）指摘の通り大型車が通行
すると車道と歩道が分離されていなので危険である。市道であ
るため所管の道路維持課に確認をする。
○道路維持課から
・当該道路は「市高3-24線」である。市民意見である笈川街道
へ新たな道路を新設すること、また通行規制することは困難で
ある。しかしながら、冬季間の除雪は通学に支障（危険が及ば
ない）がないように対応する。との回答を得た。

【第２班から】
・危険回避できることとして歩車道分離のための縁石の設置の
考えもあるが、縁石の設置により除雪がしづらい面もある。市
道路維持課の回答の通り冬期間は適意な除雪をお願いしたい。

　⑤

　⑥

OpenStreetMap

の貢献者
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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

Ｐ13

Ｐ31

神指

10．国道の歩道にあるグ
レーチングの整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　国道252号沿い（神指町東城戸）にある、「やまあ食堂」前
の歩道グレーチングに段差がある。ケガ人も出ており危険なの
で改善して欲しい。

【事後処理結果】
　11月15日に現地調査し、道路維持課に確認。
　「３桁の国道については、県が管理することとなるため、県
の道路維持課に要望を伝える。」との回答を得た。

Ｐ13 神指

11．住所変更について 【市民からの要望・質問】
　神指地区の一部住所に、大字小字がまだあり住所表記が長
い。改定できないか。

【事後処理結果】
　11月21日に市民課に確認。
　「町名変更は、区画の住宅建築が一定の条件となる。その進
捗状況に応じ改定されることになる。」との回答を得た。
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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

Ｐ16

Ｐ21

大戸

12．避難行動要支援者名
簿について（下雨屋地
区）

【市民からの要望・質問】
・家族が要介護度２となっているが、避難行動要支援者名簿に
ついての書類が送られてきていないのはどうしてか。

【事後処理結果】
・11月16日　危機管理課に確認した。
　危機管理課より、「現在、避難行動要支援者名簿について
は、在宅生活をされている方のうち、
①要介護度３以上の方。
②身体障がい者１・２級(総合等級）の第１種を所持する方。
③知的障がい者（療育手帳Ａ所持者）
④精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する方。
⑤７５才以上の高齢者ひとり暮らし。
⑥その他市長が支援の必要があると認めたもの。
を対象として登録の案内を行っている。なお、⑥については、
①～⑤以外の方でも、本人や家族等により登録申請ができるも
のとしている。避難行動要支援者の名簿化において、避難行動
を自力でできない方を正確に抽出することは困難であるため、
介護度や障がい者手帳の等級から、一般的な態様を勘案し、対
象者を設定したところである。現状では、上記対象者の情報把
握を進めているところであるが、今後は、民生委員・児童委員
や地域の方の協力を頂きながら名簿をさらに充実させ、支援が
必要な方へ避難行動支援ができるよう取り組んでいく。」との
回答を得た。
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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

Ｐ28 大戸

13．ＮＰＯ団体の山林購
入について

【市民からの要望・質問】
・大戸地域でＮＰＯ団体に山林を売ったと言う新聞記事を読ん
だ。実態はどうなっているのか知りたい。

【事後処理結果】
・11月19日　農林課に確認した。
　農林課より、「9月27日の新聞記事に掲載された内容は、兵
庫県にあるＮＰＯ法人「奥山保全トラスト」（乱開発防止のた
め水源域の森林を市民の寄付金を元に購入する｢ナショナル・
トラスト運動」を展開している団体）が大戸岳の北東山麓にあ
る森林5ｈａを取得した。この団体は、平成19年にも今回の購
入地近くで10ｈａを取得している。購入された森林は、県が指
定している保安林の中でも水源かん養保安林に指定されている
場所で、許可なく木を切ることができない場所となっているの
で、開発目的ではない。なお、森林の所有者が変更になる場
合、市町村に届け出することになっているので、市は森林の所
有者の把握をしている。」との回答を得た。
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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

Ｐ28 大戸

14．林道や間伐材に関す
る補助金や予算について

【市民からの要望・質問】
・林道や間伐材に関する予算や補助金について知りたい。

【事後処理結果】
・11月19日　農林課に確認した。
・林道について
　農林課より、「森林資源の開発や森林施業のため、林業生産
基盤の充実を図るため、森林管理整備事業を行っている。昭和
61年から平成29年度までは、林道谷地平線（闇川工区から黒森
工区までの区間）の林道開発事業を行い工事が終了した。今後
は、林道舟子線の残延長約1,900ｍの着手を検討中である（林
道舟子線は、平成7年度から平成20年度の14年間開設工事を行
い、全長4,900ｍ中3,000ｍの工事が終了）。」との回答を得
た。
・間伐材について
　農林課より、「本市では、平成24年より、地域林業の活性化
を図るため、県の基準に基づき森林経営計画を策定した林業事
業体（森林組合、認定事業体等）が行う間伐事業の搬出運搬経
費の一部を支援している。平成29年度の実績は、間伐実施面積
299ｈａ、間伐材搬出量20,385㎥、補助金598万7千円である。
森林経営計画の策定を地区から希望する事例もあり、取り組む
地区数も増加している。希望がある場合は、農林課へご相談い
ただきたい。」との回答を得た。
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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

