
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（（（（城西地区城西地区城西地区城西地区））））

 参加人数：男性７名、女性１名、合計８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
　　住吉町の市営住宅の老朽化に対する意見、要望が出された。その内容は、木造、ブロック建築で老朽化が著しく、将来の市営
　住宅のあり方や維持管理をどのように検討しているかとのことであった。住吉町の団地以外でも木造、ブロック建築で老朽化が
　進んでいる団地がある。平成32年度までに公営住宅の長寿命化計画の見直しが検討されていることから、４班としては、政策討
　論会第４分科会での調査検討を望む。

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
　　　城西地区における子育て支援
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　未来を担う若者や子どもたちへの支援について、当事者や経験者、地域の方々の声を聴き政策に反映させたい。
　⑶　主な地域課題
　　　・子どもたちへの見守り体制をどのように継続するのか。不登校児童・生徒が増えてきていることと地域との関わり方に
　　　　ついての課題問題が出された。
　　　・子ども会への加入について、それぞれの課題が出された。

 開催場所：城西コミュニティセンター　

 開催地区：城西地区  開催日時：平成30年11月８日（木）　18時30分　～ 20時05分

 担当班　：第４班（出席議員）石田典男、松崎　新、中島好路、古川雄一、原田俊広　（欠席議員）なし
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材木町に住んでいる。道路の舗装のことだが、県
道から市道になった道路を部分舗装で補修してい
ただいているが、舗装をきちんとして欲しい。

毎年、住民要望の道路舗装申請は約300件あり、建
設部で対応できるのが約40件である。要望に対し
て優先順位をつけながら行っていくのでご理解を
お願いしたい。

〇 ① 道路

ＪＲ只見線跨線橋下の交流スペース広場だが、利
用できないようだがなぜか。

跨線橋下の交流スペース広場については、民間団
体の要望により、市地域づくり課、福島県、民間
団体、地元そして会津鉄道で協議調整し、バス
ケットボールのゴールを設置し、ネットで覆い、
利用ルールを作り運営されてきた。その後、利用
者の一部にルール違反があり閉鎖されたと聞いて
いる。

〇 ①
まちづく

り

跨線橋下の交流スペース広場については、西若松
駅を愛する会も見守ってきた。問題になったのは
交流スペース広場の両側に道路が面していて、跨
線橋の下とネットの覆いの間にスペースがあり、
バスケットのボールが外に出てしまい、通行する
方の迷惑になってしまうことだった。利用者は、
小さい子どもから大人まで楽しく利用していた。
西若松駅を愛する会としては、市に対して早期再
開を求めてきた。市の担当課からの回答は、「再
開の目途が立っていない。県と折衝中である。」
との答弁であった。地区としては開放再開を望
む。

後日確認し、事後報告する。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に掲載）

まちづく
り

ＩＣＴオフィス環境整備事業の関係で、企業誘致
の現状はどのようになっているのか。

395名規模の入居予定者があるが、執行機関として
はさらに今後500名まで誘致したいとのことであ
る。現在、複数の企業誘致を行っているところと
のことである。

〇 ① 企業誘致

※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

県立病院跡地についての現状はどのようになって
いるのか。

　平成30年度は、福島県が測量を行い、土地の売
却価格を決定した。平成31年度は、市が基本構想
を作るために住民要望を聞く予定である。購入に
ついては、平成31年度に市が購入を予定してい
る。
　跡地利用についてさまざまな要望を聞いてい
る。市民要望だけでなく、観光地であるので都市
計画のリーダーシップが必要である。市長、議員
が都市構想の計画をどのように持っているのかが
重要である。鶴ケ城を観光のシンボルとし、周辺
地の利用を考えるべきである。旧陸上競技場を含
め検討すべきである。回遊性のある施設を考える
べきでないか。建設後は維持管理経費の問題もあ
る。
　観光利用については、市長と区長の対話集会で
も意見が出された。観光利用も一つの方法であ
り、仲見世通りのような施設を造るべきだとの構
想が出された。
　駐車場利用については、旧会津学鳳高校跡地が
駐車場用地である。

〇 ①
まちづく

り

マスコミの報道もあったが、ゴミ焼却場の発電、
売電収入を考えていただきたい。

ゴミ焼却場についての事業は、会津若松市ではな
く会津若松地方広域市町村圏整備組合の事業であ
る。その会津若松地方広域市町村圏整備組合の議
員に伝える。

〇 ① 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

５月の市民との意見交換会で発言したが、材木町
児童館の問題については、老朽化しているため閉
鎖と聞いている。しかし、その児童館を投票所と
して利用することは問題だと考える。きちんとし
た利用、新たな投票所についてどのように考えて
いるのか。

投票所の中には、手狭な駐車場、段差があったり
靴を脱がなければ投票できない場所があり、住民
から場所の変更の話も出ている。選挙管理委員会
に聞いたところ、その際は、近隣の適した公共施
設、民間施設などがないかどうか検討し、条件が
整えば変更が可能であるとの説明を受けた。材木
町児童館についても同様なことが適用されると考
える。

