
市民との意見交換会会議録  

報告日及び報告者  Ｈ 28.12.06 國分義之、渡辺秀雄  

 

１．日時  平成 28 年 10 月 25 日（火）午後 6 時 30 分～午後 8 時 22 分  

２．場所   荒井地区公民館（和室）  

３．出席議員  橋本善壽  川名順子  國分義之  渡辺秀雄（４名）  

４．出席市民  16 名  

５．会議経過  

【午後 6 時 30 分開会】  

◇  國分義之議員   開会宣言  

◇  渡辺秀雄議員   挨拶  

   

（出席議員自己紹介）  

 

【報告】  

◇   橋本善壽議員  

定例会・臨時会の議決状況、常任委員会での審議内容、前回の意見交

換会の意見等の対応、会派の構成と政務活動費についてなど、議会だ

より第 42 号から第 45 号を基に報告を行った。  

  

《報告に対する質疑  要旨》  

問（市民）  

  政務活動費についての報告があったが、最近全国各地で政務活動費

の不正使用がある中で、開かれた議会という状況に本宮市はなってい

るのか。  

  ネットで調べたところ開かれた議会のワースト２位に二本松市議会

がなっている。領収書や収支報告書が閲覧出来ない議会はワーストに

入っており、ベストの方の自治体は領収書や収支報告書が閲覧でき、

HP 等でも収支報告書等が分かるようになっている。本宮市はどうなっ

ているのか。  

答（橋本議員）  

  基本的な使途について定められており、閲覧も出来るようになって

いる。  

問（市民）         

年間１２万円で間に合うのか。  

答（橋本議員）  

  足りない人もいるし、余る人もいる。使い方だと思う。  

問（市民）  

  議会だよりと会派だよりはダブっているところもあり無駄だと思う。

その分有効に使ってもらえればと思う。  

答（國分議員）  

  本宮市議会においては会派制が導入されたばかりなので、会報等で

知ってもらうことも必要である。金額も十分とは言えない。市民理解

が得られるように有効に使わせていただく。  



答（橋本議員）  

  会報は、視察や研修、一般質問をしたり活動していることを知って

もらうのに必要なものと思うが、意見があったということで今後検討

させてもらう。  

 

問（市民）  

  ６月の菅野議員の一般質問で、中央公民館の耐震診断が平成 29 年度

までかかると言うがなぜそんなに遅れるのか。利用者が多く高齢者で

2 階に上がるのが大変で、行事に参加できなく帰る人もいる。また車

いすの人とかも上がれない。５年も経ってそんなにできないものなの

か。  

答（橋本議員）  

  耐震化は小中学校優先で取り組んで来ている。多額の費用が必要で

小中学校、幼保施設が終わってから社会教育施設に着手することにし

ている。  

問（市民）  

  何かと言うとお金の話でと言うが、あれだけ多くの人が利用してい

るのに後回しで良いのか疑問を感じる。  

答（橋本議員）  

  公民館の耐震化は平成 32 年度以降になると聞いている。エレベータ

ーの件は、経費がかかるので耐震化と併せて検討したいとのことであ

る。  

問（市民）  

  国の補助はないのか。  

答（橋本議員）  

  なかなか難しいようだ。  

 

問（市民）  

  視察研修について、本宮市とどういう接点があって研修地を選んで

いるのか。なぜ遠くに行かなければならないのか疑問点だった。近く

でも参考になる所がいっぱいあるのではないか。  

答（橋本議員）  

  各常任委員会で課題を決め先進地ということで、同程度の規模の所

を探すがなかなか難しく遠方になっている。  

問（市民）  

  遠方が悪いと言っている訳ではない。行ってきたことが具体的に本

宮市に活かされればいいが、報告が良かったとかこれから取り組まな

ければとかいうことだけでは不十分であり、検討して欲しい。  

 

            

