
 参加人数：男性　13名、女性　０名、合計　13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起債のあり方：返済のための長期ビジョンが必要ではないか。
　　②材木町児童館のあり方：要望については、町内で意見を集約してほしい。
　　③市営住宅のあり方：外灯費のあり方について考える。
　　④自治基本条例：地域内分権について、早急に進めてほしい。
　　⑤生活困窮者対策と支援のあり方：新たなネットワークづくりが必要ではないか。
　　⑥風評被害対策：産業振興基本条例の策定を進める。
　　⑦汚水対策：対応方法について確認する。
　　⑧おけいの生家の特定：偉人の情報を明らかにする。などの意見があった。

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　「除雪・排雪のあり方ついて」
　　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　　前回、通学路などの除雪の問題が取り上げられており、通学路などの歩道の確保、高齢化による除雪・排雪のあり方の
　　　変化は、地区の課題としても重要である。今回は、特に毎年繰り返されている排雪の問題について取り上げ、体制がどう
　　　なっているのかを確認したい。
　　⑶　主な地域課題
　　　①生活道路・通学道路の管理：体制づくりが必要ではないか。
　　　②雪置き場の管理方法：空き地を雪置き場に利活用はできないか。
　　　③情報集約の方法：きちんと周知してほしい。
　　　④流水溝の管理：水の管理は難しい。
　　地区のさまざまな課題について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、問題の早期解決の方向を探りたい。

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（（（（城西地区城西地区城西地区城西地区））））
 開催地区：城西地区 開催日時：平成30年５月12日（土）　　　18時00分～20時00分

 担当班　：第３班（出席議員） 鈴木　陽、目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉孝太郎　　（欠席議員）　なし

 開催場所：城西コミュニティセンター　
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市の借金が減っていない。返済のための長期的ビ
ジョンはあるのか。よく考えてほしい。

新規市債発行額を元金償還額以下に抑えるルール
に基づいて、起債額を減らしている。特別会計を
含めて、10年で1,100億円から786億円まで減少し
ている。

〇 ① 財政

今後の材木町児童館のあり方について伺いたい。 将来は、解体する予定である。現在、こども保育
課が担当し、警備会社に管理を委託している。今
後の要望などについては、町内で意見をまとめて
もらいたい。

〇 ② 児童福祉

材木町児童館に設置されている投票所はどうなる
のか。遠くなったら行けなくなる。

選挙管理委員会に確認したが、現在、代替の投票
所について検討しているとのことである。 〇 ① 選挙

市営住宅のあり方について伺いたい。材木町団地
は、144室あり、85室が入居している。現在、耐震
性の問題、風呂の有無などの問題があることから
入居募集をしていない。

入居募集をしていないのは、耐震性に問題がある
Ｅ棟だけである。市は平成32年度までの長寿命化
計画終了後、建て替えなどの計画を見直していく
としている。現在の入居者の方からの要望につい
ては、生活に支障等があれば、確認し改善してい
くとのことである。

〇 ① 公営住宅

入居者が増えないので、町内会費が入ってこな
い。11基の外灯費が大変負担になってきている。
外灯費が大変なので、21時以降消灯すると建築課
に言ってきたが回答がない。安全面をどう確保し
てくれるのか。管理者の責任で対応してもらえな
いのか。

市による管理とならないか、要望を伝え確認す
る。

〇 ③

調査調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

公営住宅

自治基本条例の地域内分権のあり方を研究調査す
るとしてから時間が経っているが、進まないのは
なぜか。いつまでかかるのか。早く進めてほし
い。

現在、北会津地区、河東地区、湊地区、金川町・
田園町などで取り組んでいる地域公共交通の取り
組みをモデルとし、整理の仕方を調査研究した
い。地域それぞれにあったやり方を見つけていき
たい。

●
○

①

政策討論
会

まちづく
り

○　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

生活困窮者対策と支援のあり方のところで、アウ
トリーチによる支援のあり方とあるが、アウト
リーチとはどういうことか、説明してほしい。

こちらから、出向いていくということになる。自
分から声を上げにくい方もあり、待ちの対応では
ない。こちらから出向いていくという対応であ
る。

〇 ① 社会福祉

アウトリーチによる取り組みなどは、行政が行う
ことではない。民生委員・児童委員などをもと
に、進めていかなくてはいけない。ネットワーク
づくりをしてほしい。市へ要請して進めていって
ほしい。

