
 参加人数：男性１１名、女性３名、合計１４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
　　人口減少について市民も危機感を抱いているが、具体的なアイディアは少ない中、会（Ai)ターンの提案は非常に興味深
　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
      日新地区の未解決課題と新たな課題発見について
　
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　これまで市民との意見交換会を行ってきたが、これまで要望した課題解決の進捗状況を資料をもとに振り返り、住民が
　　自分たちの地域の課題を共有し、改善解決に向けた方策を住民とともに探っていきたい。
　
　⑶　主な地域課題
　　　道路、水路、子どもたちの通学路の安全対策など、地区に潜むさまざまな問題は少しづつ住民の共通認識になってい
　　る。道路、水路、生活の安心安全について課題が多い。
　

第23回市民との意見交換会・報告書（日新地区）

 開催場所：日新コミュニティセンター

 開催地区：日新地区  開催日時：令和元年１１月１２日（火）　１８時００分　～　２０時００分

 担当班　：第３班（出席議員）戸川稔朗、斎藤基雄、渡部　認、横山　淳、髙梨　浩、小畑　匠　（欠席議員）なし
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人口の推移について、現在右肩下がりになっている
が市はどう考えるか。また、転出が多いが対策はあ
るか。檜枝岐村は都会からの移住が増えていること
から市も努力をすべき。

少子化をすぐに止めることは難しいが、現状を維持
したい思いは同じである。総務省の調べで2040年に
は10万人を切る予想もあることから、議会も注視し
ている。また、仕事をつくる努力をしている。さま
ざまな視点を持って人口対策をしていく。

○ ②

行政

まちづく
り

U、I、Jターンや福島県のFターン事業があるが、会
津も「会(Ai)ターン」等独自の努力をしてみてはい
かがか。もっと首都圏や大都市で会津のPRをすべ
き。ICTオフィスだけでなく、さまざまな職種があ
ることや子育てしやすい環境を売り出すのも一つの
手ではないだろうか。

ご提案ありがとうございます。現在市は工業団地の
増設を含め、さまざまな対策を立案中だが、議会の
政策討論会第３分科会においても研修を重ねてい
く。 ○ ②

雇用

企業誘致

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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○　地区別テーマでの意見交換について

これまで過去10年間に出た皆様からの意見や要望を
まとめ、資料を配布した。防災、道路、子どもに関
すること等、さまざまな課題について、議会側から
の訴えにより改善に至ったもの、または至らなかっ
たものを整理した。さらなる改善に向けて、地区の
皆様の声をいただきたいと説明。

前回、末廣酒造の横の側溝（市道若３－306）にグ
レーチングを設置する要望をしたが、皆と話し合っ
た結果、雪捨て場であるため要望するのを取りやめ
た。

改めて区長さんと一緒に現場を確認し、住民の方と
話した結果、同様のご意見をいただいたところであ
る。 ○ ②

23班、24班（八日町県営団地付近）に関して以前に
も意見交換会で要望したが、側溝の底打ち蓋かけを
お願いしたい。高齢者が自転車で転落したり、大変
危険である。また、反対側の水路石蓋がガタガタに
なり、騒音がひどい。騒音部分に関しては１年前に
改善していただいたが、すでに騒音が再発してい
る。

現地を確認し、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

諏訪神社横～アルテマイスター間の道路が非常に狭
く、これまでは町内の人間しか通らない道であった
が、ここ最近は通り抜けする車が多いため、通学中
の子どもたちが非常に危険である。通行規制や速度
制限、スクールゾーンにして危険を回避したい。陳
情も行った。

現地を確認し、報告する。
町内の方だけの通行規制を行うことはできるが、タ
クシーが入れなくなった事例もあることから慎重に
進める必要がある。 ○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

→　日新地区の未解決課題と新たな課題発見について

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
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○　地区別テーマでの意見交換について →　日新地区の未解決課題と新たな課題発見について

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

幼稚園の園児を守るために自費で看板等を立ててい
る。危険であるため看板を立てたいが、民地に立て
るとお金がかかってしまう。

無料の看板もある。また、地区としてかまぼこ状の
道路を作ることでスピードを出す車も減る。ハード
面、ソフト面の両方を考えながら地区で話し合いを
進めていく必要がある。

○ ②

西七日町児童館横の桜の木が成長しすぎて道路には
み出している。剪定していただきたい。また、公園
の砂が外に出てしまい子どもたちが遊ぶことができ
ない。

現地を確認し、報告する。
町内会長から花と緑の課に要望していただくとすぐ
切ることができる。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

