
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（（（（大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区））））

 参加人数：男性17名、女性０名、合計17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避難行動要支援者名簿について
　・関心があり、複数の方から質問が出された。
　②ゴミステーション、防犯灯の補助について
　・現状の補助内容では対応が不十分という意見が出された。

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
　　　地域の情報化の推進について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　これまでの意見交換会で何度も課題としてあげられた内容で、今回も地区からの要望があり、テーマとして設定した。
　⑶　主な地域課題
　　　市は大戸14地区との意見交換の場を持ち、光回線について説明をしているところだが、今回の意見交換会においては、
　　光回線はどういったものが設置されようとしているのかといった疑問が出された。また、光回線を設置するには一定数
　　の世帯の加入が必要となることから、今後多くの方に加入したいと思ってもらうには、光回線を使って何をしていくのか、
　　高齢の方にとっても使いやすく暮らしに必要なものとなるにはどうしたらよいのかを考えていく必要がある。
　
　

 開催場所：大戸公民館

 開催地区：大戸地区  開催日時：平成30年11月10日（土）　18時30分　～　20時47分

 担当班　：第５班（出席議員）土屋　隆、成田芳雄、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、吉田恵三　　（欠席議員）なし
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　広報議会の作成経費はどこからでているのか。 　市の予算の議会費から支出している。
● ①

議会広報
紙

４年後の会津若松市の人口はどれくらいになる
のか。

また、人口減少を抑制するためにどんなことを
しているのか。

　会津若松市・旧河東町・旧北会津村の合併時の
人口は13万人強だったが、毎年1,000名ずつ減って
おり、現在は12万人強である。４年後５年後に向
けてなんとか下げ幅を抑えていきたいと考えてい
ることから、地元に若者が定着できるよう雇用対
策として、会津若松徳久工業団地の分譲や、ICTオ
フィスを建設しICT企業の誘致するなど進めてい
る。また、子育て支援では、18歳までの医療費の
無料化、こどもクラブの充実、教育保育施設の利
用者負担料を保護者の所得に応じた負担となるよ
うきめ細かな対策をしている。

○ ① 行政

以前より本庁舎の建て替えの話が出ているが、
建てかえるのか。早く建てかえるべきだと思う。
わかれている庁舎を一つにすべき。

　市においては、平成30年度に基本計画を策定
し、平成37年度までに建て替えを行いたいという
方向で事業を進めている。建設場所は現本庁舎の
場所としている。

○ ① 行政

避難行動要支援者名簿記載への同意者は46％と
なっているが、対象となる方全員に書類が送られ
ているのか。

　避難行動要支援者名簿は、災害が起こり避難を
するときに手助けが必要な方で、名簿に載せるこ
とに同意された方が記載されている名簿である。
市が作成し、区長や民生委員・児童委員へ配布し
ている。危機管理課では、対象者に年一回調査用
紙を配布し、その情報を元に名簿を作成してい
る。

○ ②

防災・安
全

地域福祉

私の家族は介護認定２で、そういった書類は届
いていない。避難行動要支援名簿登録の案内を出
している対象者の基準を教えていただきたい。

 案内を出している対象者の基準については後日報
告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

防災・安
全

地域福祉

※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

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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※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

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

本当に支援が必要な人が避難行動支援名簿に記
載されているのか、そうではない場合もある。申
請があったからではなく、本人が災害があったと
きに本当に支援が必要なのか確認する必要がある
のではないか。市に強く言っていただきたい。

　ご意見として伺う。

○ ②

防災・安
全

地域福祉

会津縦貫南道路のインターチェンジを大戸町馬
越に作ってほしい。県へ陳情しているが県は今後
の計画はわからないと言っている。これからも陳
情を続けていく。協力をお願いする。

　今後の計画については、県において発表してい
ない状況である。

○ ② 道路

大戸地区の山林を活かすために頑張っている。
林道の整備や間伐に関する補助金などがあれば説
明してほしい。

　間伐材は再生エネルギーで活用している。ま
た、林道整備の予算はある。詳細は、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Ｐ９に記載）

