
 参加人数：男性　29名、女性　１名、合計30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除雪について
　　　・地域の高齢化率が高くなり除雪に関する課題が出てきている。その中で、高齢者宅入り口の除雪を丁寧に行っていただく
　　　ための解決策として、事業者との除雪の事前打ち合わせを、区長だけでなく地区の役員や民生委員・児童委員も一緒に行っ
　　　ていくことが必要だといった意見が出された。現在、除雪事業者との事前打ち合わせが難しいという意見があり、事前打ち
　　　合わせを行うための環境を整えていく必要があると、参加者と議員の意見が一致した。
　　　・除雪ボランティアの除雪活動助成金の上限枠について
　　　・オペレーターの不足について
　　②国道294号について
　　　・道路の改修要望
　　　・消雪道路の消雪装置の改善　　など

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
　　　ＩＣＴを活用した地域づくりについて
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　湊地区ではＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業が行われている。先進事例である、みなとチャンネルやみなとバス等の
　　実施状況、課題等について現状を教えていただき、意見交換をしていきたい。
　⑶　主な地域課題
　　　みなとチャンネルを活用してさまざまな事業を考えているが、ＡＤＳＬでは速度が遅く課題がある。
　　　現在は補助金を活用して事業が行われているが、今後継続して行くための資金について考えていかなければならない。
　
　

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（（（（湊地区湊地区湊地区湊地区））））

 開催場所：湊公民館　

 開催地区：湊地区  開催日時：平成30年５月10日（木）　　18時30分　～　20時10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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政策討論会の活動について主なものを説明いただ
きたい。

・第１分科会 行財政運営、自治基本条例の取り
組みについて説明。
・第２分科会 中・高校生の子どもの居場所づく
りについて説明。
・第３分科会　中小企業振興条例について説明。
・第４分科会　除排雪の取り組みについて説明。
・議会制度検討委員会 議員定数のあり方の議論
内容と議員の定数を定める条例の改正について説
明。

● ①
政策討論

会

地域公共交通をテーマに日立市中里地区に行って
きたが、議会でも日立市に調査に行っていると聞
いている。議会としてはどのような感想か。

議会でも同じ日立市中里地区を調査してきて、改
めて、本市も先進的な取り組みをしていると感じ
た。金川町田園町のさわやか号など、市と住民が
一体となって取り組んでいる。公共交通の空白地
域を自分たちで埋めていく取り組みは重要であ
り、今度も知恵を出し合っていきたい。

○
●

①

交通

政策討論
会

議員定数の削減は自然な流れだと思う。４つの案
が出ているが、来年の市議会議員選挙まで条例改
正は間に合うのか。

９月定例会までは条例提案をしていきたい。

● ① 議員定数

経沢地区の道路は行き止まりとなっており、過去
の水害では、孤立状態となったことがあった。高
坂に抜けることができるよう道路の整備について
市に陳情を出している。

議会にも陳情をだしてはどうか。

○ ① 道路

除雪車が入ると家の入り口に雪の塊が残り、高齢
者宅では苦労しているところがある。高齢者宅に
配慮した、やさしい除雪となるよう業者に要望す
ることは可能か。

除雪が始まる前に、区長と業者との打ち合わせを
行うよう進めている。

○ ① 雪害対策

※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

民生委員・児童委員も除雪の事前打ち合わせに参
加させてほしい。

ご意見として伺う。
○ ② 雪害対策

除雪の事前打ち合わせが難しい。
区長だけでなく、地区の役員も入って打ち合わせ
ができる環境を作っていただきたい。

除雪の事前打ち合わせは、うまくいっている地区
や不十分な地区があり、すべての地域で十分に行
われているわけではない。民生委員・児童委員や
区長、役員、業者が密に打ち合わせができるよう
な取り組みを、議会としても検討し、提言してい
きたいと思う。

○ ① 雪害対策

除雪車のオペレーターの不足や高齢化など課題で
はないか。年齢制限はあるのか。

現在、年齢制限はない。しかし、危険も伴うこと
なので、年齢制限を設けるべきではないかという
意見も出ており、現在、建設委員会の中で検討中
である。

○ ① 雪害対策

戸の口原古戦場跡地を地域で昨年から手入れして
いる。しかし、古戦場跡地の桜の木が数本伐採さ
れており、市に問いあわせると、ＮＰＯ法人が桜
を植える事業で古戦場跡地を整備するために行っ
たと伺った。古戦場跡地を訪れる人は静かに祈る
人もいる。今後どう管理していくのか。道路維持
課の管轄とのことだが、文化課で管理してはどう
か。

調査し、後日、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に掲載）

道路

文化財整
備

原地区の国道294号の路面が陥没している。水たま
りができ、大型車が通るたびに周辺の家は揺れ
る。数年前、一部改修されたまま、その後の進展
はない。融雪のための散水装置が一部水が出な
い。今年、会津若松建設事務所に改善を要望して
きた。

調査し、後日、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に掲載）

道路
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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

