
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（（（（鶴城地区鶴城地区鶴城地区鶴城地区））））

 参加人数：男性16名、女性３名、合計 19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
　　・議員定数の削減については、特に何も意見がなかった。
　　・市庁舎の建て替えやＩＣＴオフィスの進捗について質問があり、鶴ケ城周辺の利活用構想に関連して将来に対しての市の
　　　ビジョンが見えてこないとの意見があった。
　　・城前市営住宅の進捗について、今後このまま進めるのか協議や見直しがあるのか確認があった。

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　「県立病院跡地の利活用と除排雪」
　⑵　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。
　⑶　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

 開催場所：會津風雅堂　会議室

 開催地区：鶴城地区  開催日時：平成30年11月７日（水）18時30分　～　20時20分

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

1



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。

○ ② 環境

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。

○ ② 環境

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。

○ ① 行政

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。

○ ① 公営住宅

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。
【追加訂正】
ＩＣＴオフィスに入居企業がないため、家賃をタ
ダにすることはありません。

○ ①

まちづく
り

企業誘致

○　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 ※項目
キーワード

分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

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

「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。

○ ②

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。 ○ ①

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。

○ ①

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。

○ ①

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。 ○ ①

→　県立病院跡地の利活用と除排雪について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地の利活用と除排雪について

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

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。

○ ①

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。

○ ②

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。

○ ②

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。

○ ①

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。

○ ②

4



○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地の利活用と除排雪について

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

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。

○ ②

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。

○ ②

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。

〇 ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地の利活用と除排雪について

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

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。

〇

●
②

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。

〇 ②

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。

〇

●
②

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。
○ ②

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。

○

●
②

期待している。
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○　地区別テーマでの意見交換について →　県立病院跡地の利活用と除排雪について

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

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。

○ ②

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

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。

○ ②

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。

○ ②

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。

○

●
②
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鶴城地区鶴城地区鶴城地区鶴城地区

件名

１．雪置場と排雪について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【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。

　

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

処理（対応）内容 備考

OpenStreetMap

の貢献者
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