
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（（（（河東地区河東地区河東地区河東地区））））

 開催場所：河東公民館

 開催地区：河東地区  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

 参加人数：男性11名、女性５名、合計16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
　　議員定数削減の考え方の根拠や議長の委員会での発言権の保障などについての意見が出された。

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
　　　「子育て支援と地域住民の関わりについて」
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　河東地区においては、今年４月から河東学園中学校が開校し、小中連携教育の環境が整備された。また学園内にあるラー
    ニングセンターは児童生徒をはじめ、地域住民に広く開放されており、活用されている。そうした環境の中、子育てに対し
　　て地域住民が積極的に関わることが、子ども達の健全な育成と活力ある地域づくりにつながるという考えから、このテーマ
　　を設定した。
　⑶　主な地域課題
　　　河東地区においては、学園キッズクラブやスポーツ少年団活動など、地域住民が関わりながら活発に子育て支援が行われ
　　ている一方で、子どもやその保護者が地域に関わらない状況も見受けられ、そのことが地域や地区行事への参加者の減少な
　　どにつながり、地域活力の低下がもたらされている。もう少し地域住民が子どもたちと関わる環境整備が必要であると思わ
　　れる。
　　　また、河東学園中学校の開学に伴う通学路の設定や、スクールバスの利用について一部住民から課題が提示されている。
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議員定数について伺うが、現在示されている案
によれば、議員定数削減の方向であるが、なぜ議
員削減なのか、その考え方を伺いたい。

　当市議会は、議会改革を進め、全国自治体の議
会からも注目されている一方で、前々回と前回の
市議会選挙において投票率が10ポイント程度低下
してきており、市民の声なき声として、議会活動
への理解が進んでいないと認識している。そのよ
うな中、議員定数30名に対し、現在の議員数は29
名であり、１名の減となっているが、そのことが
議会機能の低下につながってはいないと総括して
いる。また、さまざまな市民からも削減すべきで
あるというご意見も伺っている。
　地方自治法において以前は、人口に応じた上限
定数が規定されていたが、現在は地方自治法が改
正され上限定数は撤廃されている。本市の人口が
毎年1,000名程度減少し続けていることも削減案の
考え方にある。

● ① 議員定数

市議会議長も委員会に所属して、意見を述べる
場を確保すべきでないか。

　そうした意見の一方で、議長は、４つの常任委
員会に代わる代わる出席し、委員会の議論を注視
している現状にある。

● ① 議会運営

○　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 ※項目
キーワード

※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 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※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

　自治基本条例の内容について伺いたい。 　自治基本条例は、平成28年６月議会において制
定された。住民参加のまちづくりを目指す上で、
市や議会、市民等の果たす役割など、まちづくり
の理念と基本的な事項を条例化したものである。
これまでに伊賀市や名張市など先進地での研修も
重ねてきた。
　しかしながら、同条例第12条第５項の規定にあ
る地域コミュニティについては、地域内分権など
の考え方など、「今後検討する」という条文に
なっており、「今後検討する」という規定は、条
例としてはそぐわないと考えている。現在、北会
津・河東両地域づくり委員会があり、湊地区、門
田地区においても、住民協働により地域づくりが
盛んになってきていることから、これらの成果を
検証しつつ、政策討論会第１分科会において議論
を継続しているところである。

○ ①
まちづく

り

旧河東町時代に、会津大学周辺から河東町を通
る道路整備計画があったはずであるが、今はどう
なっているのか。

　当時の状況を市に確認の上で、後日、回答す
る。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

市や市議会は、防災無線の配置の必要性につい
てどう考えているのか。「あいべあ」などを利用
していない人も多い河東地区にとっては、防災無
線が必要ではないのか。

　市の考え方を確認し、後日、回答する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

防災・安
全

河東地区内の一級河川の木片などの廃棄物除去
や、高齢者の施設入居などの件で、県議や市議に
相談しても回答をよこさない議員がいる。信頼感
を損ねてしまう。

地域住民は、話を聞いてほしいのだから、きち
んと話を聞いてほしい。

　意見として伺う。

● ② 議員
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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 分類 番号 備考 ※項目
キーワード

※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

政策討論会であるが、それぞれ点の中で議論さ
れているようにも見受けられる。それぞれのテー
マに関連性があり、市議会として一体となって議
論し、点が線になり、面として広がりを見せてい
るのか、伺いたい。

