平成２８年度

意見交換会
犬山市

要旨

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

1

町内名

前原台２

2

ナビタウン１

3

要望、質問等

回答

犬山城について
現在大手門で入場料を徴収しているのを、お城入口にしたら
どうか？
旧体育館跡地を含む「犬山城公園」として整備する。多くの
城下町（姫路城、郡上八幡、浜松など）はお城を中心に市民
や観光客が憩う公園が整備されている。

犬山城天守の前とその周辺地は、歴史的な場所として、また国指定の名
勝木曽川の一部として、土地や景観の保護を図るべき場所となっていま
す。入場料を徴収する場所を「お城入口(天守入口)」に新たに設置する
場合は、本来なかった建物が存在することとなり、国宝及び景観の保護
を図るうえでは支障となるため、現状どおり入場門で徴収していきます
。
体育館跡地は、がけ(斜面)が大半を占める敷地のため、歩行者用道路を
設け、斜面に植栽を施す程度の整備をし、国宝犬山城の魅力を高めるよ
うな空間となる整備を検討しています。また、当該場所は来年度発掘調
査を実施予定です。その結果、礎石等の痕跡を検出したら保護措置を取
っていきます。

町内の家を法人が取得し、昼夜人が常駐している。町内との
付き合いはしたくないそうだが、防犯防火、ごみのことなど
、なにかあるかもしれないためほおっておけない。どうした
らよいか。

特に防犯・防火は、地区の連携が大切と思いますが、町内会への加入は
強制できません。防犯や地域美化等は町内会の活動によって保たれてい
る部分が大きいため、法人へこの旨をご説明いただいているとのことで
すが、場合によっては市も一緒になって、お願いに伺いたいと思います
。

町内の高齢化が進んでいる。役員や班長などをやるのが難し 町内の高齢化は、貴町内に限ったことではありません。町内の運営につ
い人もいるが、役員から外すと不公平感がでる。どうしたら いて、行政として積極的に関与することはできませんが、役員を輪番制
よいか。
としている町内は市内にも多くあると思いますし、役員を輪番制で行っ
ている町内の中にも、高齢などを理由に役員を免除するところもあるよ
うです。高齢化で難しい方は、隣近所で助け合うことも一つの方法では
ないでしょうか。
また、不公平感が出ないよう、町内でよく話し合ってみんなが納得する
ルールを決めることが大切と思います。

担当課名
（電話番号）

歴史まちづく
り課
(44-0354)

地域安全課
（44-0347）

地域安全課
（44-0347）

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

4

5

町内名

つつじケ丘

南二山

要望、質問等

回答

大縣神社→田縣神社のウォーキングコース（薬師川遊歩道の
整備）
楽田のエナジーサポートグラウンドから、小牧市の境まで遊
歩道の整備で、より通行し易く、薬師川の美化に努めてほし
い。
１．薬師川に植えられている記念樹「しだれ桜」の手入れで
春は桜の名所に
２．薬師川には大きな鯉が今も元気に泳いでいます。
３．大縣神社から田縣神社までの遊歩道で観光都市犬山の名
に恥ない地域にして欲しい。
４．サギが飛び、キジが鳴き、鯉が泳ぐ自然あふれる里山の
道らしく、過度の整備はしない。

現在、市内の遊歩道整備については、犬山市歩行者ネットワーク構想に
基づく重点整備路線として五条川の左岸堤防の整備を行っております。
薬師川の堤防を利用した遊歩道についても整備路線のひとつと考えてい
ます。今後、市内全域の整備路線の中での検討となりますのでよろしく
お願いします。

公園について
公園内には子供専用の用具が多数置いてありますが、高齢化
社会になり、そのような方々のために、何か楽しみになる、
又は健康的にも良い器具など設置していただくという計画は
ございませんか。

現在の市内における健康用具の設置状況ですが、ひばりヶ丘公園、犬山
丸の内緑地、小杉遊歩道などの比較的大きい公園等に、まとめて３種類
から４種類程度を設置するエリアを設け、利用できる状況にあります。
今後、ちびっこ広場を含めた健康用具の設置についてですが、地元要望
等に基づいて、既設の用具の修繕や取替え時に、全体のバランスや時代
のニーズを考慮しながら順次、設置の有無を検討して参りますのでよろ
しくお願いします。

担当課名
（電話番号）

整備課
（44-0333）

土木管理課
(44-0335)

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

町内名

8

回答

朝通学時間帯に、二ノ宮団地内通学路に乱暴な運転をする車 ご指摘のとおり、通学時間帯に路線を車両通行止めにする措置が最も効
が通過し、児童が交通事故に巻き込まれる危険性があり、通 果的な対策とは考えますが、そこにお住まいの方にとっては不都合が生
学時間帯閉鎖ができないか。
じることも考えられます。
通行規制となりますと、警察及び公安委員会との調整が必要となります
ので、まずは、危険箇所の詳細（時間帯・通行量等の情報）について、
整理させていただいたうえで、市の職員も同行させていただき、犬山警
察署交通課に相談したいと思います。

6

7

要望、質問等

二ノ宮団地

朝７時30分頃、薬師前交差点から団地内北側まで渋滞してお 薬師前の信号での渋滞は南進右折車両の停滞が一つの原因と思われます
り、通行の妨げとなっている。
。対応として信号機に矢印式を付加することが考えられますが、右折帯
を設置又は延長することは現在の道路構造では無理と考えます。
主要な交差部に消防車の出入り口にあるような停車禁止のハッチを設置
することが、可能かどうかなど、犬山署に相談してみます。
上小針交差点へ接続する建設予定道路の進行状況と、工事内 お伺いの道路については上小針の交差点より羽黒を抜け富岡方面につな
容を知りたい。どの位の幅で工事されるのか？
がっている都市計画道路富岡荒井線となります。本路線は標準幅員12ｍ
の道路として、都市計画決定された路線です。
現在の進捗状況は、楽田長塚西地内の一般県道善師野西北野線交差点部
から楽田野田地内園芸共販施設集荷場付近交差道路までを事業区間とし
て平成19年度より順次整備を進めており、今年度は薬師川北側楽田今村
地内の工事を行います。今後は、番前地内から南に向け順次計画を進め
てまいりたいと思っております。