《意見交換  要旨》 40： 38～         

問（市民）  

  65 歳になったら保険料の納付通知が来た、年金生活で容易ではなく

なっている。加えて若者と同居せず老々介護が増えて来ている。介護

施設にはなかなか入れないと聞くが市営の施設はあるのか。  



答（川名議員）   

  特老には要介護３でないと入れなくなった。  

問（市民）  

  本宮は県内で住みよさランキング１位である。待機者が出ないよう

にできないのか。  

答（川名議員）  

  介護施設を一つ作ると保険料が１人あたり 100 円高くなると言われ

ている。  

問（市民）  

  100 円くらい高くなっても待機者が居なくなればいいのだが、市営

はないのか。白沢の牧場のところは？  

答（川名議員）  

  有寿園は民間である。市営はないが安達地方市村でつくったぼたん

荘がある。  

問（市民）  

  今は子どもが親を介護するということはなかなかできない。保険料

が高くなったとしても、将来のことを考えると入れる施設がないとい

うことは不安である。  

答（渡辺議員）  

  施設を増やすことは保険料との関係で、市では現状と今後の予測を

し、介護福祉計画を策定し決定している。待機中は自宅介護または通

所介護を利用するということになる。  

答（川名議員）  

  包括ケア支援システムと言って国では介護の保険料負担が大きくな

り、地域の中で暮らしましょうと地域に返す流れになってきている。  

問（市民）  

  国では家族、家族と言っているが家族では看られなくなっている。  

答（川名議員）  

  介護認定を受けて、ヘルパーさんに来てもらって支援をうけ、また

自分も介護して、高齢者を自宅で見守りましょうと言っている。  

問（市民）  

  現状を近くでみると何とかならないものかと思う。  

答（川名議員）  

  入所費用を年金で賄えない状況もあり、子供が親の介護費用まで負

担することが出来ないという難しい状況もある。  

答（國分議員）  

  この件は要望として市の方へ伝いたい。  

 