民生委員・児童委員の方をはじめ、この間ご尽力
いただいている方も含め、地域の実情にそった新
たなネットワークづくりを進めている。 〇 ① 社会福祉

こういう意見交換会の席に、市長をお呼びするこ
とはできるのか。

あくまでも議会との意見交換会であり、市長をお
呼びする場ではない。市長としては、毎月、市長
室にて、ふれあいの日を開催している。

● ①
意見交換

会

生活困窮者対策について、小中学校では給食費の
未払いの問題がある。合わせて、生活保護受給者
の実態をきちんと把握してほしい。

聞き置くこととする。

○ ② 社会福祉

地域産業について、風評被害は、徐々に回復して
きているが、会津地域への補助は、他地域に比べ
て少ないのではないか。会津地域の復興は遅れて
いるのではないか。議会として、どうとらえてい
るのか。素早く進めてほしい。

農業では新たなブランド米づくり、林業では木材
をどのように利活用するかを検討している。酒、
漆器についても、見本市などを開催し、トップ
セールスも行っている。議会においても産業振興
基本条例の制定に向けた取り組みを進めている。
会津地域における風評対策については、観光が基
幹産業であることから、その点を考慮しなければ
ならない面もある。

○
●

①

地域経済

政策討論
会

オリンパス株式会社の株を、市で購入して応援し
ていくことはできないのか。

特定の企業の株を購入し、利殖するということは
できない。 〇 ① 地域経済
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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

ＪＲ東日本と会津鉄道に相談しているが、陸橋の
下の水路が機能しなくなっている。そのため、汚
水が溜まっており、異臭がする。ＪＲ東日本から
は対応するとの回答があったが、会津鉄道からは
回答がない。市は何もできないのか。お手上げな
のか。

臭いの原因を確認するため、現地調査を実施す
る。

〇

線路の下にヒューム管があるが、県の管轄である
と言っている。市で開発したので、責任を持って
対応してほしい。水が溜まり蚊が発生している。
水が抜けるようにしてほしい。

現地確認を実施する。

〇

３、４年前に、側溝の桝に土砂が詰まってしまう
と市に相談したところ、フラットにして、土砂が
溜まらないようにできるとの回答があったが、そ
れっきりである。どうなっているのか。

現地確認を実施する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

ヘンリー・スネルの子守をしていた「おけい」の
生家はどこか。市は墓参団として、カルフォルニ
アに行っているが、市では生家の場所がわかって
いない。市として調査研究してほしい。

文化課に確認する。

〇 ③

調査し、事後報
告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

文化財整
備

③

調査調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

側溝
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○　地区別テーマでの意見交換について

今日は、除雪・排雪のあり方について、皆様のご
意見を伺いたい。

毎年、繰り返されていが、排雪が一番の問題であ
る。地区の住民の申請がないと動かない。体制は
どうなっているのか。

市道の幹線道路、４メートル幅以上のところは市
が実施している。現在は、私道についても実施す
るようになってきている。市道全長は170キロメー
トルあるので、全ては難しい状況である。排雪場
所は、湯川とせせらぎ川となっている。例えば、
大型ロータリー車とダンプで行うには、予算的に
厳しい状況である。一体でできないかをさまざま
検討している。

〇 ①

歩道の除雪は、田んぼ道のところはすぐに行って
いるが、市内はなかなかできていない。少ない予
算の中で、優先順位をつけて実施してほしい。

学校や公共性のあるところの歩道除雪は優先的に
実施している。

〇 ①

排雪場は、空いているところを借用してはどう
か。空いている場所は多くある。ただし、地主が
貸してくれるかどうかである。

仮置き場の確保には苦慮している。いろいろ情報
をいただいて検討したい。

〇 ②

歩道用の除雪車をどこに置いているのか。学校の
歩道を実施するのであれば、学校敷地内に保管で
きないのか。保管場所から学校まで、エンジンを
かけて移動するので、迷惑である。

要望として伺う。

〇 ②

排雪における契約を民間委託に変えているが、予
算はどうなったのか。ルールが均一ではなく、ク
レームを出したところが優先になっていないか。
苦情があるところから対応するのか。

会津道路メンテナンス協同組合との契約となり、
要望に応えやすくなるよう改善を進めている。道
路維持課に、苦情が毎年、約3,000件ある。特定の
ところだけ優先するようなことはない。

〇 ①

→　除雪・排雪のあり方について

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 →　除雪・排雪のあり方について

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

スマートフォンで情報集約しているのではない
か。ＧＰＳを使用しているということはわかる
が、市民にはよくわからない。ＡＩなどの活用
で、よりデータの有効利用を進めてはどうか。

