
 参加人数：男性１７名、女性４名、合計２１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

　　ICTオフィス（AiCT）の開設に対して、地元に対する費用対効果と今後の定住人口の増加についての質問が出たが、AiCT入

　居企業が求めるのは、ICTやIOTなどの技術・知識を持つ人材であり、ⅠターンやＵターンの若者たち誰でも入居できるわけで

　はない。このことから、市民の思いと市の考えに少しずれがあるような感触を得た。今後の会津大学との連携等により、高校

　卒業後の受け皿となるような、就業場所としてのさらなる整備が待ち望まれている。

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

　　　　光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

　⑵　テーマ設定の理由、背景

　　　　これまでも地域からの要望があった光回線について設定した。また、大戸地区でもイノシシ被害が拡大していることか

　　　ら、全市的に解決の道筋を探るため設定した。

　⑶　主な地域課題

　　①長年の地域からの要望だった、インターネットに接続するための光回線の敷設に対して、一定の道筋が見え、今後のロード

　　　マップを示すことができたが、まだ確定していない部分もある。今後市から詳細な説明が必要である。

　　②鳥獣被害については、罠の設置による駆除では個体数の増加に追い付かないことが予想され、今後は積極的に駆除をしてい

　　　くことにシフトしていかねばならないという意見が多かった。

 開催地区：大戸地区  開催日時：令和元年５月７日（火）　　18時30分～20時30分

 担当班　：第１班（出席議員）　戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、大山享子、高梨　浩、小倉将人　　（欠席議員）なし
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 開催場所：大戸公民館
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ICTオフィスと言うのは会津の人ではなくて、会津

