
５月６日（金）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

1 金屋団地第１

雑草の処理について
旧国道、橋爪橋（跨線橋）の歩道上に雑草が繁茂し、
非常に通りづらい（特に春～秋）。処理をお願いした
い。

【都市整備部長】
当該道路は県が管理しており、年に一度、雑草処理をしており
ます。状況がひどいようでしたら、市から県へ要請しますので
、一度市へご連絡ください。

土木管理課
（44-0334）

2 楽田原

コミュニティーバスについて
現在、長塚、楽田原はコミュニティバスの路線が無い
。
道路が狭いためと聞いたが、小型バスを利用するなど
走らせる事はできるのではないか。事故防止のために
老人にはなるべくバス移動をしてほしいとも思う。
長塚、楽田への路線導入を検討してほしい。

【市民部長】
平成２５年度に、バスを５台に増加し８ルートで運行しており
ます。平成３０年に大きな見直しを行いますので、その際には
、小型のものも検討します。
【副市長】
現在バス運行には年間で５,０００万円かかっています。バス
を走らせてほしいという要望はよくわかります。しかし、一方
でほとんど乗らないバスを税金で運行しているという批判もあ
ります。こうした批判もある中で、それでもバスを走らせてほ
しいという声にお応えすべく、なんとか５台に増便しました。
また、耐用年数の関係で、バスをすぐに廃車することは出来な
いなどの事情もありますので、ご理解ください。
【市長】
コミュニティバスについては、抜本的な見直しをします。特定
の地区にとらわれず、また、バス以外の手段も視野にいれて検
討していきます。

地域安全課
（44-0347）

3 杉３

焼却場建設に伴う条件及び要望に関する協定書内容の
早期履行について
1．協定書内容の早期解決
2．都市美化センター受入れの地元補償費の早期増額
以上２点について、早期に具体案を提示してほしい。

【経済環境部長】
新ごみ処理場を江南市に作ることを決定しました。関係地域と
締結した要望等については、一度総括させていただきたいと思
います。また、２点目の地元補償については、協議の場の準備
を進めています。
【市長】
グラウンド、迷惑料については、近々考えをお示しします。

環境課
（44-0344）



５月６日（金）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

4 杉３

自然災害への対応について
自然災害の早期発見に向けて、近隣市、町の皆さんと
一緒に県、国へ要望いただきたい。
災害が起こってからの対応も大事だが、予知研究に力
を入れたほうが良いと思います。

【防災監】
南海トラフ等、地震関係については、近隣と情報共有しつつ進
めてまいります。
風水害については近年予報の信頼度が上がってきましたので、
早めに避難指示を出せるようにしてまいります。

地域安全課
（44-0436）

5 橋爪国正

現体育館の跡地利用について
現体育館の跡地の活用方法について教えてほしい。

【都市整備部長】
現体育館の跡地は遊歩道や犬山城のビューポイントとして整備
する予定です。

整備課
（44-0332）

6 橋爪国正

福祉会館について
福祉会館は築後相当経過し、耐震化も進んでいないよ
うに思われる。城下町の景観からして移転など計画は
無いか。

【健康福祉部長】
福祉会館は耐震工事を平成１６年に行いましたが、空調等、利
用に支障が出ており、少しずつ修理しながら使用している状況
です。本年も外壁工事や空調設備工事を行う予定です。
しかし、平成３１年、フロン製造の中止に伴い、空調が使用で
きなくなるなど、福祉会館自体使用できなくなるかもしれませ
ん。
具体案は決まっていませんが、早急に今後どうするのか決めて
いきたいと考えています。
【市長】
現在の福祉会館は地元の方にも利用いただいているため、その
機能自体は残さないといけないと考えています。景観に配慮し
た低層建築で、地元の方に使っていただけるものとしたいと思
います。

福祉課
（44-0320）



５月６日（金）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

7 新坂町

空家対応について
空家の管理がなされておらず、雑草や害虫、野良猫、
落ち葉処理などに苦慮している。市役所から、所有者
へ手紙を出していただいているようだが、所有者の対
応が全くない。
以前は火災が発生し消防と警察から注意されたことも
あるが、やはり対応されていない。
消防車も入れないところなので、とても心配している
。なにか対応出来ないか。

