
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（（（（謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区））））

 参加人数：男性17名、女性５名、合計22名（うち班外議員０名）（伊万里市議会議員３名と事務局職員１名の合計４名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　①市庁舎の建て替えについて
　　・本当に今の場所での建て替えでいいのかとの意見があった。
　　・残す庁舎は美術館として活用してはどうかとの意見があった。
　②議員定数について
　　・類似団体に比べて、議員定数が多い。減らすべきだとの意見があった。
　　・常任委員会の数と委員の定数に、もっと自由度があってもいいのではとの意見があった。
　　・地域の意見を反映させるためには、今の定数でもいいのではないかとの意見があった。

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
　　　　住民の環境整備について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　　謹教地区町内会連合会が市に対して提出した要望書において、回答がなされた中から特にこれだけは言いたいということ
　　　や、それらにこだわらず、幅広くさまざまな地域の意見を出してもらうために、今回のテーマとなった。
　⑶　主な地域課題
　　　①湯川の洪水浸水想定区域の見直しについて：避難計画の見直しはどうなるのか。要介護支援者の避難をどうするのか。緊
　　　　急時の避難は川沿いにある高層アパートを活用するのか。
　　　②有害鳥獣の対応について：空き家にハクビシンが住み着いており困っている。捕獲はできても、処分は市民ができること
　　　　ではない。市で対応してもらいたい。担当課が農林課でよいのか。住環境の周りで目撃されたり猫がかみ殺されるなど、
　　　　問題が起こっている現状にある。
　　　③除排雪について：ゴミ箱の前に残していく除雪した雪を持っていってほしい。
　　　④子どもの通学路の見直しが必要ではないか。市道への防犯カメラの設置も必要になってくるのではないか。
　　　⑤子育て世代の安心・安全を確保するために、モニタリングポストの継続設置を市として取り組むべきである。

 開催場所：謹教コミュニティセンター

 開催地区：謹教地区  開催日時：平成30年５月10日（木）18時30分　～　20時05分

 担当班　：第２班（出席議員）樋川　誠、渡部　認、清川雅史、長郷潤一郎、村澤　智、内海　基  （欠席議員）なし
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新庁舎の建設に向けた取り組み状況はどうなって
いるのか。

現在の場所において、古い庁舎（本庁舎旧館部
分）を残しながら、その後ろに新しい庁舎を建設
する計画で進められている。駐車場の位置も含め
て、まだまだ課題が多いと考えている。

◯ ① 行政

庁舎で残す古い部分（本庁舎旧館部分）は、美術
館にしてはどうか。

耐震補強工事をして残す方向でいる。どのように
して活用するかは、これからの検討になる。ご意
見として伺う。

◯ ② 行政

議員定数が多いと思う。どのような検討がすすめ
られているのか。福島市や郡山市などの人口の多
い所と比べると20人くらいでもいいのではない
か。

委員会主義を中心とした議会の機能を低下させな
いで議員定数をどこまで減らすことができるのか
検討している。 ● ① 議員定数

どこの自治体を参考にして議員定数の削減を検討
しているのか。

類似団体83市ある中で、財政規模や人口、面積な
どを参考にしている。近い所だと、栃木県の鹿沼
市などがある。

● ① 議員定数

鹿沼市は、人口９万９千人に対して議員定数が24
名。会津若松市も、これから人口が減っていく。
常任委員会が大事だから、今までと同じという事
はない。常任委員会の数も見直ししてもいいので
はないか。検討したのか。

委員会が所管する部署の予算規模、毎回の定例会
の議案数などから検討した結果、４委員会という
結論になった。 ● ① 議会運営

議員定数は、現状29人でやっている。このままで
いいというのはおかしい。５年後の人口減を考え
れば、もっと減らして25人でもいいのではない
か。現状のままでいくというのはおかしい。１つ
の委員会も７人でなくてはいけないのか。市民感
情からすれは、考え方が甘いのではないか。