〇 ① 選挙

期日前投票の立会人をアピタで行った。約2,000名
の投票行為があった。駐車場が広く、買い物もで
きる。こうした投票場があれば良いと考える。

意見として受け止める。

〇 ① 選挙

住吉町町内会には、木造の市営団地や空き家があ
る。
①今後、市営住宅についてどのようにしていくの
か。
②管理についてどのように行っているのか。地域
住民からの意見として担当課に伝えていただきた
い。

２年後の平成32年度までに、会津若松市の公営住
宅についての長寿命化計画を見直す予定である。
現在建設中の城前団地は50年で更地にし、その上
に新たに建設している。他の自治体は30年で団地
を改修している。50年以上経ってしまえば団地の
改修もできないことになってしまう。そこで、会
津若松市の公営団地のあり方について再度の見直
しをしている。

〇 ① 公営団地
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○　地区別テーマでの意見交換について

議会は、10月16日と23日に城西地区の小・中学校
役員の方から子育て支援の下記４つの項目につい
て意見を伺った。子育て支援について議会が取り
組むに当たり、城西地区の皆様方からも課題、問
題について教えていただきたい。

ゴシック文字は、前段伺った役員の方の発言、明
朝体の文字は意見交換会に参加された方の発言で
ある。

①子どもの成長に合わせた支援について

・子ども同士の交流の場、学年を越えた遊びを見
かけない。自然に触れることが少なくなってい
る。体験活動の場が少ない。

・東日本大震災以降、運動能力、体力が落ちてき
ていると感じる。全国的に見ても低いのではない
か。運動能力、体力が落ちることで学力への影響
もあるのではないか。

・不登校の子どもが増えている。ひきこもりの子
どももいる。担任の先生が家庭訪問しているが、
親がいない、子どもに直接会えないとの報告を聞
いている。

・ＮＰＯ法人にお願いして自然の触れ合いをして
いただいている。自然から学ぶような体験を取り
入れていただきたい。

→　城西地区における子育て支援について

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 →　城西地区における子育て支援について

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

・子どもの施設があることで満足している。あと
は施設で預かる質の問題と考える。

・市の支援がどのようにしていただいているのか
聞きたい。ＰＴＡ連絡協議会では、エアコンの設
置について要望を出した。

・城西小学校では、親の会に対する先生の方から
さまざまな要望が上がっていない。

②子どもの遊び場、学ぶ場について

・自分の子どものころは、公園に遊具があり遊ん
でいたが、現在は遊具が危険なものや、撤去され
ている箇所も見受けられる。また、ブランコはあ
るがそれ以外では砂場だけのため、子どもが遊ん
でいる姿を見かけることが少ない。

・子どもは、放課後こどもクラブに通っているよ
うだ。受け入れる人数の課題がある。

・城西地区は２か所でこどもクラブが運営されて
いる。できれば退職された先生や高齢者の方に子
どもと過ごす場を新たに設けて欲しいと考える。

・子どもの遊び場、学ぶ場のあり方について多く
の親に訴えていくことも必要だと考える。
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○　地区別テーマでの意見交換について →　城西地区における子育て支援について

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

・城西地区には多くのスポーツ少年団がある。ス
キー、剣道、ボーイスカウトがあるが入ってくる
子どもが少ない。数人の参加となっている。サッ
カー、ミニバスケットボール、水泳は参加児童が
多い。人気のあるスポーツ少年団との格差が出て
きている。

・室内の遊びが多くなっている。ゲーム、スマ
ホ、携帯電話の利用が問題になっている。親と子
どもが決めごとをしないと問題が大きくなるので
はないか。

③地域別の子育てについて

・城西地区青少年育成推進協議会が中心となり
行っている朝の挨拶運動によって、子どもの教育
環境が大変良い傾向になっている。地域の方々に
よる登校、下校時の見守りを行っていただきたい
と思うが、一方で地域の方が、不審者に間違われ
ないかとの課題がある。子どもたちのために地域
での見守りを望んでいる。

・日常生活で地域の方々が、子どもに対する声か
け、呼びかけがあって良いと思う。地域全体での
子どもの見守りがあればと考える。

・ひきこもり、子どもの交流の場、お祭りを活用
して子どもが参加できる場をつくっていただきた
い。さらに、祭りを通して大人の交流があれば良
い。
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○　地区別テーマでの意見交換について →　城西地区における子育て支援について

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

・子ども会に入る子どもと入らない子どもで、地
域の交流をするときなどに課題、問題が出てきて
いる。例えば祭りのときに、子ども会の保護者が
中心となり運営しているので、入っていない子ど
もは、祭りのときは部外者になってしまう。

・私の子どものときは、地区の子ども全員が入っ
ていたが、現在子ども会の加入は、自由になって
しまっている。子ども会に入らない理由は、親が
子ども会の役員になれないので入らないと聞いて
いる。

