
No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

1 荒井

近年、城下町を中心に観光地として活気が上がり喜ばしいが、
市全体としては、市民が住みやすい、定住したい、また、他県
や他市から移住したいと思える街づくりを進めてほしい。
また、国の課題でもあり、市の大きな課題でもある、「人口減
少」と「地域経済縮小」に対する長期戦略・計画の進捗はどう
なっているか。

現在、定住促進としてふるさと定住促進事業を実施しており、毎年約30
世帯の転入があり、着実に成果をあげています。なお、本年から優良田
園制度の導入や、子育て世代を中心に各種補助金も拡充し、住みたいま
ちを目指して取り組んでいます。(都市計画課)

平成28年3月に「人口減少」と「地域経済の縮小」に対する『いいね！
いぬやま総合戦略』を策定しました。その後、年1回、審議会を開催
し、総合計画とともに事業の進捗状況を報告しています。
なお、人口については、出生数の減少傾向、死亡数の増加傾向が続いて
いますが、転入者数は増加、転出者数は減少しています。また、地域経
済に関するものとしては、観光入込客数が目標指標を達成できる見込み
です。
この戦略は、計画期間が令和2年3月までとなっているため、今年度に改
訂することとなっています。その中で、その他の目標指標(アンケート
調査結果等)も含めて、達成状況を確認する予定です。(企画広報課)

都市計画課
(44-0331)

企画広報課
(44-0312)

6月22日

2 中三笠町
昨年都市公園等要望書で要望した、上坂公園南東出入口の千鳥
柵設置の現状を聞きたい。

上坂公園出入口の千鳥柵設置について、今年2月に町会長より「都市公
園等要望書」の提出があり、次年度継続案件として、取り扱う事を町会
長にお伝えしています。千鳥柵設置について、現状、石製の車止めが設
置されていますが、要望内容から児童やボールが公園外へ飛び出すこと
を防ぐことを目的としており、後日、町会長と現地立会を行い安全対策
の実施について検討していきます。

【その後の対応】
町会長立ち合いのもと、現地確認を行い、対応方法について調整してい
きます。

土木管理課
(44-0334)

6月22日

3 中三笠町

　県道一宮犬山線にある大門交差点(大字上野)の南北方向の交
通渋滞緩和の検討を要望する。
(特に毎朝の学童通学時間帯に、大門交差点南下方向と並行に
走る犬山高校-北笠屋交差点間の市道に、大門交差点南下方向
の渋滞を避ける車が流れ込み、渋滞が発生し、北笠屋交差点で
は、一時的に逆走車両があり、危険な状況であるため、学童を
巻き込んだ交通事故を危惧している)

大門交差点の、特に通勤・通学時間帯に発生する渋滞及び、側道の逆走
対策について詳しく状況をお伺いした上で、何かしらの渋滞緩和対策が
実施できないか、関係機関と協議・連携し、できる範囲での対応策を講
じていきます。

【その後の対応】
大門交差点南北方向における青信号の時間を長くできないか、犬山警察
署交通課に対し要望しました。また、逆走の原因となる北笠屋交差点へ
の通り抜けを抑止する看板を設置予定です。

地域安全課
(44-0347)

6月22日
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No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

4 地産団地
プラスチックの資源ごみの行方、また、その他の資源ごみはど
うなっているか。

当市では、各集積場から回収したプラスチック製容器包装は、プラス
チック製ボックスや育苗箱などに再商品化されています。
他の資源物についても同様で、空きびんは再びびんへ、アルミ缶はアル
ミ缶へ、スチール缶はスチール缶や鉄の鋼材へ、ペットボトルはペット
ボトルや服などの繊維へ、飲料用紙パックはティッシュやトイレット
ペーパーへ、新聞や段ボールは箱紙へ、雑がみ・雑誌はチラシや雑誌
へ、布類はウエスやクッション材などへリサイクルされています。

環境課
(44-0344)