今回の報告は、30人でいくということではなく、
29、28、25、24人というパターンがある中で、今
まで議論してきた内容の中間報告となる。人口が
減っても市の事務事業は減らない。来年７月にあ
る改選に向けて、会期を増やしたり、通年議会な
ど新たな制度の研究をするなど、さまざまな議論
も行っている。

● ① 議員定数

○　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 備品 ※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 備品 ※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

議員定数の見直しの議論はいつ頃から始まってい
るのか。

一年半取り組んでいる。また、平成20年から議会
制度検討委員会を立ち上げて議員定数の考え方な
どについて議論を進めている。

● ① 議員定数

旧河東町と旧北会津村が合併してまだ13年くらい
しか経っていない。各地区の発展を考えると、そ
れぞれの地区の意見を反映させるためには議員定
数を減らすべきではないと考える。各地区の発展
なくして本市の発展はないと考えるがどうか。

この意見交換会も15地区で開催しているが、地区
によって考え方が違ってくる。定数を守ってほし
いという地区もある。それぞれの地区によって特
徴があると考える。ご意見として伺う。

● ② 議員定数

合併したが、河東地区、北会津地区それぞれ議員
は何人いるのか。

河東地区は３人、北会津地区は２人である。
● ① 議員定数

現状でいいのではないか。これ以上減らすことが
いいのか。合併当時は、62人の議会でやってい
た。

合併後は、在任特例で会津若松市、旧河東町、旧
北会津村議員で議会を運営したきた。そこから、
平成19年４月に30人となった。定数を変更するた
めには条例の改正が必要なため、議会制度検討委
員会で早急に結論をまとめていくのでご理解をい
ただきたい。

● ① 議員定数

４つの常任委員会が全部同じ人数でなければいけ
ないという理由はあるのか。それぞれ仕事量が違
うということであれば、委員会ごとに自由度を
持って人数が違ってもいいのではないか。

条例による委員会の委員数は違っている。それぞ
れの定数は、総務、文教厚生が８人、産業経済、
建設が７人となっているが、総務で議長が抜けて
いるのと、文教厚生で辞職した議員がいたため、
すべての委員会が７人となっている。なお、ご意
見として伺う。

● ② 議員活動

議員定数よりも、市のために動いてくれる議員を
選びたいと考えている。こんな事をしたいという
ビジョンを持って活動してもらいたい。

ご意見として伺う。

● ② 議員活動
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○　地区別テーマでの意見交換について

まず、区長会から町内会の問題や課題について、
何かありましたらお聞かせいただきたい。

空き家にハクビシンなどの有害鳥獣が住み着いて
しまい問題となっている。市では捕獲の箱わなを
貸し出しするというものの、わなの餌の管理や捕
獲後の処分を自分でやれと言う。そんなことは一
市民にできるはずがない。何とかしてもらいた
い。もう少し具体的な踏み込んだ説明がほしい。

○ ①

農作物の被害だけではなく、町なかでは猫がかみ
殺されてたり、柿の実を食べるなどの被害があ
る。野生動物であり、怖くて一般市民の手に負え
るものではない。下手に手を出しては危ないと思
う。多くの市民が目撃している。何とかしてもら
いたい。

○ ①

担当課が農林課でいいのか。環境生活課との線引
きがおかしい。農作物の被害というが、町なかに
も生息していることを考えると見直すべきであ
る。

○ ①

除排雪の現状について、除雪してもらうのは非常
にありがたいが、町内で雪をきれいに片づけたゴ
ミステーションの前に、除雪した雪を残してい
く。そうすると、また雪を片付けないといけな
い。業者に周知徹底して対応してもらいたい。

○ ②

うちの地区では、業者が挨拶に来て排雪場所を指
定して下さいと話していった。 ○ ①

→　住民の環境整備について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町なか、農村地区にとらわれず、ハクビシン対策
の必要性について意見をいただいたので、市の体
制も今のままでいいのかも含めて、議会としても
研究していく。

議会では、市に対して町内への雪捨て場の確保と
業者との事前協議をしっかりやるように依頼をし
ている。その中で、事前協議をしていない町内が
20％くらいあると認識している。事前協議のない
町内会に対して事前協議の上、雪に備えてもらえ
るうように今後も取り組んでいく。

