
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（（（（大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区））））

 参加人数：男性10名、女性０名、合計10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
　　区長が変わり除雪、排雪、堰の課題や問題について、過去の事例として再度意見が出された。特に第11回市民との意見交換
　会で大戸地区に提出した資料を再度報告することで整理をした。

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
　　・「大戸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
　　・「空き家」の問題で、意見が出された。特に行政に期待する意見や要望が出され、現地調査を行ったところである。
　　・現地調査では空き家問題を解決した地区の上雨屋地区と、課題や問題を抱える大豆田地区で地区役員の方々から説明を受
　　　けた。

 開催場所：大戸公民館

 開催地区：大戸地区  開催日時：平成30年５月７日（月）　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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光回線があるのであれば、ＮＴＴの社会資本整備
に貢献していただくことができないのか。電気は
希望があればどこでも利用できるようになってい
る。

現在ＮＴＴは、個人向けの光回線については整備
しないとの考えを聞いている。芦ノ牧温泉に光回
線によるWi-Fi設置について説明する。ＮＴＴは法
人向けの光回線と個人向けの光回線を埋設してい
る。大戸地区には、法人向けの光回線はあるが、
個人向けの回線はない。今回の工事では、関西ブ
ロードバンド株式会社がＮＴＴの法人向け光回線
を借りて設置したと伺っている。今後は、接続方
法について改良し、順次整備する考えがあること
を聞いているところである。議会は、大戸地区の
まちづくり全体を見据え、光回線の設置に向け、
行政と事業者に対して働きかけていく。

〇 ① 通信

インターネットをなぜ光回線にするのか議論すべ
き。私はＡＤＳＬでも良いと考える。転送が早
く、画像が見えるだけで良いです。光回線の目的
を明確にして、本当に必要な環境づくりを行うの
であれば理解する。目的をはっきりすべき。光回
線を使い、大戸地区で何を行うのか。農業や観光
の誘致であれば理解する。

意見として伺う。

〇 ② 通信

○　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

平成30年度予算のうち、歳出の民生費が増加して
きた理由について生活保護受給者が増えているか
らか。

主に社会保障制度の充実に向けた法整備が進み、
高齢者の後期高齢者医療制度、介護保険制度、障
がい福祉サービスなどの事業が増えてきたことに
よるものである。
生活保護受給者や高齢者が多く、約1,500世帯、約
1,900名いる。理由は、年金収入だけでは暮らせな
い、無年金世帯が多いなどである。当市の生活保
護受給者の全体数は、県内の保護率の中で最も高
く、市民の暮らしが厳しい。市がきちんと保護を
しているということであるが、深刻な問題意識を
持っている。政策討論会第２分科会のテーマとし
ても取り上げている。

〇 ①
財政

社会福祉

生活保護の申請や年１回の申告について、見直し
があるのか。

まず、生活保護申請時に審査され、その後は最低
でも毎年１回は報告事項を提出して審査を受けて
いる。また、国会では生活保護費減額の見直しに
ついて審議している。

〇 ① 社会福祉

両親が高齢者で、入居希望施設は順番待ちの状態
である。本市でも親の介護のために仕事ができな
い、働けない方が多くなっている。我々はもう少
し頑張れるが、数年たてば、介護を自宅でできな
い状況になると考える。地区で、働きたいが両親
の面倒をみるために働けない世帯が増えている。

高齢者の問題は深刻である。第７期介護保険事業
計画の策定時に地域別のアンケートを行った。そ
の結果、高齢者率や生活の現状について分かって
きた。特別養護老人ホームは、働く方が足りなく
なって、定員割れで推移している。高齢者福祉を
充実させるために文教厚生委員会で議論してい
る。

〇 ② 高齢福祉
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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

空き家についてであるが、集落全体で69世帯ある
中で、空き家が９軒、そのうち朽ちているものが
３軒あり、迷惑物件、ゴミ捨て場になっている。
市の危機管理課が窓口になり相談に乗っていると
思うが、ごみ屋敷の実態の段階で市のモデル事業
を行えないか。解体や更地にするなどの強制執行
制度を行っていただきたい。所有者は地元にいな
い。議会で打開方策を示して欲しい。