引きこもりについてどのような取り組みをしてい
るのか。

市では昨年、民生委員・児童委員の協力で、引き
こもり等に関するアンケートを行い、実態調査を
実施している。県では、引きこもり家族教室が開
催され、家族の支援を行っている。市の引きこも
り相談窓口は、地域福祉課の生活サポート相談窓
口が担当し、これまで県が行っていた、ユースプ
レイス自立支援事業を今年度から市が行うことに
なった。外に出て行けない方には、訪問支援も必
要だと思う。始まったばかりの取り組みなので、
今後もより良いものとなるよう取り組んでいく。

○ ① 地域福祉

成田議員が質問した湊の学校給食運搬業務につい
て詳しく伺いたい。

学校給食の運搬業務を民間委託し、契約する際入
札を行っている。入札の予定価格に関する課題に
ついて質問した。

○ ① 学校給食

湊地区では、学校給食運搬業務について、将来地
元で行うことも考えていきたい。

ご意見として伺う。
○ ② 学校給食
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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

湊地区を通る国道294号全体が傷んでいる。下馬渡
の熊野鼻から刈上場までの区間の道路が沈んで西
側に傾いている。融雪の水の出が悪く、雪が消え
きれない。除雪車がきても、水を含んだ重い雪が
家の前に残され、片付けるのに苦労する。さら
に、朝になるとそれが氷の塊になり大変である。
県の担当者に何度か「水をださないでくれ」と電
話をしたが、特に対応はない。「誰のための除雪
なのか。住民の利便性のための除雪であって、業
者のための除雪であってはいけない」ので、きち
んとしていただきたいと思う。
四ッ谷バイパスについて、ルートが決定したと県
から示されたが、いつできるのか示されていな
い。同じ国道294号でも高坂の隣の郡山市の地区な
どは、融雪をやめて側溝を整備し雪捨てもできる
ようになっている。道路の整備や雪対策など抜本
的な対策をしてほしい。

県への要望として伺った。

○ ③

後日調査し、事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に掲載）

道路

雪害対策

湊地区では、高齢者宅の支援として社会福祉協議
会で行っている除雪ボランティアに積極的に取り
組み、現在は16町内会中12町内会で行われてい
る。除雪活動助成金に10万円の上限枠があるが、
20回から30回活動すると、大きい集落は上限を超
えてしまう。上限枠をなくしていくような働きか
けをお願いしたい。

調査し、後日、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に掲載）

雪害対策

昔から要望されている、背あぶり山にトンネルを
通していただけるよう進めてほしい。

会津若松市は毎年継続して、県への要望事項の一
つとしてあげている。 ○ ① 道路
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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

超高齢化で地域がなくなる心配もあり、できるだ
け地域を守っていきたい。空き家を借りられる状
況まで改装し、空き家を利用して人を呼びたい
が、空き家を借りる側や、買う側の支援はあると
聞いているが、持ち主への支援があればよいと
思っている。

調査し、後日、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後処理報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に掲載）

防災・安
全
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○　地区別テーマでの意見交換について

湊地区ではＩＣＴを活用した事業が行われている
ことから、ＩＣＴを活用した地域づくりをテーマ
とした。皆さんが今、実際に取り組んでいる、み
なとチャンネルやみなとバスなど利用してどう感
じているのか、皆さんからお話を伺っていきた
い。

前段、概要を話させていただく。湊地区は平成
29、30年度までＩＣＴを活用した中山間地域づく
り事業、実証事業を行っている。生活支援システ
ムとしてみなとチャンネルもスタートし、全体の
８割の世帯に設置された。また、平成29年10月か
ら、電気自動車を使った地域内交通実証運行事業
が進められている。今日も５～６人の方が利用
し、多いときで10数人の利用があり、車を運転し
ない方の公共交通として順調に進められているの
で、こういったことについて皆さんからのご意見
をいただきながら、より良いものにしていきたい
と思っている。湊地区地域活性化協議会の各担当
から課題の提起をさせていく。

○ ②

みなとチャンネルは、ＡＤＳＬで速度が遅く課題
もある。光回線にするには利用率が増えないと難
しい。市からの補助があれば整備が可能ではない
か。若い人たちの定着のためには、光回線が必要
である。

意見として伺う。

○ ②

→　ＩＣＴを活用した地域づくりについて

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 →　ＩＣＴを活用した地域づくりについて

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

現在のみなとチャンネルは情報発信が主だが、み
なとバスの予約や、民生委員・児童委員や遠くに
住む家族とつなぎ、ひとり暮らしの見守りをする
こともできる。また、直接病院とつなぎ、在宅医
療も考えられる。さらに、定点ウェブカメラを
使って道路状況を確認するなどの活用も考えてい
る。アイディアはあるが、光回線でなければ対応
が難しい。
現在の諸費用は補助金等でまかなわれいるが、今
後は決まっていない。市を通し、関西ブロードバ
ンド株式会社と今後の利用料について検討してい
ただいている。

