令和元年度町会長と行政の意見交換会
No

町内名

事前質問

質問・意見

回答

1班西のごみ集積場では、不法投棄が多発しているため、8月20
日に警告看板を設置した。また、12月19日に非録画式不法投棄
監視カメラを、2月13日に録画式不法投棄監視カメラの設置を
環境課と協議している。不燃ごみの集積日に資源ごみである鉄
缶やアルミ缶の不法投棄が見受けられるので、不燃ごみの集積
日にも鉄缶やアルミ缶の集積容器を設置してはどうか。

不法投棄抑制のご協力ありがとうございます。不燃ごみの収集日にス
チール缶やアルミ缶の収集容器を設置すると、資源物が不燃ごみに誤っ
て排出される危惧があるため、収集日を分けています。また、集積場に
よっては、容器設置スペースの確保ができない箇所もあり、市として統
一性を持たせることで経費の削減に努めていることから、個別での対応
はできません。月2回の収集日に適正な排出をしていただけるよう周知
に努めます。

1 青木団地

担当課
(電話番号)

参加日

環境課
(44-0344)

11月12日

地域安全課
(44-0346)

11月12日

-

11月12日

(追加質問)
ビンやスチール缶などの資源ごみも不燃ごみに入れてしまうこ スチール缶やアルミ缶などの資源物が、不燃ごみに誤って排出されない
とがあるので、不燃ごみの回収日にもスチール缶などの回収容 よう収集日を分けています。スチール缶やアルミ缶は、月2回の資源物
器を置いたら、もっとリサイクルができるのではないか。ま
の収集日に排出していただけるよう周知に努めます。(経済環境部長)
た、不法投棄もなくなるのではないか。

2 橋爪中北

行政が町内会に望むことは何か。

町内会は、同じ地域に住む人が、親睦やふれあいを深める等の活動を通
じて、地域の様々な課題を話しあって解決し、自分達の地域を住みよい
ものにすることを目的とした組織です。
そのため、地震等の災害時対応をはじめ、地域の安心・安全で快適な環
境を築くため、行政と協働して、住みよいまちづくりを進めるための重
要な役割を担っていただけるよう、行政のパートナーとして今後も活動
を続けていただきたいと考えています。

3 橋爪中北

行政が町内会活動に支援している補助制度は何があるか。

別紙補助制度一覧(P.15)のとおりです。ぜひ、ご活用ください。

4 橋爪中北

町内会の役員が困った時、相談を受け付けてくれる機関はどこ お困りの際は、地域安全課にご相談ください。ご相談の内容によって、
か。
随時窓口をご案内いたします。

地域安全課
(44-0346)

11月12日

5 橋爪中北

現在、町内会経由で募金をお願いしているものとして、福祉関係では、
①日本赤十字社社資 ②犬山市社会福祉協議会会費 ③赤い羽根共同募
金 ④歳末たすけあい募金の4種類です。
①は、防災資機材の整備のように、皆さまがお住いの地域で直接的に役
立っている事業が多くありますので、地域の方々にも継続的にご支援を
お願いしています。このような活動を行うために、町会長の皆さまに
は、日本赤十字社の「協賛委員」をお引き受けいただき、活動資金の募
集等にご協力をいただいているところです。他自治体では、民生委員の
ほか、一般ボランティアで構成される赤十字奉仕団に「協賛委員」を引
き受けてもらい、社資を募集しているところもあると聞きますが、地域
に住み、住民とも顔なじみである町会長の皆様が集金を行うことで、地
域のつながりを深めるきっかけになると思いますので、ご理解をお願い
します。
また、犬山市社会福祉協議会から依頼をしている②③④については、町
内会の負担軽減に向け、募集方法も含めて社会福祉協議会と協議してい
きますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。

福祉課
(44-0320)

11月12日

各募金で町内会を活用しない方法はないか。
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回答

担当課
(電話番号)

参加日

町内会への加入が減少していることは、町内会活動に影響する課題であ
ると認識しています。現在、アパート等が建設される際には、町内会へ
の加入の働きかけや、転入届の手続きの際にも加入依頼を進めていきま
す。

地域安全課
(44-0346)

11月12日

市民税・県民税は、定額で課税される均等割と、前年中の所得金額に応
じて課税される所得割で構成され、納税義務者に負担していただいてい
ます。
県内における名古屋市以外のすべての市町村では、標準税率を採用して
西楽田団地 他の市(例：小牧市)より市民税が高いという声があるが、実際 おり、均等割額5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)、所得割額
7
５
はどうか。
10%(市民税6%、県民税4%)となっています。
なお、名古屋市では、均等割額が5,300円(市民税3,300円、県民税2,000
円)、所得割額が9.7%(市民税7.7%、県民税2%)となっています。
※岡崎市、豊田市は、標準税率を採用していますが、一部の方に均等割
の軽減をしています。

税務課
(44-0314)

11月12日

土木管理課
(44-0335)

11月12日

車がない高齢者や子どもは土日の足がないので、コミュニティ
バスの今井・前原線を土日も運行してほしい。このままでは、 昨年12月から、利用者の方などからご要望が一番多かった、平日毎日運
テレビで放映しているような、子どもだけでのバス旅ができな 行(月～金)を実現しました。土日運行については、公共交通全体の中で
い。コミュニティバスの運行が確実なら、運転免許証の返納も 引き続き皆さまからのご要望を踏まえ検討します。
できるし、返納しやすくなる。

地域安全課
(44-0347)

11月12日

所有者が特定できるものは、市より文書を送付し、同意を得たうえで可
能な場合があります。一方で、所有者が特定できない場合や、所有者が
同意しない場合もあります。
また、台風等で緊急的な措置が必要な場合は、市が最低限の措置を行う
ように条例を制定しましたので、ご相談ください。

都市計画課
(44-0331)

11月12日

No

町内名

6 橋爪中北

質問・意見

町内会への加入が減少している状況をどう考えているか。

現在、無償支給される道路補修材(レミファルト)を使用し、道
路の段差、剥離、陥没等の補修を町内会で毎年実施している。
しかし、補修直後の定着の悪さ、水分に対する脆弱が気になる
ので、全天候型、高耐圧型の補修材に変更してほしいが、高価
格なため、採用できないと思う。土木常設員や町会長に一任す
るのではなく、別の方法を検討してはどうか。
8 北二山