危機管理課に物件の相談は行ったのですか。
（行っている。）現場を確認し、後日、事後報告
する。皆様にお聞きしますが、集落で空き家につ
いて解決した事例があれば教えてください。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11、12、13
に記載）

防災・安
全

空き家対策は、上雨屋地区に６軒あるが、持ち主
の方と連絡が取れない方はいない。問題の空き家
は、持ち主の方と協議して解体処分できた。解決
に向けては、地区全体で対応し、持ち主の方と話
し合わないと解決できないのではないか。空き家
の問題解決に向けて、問題を共有して集落全体で
話し合いを行い、できなかったときは行政に働き
かけるべきと考える。

ありがとうございます。現場を確認させていただ
く。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

防災・安
全

学校の児童・生徒数が少ない。空き家を売りたい
ので紹介してほしいとの要望があり紹介したが、
土地が広すぎて購入できない。若い人は大きい屋
敷は要らない。住宅を建築していただき、住んで
いただければ若者が増え、子どもも増えるので、
議員に考えていただきたい。若者に対する補助を
行っている自治体がある。家の建設費用や、土地
購入の補助がある。具現化してほしい。

意見として伺う。

〇 ②
防災・安

全
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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

国道118号についての問題であるが、国道が冠水し
て通行できない事例があった。国、県、市の担当
者が来て対策をとっていただいた。ふるさと農道
のおかげで、迂回路ができた。除雪や安全上の問
題がある。国道のバイパス化について考えていた
だきたい。

ふるさと農道の除雪については建設委員会で協議
している。現状ではできないとの判断である。地
域高規格道路会津縦貫南道路についての協議は
行っている。 〇 ② 道路

国道118号の上三寄香塩地区から同南原地区までの
歩道両側の除雪について、県は、除雪機が歩道に
入らないので除雪していない。南原地区から会津
児童園までの歩道の除雪を要望したい。要望箇所
の中には空き家がある。

通学路の確保、特に冬季間の通学路の確保につい
て働きかけたい。

〇 ① 雪害対策

除雪について、自家用の除雪機が増えてきてい
る。自分の家の前の歩道を除雪し、その後自宅の
除雪をしていたが、最近は高齢になりすぐに除雪
ができなくなり、通学した後に除雪するように
なってしまった。会津児童園からヤマザキショッ
プまでは私の除雪車で除雪している。大戸小学校
の校長から区長に歩道の除雪についての要請が
あった。県に要望し除雪機械を持ってきたが、狭
い場所は困難であった。

狭い場所の歩道についての除雪について持ち帰り
参考にしたい。

〇 ① 雪害対策

闇川堰の管理についての問題がある。一人では現
場に行くなと声をかけてきた。土地改良区の問題
であるが地元で対応しなければいけない。

第11回市民との意見交換会で大戸地区に報告書を
出している。冬の雪捨て場と水量の確保の問題
と、春から秋にかけての農業の水量確保の２つの
課題であった。議会として整理した事項でもあり
ますので資料で報告します。

〇 ③

資料で、事後報
告する
（別紙資料Ｐ15
に記載）

農業

市道のセンターラインや横断歩道の白線が劣化
し、区別ができなくなってきている。改修を進め
ていただきたい。

要望は近年多くなっている。補助事業で行ってい
るため、優先順位をつけて実施している状況にあ
る。学校周辺について、対応できない場所もある
ことから予算付けを要望したい。

〇 ① 道路
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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た。４月26
日・27日に大戸地区の保育所、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
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

大戸小学校は人数が少なく、全校児童は約50名で
ある。少人数で不安と考える方もいるが、活発な
学校運営がなされている。例えば、緑の少年団活
動などである。先生は全校児童全員を把握してい
る。そのため学年を超えて丁寧な指導をしていた
だき、学ぶ場として良いと感じている。一方で
は、父兄の数が少ないので運動会、行事などに支
障が出てきている。関われる親の数が少ないた
め、勢いがなくなってきている。そのため小学校
の運動会と地区の運動会を合同で開催し、地区と
体育連盟などの連携で運営がスムーズにいくよう
になった。運動会は、地域の方々の参加と運営に
より、子どもたちにも良い面が出ていると感じて
いる。