担当課名
（電話番号）

地域安全課
（44-0347）

地域安全課
（44-0347）

整備課
（44-0333）

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

町内名

9

楽田原

回答

富岡荒井線と善師野線の交差点は、事故が多いので信号を設 信号をつける場合、赤信号で車が停まる場所が現状ではありません。必
置して欲しい。
要な幅員を確保するためには土地の買収など時間がかかります。すぐに
すべてを解決することは難しくても、少しでも改善するよう検討します
。
以前交通量が少なかった側を一時停止するようにしていますが、今では
交通量が逆転したため、一時停止する側を変更するよう警察と協議した
ところ、やはり幅員が不足しているためすぐには変更できないことがわ
かりました。
現在の交差点形状ではこれ以上の安全対策は難しいため、交差点の改良
について検討を進めることとしました。具体的には、現在県道善師野西
北野線が富岡荒井線に対し、斜めに交差していますが、これを北から南
向き、南から北向きそれぞれ富岡荒井線に直角に接続させ、かつ、車両
のすれ違いが出来る幅員に拡幅するものです。
この改良には影響する用地等の地権者のご協力や犬山警察署及び県道管
理者等の関係機関との調整が必要となります。
今後は、これらの調整に取り組んでいき、早期に安全対策が実現できる
よう、関係機関と連携しながら検討してまいります。
高齢者が多いので、コミュニティバスをすぐに楽田原に運行 コミバスは平成30年度に大規模な改編を予定しており、見直しをしてい
させて欲しい。
る所です。現在運行していない地域や時間帯についてどのようにカバー
するか、いかに効率よく運行できるか組み立てています。バスには限り
があるため、乗り換えが発生したり、今と比べて少し不便をお掛けする
地区等が生じるかもしれませんが、その時はご理解をお願いしたいと思
います。

10

11

要望、質問等

高橋

町内で砂利の採取を行っている。大口町では砂利の採取が不 砂利の採取そのものは自由な経済活動のため規制できません。大口町は
可と聞いたが、犬山ではどうなのか。
、穴を掘る事で地下水に影響が出ることを理由に規制しています。大口
町ではこの規制について裁判となっていましたので、その判決内容も参
考にしながら、犬山市の関係条例について検討していきます。

担当課名
（電話番号）

地域安全課
（44-0347）
整備課
（44-0332）

地域安全課
（44-0347）

環境課
(44-0344)

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

12

町内名

つつじヶ丘

13
前原台２
14

担当課名
（電話番号）

要望、質問等

回答

空き家管理について、市長からシルバーと連携して行うと聞
いたが、地元自治会も入れてほしい。
対策の進捗を知りたいし、地元で出来ることがあればやって
いきたい。また、シルバーに頼んだときの料金も知りたい。

状態の悪い空家の情報は地元自治会からいただきたいですし、ぜひ連携
を取って進めていきたいと思います。
所有者が市外在住者の場合については、ふるさと納税の返礼品にシルバ
ーによる空き家管理を入れています。

都市計画課
（44-0331）

町内公民館にAEDを設置していただきたいが補助制度はな
いか。

犬山市内のコンビニ全店及び小中学校等公共施設にＡＥＤを設置してお
り、非常の場合に使用して頂くことは可能です。現在、補助制度はあり
ませんが、検討、調査していきたいと考えております。

消防署
（65-0119）

市民大学の学科を２つ増やせないか。

過去には学部が現在より多かったこともあります。各学部・学科の最終
日に希望講座のアンケートを取っていますので、どのような講座がよい
か、ご要望を出していただければ検討したいと思います。

文化スポーツ
課
（44-0352）

11月5日（土）14：00～
楽田ふれあいセンター

町会長と行政との意見交換会 質問と回答
連番

町内名

要望、質問等

北二山の富岡-荒井線400～500台/日通る（朝4～10時又17～ 道路の汚れや劣化等がある場合は、その都度現地を確認し、対応を検討
20時）道は放置したままできたない（岐阜、犬山、春日井、 して参りますのでよろしくお願いします。
小牧の車でいっぱい）

15

管理者がいないのでごみを自分勝手にすてて行く。
16

17

北二山

集積場の美化は町内会や地域住民の協力により保たれていますことをご
理解いただきますようお願いいたします。ごみ集積場で普段と違う何か
が起きた場合は環境課までご連絡いただければ、対応させていただきま
す。

大きな死んだネコを畑の中へ捨てて行く（昨日草取りした場 原則、民有地の廃棄物（動物の死骸も含む）は、土地の使用者、管理者
所に）
等で処理をお願いしています。なお、野良ネコの死骸のみ、市民からの
相談が大変多い為、例外的に市で回収をしています。その場合は、回収
する者がわかりやすい場所に置いていただき環境課までご連絡ください
。
排水口から蚊が大量発生（4月～11月）ほぼ一年中

18
薬師川に高齢者の散歩道を作って欲しい。
19

回答

10月18日に現地立会し、この質問内容について伺いました。
暑い時期に改めて状況確認し、対応を検討して参りますのでよろしくお
願いします。
薬師川の堤防を利用した遊歩道は、犬山市歩行者ネットワーク構想に基づく整
備路線であります。今後、市内全域の路線整備の中で検討してまいりますので
よろしくお願いします。

担当課名
（電話番号）
土木管理課
(44-0335)

環境課
（44-0344）

環境課
（44-0344）

土木管理課
(44-0335)

整備課
（44-0333）

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

要望、質問等
市には私道と認識されても100年公道であれば公道として認
めてもらいたい。

1

名栗町

2

3

末広町

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

町内に消火栓を１つ設置してほしい。

回答
公衆用道路として、市が移管を受ける一般的な考え方は、行き止まり
ではなく通り抜けができ、不特定多数の行き来ができる道路であること
です。建築基準法上の道路であり、道路幅員については４ｍ以上、交差
部分には隅切を設けるなどの基準があります。
また、個人所有のままの状態で新たに市の道路とすることは困難です
。

消火水利の設置は、総務省消防庁が定める整備指針に基づき、順次整
備を進めております。
近年では、年間２、３基程度、消火栓設置工事を行っており、設置場
所については充足率の低い地域を重点的に行っております。当地区にお
きましては、比較的水利が豊富な地域であり、すぐに取り掛かることは
できませんが、市内全域としての充足状況を考慮して消火栓等の工事を
実施していますのでご理解ください。
（尚、水利につきましては、本日配置を示した地図を持参しております
ので、後程ご確認していただければと思います。）

課名
（電話番号）

都市計画課
（44-0331）
土木管理課
(44-0335)

消防総務課
(65-3123）

以前ありました、敬老の日前に配られていたさらさくらの入 「いきいき敬老事業」として、以前入浴券を配布していましたが、
浴券はなくなったのですか？
①平成２４年には、17.6％あった利用率が平成２５年には7.7％と10％を
割り込んだこと
②同じ人が複数回入浴券を使用しているとして、利用者からの苦情があ
長寿社会課
り、それが複数確認されたこと
（44-0325）
により、止む無く平成２５年を以って、廃止をさせていただいた次第で
すのでご理解ください。