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 →　住民の環境整備について

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

会津若葉幼稚園の建屋西裏側が改修されている。
西側の南北に渡る道路は市道で道路拡張時には
セットバックする条件で建築許可が下りているの
ではないか、確認をしていただきたい。

現地調査を含めて対応する。

○ ③

現地調査をし、
事後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

会津若葉幼稚園北側の市道にカーブミラー設置の
要望を出したが、その後どうなっているのか。

現地調査を含めて対応する。

○ ③

現地調査をし、
事後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

新潟市で子どもが帰宅途中で亡くなる悲惨な事故
があった。見守りをやっているが、学校や父兄、
町内会などによるボランティア活動がなされてい
るが限界を感じる。集団登校か自由登校、通学路
の見直しなど市はどのように対策を考えているの
か。

小中学校では、毎年父兄が通学経路の危険個所の
再点検をしている。その中で、新たな危険個所の
発見に努めてもらっている状況にある。

○ ①

市道には、防犯カメラは設置しているのか。市道
についても、防犯の観点から設置の検討も必要で
はないか。

県道、国道には、設置してある所があるが、市道
にはない。各常任委員会の中で、設置の必要性に
ついて、協議をしていく。

○ ①

第三中学校北側の道路は、私道から市道に昇格を
させた道路である。除雪への対応や子ども達の登
下校時における安全を確保するためにも道路舗装
を早く実施してほしい。

市道になれば、上下水道、ガス管を敷設してから
舗装となる。また、隅切り部分の確保や35メート
ル以上の長さなど条件がある。今後、条件が揃え
ば舗装を進めていくことになる。なお、後日、現
地調査し、報告する。

○ ③

現地調査をし、
事後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　住民の環境整備について

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

国道118号の歩道と自転車専用レーンの段差が大き
いと感じる。自転車やハンドル型電動車いすで通
行し歩道に戻る際など、段差があり危険である。
国や県にこの問題を打診していただきたい。

３桁国道は、県の管轄になるので、会津若松建設
事務所に直接、地区からの要望書を出してもらう
ことになる。なお、後日、現地調査し、報告す
る。

○ ③

現地調査をし、
事後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

町内会長をやっていて、除雪や川、除草などの要
望でさまざま市とやりとりしているが、私が思っ
ていた以上に市職員の皆さんはテキパキと対応し
てくれている。会津若松市は素晴らしい職員が多
いと感謝している。

意見として伺う。

○ ②

７月29日に避難訓練を実施する予定になってい
る。川のすぐ近くに住んでいるので、実際に水害
が発生した場合、避難がどうなるのか心配であ
る。

今年の総合防災訓練は、謹教地区での開催とな
る。地区の協力をいただいて実施するので、ご協
力をお願いする。 ○ ①

モニタリングポストの配置体制の変更について、
134基をすべて撤去するとしているが、多くの市民
が不安に思っている。あの数値は、安全を確認す
る最低限のものである。市民の安心・安全を考え
て、市独自の考え方で対応してもらいたい。今
後、市に対して申し入れをするので、議会からも
市に対して、必要性を訴えてもらいたい。

議会としても、安心して子育てできる環境を整え
るために、特に小さいお子さんがいる幼稚園や保
育園には継続して設置すべきだろうと認識してい
るので、市長に要望すると同時に、議会にも要望
してもらえば対応する。

●
○

①

今の会津若松市の放射線量は、異常なのか正常な
のか。

基準値以下で、かなり低い値となっている。
○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　住民の環境整備について

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

高齢者宅の前に除雪の雪を残されていったが、排
雪していた業者にお願いしたら、きれいに持って
いってくれた。市の職員も、すぐ現地を見に来て
くれるなど一生懸命やってもらっている。

意見として伺う。

○ ②

地域防災計画の見直しがある。時間がある場合は
避難所への避難となるが、緊急時の避難は高い建
物への避難になると思う。その辺が見直しになる
ようお願いしたい。

意見として伺う。

○ ②
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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．会津若葉幼稚園裏の市道