〇 ②

→大戸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 →大戸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

子どもと地域との連携として公民館を通じ、子ど
もと地域とつなぐ活動ができてきている。 〇 ②

２、子どもの遊び場、学ぶ場について

遊び場については、自分が子どもの時は、山、
川、神社などで遊び、公民館では遊んでいなかっ
た。今の子どもたちは、平日、休日ともに公民館
に集まり活動している。他の場所は、思いつかな
い。また、公民館に講堂（体育館）があるので遊
びやすいと言っている。

〇 ②

子どもたちに対する環境の問題であるが、特にク
マの出没など川、山に行けなくなってきた。地域
高規格道路会津縦貫南道路が整備されれば、さら
に危険が増すのではないかとの危惧がある。

〇 ②

大戸の子どもについて考えてきた。若者がいな
い、子どもがいない。私は子育てについて、良い
提案内容を持っていない。自分の孫も近所に遊び
相手がいないため、公民館に行き遊んでいる。

〇 ②

子どもの公民館の利用は良いが、遠い地区の子ど
もは、公民館で遊んだ後の帰宅の問題が出てきて
いる。交通の利便性の確保がないと公民館で遊べ
ない。通勤、通学などの交通の利便性の確保の問
題。過疎地の多様な交通サービスがあれば良い。
過疎地の交通網整備が必要と考える。

〇 ②

３、地域別の子育てについて
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○　地区別テーマでの意見交換について →大戸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

会津児童園があることで小・中学校が維持できて
いると感じている。児童・生徒数が減少して、他
地区との統合学校のことが頭をよぎる。大戸地区
の小・中学校は単独で維持できると聞いている
が、これからは、地区と小・中学校でどのように
活性化させていくのか考えなければいけない。

〇 ②

若者の定住に向け大戸地区に公共住宅の建設がで
きないかと話をしているが、大戸地区ではできな
いと聞いている。また、大戸地区に住み続けるこ
とのできる政策が必要で、交通環境の整備、イン
ターネットの環境づくりが必要である。先日イン
ターネットの事業者説明会があった。市中心部と
のインターネット環境レベルの差を感じる。ＡＤ
ＳＬ回線では、画像データ通信速度の安定感がな
い。

〇 ②

４、地域で育てる子どもの環境について

光ケーブルが入っている小・中学校では、画像
データの通信回線の環境が良いが、大戸地区全体
には整っていない。画像データの通信回線の環境
によって、今後の子育てや仕事への影響が出てく
るのではないか。むしろ、すでに出ていると感じ
ている。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →大戸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

環境はクマが出るくらいで自然に囲まれている。
まちの活性化には、若者や高齢者と学校の連携が
必要だと考えている。取り組み事例として、昨年
から小学校でお花見給食が始まった。今年は多く
の高齢者に参加していただくよう広く呼びかけを
行った。高齢者は手弁当で、子どもたちは、お花
見給食を準備して開催された。

〇 ②

地区の方が子どもたちに対して良くしていただい
ている。運動会は町民運動会と小学校の運動会を
別にして開催したが合同で運動会を開催すること
になり良くなった。

〇 ②

大戸小学校及び大戸中学校の児童・生徒数の減少
問題については、区長会と小中学校で話題になっ
ている。この話題の中の一つとしては、遠距離通
学の問題や不登校児童の受入れがある。もう一つ
は、会津児童園の関係もあり、児童・生徒の確保
が必要であると話をしている。教育委員会との関
係でうまくいっていない。関心がないのか。教育
委員会の内部の問題について聞きたい。

大戸小学校は全校児童が約50名であるが、今年度
は５名の児童の入学であった。不登校で悩んでい
る児童がいる。市議会の中では、越境通学につい
ての具体的議論がされていない。文教厚生委員会
に報告したい。 〇 ①