ＧＰＳの活用で効率化を進めている。苦情なども
データ化している。より有効な利活用を進めた
い。市内には、市の職員が居住しているので、そ
の一人一人が、さまざまな情報を関係部署に報告
することで、問題点がわかると思う。

〇 ①

今年の冬、畑のユキヤナギの生垣の上に、雪を上
げられた。今回は、苦情を言わずに泣き寝入りを
した。

現地確認する。

〇 ③

調査調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

Ｕ字溝があるので、上流から水を流してほしい。
水利権などの事情はあると思うが、土地改良区な
どに話してほしい。

東京電力に水利権があり、課題となっている。昔
からの課題であるが、水門管理などを含め、具体
的に検討しなければならない。難しい問題であ
る。他の地区でも同様の問題がある。

〇 ①

6



城西地区城西地区城西地区城西地区

件名 備考

１．外灯費の負担について
　　　　　　　　（Ｐ２）

２．陸橋の下の水路の管理に
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

【市民からの要望・質問】
　材木町団地の入居者が増えないと、外灯費などが負担できなくなっ
てしまう。管理者の責任で対応してもらえないのか。

【事後処理結果】
　５月14日建築課に確認した。
　建築課より、「他の団地・住宅との関係もあるので、特定のところ
のみを負担するということはできない。外灯をＬＥＤに変更し、電気
料金の負担軽減を図っていただきたい。市としては、外灯の電気代と
して、補助（1,000円）している。」との回答があった。

【市民からの要望・質問】
　陸橋の下の水路が機能しなくなっている。そのため、汚水が溜まっ
ており、異臭がし蚊が発生している。ＪＲ東日本からは対応するとの
回答があったが、会津鉄道からは回答がない。管轄がきちんとわから
ないが、市では何もできないのか。お手上げなのか。
　
【事後処理結果】
　５月14日道路維持課に確認した。
　道路維持課より、「市が整備したものではなく、市民より問い合わ
せがあり一度確認しているが、敷地が県及びＪＲ東日本の所有であ
り、現在、両者に対応をお願いしている。」との回答があった。
  第３班としては、水が溜まり異臭がする状況を早く解決しなければ
ならないと考え、関係機関に対して早急な対応を要請する。
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城西地区城西地区城西地区城西地区

件名 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

処理（対応）内容

３．側溝の桝の改修について
　　　　　　　　（Ｐ４）

４．「おけい」の生家につい
て
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　ヘンリー・スネルの子守をしていた「おけい」の生家はどこか。市
は墓参団として、カルフォルニアに行っているが、市では生家の場所
がわかっていない。市として調査研究してほしい。

【事後処理結果】
　５月14日文化課に確認した。
　文化課より、「市としましては、アメリカ移民日本女性第１号「お
けい」については、会津の歴史的見地から重要な人物と認識してい
る。しかしながら、資料が乏しく、さまざまな説があるところから、
生家を特定できないのが現状である。今後も、引き続き情報収集及び
研究に努めていく。」との回答があった。
  ３班としても、文化課に対してさらなる調査研究を要請する。

　

【市民からの要望・質問】
　３、４年前に、側溝の桝に土砂が詰まってしまうと市役所に相談し
たら、フラットにして、土砂が溜まらないようにできるとの回答で
あったが、それっきりである。どうなっているのか。

【事後処理結果】
　５月14日道路維持課に確認した。
　道路維持課より、「土砂だまりは暗渠（あんきょ）に土砂が溜まら
ないよう維持管理のために設置したもので、水の流れや水路の構造な
どについて現地確認する。」との回答があった。
　３班としては、現地確認の結果、住民が高齢であり、土砂の詰まり
に対応することは難しいのではないかと考えるため、再度、道路維持
課に確認を要請する。
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城西地区城西地区城西地区城西地区

件名 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

処理（対応）内容

５．生垣の上に、雪を上げら
れたことについて
　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　今年の冬、畑のユキヤナギの生垣の上に、雪を上げられた。今回
は、苦情を言わずに泣き寝入りをした。
　
【事後処理結果】
　５月14日道路維持課に確認した。
　道路維持課より、「そのようなことがあれば連絡をいただきた
い。」とのことであった。
　現在、除雪箇所については、事前に、業者と打ち合わせの機会を設
けていることから、第３班としては、除雪における事前協議につい
て、更なる広報をしていくように働きかけていく。
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