　政策討論会では各分科会での議論などを集約
し、全議員による全体会を開催し、議論の内容や
情報を共有している。
　人口が減少し続けている今、これまで通りの考
え方や手法だけでは、まちづくりは進まない。そ
のため、自治基本条例を制定し、市民協働による
まちづくりへ向けた議論を深めつつ、若者の定住
化と観光誘客による交流人口の拡大を図る必要が
ある。
　また、少子高齢化が進む中、生活困窮者対策や
除排雪のあり方などは、市民生活において喫緊の
課題である。政策討論会に掲げたテーマは、市の
将来に向けた持続可能なまちづくりを進める上
で、タイムリーなテーマとなっており、それぞれ
に関連性を持たせながら、点から線、線から面に
広がるよう討論会を実施していると認識してい
る。

● ①
政策討論

会

市政だよりの５月１日号で、リアルタイム線量
測定システムが設置されている箇所のうち、放射
線量が低い箇所などを順次撤去していくと掲載さ
れていたが、子どもたちのため、全小中学校から
撤去せずに、残しておくべきでないのか。

　リアルタイム線量測定システムは、市内134箇所
設置されているが、線量が低く安定している地点
を対象に平成32年度までに撤去する予定である
が、なお小中学校の取り扱いについては、市に確
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）

環境
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○　地区別テーマでの意見交換について

　河東地区のテーマについては、区長会長等との
話し合いにより、「子育て支援と地域住民の関わ
り」と設定した。子どもたちの遊びや居場所の確
保、希望する保育所に入れないなどの諸課題があ
る。今年度から河東学園中学校が開学したが、小
中連携を図る中、地域住民が子育てにどう関わっ
ていくのかご意見を伺いたい。
（参考として、市政だよりの昨年12月１日号の子
育て特集と、地域住民が主体的に関わっている河
東学園キッズクラブの概要についての資料を添付
した。）

河東町の大字谷沢の本宮、高畑、京手の中学生
の通学コースについては、冬期間では、スクール
バスを利用できる生徒と利用できない生徒に分か
れてしまう。通学距離が３キロメートル以上が利
用可能という基準があるが、同じ大字地区内で通
学方法が異なるということはおかしいのではない
か。
昨年から今年にかけての降雪時に見てきたが、

通学路の除雪がされておらず、危険である。朝の
時間帯は交通量も多く、そうした中を歩かせるこ
とに不安がある。

障がい者も、通学距離が３キロメートル以上あ
れば、スクールバスを利用できないということか
伺いたい。

　この件に関しては、現在、教育委員会が検討中
であり、夏を目途に回答するとしているので、も
う少し待っていただきたい。通学路の除雪に関し
ては、担当課に問い合わせるが、通学路であれば
除雪が行われる。
　入学を許可された障がい者の方が、自力でス
クールバスに乗れない、または通学できない場合
は、何らかの手立てが講じられるものと考えられ
る。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

→　子育て支援と地域住民の関わりについて

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 →　子育て支援と地域住民の関わりについて

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

私は、河東学園中学校のＰＴＡ役員だが、まず
は、河東学園中学校の開校に関してご支援を賜り
感謝している。中学校に関するさまざまな課題に
対しては、議会からも支援をいただきたい。生徒
の通学においても生徒や家族に不安があるのであ
れば、対応をお願いしたい。

　要望として伺う。

○ ②

子育て支援と地域住民の関わりというテーマの
中で、議会として何が必要であると考えているの
か。

　河東地区において、大きな課題であると考えて
いることは、小中学生の部活動についてである。
従来の河東地区においては、スポーツ少年団など
の活動が盛んで、地域住民の協力も得られてい
た。しかし現在は、児童生徒の人数が減少してき
ている中、小学生においては、スポーツ少年団へ
の加入者数も減少し、中学校においても、部活数
が減少していることから、小学校の時に活動して
きたスポーツの活動を選択できない状況にある。
地域住民の皆様から外部指導者などの支援による
部活動の活性化の仕組みができれば、大きな効果
をもたらすと考えている。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　子育て支援と地域住民の関わりについて

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

私は、スポーツ少年団活動に関わっているが、
今年度の入団者数は74名であり、入団率は２割程
度である。以前は100名以上、入団率３から４割程
度の入団者があり、運営に関しても、保護者の協
力も得られていたが、現状はそうした協力も得ら
れにくくなっており、厳しい運営状況にある。
ソフトボールや女子バスケットボール、サッ