町内会に支給している道路補修材は、市内全域でレミファルトで統一し
ています。レミファルトは、ご指摘の通り、緊急的な補修を目的とした
材料であるため、水分のある箇所への適合性が低い等の特性がありま
す。レミファルトでの対応が困難な道路損傷個所は、職員が現地確認し
た上で、状況に応じた補修を行いますので、町会長もしくは土木常設員
からご連絡ください。なお、緊急であれば、土木管理課に直接ご連絡く
ださい。

(追加質問)
レミファルトは、人の力やスコップで叩いただけではうまく補 あくまでも簡易補修なので、ご意見のとおり本格的な補修にはなりませ
修できない。転圧機も必要であるため、土木常設員や地域に一 ん。道路に穴が開いている等の状況があれば、担当者が個別案件として
任するやり方は見直してほしい。実際の使われ方をよく見てほ 対応します。(都市整備部長)
しい。専門家がやらなければいけないのではないか。

9 中屋敷

10 地産団地

空き家の管理に対して、自治会や行政が干渉できるか。
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No

町内名

11 地産団地

12 中東

13 中東

回答

質問・意見

大字五郎丸字郷瀬川、合瀬川北側の道路の幅が狭く、車がすれ
違えないので、道路拡幅や一方通行等、何か方策はないか。

一般市道の道路拡幅は、関係する土地所有者の協力が必要不可欠です。
市では、道路拡幅を事業化する場合、土木常設員を通じ、地元要望とと
もに関係する地権者等の同意をいただいた後に、事業化を検討します。
そのため、地域の皆様のご理解・ご協力が必要となりますので、よろし
くお願いします。(整備課)

担当課
(電話番号)

参加日

整備課
(44-0332)
11月12日

道路規制を所管する犬山警察署に確認したところ、ご質問の道路への一
方通行規制については、規制の影響を受ける地区の住民及び畑等の所有
者の同意が前提になるとのことであり、道路の拡幅と同様、地域の皆様
のご理解・ご協力が必要となります。同意の範囲等につきましては、地
域安全課へご相談をお願いします。(地域安全課)
商業・工業誘致をしたら、犬山市の税収が増え、福利厚生等も 市としても、工業・商業誘致が税収確保に繋がっていくことは、十分認
良くなり、豊かな町になるのではないか。
識しています。工業系では、市内8カ所を産業集積誘導エリアに指定
し、積極的に企業誘致を進めています。また、商業系では、市内の幹線
道路を商業集積ラインとして定め、事業者へのヒアリングや、進出意向
を持つ事業者と情報共有を図っています。
今後も継続して財源確保に向けた取り組みを積極的に実施していきま
す。

地域安全課
(44-0347)

(追加質問)
農業の担い手が高齢化しており、耕作放棄地などの空き地を利
用し、工業誘致することもメリットがあるのではないか。ま
た、専門家のコンサルティングを導入してほしい。大口町や坂
祝町などは大きな企業が立地しており、保険料も安いと聞い
た。

産業課
(44-0340)

11月12日

下水道課
(44-0337)

11月12日

企業誘致は、財源確保としては一丁目一番地として実施しています。継
続的、また、積極的に取り組んでいきたいと思います。(経済環境部長)
企業誘致については、重要な政策課題として進めています。ただ前提と
なる認識として、国民健康保険税は県下で2番目に安く、介護保険も10
番目に安くなっており、市民税は、ほとんどの自治体が、一律の税率を
使用しているため、市民負担が大きいというわけではありません。(市
長)

現在、一部を除く塔野地地区は、浄化槽で対応しているとのこ 現在の公共下水道整備は、市街化区域を優先的に実施しており、塔野地
とだが、やはり下水道設備は必要ではないか。
地区は、一部を除き、公共下水道の計画区域で、事業認可を取得をして
いない区域であり、整備予定時期については、未定となっています。
下水道の整備には多額の費用と年月がかかり、人口減少等に伴う下水道
使用料収入の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等、下水道事
業をとりまく環境は厳しくなっています。
今後の下水道事業の整備方針については、財政状況を鑑がみ、整備を進
めていかなければならないと認識しています。
(追加質問)
塔野地は浄化槽が多いが、点検やお金がかかり、個人ではなか 下水道は環境美化に果たす役割は大きいと認識しています。しかし、下
なか管理できない。匂いもあり、水も濁っているが、下流で米 水道整備には時間とお金がかかります。住宅を新築する場合は、合併浄
を作っている。お金がかかることもわかるが、考えてみるべき 化槽の設置が義務付けられており、下水道を全て整備できることが理想
ではないか。
ではありますが、まずは市街地部分を優先で進めています。(都市整備
部長)
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担当課
(電話番号)

参加日

14 上野城見

広報犬山は、より鮮度の高い情報を、なるべく時間差を少なく提供する
ために月2回発行しています。近年、市からのお知らせや市民からの情
報提供も増え、ページ数が増加傾向にあることから、月1回の発行とし
た場合、1号あたりのページ数も増加するため、目を通すだけでも大変
になると考えています。また広報と回覧物の重量も増えるため、配布の
経費削減、町内会業務簡素化のために、広報の作成及び配布を
負担も増えると思われます。
月2回から月1回にできないか。
そのため、月2回の発行を継続する予定ですが、広報の配布が町内会業
務として負担になっているという声もあるため、発行回数を含めた様々
な検討をしています。今後の参考としますので、先日、町会長を対象と
したアンケートを送付しました。設問の中に、広報に関する項目もあり
ますので、ぜひご協力お願いいたします。

企画広報課
(44-0311)

11月12日

15 上野城見

上坂公園は、昨年度、適正な維持管理ができておらず、草が生えている
雑草の草刈りを年2回程度から年4回程度に増やせないか。上坂
状態でしたが、今年度は草刈りの回数と時期を見直し、4回実施しまし
公園は雑草で子どもたちが遊べなくなる。また、木津用水沿い
た。木津用水沿いの遊歩道については、愛知県が管理する尾張広域緑道
の遊歩道は、自転車とのすれ違いの際に避け辛い。
であるため、愛知県へ要望します。

土木管理課
(44-0335)