【都市整備部長】
初期指導として、まずは文書で対処するよう通知しています。
再三の通知でも改善されなければ面談も行っていきます。
【消防長】
タンク車が入れるか現地を調査した所、入ることが出来るルー
トがありました。

都市計画課                                   
（44-0331） 
消防署
（65-0119）

8 朝日ケ丘第２

健康増進について
体力づくり健康増進のための、屋内外無料施設を紹介
してほしい。

【教育部長】
１．木曽川緑地公園：野球場、テニスコート等があります。
２．山ノ田公園：野球場があります。
３．学習等供用施設、勤労青少年ホーム：屋内で軽運動が可能
です。
【健康福祉部長】
１．各種健診事業：特定健診、がん検診、緑内障検診等を実施
しています。
２．健康づくり事業：健康体力チェック、筋力アップ教室、ち
ょこっと歩こう犬山等を実施しています。
３．健康づくり推進事業（有料）：健康講座、リフレッシュ体
操等を実施しています。
広報の健康コーナーにて案内します。

文化スポーツ課
（44-0352）
健康推進課
（63-3800）

9 一色浦

水路管理について
水路に流れの悪い所があるので対応できないか。

【市長】
現状を確認して対応を考えさせてください。
【その後の対応】
５/１１に町会長と該当箇所の現地立会いを実施、水路の流れ
を改善するためには、水路の下流側である小牧市側からの改修
が必要であるため、土木要望が提出された段階で、一度小牧市
に確認に行くことを町会長に説明しました。

土木管理課
（44-0334）



５月６日（金）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

10 一色浦

ごみについて
外国の方のごみの出し方がルールに則っていない。対
応できないか。

【副市長】
外国人の対応については外国語のパンフレットがあるのでお渡
し出来ます。
【その後の対応】
　ご相談いただいたアパートの所有者及び管理会社に居住者へ
の指導をお願いしました。
　集積場を、ごみの回収前に職員が２回確認したときは、小牧
市の袋で出されたごみはありませんでしたが、再度そのような
ことがありましたら環境課までご連絡ください。

環境課
（44-0344)

11 一色浦

広報配付について
企業から広報がほしいという話を聞いた。配達してほ
しい。

【その後の対応】
対象の企業については、毎号、企画広報課より配布しているこ
とが確認できました。
町会長には、5月19日にお電話にてご連絡させていただきまし
た。

企画広報課
（44-0311）

12 東専正寺町

防災備品について
犬山南小学校が避難所となっているが、防災倉庫がな
い。将来的には設置してもらえるのか。
また、以前支給していただいた町内の防災倉庫のヘル
メットの使用年限が切れている。買い替えにあたり市
から補助はあるか。

【防災監】
犬山南小学校には、現在防災備蓄倉庫を２基設置しております
。
ヘルメットの買い替えの補助はありませんが、今後検討したい
と思います。

地域安全課
（44-0346）



５月６日（金）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

13 天神町４・５

小学校のバリアフリー化について
羽黒小学校を見学しバリアフリー化していると説明を
受けた。しかし、子どもの使う施設なので、大人用の
手すりのみでなく、子供用の手すりも必要ではないか
。

【教育部長】
　わかりました。
【学校教育課】
　文部科学省の「小学校施設整備指針」では、障害をもった児
童、教職員など、誰もが安全かつ円滑に学校生活を送ることが
できるように、必要に応じて手すりを計画設置することとされ
ています。
　毎日利用する子どもたちのための手すり設置はもちろんのこ
とですが、学校が避難所に設置されていることや地域に開かれ
た学校を目指していることからも、状況に応じて２段手すりの
設置も視野に入れて検討していきます。

学校教育課
（44-0351）

14 天神町４・５

まちづくりについて
犬山市は観光事業に特化すると記憶しているが、市内
の看板に外国語標記があまり無い。英語表記程度は必
要ではないか。
また、人口減少していく中で、駅の近くが田んぼでは
人口が増えないので、市街化区域に変えることで人口
が増える。住宅を増やし、また４１号線に店舗がたく
さん出来て買い物や外食が市内で出来る状況にする必
要がある。

