
参加人数：男性８名　女性１名　合計９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
　　・議員定数に係る議論はあまりなされなかった。
　　・庁舎整備や県立病院跡地の利活用についての質問があった。
　　・整備要望を出していた側溝で事故が起きてしまったので、早急に対応して欲しいとの要望があった。

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
　　　除雪対策とコミュニティバスの運行について
　⑵　テーマの理由、背景
　　　城北地区にはせまい道も多く、除雪排雪問題は大きな課題となっている。また、金川町田園町では、交通空白地帯へのコ
　　ミュニティバスを住民主体の運営協議会を立ち上げ運行するという先進的な取り組みが行われている。
　⑶　主な地域課題
　　　主に除排雪について要望や意見があった。

　

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（（（（城北地区城北地区城北地区城北地区））））
開催地区：城北地区 開催日時：平成30年５月９日（水）　　18時00分　～　20時00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

開催場所：城北コミュニティセンター
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広報議会の神指分館の陳情取り下げの件で、神指
分館は廃止にする予定だった。毎年分館を公民館
に昇格してほしいとの要望が上がるが、今までの
経緯を理解しているのか。

今回の要望は湯沸室を調理もできるよう広げてほ
しいというもので、地区と行政が協議し、新たに
増設するのではなく、押し入れ部分を改装する形
で方向性が決まったことから、陳情の取り下げと
なった。公民館昇格の要望は今後も地区と行政の
協議の中で検討されていく。

○ ① 生涯学習

ICTオフィスの入居状況は。会津大学生の流出軽減
につながるのか。

現在、大手企業や地元企業含め９社、約360名程度
の入居が内定している。会津大学生の流出を防ぐ
ためにもしっかり審査していく。

○ ① 企業誘致

ICTオフィスは市で運営するのか。 複数の民間企業で立ち上げた会社が運営をしてい
く。 ○ ① 企業誘致

除雪に関して会津道路メンテナンス協同組合にど
のくらい委託しているのか。

会津道路メンテナンス協同組合とは市が排雪を委
託している組合である。今後、土地勘や除雪経験
が豊富なので、除雪排雪の一括委託などについて
も議論検討していく。

○ ① 雪害対策

市の新庁舎について、本当に今の狭い場所でいい
のか。災害時に対応できるのか。しっかり市民に
説明してから進めてほしい。

議員間でも意見は分かれているところだが、第７
次総合計画の中でも示されており、議決もされて
いることから現庁舎を中心に進められている。今
年度は基本計画が策定される。

○ ① 行政

県立病院跡地はどうなるのか。 平成31年度に取得できるように、これから利活用
方針が決められていく。 ○ ①

まちづく
り

議員定数の件で、類似団体都市における住民一人
当たりの報酬月額が５番目に高い。定数を削減す
べきである。

意見として伺う。

● ②
議員定数

議員報酬

※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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※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

市政だよりを配る際、同時に配る資料が多い時が
ある。簡素化し、資料を減らしてはどうか。

どういった紙面だと見やすいかという研究も進め
られているところだが、お伝えしたい情報も増え
てきている。貴重な意見として伺う。

○ ② 行政

市政だよりには大事な情報が詰まっており、省略
することなく発信して欲しい。読みやすい紙面に
することが重要である。

意見として伺う。

○ ② 行政

外国人観光客は増えているのか。統計はとってい
るのか。

外国人観光客は年々増えてきている。観光統計は
ホームページでも紹介している。 ○ ① 観光

生活困窮者対策とあるが生活困窮者とは。 定義は難しいところだが、生活保護世帯に至る以
前の生活に困窮されている方を想定している。 ○ ① 社会福祉

国民年金の収入だけで生活している高齢者がいる
が、資産があるために生活保護を受けられず、生
活に苦しむ方がいる。

生活保護世帯はある程度安定した生活を保障され
ているが、家や車などの資産を持っている低所得
者は、維持経費はかかるが収入が増えるわけでは
なく、家計を苦しめている現状があるので、それ
らを課題と捉え、委員会で調査研究を進めてい
る。

○ ① 社会福祉

浅草や日光にはたくさんの外国人観光客が来てい
る。そこからどうやって会津まで観光客を引張っ
てくるのか、具体的な方策は。企画力が足りない
と思う。

本市だけでなく会津地域の17市町村が連携して取
り組んでいく必要がある。現在、17市町村が加盟
する極上の会津プロジェクト協議会と東武鉄道で
協議を進めているところであり、観光商品もつ
くっている。民間の企画力を活用し、外国人誘客
に向け支援していくことが重要である。

○ ① 観光

東山温泉に宿泊した方が廃業した旅館により景観
が悪く、もう来たくないという方が多くいる。ど
ういった対策をしているのか。

市と東山温泉観光協会とくつろぎ宿で三者協定を
結び、旧高橋館については解体作業が進められて
いる。

○ ① 観光
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※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

都市計画道路会津若松駅中町線から西側地域の原
之町町内会（大町一丁目地内）において、４月16
日、高齢女性が心筋梗塞で市道若３－14号線の側
溝へ転落する事故が発生した。このような事故が
２度と起こらないように水路側溝整備を行ってほ
しい。なお、数年前に市建設部道路維持課へ町内
会として要望した経過にある。