11月12日

16 上野城見

飼い猫の放し飼いは、犬と違い、取り締まる法律等の根拠がなく、市で
も対応に苦慮しています。取り締まることはできませんが、飼い主が特
近隣で4頭ほど放し飼いしている飼い猫を見かける。猫も犬と
定できる場合は、個別訪問し、他人へ迷惑をかけていること、放し飼い
同様で鎖に繋ぐか、柵で囲う等して管理するを求められている
が原因で発生する事故や、病気感染の危険があることを説明し、室内飼
と思うが、実際は放し飼いが多いようである。条例で猫の放し
養を勧めています。
飼い禁止か、毎号の広報表紙に「猫の放し飼いはダメです！」
「猫は放し飼い」という考えが大半を占める中、条例を制定し取り締ま
と啓発文を載せられないか。
ることや、放し飼いを禁止することは現実的でないため、禁止ではなく
「猫の室内飼養の勧め」を広報で啓発します。

健康推進課
(63-3800)

11月12日

17 入鹿

廃棄物処理法では、土地所有者に管理責任があります。そのため、私有
ごみ集積場だけでなく、不法投棄現場に監視カメラを貸出すこ 地における不法投棄監視カメラの貸出はできません。ただし、不法投棄
とはできないか。
はごみ集積場以外でも発生しているのが現状であり、ごみ集積場以外の
市有地は、情報を頂ければ、その都度対応を検討します。

環境課
(44-0344)

11月12日

18 井堀町南

西小学校前の道路街路樹にナンキンハゼが植えられている。紅
葉時期はとてもきれいなのに、その前に剪定される。夏の暑い
時期に木陰を作るのはいいと思うが、紅葉も見てみたい。これ
は県の関係になるのか。

街路樹は、道路景観の向上、沿道環境の保全及び車両と歩行者の安全性
向上の機能があり、この機能を維持する事を目的として剪定しています
が、倒木や枝折れによる事故防止の観点から、台風シーズン前に剪定を
行っていますので、ご理解お願いいたします。

土木管理課
(44-0335)

11月12日

19 井堀町南

ご質問の報道は、中国の廃プラ輸出規制によって事業から排出されるプ
プラスチックごみの7割が焼却されていると報道で見た。再資 ラスチック製容器包装を焼却処理していることについてだと思われます
源として扱うごみはどのようなものなのかを明確にして、無駄 が、市では、資源物として収集したプラスチック製容器包装は中間処理
のない取り組みにしてほしいと思う。
後、(公財)日本容器包装リサイクル協会を通して、全て再生処理業者で
リサイクルされています。

環境課
(44-0344)

11月12日

No

町内名

回答

質問・意見
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担当課
(電話番号)

参加日

企画広報課
(44-0311)

11月12日

地域安全課
(44-0347)

11月12日

22 蝉屋

ごみ分別のご協力ありがとうございます。現在、段ボールを排出する
際、風等で飛ばされないように紐で縛って排出するようお願いしていま
段ボール用の収集容器がないので、紐で縛るルールがあるが、
す。クリーンキーパーが改めて紐で縛っていただく必要はありません
小さな段ボールがたくさん出ると、クリーンキーパーが紐で
が、風などで飛散することが懸念される場合、大きめの段ボールを組み
縛っている。新聞紙等のように、段ボール用の収集容器を設置
立てて、その中に入れていただく等のご協力をお願いいたします。ま
する計画はないか。
た、段ボールの大きさは多様であることから、収集容器に収まらない懸
念もあるため、容器を設置する計画はありません。

環境課
(44-0344)

11月12日

23 木津西

街頭消火器の適正配置につきましては、基準等を設けておらず、各町内
街頭消火器設置が推奨されているが、適正配置など設置基準が 会で設置場所、必要数を検討していただき、設置を一任している状況で
あれば、町会長事務手引き等で示してほしい。
す。なお、令和元年度の実績は、8.7世帯に1本の割合で、設置されてい
ます。

消防署
(65-0119)

11月12日

No

町内名

質問・意見

回答

今年の広報が左綴じになっているのはなぜか。今までは、議会
だよりと同じ右綴じだったと思う。また、月2回の広報配布は
負担が大きく、内容も催し物の案内が主になっていて、魅力に
欠ける。他市では、地域の歴史や人物、自然等工夫したものを
見る。お知らせは最小限にして、読んでみたいと思わせる広報
にしてほしい。

広報犬山は平成29年4月1日号よりリニューアルし、左綴じになりまし
た。左綴じとなった経緯は、従来の横書き・縦書きが混在していた紙面
から、見やすさを考慮し、横書きに統一したためです。
内容についてはご指摘いただいた点も踏まえ、行政情報とのバランスを
考えながら、より充実した魅力のある紙面作りを目指します。
広報の配布については、現在様々な検討を行っていますが、今後の参考
としますので、先日配布しましたアンケートに、ぜひご協力お願いいた
します。

20 井堀町南

(追加質問)
他市に比べて広報の中身に魅力がない。中日新聞に非常に興味 現在の広報はお知らせがメインとなっており、魅力を高めるための読み
深い連載があった。歴史や人物などを扱って、読むことが楽し 物や、犬山に関する記事も掲載していくべきと考えています。他市の広
みになる紙面としてはどうか。
報を参考に研究していきます。
名古屋水道緑地化事業で、とても良いウォーキングコースがで
きた。それに伴い、車道も狭くなったが、猛スピードで走る車
を見かけるので、速度制限を設けることはできないか。小中学
生の通学路にもなっているので、とても危険である。

21 井堀町南

ご質問の場所は、以前より同様の意見を地域の方からいただいていま
す。速度規制を所管する犬山警察署に相談したところ、ウォーキング
コースと並走する南北の道路は、「止まれ」の道路規制が複数あり、速
度の抑制効果もあるとのことで、速度規制を見送っているとのことでし
た。市で実施できる方法については、個別に相談します。

(追加質問)
緑道について、一方通行でないためすれ違いが多く危険であ
東側の通行が多いことは認識していますので、警察にも確認します。交
る。東と西で一方通行にできないか。ほとんどは東側を通って 通規制については、地域からの要望となりますので、一度ご相談くださ
いく。
い。(市民部長兼防災監)
一方通行も基本的には警察の規制になります。ただ、地域の同意が必要
となりますので、地域としての同意が確保できるかが鍵になります。
(市長)
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質問・意見

回答

担当課
(電話番号)