【経営部長】
　観光事業は犬山市の貴重な地域資源の一つであり、今後も地
域の活性化のため積極的に活用していきますが、総合計画や総
合戦略など犬山市の今後のまちづくりを進めていく中で、決し
て観光事業に特化していくわけではありません。
　また、看板の外国語表記の有無については、現状、両方が混
在している状態に加え、古くなってきているものもあり、今後
の参考にさせていただきたいと思います。
　住宅地、田んぼなどの土地利用や店舗の立地については、今
年度実施予定の総合計画や都市計画マスタープランの中間見直
しの中で、これからの犬山市のまちづくりを進めていく上で、
どういう土地利用をしていくべきなのかを検討していく予定で
す。

観光交流課
（44-0342）
企画広報課
（44-0312）

15 楽田原

まちづくりについて
質問ではなく、意見としてだが、楽田原は市街地調整
地区のため、土地の持主かその縁者しか家をたてるこ
とができない。太い道路がとおり大型店が出店してく
れればよいが、現状では老人ばかりで農家もいなくな
り、人口は減ると思う。

回答不要



５月７日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

16 北二山

道路整備について
北二山道路は大型や貨物自動車が狭い道路に侵入し、
住民が困っている。
１.道路の改善
２.∪字溝の改善
３.セーフティコーンの改善
通行できるよう、以上３点をお願いしたい。

【都市整備部長】
すでに土木常設員を通して要望を頂いています。市内全域から
こういった要望が年間１,３００件ほど出ています。全体を見
て優先順位を決めて対応させていただきます。
【その後の対応】
４月２７日に個別にて町会長宅へ訪問し、現場立会を行い、該
当箇所においては土木要望として土木常設員を通していただく
旨ご案内させていただきました。

土木管理課
（44-0334）

17 北徳明町

ごみ置場について
北徳明町はごみ置き場が無い。
駐車場を借りて、月５,０００円の負担している。ご
み置き場は無料扱いとならないか。もしくは助成出来
ないか。
ごみ置場無料化のため、ごみ置き場用の防犯カメラの
代金を使って犬山市でごみ置場用の土地を購入できな
いか。

【経済環境部長】
市内には可燃ごみで約１,２００、資源ごみで約５００ヶ所の
ごみ集積場がありますが、集積場として土地取得した箇所はあ
りません。また、今後取得する予定もありません。
土地所有者と相談していただきたいと思います。
【その後の対応】
町会長と個別で打合せを実施しました。ごみ集積が可能である
場所の土地所有者との橋渡しを行うので、使用の交渉は町内会
と土地所有者にて行ってもらうよう依頼しました。

環境課
（44-0344）

18 つつじケ丘

空家管理について
空家の雑草は、どこまで市で対応してもらえるのか、
どこまで町内で担うべきか。

【都市整備部長】
市から所有者に対し雑草管理等の通知をします。どこの家か、
都市計画課へご相談ください。

都市計画課                                                            
（44-0331）

19 富士

ごみ集積場について
事業者が、住宅をまとめて何軒も建てることがある。
この時、１区画分、ごみ集積場にするよう、市から言
ってもらえないか。

【経済環境部長】
１５戸を超える場合は、ごみ集積場を作るよう指導しています
。 環境課

（44-0344）



５月７日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

20 小島町

道路管理について
私道の∪字溝に蓋がなかったので購入したが、公道か
ら私道へ入ってすぐのあたりは、アスファルトの舗装
が∪字溝にはみ出て蓋ができない。アスファルトの舗
装を直してほしい。
土木常設員からは私道は市では対応できないと言われ
た。

【都市整備部長】
一度現地を見て、舗装工事が公道と一体として行われたものな
のかなど状況を確認します。それを踏まえて土木常設員へ説明
します。
【その後の対応】
私道と言われた部分につきましては市道であることが確認でき
ました。側溝の側面が破損していることも土木常設員と５月９
日現地立会にて確認できたため土木要望として対応してまいり
ます。