西会津では、各家庭にケーブルテレビが設置さ
れ、月1,500円の利用料で活用されている。（事例
を紹介）

○ ②

みなとバスも今は無料だが、補助がなくなってか
らが大変だ。

情報システムやみなとバス等は生活していく上で
必要なもの。補助金の課題もあるが、継続してい
くために、議会としても考えていきたい。

○ ②
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湊地区湊地区湊地区湊地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．戸の口原古戦場の管理に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　戸の口原古戦場跡地を地域で昨年から手入れしている。しかし、古
戦場跡地の桜の木が数本伐採されており、市に問いあわせると、ＮＰ
Ｏ法人が桜を植える事業で古戦場跡地を整備するために行ったと伺っ
た。古戦場跡地を訪れる人は静かに祈る人もいる。今後どう管理して
いくのか。道路維持課の管轄とのことだが、文化課で管理してはどう
か。

【事後処理結果】
　５月17日、市道路維持課に伺った。
　「この土地は、道路部分と古戦場記念碑建立地が公簿上、筆界未定
となっていることから、道路部分と合わせて道路維持課の行政財産と
なっている。現在この土地は、道路財産となっているため、道路とし
ての機能上の管理であり、文化財、観光資源としての管理は行ってい
ない現状である。今後この土地の道路部分と記念碑建立地部分を分
割、筆界未定を解消し、この土地をどのように管理、活用できるか検
討していく。」との回答があった。

２．国道294号の道路整備と
融雪について（原地区）
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　湊町原地区の国道294号の路面が陥没している。水たまりができ、大
型車が通るたびに周辺の家は揺れる。数年前、一部改修されたまま、
その後の進展はない。融雪のための散水装置が一部水が出ない。今
年、会津若松建設事務所に改善を要望してきたが、今後の整備予定を
伺いたい。

【事後処理結果】
　５月15日、市道路維持課に伺ったところ、「市の道路部局から県の
道路部局へ申し伝える。」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
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湊地区湊地区湊地区湊地区

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．国道294号の道路整備と
融雪について（四ッ谷地区）
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
・湊町を通る国道294号全体が傷んでいる。今後の整備予定について。
・国道294号四ッ谷地区の雪対策。（同じ国道294号でも高坂の隣の郡
山市の地区などは、融雪をやめて側溝を整備し雪捨てもできるように
なっている。現在融雪の水の出が悪いところがあり、消えきれない雪
が残り困っている。今後融雪装置を修繕していくのか、別の方法で除
雪対策をしていくのか、方向性も含め伺いたい）
・四ッ谷バイパスの今後の整備予定。
以上の３点について伺いたい。

【事後処理結果】
　５月15日、市道路維持課に伺ったところ、「市の道路部局から県の
道路部局へ申し伝える。」との回答があった。
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湊地区湊地区湊地区湊地区

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．除雪ボランティアについ
て
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
湊地区では、高齢者宅の支援として社会福祉協議会で行っている除雪
ボランティアに積極的に取り組み、現在は16町内会中12町内会で行わ
れている。除雪活動助成金に10万円の上限枠があるが、20回から30回
活動すると、上限を超えてしまう。上限枠をなくしていくような働き
かけをお願いしたい。

【事後処理結果】
　５月15日、社会福祉協議会で話を伺ってきた。
　「この事業の目的は、ボランティア活動の組織化及び地域のネット
ワークづくりのために、助成金を交付し支援させていただいている。
除雪ボランティア（玄関先から通路まで１回につき400円助成）につい
ては10万円が上限となっている。間口除雪（除雪車通過後の間口除
雪、１回につき250円助成）については上限はない。質問の上限枠につ
いて、現在変更の予定はない。
　なお、社会福祉協議会では、地区社協の組織化に向けて取り組みを
進めており、市民との意見交換会に出された除雪について湊地区全体
の課題であると考えられることから、課題解決に向け、地域の方々と
一緒に検討していきたいと考えている。」との回答があった。
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湊地区湊地区湊地区湊地区

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．空き家の持ち主への支援
について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　空き家を借りられる状況まで改装し、空き家を利用して人を呼びた
いが、空き家を借りる側や、買う側の支援はあると聞いているが、持
ち主への支援があればよいと思っている。

【事後処理結果】
　空き家の持ち主への支援事業が今年度から開始予定でしたので、５
月15日危機管理課にて、平成30年度予算に計上された「空き家等改修
支援事業補助金」について伺った。
　「この事業は、地域の活性化に資する目的で空き家等を利用される
場合や、市外から空き家等に移住される場合に、必要とされる改修工
事に係る費用の一部を補助する事業で、補助対象者は、当該空き家等
の所有者または賃貸もしくは購入をした方となる。補助金額は、対象
工事経費の２分の１以内（限度額あり）等予定されている。なお、今
年度から新しく開始する事業で、詳細な内容について６月頃公表予定
となっている。」との回答があった。
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