参加日

24 木津西

総出火件数の3割が住宅火災で、総死者数の7割が住宅火災とい
う統計がある。台所等で火事が発生したとき、その場を離れて
街頭消火器を取りに行く人がどれだけいるだろうか。消火器は
街頭よりも各家庭に備えておく方が重要で、初期消火に有効だ
と思う。住宅用消火器設置を推奨し、個人への補助金制度を
作ってほしい。

現在、消火器の補助制度は、地域で火災の被害を軽減する「共助」に基
づき、町内の街頭に設置する場合に対し、補助しています。
それに対し、ご家庭で備えていただく消火器は、自らの生命、財産は自
分で守るという「自助」に基づき設置していただくものと考えており、
その有効性から自主防災会等の防火指導の際には、市民の皆様に自主的
な設置をお願いしています。そのため、現在のところ、個人への補助は
考えておりません。

消防署
(65-0119)

11月12日

25 木津西

上野橋西側の横断歩道の歩行者用信号で、扶桑・江南方面の車
道停止線を上野橋たもとの親柱までずらすことを検討してほし
い。横断歩道と停止線の間が長いと、朝のラッシュ時の赤信号
で、木津方面から江南方面へ向かう車が3～4台進入でき、渋滞
緩和になると思う。

ご意見につきまして、停止線を所管する犬山警察署へ確認をしたとこ
ろ、停止線をご意見のように変更することは、横断歩道の前にあるべき
進入する車両への停止線が無くなってしまうので、移動させることは困
難との回答でしたので、ご理解をお願いいたします。

地域安全課
(44-0347)

11月12日

町内にごみ集積場が設置できず、近隣の月極駐車場を借上げ、
町内会費から年間60,000円支出している。今年度より土地の借
地料が補助金の対象となったが、上限額が6,000円にとどまっ
ており、町内会の負担額に全く届いていない。駐車場借上料が
町内会費の大半を占めており、運営に支障をきたす恐れがあ
る。上限額6,000円の積算根拠を知りたい。また、大幅な拡充
をしてほしい。

平成30年度にすべての町内会へごみ集積場の借上料に関する調査を行い
ました。その際、ごみ集積場を利用するために借上料を支払っている町
内会が10町内会でしたが、北徳明町の借地料が他町内よりも高額であ
り、平均額の偏りが大きくなるため、除外して算出したところ、平均借
上料が6,382円であったため、上限額を6,000円と設定しました。なお、
今後の補助の見直しについては、ごみ集積場環境整備助成事業全体の中
で検討していきます。

環境課
(44-0344)

11月12日

(追加質問)
町内が狭く集積場が設置できない。高額だから除外するという
のはナンセンスではないか。北徳明町は12世帯しかなく、1世
帯あたり年間5千円負担し、町会費のほとんどを占めている。
算定の仕方としていかがなものか。

当補助制度は今年度から他市に先駆け実施したものであり、平成29年度
から他にも補助事業を実施しています。他の補助事業とのバランスも踏
まえ、算定方法等は検討しますが、他の補助事業の活用も検討していた
だければと思います。(経済環境部長)

企画広報課
(44-0311)

11月12日

No

町内名

26 北徳明町

27 日の出町

町内の掲示板が老朽化して壊れかけているため、新しく作り替
えてほしい。大口町では、新設は工事代含めて20万かかるが、 直接ご連絡し、個別対応中です。町内に設置している広報板についてご
全額町が払うとのこと。犬山市はどうか。また、納期、条件、 相談がありましたら、企画広報課までご連絡ください。
金額を聞きたい。
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No

28

町内名

練屋町

質問・意見

回答

各地の犯罪や事故が報道されるなか、防犯・監視カメラの必要
性を感じている。犬山市では、カメラの設置に対し補助金を設
け広く普及を促しているが、当町内では、必要性を説明して
も、機能が理解されず消極的である。安心安全のまちづくりに
は、必要なツールであることを認識し、必要な箇所に必要な数
を設置することを市が考えていく時期だと思う。現在、市内の
どのような箇所にいくつ設置されているのか。また、自主的に
設置された事業所や店舗等で協力が得られるものを含め、有効
性を調査し、計画的な設置を求める。

平成31年3月末日時点において、市が設置している防犯カメラは、213基
です。主な設置場所は、ごみ集積所等に45基、全小中学校に27基、市内
名鉄電車の全駅周辺に21基の他、公共施設などそれぞれ目的別に市内各
所に設置しています。今年度は主要交差点等に新規6基、更新4基、計10
基の設置を予定しており、新規6基の場所につきましては、犬山警察署
と協議のうえ決定しています。来年度以降につきましても、民間設置の
状況も踏まえて、計画的に設置・更新を予定しています。

(追加質問)
市で設置している監視カメラについて、設置看板などの表示は
されているのか。規格を統一すべきではないか。また、画像
データはどれくらい遡れるのか、作動点検はどうしているの
か。

設置看板については、おおむね設置されていると思いますが、設置して
いない箇所もあります。道路や駅は目立つように設置しています。点検
については、年に1度程度で点検しています。データについては、機種
によって異なりますので、詳細を確認し、後日回答します。(市民部長
兼防災監)

担当課
(電話番号)

参加日

地域安全課
(44-0347)

11月12日

技術は日々進歩しており、順次性能の良いものに交換しており、規格の
統一は難しいと思います。(市長)
【その後の対応】
画像データは、おおむね1週間程度は保存されています。

29 -

避難行動要支援者名簿は「登録なし」となっているが、周囲を
見ると高齢の母娘世帯や一方が半身不随の夫婦世帯、後期高齢
の独居女性等、もしもの時に支援が必要と思われる世帯があ
る。民生委員は本人が市に支援要請をしていない場合、積極的
に関与すべきではないというが、町会長としてどうすればいい
のか困っている。

避難行動要支援登録者名簿は、災害に強い地域づくりのための一つの
ツールです。いざという時に、地域の方たちが協力して、皆で避難をす
る関係性を築いておくことが大切です。
制度への登録がなくても、近隣の方々や親族の方等で話し合い、予め支
援をしてくださる方を決めている方もいます。制度への登録には、個人
情報開示の同意が必要なため、ご本人の意思を尊重しています。
町会長を始め、地域の皆さまには、日頃から支援が必要と思われる方を
含め、見守りやコミュニケーションを図っていただき、いざという時
に、皆で声を掛け合い、助け合える地域の関係づくりを進めていただき
たいと考えます。
また、制度への登録を希望される方の中には、避難支援者の選任に苦慮
する方もいますので、その際はご協力をお願いいたします。
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福祉課
(44-0321)
長寿社会課
(44-0325)
11月12日
健康推進課
(63-3800)
地域安全課
(44-0346)