Ｐ29 神指

15．第六中学校付近の水
路の整備について

【市民からの要望・質問】
　第六中学校の東側道路の水路が土水路なので整備して欲し
い。

【事後処理結果】
　11月15日に現地調査し、戸ノ口堰土地改良区に確認。
　「農業用用水路であり、管理者である戸ノ口堰土地改良区の
整備と考えるが、要望があった時点で理事会において改修を決
定することになる。」との回答を得た。
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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

Ｐ29 大戸

16．上三寄橋について 【市民からの要望・質問】
　上三寄橋のつなぎ目のコンクリートがはがれているので確認
してほしい。
【事後処理結果】
・11月19日　現地確認
・11月20日　道路維持課に確認した。
　道路維持課より、「この橋がある広域道路は、５年前に補修
しているが、橋の前後は舗装がはがれたりしやすい状況なの
で、現地を確認する。なお、橋本体の点検は昨年終了し、異常
はない。」との回答を得た。 11月19日現地確認
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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

Ｐ32

町北・

高野

17．道路補修の要望につ
いて

【市民からの要望・質問】

・県道326号（県道浜崎高野会津若松線）のセンターラインが消えて

いて対向車線にはみ出してしまい、特に雨の日や夜間運転は危険で

ある。白線を引く気配もないので計画があるのかを聞きたい。ま

た、会津パールライン（広域農道会津若松柳津線）の道路は大型車

が走行し、道路に多くのへこみができており危険である。交通量も

多く大型車も通る道路なので、道路整備をして安全通行に配慮して

ほしい。

【事後処理結果】

・11月12日、第２班で現地調査。

・当該箇所は県道浜崎高野会津若松線の高野町大字柳川字森台付近

である。センターラインがところどころ消えている箇所があった。

（写真①参照）

・会津パールラインについては、県道浜崎高野会津若松線の交差点

付近（写真②参照）の舗装がデコボコ状になっている。また、磐越

西線跨線橋付近の損傷もあり広範囲に渡る損傷を確認できた。

・県道浜崎高野会津若松線は県道であるため、市道路維持課を通じ

て要望をお願いする。会津パールラインは市道であるため今後の補

修の考え方を確認する。

○道路維持課から

・会津パールラインの道路の傷みは確認しているので、国の交付金

を活用して全体的な補修を行う。全体計画を策定して損傷の激しい

箇所を優先に、地元地区とも協議しながら進める。との回答を得

た。

・県道浜崎高野会津若松線の県道は福島県が管轄になるので会津若

松建設事務所道路課へ依頼する。

【第２班から】

・会津パールライン及び県道浜崎高野会津若松線は一部通学路にも

指定されているので、道路メンテナンスは随時行っていただきた

い。

　①

　②
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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

Ｐ32

町北・

高野

18．国道49号の道路舗装
について

【市民からの要望・質問】
・国道49号で神指町高瀬地区の交差点から中ノ明地区の間の舗
装道路の舗装が冬期間にボロボロになり、除雪車で歩道や田に
石が運ばれ、歩道の石も歩道用の除雪車で田や畑に堆積する。
国道事務所に連絡したところ、道路は清掃したが水路や田に
入ったものは管轄外との回答があった。舗装がボロボロになる
ような雨水浸透用の舗装ではなく、通常の舗装で整備して欲し
い。

【事後処理結果】
・11月12日、第２班として現地調査する。
・当該道路は国道49号の沿線である。ご指摘のように国道49号
の舗装が透水性舗装が施されている。劣化によって細かいジャ
リが発生し、雨水や除雪を通して田んぼに入っているものであ
る。意見者が今年の３月に撮影した写真（写真④参照）であ
る。このジャリが田んぼに入って取り除くのに大変困ってい
る。管轄は国土交通省であるが市道路維持課に確認する。
○道路維持課から
・当該道路の透水舗装は劣化とともにジャリが発生してしま
う。特に一般の市道とは違い交通量が多い国道であるため、透
水舗装は劣化が早く進んでしまう。今後の補修計画等も含め国
土交通省に依頼する。との回答を得た。
【第２班として】
・地権者は、田んぼのジャリを自ら回収している。昨年度は肥
し袋で５つ分回収している。早期に従来の舗装工事をお願いし
たい。特に田んぼ周辺は優先順位をあげて行うべきである。

 

　③

　

　④
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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

Ｐ33 北会津

19．真宮工業団地の清掃
活動について

【市民からの要望・質問】
真宮工業団地北側は、大型トラックの運行が多く道路傷みが激
しく発生している。そこで、地域住民が、春と夏クリーンアッ
プで歩道と車道付近の土砂を排出している。真宮工業団地周辺
では、工業団地内の会社、企業などは清掃活動には出てこない
ため地域住民が行っている。真宮工業団地の管理組合がなく呼
びかけることもできない。そこで、年１回は、土砂の排出を市
で行っていただきたい。

