
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（（（（町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区））））

 開催場所：北公民館

 開催地区：町北・高野地区  開催日時：平成30年11月６日（火）　18時30分　～　20時00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

 参加人数：男性９人、女性１人　計10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　道路の補修の要望について
　　・県道のセンターラインが消えており危険であるため白線を引いてほしいとの意見があった。
　　・道路舗装の状態が悪化しており危険であることや、舗装の石が歩道や田に散乱しており解決すべきとの意見があった。
　②　河川整備の要望について
　　・河川に樹木が繁茂しており洪水時に危険であることや、ゴミの投棄が多くあるので河川の整備をすべきとの意見があった。
　③　除雪について
　　・除雪状態が悪く危険であるので早期除雪で適切に実施すべきとの意見があった。
　　・除雪車によるＵ字溝等の破損についての課題解決について話し合いがなされた。
　④　通学路安全確保について
　　・通学路をトラック等の大型車が通り危険であり、歩道もないことから通学路の安全確保をすべきとの意見があった。

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
　　　少子高齢化対策と地域づくり
　⑵　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。
　⑶　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。
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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。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

道路

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。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

環境

河川

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。

〇 ① 雪害対策

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。

〇 ② 雪害対策

○　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 ※項目
キーワード

※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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○　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 ※項目
キーワード

※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。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

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。

〇 ② 雪害対策

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。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９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

「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。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

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。 〇 ①

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。

〇 ②

→　少子高齢化対策と地域づくり

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

4



○　地区別テーマでの意見交換について →　少子高齢化対策と地域づくり

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

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。

〇 ①

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。

〇 ①
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町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区

件名

１．道路補修の要望について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

【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

②

①

OpenStreetMap

の貢献者

6



町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

２．旧湯川の整備について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【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

OpenStreetMap

の貢献者
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町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

３．国道49号の道路舗装につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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

OpenStreetMap

の貢献者
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町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

４．道路安全対策について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【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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町北町北町北町北・・・・高野地区高野地区高野地区高野地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

５．鈴木地区の行政区につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【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。

【第２班として】
・地区、学区、消防などの地区割は、市内全域で弊害が出ている箇所
がある。今後、議会としても地域割のあり方について議論していかな
くてはならない。
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