No

町内名

回答

質問・意見

担当課
(電話番号)

参加日

要望に対して、いつまでにやるかということは長期に及ぶ場合困難です
が、できるだけ回答できるよう努力します。できないものについては、
できるだけ分かりやすく理由とともに回答します。(都市整備部長)

30 青木団地

先日、土木申請の中間報告があった。白線の要望について、4
年間毎年同じ申請をして、毎回同じ回答が返ってきている。た
だ検討中ということではなく、いつまでにできるという具体的
な期限を回答してほしい。
また、今日の意見交換会の席表に各部長の名前を入れてほし
い。

現状として、白線の要望に対して市の予算が追い付いていません。ま
ず、現状の予算に対して、要望がどれくらいあって、どのくらいの達成
率なのか調べ、お示ししたいと思います。話は少し反れますが、グリー
ンベルトに関しては、今後5年間かけて予算を5倍に増やす予定です。安
心安全なまちづくりの観点から、まずは子どもたちのことを対応してい
きたいと考えます。(市長)

土木管理課
(44-0335)
11月12日
地域安全課
(44-0346)

席表に関しては、ご意見を踏まえ対応します。(市民部長兼防災監)
【その後の対応】
白線の要望数と達成率は、算出に時間がかかるため、来年1月の土木要
望の結果を報告する際に担当の土木常設員に伝えます。

31 入鹿

入鹿池の水位は、入鹿用水土地改良区と連絡体制をとり、河川と池の水
位の状況を確認して対応しています。いかに迅速に正しい情報を把握
し、みなさんに伝え、また市民一人一人の防災意識を高めることで、適
入鹿池の水位が10月の大雨で急激に上昇した。仮に越水した場 切に避難していただくことに尽きると思います。(市民部長兼防災監)
合、果たして下流の川が対応できるのか。昨年の質問では、水
位は把握しているということだったが、間に合わないでは人災 気象庁とも連携し情報を把握した上で、先の予測を立て、避難所を開設
になる。
するなど、早めの対応を心掛けています。入鹿池については、決壊させ
るわけにはいかないので、入鹿用水土地改良区による緊急放流などの対
応もあると思います。県による新郷瀬川の改修も着実に進んでいます
が、早めの対応を心掛けていきます。(市長)

地域安全課
(44-0346)

11月12日

32 中切

予算について、部分最適ではなくて、まず予算の仕分けがされ
どういう政策の優先性を持ち、施策を展開しているのかということは、
ると思うが、それを分かりやすく明らかにして、PRしてほし
機会をみて、わかりやすく伝えていきたいと考えています。(市長)
い。

経営改善課
(44-0313)

11月12日

健康推進課
(61-1176)

11月12日

現在は医師会と契約していますが、市内の医療機関以外でもクーポンを
使用できるかは一度確認します。(健康福祉部長)
33 中切

風疹の予防接種は、今は勤め先で接種を指導されている場合も 【補足】
あるが、市としては市内の医療機関で接種してもらう前提なの 風しん対策としての予防接種の対象となる方には、抗体検査と予防接種
か。
のクーポン券を送付しています。この事業に参加している医療機関や健
診機関であれば、全国どこでもクーポン券を提示し、無料で抗体検査を
受けていただくことができ、抗体価が低い場合に予防接種を受けていた
だきます。
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No

町内名

回答

質問・意見

担当課
(電話番号)

参加日

学校教育課
(44-0350)

11月12日

さっそく学校に連絡し、迷惑をかけないよう指導していきます。(教育
長)
34 中切

35 中切

中学生の自転車マナーについて、列に並んで道路半分以上を占
めている時があったので、指導してほしい。
【その後の対応】
通学時に限らず、日頃からマナーを守るよう、各中学校へ伝え、生徒へ
の指導を行いました。

現在、犬山市では待機児童はありません。今後、子どもの数は減少する
人口の推移が変わってきているが、保育所や、児童を預かる施 見込みですが、施設整備計画上定員は維持しています。今後5年計画を 子ども未来課 11月12日
設は今後どうしていくのか。
作成する予定ですので、引き続き待機児童が発生しないように取り組み (44-0324)
ます。(子ども子育て監)
新型インフルエンザについては、行動計画を作成しており、ホームペー
ジに掲載しています。(健康福祉部長)

36 中切

【補足】
今住んでいる地域は野鳥が多いが、鳥インフルエンザなどが万
現在の業務継続計画は、大規模災害発生時を想定したものであり、鳥イ
が一出た場合、市としての事業継続計画などはあるのか。
ンフルエンザは含まれていません。ただし、鳥インフルエンザについて
は、県策定の「野鳥における鳥インフルエンザに関する危機管理マニュ
アル」に従って、国、県、関係機関と連携し、危機体制レベルに応じた
対策（調査、情報収集、検査、処分）を実施します。
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健康推進課
(61-1176)
産業課
(44-0341)
地域安全課
(44-0346)

11月12日

No

町内名

担当課
(電話番号)

参加日

学校教育課
(44-0351)

11月16日

地域安全課
(44-0346)

11月16日

楽田東部の避難所施設については民間施設も検討し、エナジーサポート
株式会社の協力を得て、その福利厚生棟を緊急時の指定緊急避難場所に
指定しました。名古屋経済大学の避難所指定については、協議及び検討
をしましたが、施設までの経路において、安全面に課題があると考えて
います。引き続き避難時間も確保できるよう考慮した避難情報の発信を
進めていきますので「あんしんメール」の登録や家庭での備蓄等、普段
からの備えをお願いいたします。

地域安全課
(44-0346)

11月16日

空き地、空き家対策において、個人情報保護法が時に行政の障 空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に
害となっている側面もあるが、可能な範囲で各課の情報共有を より、所有者の確認が可能になり、指導も可能となりました。指導につ
行い、迅速な行政執行をしていただきたい。
いては都市計画課で窓口の一元化をしています。

都市計画課
(44-0331)

11月16日

通学路の安全確保について聞きたい。

1 安楽寺

(追加質問)
先日、通学途中の子どもが転んで顔を怪我したことがあった。
採石場や高速道路のインターが近く、通る車も大型で、道路の
痛みが激しく草木も道路にはみ出している。もっと現状を把握
してほしい。通学路の点検はどのレベルか。
台風15号の被害を受けて、犬山市の対応について聞きたい。