【事後処理結果】
11月20日　道路維持課に確認した。
春と夏クリーンアップで歩道と車道付近の土砂排出について
は、道路維持課が毎年１回土砂の排出を行っている。「今後も
継続して土砂の排出処理を行う。」とのことであった。

11月20日　企業立地課に確認した。
真宮工業団地周辺の清掃活動については、企業立地課が各企業
に協力要請を行うので、「地区でクリーンアップを実施する前
段に日時をお知らせいただきたい。」とのことであった。連絡
先は下記のとおりである。

観光商工部企業立地課　39-1433
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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 神指

20．神指分館の暗幕の改
善について

【市民からの要望・質問】
　神指分館の和室の暗幕が劣化し、機能をはたしていない。改
善して欲しい。
　
【事後処理結果】
　11月21日に生涯学習総合センターに確認。
　「神指分館の和室の遮光カーテンについては、経年による汚
れや破れが生じており、交換の必要性を認識している。現在、
本市の公共施設マネジメントの方針として、施設や備品の修
繕・交換については、緊急性や経費などを考慮しながら、必要
な箇所から計画的に行っているところであり、遮光カーテンの
交換については、現在、いただいている「給湯室の拡充」「ト
イレのドアの移設」の要望を踏まえ、実施時期等について検討
していく。」との回答を得た。
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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

21．国道の融雪装置不具
合の解消

【市民からの要望・質問】
　今年５月に行われた第20回市民との意見交換会でも言ったこ
とだが、国道294号の融雪のための散水装置の一部で水が出な
い。これを路面工事と合わせて実施してもらいたいと、直接会
津若松建設事務所にも要望したのだが、未だに県から回答がな
い。
【事後処理結果】
○11月20日に市道路維持課をとおして県会津若松建設事務所に
確認たところ、県から下記①の方針が示された。
　また、路面工事と散水装置改修を合わせて実施してもらいた
いとの要望は第20回意見交換会時には議会として把握していな
かったので、改めて市道路維持課をとおして県消雪施設担当者
から、下記②の回答を得た。なお、②の内容については県の担
当者が原区長に電話連絡し了解を得ている旨を確認している。
①【県会津若松建設事務所管理課地域保全係からの回答】
「舗装補修」
（平成30年度実施）
・湊町原地内　路上再生路盤工　約２３０ｍ（11／19完了）
・湊町赤井地内　切削オーバーレイ　約６００ｍ（11／14完
了）
（平成31年度予定）
・湊町原地内　　路上再生路盤工　　約３００ｍ
・湊町赤井地内　切削オーバーレイ　約４００ｍ
②【県会津若松建設事務所管理課地域保全係からの回答】
・散水施設の改修工事については平成30年度の予算がつかな
かったので引き続き予算要望する。
・漏水等の要修繕箇所は、現地再確認し年内に修繕を行う予
定。
・散水量が少ないために融雪できない時は排雪も行う。

※切削オーバーレイ
　切削工法とは、舗装の延命を図る
予防的修繕工法であり、アスファル
ト舗装の表面に連続的に凸凹が発生
し、平坦性が極端に悪くなった場合
などに、その部分を切削機により削
り取り、路面の形状とすべり抵抗性
を回復させる工法である。
　切削工事は大きく分けて、路面切
削工と切削オーバーレイ工との２工
種がある。路面切削工は既設アス
ファルト 面を切削し端部を摺り付け
た後、道路開放し、後日舗装する。
切削オーバーレイ工は切削から舗装
までを即日仕上げる工法で、この他
に、 帯状切削（３㎝以下）という路
面のこぶを切削開放する工法や、通
信管路を設置するための溝切り切削
という特殊な工法もある。
（「全国路面切削連合会」ホーム
ページより）

Ｐ47 湊
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Ｐ49

Ｐ53

河東

一箕

22．道路網の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　わかまつインターベンションクリニックから河東街道（主要
地方道北山会津若松線）へ抜ける道路（市道一箕３－２３号
線、一箕３－２４号線）の通行車両が多く、道路が狭隘なため
夕方の渋滞がひどい。道路拡幅はどのようになっていますか。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日現地確認を実施した。現道は、踏切前後の道路が狭
隘なため、一部民地で車両のすれ違いが発生している。市計画
等の現状を確認し報告することとした。

〇現状と今後の対応
　当局の現状認識と今後の対応について確認した。
道路建設課においては、「平成27年９月に一箕地区区長会より
本路線の改善について要望を受けているところであり、河東街
道（主要地方道北山会津若松線）の管理者である県と協議して
いるが、新たに鉄道を横断する線形の確保は難しい状況であ
る。このことから、既存路線の拡幅対策などを今後も引き続き
検討していきたい」旨回答を受けた。
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Ｐ51 一箕