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

要望、質問等

東専正寺町
5

東松本町１区

西丸ノ内

課名
（電話番号）
企画広報課
(44-0311)

小学生の通学時間帯に車両が渋滞などを避けて、迂回してき ご要望のあった現地は、30Km規制で、現状は、グリーンベルトの標示、
ます。かなりのスピードで通り抜けていきますので、事故防 啓発看板（1枚）の設置がされており、できる範囲での対応は行なってお
止のため規制等対応をお願いします。
ります。
更なる対応として、警告看板の設置などは市として考えることも可能で
地域安全課
すが、交通規制となりますと、警察及び公安委員会との調整が必要とな （44-0347）
り、非常に難しいと思います。市の職員も同行させていただき、犬山警
察署に相談したいと思います。
イトーヨーカドーのその後について教えてください。

7

回答

掲示板表面が劣化しており、画鋲がささらないので交換等対 10/25に現地広報板を確認させていただきました。非常に劣化していまし
応をお願いします。
たので板の取替えをさせていただきます。工事時期に関しては12月中を
予定しております。

4

6

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

平成29年2月末日までにイトーヨーカドー犬山店が閉店するとの新聞報道
がなされましたが、㈱イトーヨーカドーと共に、店舗営業を展開してい
る犬山キャスタが、今後も店舗全体を継続運営していく方針であること
は確認しております。
現在、犬山キャスタでは、関係事業者等と店舗運営に向けた協議を継続
中とのことであり、市としては、その取り組みを見守ってまいりますが
、犬山を代表する商業機能として、なくてはならないと十分認識してお
りますので、犬山キャスタと情報共有を図り、必要に応じた支援を考え
てまいります。

当町内の消防団詰所横の掲示板について、板面が固くて画鋲 10/25に現地広報板を確認させていただきました。板表面の劣化もありま
が手でささらず、ペンチ等で打ち込んでいます。表面に柔ら したので、板の取替えにて対応させていただきます。工事時期に関して
かい板を重ねるなど対応をお願いします。
は12月中を予定しております。

産業課
(44-0340)

企画広報課
(44-0311)

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

8
中々切北

9

10

11

要望、質問等

回答

赤い羽根共同募金の意義は理解するが、羽根の配布は考え直 赤い羽根共同募金は、社会福祉法人 犬山市社会福祉協議会 が事業主体
してもよいのではないか。（ほとんどの方が要らないと返っ となり実施しています。犬山市社会福祉協議会に問い合わせたところ、
てきます）
「必要と言われる方も有るため、町内の総意として不要ということであ
れば、犬山市社会福祉協議会(62-2508)へご一報ください」とのことでし
た。市福祉課(44-0320)へご連絡いただくことも可能です。その場合には
、犬山市社会福祉協議会へお取次する形となりますのでご了承ください
。

課名
（電話番号）

福祉課
(44-0320)

犬山市マターではないだろうが、犬山高校坂の歩道部の雑草
場所を職員で確認しました。県道浅井犬山線の歩道部分であるため、
が目立つ。雨天時等は歩行者が草を避けるため、自転車との 一宮建設事務所に連絡して１０月２８日に対応を行ったとの報告を受け
擦れ違い時等安全性に問題がある。また観光犬山のイメージ ています。
ダウンにもなる。道路管理者にこの旨伝え対応して欲しい。

土木管理課
(44-0335)

7月6日 土木常設員を通してカーブミラー設置の申請をお願 先般、設置が完了しました。
いしてありますが、いつ設置できるのか返事がほしい。2度
も事故が起きている場所の為早急にお願いしたい。

地域安全課
（44-0347）

29年度下水道工事完了後の集中浄化槽の撤去後（公園、ちび 通常、住宅団地内の集中浄化槽施設については、当該町内会において撤
っこ広場）横（30-11番地）の利用について相談窓口のお願 去いただいています。跡地の活用方法については、ご提案のA、Bとも可
い。
能性はあると思いますが、詳細について窓口となる経営改善課と打合せ
A 公園を広く出来るか
をお願いします。
B 集会所として利用させて頂けるか
後日質問のありました下水道整備に伴う浄化槽撤去については、浄化
槽施設の撤去費用がかかります。道路内に埋設されている既設管の撤去
経営改善課
については、市が発注する新規の下水道管を埋設する工事で行いますが （44-0301）
第２名犬ハイツ
、詳細については、市の下水道課と貴町内の下水道委員とで話を詰めて
いただくこととなります。
また、質問のありました町内会集会場の新築に関する補助金制度につ
いてですが、費用の３分の１を補助する制度（５００万円を上限）があ
り、市の地域安全課が窓口となっております。
公園（ちびっこ広場）のベンチの塗装をお願いしたい。

12

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

今回要望があった、石畑ちびっこ広場のベンチについては、塗装の要
望をいただきましたが、現地を確認したところ基礎の不具合がありまし
たので、地元と協議をして撤去と決定しました。

土木管理課
(44-0335)

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

要望、質問等

回答

広報いぬやまの配布方法の改善を検討してください。
特に10月1日号のさいは、配布物が多いにもかかわらず、ま
た同じ行政からの配布物にもかかわらず丁合されておらず、
配布に困りました。
親戚のいる近隣の自治会長に聞いたらバラバラでは無く、丁
合されて市から持ってきてくれるそうです。
お金はあまりかからないと思うので、このような小さな改革
から始めてください。

現状、原則として各戸配布ではなく、極力広報の紙面に載せるよう市役
所内に周知しているところではありますが、突発的なお知らせなどで各
戸配布が発生してしまうことがあります。町会長様にはお手数を掛けし
ますが、ご理解ご協力をお願いします。
なお、市で丁合というご意見ですが、こうしたお手間について、犬山市
行政連絡事務等委託料に含ませていただいておりますので、何卒ご理解
をよろしくお願いいたします。

小学校単位などの自治会長の連合会は犬山でないのでしょう
レインボー北笠 か？
屋
会長就任後一度も会合がありません。近隣自治会長との接触
が全くないです。
コミュニティで組織化してほしいということかもしれません
が、あくまで任意のものであり、組織率も低いと聞いていま
す。自治会長の連合会という位置づけでできないのでしょう
か。
近隣自治体では連合会があるのが普通だそうですが・・・