2 安楽寺

(追加質問)
新郷瀬川の改修工事を実施しているが、早く完了させてほし
い。河川改修は、時間雨量50mm対応で整備しているが、近年の
大雨は、1時間に100mmという事例も見られる。100mm対応の整
備はできないか。また、池野小が避難所に指定されているが、
現実避難しにくいので、市の防災への対応を危惧している。

前年、「名古屋経済大学を避難所の候補としたい」という意見
に対し、「民間施設の必要性は承知しており、利用方法を含め
3 つつじケ丘
て検討中」との回答をもらったが、進捗状況を聞きたい。特に
大学は地域住民に開放されることが求められるのではないか。

4 つつじケ丘

回答

質問・意見

通学路は、各学校で設定しており、毎年教員と児童で通学路の安全点検
を実施しています。
通学路点検の結果、改善が必要な場合は、学校要望として学校教育課へ
要望していただき、道路管理者等で対策できる箇所は、随時対応してい
ます。また、学校での交通・防犯教室や、スクールガード等の地域住民
による見守り、犬山警察署による交通安全教室等を実施し、意識の向上
を図っています。通学路の安全確保には、通学路の安全対策と意識の向
上の双方から対策が必要と考えていますので、今後も地域住民の協力を
得ながら安全確保に努めます。
通学路の状況については、学校や保護者の方と連携し、現場の確認も含
めて把握に努めていますが、至らない部分もあるかと思います。お気づ
きの点があれば、ぜひ情報を寄せていただきたいと思います。(教育部
長)
千葉県では、大規模停電が発生しましたが、昨年、当市においても倒木
等により、長時間の停電発生を受け、避難施設として指定している市内
小中学校の発電システムの確認を行い、市内全避難所に発電資機材を配
備しました。同じく、千葉県で発生した鉄塔の倒壊を受け、市内に現存
する鉄塔の強度について、中部電力に確認したところです。
この改修については、県の事業として下流から進めており、上流部の工
事もなるべく早く完了するよう引き続き要望していきます。(都市整備
部長)
河川の対応力は、全国的にも時間雨量50mm対応となっており、100mm対
応の整備は、莫大な費用がかかるため、不可能です。近年、全国で様々
な災害が起きていますが、犬山でも何が起こるか分かりません。犬山市
に置き換えて検証し、できる限りの備えをし、努力しています。避難所
についても同様ですが、完璧ではありません。そのため、避難が必要な
場合は、早めに情報を出し、避難していただけるようにします。特に高
齢者など、避難に時間のかかる方に対しては、避難所の開設や避難準備
情報の発信など、早めに対応をしていきます。(市長)
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担当課
(電話番号)

参加日

GW等、特に観光客が多く訪れる時期には警備員を巡回させる等の措置を
講じていますが、通常の休日は特段の対応はしていません。
休日等の犬山駅前通りにおける人の整理はどうなっているか。
しかし、地域住民と観光客の調和の観点から、犬山駅前から本町通りに
事故が発生してからでは遅い。南町の再開発、犬山口駅の利用
かけての観光客の動線を、他のルートの魅力を高め、分散する考えは重
を活性化してはどうか。それによって人の動きが変わり、駅前
要と考えます。現時点で具体的な案はありませんが、犬山口駅、犬山遊
の混雑も良くなるのではないか。
園駅等、他の駅からの誘導等、複合的に検討していく必要があると考え
ています。

観光交流課
(44-0342)

11月16日

6 上中切

猫等の糞害について町内から苦情が出ており、頭を痛めてい
る。近隣トラブルになると困るので、いい案はないか。

市が猫の飼い主に直接話しをすることもできますが、飼い主が近所から
通報されたと感じ、近隣トラブルに発展する場合があるため、先ずは町
内で啓発用チラシの回覧をすることを勧めています。
通常、ふん害の苦情があった場合の対応方法は、以下のようになりま
す。
・飼い主が判明している場合は、猫の飼養方法についての啓発用チラシ
を直接渡し、近所から苦情が寄せられていることを伝え「室内飼養」を
勧めます。
・飼い主が不明の場合は、町内で啓発用チラシ(猫の室内飼養)を回覧し
ていただきます。
・野良猫の場合猫は、動物愛護法の愛護動物に該当するため、捕獲して
駆除することはできません。そのため、猫が侵入し難くなるような対策
方法を紹介しています。しかし、野良猫がいなくなる訳ではありません
ので、同時に「地域猫活動」の紹介もしています。
また、必要な方には看板(ペットの迷惑)を1枚無料配付しています。
※「地域猫活動」とは、地域が主体となって「地域住民・ボランティ
ア・行政」が協力して一定のルールの下で野良猫を適正に管理(繁殖、
エサ、トイレ等)し、今以上に数を増やさず一代限りの生を全うさせて
いく活動のことです。

健康推進課
(63-3800)

11月16日

7 北野

学校要望をもとに、道路管理者と相談し、緑帯やカラー舗装、看板設置
通学路の安全対策について聞きたい。バーチャル立体標識等を 等の交通安全対策を実施しています。バーチャル立体標識については、
考えてみてはどうか。
これまでの実績がなく、近隣市町村の設置状況や設置のための手続きに
ついて情報収集に努めます。

学校教育課
(44-0351)

11月16日

8 北野

現在、当市の備蓄食料は、人口の10％である約7,500人の1日3食3日分を
備えています。大きく被災した際には、67の市町村及び企業と、災害時
における協定を締結しており、物資の支給や避難スペースの提供等、
様々な面で支援を受けられる環境を整えることで、災害時への備えを進
めています。
災害が発生し、行政のみでの対応が難しい緊急時には、近隣市町村や協
定締結企業に支援を求め、可能な限り市民の皆様のニーズに応じたサ
ポートをします。

地域安全課
(44-0346)

