
 参加人数：男性　７名、女性　２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
　　台風19号で避難勧告レベル４が出されたが、町内会・地域防災組織、自己責任の判断等に分かれた。情報量が少ない中での
　判断について悩ましい問題であった。
　　町内会活動、人がいない、やれない条件があるが、やらなくてはいけない活動である。そうはいっても活動には限界があ
　る。今後も町内会活動の仕事量が増える中で、どのように組織の運営をするのか悩ましい。
　　上記の意見に対して、その場では聞き置くだけであった。この意見を大事にして深めていきたい。

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
　　　子ども・子育て支援(小学校・中学校を核にした地域づくり)
　
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　東山地区には、小学校（一箕・行仁・鶴城小学校）の選択地区がある。各小学校のPTA、子ども会育成会活動を通して町
　　内会や各種団体活動が連携していけば、地域の活動がさらに良いものとなるが、同じ町内で複数の小学校の通う現状のた
　　め、継続し、連携した活動となっていない。子ども子育て支援とさまざまな活動についての現状の成果と課題について教え
　　ていただきたい。
　
　⑶　主な地域課題
　　　放課後子ども教室について初めて話を聞いた。町内会の子ども会の組織が弱くなって役員の担い手がいない。または、子
　　ども会組織が無くなってしまった。
　　　その地域課題に対して、東山地区の町内会の中には、他の町内会の子どもを受け入れている。また、役員がいないのであ
　　れば町内会役員、長寿会が子ども会活動を支えていることが報告された。
　　　放課後子ども教室の活動を初めて知ったとの報告もあったが、子ども会運営についても東山地区の共通の理解に至ってい
　　ないこと。さらに、他の地区の良い組織活動について議会として把握しているのであれば教えてほしいとの要望があった。

第23回市民との意見交換会・報告書（東山地区）

 開催場所：東公民館　

 開催地区：東山地区  開催日時：令和元年11月12日（火）　18時00分～22時00分

 担当班　：第５班（出席議員）古川雄一、松崎　新、大竹俊哉、大山享子、村澤　智　（欠席議員）なし
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飯盛団地町内会の除雪についての要望だが、対象
の道路は、開発道路で舗装道路である。また、公
道から公道に面しているが市の関係所管課に伺う
と除雪ができないと言われている。（別紙あり）
調べてほしい。

地図が添付され説明を受けた。関係課に調査し回
答します。なお、事後処理に時間がかかりますの
でご理解願います。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

雪害対策

健康な高齢者に対する福祉サービスが不十分では
ないか。バスの無料化等や思いやりのサービスが
あってもよいのではないかと考える。

どのようなサービスを希望するのか。文教厚生委
員会でどのようなサービスが求められているの
か、調査し深めていく。

〇 ① 高齢福祉

行仁小学校建設についてだが、少子化で児童数が
減ってきているので、小学校の統廃合を考えるべ
きである。しかし、行仁小学校建設については、
議員は将来を見据えた計画を立て進めていると感
じられない。また、屋上にプールを造るなどこの
２つの事例でもおかしいと考える。議会はきちん
と審議しているのか。

議会の中では、指摘された行仁小学校の統廃合に
ついて質問した議員がいる。また、プールのこと
についても質疑してきた経過がある。行仁小学校
建設では地域住民の意見を集約する取組も進めら
れ建設に至った。

〇
●

①
学校施設

議決責任

市政だより、議会だよりの紙質について、新聞紙
のような紙質でもよいのではないか。

広報広聴委員会で検討する事項である。どのよう
な紙面をつくるのか協議させていただきたい。 〇

●
①

行政

議会広報
紙

台風19号で避難勧告レベル４が出された。飯盛団
地町内会としては、寝たきり家庭３世帯、その
方々に避難してくれとは言えなかった。どこに避
難するのか行き先が確定していないので、今後は
避難できる体制をつくっていただきたい。

ご意見として伺う。

〇 ②
防災・安

全

台風19号で避難勧告レベル４が出されたが、慶山
町内会は自主性に任せた。雨、夜のためにそのよ
うな判断となった。

ご意見として伺う。

〇 ②
防災・安

全

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※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

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ご意見として伺った事項(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 ※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

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ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

