
 参加人数：男性21名、女性２名、合計23名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　　・議会報告においては議会での質問をする人数や委員会質疑についての意見があった。
　　・市政全般については戊辰150周年記念事業の費用対効果や県立病院跡地の利活用、庁舎建設、子どもの施設、学校教育等と
　　　さまざまな意見があった。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　⑴　地区別テーマ　⇒　地域内の道路問題について
　⑵　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。
　⑶　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。
　

第21回市民第21回市民第21回市民第21回市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・報告書報告書報告書報告書（（（（一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区））））

 開催場所：一箕公民館

 開催地区：一箕地区  開催日時：平成30年11月14日（水）　18時30分　～　20時40分

 担当班　：第１班（出席議員）　戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、大山享子、高梨　浩、小倉将人　（欠席議員）なし
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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。

● ① 議会広報

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。

● ①
議会広報
紙

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。

● ①
意見交換

会

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。 ○ ① 観光

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。
○ ① 農業

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。

○ ① 学校教育

※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ①
まちづく

り

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。 ○ ① 行政

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。

○ ② 地域経済

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。 ○ ①

まちづく
り

児童福祉

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。

○ ① 行政
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○　地区別テーマでの意見交換について

「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。

○ ①

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

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。

○ ②

→地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

4



○　地区別テーマでの意見交換について →地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書14に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ15に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ16に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ17に記載）

6



○　地区別テーマでの意見交換について →地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ①

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ18に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ19に記載）

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。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ①

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。

○ ①

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。 ○ ①

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。

○ ①

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。

○ ②

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。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →地域内の道路問題について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 対応

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

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。

○ ①

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。 ○ ①

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。

○ ①
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．側溝への蓋掛けについて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

上
流
部
よ
り

下
流
部
よ
り

網
で
流
入
を
防
ぐ
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

件名 処理（対応）内容 備考

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

２．水路への雪捨てによる宅
地への浸水被害について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。

浸
水
箇
所
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

３．通行の安全確保対策につ
いて①
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

件名 処理（対応）内容 備考

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

４．道路網の整備について①
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。

13



一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

５．通行の安全確保対策につ
いて②
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【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。

接
道
箇
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

件名 処理（対応）内容 備考

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

６．通行の安全確保対策につ
いて③
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【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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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

７．道路網の整備について②
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【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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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

８．通行の安全確保対策につ
いて④
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【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。

蓋
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

９．道路網の整備について③
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【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３－２
４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、柳原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）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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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

10．除雪に伴うガードレール
の損傷について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【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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