以外から来る人が多いのか。

今年度は会津以外から来た人がほとんどである。製

造業とは違い、特殊な技術や知識が必要で、会津大

学の卒業生の流出を防ぐ受け皿と考えている。今後

の誘致には景気に左右されない業種を考えていかね

ばならない。

○ ① 企業誘致

ICTオフィスの事業はバラ色の将来ではないのか。 ここまでの取組については、一定の評価ができる

が、ICTオフィスに来ている人は単身が多いので、

入居者およびその家族の定住には課題が残る。地方

創生の例として全国的には注目もされている。今後

の課題も含め、議会も注視していく。

○ ① 企業誘致

除雪についてだが、大戸の降雪をどうやって監視し

て出動につなげているのか。監視カメラもあると思

うが、区長に確認してからでは朝の時間に間に合わ

ない。出勤に間に合わず９時頃に来ることもある。

ご意見として伺う。

○ ② 雪害対策

業者が除雪中に壊したものがあり、業者の責任と確

認した。降雪前に業者の下見が必要ではないか。

基本は作業した業者や市に責任がある。

○ ② 雪害対策

下雨屋の踏切で死亡事故が発生した。過去に要望書

を関係各所に提出しているが、実際に事故が起きて

しまった。原因は遮断機がないことである。遮断機

を設置するスペースがないからとの回答を得たが、

飯坂線には全てある。人命が大事なのでコストをか

けてやっていくべきである。原因を追究して事故を

防ぐ方策をとるべきである。

市の事業ではないため会津鉄道に伝えるとしか回答

できない。

○ ② 交通安全

会津縦貫南道路の見通しについても、早急に地元に

対して説明を行ってほしい。

県に事業であるが、ご意見として伺う。

○ ② 道路

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

※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

小塩地区の道路（市道幹Ⅱ－16）に、路肩が崩落し

ているところがあり、ガードレールの根元部分が浮

いて危険である。道路パトロールの方も見ているは

ずだが、どうなっているのか。

【別の参加者から】

道路維持課に対応を頼んでいる所である。担当者の

名前も分かっている。

現状がどのようになっているか確認し報告します。

○ ③

後日調査し、事

後報告する。

（事後処理報告

書Ｐ８に記載）

道路

今年は選挙があり、どんな人が出るかもわからない

ので、議員の顔を見に来た。

ご意見として伺う。

● ② 議員

要望はたくさんあるが、例えば大戸にも金川町のよ

うなバスの運行などを望む。自動車の運転免許を返

納したら、日々の食材の買出しに困るので、バスの

運行について、地域の意見を受け止めてほしい。

ご意見として伺う。

○ ② 交通
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○　地区別テーマでの意見交換について

国の進める５Ｇの通信事業の施策の根幹となるべ

く、光回線の整備において、離島等への光回線の敷

設の際の補助の見直しが行われることになった。本

市においても大戸地区や湊地区なども該当し、整備

が進むことになる見込みなのでその点を踏まえてご

意見を伺いたい。

現在関西ブロードバンドと契約してADSLを使用して

いるが、他の会社が契約を取った場合は、このサー

ビスは終了してしまうのか。

既存のサービスがすぐに終了してしまうとは聞いて

はいない。しかし光回線に優位性があることから、

積極的にADSLを選択するということは少ないのでは

ないかと思う。

○ ①

関西ブロードバンドからは、現在の契約者を優先し

て工事すると聞いている。
○ ②

今回は光回線が入るという話でいいのか。このまま

で光回線がないなら人の住むとこではない。話だけ

盛り上がりダメになるのは避けたい。

現在プロポーザルの公募が始まり、どこの業者がや

るかを決めている所である。今月にはそれが決ま

る。しっかりやるように議会として見守っていきた

い。

○ ①

現在テレビの共同アンテナを建てて受信している。

この回線は光回線のはずである。そうなれば二重に

各家庭に引くことになり無駄になるのではないか。

もしそうであるならば、利用する方法を考えていく

べきである。なお、調査し事後報告する。

○ ③

後日調査し、事

後報告する。

（事後処理報告

書Ｐ９に記載）

電気柵の購入補助の資料をお見せしながらモデル地

区の取り組みについて説明する。

→　光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

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

→　光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

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

今回は電気柵のみでくくり罠については補助はない

のか。市でくくり罠の貸し出しはあるが、期限等が

ある。

設置についてはむやみにできないようにする必要が

ある。

○ ①

昨年の熊とイノシシの捕獲頭数は何頭か。また、捕

獲した場合の報奨金はいくらか。処分についても聞

きたい。

今すぐに数字が出せないが、市には資料がある。イ

ノシシの捕獲に対しては県から13,000円、市から

7,000円で合計20,000円となる。

○ ①

また誰でも捕獲していいわけではない。免許がない

とダメで、免許がない場合は、捕獲しても市から補

助が出ない。

○ ②

農林課と連携してくくり罠をかけたが、その時はか

からなかった。イノシシの捕獲のつもりで熊がか

かったりもする。熊は逃がさないといけない。その

うち繁殖してしまう。なんとか食い止める方法を考

えねばならない。

先ほどの熊の捕獲頭数だが、市に報告があった分で

は熊が16頭、イノシシが15頭となっている。届け出

がないものもあるかもしれない。

○ ②

畑や農作物の被害に対してしか罠の設置ができな

い。土手を崩されたとかでは設置できないと言う点

が問題である。もう何百頭もいると思う。

どのように捕獲していくかが問題であり、捕獲でき

る人の育成が大事である。

○ ①

捕獲の免許があっても、市の許可がないといけな

い。

市民の生活のすぐそばにまで危険があるのか。それ

ならば早急に対応を講じなければならない。 ○ ①

どうせ熊などにやられるからと、耕作を放棄した高

齢者もいる。電気柵を設置しても下草刈りなどの管

理ができないため、野菜などは買った方がいいとい

う考えを持ってる人もいる。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について

→　光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