23．側溝への蓋掛けにつ
いて

【市民からの要望・質問】

　市道幹Ⅱ－６号線の一部（居合団地西口バス停留所付近）に側溝

の蓋掛けを要望しているが、予算がないという理由で実施に至って

いない。側溝への落ち葉や枯れ枝の堆積が大量であり、下流にあた

るみどりヶ丘町内会が側溝清掃を行っている。

【事後処理結果】

〇これまでの経過

　みどりヶ丘町内会付近の側溝については蓋掛けされていることか

ら、その上流部からの落ち葉等の流入を防ぐため、蓋掛けされてい

ない側溝との境界部分に網を設置し、蓋掛けされていない側溝の清

掃をこまめに実施している。

〇今回の対応

　11月15日に現地調査を実施した。側溝脇の法面上部は樹木が繁茂

し落ち葉等が大量に堆積する原因であることを確認した。また、こ

の路線（市道幹Ⅱ－６号線）は交通量が多いこと、また現地が下り

坂の右カーブであるため、清掃時の危険性は大きいものがあると想

定される。

〇現状と今後の対応

　11月20日、道路維持課と協議したところ、「現状把握はしてお

り、水路改修の必要性について認識しているところであるが、予算

との関係で早急な実施は困難な状況である」とのことであった。

　今後の側溝管理については、通常の清掃について他町内会同様に

町内の協力を得ながら実施しなければならない状況であるが、高齢

化の進展に伴う町内会の労力では困難な箇所や作業について、市と

地区の協働による側溝管理のあり方の再考が必要である。
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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

Ｐ51 一箕

24．水路への雪捨てによ
る宅地への浸水被害につ
いて

【市民からの要望・質問】
　八幡神社北側にある水路で、上流より流れてくる大量の雪が
水路につまり、宅地への浸水被害が発生したことから、水路改
修をしていただきたい。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日、区長立会のもと現地調査を実施した。水路が住宅
敷地に沿って迂回しているため、水路に流れてくる雪が溜まり
やすい状況で、昨年も道路維持課へ要請し水路にたまった雪の
除去をしてもらった。
　水路の除草は町内会が実施しており、水路を流れる水量は多
くないことを確認した。

〇現状と今後の対応
　宅地周りに沿うような水路のため、水路改修は困難な状況と
思われる。
　11月20日道路維持課と協議したところ、「現地の堆積雪の撤
去を昨年度複数回実施しており、上流部の雪捨て禁止をさらに
徹底していきたい」旨の回答を得ている。
　本課題の解決に向けては、水路への雪捨てを行わないよう徹
底するすることが必要であり、水路上流部町内の協力により、
下流部における被害の周知など、町内会相互の協力と、市の雪
対策の普及をさらに求めていく。
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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 一箕

25．通行の安全確保対策
について

【市民からの要望・質問】

　血液センターへの道路（一箕３－３８７号線）に照明がないた

め、子どもたちが帰宅する時など暗くて危険である。また、会津短

大側の草丈が高く、児童の姿が見えにくくなるため、こまめな除草

をしてもらいたい。妙国寺の直角に曲がる道路にカーブミラーを設

置していただきたい。

【事後処理結果】

〇今回の対応

　11月15日現地調査を実施した。この路線は舗装されていない側道

を含めると、道幅はかなり広く、北側に隣接する宅地の照明はとど

きにくく、南側は会津短大敷地法面であるため光源はない。また、

会津短大敷地側の草丈が高くなると、道路の湾曲先の児童などは見

えずらくなる。夕刻以後の危険性が増すと推測される。街路灯また

は防犯灯の設置が必要と考えられる。

　妙国寺付近でのカーブミラーの設置については、周辺道路の道幅

が狭いことから、住民の協力を得ながら民地も含めた設置などの検

討が必要と思われる。

〇現状と今後の対応

　11月20日道路維持課と協議したところ、「草刈りについては区長

を通して必要な時に連絡いただければ対応したい」旨の回答であっ

た。

また、街路灯の設置については、「道路規格などの状況から困難で

あり、電柱への防犯灯の設置などの対策により光源確保が現実的で

あり、カーブミラーの設置と併せて、地区から市へ要望するようお

願いしたい」旨回答があった。

　本路線への防犯灯の設置については、町内がまたがることから維

持管理の負担割合など、町内間の協議を進め対応されることを質問

者へ回答する。
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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 一箕

26．道路網の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　扇町の市道で駅前開発で造られた道路（市道幹Ⅰ－８号線）
は、今後どのように整備していくのか。草が生えている敷地が
勿体ないし、道路形状が分かりにくいため、逆走する車があり
危険なこともあった。
　

【事後処理結果】
〇これまでの経過と現状
　本路線（市道幹Ⅰ－８号線）は、鉄道を横断し町北町へつな
げる計画となっている都市計画道路である。鉄道より西側の整
備については、平成30年４月現在の「長期未着手都市計画道路
見直し方針」においても「継続とする路線」となっていること
から、鉄道より東側の扇町地内の道路部分については、計画に
基づき整備を行った現状を維持しなければならない。
　現在、国道118号線に接続する部分については、計画上、国
道に接続するための側道となっている。
　
〇今後の対応
　本路線は、都市計画道路としての整備計画が有効な段階にあ
るため、他目的のための構造変更は困難な状況と考えられる。
　今後も道路敷の適正な管理と、車両通行の安全確保対策の継
続を市当局に求めていくものである。
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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