問（市民）  

  意見交換会を中学校区別に行うことは良いことと思う。二中学区が

どういうことになっているか話し合いたい。例えば、本宮駅前の案内

板に公共施設が書かれているが、二中学区には施設が一番少ない。子

供が一番多い地域に子育てに必要な施設を充実、整備すべきでは。中

央公民館に一中生が夜何人も図書館を利用したりして居る。今どうだ

かわからないが、その時間二中学区の子供達は親が迎えに来るのをテ



ニスコートの薄暗い寒い所で待っていた。  

  今小学生が一番多いのは岩根小である。教職員は与えられた中で子

供たちを教育している。増築された体育館も新しくなったがワークシ

ョップするのに余裕の教室がない、また行事する際に車のおける駐車

場がなく校庭に入れるが、子供たちの教育の場である校庭に車を入れ

るなんていうことは普通やらない。 43 号 11 頁に議会はチェック機関

に留まらず政策云々と書いてある。言ったようなことを鋭くキャッチ

して議会の立場から、行政に物言うことはいくらでもできると思う。

財政難だから何年まで待ってくれ、みんなそれで抑えられて来ている。

補助金使ってやろうと思えば市の土地がないのでつくれない。  

  かろうじてまゆみアリーナ作ってもらったが、駐車場はどうなって

いるのか。小中学生が使う際の免除制度はどうなっているのか、公表

されていないから分からないが二中の生徒がどれだけ使えるのか厳し

くチェックしないと、是非二中学区の議員さんに見て、チェックして

欲しい意見を申して欲しい。そして子供たちを育てて欲しい。これか

らの時代を背負って立つ子供を育てるのにいい環境を作ってあげて欲

しい。  

  教育、文化、福祉関係の施設、二中学区にどれだけあるのか。二中

学区には集まれる場所もない。土地があるところに整備されるという

ことでなく、場所を確保するのも行政の手腕ではないか。是非ご尽力、

ご努力をいただきたい。まゆみアリーナを使い勝手良くしていくには、

近くに駐車場の確保をしていく必要があると思っているでしょうが、

そういう主張をしてそういう目でチェックしてこの地区の子供たちに

もっと豊かな教育、活動して将来背負って立って行けるような跡継ぎ

を育てたいものだなあと思っている。よろしくお願いしたい。  

答（渡辺議員）  

  岩根小の増築については私が議員になって間もなく２回やっている。

子供の数が急激に増えてということで議会の方でも予測が甘かったの

ではないかと質したことがあった。  

  実際場所選定にあたっては新たな土地を見つけてと言う訳には、財

政健全化計画の中でどうにもならなかった。市の計画を議会が丸のみ

しているということではなく、色々なやり取りがあって結果的に現状

の形になったと理解していただきたい。  

  まゆみアリーナの件についても、駐車場の問題は最初から話してい

る。補助金申請の期限が定められていて、止む無く市の土地を選定し

た。これも議会の中では沢山やり取りがあったが最終的には多数決の

話になる。  

二中学区に公共施設が少ないのではないかということだが、本宮市

全体を見た場合、そんなに大きな市でないので、地域、地域とこだわ

らずとも、白沢地区にばかりということがありましたが、２町村合併

の絡みもある。白沢にスマイルキッズパーク、本宮に屋外子供プール  

 今回神座にまゆみアリーナということで理解が得られるのかなと思う。 

お金のことを言われると市も辛いし、要望する我々も財政健全化計

画がと言われると次の言葉が出なくなってしまい、苛立ちを感じるこ

とはある。  



問（市民）  

  岩根小の校庭は狭すぎる。大玉村の学校も含め、校舎が小さい、校

庭が狭い、駐車場の余裕もない、そして子供が一番多い、それをどう

捉えて議員は自分の主義、主張の中に入れて行くかである。  

  会派等があるならその中で十分検討し、また色々な現状をよく見て

対処しなければ人にやさしいとかお世辞にも言えない。  

答（渡辺議員）  

  岩根の幼稚園、小学校の問題は、急激に増えてくる子供にどう対処

するかというと、今やっていることで精一杯だというふうに問題はあ

るが認識していた。  

問（市民）  

  幼稚園前の通路を除染やっている業者が通るが危険だ。園庭が狭く

小学校の校庭を借りて運動をしている。悪く言えばそれで大丈夫だと

言うくらいの感じではないのか。その小学校の校庭は狭いと言うこと

をどれだけ認識しているのか。  

答（國分議員）  

  言われたことは十分わかっている。平成 12 年、 13 年に町当局から

390 億の借金の話が出てきてどうするのかとなり、まず借金を何とか

しようと動いて来た。財政健全化計画の中でこれからどうしていくか

になった。そのあと、みずきが丘団地で、平成 17 年に岩根小は 100

人しかいなかったのが、ここ 10 年で一気に増えた。その中で市、議会

がどれだけ対応できるかというと難しい。増築せず新しい土地を求め

て造ればよかったかもしれないが、お金は何処から出るのかというこ

とになり、出来なかった経緯がある。  

問（市民）  

  実情は十分わかっているが繰り返し言わないと、と思っている。  

答（國分議員）  

  岩根幼稚園も脇に駐車場ができ、二中も今年度校庭拡張がはじまり

倍くらいになる。二中学区もようやく動いて来たところである。10 年

間で子供が一気に増えたけど、議会がなにもしなかったということで

はない。  

問（市民）  

  もう一つ戻ってもどうにもならないことだが、白沢支所建設約束ご

とだったか知らないが、もう少し待ってくれと言って、お金を回すと

いう姿、市長にも議員にも見えなかった。  

答（國分議員）  

  支所は持参金で造ったというふうに考えて欲しい。  

 

問（市民）  

  二中の入口の信号は何とかならないのか。  

答（渡辺議員）  

  地元からも本宮市議会からも県の方に要望している。交通量調査と

現況調査くらいまでは進んでいるようだ。家畜市場が県一本化になり

両方の交差点改良が必要と考えているが、どちらを先にするか、いつ

までやるかはまだはっきりしていない。  



問（市民）  

  二中のグラウンドは来年着工するのか。  

答（渡辺議員）  

  用地買収は今年度中にして、道路の方から先に着工する。  

 

問（市民）  

  まゆみアリーナ間もなくオープンになると思うが、グラウンドと合

わせて 45 台くらいしか駐車出来ないと聞いた。それで色々な行事がで

きるのか。市では家畜市場の駐車場を借りることについては、未だ何

の話もしていないとのこと。議会の方から言ってもらえないか。  

答（國分議員）  

  借りられるようになっていると聞いているが。  

問（市民）  

  11 月 6 日に岩根地区のグラウンドゴルフ大会をすることになってい

る。駐車場のことについて、市の方に聞いたら家畜市場の駐車場は借

りていないので使えないということだった。  

答（渡辺議員）  

  議会の方では、家畜市場が開催されていない限りは家畜市場の駐車

場が借りられるようになったと報告を受けている。  

答（橋本議員）  

  家畜市場の開催は月４回程度、行事は土日が多いでしょう。土日は

市場を開催しないので使ってよいと報告を受けている。  

答（國分議員）  

  詳しくは、教育委員会の方を確認して報告する。  

問（市民）  

  関連で、家畜市場の駐車場を借りるのはいいが、そもそも家畜市場

の駐車場を最初からあてにしているのは間違っているという意見が出

たと、市に言って欲しい。  

問（市民）  

  まゆみアリーナでは、何ができるのか。  

答（國分議員）  

  フットサル、野球のピッチング、ノック、テニス、ゲートボールな

ど。  

問（市民）  

  フットサルの競技人口はどの位。  

答（橋本議員）  

  市外でも借りられる。  

問（市民）  

  優先順位はあるのか。  

問（市民）  

  市外からは料金が多少高いと言っても、地元優先的な利用を考えて

もらいたい。料金周知の回覧が回っただけで利用について詳しくは分

からない。  

答（橋本議員）  

  要望しておく。  



問（市民）  

  高い価格で土地を買って企業誘致し、固定資産税とかが増えてあの

当時は良かったが、借金も増えてしまったことは。  

答（國分議員）  

  今、関下地区に誘致した。本宮市としては工業団地があるおかげで

税収も増えている。  

問（市民）  

  毎年市債が減っては来ていることは分かっている。  

 