台風19号では、人の動き、個々人の考え方が違う
中、避難については自己責任で行うことだと考え
た。何が問題となったのかとなれば、避難を判断
する材料が欲しかった。地区内、地区外に何人収
容できる施設があるのか、どのような方が入れる
のか、又は入れないのか。条件、情報がないた
め、避難する、しないの判断ができなかったこと
である。また、行政の避難レベル４を出した判断
が問われた。今後に向けては、自分、そして周り
の方々の身の周りの点検、行動計画を家庭内で話
し合うことが必要だと思うし、町内でも考えなけ
ればならない。
町内会活動、人がいない、やれない条件がある
が、しかしやらなくてはいけない活動である。そ
うはいっても活動には限界がある。今後も町内会
活動の仕事量が増える中で、どのように組織の運
営をするのか悩ましい。

台風19号の対応について、良かった、悪かったな
どさまざまな意見が各地区の市民との意見交換会
でも集約されると思う。12月定例会では、多くの
議員が一般質問で取り上げ、市の政策に活かして
いくことになる。

〇 ②
防災・安

全

要望であるが、ひたちなか市では、ランドセルが
支給される。郡山市は、子どもが屋内施設で遊べ
る場と、行政サービス窓口が一体となり運営され
ている。会津若松市でも子ども子育て支援につい
て考えていただきたい。

子ども子育て支援について、会津若松市の取り組
みを充実させるため進めていく。

〇 ② 児童福祉

各地区の子ども子育て支援に対する住民活動の成
果内容を紹介していただき、自分たちの活動に活
かしていきたい。また、東山地区の各種団体が、
どのような活動・運営がなされているのかわから
ないので、併せて紹介していただきたい。

他の地区の子ども子育ての支援について、議会は
報告を受けている。文教厚生委員会に報告し、ま
た、この意見を市民との意見交換会の報告書に記
載し、紹介方法については検討する。

〇 ② 児童福祉
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○　地区別テーマでの意見交換について

東山地区には、小学校（一箕・行仁・鶴城小学
校）の選択地区がある。各小学校のPTA、子ども会
育成会活動を通して町内会や各種団体活動が連携
していけば、地域の活動がさらに良いものとなる
が、同じ町内で複数の小学校の通う現状のため、
継続し、連携した活動となっていない。子ども子
育て支援とさまざまな活動についての現状の成果
と課題について教えて下さい。会津若松市議会の
活動に活かしてまいります。

→　子ども子育て支援
　　　(小学校・中学校を核にした地域づくり)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

東山の地図で小学校の通学区域と町内会の

範囲を確認している

※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ご意見として伺った事項(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
→　子ども子育て支援
　　　(小学校・中学校を核にした地域づくり)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ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

私は放課後子ども教室に関わっており、活動内容
は子どもの興味、関心があることを中心に実施し
ている。これまでは子どもが同じ活動をしていた
が、子どもを静の空間、動の空間で分けて活動し
ている。支援者として、地区の体育連盟、短大の
生徒に来ていただき、けん玉、工作、囲碁、将棋
を教えていただいている。また、折り紙名人から
折り紙を教わったり、読み聞かせを聞いたりして
いる。放課後子ども教室の運営は、地域の方々の
協力をいただいている。見守りについての課題が
あり、保護者の方にも見守りをしていただいてい
る。仕事などがあり毎回頼むことは大変だと感じ
ている。

ご意見として伺う。

〇 ②

私は放課後子ども教室の安全管理委員をしてい
る。地域の方の協力があれば、さらに放課後子ど
も教室は充実すると思う。低所得者の子どもたち
についてだが、長期休みの時の食事について、子
ども食堂を開催したいと話しているが計画倒れに
なっている。満足に食事がとれない子どもがいる
のでこうした子どもは、学校に行くことができる
のか心配である。

ご意見として伺う。

〇 ②

放課後子ども教室について初めて話を聞いたので
質問したい。児童の参加人員は。 〇 ②

50人から60人参加している。１年から３年生の登
録が多い。 〇 ②

参加者からの回答を伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子ども子育て支援
　　　(小学校・中学校を核にした地域づくり)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ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