小学校単位ではないのですが、個々の町内会の上に、５地区（犬山、城
東、羽黒、楽田、池野）に地区町会長会が組織されており、更にこの５
地区を統括する形で町会長連合会が組織されています。
ご質問の趣旨からすれば、既存の地区町会長会でも、少し大きすぎるよ
うに感じます。住宅団地などでは、複数の町内会で自治会という形をと
っている処もありますし、城東地区は、任意組織体として区制を敷いて
おり、区単位で活動がされています。こういった考え方もひとつの手法
と考えます。そういった動きがあれば、市も協力させていただきます。
町内間の連携や、情報交流などは非常に大切なことですので、枠組みに
ついては、研究、検討したいと思います。

13

14

防犯灯の設置（犬山高校グランド南側の道路）
15

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

北三笠町

土木要望として取り扱いますので、担当土木常設員に相談していただ
き要望書の提出をお願いします。
なお、設置には近隣の同意が必要となります。

課名
（電話番号）

地域安全課
（44-0347）

地域安全課
（44-0347）

土木管理課
(44-0335)

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

要望、質問等
５/６走る市政教室において羽黒小学校の階段手摺を指摘し
たが、改善してくれたか。

16

天神町４・５
17

回答
現在、羽黒小学校の手すりの複数化について改善できていない状況で
す。
学校施設の修繕・改修については、学校施設を利用している先生等よ
り、毎年度優先順位をつけて要望をいただき、市全体の財政状況を鑑み
、緊急性、必要性等を考慮しながら、順次施工を行っています。
手すりの改善は、今すぐ全ての学校において改善することは困難です
が、今後、大規模な校舎の改修の際には、手すりの複数化等については
検討していきたい。

６月中旬 犬北小の通学路について意見（通学路上にごみ置
集積場の場所は、実際にそこを利用する地域の町内で決めていただい
場が有り、小学生がごみを避けて車道側を歩くため危険。何 ています。今回のお話は６月に地域安全課へ相談していただいた後に、
か対策が必要）を差し上げたが、その後何の連絡も報告もな 環境課から当該町内会へはお伝えはしています。その後、結果をお伝え
い。改善を実行（現）させる知恵を貸そうといっているのに していなかったことについては、お詫び申し上げます。
市はやる気がない。
後日、意見書を個別にいただいたため、回答文を発送させていただきま
した。
天神町２丁目（16銀行前）の交差点にカーブミラーの設置を 今年度中に設置予定です。
お願いしているが、この箇所は犬山幼稚園の送迎自動車も利
用し大変危険箇所です。

18

19

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

大本町

都市計画マスタープラン委員として参加しています。各委員
は色々意見を言われますが、聴くところによると各事業所も
可児の工場団地に移動していると聴きました。犬山市にとっ
てもマイナスになります。人口を増やすためにも産業誘致す
べきでは無いでしょうか。当局の意見を聴きたいと思います
。

企業誘致につきましては、人口増だけではなく、雇用の創出や自主財源
の確保を可能とする、市が実施すべき非常に重要な施策の一つであると
認識しております。
平成23年度にスタートした第5次総合計画の土地利用においても、市内7
地区を産業集積誘導エリアとして指定し、企業誘致を進めています。
現在、3地区で企業が立地し、加えて、塔野地地区の国道41号沿線にて、
新たな工業団地計画を推進しております。

課名
（電話番号）

学校教育課
(44-0350)

環境課
(44-0344)

地域安全課
（44-0347）

産業課
(44-0340)

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

要望、質問等

回答

お城の登り口坂の整備について
お城の上り坂(登城道)については、モルタル部分が劣化したことによ
完成はどのようになりますか。石段をなくしセメントが表面 り、川石の露出が著しくなったことで滑りやすくなりました。その状況
に見え、平状態に整備しているようですが、お城への風情が を解消するため、モルタル部分を応急的に補修することで入場登閣者が
なくなるような気がします。工事途中のようですが。
滑ることを防ぐために実施しています。
今回の工事は、現在、施工途中ですので、できる限りお城の風情がな
くならないような工事完了に努めていきます。

20

練屋町
21

中本町

課名
（電話番号）

歴史まちづく
り課
(44-0354)

城下町地区への一方通行の逆走が多く見受けられます。道路 一方通行規制（路面への矢印表示を含む）を所管する犬山警察署へ、
（一方通行の各交差点付近）にもっと矢印を付けては？（土 10/20に要望しましたが、路面への一方通行表示は行っていないとの回答
地域安全課
木常設員に提案中）
でした。このほかの方法で対応できないか犬山署と引き続き相談、協議
（44-0347）
をしていきます。
市内周辺の雑草の草刈りについて
市内の道路や河川堤防の草刈りについては、地元のご協力により成り
観光都市犬山として特に町中周辺の草刈りと郡部ではガード 立っています。通行の支障になるような箇所については対応してまいり
レールが隠れるほどのところがある。
ます。

22

23

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

犬山祭もユネスコに登録されそうだが観光について市として 「本物を求めて犬山へ」をキャッチフレーズに展開しています。
どのような方針があるのか。
犬山祭もユネスコ無形文化遺産に登録されました。
入鹿池も世界灌漑施設に認定されています。市には他にも観光資源があ
り、市全域に観光展開していきたいと思います。
具体的には、秋は桃太郎神社や寂光院に誘客したいと考えています。
また、SNSやツイッターで情報発信し、市南部にも観光施策を展開してい
きたいと思います。

土木管理課
(44-0335)

観光交流課
(44-0342)

町会長と行政との意見交換会
連番

24

町内名

神尾

要望、質問等

回答

犬山市の鳥獣被害防止計画は、どこに開示されているか。
犬山市鳥獣被害防止計画については、犬山市ホームページにて公表して
被害防止計画作成状況及び鳥獣被害対策実施隊設置状況につ おり、ご要望があれば産業課窓口にて配布、説明をさせていただきます
いて。
。
因みに、ホームページアドレスは、
http://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/nouti/1001179.htmlです。
計画の内容としては、対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間・対象地域
、基本方針、捕獲等に関する事項等を位置づけております。
作成状況は、平成27年3月18日に作成し、平成28年10月7日に改編してお
ります。今後も、実情に応じて改編してまいります。
鳥獣被害対策実施隊については、平成28年3月1日に設置し、現在、市職
員12名で編成しております。
具体的な職務としては、
①鳥獣の捕獲に関すること。（実務は犬山猟友会に委託）
②鳥獣の生息状況、被害等の情報収集に関すること。
③被害対策にかかる地域住民への啓発及び指導に関すること。
④その他被害防止施策の実施に関すること。
となっております。

今日、問題が様々出ているが、解決策を広報に出してはどう 今日の回答を含め、すべての回答を町会長さんにお返ししますので、町
か。
内で回覧することも一つの方法と考えます。