総務委員会ではまちの全体像として、小中学校や
地域の活性化について討論、質疑している。調査
先の日立市では、中山間地区の児童・生徒の減少
について、地域の活性化を含め議論し、中心部か
ら児童・生徒が公共交通を使い通学している事例
を見てきた。まちの活性化に向け、学校の統廃合
だけを見るのではなく、地区全体の活性化のあり
方についてこれからも協議していく。

9



○　地区別テーマでの意見交換について →大戸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

地区では空き家対策をしており、空き家を貸して
も良いという方がいる。空き家でインターネット
環境を整えることで、空き家対策ができ、若者が
定住できる環境もできるのではないか。

危機管理課で空き家対策を行っている。空き家の
活用よりも景観や、危険な状態についての対策が
中心になっている。これからは空き家の積極的な
利活用における計画づくりを検討している。その
内容は、利活用可能な空き家を地域の福祉関係の
サロンとするような内容である。空き家を危険な
場所のままにしておかないような問題提起を行っ
ている。

〇 ②

若者を呼び込むための公営住宅は建設できるの
か。底地の問題でできないのではないか。

公営住宅の建設は可能ではある。例えば、市長公
舎をオフィスとして貸して企業誘致を行ってい
る。市の支援により取り組まれている。

〇 ①

大戸地区は高齢者が多い。カルチャー教室を大戸
地区の空き家で行うことで子どもや若者との交流
が生まれる。

公営住宅のことについては、政策討論会第４分科
会で検討を行っている。城前団地の減築や今後の
新規建設はもとより、全市における公営住宅の建
設について議論を進めている。

〇 ①

大戸地区への若者の定住に向け、空き家を行政が
借りて、貸し出す制度ができないか。

可能であると考えるので所管委員会で研究してい
く。 〇 ①
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．空き家について
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　空き家についてであるが、集落全体で69世帯ある中で、空き家が９
軒、そのうち朽ちているものが３軒あり、迷惑物件、ゴミ捨て場に
なっている。市の危機管理課が窓口になり相談に乗っていると思う
が、ごみ屋敷の実態の段階で市のモデル事業を行えないか。解体や更
地にするなどの強制執行制度を行っていただきたい。所有者は地元に
いない。議会で打開方策を示して欲しい。

【事後処理結果】
　５月11日現地を大豆田地区の区長はじめ役員の方と朽ちた３軒を調
査した。
　①は、国道と市道に隣接した不動産会社が管理している空き家
　②は、国道に面した地元の方が所有する空き家
　③は、国道から西に入る一堂に面した空き家
①は、屋根とガラスが割れ動物が住み着いている。②は、所有者が別
の場所に家を建て引越しした後、屋根が空いていて生活用品もそのま
まの空き家。③は、持ち主は市外に出ていて高齢者のため第３者に管
理をお願いしている。夜間街灯がないためか廃材が捨てられている。
　現地で役員の方と話をして、どのように進めていくのか現地の役
員、４班の議員、担当所管課が話し合いの場を持つことで合意をして
きた。今後は、４班で関係者と調整して話し合いの場を持つことにし
た。後日、話し合いの内容を報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．空き家について（つづ
き）
　　　　　　　　（Ｐ４）

2

大戸町大豆田地区の朽ちている空き家

OpenStreetMapの貢献者

1

2

3
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．空き家について（つづ
き）
　　　　　　　　（Ｐ４）

3
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大戸地区大戸地区大戸地区大戸地区

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．空き家対策が良好な地区
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
空き家対策は、上雨屋地区に６軒あるが、持ち主の方と連絡が取れな
い方はいない。問題の空き家は、持ち主の方と協議して解体処分でき
た。解決に向けては、地区全体で対応し、持ち主の方と話し合わない
と解決できないのではないか。空き家の問題解決に向けて、問題を共
有して集落全体で話し合いを行い、出来なかったときは行政に働きか
けるべきと考える。