11月16日

No

町内名

5 外町

回答

質問・意見

災害への備え及び緊急時の対応について聞きたい。
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No

町内名

回答

質問・意見

犬の飼い主が不明な場合は、町内での回覧や看板の無料配付での対応に
犬の糞尿に困っており、回覧したり、薬をまいたり、看板を設
なります。他の町内会でも同様の対応となっています。
もえぎケ丘 置しても同じ家の敷地内にしてある。早朝・深夜のため誰かわ
9
犬の飼い主が同じ町内ではない可能性もあるため、近隣の町内で回覧を
３
からないが、カメラは高額なので取り付けられない。何とかな
することが有効かもしれません。ご希望される場合は、市から近隣町内
らないか。他の町内会はどうしているのか。
会へ回覧を依頼します。

担当課
(電話番号)

参加日

健康推進課
(63-3800)

11月16日

もえぎケ丘
10
３

ファミリーマート犬山善師野店からもえぎケ丘に向かって、直
進、左折だけでなく、右折でも優先的に出てくることが多い。
ファミリーマートの駐車場なので、優先順位は一番低いと思う
ので、看板等を設置できないか。

犬山市で設置している啓発看板は、地域全体の土木要望として申請によ
り設置しています。ただし、道路上に設置するものであり、ご質問の場
所は店舗の出入口のため、看板設置等は困難です。対応については、地
域安全課へ相談してください。

地域安全課
(44-0347)

11月16日

11 堀田第1

羽黒駅は近隣の駅と比べ、整備が遅れていると思う。せっかく
ロータリーとして広場にしたものの、効率が悪い。名鉄協商の
駐車場も含め、もう少し広くロータリーを作れば車の流れもス
ムーズになると思う。羽黒駅の整備計画はないですか。

羽黒駅西広場は、ロータリー形式での用地取得が困難な状況であったた
め、区域を縮小し、現在の形で平成25年度に事業を完了しました。
もう少し広い広場の必要性は感じていますが、当時と状況は変わってい
ないため、現状ではこれ以上の整備は厳しい状況です。

整備課
(44-0332)

11月16日

12 堀田第1

ガードレールの設置は、効果が見込まれる対策と考えていますが、道路
近年、小学生の列に車が突っ込む事故が多いため、子どもや高
幅等、道路状況により、道路交通法上設置できない場所もあります。そ
齢者が安心して歩行できるように、通学路のグリーンベルトに
のため、学校要望に基づき、該当箇所の道路状況を道路管理者と確認
カードレール等の設置を検討できないか。
し、可能な対策を実施しています。

学校教育課
(44-0351)

11月16日

13 二ノ宮団地

二ノ宮川沿いの草刈りを役員で行っているが、すぐに伸びるの 草刈りは、幹線道路及び地元要望箇所等については、基本的に年1回の
で、手で刈るには負担が大きい。市で年1回刈ってもらってい 実施としています。道路へのはみだしや個人地への越境が著しい場合
るが、2回実施してほしい。
は、対応を検討しますのでその都度ご相談ください。

土木管理課
(44-0335)

11月16日

現在、貸出している草刈機は、公有地の水路や道路法面等の草刈りがで
きる、安全に配慮した重さ50㎏程度の自走式のものです。運搬には、軽
草刈り機の貸出しをしていると思うが、乗用車で運ぶことがで
トラック等への積載が必要となりますが、運搬が困難な場合には、個別
14 二ノ宮団地 きない草刈り機なので、誰でも手軽に使用できる草刈り機を貸
に相談に応じます。なお、誰でも手軽に使用できる草刈機については、
し出してほしい。
肩掛け式等と想定されますが、個人所有が原則との認識から、導入は考
えていません。

産業課
(44-0341)

11月16日

学校要望に基づき、市内の道路に「学童横断注意」や「通学路あり」の
小学生の通学路で、歩道がないところが多く、「学童横断注
道路表示や標識の設置をしています。また、早急な対策が難しい箇所に
意」や「スクールゾーン」等の標識がないが、子どもたちの安
ついては、学校やスクールガード、保護者による登下校時の見守り等の
全は確保されているのか。
協力を得て、児童生徒の安全確保に努めています。

学校教育課
(44-0351)

11月16日

都市計画道路富岡荒井線は、市の最重要路線として進めています。現
在、用地買収が完了した区間から順次工事を進めています。今年度よ
都市計画道路 富岡荒井線が開通することにより、惣作側の車
り、二ノ宮川の南から上小針交差点区間についても事業化し、用地測量
16 二ノ宮団地 の通行問題、二ノ宮川の草刈りの範囲が減る等、解決する問題
及び用地交渉を開始しました。供用開始の時期を明確にお示しすること
があるので、今後のスケジュールを知りたい。
は難しいですが、今後2年程度で用地協力がいただければ、その後2～3
年程度で工事完了させ供用開始していきたいと考えています。

整備課
(44-0332)

11月16日

15 二ノ宮団地
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No

町内名

回答

質問・意見

昨今、日本各地で空き家対策について問題になっているが、公 著しく周辺に影響を与える空き家については、特定空家に指定し、所有
道の通行に支障が出ている空き家や、火災が発生しやすい状況 者に指導を行います。また、道路閉塞や火災等緊急的対応が必要な場合
の空き家について、地権者への通知だけでなく、もう一歩踏み は、最低限の措置を行えるよう条例を制定しました。
込んだ対応はできないか。
17 富岡東2

(追加質問)
道路に垣根が倒れたり、草が電柱まで伸びている空き家があ
り、昨年も相談したが、変化がないので、また相談したい。

担当課
(電話番号)

参加日

都市計画課
(44-0331)
11月16日

原則として、空き家の問題は所有者の方に対応していただきますが、連
絡がつかない場合は、市でも個別に対応していきますので、まず現場を
確認したいと思います。(都市整備部長)

予防課
(65-3123)

昨年12月に、コミュニティバスのダイヤ改正をして間がない
次回の大規模な再編は5年後を予定していますが、皆さまからのご意見
が、一定の時期に総括して、小規模な見直し等をすることは考 等は随時受け付けています。ご意見の中で全体の運行に影響が少ない見
えているか。
直しについては、犬山市地域公共交通会議という学識経験者を含む様々
な立場の委員で構成する会議の審議を経て、小規模な見直しを予定して
います。
18 富岡東2

19 中三笠町

20 中三笠

(追加質問)
コミュニティバスについて、5台から8台に増やしたことは感謝
しているが、接続の問題や、小型化したことで満車になり乗れ
ない状態が発生していると思う。小規模のダイヤ改正は前も
あったと思うので、またお願いしたい。また、上野線と楽田西
部線のバスが、通学団の横をかすめていくこともあり、危険な
ので、改善してほしい。