25

猪子町
26

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

消火栓について、犬山全体の数はいくつか、また取り扱いは 消火栓の数は、市内に消火栓と防火水槽を合わせ９００弱あります。取
協力する必要があるがどうするのか。
り扱いは３人ひと組で行う必要があります。
消防団、自警団は定期的に取り扱い訓練をしています。
後ほど個別に、場所については図面で、取り扱いについても資料で詳細
を説明させていただきます。

課名
（電話番号）

産業課
(44-0341)

地域安全課
（44-0347）

消防総務課
(65-3123）

町会長と行政との意見交換会
連番

27

28

町内名

東松本町１区

要望、質問等

30

回答

駅東口で夕方に鳥の糞の問題があったが、これが東松本町へ 以前、駅東口に対しては、紐を張り引っ張るなどの対策をしました。
来たので何とかならないか。
知恵をしぼり、何か対策を考えたいと思います。
（※内容の詳細をお伺いし担当課をご案内しますので、一度地域安全課
へご相談ください。）

狭あい道路セットバックについて、今後監視をしていくつも 建築確認完了検査時に現地確認しています。
りか。
狭あい道路対策事業は地域の中で、みんなで道路を広げていこうと、サ
作ろうと思えば、後から作れてしまうのではないか。
ポートするものです。
レインボー北笠
他自治体も参考にルールを作らせてもらいました。
屋
市の意思を示していると考えて欲しいです。
車山蔵から古い看板が見つかったが直してもらえるのか。

29

11月5日（土）17：00～
市役所

質問と回答

確認して対応します。

本町

天神町４・５

放置自転車の撤去の実施には環境整備が必要である。
注意札及び警告札の設置は、随時行なっておりますが、撤去、保管、引
駐車禁止看板が必要だが、剥げて見えなくなっているので直 取については、現時点ではありません。看板については、現地を確認し
して欲しい。
対応します。

課名
（電話番号）

地域安全課
（44-0347）

都市計画課
（44-0331）

歴史まちづく
り課
(44-0354)
地域安全課
（44-0347）

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

11月13日（日）14：30～
市民健康館

質問と回答
要望、質問等

回答

イトーヨーカドーが平成２９年２月に撤退すると聞いており 平成29年2月末日までにイトーヨーカドー犬山店が閉店するとの新聞報道
ますが、そのあとどこの企業が参入されるか判る範囲で教え がなされましたが、㈱イトーヨーカドーと共に、店舗営業を展開してい
てほしい。
る犬山キャスタが、今後も店舗全体を継続運営していく方針であること
は確認しております。
現在、犬山キャスタでは、関係事業者等と店舗運営に向けた協議を継続
中とのことでありますので、ご理解ください。

1

意見交換会になじむかわかりませんが、国から県へそして市
町村に対して、各種の調査依頼があると思いますが、犬山市
として取組姿勢を伺いたい。盛り上がりに欠けるので、もう
少し市も積極的に取り組んではどうか。
（農林業センサス、経済センサス等）

2

統計法に基づいて行う各種統計調査で得られる資料は重要な情報であり
、市としても円滑な実施に努めています。
近年では、プライバシー保護について関心が高まったことや、核家族化
や共働き世帯の増加が進んだことにより回答拒否や留守・居留守など調
査が困難な状況となっていますが、広報活動の強化などにより、皆さま
が安心して調査に協力いただけるよう努めてまいります。

課名
（電話番号）

産業課
(44-0340)

総務課
(44-0300)

また、調査の対象者に対し個人の携帯電話から連絡を取る場
合があると思いますが、電話に出てもらえない。
それぞれの地域や時間帯で活動する調査員の方々の声も聞きながら、専
市役所の番号で発信できる電話機を設置できないか。
用電話の設置を検討します。

3

4

5

天神町一丁目

自転車等の放置の防止に関する条例が施行（平成２８年７月 市の条例・規則により、注意札を取り付けてから一定期間、更に警告札
１日）されましたが、撤去、保管、引取の状況について判る を取り付けてから一定期間経っても放置されている場合に撤去となって
範囲で教えて欲しい。
おり、注意札及び警告札の設置は、随時行なっておりますが、撤去、保
管、引取について、現時点で実績はありません。
空家問題（すでに各部署にて対応されているかと思います
が）ですが、私どもが住んでいる集合住宅にもあります。昭
和５８年に完成してからの区分所有者の方が見えますが、今
まで誰も住んでおりません。なんとか対策（売却するか、従
業員に入居させるか、賃貸にするか）をしてほしい。

空き家問題に対しては、昨年度対策計画を策定し、所有者に改善指導な
どを行っています。しかしながら、空き家の管理は所有者の責務である
ことから、速やかに改善されないものもある状況です。
10月17日に戸建ての空き家を対象とした空き家バンクを立ち上げ、宅建
業協会と連携して利活用促進を進めています。共同住宅についても今後
の検討課題であると認識しています。

幼稚園、小、中学校の資源回収については、市から幼稚園、
現状では各学校により、開催案内のお知らせのなかで、開催日時、集
小、中学校の校区の皆様へとのお願いがありますが、集荷方 荷方法にあわせて回収品目を記載しているところです。
法等また高齢化により住民の方の対応も厳しくなっておりま
集荷方法、回収品目については、普段の資源回収では、紙類と缶類の
す（普段の分別方法と異なるため、高齢者を中心に正しく分 回収日を分けていますが、学校の資源回収では、まとめてお願いしてい
別できない）。なんとか全てがうまくいく方法はないですか るところです。
。
今後、高齢者でも正しく分別できるよう学校等と問題点を洗い出し、
今後の資源回収方法等の検討を進めていきます。

地域安全課
（44-0347）

都市計画課
（44-0331）

学校教育課
(44-0350)

町会長と行政との意見交換会
連番

6

7

8

町内名

第２桜ケ丘

椿

東菊川

11月13日（日）14：30～
市民健康館

質問と回答
要望、質問等

回答

井堀用水沿の桜の木は老木化しておりますので、枯枝が多く
、年々木が貧弱になっております。桜は犬山市の花として大
切な木とは思いますが、枯枝が道路に散乱し、車の通行に支
障を及ぼしております。台風シーズンは近所の方で枯枝を片
付けて頂いております。将来的には低木（ハナミズキ、ムク
ゲ等）をご検討して頂けないでしょうか。（ケムシ駆除年２
回、赤スズメバチ巣処理）

現在、年１回すべての桜の点検・診断を行い、支障木や危険木の剪定や
伐採を順次行っていますが、今後、桜並木の維持管理や植え替え等につ
いて、市内全域で中長期的な計画、管理体制をつくっていくことが大切
だと考えています。