Ｐ52 一箕

27．通行の安全確保対策
について

【市民からの要望・質問】
　ふれあい体育館とカラオケ時遊館の間の道路（一箕３－７３
号線、一箕３－２６１号線）が接続されたことから、車両の通
行量が増えた。接続部がクランクになっていることから、事故
防止のために「一時停止線」の設置などの対策をお願いした
い。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日に現地調査を実施した。現地周辺は宅地造成が完了
しており住宅建築が進んでいる。
　路線接続部は、坂道であり、かつ、変則的な十字路となって
いる。現在は、この十字路に面する宅地に住宅が建設されてい
ないことから、車両の通行は一定程度目視できるが、住宅建築
がなされれば、家屋により対向車両の確認は難しくなることが
予想された。
〇現状と今後の対応
　この十字路については、安全確保対策が必要と考えられるた
め、これまでの経過（市と警察の協議結果）を踏まえ、道路維
持課へ町内会の協力を得ながら対応するよう要請した。
　11月20日道路維持課との協議においては、「警察と調整しな
がら現状を注視し適切な対応を図っていきたい」旨を確認し
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

Ｐ52 一箕

28．通行の安全確保対策
について

【市民からの要望・質問】
　滝沢浄水場建設に伴う大型車両の通行により、滝沢峠（市道
幹Ⅰ―９号線）の滝沢本陣跡から浄水場入り口までの路面破損
がひどいため補修をしていただきたい。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日に現地調査を実施した。橋梁一箕（２９）付近のマ
ンホール周囲の損傷が著しいことを確認した。

〇現状と今後の対応
　11月20日、道路補修について道路維持課へ要請し、本路線の
修繕計画について確認した。
　「本路線については、道路維持課においても路面損傷を回復
するため、全面的な改修が必要と認識しており、今後計画的な
対応を図っていく」旨の回答を得た。
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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

Ｐ52 一箕

29．道路網の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　会津中央病院交差点付近の道路（市道一箕３－１４号線）
は、いつ開通するのか現状と今後の計画について教えてくださ
い。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日現地調査を実施した。平成30年度における現在の進
捗状況、来年度以降の事業計画について確認し報告することと
した。

〇現状と今後の対応
　道路建設課より聞き取りした結果、次の内容であった。
（道路建設課の回答）
・解体家屋のうち、母屋側の道路を今年度整備している。
・解体家屋のうち、借家側の道路を来年度整備予定。
・交差点付近の整備を平成32年度に計画している。
・国道49号交差点（北から南へ向かう方向）に右折レーンを設
置しなければならず、国と協議を進めながら市が工事を実施す
る。
　このことから、本路線開通は平成32年度以降を計画してい
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 一箕

30．通行の安全確保対策
について

【市民からの要望・質問】
　長原地区から滝沢峠に抜ける道路（市道幹Ⅱ―７号線）の側
溝に蓋掛けをしていただきたい。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日に現地調査を実施した。路線に隣接する農地脇水路
には蓋掛けがされているが、農地に隣接していない水路には蓋
掛けがされていないことを確認した。

〇現状と今後の対応
　水路への車両脱輪等防止のためにも、蓋掛けしている部分と
していない部分の認知ができるよう対策が必要と判断される。
　また、蓋掛けについては、関係町内会と協議のうえ対応する
よう道路維持課へ要請した。
　道路維持課からは、「スノーポールの設置などにより安全確
保を図る」旨の回答を得た。
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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

Ｐ53 一箕

31．除雪に伴うガード
レールの損傷について

【市民からの要望・質問】
　松長一丁目北側を囲むガードレールが除雪により壊れてい
る。道路維持課へは報告しているが直っていない。壊れたまま
の状態だと今後さらに粗末に扱ってしまうのではいか。

【事後処理結果】
〇今回の対応
　11月15日に現地調査を実施した。ガードレールの損傷は除雪
によるものと推察される。町内会としては、適切な除雪とガー
ドレールの管理を望んでいる。

〇現状と今後の対応
　11月20日道路維持課に現地の対応を聞き取りした結果、現地
の除雪・排雪を委託及び直営により実施し、一概に破損の原因
者を業者とは言い難いことからガードレールの修復が遅れてい
る状況を確認した。
　現場の復旧はもとより、今後の除雪にあたって、道路施設の
適切な管理・使用を事業者を含め徹底することを要請した。
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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

Ｐ55

町北・

高野

32．鈴木地区の行政区に
ついて

【市民からの要望・質問】
・配布資料の町北町の町内会に鈴木地区がないが、鈴木地区の
集計はどの地域の集計の取扱いとなっているのか。町北町の区
長会には鈴木地区の区長が出ておらず、鈴木地区の行政区はど
のようになっているのか。