・地域で登下校時の見守りを行っていただいてい
る。

・室内のゲーム、将棋、囲碁をやる子どもがいな
い。無料で教えてくれる教室がない。有料でない
とできる場所がない。

④地域で育てる子どもの環境について

・学校での問題として「いじめ」がある。第四中
学校は、基本的に城西小学校と小金井小学校の児
童が入学してくる。それぞれの小学校の特色があ
る。例えば、祖父、祖母との同居の家庭と夫婦と
子どもの家庭では、子どもの育ち、行動が違って
いる。そのためか、溶け込むのに時間がかかるよ
うだ。
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○　地区別テーマでの意見交換について →　城西地区における子育て支援について

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

・通学路の問題がある。朝の登校時間帯は車の通
行禁止区域が設定されているが、下校時は通行禁
止が解除される個所がある。そのため児童・生徒
の下校時に危険個所となっている。

・冬期間の除雪、排雪について多くの要望項目が
ある。

・城西小学校では、不登校があまりない、大きな
問題はない。

・通学路は、学校と保護者会や各種団体の方々と
年１回点検活動をし、その後検証しながら改善さ
せている。

①子どもの成長に合わせた支援について

不登校の児童・生徒の情報について町内会には
入ってこない。民生委員・児童委員の方には、情
報が来ていると思う。

〇 ②

民生委員・児童委員の中で共有しているが、町内
会役員の中で共有できる個人情報はない。例えば
地域包括支援センターとの関係で、本人、家族が
承諾していれば個人情報を共有できるが入ってこ
ない。地域が不登校児童・生徒の支援の中心にな
るが難しい実態だ。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　城西地区における子育て支援について

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

支援のあり方が課題である。不登校で担任と会え
ない、コミュニケーションが取れない関係が問題
である。担任は、子どもの不登校について親御さ
んに伝えることが必要でないか。

〇 ②

③地域別の子育てについて

子ども会の問題は町内会の問題である。町内会の
規約を決めてしまえばそのようになってしまう。
全員入会するように規約で決めるべき。子どもや
家族がコミュニケーションをとれるように、私の
町内会では子ども会加入については、全員参加に
している。

〇 ②

④地域で育てる子どもの環境について

子どもの見守りについてであるが、聞くところに
よれば、小金井小学校では、先生が「知らない大
人と話をするな」と指導している。一方で、学校
では「地域の方々に対して児童に対し話しかけて
ください」とお願いしているが、矛盾が出ている
のではないか。

学校からのお願いに対し、どのような見守りを
行ってきたのか。

〇 ②

地域の方にお願いして、10名くらいで子どもの見
守りを行ってきた経緯にある。その際、子どもに
も見守り隊であることが分かるように、そろいの
ジャンバーを着ていた。また、不審者がいる学校
から、城西町の防犯協会に連絡が来るので対応し
てきた。

小金井小学校は、城西地区と門田地区の防犯協会
があるが、両方に要請が来たのか。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　城西地区における子育て支援について

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

小金井小学校は、基本的に門田地区が中心であ
る。門田地区防犯協会がどのように運営している
かよく分からない。

〇 ②

子どもの下校についてであるが、材木町こどもク
ラブでは、一人で帰すことがあったので、私は問
題があると思い話をしたが、一人下校について解
決していない。

〇 ②

日吉町で城西小学校のおはよう運動に参加してい
る。大人が児童・生徒に朝声をかけると、夕方に
は児童・生徒から声をかけてくれる。問題は暗く
なってきたときであり、特に中学生は複数で裏通
りを帰っている。

〇 ②

城西小学校の評議員をやっており、放課後子ども
教室の支援員も行っている。15時ごろから遊びを
指導、支援している。終了すると児童は、校庭に
教室ごとに並び、帰る方部別に集団下校を行って
いるので安心している。方部別で帰る生徒が少な
いところや、家の一番遠い子は一人になること等
の課題もある。

〇 ②

地区の方々が下校の見守りを個人的に行っている
方もいるようだ。そうした取組の結果、小学校の
子どもは安心して下校しているようだ。

〇 ②
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城西地区城西地区城西地区城西地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．ＪＲ只見線跨線橋下の交
流スペースの利用について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　西若松駅のＪＲ只見線跨線橋下の交流スペースが、利用できないよ
うだがなぜか。

【事後処理結果】
　市地域づくり課によると、「跨線橋下の交流広場の天井部分には防
球ネットが設置されておらず、利用中のバスケットボールが広場外に
出てしまったことがあった。現在は、天井部分への防球ネットの設置
に向けた改良工事の工法を検討している。工法決定後は、占用許可を
受けている福島県との協議や工事費用の負担のあり方を整理したうえ
で、最終的には地元との協議が必要である。」とのことであった。解
決に向けては、さらに時間がかかるようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

ＪＲ只見線

跨線橋下の

交流スペー

OpenStreetMapの貢献者
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