土木管理課
（44-0334）

21 北野

災害時のごみについて
震災が起きて犬山市が被災した場合、大量に出るごみ
を置いておくところは市内にあるか。

【経済環境部長】
具体的にどれだけ、はすぐには申し上げられませんが、災害ご
みのごみ置き場の予定はあります。

環境課
（44-0344）

22 青塚

新体育館の名称について
新体育館に看板がなかったが付かないのか。また、名
称に「犬山市」とは入らないのか。「犬山市」として
アピールしたほうが良いのでは。

【教育部長】
ネーミングライツで事業者に「エナジーサポートアリーナ」と
いう愛称を付けていただきました。看板は体育館の北側の壁及
び西側の壁上部に設置しますが、「犬山市」とは入りません。
また、県道には「犬山市体育館」という看板を付ける予定です
。

文化スポーツ課
（44-0352）

23 青塚

小学校の改修について
羽黒小学校を見学させてもらい、とてもキレイだった
。楽田小学校はいつ新しくなるか。

【教育部長】
　今年度に基本設計を行ない、平成２９年度に実施設計を行な
います。
　実施設計後、順次工事を発注していき、平成３３年度ごろま
でに竣工できるよう事業を進めていきます。

学校教育課
（44-0351）

24 起

新体育館へのアクセスについて
新体育館まで電車で来た方用の、駅から体育館までの
案内や歩道整備が不十分ではないか。

【教育部長】
今後整備していきます。 文化スポーツ課

（44-0352）



５月７日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

25 第２名犬ハイツ

新体育館利用料について
新体育館の使用料は、市内居住者が市外居住者より安
くなるなど、優遇はあるか。

【教育部長】
市外の方は利用料が市内の方の倍となります。
また、市内団体の方が市外団体より、予約開始時期が早くなり
ます。

文化スポーツ課
（44-0352）

26 天神町１

走る市政教室の感想
羽黒小学校が施設も良かったし、生徒にちゃんと掃除
をさせている教育も素晴らしいと思った。
コミュニティにも小学校を利用させていることも良い
ことなので、他でもやってほしい。

回答不要

27 天神町１

学童保育について
学童保育は今でも行っているか。

【子ども・子育て監】
「児童クラブ」の名称で市内７ヶ所の児童センターを拠点に、
小学校、公民館などでも行っております。 子ども未来課

（44-0322）

28 天神町１

シティマラソンについて
城前の体育館は取り壊されるが、犬山シティマラソン
は、今後どこを拠点にするか。

【教育部長】
キャッスルーパーキング（犬山市観光駐車場）をはじめ、周辺
の公共施設を活用してコースの変更なく、実施する予定です。 文化スポーツ課

（44-0352）

29 橋爪中北

交通アクセスについて
１０年、２０年後の犬山を考えて、早急に名古屋高速
を犬山まで延長させるようにしてほしい。

【都市整備部長】
名古屋高速については、現状全く延長の動きはありませんが、
関係市町と連携して引き続き要望をしていきます。その代わり
ではありませんが、４１号線の村中交差点から五郎丸までの片
側２車線区間を３車線化する動きがあり、これは概ね１０年以
内に実現されると思います。

都市計画課
(44-0330)

30 木津北

城下町の通りの交通について
本町の通りなど観光客が多い。一方通行にするとか、
車の通行を止める事はできないか。

【経済環境部長】
本町の通りは生活道路なため難しいところもありますが、周辺
地域の住人の方と調整し、春、夏、秋それぞれのキャンペーン
期間中やゴールデンウィークには、歩行者天国を実施していま
す。

観光交流課
（44-0342）



５月１４日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

31 名犬ハイツ

空家対策について
市全域を対象として平成２７年６月～１１月に空家等
実態調査を実施されたとあるが、当名犬ハイツにその
調査対象となった空家がどの位あったのか、どんな結
果が得られたのか知りたい。
空家の立木、側溝の泥など管理されない事により近隣
住民の不安や不満が出る。自分もまだ町内会長新人で
実状は全く把握しきれていない。
現在、転居先の分かる一軒については手紙を送ったら
対応してもらえたが、対応されない場合は、市から連
絡してもらえるか。
空家対策についてアドバイスをお願いしたい。
また、質問ではないが、実際対応してみた感触として
は、知人友人から連絡したほうが角も立たずスムーズ
に進むと感じた。

