
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（（（（一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区））））

 参加人数：男性　19名、女性　４名、合計　23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議会報告・政策討論会の活動報告でカタカナをあまり使わないでほしい。日本語表記をしてほしいとの意見が出された。
　　②議員定数について今後どう決めていくのかについて意見が出され、今後の計画について説明をした。

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　⇒　地区の諸問題について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　　地区では高齢化、地区の安全対策、環境問題などさまざまな課題があることから、地区の諸問題についてをテーマ設定と
　　　した。
　⑶　主な地域課題
　　　　今年は雪が多かったため、地区内の除雪のあり方、排雪のあり方など、子どもの通学路の安全対策や高齢社会に向けた除
　　　排雪が求められており、関係機関との連携があれば解決する部分もあると考えられることから、市、業者、区長役員の連携
　　　のあり方について検討する必要性があると感じた。

 開催場所：ふれあいハウス

 開催地区：一箕地区  開催日時：平成30年５月７日（月）　18時30分　～　20時40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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政策討論会の活動報告について、カタカナ言葉を
あまり使わないで、言い換えられるのであれば日
本語で表記してほしい。日本語にできない場合は
注釈をつけてほしい。これからはますます高齢化
になるのでそういったことが必要ではないか。

提案として受け止める。

● ②
政策討論

会

議員定数の今後はどう結論付けていくのか。
議員定数が24人になった場合、現職議員が６人減
ることになる。減ることによって市民の声の反映
が難しくなり、ますます議会が遠くなってしまう
のではないかとの女性の声がある。今後どのよう
にまとめられるのか。

現在４つの案が出されており、来年７月・８月に
は改選があるため、改選の１年前には定数条例を
議会から提出したいと考えている。できれば９月
議会で議会側として提案し、最終は多数決をもっ
て結論を出し、その中で４つの案のうちどれにす
るかを決定していく。

● ① 議員定数

議員の人数は議員のみで決定するのか。市民の声
はどう反映されるのか。

今日の市民との意見交換会で出た皆さんのご意見
を基に議会制度検討委員会の中で検討していく。
また議会制度検討委員会では市民委員２名の女性
が入っておりますので、市民の代表として声をい
ただいているものと思っている。

● ① 議員定数

国民健康保険特別会計と観光施設事業特別会計の
予算額が大幅な減少となっているのはなぜか。

国民健康保険特別会計は、国保制度変更により県
が主体となり市町村の運営を統一するため、その
事務の効率化等により特別会計の予算額が減少し
ている。
観光施設事業特別会計は、鶴ヶ城の廊下橋建設が
終了したため、予算が平年にもどったところであ
る。

○ ① 財政

※項目
キーワード

分類 番号 備考

○　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 ●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

本日は、テーマである地区の諸問題について、皆
さんのご意見を伺いたい。

（市民の方より要望事項記載の別紙資料を持参）
会津学鳳中学・高校の南側道路には防犯灯が設置
されておらず、数十年放置されている。交通安全
面や防犯上極めて危険で町内の要望も大きい。防
犯灯は町内で設置するのが原則だが、例外として
原則以外はないのか。
現状は、設置費用や電気料等補助があるが、不特
定多数、町内住民以外の利用が多い。どこまで町
内で設置しなければならないのか。
設置場所や町内地権者の同意面などから難しい状
況で、県の土地を借りるべく会津学鳳中学・高校
へ要望し交渉したが１年位かかるとのことであ
る。
町内の防犯灯設置で５年・６年くらい危機管理課
に要望してきたが、回答は町内で設置するのが基
本・原則とのことである。町内だけで防犯灯を設
置するのが難しい。３本の設置が必要であり、３
本だと30万円くらいかかる。補助は一律３万５千
円の補助であり市の協力を得ることができないだ
ろうか。