【事後処理結果】
廃屋になった小屋の撤去について地区全体で協議し、持ち主の方に役
員が連絡し更地にしていただいた場所を案内していただいた。

大戸町上雨屋地区の空き家対策がうまくできたところ

④ 白い枠内が撤去した場所

OpenStreetMapの貢献者

４
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第 11 回市民との意見交換会・第 3 班大戸地区のまとめ 

 

 

 

水源 九ノ沢川 水源 九ノ沢川 水源 闇川 

（水量少ない） （水量多い） （水量確保で苦労） 

 

至 門田地区 121 号国道          至 芦ノ牧 

 

 

  

南原地区 香塩地区 大豆田地区 

（歩道が片側） （歩道両側） （歩道両側） 

 

1、現地調査 

 ・国道 121 号の現状把握 

  国道 

  歩道 

  水路とグレイチング 

 

 

 

 

 

 中心市内の流雪溝のような構造 

 

 

 

第 11 回市民との意見交換会で大戸地区から寄せられた 121 号線歩道

の除雪について問題解決に向け 4 月 2 日 17 時 30 分から小山・区長会長

と 3 地区（大豆田・香塩・南原）新旧区長さんで現地調査と意見交換を

行い、4 日 13 時から堰の取水口の現地調査を行った 

1、2 の項目は、意見交換会で出された問題とその整理に向けた考で、

3 は、その解決に向けた話し合いの経過、４は、第 3 班のまとめであ

る。 
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 歩道が狭くすぐそばを車が通る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 香塩と大豆田地区の排水合流地点 手ですぐに開けられる構造 

  

2、11 月の意見交換会の現状 

 ・除雪における水路と水利権について 

  課題 流雪溝の設置でない 

     水利権の関係 

     導水と管理 

 

 ・ハンドロータリーによる除雪（県委託事業の可能性） 

  課題 除雪による排雪の場所 

     県から市に委託し、その後地元の受け入れ 

     継続 

 

 ・ハンドロータリーによる除雪（市補助金による購入） 

  課題 除雪による排雪の場所 

維持管理、配置場所、保険関係 

     継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

左から小山・区長会長、千葉・前大豆田区長 

小澤・大豆田区長、小澤・香塩区長、佐竹・南原区長 
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 第 3 班のメンバー 

3、今年度の改善に向けての意見交換 

○現状と望ましい除雪方法 

・闇川堰の関係、中央土地改良区と上三寄地区で行っているが、冬季間の水管理

は、大豆田で行っている（大豆田） 

・昨年中の水管理はうまくいった、大雪のときは除雪がうまくいかない、高齢者

が多くなり、歩道の除雪が困難になる、芦ノ牧方面からヤマザキショップまで

県で除雪していただける（大豆田） 

 

・小学校から歩道の除雪依頼が地区に降り実施している、また、県にお願いし今

年は、1 回だけ除雪を行っていただいた（3 地区） 

 

・県は歩道の除雪を集落内は行わない、歩く歩道は、地区で対応するしかない。 

水路の水量確保は、農業用水を確保するためにつくられた 380ｍのトンネルを

利用して確保している。堰の取水口から県で施工したトンネルに導水するが、

古い堰の一部を利用したトンネルで水量調整を行っている。問題は、その出口

付近が崩落し水量調整が今後できるのか、また、水の確保が困難になっている

ことで、今後もトンネルの崩落が予想される（大豆田） 

・岩がもろいので、不安がある、人足ができない状況である、足場確保が問題で

ある（大豆田） 

・中央土地改良区との関係、以前は堰を地域で管理していた。そのため冬季間は、

今でも地域管理（大豆田）が続いている。 

 

・流雪溝があれば、除雪は楽である、歩道の除雪、ハンドロータリーでは俳雪す

る場所が無い（大豆田･香塩） 

 