【都市整備部長】
平成２７年度６月～１１月で空家実態調査を行いました。調査
方法としては、２ヶ月間水道使用が無く、駐車場や空地でない
所を現地確認、空家と思われるところにはアンケートを送付し
、その結果で空家かどうか判断しました。
この調査の結果、市内全域で空家は７７６軒です。
町内ごとで集計はしていませんが、区域を示していただければ
、そこにどれくらい空家があるかお答えできます。
空家は原則、所有者管理です。市役所にご相談いただきました
ら、初期指導として書面通知します。町内の清掃のお知らせな
ど、同封することも可能です。

都市計画課                                                       
（44-0331）

32 木津南

国民健康保険について
近くの町、村の比べて国保の保険税が多いと聞く事が
ある。

【健康福祉部長】
国民健康保険税については、平成２４年に均等割、平等割を
３，６００円ずつ引き下げ、平成２６年度に資産割を廃止しま
した。このため、県内で下から５番目という低額となっていま
す。
ただし、状況に応じて今後も見直しが必要です。特に平成３０
年度には、現在の市町村単位の運用から、県全体を統合しての
運用となりますので、抜本的に変わることとなります。ご承知
おき下さい。

保険年金課
（44-0327）

33 木津南

街路灯について
白桜へ通じる入口近くに防犯灯があるとよい。

【都市整備部長】
街灯を設置する場所近隣の住人の方や、田畑があればその所有
者に了承を得た上で、土木常設員へ要望を出してください。
設置場所として電柱があれば電柱につけますが、ない場合は街
灯を設置するためのポールを町内で用意していただく事になり
ます。

土木管理課
（44-0334）



５月１４日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

34 木津南

冠水対策について
白桜住宅への冠水対策の要望。

【都市整備部長】
土木管理課が平成２４年度から２７年度までにできうる範囲で
の冠水緩和対策を行いました。平成２７年８月、１２月に白桜
町内会あてに文書にて報告しました。
市内全域では他にも冠水するところがあり、白桜団地も同様、
豪雨の時にはパトロールを行い注意を払っていきます。

土木管理課
（44-0334）
整備課
（44-0332）

35 焼野

街路灯設置について
５月１２日に町内の道路に不審者が出没した。
街路灯を急いで設置したいが、期間は早めてもらえる
か。

【都市整備部長】
町会長から土木常設員に緊急度が高い旨を伝えてもらい、要望
書を土木常設員から市に提出して下さい。優先的に現地調査を
し、検討してまいります。
【副市長】
原則は部長の行ったとおりだが、犯罪が実際起きているので、
本日担当者にヒアリングさせます。
【市長】
すぐに設置させます。
【その後の対応】
５/１６に土木常設員から要望書の提出がありました。設置に
向け進めています。中部電力の工事が必要なため、設置時期は
早くとも6月下旬になる予定であることを町内会長へ伝えてい
ただく旨土木常設員へ報告しました。

土木管理課
（44-0334）

36 コープタウン犬山

ゴミ焼却について
都市美化センターを見学した際、「夏は焼却炉の温度
が上がるから、焼却するごみに水を入れたほうがいい
のでは無いか」と質問した所、「逆に、夏は水分が多
くごみに入っているので、水を切ってごみ出ししてほ
しい」との回答だった。
市民は、このような認識違いをしていることがある。
このようにごみ出ししてほしい、ということを発信す
ると良い。

【経済環境部長】
７月８月頃の広報に水を切って出していただくよう掲載してい
ます。ホームページにも今年から掲載する予定です。

環境課
（44-0344）



５月１４日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

37 コープタウン犬山

防災備品等の保管について
熊本の震災等見ていると、備品や住民台帳などが震災
で建物が潰れたりして取り出せなくなっているところ
がある。防災倉庫も、倉庫が無事でも鍵を町会長しか
持っていないと、町会長宅が被災すると鍵が無くなっ
てしまうかもしれない。
重要なものは複数箇所で保管する必要があるのではな
いか。

【防災監】
確かに、ご指摘のとおりです。市としても貴重なご意見として
今後の参考にさせていただきます。

地域安全課
（44-0346）

38 コープタウン犬山

汚水処理について
３月で下水が完備したのだが、扶桑町から汚水が流れ
てきて溝掃除をしなければならない。
土木常設員を通じて要望したが、扶桑は対応予定なし
とのこと。何とかならないか。