6月22日

5 外町 新しい焼却場の現状を知りたい。

令和4年に着工し、令和7年4月に江南市中般若町北浦地内(愛岐大橋南)
での新ごみ処理施設の稼働に向け、準備を進めています。
本年度は、環境影響評価、建設用地の取得、基本設計の策定等を行いま
す。

環境課
(44-0344)

6月22日

6 日生住宅
交通事故死ゼロの日に万願寺交差点に立っているが、自転車で
通学する中学生が渡り辛い。グリーンベルトなどを引くことは
できないか。

後ほど場所を詳しく伺いたいと思います。グリーンベルトは要望に応じ
て順次進めていますので、具体的に相談させてください。(学校教育課)

引くことが可能な場所かを踏まえて判断していきたいと思います。また
予算については、すでに引いたところの補修と、新規の設置で不足傾向
にあり、予算規模そのものを拡充できるように考えています。限界もあ
りますが、少しでも地域要望に沿えるように努力します。(市長)

【その後の対応】
犬山中学校と調整し、グリーンベルトやカラー舗装を検討していきま
す。

学校教育課
(44-0350)

6月22日

7 日生住宅
町会長会で表彰される「ごみ集積場優良町内会」を目指したい
が、どういった基準で選定しているのか。

表彰の趣旨としては、ごみ分別や集積場美化が模範的となる町内会の活
動を波及できるように、モデルとして啓発するもので、審査基準は収集
業者からのヒアリングを基に選定しています。

環境課
(44-0344)

6月22日

8 上中切

側溝のふたについて、未だにないところがある。ごみの集積場
と重なっており、側溝に収集ごみや不法投棄のごみも入ってし
まう。補助金を出すという趣旨の回答を得たことがあるが、補
助ではなくて、市でふたを設置できないか。

現場確認し対応します。(土木管理課)

【その後の対応】
現地確認し、現在、対応可能かどうか検討中です。(土木管理課)

土木管理課
(44-0334)

6月22日

9
西楽田団地
５

先日防災訓練を行い、その際に、本日報告があったスタンドパ
イプの紹介があり、体験をさせてもらったが、購入した際に
は、改めて訓練をしてくれるのか。

先ほども紹介させて頂きましたが、スタンドパイプは、町内の消火栓を
使用して初期消火を行ってもらうためのもので、要望を頂ければ対応し
ます。

消防署
(65-0119)

6月22日
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担当課

(電話番号)
参加日

10 南椿台団地

ごみの分別チェックを役員で対応しているが、役員も仕事をし
ており常に確認できるわけではない。入れてはいけないものが
たくさん入っていることがある。大口町のように、土曜日に収
集するようにすれば、仕事も休みのため、役員が確認すること
ができるので、土曜日の収集とならないか。

現行の収集日程を変更することは、他地区の収集日程の調整等も必要と
なり大変困難であり、ご希望に添えないこともありますが、町内会の総
意として収集日の変更を希望されるのであれば検討します。

環境課
(44-0344)

6月22日

11 荒井
人生100年時代と言われ、老後の資金も1,000万円から2,000万
円必要と聞いた。高齢者の自動車事故対策、生活費の補助等、
市として将来の展望はどのように考えているか。

生活費については、高齢になると医療費の不安を訴える方が多いことか
ら、医療費の助成事業を多数用意しています。（保険年金課）

高齢者についても高齢者あんしん相談センターを配置するなど、市とし
てできることは、積極的に行っていきたいと考えています。(長寿社会
課)

高齢者の自動車事故対策として、市では、自主的に免許証を返納された
方に、犬山市コミュニティバス回数券を年1冊、5年間お渡しする制度を
設けています。詳細は担当までお問合せください。(地域安全課)

保険年金課
(44-0328)

長寿社会課
（44-0325）

地域安全課
(44-0347)

6月22日

12 地産団地
他の町内会も同じような状況だと思うが、住民の高齢化が進ん
でおり、来年度の役員も辞退したいとの声がある。そのような
状況で、市としては今後の自治活動をどう考えているのか。

今回に限らず、町内によって高齢化、世帯数の減少で役員のなり手が不
足している現状は認識しています。市から依頼する業務の負担軽減に努
めるとともに、自治活動をサポートしていきたいと考えています。