現地を確認させていただき、後日報告する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

側溝

観光施策を充実させるより、地元住民のための施
策を優先させるべき。

意見として伺う。
○ ② 行政

学校司書の増員や、図書の充実のための予算を増
額して欲しい。

２月議会で学校司書の配置の予算審査をしてき
た。図書予算については交付税措置されているが
すべてが図書購入に充てられるわけではないの
で、議会としても要望していく。

○ ① 学校教育

図書館で借りた本を公民館などで返却できるよう
にしてほしい。

いたる所に返却ポストのある自治体もあるので、
議会としても研究していきたい。 ○ ① 生涯施設

新聞報道にもあったが、子ども食堂の必要性は。 市は子ども食堂にはかかわっていない。市内には
現在４カ所あり、ＮＰＯ法人や民間によって運営
されている。緊急避難的に整備は必要だが、安易
に整備するのではなく、欠食児童の根本的原因の
解消を併せて行っていく必要がある。
(後日、市の子ども未来基金事業として採択され、
一部支出されることとなった)

○ ① 社会福祉

地域連携活動を補助する事業が総務省で行ってい
るが、市として説明会などは行うのか。積極的に
町内会などにＰＲしてみてはどうか。

説明会は行っていないが市役所で相談いただけれ
ば、国の補助事業についても紹介してくれる。

○ ① 地域社会
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○　地区別テーマでの意見交換について

本日は、テーマである除雪対策とコミュニティバ
スの運行について、皆さんのご意見を伺いたい。

除排雪対策については、子どもたちの通学に支障
もあり、高齢者対策でも除雪ボランティアが集ま
らない状況で、いろいろと不満がある。幅広く除
雪して欲しいが、家を傷付けたくないとの理由か
ら道の真ん中だけ除雪をするので、狭い道がさら
に狭くなってしまい危険である。広く除雪をして
ほしい。

市の委託業者は基本的に保険に加入しているの
で、もし損害を受けた場合は声を上げてほしい。
除雪の効率化を図るために、除排雪に道路のメン
テナンスを含めた一括委託について、調査研究を
進めている。

○ ①

雪溜め場の排雪を速やかにしてほしい。担当課に
言っても予算の関係などですぐには対応してもら
えない。また直営の除雪車は大型で小回りが利か
なく除雪しきれない部分がある。雪国であり今後
さらに高齢化が進むことを考えれば、丁寧な除雪
対応をしてもらいたいので議会からも働きかけて
ほしい。

今年と同じくらいの降雪量の年より予算が増えて
いるのは、排雪を多く行ってきているからであ
り、排雪については対応が改善されてきている。
雪溜め場に雪が多くなった場合は、道路維持課に
連絡していただければ速やかに対応してくれる。
また除雪のオペレーターに伝えるとその情報が共
有できるようになっている。

○ ①

雪溜め場の排雪を速やかにしてもらうことで個人
での除雪もしやすくなる。自分たちで取り組むと
いう思いも必要である。

意見として伺う。

○ ②

コミュニティバスの路線についてはしっかり除排
雪をしてほしい。

意見として伺う。
○ ②

除雪ボランティアが集まらなくなってきているの
でボランティアではなく、対価を支払い、町内な
どに委託することはできないか。また町内に除雪
機械を導入すべき。

地域内分権については調査研究が進められてお
り、除雪機械の購入補助は行っている。

○ ①

→　除雪対策とコミュニティバスの運行について

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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城北地区城北地区城北地区城北地区

件名

１．原之町の水路側溝整備に
ついて
　　　　　　　　（Ｐ４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】

・都市計画道路会津若松駅中町線から西側地域の原之町町内会（大町一丁目

地内）において、４月16日高齢女性が心筋梗塞で市道若３－14号線の側溝へ

転落する事故が発生した。このような事故が２度と起こらないように水路側

溝整備を行ってほしい。なお、数年前に市建設部道路維持課へ町内会として

要望した経過にある。

【事後処理結果】

・５月14日、第２班で現地調査。当該の水路側溝を区長と近隣の方の案内で

現地を確認した。石積みの素掘り側溝で断面の深さも確認した。なお、市道

であるため、市道路維持課で管理していることから担当課から詳細を伺い、

今後の対応を検討する。（下側写真の点線部が転落事故発生地点）

○５月15日、道路維持課から回答

・当該町内会から平成26年９月19日に水路側溝整備の要望があった。具体的

な整備内容はＵ字溝の設置と側溝のふたがけの依頼である。「当該地区は東

西へ一方通行道路であるため幅員は十分に確保できていることから、交通量

や冬期間の除雪の状況を含め経過観察を行ってきた。今回の転落事故を鑑

み、地元町内会や交通安全協会などと協議しながら安全対策を検討する。」

との回答を得た。

[第２班として]

・転落事故が発生したことは誠に残念である。当該地の水路は、冬期間、若

干の水流があることから雪捨て場としても使われている。再度町内会の話し

合いと市道路維持課との協議を具体化し恒久的な対策を求める。
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