【都市整備部長】
扶桑町と調整していくためにも、一度現地を確認させていただ
き進めていきたいと思います。
【その後の対応】
５月１７日個別にて町内会長宅へ訪問し、下水道整備について
扶桑町に確認したところ、市街化調整区域なので、未定となっ
ていることを説明しました。
扶桑町から流れる排水の対応策として、その後、５月２０日に
扶桑町土木課と調整をとり、犬山市へ流入する前に排水桝が存
在するため扶桑町にて適宜清掃を実施するとともに、犬山市で
も扶桑町から流れてくる最初の排水桝については適宜清掃を実
施してまいります。

下水道課
（44-0337）
土木管理課
（44-0334）

39 栗栖下

朽木、浮石等について
先日、寂光院あたりの木が倒れかかっていた。土木常
設員通じて市へ連絡した所即日対応していただいた。
ありがとうございます。
栗栖では、過去に枯れた桜が倒れて電線を切り、半日
停電になったことがある。急斜面も多い。
一度、倒れそうな木や浮石が無いか調査してほしい。

【都市整備部長】
日頃からパトロールを実施しています。県道については、県に
要望を出しておきます。
市のパトロールのみですべてを把握することは難しいので、住
民の方でそのような木や浮石を見つけられたら電話でも良いの
で連絡していただきたいと思います。すぐ対応します。

土木管理課
（44-0334）



５月１４日（土）

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

40 中々切北

広報部数等の変更について
町内会の世帯数が変わった時、広報部数や回覧数の変
更の連絡をしているが、広報の部数は変わっても、チ
ラシの数が古い枚数で来ることがある。担当課に連絡
したらすぐに持ってきてくれたけれど、市役所内で、
部数変更の連絡はしていないのか。

【副市長】
部数変更があれば、庁内のパソコンに新しい部数を掲示して全
課が把握できるようにしています。この掲示を見落として古い
部数で発送してしまう場合があったのだと思います。
最新の部数を確認するよう、徹底させます。
【その後の対応】
掲示板により全庁に注意喚起するとともに、部長を通じ全職員
へ通達しました。

 

地域安全課
（44-0347）

41 第２桜ヶ丘

枯れ木撤去について
公園の掃除を先月行ったが、枯れ木を市がすぐに撤去
してくれた。ありがとうございます。

回答不要

42 第２桜ヶ丘

町会長業務について
地震が来た時、町会長として何をしたらよいか。コー
プタウン犬山の町会長さんの話にあったように、いた
だいた要援護者台帳も町会長一人しか持っていないと
、いざというとき使えないかもしれない。
町会長として手さぐりしている。他ではどうしている
か情報がほしい。

【防災監】
地震が来たらまずは自身の身を守ってください。
無理に広域避難場所に行こうとせず、まずは近くの少し開けた
場所に、近隣の人と集まっていただければと思います。地震が
収まってから広域避難場所へ向かってください。
他町内の情報が必要ということであれば、市がお手伝いします
ので、いつでもご相談ください。

地域安全課
（44-0346）

43 荒井

街路灯設置について
街路灯をつける計画をしているが、市道につけるとき
、その場所を使う許可はどのようにとったらいいか。

【都市整備部長】
担当者が現地に立会います。土木常設員を通じて土木管理課へ
ご相談ください。

土木管理課
（44-0334）



欠席

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

44 緑ケ丘南

道路と並木の整備について
新郷瀬川の土手は現在、車が走行でき、川沿いの桜も
キレイに咲く。しかし、残念な事に、以前あった桜が
何本か伐採されたままになっている。新郷瀬川の「ア
イコ十六歳」の桜とつなげる様に桜を植え、車道とし
てでなく遊歩道として使える様にしてはどうか？

犬山市では、現在、善光寺山や中島池などの桜拠点施設を中心
に桜の植樹、整備を行っております。
新郷瀬川堤の桜については、河川空間と相まって当市の誇る美
しい景観であると思います。
現在、新郷瀬川の改修事業を実施しているところであり、左岸
側の車道については、河川を広げるための引き堤工事により支
障となる桜について伐採を行っており、堤防の安全上植樹の予
定はありません。
また、右岸側については、桜並木のある遊歩道として計画を検
討していきたいと考えています。