確認し事後報告する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

地区の諸問題について

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 地区の諸問題について

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

最近市では私道の除雪が一部実施されているが、
町内の私道は40年間一度も除雪がされていない。
長い距離の私道除雪は、住民の高齢化が進み、少
人数でたいへん苦労している。私道除雪の条件を
緩和してほしい。
生活路線は皆同じなのだから、私道除雪のいろい
ろな条件を外すべきではないのか。

私道の除雪は条件緩和され、少しづつ実行をされ
ている。行き止まりや砂利道、狭隘な道路、ブル
トーザーの旋回する場所がないなど、どうしても
除雪ができない私道があり、現在どう改善すれば
除雪がされるのか、またその条件緩和について、
建設委員会の中で研究をしている。
 除雪ができる条件に地権者との話し合い等も必要
になってくるが、その市民生活道路の安全のため
に今後も委員会で研究していく。

○ ①

会津短期大学西側の道路（６メートル道路）に電
柱の埋設をお願いしたい。
オリンピックに合わせ東京では電柱の埋設がされ
ている。市内でも神明通り、七日町等で実現され
ているようですが、市の方針を伺いたい。
会津短大前からふれあい体育館までの間は交通量
が多く、道路内に立つ電柱が道幅を狭くしてお
り、車のすれちがいのたびに、電柱前で対向車を
待つ状態となっている。この道路の無電柱化を市
内のモデル地区として検討願いたい。

確認し事後報告します。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

滝沢町内会では、大熊中やＪＡ跡地がある。ＪＡ
には特別会員になっていただいき、防犯灯をつけ
てもらった。
市は原則だけではなく柔軟な体制も必要である。

防犯灯設置については、会津若松市がモデルの市
となるように、住民の意見を尊重して、原則にこ
だわらないような市政運営を、議会としても検討
していく。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について 地区の諸問題について

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

松長地区は防犯灯設置のため、一戸一灯運動をし
て国から予算をもらった。日光市は防犯灯設置の
取り組みはすべて市が負担しているが、会津若松
市はそうではない。
県道の防犯灯設置について、市は県に働きかけを
すべきではないか。県に言っても県は業者に言っ
ているだけで、改善されているのかどうかのかの
確認もしておらず、現在もその防犯灯は切れたま
まである。

意見として伺う。

○ ②

市への要望は、市の窓口で終わっている。市の内
部でどう検討されているのか。防犯灯に公共性の
あるものは、一定程度市で責任をもって整備すべ
きである。県に言っても、１年ぐらい時間がかか
ると言われた。

意見として伺う。

○ ②

扇町土地区画整備事業で、一箕小学校の西側の
プールに防犯灯を設置した。子どもの安全のため
に学校に申し入れをした。

聞き置く。

○ ②

酒田市では防犯灯整備は市で行っている。そうい
う都市もある。関東圏は除雪をしていないため、
除雪費用を防犯灯設置費用に充てられる。

聞き置く。

○ ②

今年の居合地区の除雪は町内の北側に押しつけて
おり、今年は排雪をしていない。
交差点の雪を業者が町内の家に持ってきて積んで
いる。またブルトーザーが来ると敷地に置き雪が
あって大変なので、置き雪をしないでほしい。

今年は雪が多く、排雪については、市から業者に
依頼し、優先順位をつけて行っている。
業者への技術指導は毎年行っているが、今後の提
言として伺う。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について 地区の諸問題について

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

自宅前の雪を自分で除雪した後に除雪車が来る。
高齢者は何回も自宅前の除雪はできない。

業者との事前打ち合わせで、高齢者宅には雪を置
かないように注意して除雪するよう依頼してほし
い。地域の除雪は地域の方がよく知っているの
で、業者との連携を密にとっていただくことをお
願いする。

○ ①

一箕中学校前は、ブルトーザーとロータリー除雪
車で除雪をして、業者は空きスペースに１メート
ルほどの高さの雪を残していく。
昔は業者がスコップで片づけてくれたものだ。