【事後処理結果】
・11月12日、環境生活課、情報政策課に確認する。
○環境生活課から
・鈴木地区の行政区は「城北地区」となる。との回答を得た。
○情報政策課から
今回第２班で作成した人口と世帯については、データ提供元の
情報政策課から「今回の資料の中には鈴木地区は入っていませ
ん。」との回答を得た。
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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

Ｐ60 鶴城

33．雪置場のと排雪につ
いて

【市民からの要望・質問】
・除雪と排雪の業者が別々になったのは、いつからか。除雪と
排雪の連携が悪い。以前は、何も言わなくてもきちんとやって
もらっていたが、最近はこちらから言わないと排雪してくれな
い。自分の土地をタダで貸しているにもかかわらず、こういう
ことでは、今後は雪置き場として貸さないとの考えになってし
まう。更に、業者が変わったとの連絡もない。

【事後処理結果】
・11月12日、第２班で現地調査する。
・地権者の行為で雪溜め場として使用させていただいている。
町内会の立地条件から非常に重要な雪溜め場である。担当課で
ある道路維持課に確認する。

○道路維持課から
・ご指摘の通り地権者との連絡調整については、業者と地域、
行政との事前打ち合わせをしっかり行っていきます。なお、排
雪については会津道路メンンテナンス協同組合へ委託している
経過も踏まえ、適切な排雪ができるよう関係機関と連携をとっ
ていきます。との回答があった。

【第２班として】
・除雪シーズン前の事前協議がいかに大事かを感じた。議会と
しても事前打ち合わせの徹底を呼び掛けていきたい。
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Ｐ64 行仁

34．除雪マニュアルの区
長配布について

【市民からの要望・質問】
・除雪マニュアルを徹底してもらえれば安心できる。早めにマ
ニュアルを区長にも渡してもらい、雪の降る前の状況を区長と
担当者が一緒に見て回ってほしい。

【事後処理結果】
・11月16日、道路維持課と協議する。
○道路維持課から
・業者へのマニュアルはシーズン前の説明会時に配布し徹底し
ている。各地区にはどういった資料やマニュアルがよいのか検
討させていただき、通知する方向で対応する。また、配布方法
についても区長会と協議する。との回答を得た。

[第２班として]
・除雪業者へのマニュアルは、明確な項目で地区との協議事項
が盛り込まれている。従って、この逆バージョンである地区へ
のマニュアルもあってしかるべきである。地区との連携が効率
よい除排雪になるため、早期に実現していただきたい。
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Ｐ64 行仁

35．市直営と地域との除
雪マニュアルに沿った打
ち合わせの実施について

【市民からの要望・質問】
・市直営で行う路線も除雪マニュアルに沿った打ち合わせを
やってほしい。

【事後処理結果】
・11月16日、道路維持課と協議する。
○道路維持課から
・市直営は道路維持課が担当であり、各地区との打ち合わせは
徹底して行っていく。との回答を得た。

[第２班として]
・業者、市直営ともに各町内会との事前打ち合わせは重要なの
で、徹底して行っていただきたい。
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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

Ｐ65 謹教

36．史跡のライトアップ
の電気料について

【市民からの要望・質問】
　山鹿町にある「山鹿素行誕生地」としるした石碑を、鶴ケ城
のライトアップに合わせてライトアップしている。現在、電気
代は町内会の負担となっているが、市のほうで電気代を負担し
ていただけないだろうか。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　今年８月に町内会から依頼があり、機材等も町内会で準備す
るということで、ライトアップに至った。

○今回の対応
　11月16日に担当である文化課と協議したところ、ライトアッ
プについては町内会からの依頼ということであるので、現段階
では市で電気代を負担するということは難しいとのことであっ
た。

○現状と今後の対応
　確かに町内会側からの依頼で行っているので電気代までの市
の予算は確保できていないところであるが、当該地は鶴ケ城に
も近く、観光名所のひとつでもあるので、市からの何らかの支
援は考えていただけるように注視していきたい。
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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

Ｐ65 謹教

37．他市の観光地におけ
る本市のＰＲについて

【市民からの要望・質問】
　鶴ケ城の赤瓦は阿賀野市で焼いてもらったもので、町内の老
人クラブでの研修で当地に宿泊したときに赤瓦の展示場所に
行ったが、鶴ケ城で使われているという説明のポスターが剥が
れていたので、会津への観光誘客ためにもしっかりしたパネル
の貼り付けをお願いしたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　この件に対する今までの対応は、特に確認されなかった。

○今回の対応
　11月16日に今回の要望について観光課と協議をしたところ、
該当の場所がわかれば先方と連絡を取って対応を協議していき
たいとのことであった。

○現状と今後の対応
　当該箇所が安田瓦協同組合の場所であることを教えていただ
いたことから、観光課を通して連絡を取り、協議していただけ
るようになった。
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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

Ｐ68 神指

38．神指城跡の周辺整備
について

【市民からの要望・質問】
　近年、「神指城跡」や「高瀬の大けやき」を訪れる観光客が
増加している。日本遺産に登録された会津三十三観音十五番札
所があるが、駐車場やトイレなどのインフラが整備されていな
いので観光客だけでなく周辺住民にも不便をきたしている。