地域安全課
(44-0346)

6月22日

13 外町

駅前の交差点の地下道は、薄暗いため使用する人も少ない。そ
のため、交差点を渡る人が多くなり、車の通行にも支障が出
る。今は、駅前通りに観光客が集中しており、他の観光地では
道路を色分けするなどして観光客を分散させているところもあ
る。魚新通りは、電柱も地中化しているが人通りは少ない。事
故があってからでは遅いので、駅前通りの観光客を分散させる
など、何か対応できないか。

観光客の増加が地域にとって負担となっていることは認識しています。
地下道の活用は高校生の関係もあり、アナウンスなど何らか対応を考え
ていきたいと思います。一方で、事故があってからでは遅いというご指
摘も踏まえ、早めに関係機関と連携して対応していきます。

観光交流課
(44-0342)

6月22日

14 外町

ごみの収集の際、収集されない物があった場合、当町内ではそ
のまま残しておいて、出した人が収集してもらえないことを分
かって頂くように対応している。減ってきてはいるが、そう
いった問題についていかがか。

特効薬はありませんが、個々の事例やご意見を踏まえながら検討してい
きます。

環境課
(44-0344)

6月22日

15 枝町
平日も観光客が多く、人通りも多い。鍛治屋町通りも危険であ
るため、せめて土日は警備員や交通整理の人に立ってほしい。
人が多いと、見通しが悪くなり、事故を起こしそうになる。

すぐに警備員の配置ができるとは限りませんが、今年のGWも人が多く、
課題については認識しています。何らかの対応を検討していきたいと思
います。

観光交流課
(44-0342)

6月22日

16 追分
町内会に入っていない人が数人いる。その人のごみも町内会で
収集しなければならないのか。

市としては、集積場の利用に町内会の加入の有無は問いませんが、管理
している町内会のルールは遵守していただくよう案内しています。ルー
ルが守られていないなど、ごみ集積場に関しお困りのことがあれば、市
職員も町会長と一緒に自宅訪問や資料のポストインなど、個別に対応さ
せて頂きます。

環境課
(44-0344)

6月22日
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17 南椿台団地

先ほど、外町町内会の質問の中で収集されなかった物を置いて
おくとの発言があったが、集積場を汚しておくのも気が引ける
ので、町内会で引き取っている。先日、コンクリートブロック
が捨ててあり、粉砕して土のう袋に入れて処分したこともあっ
たが、どうにかならないか。

集積場に置いておけば何でも引き取ってもらえるという認識を持たれな
いよう、ルールを守らないものは、原則、収集していませんが、町会長
からご相談があれば、状況に応じて個別に検討します。

環境課
(44-0344)

6月22日

18 日生住宅
高齢者が多くなっているが、運動する機会がない。無料で健康
に関する講座や講演を実施してくれる講師などを呼ぶ窓口はど
こか。

要望があれば、市民健康館(さら・さくら)でボランティア団体などを紹
介できます。後日、市から連絡を入れさせます。

【その後の対応】
保健師等による健康講座や健康づくり推進員（ボランティア）による体
操等の出前講座は可能であることを伝えました。町内会にて協議の上、
後日派遣依頼していただくことになりました。

健康推進課
(63-3800)

6月22日

19 外町
先ほど質問した観光客の誘導対策について、人を分散できない
か。難しいと思うが、駅前一局集中をなんとかしたい。

観光パンフレットでの案内方法や木曽川の川辺への誘導など、人の流れ
を分散できるような取り組みをしていきたいと考えています。

観光交流課
(44-0342)

6月22日

20 地産団地
先日、ごみの問題について、マイクロプラスチックによる海洋
汚染など、日本自体が困っていることを知った。犬山市のマイ
クロプラスチック対策はいかがか。

基本的に資源ごみはリサイクルしており、リサイクルできない廃プラス
チックなどは焼却処理しています。

環境課
(44-0344)