カーなどは中学校ではできなくなってしまう。校
長の裁量で何とかならないかとも思うが、いずれ
にしても地域住民の協力が不可欠ではないかと考
える。

　ご意見として伺う。
　参考までに、平成30年度当初予算において、２
名分の外部指導者に関する予算が確保され、うち
１名が河東学園中学校の特設水泳部等へ外部指導
者が関わることになる。

○ ①

保育所や幼稚園などの待機者数はどの程度なの
か。

　例えば、広田保育所などへ入所を希望していて
も、一定の基準による優先度の関係から、河東地
区以外の子どもが入所して、河東地区内の子ども
が入所できない現実もあるようだ。
　本市での待機者数は０人であるが、希望すると
ころに入れないなどの潜在的な待機者数は、４月
１日現在で22名いる。

○ ①
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河東地区河東地区河東地区河東地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．旧河東町時代の道路整備
　構想について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　旧河東町時代に、会津大学周辺から河東町を通る道路整備計画が
あったはずであるが、今はどうなっているのか。

【事後処理結果】
　５月15日、道路建設課から回答を受けた。
　「旧河東町時代に、会津大学から磐越自動車道の下を経由し、皆鶴
姫の墓などに至る直線道路を整備し、県が、県道北山会津若松線を振
り替える構想があったが、結局、県が県道の振り替えを中止したため
に、構想自体が消滅したものである。」との回答があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

8



河東地区河東地区河東地区河東地区

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．防災無線の設置について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　市や市議会は、防災無線の配置の必要性についてどう考えているの
か。「あいべあ」などを利用していない人も多い、河東地区にとって
は、防災無線が必要ではないのか。

【事後処理結果】
　５月15日、危機管理課から回答を受けた。
　「防災無線の配置については、市のまちづくりを考える上で、大き
な課題であると受け止めている。防災無線には、屋外にスピーカーを
設置しお知らせするタイプと、屋内に通信器を設置してお知らせする
タイプがあるが、整備するに当たっては双方とも、膨大な財政負担を
伴う。
　そのため現在、大雨による土砂災害や河川の洪水による被害が想定
される地域など、個別的、限定的な対応を図れないか研究を進めてい
る。
　市内全域に被害が及ぶ災害等が発生した場合は、テレビやラジオを
はじめとして、消防団や「あいべあ」などによる広報、市の広報車で
の広報などにより、迅速に広報していきますので、ご理解願いた
い。」との回答があった。

9



河東地区河東地区河東地区河東地区

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．リアルタイム線量測定
　システムの撤去について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　市政だよりの５月１日号で、リアルタイム線量測定システムが設置
されている箇所のうち、線量が低い箇所などを順次撤去していくと掲
載されていたが、子どもたちのため、全小中学校から撤去せずに、残
しておくべきでないのか。

【事後処理結果】
　５月15日、環境生活課から回答を受けた。
　「リアルタイム線量測定システムは、子どもたちが利用する施設の
環境放射線量を把握するために国が設置したもので、国は、東日本大
震災から７年が経過し、環境放射線量の値が低く、安定していること
から、市内134基のシステムを順次撤去していく考えを示したところで
ある。市では、環境放射線量が低く安定しているという認識にある
が、国による市町村単位での住民説明会の開催を要望しているところ
である。
　なお、市や支所などに設置されている10基のモニタリングポストは
維持されるとともに、不安のある住民のため、リアルタイム線量測定
システムと同精度の簡易型放射線測定器や個人積算線量計の貸し出し
を継続しながら、引き続きモニタリングポストの測定値を市政だより
やホームページでお知らせし、住民不安の払しょくに努めていく。」
との回答があった。
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河東地区河東地区河東地区河東地区

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．河東学園中学校スクール
　バス等の利用について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　河東の大字谷沢の本宮、高畑、京手の中学生の通学コースについて
は、冬期間では、スクールバスを利用できる生徒と利用できない生徒
に分かれてしまう。通学距離が３キロメートル以上が利用可能という
基準があるが、同じ大字地区内で通学方法が異なるということはおか
しいのではないか。
　昨年から今年にかけての降雪時に見てきたが、通学路の除雪がされ
ておらず、危険である。朝の時間帯は交通量も多く、そうした中を歩
かせることに不安がある。
　
【事後処理結果】
　５月15日、教育委員会から回答を受けた。
　「本宮地区より要望書が提出されていることから、区長会や保護者
の皆様からの意見などを聴取しながら、市の考え方をまとめ、区長会
や保護者の皆様に回答したいと考えている。
　なお、通学路の安全を確保するため、通学路の除雪については、実
施することを基本としている。」との回答があった。
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