問（市民）  

  二本松市で安達太良山が噴火した際の防災マップができたと聞く。

本宮市での対応は。その中で避難場所が今までのとおりでいいのか、

検討等について議会の方に話があったのか。  

答（國分議員）  

  10 月の全員協議会で防災マップが配布された。五百川沿いに土石流

が山頂に大雪があった場合に流れるということで、岩根地区の避難場

所については今までのとおりとなっている。防災マップは議員には配

布になったが全戸配布についてはどうなのか聞いてみる。  

答（橋本議員）  

  仁井田と高木、本宮に関しては、公民館でなく小学校の方になって

いる。  

問（市民）  

  自主防災組織を結成して欲しいと言っているが、防災マップなどの

たたき台がないとなかなかできないのではないか。  

答（國分議員）  

  確認して後日報告する。  

 

問（市民）  

  平成 11 年ころ本宮は財政が火の車でどうにもならなかったが、それ

は先人が事業の実施を決定し、議会がそれを承認して来た結果による

もので、事業実施による借金は次の世代が必ず返さなくてはならない

という諸刃の剣という一面を抱えている。前回の意見交換会の後の処

理で執行部に伝えるものと、議会で対処するものと報告になっている

が、折角意見言ったのがその後どうなったのか分からない。どのくら

い行政に反映されているのか。  

  また、それぞれ議員になって、今本宮市が抱えている一番の課題は

何か、こういうことに取り組んで行きたいとかあると思うので、一人

ずつ聞かせて欲しい。  

答（國分議員）  

  議会としての方向性とかは説明できても、個人の意見は勘弁しても

らう。  

問（市民）  

  折角意見交換会を開いている中で議員個々の意見も聞きたい。それ

でないと意見交換にならないのではないか。  

 



答（橋本議員）  

  選挙演説ではないので個々の意見は、議員は地区の代表として地区

の意見を市に持っていくことや、市政全般にわたって監視役的なこと

をしていくことが仕事で、そういう志を持った人が議員になっている

と思っている。  

問（市民）  

  市長選のとき青年会議所主催で公開討論会をしたのは良かった。あ

のようなことがあれば議員になろうとする人の考えとかが、よくわか

るのだが。  

答（渡辺議員）  

  それは選挙公報をみて欲しい。  

  今日は議員個人の考えとかを一人ひとり述べないという前提で、各

会場で開催しているので了解して欲しい。  

答（橋本議員）  

  市長は予算執行権があり我々議員とは違う、要望は出せても実施し

ますとは言えない。  

答（渡辺議員）  

  意見交換会で出された要望等について、議会で対処するとしたもの

については、議会だより 44 号に掲載してある。市の方へ伝えたものに

ついては、市政執行状況の中で判断してもらいたい。  

 

問（市民）  

  本宮市は福島県のへそのまちというが、へそにあたるものは何か。

交通の便の良い所である。教育、文化、福祉の面で大勢の人が集まれ

る国、県の施設の誘致を狙って欲しい。  

答（國分議員）  

  要望として受けておく。  

 

問（市民）  

  道の駅構想という話はいつも質問に出ている。土地を確保すれば予

算は国からくる事業だが検討しているのか。SA で売っている米が宮城

県の米ではがっかりする。  

答（渡辺議員）  

  国の予算が使える道の駅は区間制限があるはず、本宮では無理では

ないかと。インター周辺に活用できる土地があるので、へそというな

らこれらの土地の活用を今から考えて行かなくてはと言ってはいる。  

答（橋本議員）  

  五百川駅周辺にビール園を含めた道の駅構想を検討すべきでないか

と質したことがある。今後宅地の造成や駅利用者の増加が見込まれる

二中学区なのでいろいろ提言していきたい。  

 

問（市民）  

  中央公民館、サンライズの駐車場狭い。五百川駅、インター周辺に

大きな大会でも何でもできるような施設を造り、本当にへそのまちと

言われるようにして欲しい。  



答（國分議員）  

  中央公民館、サンライズが一緒になっているが、現状のままでいい

のか、教育委員会でも考えている。  

問（市民）  

  議員も考えて欲しい。  

 

◇  國分義之議員   閉会挨拶  

  市に伝えるもの、議会で対処するものを振り分け対処していくこと

を話し、出席にお礼を言って閉会とした。  

 

 

【午後 8 時 22 分閉会】  


