
第20回市民第20回市民第20回市民第20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（（（（東山地区東山地区東山地区東山地区））））

 参加人数：男性15名、女性７名、合計22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
　　・子ども・子育て支援のテーマ設定のため、女性の参加があった。このことについては参加者からの指摘もあった。
　　・議会の取り組みについて良い評価をする意見が複数あった。

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
　　・東山地区での子育て支援について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　・子どもや、子育て世代の課題、問題を教えていただき、政策に生かすことを目的として取り上げた。
　　・４月26日・27日に南公民館において、東山地区、門田地区、大戸地区の幼稚園、保育所、小学校、中学校のＰＴＡ役員の
　　　方々に参加していただき、①子どもの成長に合わせた支援について、②子どもの遊び場・学び場について、③地域別の子
　　　育てについて、④地域で育てる子どもの環境についての４項目の内容を基に前段の意見交換を行った。
　⑶　主な地域課題
　　・子ども会活動について多くの意見、要望が出た。
　　・東山子どもクラブの運営について意見、要望が出た。

 開催場所：東公民館

 開催地区：東山地区  開催日時：平成30年５月８日（火）　18時30分　～　20時30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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感謝の気持ちを伝えたい。昨年の冬は道路の凍結
予防のために車両で塩化カルシウムをまいていた
だき感謝する。

除雪、排雪の市民要望がある。議会は事業化に向
け取り組んできた。意見交換会の情報を建設委員
会で質疑し、実行に向けて取り組んでいる。

〇 ② 道路

東山小学校は、防災の土砂災害危険個所になって
いる。防災ダムの建設までに、避難場所について
の提案をしていただきたい。避難場所についても
う少し具体的に知らせてほしい。

地域の防災については、前回の意見交換会でも意
見が出され、市に対して地元の意見を伝えられた
ことは承知している。砂防ダム建設には数年かか
ることから、さらに担当所管課と住民の皆さんが
地域防災に向けて意見交換を重ねていただきた
い。担当所管課にも話を伝える。

〇 ①
防災・安

全

私は、２年前の意見交換会で、出席者がなぜ少な
いのか質問をした。それは、意見交換会で発言し
ても結果について見えないからと考えるためだ。
今日、参加者が多いのはテーマが子育て支援だか
らだと思う。

意見として伺う。

● ②
意見交換

会

自治会、町内会の問題は全国的に担い手が少なく
なっていることである。行政としてどのような方
向付けをする考えなのか。

文教厚生委員会では、担い手不足が課題であると
認識している。

〇 ① 地域社会

町内会は観光地の中間にある。山際の沢のガード
レールの問題、片方は赤さび、片方は新品だ。

まず答えが出るか、すぐ解決できるかという難し
い事例である。 〇 ① 道路

戸ノ口堰と慶山山の沢から流れ出る山水、床下・
床上浸水の課題が解決していない。

まず答えが出るか、すぐ解決できるかという難し
い事例であるが現地を見てみることとする。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10、11に記
載）

いっ水

○　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 ※項目
キーワード

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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○　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 ※項目
キーワード

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

ＩＣＴオフィス整備事業についての現状を説明し
て欲しい。

現在建設が進められており、ＩＣＴオフィスに
入っていただける企業誘致に向け取り組みを進め
ているところである。

〇 ① 企業誘致

平成30年度予算の歳入と歳出についての自主財源
と依存財源について説明があったが、私は、単年
度会計処理ではなく複式簿記の会計を導入すべき
と考える。

総務省の指導に基づき、複式簿記の会計により貸
借対照表などの「財務書類４表」を作成してい
る。また、公共下水道と簡易水道の公会計導入に
向け進めている。なお、市のインターネットで情
報が掲載されている。

〇 ① 財政

モニタリングポストの撤去について報道された。
原発事故から７年が経過し、不安に思っている住
民がいる。

名称は、モニタリングポストではなく、リアルタ
イム線量測定システムだと思うが、平成32年度末
までの撤去の方針が出されている。議員は市民の
立場に立った意見を述べるよう議会に報告する。

〇 ① 環境

議会制度検討委員会の議員定数についてのこれま
での経過について、議員から説明を受けた。506町
内、46,000世帯は、議員一人当たり約1,500世帯に
なる。議員は少ないと思っていない。議員を減ら
すとの意見しか記載されていない。減らすべきで
ないと考える。

報告内容が現在までの到達点であり、現状29名な
のでそこからスタートしている。議会では市民と
の意見交換会以後、再度検討し９月定例会前にま
とめたい。 ● ① 議員定数

市政だより、議会だよりが住民に寄り添うため
に、数年前より良くなってきている。特に横文
字、カタカナ言葉が分かりにくい。記載理由とし
てどうなっているのか疑問だ。できる限り日本語
で表記していただき、できれば、注釈を記載して
いただきたい。

議会は、議会だよりをより良いものにするため
に、新たに広報議会モニター制度をつくり、これ
からもよりよい議会だよりづくりに向け、市民の
皆様から寄せられた意見を取り上げていく。