【事後処理結果】
○11月15日に現地調査し、文化課に確認。
　「神指城跡については、観光客の皆様には利用できる駐車場
がなく、観光シーズンによっては観光客の方をはじめ、地元の
方々にもご迷惑をおかけしているものと認識している。駐車場
の設置については、遺跡が民有地であることから、土地所有者
との協議が必要などの課題があると考えているが、現在、有識
者で構成する検討会において、保存管理の基本的な考え方等に
ついて検討しており、駐車場を含めた整備活用については、今
後、検討していく。」との回答を得た。
○11月21日に観光課に確認。
　「会津三十三観音の札所については、現在、駐車場が未整備
のところが複数箇所ある状況にあり、十五番札所についても課
題として認識していることから、今後、調査・検討してい
く。」との回答を得た。
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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

Ｐ68 神指

39．神指城跡の管理につ
いて

【市民からの要望・質問】
　神指城跡の本丸の一部が建設会社に売買され、材木置場と
なっている。将来の城跡整備を考え、市が早めに対応するべき
でないか。

【事後処理結果】
　11月21日に環境生活課に確認。
　「担当課である環境生活課へは廃棄物処理の情報はない。事
実が確認できる情報があれば、県会津地方振興局と連携し対応
する。」との回答を得た。

Ｐ68 神指

40．神指城跡周辺の道
路・水路の整備について

【市民からの要望・質問】
　如来堂集落の新選組斎藤一奮戦の地周辺道路が狭い。道路側
溝を整備して欲しい。

【事後処理結果】
　11月15日に現地調査し、11月21日に観光課に確認。
　「側溝へのフタ掛けを含めた道路の拡幅対応については、会
津三十三観音十五番札所用の駐車場整備の件とあわせて検討し
ていく。」との回答を得た。
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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

Ｐ68 神指

41．道路の計画について 【市民からの要望・質問】
　北会津地区への新橋梁は完成しているが、連結道路の計画や
進捗状況はどうなっているのか。

【事後処理結果】
　11月15日に現地調査し、都市計画課に確認。
　「阿賀川新橋梁については、会津若松市と旧北会津村との合
併に伴う最重要課題として、旧北会津村の主要地方道会津若松
三島線より阿賀川を渡河し、国道49号の高瀬交差点を結ぶ主要
地方道会津若松三島線　阿賀川新橋梁工区として、平成20年度
より県事業として着手したものである。
　これまでの工事の進捗については、平成29年度末、橋梁下部
工全12脚および橋梁上部工が完成し、また、北会津側の道路改
良工事を施工中である。
　今後については、阿賀川新橋梁より国道118号若松西バイパ
ス交差点接続までの道路改良工事が予定されており、平成30年
代前半の事業終了を目指していると聞いている。」との回答を
得た。

（事業期間）
平成２０年度～平成３０年代前半（予定）
（整備概要）
全体延長　　Ｌ＝２，４００ｍ（うち橋梁部　Ｌ＝５３７ｍ）
計画幅員　　Ｗ＝１１．０ｍ（うち車道６．５ｍ（２車線））
設計速度　　６０ｋｍ／ｈ
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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

Ｐ68 神指

42．観光地の整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　神指地区には、中野竹子殉節の地やなみだ橋のほかにも、キ
リシタン首塚・罪人処刑場・神指城石垣運搬道の石引道などが
ある。観光地として整備できないか。

【事後処理結果】
　11月21日に観光課に確認。
　「中野竹子女子殉節の碑、キリシタン首塚、なみだ橋につい
ては、現在、現地に説明板が設置されているが、場所が分かり
づらく、誘導に課題があることから、今後、案内板を含めて案
内のあり方について検討していく。」との回答を得た。

Ｐ69 神指

43．史跡説明看板の標記
について

【市民からの要望・質問】
　新選組奮戦野地の説明板には、この地において13人が亡く
なったと記されているが、実際は９人だったとの文献もある。
調査し正しい標記にすべきではないか。

【事後処理結果】
　11月21日に文化課に確認。
　「設置者が不明であるため、市としては自由に撤去等ができ
ないことから、まずは設置者を特定できるよう調査していきた
い。」との回答を得た。
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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

Ｐ69 神指

44．下水道整備区域につ
いて

【市民からの要望・質問】
　この地区は下水道処理場があるのに、下水道整備区域に入っ
ていない。
　
【事後処理結果】
　11月21日に下水道課に確認。
　「市街化調整区域のため、計画区域に入れることができな
い。」との回答を得た。

Ｐ94 大戸

45．光回線について 【市民からの要望・質問】
・ＮＴＴの光回線が本線としてつながっていると聞いている。
市の方で動いていただかないとＮＴＴでは動けないとのことだ
が、どういう状況か調べてほしい。
【事後処理結果】
・11月19日　情報政策課に確認した。
　情報政策課より、「大戸地区に一般家庭が利用可能な光回線
は通っていないのが現状である。ＮＴＴも、一般家庭向けには
新しい光回線を通すしかないと言っている。」との回答を得
た。
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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