・ドカ雪のときの対応が取れない、現状は、集落内で協力して歩道の除雪を行っ

ている（3 地区） 

・若い人がいない、流雪溝を利用し誰が除雪を行うのか（大豆田･香塩） 

・国道の歩道の除雪体制、誰が行うのか、除雪場所の優先順位、人が歩かなくて

も大型のロータリーが入ることのできる幅があれば実施している。幅が狭い

が人が歩く歩道は除雪しないのはなぜか、疑問である（3 地区） 

・南原地区は、歩道は片側だけなので除雪は楽である、水路は浅く水量が多いと

あふれて家に入ってしまう。国道の雪の排雪を優先してもらいたい。そのこと

で歩道の除雪が可能である。歩道は、現在各世帯で対応している 

・南原地区の問題。堤の水は冬季間水量を溜めている。そのため水路には流せな
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い。歩道の除雪は、流雪溝の対策ではなく、国道の排雪を解決する必要がある 

４、まとめ 

○地区で除雪できなくなってきた対策をどのように行うのか（第 3 班の感想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堰の取水口         維持管理のため古い堰の上を歩く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水量を調整するトンネル上の崩落    取水口の掃除のためここを歩く  

 

○管理と水利用のルール、本来の管理、農繁期と冬季間について整理する必要が

ある（第 3 班の感想） 
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○現状から見えてきたこと 

・大豆田・香塩地区内の歩道の側溝は、会津若松市で施工した流雪溝のような蓋

が開き、狭く深い構造でできている、そのため水量が一定程度あれば雪を流せ

る 

・ハンドロータリーで除雪を行えば、排雪する場所の確保が必要となる 

・高齢化が進み、60，70歳でも出来るのは、雪を側溝に捨てること 

 

○課題解決に向けての整理 

1、除雪の問題、課題は、3 地区（大豆田・香塩・南原）で違う、一致している

のは高齢化が進む除雪が以前のように行えなくなってきたこと 

 

2、大豆田地区 

・歩道は両側にある、水源は、闇川堰だが、水量確保のために地元で冬季間管理

することになる。そこでの問題は、命に係わるような大変危険な通路を利用し

管理しなければならないこと 

・これからの課題として、水路に雪を捨てるための水量の確保と維持管理を誰が

行うのか、堰の管理を行う中央土地改良区、農業用水確保のためのトンネル工

事を施工した福島県、そして会津若松市と地元が協議して整理しなければな

らない 

・廃屋になった家、住んでいない家、高齢者の家の前の除雪 

 

3、香塩地区 

・歩道は両側にあり、水源は九ノ沢川、水量は十分に確保できる。課題としては、

冬季間、除雪のために側溝を流雪溝として利用するためには、水量を確保す

る必要がある。そのため、4 月 4 日改めて千葉前区長と小澤区長に同行して堰

の取水口までの現地調査を行った。 

現在、冬季間の水量確保のために、古い堰を埋め立て道路として利用し、取

水口まで徒歩で向かうことになるが、途中切り立つ道、鎖やワイヤーで安全を

確保している。（冬季間は除雪されていない、道なき道） 

近年、手で触ると崩れてしまう岩、道の底が崩落して補修している箇所、水

量を調整するためのトンネル出口の崩落などおきている。 

このような状況の中で地域の住民で、今後も維持管理することが果たして良

い事なのか整理すべきと考える。 
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冬季間一部で凍結しあふれてしまうための管理方法 

・廃屋になった家、住んでいない家、高齢者の家の前の除雪 

 

4、南原地区 

・歩道は、山側の片方だけ、水源は九ノ沢川であるが、水量は少ない 

・課題は、歩道の除雪については、地区でできる、国道の雪が歩道に押し上げら

れ、硬い雪の塊のために除雪が困難になること、そのため国道の除雪、排雪を

行っていただきたい 

 

第 3 班は、大戸地区の意見交換会で出された国道 121 号に面した大豆

田・香塩・南原地区の除雪問題を通して、少子高齢化社会が進み、これま

で集落単位に行われた地域を守る様々な活動が困難になってきたことを改

めて知らされた。 

これからどのように現状の課題を整理し次につなげる事ができるのかさ

らに意見交換を行い、改善に向けて進むことが必要であると認識したとこ

ろである。 