聞き置く。

○ ②

地区によっては業者との打合せが不十分なところ
があり、また別の地区は業者との打ち合わせを十
分に行い、指示をして除雪をしていただいている
ところもある。

意見として伺う。

○ ②

業者との打ち合わせを行い、高齢者宅前に雪が残
らないような方法をとっている。松長地区はその
連携がとれているのでぜひ、参考にしていただき
たい。

ご提言感謝する。

○ ②

一部業者は除雪をしている際、ブレードを挙げて
踏み潰しているだけであった。
業者が除雪時に側溝とグレーチングを壊したまま
にしており、現在も側溝はふたがないままであ
る。

後日現地調査し、市へ確認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（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 地区の諸問題について

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

飯盛第二団地内で道路の路面よりも、マンホール
の方が高い所がある。マンホールのふたを壊さな
いために、除雪がきれいにできなくなっている。
マンホールは路面から数ミリメートルでいいので
下げてほしい。

後日現地調査し、市へ確認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

マンホールの突起、道路の沈下は東日本大震災の
影響もあるのではないか。

ご意見として伺う。
○ ②

雪解け後は道路の舗装面がはがれているため、市
は応急措置をしていくが、根本的な直しが必要で
はないか。その要望を出した。

道路の舗装面のはがれによる凸凹は、応急処置と
して穴埋めをする。何度か処置してもダメなとき
に次の処置として、四角く切り抜き修復をする。
それでもダメになった時に道路全体の修復になる
ので、穴が開き修復が必要になったら、道路維持
課に連絡してほしい。

○ ①

排水溝から溢れた雨水が原因で起きる滝沢峠の路
肩の崩れは、落ち葉をまめに拾って排水溝の水は
けをよくしておかないと、いくら直しても同じで
ある。

提案として受け止める。

○ ②

一箕中学校の入口の横断歩道の白線について対応
がされていない。
除雪の目印になる紅白ポールも片づけられていな
い。

状況について市に確認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

会津大学へ向かう道路（市道幹Ⅰ－４号線）の街
路樹のしだれ桜の管理が悪い。

現地調査し市に確認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ15に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について 地区の諸問題について

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

除雪についての状況がインターネットで見れる
が、GPSはどんな効果があったのか。市民に知らせ
るべきである。

GPS機能の効果は、除雪車の稼働状況が除雪状況と
同時に分かることである。
今年度は雪が多く初めてGPS機能が活用されたた
め、その効果の検証や市民への周知については確
認する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ15に記載）

インターネットを確認しながら道路維持課に連絡
をしている。雪が降っていない時に、交差点の排
雪をすべきではないか。

排雪については、市から要請を受けた会津道路メ
ンテナンス協同組合が班編成を組み、優先順位を
つけて排雪を行っている。排雪時期については提
言として受け止める。

○ ①

教育委員会のホームページを見て各小中学校のTEL
やFAX番号が掲載されていない学校がある。同じよ
うに掲載すべきではないのか。

提案として受け止める。

○ ②

戊辰150周年記念事業だが、何をしているか分から
ない。オペラ白虎に対して市の予算が2,200万円も
ついているが、なんでそんなに必要なのか。
飯盛山ついて、昭和初期、ローマ市長からポンペ
イ遺跡の柱が寄与されているがお礼をしたのか。
戊辰150周年だから今回御礼をしたらどうか。

提案として受け止める。

○ ②

外国の観光客のため、会津大学の学生にボラン
ティアを頼んだらどうか。外国の観光客に対する
市民全員のおもてなしとして、外国語の挨拶を周
知してはどうか。

提案として受け止める。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について 地区の諸問題について

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

生活困窮者支援ボランティアをしている。
２月定例会の一般質問の中で賃貸住宅家賃補助の
内容があったが、なぜ市はやらないのか。国が制
度化し県が予算化しているが、市では手をつけた
がらない。市の条例化を期待したが、今回の一般
質問の答弁にがっかりした。それでいいのか。