林業

新聞に掲載されていたが、大戸岳の近くの山林
をＮＰＯ団体が購入したという話がある。どう
いった活用がされるのか不安だ。市は知っている
のか。

　調査し、後日報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

林業

今年の10月の台風でゴミステーションが壊れて
しまい、次のゴミ回収に間に合うように修理をし
た。壊れた状態と、修理した後の写真を撮って、
廃棄物対策課に補助申請の相談に行ったが、設置
前または改修前に申請することが決まりですとい
うことで申請することができなかった。今回のよ
うな緊急を要する修理が他の地域でもあると思
う。現状の規定通りではなく柔軟な対応も必要で
はないか。

　調査し、後日報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

環境
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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

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

台風で防犯灯の配線が切れて修理したが補助が
出なかった。防犯灯の設置や、ポールを立てる補
助は出るが、配線の張り替えの補助はない。設備
が古くなってきているので補助対象について考え
てほしい。ポールを立てて設置する場合、３万円
の補助があるが足りないので金額についても考え
るべきではないか。

　ご意見として伺う。

○ ②
防災・安

全

大戸町で公設防犯灯はあるのか。公設防犯灯の
電球が切れているときは市が対応してるのか。

　公設防犯灯は、町内会に含まれない市道の通学
路に設置されており、町内会の人家からおおむね
50ｍ以上離れているところが対象となる。公設防
犯灯の管理は市が行っている。設置されている場
所は危機管理課で確認することができる。

○ ②
防災・安

全

上三寄橋のつなぎ目のコンクリートが剥がれて
いるので、そこを見てもらいたい。

　調査し、後日報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

橋りょう

県知事選でポスターを貼っていない候補者がい
た。選挙のポスター掲示板は必要なのか。

お金がかかってるので、もっと安価な方法に変
えるべきではないか。例えば、広報議会のように
臨時の広報を出す。インターネットを使った広報
をするなど考えられるのではないか。

　掲示板は設置しなければならない。ポスターを
貼るか貼らないかは候補者の判断である。

○ ① 行政
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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

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

全国で介護人材が35万人くらい不足していると
いわれているが、会津若松市ではどのくらい足り
ないのか。そして不足する介護人材について、今
後どのように確保していくのか。

人材が不足して施設の運営が難しいのであれ
ば、そういった施設を行政がまとめて、例えば廃
校になった学校を利用して施設を作ることもでき
るのではないか。

　会津若松市でも介護人材は不足している。社会
保障や勤務条件が充実している職場があれば、働
く方たちは移動してしまう現状があり、そのこと
によって人材が不足する施設も出てくる。どの程
度不足しているのかという数字は把握していな
い。
　介護人材の不足の解消は、職場の待遇改善が重
要だと思っている。若い方が学校に行って資格を
取り、施設に就職したとしても、実際働いてみる
と続かなかったり、子育てしている女性の方は夜
勤は難しかったり、賃金が低いといったこともあ
る。継続して働き続けられる職場環境が必要であ
る。市としては、介護人材の確保について国に要
望している。

○ ①
高齢者福
祉

選挙についてだが、高齢で痴呆になり、選挙に
行けない、判断ができない方にも選挙権はある
が、そういった場合、家族が代理で投票ができな
いのか。選挙に行けない高齢者が増えると投票率
がどんどん下がってしまう。