について

　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】

・会津若葉幼稚園の建屋西裏側が改修されている。西側の南北に渡る

道路は市道で道路拡張時にはセットバックする条件で建築許可が下り

ているのではないか。確認をしていただきたい。

【事後処理結果】

・５月14日、第２班で現地調査。当該箇所は現在も工事中であった。

幼稚園の建屋と市道の経過と管理の状況を都市計画課に確認した。

・５月15日、都市計画課に確認した。

　都市計画課より、「平成４年５月13日に敷地に対する「みなし道

路」の協議がされている。みなし道路部分について、分筆は終了して

いるが、所有者移転は行われていなかった。今後、譲与等を含め協議

していく。」との回答を得ました。

[第２班として]

・市道として幅員整備をしていく箇所は市内多数あり、特に住宅密集

地は冬季間の除雪の問題があるので、年次計画のもと、計画的な予算

を付けの対応を求めていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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．会津若葉幼稚園裏の北側

市道へカーブミラーの設置に

ついて

　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】

・会津若葉幼稚園北側の市道にカーブミラー設置の要望を出したが、

その後どうなっているのか。

【事後処理結果】

・５月14日、第２班で現地調査。当該箇所は幼稚園裏側の東西線の市

道と南北の市道が交わる箇所である。東西の市道の交通量を含め担当

の道路維持課に確認した。

・５月15日、道路維持課に確認した。

　道路維持課より、「南北の交通量は一定度あるが、東西の交通量が

限られていることから経過観察をしてきた。危険箇所に該当するかも

含め、地元町内会と今後も協議を進めていく。」との回答を得た。

[第２班として]

・現地調査から、今後の東西道路、南北の交通量を引き続き調査して

いただき、危険箇所と捉えるのであれば、カーブミラーの設置を考え

ていくべきと考える。
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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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．第三中学校北側の市道の

舗装について

　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】

第三中学校北側の道路（市道若３－521号線）は、私道から市道に昇格

をさせた道路である。除雪への対応や子ども達の登下校時における安

全を確保するのためにも道路舗装を早く実施してほしい。

【事後処理結果】

・５月14日、第２班で現地調査。当該箇所は私道から市道になった道

路で、今後の道路整備についての考え方を市建設部に確認した。

・５月15日、道路建設課、道路維持課、下水道課に確認した。

　当該道路について、「平成30年度内において下水道工事、水道の敷

設替え工事を予定している。道路舗装については、側溝工事の要望も

あり、延長も150メートル以上あることから、複数年の期間を要して終

了させる予定である。なお、地元町内会とスケジュール等はその都度

協議して進めていく。」との回答を得た。

[第２班として]

・現地調査から、市道の延長や側溝といった全容、さらに幼稚園への

送迎、中学校や高校への通学路として利用されていることを確認し

た。整備についてスケジュールが示されているので、進捗を注視して

いく。
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謹教地区謹教地区謹教地区謹教地区

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.国道118号の自転車優先道

路の段差について

　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】

・国道118号の歩道と自転車専用レーンの段差が大きいと感じる。自転

車やハンドル型電動車いすで通行し歩道に戻る際など、段差があり危

険である。国や県にこの問題を打診してほしい。

【事後処理結果】

・５月14日、第２班で現地調査。当該箇所は車道に自転車専用道路が

作られている国道で、優先道路と歩道には数センチの段差がある。道

路管理の所管は県であるが、市道路維持課に考え方を確認した。（写

真は国道118号南町交差点付近の自転車優先道路が終了する箇所。点線

部が段差）

・５月15日、道路維持課に確認した。

　道路維持課より、「歩道は無散水タイプによる融雪システムが施工

されている。ご指摘の自転車優先道路と歩道部分についての段差は、

車道と歩道の段差で、規格に則して施工されているものであるが、な

お、道路管理者である県へ連絡する。」との回答を得た。

[第２班として]

・現地調査から、段差が生じていることを確認したので、重大事故の

発生する前に改修されることを期待したいと考える。なお、県の対応

を注視していく。
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