
 参加人数：男性33名、女性　０名、合計33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
　①９月定例会について、「議員の定数を定める条例」の一部改正に３案が提出され議論された内容、決算認定に対する主な論点
　　と各分科会からの要望的意見の内容、案件の審議結果の概要、今年度から始まった広報議会モニター制度の概要と第１回アン
　　ケートの結果についての説明をしたが、参加者からの質疑、意見は特になかった。
　②イノシシ被害対策について
　　・原発事故以前には見られなかったイノシシの生息と被害について、被害状況は放置できないレベルになっているため、区長
　　　会から市長に対策を求めた要望書が示され、実効性のある対策を取ることが緊急的な課題となっていることが分かった。
　【その他の主な意見等】
　　・県会津レクリエーション公園における刈払い草木の管理の改善

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
　　　福祉除雪に対する行政支援のあり方について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　人口減少、高齢化の進行の中で、一人暮らしや二人暮らし高齢世帯等が増加し、その除雪支援が大きな課題となっているこ
　　とから今回のテーマを設定した。
　⑶　主な地域課題
　　・除雪困難世帯の判断と除雪ボランティアの確保が比較的うまく行われている集落と、やや困難となっている集落がある。
　　・除雪ボランティアの出動回数は原地区が多いが、活動に対する補助限度額が集落や町内会の規模にかかわらず、一律10万円
　　　としていることの不合理性が出され、ボランティアの確保にも影響を与えている問題と考えられる。
　【その他の意見等】
　　・赤井集落内の市道における消雪道路が機能していない問題について、今冬の降雪に間に合うのかとの不安の意見があった。

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（（（（湊地区湊地区湊地区湊地区））））

 開催場所：湊公民館

 開催地区：湊地区  開催日時：平成30年11月８日（木）　18時30分　～　20時15分

 担当班　：第１班（出席議員）　戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、高梨　浩、大山享子、小倉将人　　　（欠席議員）なし
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湊地区区長会としてイノシシ対策の要望を申し上
げたい。市に提出したのと同じ文書を皆さんにも
渡したが、要望は次の３点である。
①現行のイノシシ捕獲報奨金の増額を要望。②平
成30年より配置されたくくり罠実施隊を中山間地
各集落に１名くらいずつ配置できるよう、増員を
要望。③市の鳥獣被害対策実施隊や狩猟免許登録
者数の減少、また高齢化の中で、新たな狩猟免許
取得予定者への免許取得補助制度や免許更新時に
関わる経費等の助成を、他県の市町村を例に、新
たに創設することを要望。
なお、市からは全く展望のない回答であった。

議会での今後の議論の参考にさせていただく。

○ ② 鳥獣対策

猪苗代町では、鳥獣被害対策のために新たに２名
を採用して取り組んでいるようだ。これは、参考
になる取組ではないかと思う。赤井集落では、イ
ノシシによって稲が踏み潰されてコンバインで刈
り取りができなかった農地もあった。テレビで見
たのだが、狼の鳴声を出す装置を使ってイノシシ
の追い払いに効果のあることを紹介していた。こ
の装置の導入を多面的機能支払交付金でできない
ものか。

猪苗代町白津地区において鳥獣被害対策専門職員
を集落に配置して効果を挙げている事例は承知し
ている。これまでも一般質問や予算決算委員会第
３分科会の質疑でも鳥獣被害対策は議論してきた
が、まだ十分な結論を得られないでいる。皆様か
らいただいた提案も参考に、さらに議会で議論し
たい。

○ ② 鳥獣対策

下馬渡集落では、イノシシのくくり罠にクマが掛
かった。くくり罠もイノシシが到底掛かりそうも
ない幼稚なものだし、それ自体何とかすべきであ
る。また、イノシシの罠に掛かったクマは山に放
せということになっており、罠設置の許可要件に
ついてもおかしな事態になっている。

議会での今後の議論の参考にさせていただく。

○ ② 鳥獣対策

イノシシ対策として、動物の嫌がる匂いを出すカ
バープランツによる対策も検討してはどうか。

ご意見として伺う。
○ ② 鳥獣対策

※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

県の会津レクリエーション公園の手入れに関する
問題だが、刈り取った草や枝葉が赤井川脇に野積
みにされ、その発酵した汚水が猪苗代湖に流れ込
んでいる。県にこのことを言っても一向に対応し
ないばかりか、公園内にそれらを処理するリサイ
クルセンターの建物があるにもかかわらず、十分
機能していないように見受けられる。

猪苗代湖の水環境を守ることは大事であり、県の
対応を確認する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

環境

公園

自分は市の除雪事業の委託を受けている。湊地区
ではないことだが、旧市内には雪置き場がなく、
委託業者が地権者の許可を取り、シートを敷き、
雪を置かなければならない大変さがある。また、
除雪を行った後に住民が雪出しをして、「まだ除
雪がされていない」と苦情を言ってくる問題があ
る。除雪を行ったことが証明できるように、除雪
車にレコーダーを取り付けて記録してはどうか。