市に800の事務事業があるのは理解したが、「担当
に聞かないとわからない」という事案が非常に多
い。情報共有を今以上に強化していただきたい。

本市はそういった事案を避けるためにグループ制に
て仕事をしているが、再度改善に向けて提案してい
く。同僚議員が12月議会においても同様の趣旨で質
疑しますので注目してください。

○ ①

町内の神社の落ち葉が酷い。町内会やボランティア
で対処しているがどうにかして欲しい。

市有地は掃除できるが、私有地は話し合っていただ
くしかない。こういった事案こそ町内会と神社の話
し合いが必要であり、自助共助の支え合いのための
町内づくりを支援していく。

○ ②

本町コープのところの交差点が非常に危険である。
電柱と塀の間が１メートル程度の箇所がある。高校
生の通学路になっているが事故が起こるのではと非
常に不安である。

現地を確認し、報告する。

○ ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について →　日新地区の未解決課題と新たな課題発見について

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

通学路の除雪について、車が通れる程度ではなく、
歩道の白線が見えるくらいまで除雪をするよう業者
に指導していただきたい。

通学路の除雪は必ず対応しなければいけない。しか
し、旧市内は除雪と排雪の両面を考えなければいけ
ないことから慎重に進めていると理解している。除
雪が始まる前のオペレーター協議や地区町内会との
事前打ち合わせ等を利用してご意見を伝えていただ
きたい。なお、いただいたご意見は担当課にも申し
伝える。

○ ②

日新地区の避難所は謹教小学校や第二中学校であ
り、雨の中移動するのは危険である。何とかならな
いか。また、緊急避難速報を受け取れない高齢者が
いることから、防災無線を復旧して頂きたい。湯川
の川底を掘ったことでハザードマップも変わった可
能性があることから、更新して頂きたい。

市では、避難所として公共施設しか設定できない。
民間施設を含めた検討が必要なことは重々承知し、
対応していかなければいけない。本町商店街では自
主防災組織があり、今回の台風でも機能していた。
自主防災組織を作ることで市との窓口になり連携が
取りやすい。今後は自主防災組織等、住民の皆さん
の活動を議会として支援していきたい。

○ ②

旧町内の表示板について、家の建て替え等で設置場
所がなくなった場合、どうすればよいか。

設置しなければいけない条例はないことから、市で
引き取ることになる。 ○ ①
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日新地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．八日町団地付近側溝の蓋
かけについて
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　23班、24班（八日町県営団地付近）に関して以前にも意見交換会で
要望したが、側溝の底打ち蓋かけをお願いしたい。高齢者が自転車で
転落したり、大変危険である。また、反対側の水路石蓋がガタガタに
なり、騒音がひどい。騒音部分に関しては１年前に改善していただい
たが、すでに騒音が再発している。

【事後処理結果】
　11月15日に現場を確認後、11月19日に道路維持課に確認。「再度現
場を確認し、対応していく。石蓋に関しても再度対応可能だが、時期
に関しては再度協議となる見込みである。」との回答を得た。

　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書
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日新地区

件名 処理（対応）内容 備考

　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

２．諏訪神社横道路の抜け道
について
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　諏訪神社横～アルテマイスター間の道路が非常に狭く、これまでは
町内の人間しか通らない道であったが、ここ最近は通り抜けする車が
多いため、通学中の子どもたちが非常に危険である。通行規制や速度
制限、スクールゾーンにして危険を回避したい。陳情も行った。

【事後処理結果】
　11月15日に現場確認後、危機管理課に確認。スクールゾーンも含
め、協議する必要があると認識しているとのこと。

３．西七日町児童館桜の木に
ついて
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　西七日町児童館横の桜の木が成長しすぎて道路にはみ出している。
剪定していただきたい。また、公園の砂が外に出てしまい子どもたち
が遊ぶことができない。

【事後処理結果】
　11月15日に現場を確認後、花と緑の課に確認。「桜に関しては早急
に対応します」との回答を得た。
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日新地区

件名 処理（対応）内容 備考

　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

４．本町コープ交差点につい
て
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　本町コープのところの交差点が非常に危険である。電柱と塀の間が
１メートル程度の箇所がある。高校生の通学路になっているが事故が
起こるのではと非常に不安である。

【事後処理結果】
　11月15日に現場確認後、道路維持課に確認したところ、「本件の情
報は把握しているが、県の管轄道路である。」とのこと。若松建設事
務所も情報は確認しているとのこと。

8