6月22日

21 荒井
近年猛暑が続いており、楽田コミュニティの夏祭りも今年は8
月上旬から下旬に日程を変更した。学校関係などの暑さ対策
は、どのように行っているのか。

猛暑が続くと救急搬送が増えます。救急車両を増やし、対応強化を進め
るとともに、熱中症の啓発にも努めています。（消防署）

市が主催する行事についても、十分な配慮をしていきたいと考えていま
す。（市長）

消防署
(65-0119)

6月22日

22 日生住宅
犬山には緑地公園が少ないと感じている。お金がかかることだ
が、市としてはどう思っているか。

河川敷にある木曽川緑地公園は国が整備し、地元自治体で管理していま
すが、国に対し、新たに整備できないか要望をしています。利用者に気
持ちよく使って頂けるよう、維持管理に努めています。

土木管理課
(44-0334)

6月22日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

1 北二山
犬山駅東口にあるカラクリ人形時計の必要性、年間維持費を教
えていただきたい。

犬山駅東広場の「からくり時計モニュメント」は平成4年度に「愛知ふ
るさとづくり事業」として設置され、その経緯・必要性としては、犬山
駅東側まで犬山祭で車山が引かれることはないため、駅東にも犬山祭を
感じてもらうため、車山をモデルに演出したものです。
からくり演舞を毎日4回行っており、毎年、機械・電気設備の保守点検
業務として約45万円の維持費がかかっています。

土木管理課
(44-0334)

6月28日

2 北二山

「道の駅新設計画について」
・湯の華の森との競合対応策は。
・出店舗について、A)食パンの有名店、B)食べ物の有名店等々
検討しては。

【追加質問】
道の駅について検討しているようであるが、果物等の何かに特
化した道の駅にしてはどうか。できれば農協等とタイアップす
る等、どこにでもあるようなものではなく、他と差別化されて
いて、地域と結びついたものにしてはどうか。また、駐車場対
策については、シャトルバスを出すなど総合的に考えてほし
い。

道の駅については、今年度、新たな都市拠点及び交流エリア基本構想で
位置づけた「道の駅エリア」について基本計画を策定します。
この策定にあたっては、近隣の道の駅や湯の華市場を調査し、地域振興
施設については、あらゆる可能性を検討します。
また、道の駅整備には民間活力の導入を検討しており、官民連携を前提
とした計画策定を進めていき魅力ある道の駅となるよう努めます。

市の考え方として、農産物を売るだけでなく、地域振興に資する施設と
して民間のノウハウを活用することを考えています。昨年度サウンディ
ング調査をしており、今後は民間企業の具体的な提案を参考に運営を考
えていきます。また、道の駅に公的な機能も入れることにより、複合的
な展開を模索しています。道の駅の整備を起爆剤として周辺地域の土地
開発を促していきたいと考えています。
シャトルバスについては、今後の課題として考えています。新たに内田
防災公園の横に整備された観光駐車場の状況を見極めながら研究してい
きます。

都市計画課
(44-0330)

6月28日

3 緑ヶ丘北
緑ヶ丘では、秋に大量の落ち葉の処分に困っている。例えば、
燃やして肥料にしてリサイクルできないか。

当市では、都市美化センターに直接搬入された剪定枝や草は、焼却せず
にチップ化し、堆肥としてリサイクルに努めていますが、落ち葉につい
ては収集時に小石や砂などが混入するため、美化センターでの堆肥化は
行っていません。また、都市美化センター以外での焼却行為は一定の基
準を満たす施設が必要になることから困難と考えますので、燃やさずに
可燃ごみとして排出してください。
なお、町内会で清掃される場合は、ボランティア袋の支給やエコバック
(新聞等を市が回収する際の入れ物)の貸出等の支援を行っておりますの
で、ご利用ください。

環境課
(44-0344)

6月28日

4 緑ヶ丘北

自動運転バス等で高齢者がイオンモールや病院、犬山城、モン
キーパークなどへ移動できるよう、緑ヶ丘を特区指定していた
だき、テスト実証など、住民と一体となった活動はいかがか。