　家族が代理で投票することはできない。

○ ① 行政

海外からのコンテナが置いてあるが、以前ヒア
リの流入の問題があったので、近くにあると不安
である。定期的な検査をしているのか。

　市の事務事業ではないため、情報提供として伺
う。

○ ② 環境

広域農道の上三寄橋の北側の交差点で事故が多
い。ゴミを捨てる人が多い。その近くの踏切は、
一時停止をしない人が多い。列車の警笛がうるさ
い。

　情報提供として伺う。

○ ②
交通安全

環境
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○　地区別テーマでの意見交換について

　市の情報政策課は、今年６月に大戸14地区との
意見交換の場を持ち、光回線についての現状につ
いて説明を行った。光回線の敷設については、こ
れまで対象とならなかった民設民営での設置につ
いても国の補助対象となる動きがあり、市は国の
補助を活用した整備を検討している。また、設置
事業者である関西ブロードバンドによると光ケー
ブルを設置するには、大戸地区・湊地区・河東地
区の３箇所で、合計300世帯の加入が必要だとして
いるため、市では、今後、大戸地区・湊地区・河
東地区の３箇所でインターネット接続への加入調
査を実施する予定である。光回線によるインター
ネット接続は子どもにとって必要だと思うことか
ら、多くの方が加入されることが望まれる。そし
て、大戸地区においては光回線を利用してどんな
地域づくりをしていくのか、地域として方向性を
まとめていく必要があると考えている。皆さんか
ら地域の情報化についてご意見を伺いたい。

光ケーブルのグレードの高い・低いの違いを知
りたい。将来使いにくくなるのでは意味がない。 〇 ②

グレードとは容量の大きさ、線の太さだと思
う。 〇 ②

はじめＩＳＤＮが引かれたが利用しにくかっ
た。次にＡＤＳＬになった。これから設置するの
にとりあえずこれでいいだろうでは困る。情報を
しっかり伝達できる整備をしてほしい。

〇 ②

→　地域情報化の推進について

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 →　地域情報化の推進について

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

ＮＴＴの光回線が本線としてつながっていると
聞いている。市の方で動いていただかないとＮＴ
Ｔでは動けないとのことだが、どういう状況か調
べてほしい。

　調査し、後日報告する。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

高齢者が運転できなくなったり、ひとり暮らし
となった場合のことを考えると、光回線を使っ
た、医療や買い物、健康管理、ＴＶ電話などの利
用が考えられる。使いやすいタブレットがあった
ら高齢者も利用するのではないか。

　意見として伺う。

○ ②
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．避難行動要支援者名簿に
ついて（下雨屋地区）
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
・家族が要介護度２となっているが、避難行動要支援者名簿について
の書類が送られてきていないのはどうしてか。

【事後処理結果】
・11月16日　危機管理課に確認した。
　危機管理課より、「現在、避難行動要支援者名簿については、在宅
生活をされている方のうち、
①要介護度３以上の方。
②身体障がい者１・２級(総合等級）の第１種を所持する方。
③知的障がい者（療育手帳Ａ所持者）
④精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する方。
⑤７５才以上の高齢者ひとり暮らし。
⑥その他市長が支援の必要があると認めたもの。
を対象として登録の案内を行っている。なお、⑥については、①～⑤
以外の方でも、本人や家族等により登録申請ができるものとしてい
る。避難行動要支援者の名簿化において、避難行動を自力でできない
方を正確に抽出することは困難であるため、介護度や障がい者手帳の
等級から、一般的な態様を勘案し、対象者を設定したところである。
現状では、上記対象者の情報把握を進めているところであるが、今後
は、民生委員・児童委員や地域の方の協力を頂きながら名簿をさらに
充実させ、支援が必要な方へ避難行動支援ができるよう取り組んでい
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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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．林道や間伐材に関する補
助金や予算について
                  （Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
・林道や間伐材に関する予算や補助金について知りたい。