東千石２区では、子ども会の運営について子ども
会育成会と町内会役員で活動している。東千石１
区とは、これまで別々の活動であったが、現在
は、子ども会と合同で活動している。今問題に
なっているのは、子どもは子ども会に参加したい
が保護者が役員を担うことができないので、子ど
も会に参加させない。そのため加入者が減少して
いる。子ども会の将来がどのようになるのか不安
である。そこで、町内会役員会は、中学生の親、
又は町内会役員が子ども会の運営に参加できない
か話し合っている。町内会では、子どもたちのた
めに夏に流しそうめんの集いを行っている。ま
た、花見会では、酒を飲むだけでなく、子どもの
ビンゴ大会を行っている。こうした活動を通して
町内会で夏祭りを行いたいとの提案があった。

城北地区の町内会でも子ども会活動が中止してお
り、近隣の町内会の子ども会に参加している。ま
た、子ども会の役員体制が取れないため、町内会
役員と、長寿会がお手伝いを行っている。さら
に、日新地区では約３カ月ごとに区長会を中心に
各種団体の方、幼稚園、保育所、認定こども園、
小学校、中学校の役員の方が会議を開催し、子ど
もたちへの支援等について話し合い、行事を開催
している。 〇 ②

慶山町内会の子ども会は、他の町内会の子どもの
加入については、負担金を出していただき認めて
いる。また子ども会の役員を担っていただいてい
る。

ご意見として伺う。

〇 ②

私の町内会は、慶山町内会から平成15年に独立し
た。その当時は単独で子ども会を運営してきた
が、近年、慶山子ども会に再加入することになっ
た。運営は、補助金、負担金で運営している。単
独町内会で子ども会を運営するのはできない。学
区単位でやらないとできないのではないか。

ご意見として伺う。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子ども子育て支援
　　　(小学校・中学校を核にした地域づくり)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ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

東山小学校地区は、子ども会の登録は100名まで至
らない。東山地区子ども会育成会の役員は、市の
活動、東山地区両方の活動をしなくてはならな
い。また、学校の役員を担っている方々もいる。
地域の方々との連携をすることで負担が少なくな
るのではないかと考える。そうした中で将来は、
東山地区子ども会育成会、学校役員の活動を通し
て、地域を担える方になっていただきたいと考え
る。

ご意見として伺う。

〇 ②

研修で郡山市の子育て支援施設見学に行ってき
た。屋内の施設整備が進んでいて、同一施設で行
政の手続き、子どもが遊べる場、相談窓口が配置
されている。会津若松市にも同様の子育て支援の
拠点をつくっていただきたい。

ご意見として伺う。

〇 ②

ファミリーサポートの利用についてだが、郡山市
では４時間で500円、会津若松市は１時間600円か
かります。利用料金を見直すことができないの
か。

ご意見として伺う。

〇 ②

町内の子ども会組織がなくなってしまった。呼び
かけをして運営を手伝わないと、子ども会の再組
織化ができない。また、子ども会より長寿会の活
動が充実しているので、長寿会と子どもの連携が
できないのか考えている。さらに町内では、才の
神を実施していて、そこに子どもの参加があるの
で、再組織化に向け町内会活動を通して呼びかけ
ていきたい。

ご意見として伺う。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について
→　子ども子育て支援
　　　(小学校・中学校を核にした地域づくり)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ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

本市は、令和２年に子ども子育て支援事業計画の
改定を行います。市議会は、皆様から出された意
見を反映すべく取り組んでいきます。本日はあり
がとうございました。
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東山地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．飯盛団地町内会の除雪に
ついて
　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　道路は、開発道路で舗装道路である。また、公道から公道に面して
いるが市の関係所管課に伺うと除雪ができないと言われている。調べ
てほしい。

【事後処理結果】
・①除雪については市建設部、道路維持課である。②開発道路につい
ては、都市計画課である。

・①除雪については、道路維持課の担当者からは、「優先順位・除雪
車の形式と道路幅の関係で除雪が困難でした」と説明を受けました。

・②開発道路ですが市へは未帰属となっていました。「所有者の承諾
があれば帰属が可能となります。帰属となれば市道になり除雪の対象
道路となります」と説明を受けた。

・整理をすると、①私道の除雪については、道路維持課に伝えておき
ましたので、今年の冬の除雪について相談してください。②開発道路
については、どのようにすれば市道になるのか都市計画課で相談して
ください。私道から市道になれば除雪が行われるようになると考え
る。

　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

和田1丁目8番付近

上記地図、矢印南から北に向け撮影

出典 オープンストリートマップ
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