【追加質問】
「関係課と協力し、応募したい」とあるが、愛知県も高齢者向
けに大きな予算を組んで行う予定であるので、資料等があれば
事前配布してほしい。

自動運転の実証実験は、市単独での実施は難しいと考えますので、国・
県等からの募集がされた際、関係課と協力し、応募したいと考えていま
す。

愛知県では、愛・地球博やセントレアの空港島等3ヶ所ほど自動運転化
しており、今後、情報収集に努めます。

地域安全課
(44-0347)

6月28日

5



6

No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

5 鵜飼町

町内のどこに消火栓があるのかわからないので、わかるように
してもらいたい。
夏季になると側溝の汚臭に対する苦情があるので、消火栓を利
用して掃除ができないか。(許可申請は必要と思う。)

市内消防水利の設置場所は、平成27年度町会長委嘱状伝達式において、
各町会長に水利の位置や種類を表記した地図を資料(消防水利MAP)とし
て配布しています。改めて必要でしたら個別で対応させていただきま
す。また市の公式ホームページの「施設案内」・「消火栓・防火水槽」
の項目から水利の位置を示す地図を見ることができます。
また、消火栓利用については、消火栓が上水道の配管と共用しており、
急な放水により上水道に赤水が混入する恐れがありますので、細心の注
意が必要です。清掃等による消防水利の使用については目的外使用とな
りますのでご遠慮ください。
なお、自主防災会・自警団等が、訓練等で消防水利を使用する際には、
事前に消防訓練実施計画書に消防水利を使用する旨を記載し報告してく
ださい。

消防署
(65-0119)

6月28日

6 富岡西

都市計画マスタープランにおける富岡地区の計画と進捗につい
て現状を確認したい。
・道路整備

・休耕地対策

【追加質問】
富岡地区の道路計画は進んでいない。計画の廃止はあるのか。
また、農地の休耕地化が進んでいる。農業従事者が高齢化して
いる中で市としての対策はあるか。

富岡地区は、都市計画マスタープランで地権者等の協力を得て、狭あい
道路等の生活道路の整備改善を進めるとしております。具体的には4ｍ
未満の狭あい道路を4ｍになるようにするものですが、地権者の協力を
得る必要があるため、現時点では路線として整備できず、部分改修を
行っています。(都市計画課)

今年度から、耕作放棄地の再生を目的として、荒廃農地等利活用促進事
業補助制度を創設し、解消活動を支援していきます。
また、農業委員会において、日ごろから農業委員、農地利用最適化推進
委員が農地を確認し、早期発見、所有者に利用状況調査を行い、農地の
適正管理、適正利用を推進しておりますが、今後さらに取り組みを強化
していきます。(産業課)

富岡善師野間に都市計画道路の予定はありますが、実現に至っていませ
ん。現在、愛知県の事業として、前原及び塔野地地区の整備を行ってお
り、その後の着手となります。また現状では、計画廃止の考えはありま
せん。(都市計画課)

前原地内は愛知県と協力して進めており、国道41号まで道路を接続させ
ることを最優先に考えています。(市長)

耕作放棄地については、耕作機の貸出、補助制度等、農業振興施策をPR
しながら休耕地が無くなるよう努めます。(産業課)

都市計画課
(44-0330)

産業課
(44-0341)

6月28日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

7 つつじヶ丘
「こまき巡回バス」は小牧市民以外でも65歳以上すべての人が
無料となっている。交通弱者対策として、犬山市でも検討すべ
きではないか。

昨年12月に行った再編に伴う町内会アンケートでも、無料化の要望はあ
りましたが、利用者の85％以上が60歳以上(平成27年度実施の利用者ア
ンケートより)であり、無料化による運賃収入の大幅な減少が見込ま
れ、更なる財政負担の増加に繋がるため、また、受益者負担の観点から
も難しいと考えます。
なお、再編によりバスを増やし、平日毎日運行に拡充したことにより、
委託料も増加しましたが、運賃は据置きとしています。
今後も皆さまの意見や利用状況を踏まえてあり方を検討します。

地域安全課
(44-0347)