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

捕獲隊も電気柵もくくり罠も設置して、三重の取組

をスピード感をもってやるしかない。水路も土手も

壊されている。補修にばかり労力がかかっている。

○ ②

何年も前から県からの鳥獣被害調査が来ている。そ

れはどのように生かされているのか。

県と市の連携は行われていると思う。

○ ①

電気柵のモデル地区の条件はどのようなものがある

か。また環境診断とはどのようなものか。

配布した資料に書いてあるが、条件として緩衝帯の

設置などいくつかある。地域は広く、一度に２ｋｍ

しかできないことから、複数年の計画をもって行っ

ている。

環境診断については、地域で時間を設定してもらえ

れば、農林課と事業に参加したNPOで詳しく説明に

行くことになる。農林課に赤井地区でのデータがあ

るので見てほしい。

○ ①

イノシシのエサに入れる避妊薬のような物はないの

か。

研究はされているとは思うが、後日調査し報告す

る。

○ ③

後日調査し、事

後報告する。

（事後処理報告

書Ｐ10に記載）

個体数を減らす取組について、専門家の話を聞いた

が、まったく役に立たなかった。全国では何十匹も

捕獲する人がいる。やはり予算を確保していかない

と今に街中にも出没することになる。いま檻では小

さかったりして捕獲できない。九州などではジビエ

（野生鳥獣の食肉を意味する言葉）などの話もあ

る。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について

→　光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

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

さらに捕獲後の埋め方や、焼却の方法についても直

していかないと困ってしまう。冬に穴を掘るのはこ

の地方では大変である。捕獲免許の申請も面倒なの

で複数等を捕獲しても届け出ない人もいる。

○ ②

県は食用は放射線量が高いとのことでだめだと言う

が、ここより高いところなどで食べているのではな

いか。

狩猟による野生鳥獣の肉を食用することについての

心配事だと思われるが、県内では食用が禁止されて

いる。

○ ①

光回線の話だが、高齢化が進むこの地域で、簡単な

操作のタブレットを開発してもらい、各世帯に配布

すべきである。

○ ②

私道の脇にごみの不法投棄があった。市に撤去の補

助金がないのは確認したが、だからと言って土地の

持ち主が撤去費用を負担しなければならないのは納

得できない。現在もある。

まず市の窓口に相談してください。

○ ①

洗濯機の不法投棄もあった。県に連絡したところ

持って行ったこともある。

原則はその通りになっているが、まずは相談してく

ださい。場合によっては解決法が見つかるかもしれ

ない。

○ 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．小塩地区の市道のガード
レール破損について
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　小塩地区市道（市道幹Ⅱ－16）の路肩に設置されているガードレー
ルについて、路肩が崩落しているためガードレール根元部分が浮いて
いて危険である。

【事後処理結果】
〇これまでの経過
　市道幹Ⅱ-16号線の引下地区において、ガードレールの根元である
路肩が崩落し、ガードレールの根元部分が宙に浮いている状況であ
る。地元上小塩区長から道路維持課へ通報済であるが、まだ対応が図
られていない。

〇今回の対応
　５月10日、現地確認を行いガードレールの設置状況が危険な状態で
あることを確認した。市道路建設課に市民要望を伝え、今後の対応に
ついて聞き取りを行った。

〇現状と今後の対応
　ガードレール根元の路肩部分の復旧には、崖下からの復旧工事が必
要なことから、復旧には多額の費用と工期が必要と思われる。
　現地路肩部分の幅は約１ｍ程度あることから、道路敷との境界
（ガードレールと道路の間）に緊急的措置による注意喚起・侵入予防
対策を講じることを要請した。
　５月14日市道路維持課より、道路敷に単管パイプを埋設しロープを
張り巡らせることにより、注意喚起を図る対応を行ったことが報告さ
れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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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．テレビの共同アンテナ回
線について
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　現在テレビの共同アンテナを建てて受信している。この回線は光回
線のはずである。そうなれば二重に各家庭に引くことになり無駄にな
るのではないか。

【事後処理結果】
　５月27日に総務省の関係部門に、現在共同アンテナで視聴されてい
るご家庭のアンテナ線について確認しました。
　平成23年より地上デジタル放送に移行した際に、共同アンテナの工
事を行ったもの(地デジはUHF帯の電波のみを使用するため)ではあり
ますが、各家庭にきている線は、従来通りのもので光ファイバーでは
ありませんでした。よって二重に光回線を敷設するということではあ
りません。現在福島県では光テレビで地上デジタル放送の受信は、
サービスが提供されておらず、視聴ができませんが順次拡大が予想さ
れますので、共同アンテナを運営されている地域では、今後の検討課
題になるかと考えます。
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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

３．イノシシ対策について
　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　イノシシのエサに入れる避妊薬のような物はないのか。

【事後処理結果】
・５月24日　農林課に確認。
　農林課より、「家のネズミなどに対しては累積毒剤や急性毒剤など
あり、餌に混ぜるという形で有効な手段ではあるが、イノシシに対し
て山林に毒をまくという形をとると、イノシシのみならず他の動物な
どの生態系にも大きく影響が考えられることから、有効な手段とは考
えられず、悪影響の方が大きいと思われる。」との回答を得ました。
　また、避妊薬についてさらに調査したところ、エゾシカで現在実験
段階であり、経口薬ではなく、あくまで生け捕りをしてから注射する
方法をとっている。効果についても持続性に問題があることから、二
度三度捕獲して行わなければならない可能性があるなど、コストや労
力、有効性の面からもまだ難しい状況のようです。
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