○
●

①

行政

議会広報
紙

市が発行している資料、情報が多すぎる。紙質も
もっと悪くて良い。

意見として伺う。
〇 ② 行政
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○　地区別テーマでの意見交換について

子ども子育てについてテーマを設定しました。４
月26日・27日に東山地区の保育所、幼稚園、小学
校、中学校の役員の方にお願いをして、本日の
テーマの４項目についてお話を伺った。本日は役
員の皆様方から伺った課題、問題などを文章にし
て配布し、(ゴシック文字の文章）地区の皆様から
お話を伺い、議会の政策に生かしていきたい。

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

子ども時代、山、川に自由に行けた世代です。今
の子どもたちは、山、川遊びは危険であり、監督
者がいないと遊べない時代になっている。保護者
は行ってはだめだと子どもに言って制限してい
る。子どもがどのような行動で怪我をするのか体
験、経験できない時代です。

〇 ②

週休二日の導入、休みの日はどのように過ごすの
か、遊ぶ場の環境として会津総合運動公園、河川
敷など思い浮かぶが、自分の子どもは放課後、家
の近くで遊んでいる。

〇 ②

→東山地区での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 →東山地区での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

子育ては家族の責任で行うものと思っている。自
分は、野球をやっていた。近所で怒られながら遊
んでいた。私は、学校は子どもを預かっていただ
いているところと思っている。

〇 ②

２、子どもの遊び場、学ぶ場について

住宅街には、緑地はあるがボール遊びができませ
ん。また、伝統行事が継続できなくなってきてい
る。例えば歳の神などはできない。

〇 ②

地区内には、道路でしか遊べない子どもがいる
が、近隣の方からは、道路でボール遊びをするな
と苦情がよせられる。本市には遊ぶ場所はあると
思うが、学校の校庭は家から約40分かかるので子
どもが遊びに行けない距離になっている。できる
だけ外で遊ばせたいと考えるが、保護者の中に
は、外で遊ぶのは危険であると考える方がいる。

〇 ②

ゲームについてであるが、３校ＰＴＡ(東山小・鶴
城小・第二中)でも話題になり、ゲーム遊びとメ
ディアコントロールについて出されている。ＰＴ
Ａでは、児童・生徒が各家庭でどのようにされて
いるのか現状を把握し、集約したいと呼びかけて
いる。

〇 ②

冬季間、子どもの室内遊び場がない。県立病院跡
地について子どもの遊び場の整備について考えて
いただきたい。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →東山地区での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

３、地域別の子育てについて

東山こどもクラブについて、子どもは入会したが
「つまらない」と７月に退会しました。指導員の
方に外で遊ぶことはできないのか相談しました
が、「子どもの怪我が怖いので」との説明があっ
た。

〇 ②

東公民館でチャレンジ教室が始まり、こどもクラ
ブと放課後子ども教室との合同で行事が行われ
た。運営は公民館主導で行われ、保護者が手伝い
をしながら参加している。また、将棋クラブの方
と子どもたちが触れ合っている。こうした事業を
広げていけば良いと考える。

〇 ②

保護者が行事に参加できにくくなっている。ま
た、子ども会への参加も少なくなってきている。
さらに、役員のなり手がいないと聞いている。自
分の時と子どもの環境が変化してきていて、地区
のつながりが希薄化していると感じている。

〇 ②

待機児童の解消に向けて、議会で取り組まれてい
る。東山地区の待機児童の現状について教えてい
ただきたい。

子ども子育て対策についてであるが、保育所につ
いては潜在的待機児童がおり、20名から30名であ
る。待機解消のためには保育所の定員の増加等が
考えられ、東山地区の数については後で報告した
い。こどもクラブについては、こどもクラブの定
員を増やしているが、待機児童は増えている。解
消に向け努力している。

〇 ③

後日調査し、事
後報告をする
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →東山地区での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

４、地域で育てる子どもの環境について

子ども会に入る子どもが少なくなってきている。
また、子ども会の運営で子どもたちが希望するよ
うな行事運営になっていないと感じる。

〇 ②

ＰＴＡ活動を変えるためにプロジェクトを立ち上
げた。昨年は会費の値下げを行い、保護者負担を
下げて活動に参加できるようにしたいと考えてい
る。

〇 ②

ＰＴＡ・ＯＢ会があるので交流して、ＯＢの方か
らアドバイスをいただきたいと考えている。 〇 ②

今年の東山小学校は、1年生35名の児童が入学し
た。全校児童290名弱、児童数の減少で教職員が
減ってきている。ファミリー学級終了後、午後は
保護者の学年別の団体競技で交流を深めている。

〇 ②

放課後子ども教室の担当をしている。今年は62名
の申し込みがあった。ボランティアが５名、公民
館の登録者、読み聞かせの方に登録していただい
た。ボランティアを広く募集したいが、どこにボ
ランティアをやっていただけるような方がいらっ
しゃるのか分からないので、その情報をキャッチ
しながら、募集の情報を地域に広げていきたい。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →東山地区での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