6月28日

8 つつじヶ丘
昨年8月に出された「楽田出張所及び消防団第5分団車庫の移転
について市の方針(第4号)」について、進捗状況を聞きたい。

4月15日号の広報でお知らせしましたが、現在、移転先となる楽田ふれ
あいセンター内の配置などについて、施設管理先でもある地元の楽田コ
ミュニティ推進協議会等との調整を進めています。今後、具体的な計画
案がまとまり次第、改めてお知らせします。

市民課
(44-0303)

消防総務課
(65-3121)

6月28日

9 富岡中

市で使用しているゼンリン住宅地図(コピーでも可)を供給して
ほしい。町内で買うには高額で、市に緊急対応を依頼する場合
に位置(場所)を伝えやすい。著作権の問題が出る可能性がある
と思われるが、営利目的の使用ではないので、問題を克服して
ほしい。毎年は必要ないので、3～4年ごと、または、必要時の
みの供給でよい。また、町内会ごとの供給でなくても、区単
位、あるいは、土木常設員にのみ供給でもよい。

ゼンリン地図は、著作権の関係上、複写禁止のため、原則コピーを渡す
ことができません。市役所で閲覧して頂くことは可能ですので、書き写
し等で対応して頂きたいと思います。
なお、住宅地図は、1冊約18,000円(税抜)と高価なため、配布はできま
せんが、コピーに関しては、株式会社ゼンリンより、有料でコピー等の
利用許可を得ることで、町内会等への配布が可能となります。コピー等
して利用する場合、有料での利用申請による手続きを行い、許可を得た
後に配布することが可能となります。今後、市でこれを購入することに
より、必要な町内会等にコピーしお渡しすることを検討していきます。

地域安全課
(44-0346)

6月28日

7



8

No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

10 青木団地

青木公園と青木団地西北角にある市防火用水槽の草刈り及び清
掃を4つの班と子供会が毎月交代で実施している。青木公園の
清掃については、市から管理費として65,588円/年交付されて
いる。町内会では、青木公園清掃作業のお礼として、子供会に
26,000円/年の補助をしている。子供会活動の充実を図るた
め、補助金の増額を検討しているため、その一つとして、市防
火用水槽の草刈り及び清掃管理費として20,000円/年を申請し
たい。

【追加質問】
市防火用水槽周辺の除草対策はどう考えているのか。現在、ボ
ランティアで行っているが、年間で10万円ほどの費用がかかっ
ている。市としてどのような考えか。また、市で予算化をお願
いする場合はどうすればよいか。

青木公園につきましては、青木団地自治会と公園の清掃等管理業務の委
託契約を締結していますが、公園に隣接する防火用水槽の敷地につきま
しては、管理所管が異なるため、委託契約には含めていません。(土木
管理課)

青木団地の子供会の皆様方には、長期に渡って防火水槽用地の清掃を
行っていただきましたことに対しまして、お礼を申し上げます。消防署
としましても、保全を定期的に行っており、今後も引き続き維持管理を
していきます。助成金の申請については、当市では防火水槽用地の管理
に対する委託や助成は現在のところ行っておりませんのでご理解くださ
い。(消防署)

消防では年2回以上草刈りを行うこととしていますが、実際には町内会
で草刈りをして頂いている状況です。防火用水槽周辺は防草のため砂利
を撒いていますが、市としても、除草対策を検討していきます。(消防
署)

除草対策の予算化につきましては、土木常設員を通じて市に要望をお願
いします。(土木管理課)

土木管理課
(44-0334)

消防署
(65-0119)

6月28日

11 練屋町

ゴミの分別収集における不具合が多発しており、特に海外から
の実習生とみられる方に苦慮している。今後増加するとみられ
る海外実習生、住人に対する生活面のサポート体制について説
明を求める。
・日本国在住への説明会や諸問題への対処
・海外からの住人に対しての町内会への心得(備え)
・一般町民へのアドバイス(うまく付き合うために)