整備課
（44-0332）

45 長者町団地６

２０１５年の介護保険の改正について
要支援の人が介護保険の給付対象から外れ、市の「介
護予防事業」に移されるとの事だが、犬山市の進め方
について教えてほしい。

犬山市では、平成２９年４月より新総合事業を始めます。現在
介護保険の給付対象である介護予防訪問介護・通所介護サービ
スが介護保険の地域支援事業へ移行しますが、現行相当のサー
ビスとして継続します。また、その他、多様なサービスを地域
に増やし、身近なところで介護予防ができる環境を整えていき
ます。

長寿社会課
（44-0326）

46 御幸町

ごみ置き場の防犯カメラについて
ごみ置き場に設置してある防犯カメラは十分に機能し
ているのか疑問。
設置して間もなく機能していない機械もあり、防犯カ
メラではなく、感知式の照明機のほうが賢明だと感じ
る。

　監視カメラについては、不法投棄防止対策として希望の町内
会のごみ集積場に設置させていただいており、センサーにより
稼動する仕組みとなっています。
　設置効果については、ごみ集積場の状況によって異なります
が「カメラが設置してあるだけで効果があった」など、現在も
設置希望の町内が数多くあり、順番を待っていただいている状
態です。

環境課
（44-0344）

47 長者町団地５
震災について
南海トラフ巨大地震の災害についての協議は？

南海トラフの地震被害予想マップでは、犬山市周辺の震度は５
強～５弱（一部で６弱）といわれており、比較的被害は少ない
と思いますが、一方で梅原断層による直下型を想定すると、６
強～６弱で、場所によっては震度７のところもあります。した
がいまして、防災訓練や災害対策本部としての初動訓練を行っ
ています。

地域安全課
（44-0346）



欠席

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

48 入鹿

集会場修理補助について
集会場（所）等のリフォーム補助が増額されたと聞き
ますが、具体的な申請方法を知らせてほしい。

６月頃、意向確認のため、全町内に調査票を配布します。提出
された補助希望について、補助額等の調整をさせていただいた
後、３月の新年度予算に計上します。実際の工事及び補助金交
付は翌年度となります。
修繕予定がありましたら、ご相談ください。

地域安全課
（44-0347）

49 入鹿

空家対策について
空家対策を町内でも進めたいと思うが市の対策案やど
のように連携したらいいか、援助願いたい。

　市では昨年度、犬山市空家等対策計画を策定しました。
　空家問題は、一義的に所有者等の管理責任を明確にしながら
、問題解決の依頼をしていくものです。市としては所有者に対
して担当部局より初期指導という文書通知により指導をし、改
善を求めております。
　今後は、相談窓口を拡充やシルバー人材センターとの協力に
より適正管理してもらうサポート行う予定です。
　そのほか、空家を中古流通市場に促す施策として「空き家バ
ンク」の創設も準備を進めています。

都市計画課                                      
（44-0331）

50 南丸山

要援護者台帳について
犬山市災害時要援護者登録台帳に町名は記載されてい
るが班が無い。班を記入し班ごとにまとめてほしい。
災害時に又町会長交代時に対象者の居場所が把握しに
くい。

　災害時要援護者台帳は、平成２５年の国の災害基本法改正に
伴い、災害時避難行動要支援者台帳となり、犬山市では今年度
に新たに登録者の整理をする予定です。
　市では、その方の班名までは把握できないため、今回、登録
確認時に班名まで記載できる欄を設けることはできますが、記
載のないもの、誤記等のチェックはできません。
　新台帳をお渡しした、次の交換時（年１回を予定）に、町会
長さんから班名を記載したものをお返しいただくか、連絡いた
だければ、次の台帳には反映したものをお渡しできるようにし
ます。

長寿社会課
（44-0325）
福祉課
（44-0321）

51 もえぎケ丘１

コミュニティバスについて
コミュニティバスの本数と時間数を増やせないか。

コミュニティバスは、平成２５年１１月に２台体制から５台体
制に充実し、現在８路線で運行しています。５年間は、現行を
基本とし、毎年少しずつの見直しは行っています。平成３０年
度に抜本的見直しを予定しておりますので、路線数だけではな
く、コースや停留所、更には小型バスの導入の是非等について
も検討し、より利便性を高めたいと考えています。