言われた内容は議会でも把握している。所管委員
会で議論していきたい。

○ ② 雪害対策
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○　地区別テーマでの意見交換について

人口減少、高齢化の進行の中で、一人暮らしや二
人暮らし高齢世帯等の除雪支援が大きな課題と
なっていることから今回のテーマを設定した。ま
ず、第１班として準備した資料の説明をさせてい
ただき、その後、各町内会の実情や、現在の制度
などに関する改善についての意見等を伺いたい。

除雪困難世帯の判断が難しい。東田面集落全体で
は除雪困難世帯として33世帯を登録しているが、
毎年の除雪ボランティアの登録が20名程度で不足
している。
また、高齢だが除雪困難世帯の対象にならない事
例があることなど、本当はもっと多く登録したい
のだが、できないことに課題を感じている。その
理由は、除雪困難世帯の名簿を民生委員・児童委
員が社会福祉協議会に提出しているが、名簿は区
長につなぐだけで良いとなっており、民生委員・
児童委員は傷害保険に入っていないので対象世帯
の除雪を行うことはない。しかし、住民の状況は
民生委員・児童委員も判っているはずなので、名
簿を区長につなぐだけでなく、対象とすべき世帯
を追加するなどの判断を行って良いのではない
か。

ご意見として伺う。

○ ②

除雪ボランティアの登録は湊地区全体で86人いる
が、除雪困難世帯の判断は集落ごとに違ってい
る。高齢世帯でも健康維持のためにということで
自ら除雪を行っている人もいる。

○ ②

→　福祉除雪に対する行政支援のあり方について

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 →　福祉除雪に対する行政支援のあり方について

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

原集落では、昨冬、自分が区長の時は除雪困難世
帯20世帯を12名のボランティアで行ったが、除雪
困難の対象世帯をどうやって決めるかは、区長な
ど町内会役員と民生委員・児童委員で検討して決
めている。除雪の支援を行う人も支援を受ける人
も、お互いに気持ち良く行うことが必要である。
除雪ボランティア制度も間口除雪業務委託制度も
大変良い制度であり、町内会と民生委員・児童委
員の連携で活用することが必要である。

民生委員・児童委員との連携をどのように行って
いるのかお聞きしたい。

○ ②

東田面集落では民生委員・児童委員から回ってく
る対象世帯の名簿で除雪を行っているが、果たし
てそれだけで対象を判断して良いのかと思ってい
る。

○ ②

原集落では、民生委員・児童委員から名簿が出て
きた後で話し合いを行っている。除雪では助け合
いの精神が大事ではないか。

除雪困難世帯の情報が各区長に入って来る前に、
除雪ボランティアや間口除雪が行われてはいない
かお聞きしたい。

○ ②

原集落では、前区長と綿密に打ち合わせを行って
から始めている。今冬の除雪支援対象のリスト
アップをするに当たっては、各戸に意向を聞き、
15世帯を11名のボランティアで行うことになっ
た。

除雪というと所管は建設部となるが、福祉除雪で
は民生委員・児童委員や社会福祉協議会とも関係
がある課題であり、課題解消のために横串を入れ
るよう議会として提案したい。

○ ②

対象世帯の追加については、東田面集落も悩まず
に申請してみればいいのではないか。原集落では
受け付けられたこともある。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　福祉除雪に対する行政支援のあり方について

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

除雪車の置き雪でデイサービスの送迎車両が入れ
ない事例がある。そのようなことのない丁寧な除
雪をしてもらいたい。

大変困る事例だと思う。一箕地区の民生委員・児
童委員から意見交換会で紹介されたことだが、同
地区では高齢世帯など除雪困難世帯の住宅に目印
旗を立て、除雪業者と連携しながらオペレーター
が置き雪をしないようにしているので参考にして
いただきたい。

○ ②

湊地区では〝思いやりと優しい除雪〟を掲げて業
者と話し合っている。各区長と事前の打ち合わせ
をして課題解消図れるようにしたい。

○ ②

11月１日付けの広報議会の平成29年度決算審査に
も記述されているが、除雪費総額に対して除雪ボ
ランティアの経費が少ない。上限の10万円を引き
上げて、せめて機械損耗料と燃料代ぐらいは出し
てもらいたい。町内・集落の規模にかかわらず上
限10万円と一律設定にしているのはおかしい。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　福祉除雪に対する行政支援のあり方について

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

商工会議所が行っている除雪助成金もあると思う
がどういうものか。

商工会議所の話が出たが、これは会津若松除雪対
策協力会と言って、商工会議所他54の団体・企業
で構成し、市の実施する除・排雪作業に対して、
積極的に協力を行っていくことを目的とする団体
である。内容としては、町内会が自主的に生活道
路を除雪・排雪する時に使用する小型除雪機・融
雪機の購入費用に対し、２分の１（上限30万円ま
で）を補助することなどを行っている。また、除
雪ボランティアの10万円上限の件だが、皆様のお
話を聞き、班としても上限10万円としていること
の合理性には疑問もあるので、所管する文教厚生
委員会や建設委員会において前向きに議論できる
ようにしたい。