孫がこどもクラブに入っているが、自由に遊べな
い、運動できないということで孫が不満を持って
いる。東公民館では、何かに長けているような有
名人募集を行い、趣味や自分にできることを募集
し、行事として実施している。

〇 ②

子ども会について、休会している子ども会があ
る。町内会の負担金で運営しているので活動に問
題が出ている。

〇 ②

２つの町内会の子ども会を統合し、それぞれの町
内会で運営費を負担して活動している。 〇 ②

５年前から子ども会が休会している。再開するの
であれば町内会はバックアップ体制を取れるが入
会希望者が出てこない。

〇 ②

子ども会の復活の課題は役員のなり手の問題であ
る。子ども会のＯＢ会があればバックアップがで
き、再結成することが可能でないか。

〇 ②

東部公園は遊び場として理想的である。子どもは
野球、サッカーを公園で遊んでいる。子どもの自
由な時間があまりにも制限されているのでない
か。子どもの遊びを保証する空間、時間、仲間
を、私たちが次の世代にどのようにつくっていく
かが課題であり、広い公園が必要である。旧県立
病院跡地に子どもの遊び場をつくっていただきた
い。

子どもにとって、好きな時間に自由な遊びができ
る場を整えることが必要である。

〇 ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →東山地区での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

東山地区であるが、小学校は、東山小、一箕小、
行仁小の選択区域となっている。東部公園は、高
齢者がゲートボール、グランドゴルフ、子どもは
野球、サッカー、バスケットボールをやりたい
が、町内会の中で協議して住み分けをして使える
ようになった。

〇 ②

この意見交換会に初めて参加した。東山地区の皆
さんと子どもたちの成長に向けて、皆さんの力で
良くなればと考える。こどもクラブに預けていた
当時、親同士の交流等が楽しいので利用してい
た。子ども会も楽しかった。周りの子育て中の方
にも、こどもクラブや子ども会の楽しさを分かっ
ていただければ良いと思う。

〇 ②
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東山地区東山地区東山地区東山地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．浸水被害について
　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　戸ノ口堰と慶山山の沢から流れ出る山水、床下・床上浸水の課題が
解決していない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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月11日に、現地で関係者の方から話を伺う。慶山地区を流れる戸ノ口

堰は、増水すると飯盛地区にある水門で不動川に放流している。下流は、

湯川に放流しているが、雨が降ると不動川から湯川に至る地区は戸ノ口堰

に集まることになる。現地は、戸ノ口堰の雨水と慶山山の雨水が沢に流れ

集まる箇所のため、板の塀を設置するなどの対策をしていた。また、年間

１回から３回ほど、床下・床上浸水の被害が出ていることを伺った。

①堰の底が浅い、堰に沿って

縁石をかさ上げした。

②増水した時は、

板の塀でかさ上げする。

OpenStreetMapの貢献者

１

２

かさ上げした箇所

板の塀を人力で設置
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東山地区東山地区東山地区東山地区

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

１．浸水被害について（つづ
き）
　　　　　　　　（Ｐ２）

【事後処理結果】

５月15日に建設部道路維持課に伺う。

現在行っている不動川と湯川への放流だ

けでは、雨水を戸ノ口堰だけでは受けき

れない。

対策としては、①福島県が行う慶山地

区の砂防ダムの建設により、雨水を溜め

て時間差で放流することができる。②飯

盛地区から慶山地区に至る雨水幹線を整

備をすることが考えられる。

「２つの事業を実施するためには計画

策定、財源確保などの課題があることか

ら担当所管課で検討したい」とのことで

ある。

４班としては、問題解決に向け時間が

かかっても実施しなくてはならない事業

と考えることから、建設委員会、政策討

論会第４分科会においての取り組みを期

待したい。

不動川へ放流する地点

雨水幹線の整備

降った雨が戸ノ

口堰に集まり、堰

があふれてしまう

OpenStreetMapの貢献者
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東山地区東山地区東山地区東山地区

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．東山地区の待機児童の現
状について
　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　待機児童の解消に向けて、議会で取り組まれている。東山地区の待
機児童の現状について教えていただきたい。

【事後処理結果】
　５月15日にこども保育課に確認した。
①会津若松市は、０歳から５歳までの保育所、幼稚園、認定こども園
などでは、学区制を取っていない。
②東山地区の定義について、行政地区としての東山地区にある認可保
育所は、すくすく園と小規模保育施設のミッキー保育園の２園であ
る。
③すくすく園
　定員　　0歳　1歳　2歳　3歳　4歳　5歳　 計　　入所率
　　70人  6人　15人 14人 15人 13人 16人　79人  112.9%
④ミッキー保育園
　定員　　0歳　　1歳　　2歳　　計　　入所率
　 19人 　６人　 ８人　 ３人 　17人   89.5%
　以上のような入所となっている。
⑤会津若松市全体の潜在的待機児童は、５月１日現在32名である。
⑥質問のあった東山地区の潜在的待機児童は５月１日現在０名であ
る。

※潜在的待機児童とは
　他に入所可能な保育所があるにもかかわらず第1希望の保育所に入所
するために待機している児童を示す。
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