再編後の乗り継ぎ、小型化による満車への対応については、検討してい
るところです。全体のダイヤに影響が出ない範囲で可能な対応を4月の
実施に向け検討しています。また、通学路の状況も踏まえ、安全に運行
していきます。(市民部長兼防災監)

地域安全課
(44-0347)

11月16日

令和2年度(2021年3月末)をもって閉館し、令和3年度中に解体する予定
です。廃止後の用途については、売却を予定しています。また、犬山西
犬山西公民館が2021年～2022年頃に閉鎖が予定されていると聞 公民館廃止について、地元説明会を11月26日(火) 午後7時から、11月30 文化スポーツ
11月16日
課
いたが、閉鎖時期及び閉鎖後の敷地利用について具体的な計画 日(土) 午前10時から開催予定です。
(44-0353)
を聞きたい。
【補足】
2日間の地元説明会では、32人の参加がありました。

清水屋が閉店するという報道があった。近所の小さな小売店は
どんどん減ってしまい、高齢化が進む中、車を使わないと買い
物に行けない状態になる。新聞には、今後の展開については未
定と記載があったが、跡地に商業施設がくるよう、市でも働き
かけをしてほしい。観光面からも、犬山口駅の利用につなが
り、発展のいい起爆剤になるのではないか。

民間施設のため、最終的には民間事業者の判断になりますが、イトー
ヨーカ堂の閉店時のように、市として商業施設出店の依頼をしており、
今後も引き続き要望していきます。犬山口駅の利用については、清水屋
の動向や、名鉄犬山ホテルの建替え、犬山駅西のホテル建設もあるた
め、人の流れがうまく分散するような観光施策を検討し、観光だけでは
なく、住民の方も住みやすい環境づくりに努めていきます。(経済環境
部長)
この情報は報道よりも早い段階で認知しており、私も社長と面談し、商
業施設の出店を要望しました。最終的な判断は、清水屋となりますが、
今後も引き続き要望していきます。(市長)
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産業課
(44-0340)

11月16日

質問・意見

回答

担当課
(電話番号)

参加日

21 白帝団地

村田機械横の側溝が埋め立てられ、歩道工事がされているが、
どういう歩道になるのか。村田機械側は広いのだが、畑側が狭
くて危険である。また、畑側は通学路になっているが、村田機
械へ通勤してくる車と名古屋に向かう車がすれ違い危険であ
る。

現在、排水対策の工事を実施しており、南側については完了したため、
排水路の上に歩道を設置しています。東側については、十分な歩道幅員
がとれないため、来年度舗装はしますが、歩道を作る計画はありませ
ん。関係課と調整をとり、安全対策について努めていきます。(都市整
備部長)

整備課
(44-0332)

11月16日

22 上本町

歩道橋を降りてすぐに壁面があり、死角となり危険な箇所があ
状況は把握していますが、物理的な課題もあります。町内会や所有者と
る。民地であるのでどうにもならないことは承知しているが、
個別に相談していきます。(市民部長兼防災監)
通学路なので、いい案があればお願いしたい。

地域安全課
(44-0347)

11月16日

23 上本町

地域の伝統行事の後継者育成に対して、上限3万円の補助金を交付して
地域のお祭りに対する補助金を受けているが、補助を受けるた います。また神楽屋形など伝統行事の道具類を修理・新調するときにも 歴史まちづく
11月16日
り課
め、太鼓の練習等を行っている。お囃子や太鼓がなくても地域 補助金を出せる仕組みがあります。地域の伝統行事の継承を目的とする
の行事自体に助成金を出してほしい。
補助金であるためご理解をお願いしますが、他の地域の状況も調べ、一 (44-0354)
度検討します。(教育部長)

24 日生住宅

防災ハンドブックについては、広報で特集するなど、PRも進めています
先日町内で防災訓練を行った際に、防災ハンドブックについて が、ご意見を踏まえ今後もPRしていきます。また、地域で行う防災訓練
町内の人に話を聞いたが、知っている人は3割程度だった。
へできる限り職員が出向き、ハンドブックを使った講話等も引き続き
せっかく作ったので、活用してもらうPRが必要ではないか。
行っていきます。また、ハンドブックを無くした場合、地域安全課にて
配布しています。(市民部長兼防災監)

地域安全課
(44-0346)

11月16日

25 日生住宅

集積場の防犯カメラについては、順番待ちの町内会が非常に多く、台数
集積場に設置するために貸し出している防犯カメラの貸出し期 も限られているため、期間を延長することは困難です。購入に対しての
間が半年では短いため、1年にできないか。
補助金もあるため、場合によっては町内で整備することもご検討くださ
い。(経済環境部長)

環境課
(44-0344)

11月16日

26 外町

駅前交差点の状況は市としても把握しており、横断者によって右左折の
車が通行できず、渋滞の一因となっていると認識しています。また、朝
犬山駅前の交差点に地下道があるが、利用されていない。特に 夕の通学、通勤だけではなく、休日も観光客の横断で同様な状況になっ
犬山高校に通う生徒の通学路として利用を促してほしい。
ています。そのため、高校へ協力依頼をするとともに、今年度から策定
を進めている観光戦略の中でも地域課題として捉え検討していきます。
(副市長)

No

町内名

27 外町

28

朝日ケ丘第
1

70歳以上の住民に対し、町内会でお祝い金を贈呈しているた
め、対象者を市役所に確認したが個人情報の関係で教えてもら
えなかった。住民の高齢化が進んでおり、連絡網も作りたい
が、民生委員が頻繁に来ない所もあり、情報を開示してくれな
いと困る地域もあるのではないか。

基本的に、本人同意がない場合、個人情報をお伝えすることは困難で
す。本人が希望した場合は、災害時要援護者という形で町会長が情報を
把握できることとなっていますので、ご理解ください。担当の民生委員
には話をしておきます。(健康福祉部長)

県営住宅の西側に浄化槽の蓋があり、夜遅く違う団地の車が通
県が管理している施設のため、地域の事情として伝えます。(都市整備
るたびに音がする。市へ電話したら県へ言ってほしいとのこと
部長)
であったが、市から県に依頼できないか。
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土木管理課
(44-0334)
11月16日
観光交流課
(44-0342)

長寿社会課
(44-0325)

11月16日

都市計画課
(44-0331)

11月16日