年間を通じて秋くらいになると、日没が早いので会社が終わ
ってからのごみ分別が暗くて手持ちのライトを使用しながら
の分別作業なので効率が悪く、また暗くなってからごみを捨
てにくる人もいて暗いので分別しないまま捨てていく人がお
り困っています。ごみ集積所にソーラー式の照明が設置され
ると分別表示が見えて大変助かりますのでご検討願います。
（照明は人感センサー等でON/OFFできると良いと思います
。）※暗い中、町会長自身がライトで分別していると不審者
と間違いがある可能性もあり！！

ごみ集積場のみを照らすライトの設置は行っておりません。
集積場だけではなく、道路全体を安全に通行するための街路灯は場所や
状況により設置をしております。

地域にある寺社・仏閣の補修、改築等には、市からの援助・
補助金等の仕組みはありますか。（東菊川・西菊川・起・米
野東4町内で管理？している「須賀神社」の社務所が老朽化
のため屋根が崩れ、建物自体も倒壊する危険性があるために
伺ってみました。）

市では、文化財保護を目的として、「指定文化財」あるいは「登録文化
財等」になっている文化財については、所有者、管理者が行う文化財保
護事業に要する経費に対して、犬山市文化財保存事業費補助金交付要綱
に基づき、補助金を交付しています。須賀神社は指定文化財等に該当し
ないため、神社の補修や改築等については補助対象にはなりません。
【歴史まちづくり課】

意見交換会後、街路灯が設置可能か土木管理課と町内会長と打合せを実
施し、地元要望として取り扱う場合、ポール設置は地元で行っていただ
く必要があることを説明させていただきました。後日、町会長様より地
元で話し合った結果、現場状況などより街路灯設置要望は提出しない旨
のご連絡を電話にていただきました。

町内会、地縁団体に対する支援事業として、町内会所有の集会所の建築
、改築、修理費の補助、および、防災倉庫設置費の補助があります。し
かしながら、今回お尋ねの物件につきましては、残念ながら該当いたし
ませんので、地域での対応をお願いいたします。【地域安全課】

課名
（電話番号）

整備課
（44-0333）

環境課
(44-0344)
土木管理課
(44-0334)

歴史まちづく
り課
(44-0354)
地域安全課
（44-0347）

町会長と行政との意見交換会
連番

9

町内名

富士

10 城東団地

11月13日（日）14：30～
市民健康館

質問と回答
要望、質問等

回答

回覧板のホルダーについて
名古屋では回覧板に多くのスポンサーの広告が入っています
。よって常に新しく、厚く、しっかりしたものになっていま
す。
犬山では市販のバネで押える薄いプラスチックの物でたより
ない物です。ですから、犬山でも広告を中に入れて密封した
物にして、広告も年数を区切り新しくしていけば常に市民に
新しいホルダーを提供できると思います。
またスポンサーも町内の回覧板となれば宣伝効果も大きいと
思います。

ご紹介頂きました名古屋市に確認したところ、市、あるいは区ではこの
ような回覧板の配布は行っておらず、町内会が独自で回覧板を作成して
いるとの情報があるそうですので、おそらくその町内の方からのお話か
と思われますが、広告入りの回覧板については、市の財源を補う貴重な
アイデアと考えますので、他市町などの確認をしつつ、検討したいと思
います。
※既に、担当部署において検討を始めています。市の負担無しでスポン
サー集めから納品までやって戴けるような業者も把握しましたが、業者
選定や広告審査に関する基準、従来のものとの混在の可否など、いくつ
かの課題について協議中です。できる限り早い時期での実現に向け努力
しているところです。

町内で使用している集中浄化槽が古くなってきている。各戸 現在、そのような補助はありません。早々に良い方法が示せるわけでは
個別の浄化槽をつけることになった場合、市から補助はある ありませんが、課題だとは思っております。財政措置を伴うものですの
か。
で、国県の補助制度の有無や活用方法などを研究したいと考えています
。
今井小学校は複式学級である。複式の学校が現状のままでよ 教育上、行政上さらには地域性を考慮しなければならず、この解決には
いのか。
、時間がかかります。現在は、市単独で先生を任用したり、授業の形式
を工夫して、複式解消に努めています。
「学校」というくくりだけでなく、今井地区の施策として定住促進が必
要と考えています。移住支援を考えています。

11

岩穴

12

13 富士

片親が働いていないために、子どもが保育園に入れてもらえ 現在の制度では親の就労等の状況によって、保育園と幼稚園のどちらか
ず、幼稚園に行くことになったと聞いたが、関係なく入れれ を選択していただくことになります。
ばいい。
市内には、親の就労状況等に関わらず通える認定こども園が２園ありま
す。
今井地区の保護者の意向を聞きながら、今井で認定こども園が実施でき
るのか確認していきます。
小中学校の資源回収の日程が近く、2回目に出すものが無い
。もう少し間を開けるよう調整できないか。

調整します。
今後、学校と問題点を洗い出し、資源回収の日程等の検討を進めていき
ます。

課名
（電話番号）

地域安全課
（44-0347）

環境課
(44-0344)

学校教育課
(44-0350)

子ども未来課
（44-0324）

学校教育課
(44-0350)

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

14 南丸山

要望、質問等

上中切

16

17 青塚

回答

職員募集の際の議員による口利きは駄目だが、そのような話 条例化はしていませんので記録は取っていませんが、不当な圧力があっ
があった時記録は取っているか。
た場合個別に履歴は取っています。
11月5日市役所で開催された意見交換会で、町会長の横のつ
ながりを出すために、新しい組織を作るというような話が出
ていたが、市はそれを積極的に推進するつもりか。既にいろ
いろな会があり大変なので、これ以上市が絡んだ組織を作ら
ないで欲しい。

15

11月13日（日）14：30～
市民健康館

質問と回答

町内会の連携を図るために、何らかの組織という意見がある一方で、色
々な役割が町会長さんに集中し、特に高齢者にとって大変ということは
理解できます。直ちに、町内会の枠組みを改編するものではありません
し、こうしたことは、皆さんのご意見を伺いながら進めることと思いま
す。貴重なご意見として承ります。

ホームページに掲載されているいろいろな地図が、小さくて ホームページはインターネットのブラウザの機能やスマートフォンの拡
細かい所が見えない。なんとかして欲しい。
大操作で拡大することが可能です。
しかし、紙媒体を読み込んで作成した画像やPDFファイルに関しては原本
の精度に影響されてしまうため、拡大すると粗くなってしまうものもあ
ります。次回以降の地図・マップ作成時は改善できるよう検討させてい
ただきます。
交通安全運動の一環で街頭にベストと帽子姿で立つが、大口 良いご提案をありがとうございます。シートベルト関所キャンペーンで
町ではスピード注意等の啓発看板を掲げて立っている。そう は、啓発グッズを使ってメッセージを送っていますので、交通監視時に
いう資材があったほうが良い。
ついても何らかの方法を考えたいと思います。