本市においても外国人の居住者が増えてきており、文化・習慣の違いに
より、ごみ分別の理解をいただけていない現状は把握しています。
このため、市ではアパート管理会社、日本語学校、名古屋経済大学、国
際交流協会に6か国語に対応したごみ分別アプリの周知チラシの配布
や、留学生へのごみ分別の説明を行い、啓発に努めていますので、ご要
望をいただければ職員が直接町内会へ出向き、地域の実情に応じたアド
バイス等をさせていただきます。(環境課)

現在、外国人住民の増加に伴い文化の違いや言葉が通じない等によるト
ラブルが増えています。そこで市は、コミュニティ通訳者を育成し、諸
手続きや相談の場に、担当部署からの要請により通訳者を派遣していま
す。また、多文化共生への情報発信として、文化スポーツ課が取りまと
めている「生涯学習まちづくり出前講座」の中に、ブラジル出身の多文
化共生推進員による「近所に住む外国人と日本人が仲良く暮らしていく
ための講座」を用意していますので、ご利用ください。(観光交流課)

環境課
(44-0344)

観光交流課
(44-0343)

6月28日

12 富岡中

市内道路の富岡荒井線は、楽田方面は行き止まりとなってい
る。尾張パークウェイも官林より先の道路がきちんとつながっ
ておらず、犬山城まで誘導できない。犬山市全体で道路が整備
されていないので、商業地、観光地も集客できない。道の駅に
ついては、道路整備も踏まえて考えてもらいたい。

道路整備に課題があることは認識しています。富岡荒井線は、まず地権
者のご理解を得ることに努め、全力で進めていきます。成田富士入鹿線
の前原地内は、長者町方面から国道41号線に抜けることができるよう
に、愛知県が事業を進めております。また、犬山富士線は犬山城から国
道41号線に抜ける区間の整備を完了しました。(市長)

整備課
(44-0332)

6月28日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

13 練屋町

外国人が町内で2名しかいないが、他町内からゴミを持ってく
る外国人がいる。対策は講じているが、問題は変わらない。他
町内ではゴミ置き場が荒れているところもある。もっと市全体
で外国人に教育を行うような方法を一度議論してほしい。

犬山には多く外国人が住んでいますが、多文化共生の観点から、ゴミの
問題だけでなく、定住外国人に対する様々な施策を行っていくことを検
討しています。すぐに効果の出るものではないですが、継続して実施し
ていきたいと考えています。

環境課
(44-0344)
観光交流課
(44-0343)

6月28日

14 橋爪国正

現在、市広報は最新の情報を伝えるために月2回の配付を行っ
ていると聞いているが、月1回の配布にならないか。広報の配
布が大きな負担になっている。また、広報自体の配布形態につ
いて紙で配布するのもどうかと思う。

町内会の方になるべく手間がかからないように、広報配布方法を検討し
ています。月1回配布の自治体はページ数が多く、読まれにくくなるこ
ともありますので、その内容も含め検討しています。インターネットを
見る事ができない人もいますので、すぐに紙媒体を止めることは難しい
ですが、LINE等の様々な媒体を使って徐々にシフトしていければと考え
ています。(市長)

企画広報課
(44-0311)

6月28日

15 橋爪国正

町会長伝達式の資料だけでは、いつ何をすればよいか分からな
い。できれば時系列ごとに何をやればよいかを整理して書いて
ほしい。所管課ごとにバラバラに書いてあるので、何を優先し
たらよいか明示してほしい。

委嘱状伝達式の資料は、数年前に見直しを図り、手引きと資料編に分か
れています。しかし、市の組織ごとに内容が分かれているため、見る方
がわかりやすいものとなるよう検討します。

地域安全課
(44-0346)

6月28日

16 北二山
焼却場で出た灰は八曽の最終処分場で処理できる年数や容量は
どれくらいあるのか。新しい処分場ではどうか。

令和7年度から新しいごみ処理施設が稼働しますが、それまでは現在の
八曽処分場の容量で埋立が可能ですので、問題ないと認識しています。
なお、新ごみ処理施設では、焼却炉の方式により最終処分の方法も変わ
りますので、その方法により検討することになります。

環境課
(44-0344)