○ ①

原集落では、国道294号の歩道の除雪についてすぐ
に対応してもらった。

湊地区ではボランティア登録をしていない町内も
あるが、その理由を伺いたい。また、通学路の除
雪についての状況も伺いたい。

○ ②

東田面ではスクールバスの停留所周辺は、民生委
員・児童委員と区長で除雪している。 ○ ②

赤井集落では、集会所前がスクールバスの停留所
になっているため、大雪の時などはバスが迎えに
来る時間との関係で大変ではあるが、町内会役員
で除雪を行っている。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　福祉除雪に対する行政支援のあり方について

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

赤井集落内は地下水による消雪道路になっている
が、昨冬まで十分に機能しておらず、ポンプを新
しくしてもらった。しかし、道路維持課の話を聞
いても降雪期までにしっかり機能するようになる
のか不安である。

意見交換会を行うに当たって道路維持課に確認し
たが、ポンプ自体は動くので、問題となっている
道路の水を出す散水口の目詰まりを11月中に解消
したいとのことであった。

○ ①

今年５月に行われた第20回市民との意見交換会で
も言ったことだが、国道294号の融雪のための散水
装置の一部で水が出ない。これを路面工事と合わ
せて実施してもらいたいと、直接会津若松建設事
務所にも要望したのだが、未だに県から回答がな
い。なお、原集落の歩道が途切れた南側は歩道が
狭く、空家からの落雪が通学路を塞ぎ支障となっ
ていることに対して、学校からの要請で町内会役
員がユンボやトラクターを使い除雪を行ってい
る。

国道の融雪装置の件は、どのように対応しようと
しているのか県の考えを確認する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）
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湊地区湊地区湊地区湊地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．県会津レクリエーション
公園の管理のあり方
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　県の会津レクリエーション公園の手入れに関する問題だが、刈り
取った草や枝葉が赤井川脇に野積みにされ、その発酵した汚水が猪苗
代湖に流れ込んでいる。県にこのことを言っても一向に対応しないば
かりか、公園内にそれらを処理するリサイクルセンターの建物がある
にもかかわらず、十分機能していないように見受けられる。

【事後処理結果】
○　11月20日、市環境生活課から会津建設事務所につないでもらい、
　県の担当者から直接次の回答を得た。
　①リサイクル施設で堆肥化を図っているが、野積みの草木は施設の
　　外に置き去りにしてしまった。
　②施設外にある草木の堆肥は、施設内の堆肥とブレンドしながら公
　　園内の樹木育成に使いたい。
　③ブレンドして使い切れない物は、最終処分場で処理したい。
　④ただし、単年度で処理できる量ではないので、レクリエーション
　　公園に係る県の予算も多くないことから、４～５年を要すると考
　　えている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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湊地区湊地区湊地区湊地区

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．国道の融雪装置不具合の
解消
　　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　今年５月に行われた第20回市民との意見交換会でも言ったことだ
が、国道294号の融雪のための散水装置の一部で水が出ない。これを路
面工事と合わせて実施してもらいたいと、直接会津若松建設事務所に
も要望したのだが、未だに県から回答がない。
【事後処理結果】
○　11月20日に市道路維持課をとおして県会津若松建設事務所に確認
　たところ、県から下記①の方針が示された。
　　また、路面工事と散水装置改修を合わせて実施してもらいたいと
　の要望は第20回意見交換会時には議会として把握していなかったの
　で、改めて市道路維持課をとおして県消雪施設担当者から、下記②
　の回答を得た。なお、②の内容については県の担当者が原区長に電
　話連絡し了解を得ている旨を確認している。
①【県会津若松建設事務所管理課地域保全係からの回答】
　「舗装補修」
　（平成30年度実施）
　　・湊町原地内　　路上再生路盤工　　約２３０ｍ（11／19完了）
　　・湊町赤井地内　切削オーバーレイ　約６００ｍ（11／14完了）
　（平成31年度予定）
　　・湊町原地内　　路上再生路盤工　　約３００ｍ
　　・湊町赤井地内　切削オーバーレイ　約４００ｍ
②【県会津若松建設事務所管理課地域保全係からの回答】
　　・散水施設の改修工事については平成30年度の予算がつかなかっ
　　　たので引き続き予算要望する。
　　・漏水等の要修繕箇所は、現地再確認し年内に修繕を行う予定。
　　・散水量が少ないために融雪できない時は排雪も行う。

※切削オーバーレイ
　切削工法とは、舗装の延命を図る予
防的修繕工法であり、アスファルト舗
装の表面に連続的に凸凹が発生し、平
坦性が極端に悪くなった場合などに、
その部分を切削機により削り取り、路
面の形状とすべり抵抗性を回復させる
工法である。
　切削工事は大きく分けて、路面切削
工と切削オーバーレイ工との２工種が
ある。路面切削工は既設アスファルト
面を切削し端部を摺り付けた後、道路
開放し、後日舗装する。切削オーバー
レイ工は切削から舗装までを即日仕上
げる工法で、この他に、 帯状切削
（３㎝以下）という路面のこぶを切削
開放する工法や、通信管路を設置する
ための溝切り切削という特殊な工法も
ある。
（「全国路面切削連合会」ホームペー
ジより）
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