課名
（電話番号）
総務課
（44-0302）

地域安全課
（44-0347）

企画広報課
(44-0311)

地域安全課
（44-0347）

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

1

2

課名
（電話番号）

要望、質問等

回答

広報いぬやま H27.12.1号 25ページ「たくろう通信」で町
内集会所等の新築・改築・修理への補助額を２倍へ！の中の
「なぜ引き上げるのか？」の説明の中で、いざという時の防
災拠点として、大変重要な役割を果たしています。とありま
すが、行政は集会所を防災拠点として位置づけているのです
か？災害時の避難所として町内集会所は含まれていないと認
識していますが、本当に防災拠点として位置づけるなら、補
助金倍増ではなく行政として相応の取り組みが必要ではない
か。
市内の密集地の中には、いざという時、緊急車両（消防車、
救急車）が入れない地区がある。安全、安心な街づくりのた
め行政として積極的に道路の拡幅に取り組むベきと考えるが
、犬山市の取り組み方針は？

現在避難所は45箇所あり、一部特例を除き、町内会の集会所を避難所と
して指定することは行っておりません。
しかしながら、火災で焼け出された方が一時的に身を寄せる場合などを
含め、いざという時に最も身近な集会場を利用したい、そのために改修
を行いたいというご要望は、町内会からいただいております。今回の制
度改正にはこういったご要望にお応えする意味もあり拡充させていただ
いたものです。ご理解をお願いいたします。

・道路拡幅については、地元要望と所有者の理解が得られたものを順次
、整備について検討を進めています。また、狭あい道路対策としては、
建築行為の時に必要なセットバック用地に対して非課税措置を行ってき
ました。今年度は、さらに門塀等の移設にかかる費用の一部を補助する
制度を新設して改善に努めていきます。
・緊急車両の通行については、消火栓、防火水槽の調査に併せて道路状
況、障害物などを調査しています。

都市計画課
（44-0331）
消防署
(65-0119)

第５次犬山市総合計画の中間見直し時期と聞いているが、当
初の計画に対して進捗状況を評価されたのですか。評価、総
括したものを公表したうえで、見直しを進めるべきと考える
がどうか。

第５次犬山市総合計画については、12年の計画期間のうち、半分が経過
する今年度、見直し作業を行っています。
見直しにあたっては、総合計画に記載している個別施策について、これ
までの事業の進捗や実施状況を振り返り、評価・検証を行った上で進め
ています。
具体的には、各個別施策に記載されている目標指標の達成状況等を中心
に、個別施策の出来栄えを確認するため、「施策棚卸シート」を作成し
ました。これらの検証内容を踏まえた上で、学識経験者、公共的団体の
役員、市議会議員、及び公募による市民により構成された外部組織であ
る「犬山市総合計画審議会」において審議され、後半６年間に向けた総
合計画の改訂作業を進めています。
なお、個別施策の棚卸結果のほか、見直しの進捗状況及び作成した資料
等については、市ホームページにてご覧いただくことができます。

企画広報課
(44-0312)

二日町

3

11月18日（金）19：00～
南部公民館

質問と回答

地域安全課
（44-0347）

町会長と行政との意見交換会
連番

4

町内名

堀田第２

要望、質問等

回答

ごみの分別収集時に対象外のごみがよく混ざっていて困惑し
ている。特に不燃ごみの日に、プラスチック製品のごみがよ
く混ざっている。町内回覧では分別を呼びかけているが、捨
てる人が必ずしも町内会員とは限らない。市の広報で定期的
にPRを行って頂きたい。併せて市内に住居を移された人にも
市へ届出が出されたときに分別方法・時期等がわかる刷子を
渡し、協力を求めて欲しい。（町内会員以外の方にも理解を
してもらう為）

町内会未加入者であっても町内のルールに従って排出してもらう必要が
ありますので、お困りのことがあれば、個別に環境課まで連絡をくださ
い。外国語のチラシも作成しているほか、スマートフォンでのアプリ導
入による案内も検討をしています。

空家制度？空き家バンクに参加して市の人口増加を図ってみ 昨年度策定した空家等対策計画に基づいて、今年度空き家バンクを作成
ては？
・公開しました。今後は物件の充実や市の魅力に関する情報の充実を図
りながら活用しやすいものにしていきます。

5

6

課名
（電話番号）

環境課
（44-0344）

都市計画課
（44-0331）

各避難所にヘリ（上空）からみて識別できるマークを入れた ご提案いただいた、ヘリコプター用対空表示は、ご指摘のとおり、上空
方が良いのでは？（市の防災担当者は研修などで上空から市 から早期に建物を識別できるため、特に他都市からの応援隊に対し、速
日の出住宅２街 の状況を見た方が良いのでは？）
やかに現着できる効果が期待できると認識しています。
区A
民間事業者が無償でこの表示を行った神戸市のような事例もありますが
、10施設で約1,000万円かかるという事例もあるため、備蓄品の整備等他 地域安全課
の防災事業の進捗との兼ね合いをみて検討していきたいと思います。な （44-0346）
お、アルファベット２文字の表記もあるとのご指摘ですが、そういった
こともいずれ研究していきたいと考えます。

消火器の管理を犬山市にてお願いしたいです。
7
横町
8

11月18日（金）19：00～
南部公民館

質問と回答

街頭消火器の管理は、町内会・防災会の皆さんにより、分かりやすくか
つ容易に使用できる位置に設置していただいております。いざ火災とな
った場合の住民の方々による初期消火の成功例もございます。
今後も消火器設置補助制度を活用していただき、安心・安全な町づくり
にご理解とご協力をお願いします。

楽田では、拍子木隊で安全なまちづくりの啓発を行っている こういった活動は、市内の色々な地域で取り組んで頂いていますが、町
が、これに使用する拍子木の購入等の補助はあるのか。
内等の自主的なもので、現在、拍子木を支給したり、購入の際の補助は
行っていません。

消防署
(65-0119)