【事後処理結果】
・11月19日　農林課に確認した。
・林道について
　農林課より、「森林資源の開発や森林施業のため、林業生産基盤の
充実を図るため、森林管理整備事業を行っている。昭和61年から平成
29年度までは、林道谷地平線（闇川工区から黒森工区までの区間）の
林道開発事業を行い工事が終了した。今後は、林道舟子線の残延長約
1,900ｍの着手を検討中である（林道舟子線は、平成7年度から平成20
年度の14年間開設工事を行い、全長4,900ｍ中3,000ｍの工事が終
了）。」との回答を得た。
・間伐材について
　農林課より、「本市では、平成24年より、地域林業の活性化を図る
ため、県の基準に基づき森林経営計画を策定した林業事業体（森林組
合、認定事業体等）が行う間伐事業の搬出運搬経費の一部を支援して
いる。平成29年度の実績は、間伐実施面積299ｈａ、間伐材搬出量
20,385㎥、補助金598万7千円である。森林経営計画の策定を地区から
希望する事例もあり、取り組む地区数も増加している。希望がある場
合は、農林課へご相談いただきたい。」との回答を得た。
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．ＮＰＯ団体の山林購入に
ついて
                  （Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
・大戸地域でＮＰＯ団体に山林を売ったと言う新聞記事を読んだ。実
態はどうなっているのか知りたい。

【事後処理結果】
・11月19日　農林課に確認した。
　農林課より、「9月27日の新聞記事に掲載された内容は、兵庫県にあ
るＮＰＯ法人「奥山保全トラスト」（乱開発防止のため水源域の森林
を市民の寄付金を元に購入する｢ナショナル・トラスト運動」を展開し
ている団体）が大戸岳の北東山麓にある森林5ｈａを取得した。この団
体は、平成19年にも今回の購入地近くで10ｈａを取得している。購入
された森林は、県が指定している保安林の中でも水源かん養保安林に
指定されている場所で、許可なく木を切ることができない場所となっ
ているので、開発目的ではない。なお、森林の所有者が変更になる場
合、市町村に届け出することになっているので、市は森林の所有者の
把握をしている。」との回答を得た。
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．ゴミステーションの修理
に係る補助について（香塩地
区）
                  （Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
・今年の10月の台風でゴミステーションが壊れてしまい、次のゴミ回
収に間に合うように修理をした。壊れた状態と、修理した後の写真を
撮って、廃棄物対策課に補助申請の相談に行ったが、設置前または改
修前に申請することが決まりということで申請することができなかっ
た。今回のような緊急を要する修理が他の地域でもあると思う。現状
の規定通りではなく柔軟な対応も必要ではないか。
【事後処理結果】
・11月14日・15日　廃棄物対策課に確認した。
　廃棄物対策課より、「これまでも、少数ではありますが、ゴミス
テーションの設置後や修繕後に補助申請の相談においでになる事例が
あった。しかし、事前の申請をいただいた上で必要に応じて現地調査
等により申請内容を調査し、交付の決定をすることを原則としており
ますので、特例での取扱いは行っていない。公平かつ効率的な補助事
業とするためには規則に基づいた事業を行うことが重要だと考えてい
る。今後、新任区長の研修会で紹介しているごみステーション美化事
業補助金について、事前申請についてご理解いただけるよう、さまざ
まな事例を示しながら説明し、周知を図ってく。」との回答を得た。
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．上三寄橋について
                  （Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　上三寄橋のつなぎ目のコンクリートがはがれているので確認してほ
しい。
【事後処理結果】
・11月19日　現地確認
・11月20日　道路維持課に確認した。
　道路維持課より、「この橋がある広域道路は、５年前に補修してい
るが、橋の前後は舗装がはがれたりしやすい状況なので、現地を確認
する。なお、橋本体の点検は昨年終了し、異常はない。」との回答を
得た。

６．光回線について
                  （Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
・ＮＴＴの光回線が本線としてつながっていると聞いている。市の方
で動いていただかないとＮＴＴでは動けないとのことだが、どういう
状況か調べてほしい。
【事後処理結果】
・11月19日　情報政策課に確認した。
　情報政策課より、「大戸地区に一般家庭が利用可能な光回線は通っ
ていないのが現状である。ＮＴＴも、一般家庭向けには新しい光回線
を通すしかないと言っている。」との回答を得た。

広域農道にある上三寄

11月19日現地確認

OpenStreetMap

の貢献者
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