２班 行仁

議員定数が28名になった経緯は。25名ではダメな
のか。

地区によっては定数を減らさないでほしいとの意
見もあり、急激な削減は難しく、今後も定数につ
いては検討していくという考えでの28名というこ
とでご理解いただきたい。

３班 神指

議員定数が28名となった。20名程度が妥当と考え
るがどうか。

議決結果は28名となったが、来年の改選後、さら
に議論を進めていく考えである。

議員報酬 議員報酬 ５班 東山

市議会議員の新たな定数は決定したが、議員報
酬を日当制にするという意見はなかったのか。

　平成22年12月２日の議会制度検討委員会におけ
る最終報告の中で、日当制を採用しないことを明
確にしているため、検討は行われていない。

議員活動

学校給食

一般質問

給食費
５班 門田

９月議会を傍聴した。こんな質問をしなくても
いいのではないかと思うことがあった。
小・中学校へのエアコン設置の問題や学校給食

費無償化の問題はやりたいけどやれない、みんな
同じ考えだと思う。議員は財源確保の部分につい
ても、そこまで理由をつけて質問をするべきであ
る。
また学校給食費無償化の問題を食育につなげて

いるが違うと思う。学校給食費の食材部分の保護
者負担は当然だと思う。今回陳情が採択にならな
くてよかった。
　質問は精査してするべきである。

　ご意見として伺う。

議会運営
委員会構
成

２班 行仁

３つの常任委員会ではダメなのか。 人口が減少しても、市の事務事業は減少しないの
で、現時点では４つの常任委員会が妥当である。

議員定数 議員定数
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議会運営
委員会構
成

２班 行仁

常任委員会とは何委員会があるのか。委員会の掛
け持ちはできないのか。

総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員会、
建設委員会の４つである。委員会の掛け持ちにつ
いては地方自治法の改正で行なえるようにはなっ
たが、全議員が予算決算委員会にも所属してお
り、現在の審査日程では審査しきれないため、通
年議会の検討も始まっている。

東山

以前にも申し上げたが、市民との意見交換会の
名称が、議会が意見を聞いてやるという印象を受
ける。私にとっては、「議会との意見交換会」で
ある。

　要望として伺う。

　市民との意見交換会は年２回の開催か。
門田地区は広いので、意見を広く聞くには１か

所ではなく、数か所で開催してはどうか。

　ご意見として伺う。

市民との意見交換会という名前は上から目線で
はないのか。市民との意見交換ではなく、議員と
の意見交換会だと思う。

　ご意見として伺う。

参加者 ３班 城北

意見交換会の日時が、平日の午後６時では女性は
参加しにくい。休日の昼間の方が、若い人や女性
が集まりやすいのではないか。検討してほしい。

何回かに１回は、休日に日程を設定するなどの検
討をします。広報広聴委員会でも検討を申し入れ
る。

報告書 １班 一箕

第20回の市民との意見交換会報告書には、意見と
して伺う、聞き置くが多い。上から目線になって
いないか。

聞き置くにならないよう取り組みたい。

門田

意見交換
会

運営 ５班
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○　議会報告（定例会、政策討論会など）について

項目 小項目 班 地区 市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議会広報 議会広報 １班 一箕

広報議会によると、議案審議で発言する議員が同
じであるが、議会質問は人数に決まりがあるの
か。

質問の種類がいろいろあり、人数に制限はない。
一般質問は、以前は17名前後であったが、現在は
25名前後で３日間行れている。本会議における議
案に対する質疑は、４分の１くらいの議員が行う
が、他は所属している常任委員会で取り上げ質疑
している。会津若松市議会は活発に行われてい
る。

河東

広報議会の請願での路線名を示されてもどこの道
路か分からない。

分かりやすい表示にするように、広報広聴委員会
に伝える。

一箕

広報議会に委員会発言が掲載されないがどのよう
になっているのか。

広報議会には委員会質疑の主だった議案だけを掲
載している。議会事務局に問い合わせていただく
と、委員会の会議録を見ることができる。

経費 ５班 大戸

　広報議会の作成経費はどこからでているのか。 　市の予算の議会費から支出している。

議員

道路

議員

道路管理
３班 謹教

自分の所有の建物が市の道路の上に建っている。
「地域の課題を解決するために」をテーマに掲げ
て議会は市民に対峙しているはずだが、議員に相
談しても連絡をもらえていなくて困っている。

担当の議員が本日は欠席しているので、本人に確
認を取ってみる。

議員活動

行政

議員活動

行政全般
３班 謹教

相馬市と南相馬市はお互いがライバルとなって、
市長同士が頑張っている。本市も企業誘致など、
頑張る市長は出てこないのか。市議会議員も、本
当に仕事をするのであればネクタイと背広ではな
く、一生懸命に汗をかいてほしい。

市長に関しては来年市長選があるので、そこで慎
重に判断していただければと思う。議員に関して
は、これからも市民のためにできるだけ汗をかい
ていきたいと考えている。

議会広報
紙

掲載内容 １班
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