この案件は個人質問での答弁であり、各議員が反
対も賛成もできるものではない。

○ ①

扇町土地区画整理区域の藤原地区は高齢化となっ
ており、ゴミステーションまでゴミを捨てにいけ
ない人が出てきている。中には家の前で燃やして
いる人もおり、今後このような状況が増えてくる
だろう。ゴミ収集車で各家庭ごと回る方式も考え
るべきではないか。
市所有の緑地にゴミステーションをおかせてほし
いが、ゴミステーションは個人所有の土地が条件
となっている。

確認し後日回答する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ16に記載）

9



○　地区別テーマでの意見交換について 地区の諸問題について

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

扇町土地区画整理事業の進捗状況を教えてほし
い。
また緑地公園の計画も教えてほしい。

扇町土地区画整理事業は、35年経過しており平成
29年度までの進捗率は95.6％となっている。平成
30年度までの進捗率は96.8％の見込みとなってい
る。残りの事業は仮換地指定が46件、建物移転が
４件、区画道路整備残り563.8メートルとなってい
る。今後の計画では、工事終了後から土地家屋の
測量を開始し、平成32年、33年度には住所登記を
行い、その後に仮換地や清算金の事業が始まる。
緑地公園については、扇町土地区画整理区域内に
12箇所設置予定で、現在２号、６号、７号、８
号、10号、11号、12号の７箇所が整備済みとなっ
ている。平成30年度は３号、４号、５号が整備予
定となっている。１号緑地については現在大熊町
仮説住宅があり居住中のため、未予定となってい
る。９号緑地は仮設住宅があり、現在居住中であ
り、平成31年まで居住予定となっている。居住者
が退去し仮設住宅撤去後、平成32年度から整備に
入る予定である。

○ ①

今後にできる９号緑地公園が広すぎるので、雪置
場も考えるべきである。

意見として伺う。
○ ②

松長団地からリオンドール会津アピオ店までのバ
スがなくなり移動手段が変わった。河東地域のよ
うにワンコインの公共交通をつくってほしい。

意見として伺う。

○ ②

ヨークベニマル一箕店の交差点は通常の交差点の
形ではなく渡りづらい。改善してほしい。

意見として伺う。
○ ②
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．防犯灯設置について
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　　会津学鳳中学・高校南側の道路には防犯灯が設置されておらず、十数年
　放置されている。交通安全面や防犯上きわめて危険なので防犯灯設置の
　協力をお願いしたい。

【事後処理結果】
　　５月15日夜間時に現地調査を実施した。民間施設の駐車場の外灯や、要
　望のあった道路の中間地点にあるアパートの玄関灯により明るいところも
　あったが、それ以外は暗い現状だった。
　　後日区長から再度詳しいお話を伺った。①現地には、ＮＴＴのポールが
　あり、そのポールへの設置については、以前にも検討したが課題があり断
　念したこと、②道路が会津学鳳校の南に面しておりさらに、会津短期大学
　が近くにあることから、夜間の防犯上の安全面が心配なこと、③これまで
　危機管理課への要望は窓口で口頭で行っていたこと、等があったので、文
　書で要望をあげることを提案した。
　　また、設置場所を借用することが難しいとのことだったので、道路占有
　許可が得られれば市道に設置することが可能なので、道路維持課への相談
　を提案した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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．会津短期大学西側の道路
の無
　電柱化について
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　　会津短大前からふれあい体育館までの間は交通量が多く、道路内に立つ
　電柱が道幅を狭くしている。車のすれちがいに危険であるため電柱の埋設
　をお願いしたい。

【事後処理結果】
　　電柱移動についてはスムーズな交通となるための一助と考えるが、一方
　では交通量の増加、スピードを出した危険運転による交通事故などが考え
　られる。
　　また、電柱移動にあたっての土地問題、地権者の問題等、課題もあるこ
　とから慎重な対応が必要と考える。また無電柱化については５月15日、危
　機管理課に確認したが、難しい状況にあるとの回答であった。
　