地域安全課
（44-0347）



欠席

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

52 もえぎケ丘１

犬山市の今後について
現状を踏まえこれからの犬山市について、市は何を課
題とし、どう進もうとしているか。
そのために、犬山市住民に対し何を要望するか。

これからの犬山市のまちづくりの方向性などについては、市の
最上位の計画である総合計画などに位置づけしているところで
すが、今後、特に力を入れていく事業としては、「住む人を増
やす定住促進」、「子育て支援の充実」、「産業の振興・地域
経済の活性化」、「教育の充実」などが挙げられます。
これらは平成２７年度に市が作成した総合戦略の中の「暮らし
たいまち」、「活躍したいまち」、「訪れたいまち」という３
つの目標の中に取り入れているもので、「豊かさを実感できる
まち」を目指して、重点的に取り組んでいく予定です。
その中で、特に「活躍したいまち」については、市民のみなさ
んの誰もが活き活きと暮らし、活躍できるまちを目指そうとい
うもので、市民のみなさん一人ひとりが仕事で、文化活動で、
スポーツで、あるいはボランティアの分野などで幅広く活動し
ていただくことが必要だと思っており、それが犬山市の賑わい
や活性化に繋がるものと思っています。

企画広報課
（44-0312）

53 もえぎケ丘１

地域交流について
地域のつながりの大切さ、助け合いを今以上に住民一
人一人に意識を持ってもらいたい。
各地区で誰もが利用できる憩いの場所づくりをしては
どうか。

現在、市では、積極的に自主的なまちづくり活動のお手伝いを
しています。サロン事業を実施している町内会もあるため、何
か情報やノウハウがほしいということがあれば、おつなぎする
ようなことは、お手伝いしたいと思います。お気軽にご相談く
ださい。

地域安全課
（44-0346）



欠席

No 町内名 質問・意見 回答
担当課
（電話）

54 もえぎケ丘１

住民アンケートについて
住民から市に対しての住民アンケートを、年に一度程
度行ってもらえないか。

市民のみなさんからご意見や提案をお聴きし、市政に反映して
いくことは、とても重要であると思っており、その方法の一つ
がアンケート調査だと考えています。
現在、市政に対する満足度等のアンケート調査については、直
近では、平成21年度、22年度、26年度、27年度にそれぞれ総合
計画や総合戦略をつくるためにアンケートを実施しています。
また、今年度も総合計画中間見直しのためのアンケートを予定
しており、毎年ではありませんが、概ね2～3年に一回程度実施
しています。
その他、アンケート以外の方法として、市ホームページの中に
意見募集や問合せ欄を設けており、いつでもご意見・提案をし
ていただく場を用意しています。
加えて、市役所にお越しの際には、1階の総合受付に、ご意見
をお出し頂ける「広聴カード入れ」を用意しています。
また、町会長の皆さんとは、今回の「走る市政教室」での意見
交換会や、秋にも懇談会を予定しています。その他にも、年に
一回程度「タウンミーティング」を開催し、意見交換を実施す
るなど、いろんな方法で市民のみなさんのニーズやご提案を把
握し、市政への反映に努めておりますので、今後も様々な機会
を通じてご意見や提案をいただけたらと思います。よろしくお
願いします。

企画広報課
（44-0312）

55 北三笠町

市役所開庁時間について
町内の高齢化にともない役員の人材不足で勤労者が役
員に用事がある時は休んで市役所に行かねばならない
。月一位で土曜日も対応してもらえると助かる。

【経営部長】
町内会長さんの勤務の都合などで、平日に市役所へ来れない場
合には、市役所閉庁時間の夜間や休日であっても、各担当課が
個別に対応できるよう調整させていただきます。まずは、お気
軽にご相談ください。
【その後の対応】
５月１４日の意見交換終了後、全部長を通じて全庁的に周知し
ました。

総務課
（44-0300）

56 前原上西

広報配付について
広報等の配布物の入れ箱があると良い。雨に濡れても
良い場所が無い町会長も居る。

ご指摘のとおり、市販の衣装ケースのようなものがあれば随分
違うと思いますが、町内によって必要な大きさも異なりますの
で、各町内でご用意いただきたいと思います。

地域安全課
（44-0347）