地域安全課
（44-0347）

町会長と行政との意見交換会
連番

9

町内名

成海

11月18日（金）19：00～
南部公民館

質問と回答
要望、質問等

回答

最近高齢者の事故が多い。総合計画でコミュニティバスの見 平成30年度にバス路線を大幅に見直す予定です。現時点で、導入する、
直しもしているそうだが、次の見直しの時、デマンドバスに しないの決定はしていませんが、デマンドバスも選択肢の一つと思って
する気はあるか。
おります。
町内に転入してきた方が、市役所からごみカレンダーをもら
っていなかった。自分もコミュニティバスについて、最初の
頃は知らなかった。
転入者にはそういった市が知らせるべきものをまとめて渡す
ようにしてもらいたい。
また、ごみカレンダーの粗大可燃物についての書き方がわか
りにくく、しかも、美化センターにごみを出しに行くと手続
きが煩雑で渋滞してしまう。他市の安価で簡易な方法のよう
にして欲しい。

課名
（電話番号）
地域安全課
（44-0347）

ごみカレンダーがお渡しできなかったことにつきましては、お詫び申し
上げます。通常、市民課にて転入手続きの際にお渡ししていますが、今
後は、お渡しするものに過不足が無いように努めて参ります。
また、犬山市のごみ処理にかかる費用は、尾張地方の平均、10Kgあたり
200円と同程度です。各務原市が安いことは把握しておりますが、地域の
実情に応じてご負担いただく費用を設定していることから、他地域の状
況は参考にはさせていただきますが、現在のところ、負担額の減額につ
いては考えていません。また、美化センターでの手続き簡素化について
は研究していきたいと考えています。
※後日確認･･･転入の際、一つの封筒にまとめてごみカレンダーやコミバ
ス時刻表などを配布しています。ただし、既存世帯への転入については
、要望に応じて、資料をお渡ししていましたので、今後は、要望の有無
に拘わらずお渡ししていきます。【市民課】

10

日の出住宅２街
区A

※研究後の報告
環境課
ごみの自己搬入について、各務原市に確認したところ計量の際、免許 （44-0344）
証及び車検証を提示していただき、車検証に記載された車両重量＋100kg
市民課
以下の場合は無料で、申請書の記入も省略しているとのことでした。車
(44-0303)
両重量＋100kgを超える場合は、申請書を記入していただき、10kgあたり
60円のごみ処理手数料をその場でいただいており、搬入者は１回の受付
で済むとのことでした。犬山市では計量の際、免許証の提示及び申請書
の記入をしていただき、ごみを積み下ろした後、再度計量し、差引重量
から10kgあたり200円のごみ処理手数料をいただくため、搬入者は２回受
付しなければなりません。ご指摘のとおり各務原市の方が手続きが簡略
化されています。しかしながら、当市では申請書を搬入者全員に記入し
ていただくことで、いつ、誰が、どんなごみをどれだけ搬入したか記録
することにより、後日問題が生じた場合でも確認が可能となります。ま
た、各務原市の場合、車両重量＋100kg以下の搬入は無料となるため、少
量を複数回に分けて搬入するなどの不適切な利用も考えられます。当市
では搬入量どおりのごみ処理手数料を適切にいただくため２回計量とし
ていますので、ご理解をお願いします。

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

堀田第1

13

14

要望、質問等

回答

ごみのネット袋が破れて使えなくなっている。予算がなくて ネットの費用は、毎年予算化しており、ごみの回収業者が回収した時点
新しいものにできないと聞いたが、毎年予算を確保して、順 で破損があれば、業者から市に連絡が入り、交換していますが、ご指摘
次交換して欲しい。
のような状況が確認されましたら、ご面倒ですが環境課までご連絡をく
ださい。
※後日対応
回収業者へは、破損したままのネットがないか改めて確認するよう指
示しました。

11

12

11月18日（金）19：00～
南部公民館

質問と回答

富岡新町５

課名
（電話番号）

環境課
（44-0344）

不燃ごみの回収日に可燃ごみが混ざって出されたりする。回
収されずに残される可燃ごみの片付けに困っている。
ごみ分別のチラシは全戸に配達されているか。また、チラシ
を見ても判断に迷うものもある。そういった所がまとめて出
してしまうのではないか。
町内会未加入の世帯は、有料化してもいいのではないか。

ごみカレンダーについては、市広報誌と共に配布していますが、市内の
全世帯には配付しきれていません。全世帯に漏れなく配布するのは困難
でありますが、不適切な排出がされる場合は、現場等を確認のうえ、排
出者へ直接分別方法の周知や指導をさせていただきますのでご連絡くだ
さい。
ごみ出しのルールに合わないごみは、間違っていることが判るように現
場に残していますが、支障があるなど回収が必要な場合は、町会長様か
らご連絡をいただければ回収します。
なお、町内会未加入の世帯に対する特別な有料化については考えており
ません。

コミュニティバスについて、どんな人がどんな目的で利用し
ているか、市は把握しているか。本数が少ないと利便性に欠
けるので、目的別に短くコース設定をして本数を増やして欲
しい。また、地区ごとに希望調査をしたり、ボランティアタ
クシーを導入してはどうか。

コミュニティバスはＨ27実績で、257日、15,943便運行。年間で84,091人
利用しています。高齢の方が、病院へ通うのに利用されることが多いと
思います。また、市費がおよそ5千万円かかっているので、一人を運送す
るのに約600円かかっている計算になります。目的別や短いコースも検討
のひとつですが、今井や栗栖など、どうしても時間のかかる地域もあり
地域安全課
ます。ボランティアタクシーは、法規制も多いのですが、デマンドバス （44-0347）
を組み合わせるなど、いろいろな手法も検討すべきと考えています。
現在、町会長さんにアンケートをお願いしており、その結果等も踏まえ
ながら、必要に応じてそういったことも考えたいと思っています。

重大災害が起きた時、自分たちで助け合いをしなければなら
ないが、市はどのくらいで助けが来るのか。また例えば重傷
者がいた時、運んだほうがいいのか、動かさないほうがいい
のかなど、どうしたらよいのか情報がほしい。

現在、市から市民の方に情報を万全で出せるようにはなっておりません
ので、研究させていただきたい。市民の方にわかりやすい形で出せるよ
う少しずつでも進めてまいります。
個人、地域、市がそれぞれやるべきことがあります。
市でも備蓄はしていますが、限りがあるので、水や食料の家庭備蓄を３
日分はしていただきたい。
また、個人宅としては家具固定のサポート制度、地域としては防災倉庫
設置の補助制度があるので、活用していただきたいと思います。

環境課
（44-0344）

地域安全課
（44-0346）

町会長と行政との意見交換会
連番

町内名

15

日の出住宅２街
区A

11月18日（金）19：00～
南部公民館

質問と回答
要望、質問等

市の職員の災害対応訓練は行っているか。

回答
非常参集訓練などを実施しています。また、来年度中にはＢＣＰを策定
します。その策定に際しては、具体的な行動が出来る様にします。

課名
（電話番号）
地域安全課
（44-0346）