３．除雪時の側溝とグレーチ
　ングの破損について
　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　　緑ヶ丘地区内の除雪時に業者が側溝とグレーチングを破損し、側溝は
　ふたがないため措置をお願いしたい。

【事後処理結果】
　　５月15日、現地確認した。道路維持課に確認したところ、早急に対応
　するとの回答を得た。
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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．飯盛第二団地内の道路の
　改善について
　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　　地内の道路のマンホールが路面より高くなっているため、除雪時にきれ
　いにならない。また除雪によりマンホールのふたの破損や外れがあった
　時、大変危険なため、マンホールを道路の路面より低くしてほしい。
　　マンホールが路面より高くなっている現状の原因について伺いたい。

【事後処理結果】
　　５月15日、現地を調査し、道路維持課に確認した。
　　「道路のマンホールについては、下水道、電力、NTT等で管理をしている
　物件だが、路面の経年劣化で地盤が下がり、マンホールが高くなる現象が
　起きている。マンホール突起が発見された場合は、管理者により修繕を行
　うとの回答を得た。
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

５．一箕中学校入口の横断歩
　道の白線と紅白ポールにつ
　いて
　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　　前回の市民の意見交換会で指摘したが、一箕中学校の入口付近の南側横
　断歩道の消えかかっている白線について改善がされていない。
　　除雪の目印となる紅白ポールも片づけられていない。対応について伺い
　たい。

【事後処理結果】
　　５月15日、危機管理課に確認した。
　　横断歩道の白線については、２月に県警公安課に上申し、雪が消えてか
　らの実施予定と回答をいただいたが、現在改善が図られていないため、再
　度県警公安課に要望するとの回答を得た。
　　除雪時の目印となる紅白ポールについては、５月15日に道路維持課に確
　認し、大至急撤去するとの回答を得た。
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

６．会津大学へ向かう道路
　（市道幹Ⅰ－４号線）の街
　路樹の管理について
　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　　国道49号からの会津大学へ向かう道路の街路樹のしだれ桜の管理が悪
　い。どのような管理をされているのか伺いたい。

【事後処理結果】
　　５月15日、道路維持課に確認した。
　　「当該道路の街路樹については、生育環境が悪い状況のため、育成が
　良くない状況にあることは認識している。
　　現状は、状況を確認しながら、通行に邪魔にならないように枝払いや、
　枯れた枝の撤去をし、今後もその管理をしていく。
　　また、今後の植え替えは考えていない」との回答を得た。

７．除雪のGPS効果と市民へ
　の周知について
　　　　　　　　（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　　今年度は雪が多く初めてGPS機能が活用されたが、その効果の検証や
　市民への周知についての考えについて説明を伺いたい。

【事後処理結果】
　　５月15日、道路維持課に確認した。
　　「現在、除雪に対する苦情処理や、除雪時間等のデータを整理してい
　る。そのデータに基づき今年の除雪計画に反映させる計画となっており、
　市民への周知については、検討事項とさせていただく」との回答を得た。
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一箕地区一箕地区一箕地区一箕地区

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

８．藤原地区のゴミステー
　ションについて
　　　　　　　　（Ｐ９）

【市民からの要望・質問】
　　地区内の高齢化によってゴミだしができない状況も出てきているため、
　各家庭を回る収集の方式も考えてほしい。
　　また、市所有の緑地にゴミステーションをつくってほしい。

【事後処理結果】
　　５月15日、区画整理課に確認した。
　　「扇町土地区画整理事業地区のゴミステーションについては、これまで
　未整備だった市管理地に一時的に設置していたが、地区内の整備が進むこ
　とに伴い、用地確保が困難となっている経過にある。
　　市としても、地区町内の大きな問題となっていることは認識している。
　これまでも地区町内との協議を重ねてきましたが現時点において良策は見
　出されていない。
　　ゴミステーションの問題については、現在、町内区長・役員の皆様と一
　歩進んだ協議を進めている状況である。
　　今後も町内の考えに基づいて、市も対応に向け調整をしていく」との回
　答を得た。
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