
 参加人数：男性10名、女性２名、合計12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少子化対策について・・・神指地区は、市街化調整区域が多く新規の住宅建築ができないため住民が増えない。子育て環境に
　　よいと考えても転居ができない。児童数の減少がさまざまな問題を生んでいる。
　②神指分館の充実について・・・神指分館は、地域の拠点であり、地域内分権の推進を考え職員の複数配置が求められた。
　③地区社会福祉協議会について・・・地域で地区社会福祉協議会の立上げを進めているが、財源は社会福祉協議会からだけにな
　　る。人口減少が進み人材の確保も課題である。

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
　　　「神指城跡周辺の整備」
　⑵　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。
　⑶　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。

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（（（（神指地区神指地区神指地区神指地区））））

 開催場所：中央公民館神指分館

 開催地区：神指地区  開催日時：平成30年11月12日（月）　18時00分　～　20時00分

 担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉孝太郎　（欠席議員）なし
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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。 ○ ① 企業誘致

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。

○ ① 学校施設

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。 ● ① 議員定数

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。

○ ② 地域経済

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。

○ ②
学校教育

都市計画

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

住居表示

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。 ○ ② 社会福祉

※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※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

番号 備考市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※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

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

生涯学習

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。

○ ② 観光

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

河川

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

交通安全

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

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。

○ ②

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

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。

○ ②

→　神指城跡周辺の整備について

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 →　神指城跡周辺の整備について

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

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

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。

○ ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

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。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

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。

○ ②
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神指地区神指地区神指地区神指地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．住所変更について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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。

２．神指分館の暗幕の改善に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．第六中学校付近の水路の
整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．国道の歩道にあるグレー
チングの整備について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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。
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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．神指城跡の周辺整備につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．神指城跡の管理について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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。

７．神指城跡周辺の道路・水
路の整備について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．道路の計画について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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．観光地の整備について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。

10．史跡説明看板の標記につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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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神指地区神指地区神指地区神指地区

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

11．下水道整備区域について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【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。
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