
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（（（（謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区））））

 参加人数：男性18名　女性１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
　①議員定数について
　　・９月定例会において議員定数が30名から28名への削減が決定されたことを報告したが、特に意見は出されなかった。
　②側溝の流水や街路樹について
　　・全市的に観光地としてまだまだ整備が必要なところがあるため、県とも連携して綺麗なまちづくりを目指していくべきである。
　【その他の主な意見等】
　　・他市長との連携について、水道部の公営企業会計の赤字について、市庁舎の建て替えについて　など

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　⑴　地区別テーマ　「地域観光資源の利活用と防災」
　⑵　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。
　⑶　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

 開催場所：謹教コミュニティセンター　

 開催地区：謹教地区  開催日時：平成30年11月６日（火）　18時00分～20時10分

 担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉孝太郎　（欠席議員）目黒章三郎
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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。 ○

●
②

議員

道路

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。 ○ ① 観光

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。 ○ ① 財政

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

環境

河川

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。

○ ②
交通

観光

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

環境

河川

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

2



市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

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。 ○ ① 行政

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。

○ ① 環境

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。

○ ① 雪害対策

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。

○ ①
環境

側溝

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。

●

○
①

議員活動

行政
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

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。

○ ① いっ水
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○　地区別テーマでの意見交換について

（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。

○ ①

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。 ○ ③

後日確認し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

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。 ○ ③

後日確認し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

→　地域観光資源の利活用と防災について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの

※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域観光資源の利活用と防災について

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

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。

○ ①

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。 ○ ①

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。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域観光資源の利活用と防災について

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

今回、ハザードマップの見直しが行われたが、５
ｍ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。

○ ①

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。

○ ①

7



謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．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
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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．湯川河川敷にある樹木の
管理について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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．史跡のライトアップの電
気料について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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．他市の観光地における本
市のＰＲについて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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