6月28日

17 つつじが丘

当町内では、町内会負担でゴミの集積場に小さいサイズのゴミ
ゲージを設置した。動物の侵入に対して効果があり、ゴミの散
らかしがなくなった。他の町内会へPRしてほしい。
また、更新しようとしたら、大きいものしかなく、サイズが入
らないため、小さいサイズも選べるようにしてほしい。

ゴミゲージ(折りたたみ式ごみ収集容器)は、メーカーに受注生産という
形で依頼しており、現在は、大きいサイズのものをコストダウンの面か
ら、一括で発注しています。大きいサイズ以外のものは、上限3万円で2
分の1を補助する制度がありますのでご活用ください。
また、予算の状況を見ながら、各地域の様々な事情やニーズに合わせて
次の展開も検討していきます。

環境課
(44-0344)

6月28日

18 橋爪国正 最終処分場の有害物質の対策はどう考えているか。
最終処分場については遮水シートで防護しており、水処理施設もありま
すので問題ないと認識しています。(市長)

環境課
(44-0344)

6月28日

9
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No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

2 入鹿

入鹿地区においては、家具や家電、バイクに自動車、盗難品も
不法に投棄されている。
今年度、市の管理するダミー監視カメラを1ヶ所設置すること
が決まった。ただ、捨てられる場所は何か所もあり、早急の抑
制強化が必要と考える。環境課への通報で即時に回収しても
らっているが、不法投棄は5年以下の懲役、若しくは1,000万円
以下の罰金という刑が科せられる犯罪なので、警察や市の責任
において、抑制するよう強化を要望する。

監視カメラの設置及び警告看板等により不法投棄の抑制に努めています
が、効果については限定的なものとなっています。
ご指摘のとおり不法投棄は犯罪でもあることから、犬山警察署とも連携
を密にしながら対応すると共に、効果的な抑制策については他市町を参
考に研究していきます。

環境課
(44-0344)

6月29日

3 上本町
江南市に建設予定の新広域ごみ処理場は、2025年運用開始で進
んでいるか。建設費の負担で地方税が増えることは無いか。

新ごみ処理施設を建設することによって、市民税が増えることはありま
せん。

環境課
(44-0344)

6月29日

1 入鹿

児童減少に伴い、安全対策として、やむを得ずコミュニティバ
スによる通学をしている。昨年度は、公共交通委員として、会
議の場でもこの件に関して発言した。
今井地区では、運行ダイヤも含め、コミュニティバス通学が検
討されているとの話も耳にした。また、市議会でも小中学生の
通学は無料にならないか質問されたと市議会だよりに掲載され
ていた。
市独自の安全対策の一環として、早急に料金の無料化及び登下
校の時間帯に合った運行ダイヤの改正を検討するよう要望す
る。

【追加質問】
コミュニティバスの小中学生の通学における無料化について、
去年10月末に公共交通会議でも同様の質問したが、その時は検
討課題にするという答えだった。今回は無料化は考えていない
という答えだったが、この件はこれで終わりなのか。今井地区
からも無料化の要望がある。

コミュニティバスは、交通空白地の高齢者等の移動手段の確保を目的に
運行しており、多くの高齢者の方に利用していただいています。現在、
可能な範囲で通学に使用していただいていますが、通学に係る運賃の設
定に関しては、コミュニティバスの目的と主な利用者である高齢者の配
慮も必要となることから、現時点で無料化は考えておりません。また、
通学用にコミュニティバスの運行ダイヤを変更することは、ダイヤ編成
の点からも難しいので、現行ダイヤ内でのご利用をお願いします。

現時点では、現状の運行の中で利用可能な児童に利用してもらってお
り、児童に限定しての無料化や減額は考えていません。(地域安全課)

児童ができる限り利用できるよう次回の見直しに向けて担当課と協議し
てまいります。(学校教育課)

今井地区のコミュニティバス運行は見直すことを考えおり、コミュニ
ティバスで対応できる部分がないか検討しています。全面改正ではな
く、一部改正を必要に応じて行いたいと思います。市内全域でスクール
バスのような形で運行することは、費用負担が大きくなるため、困難で
あり、現在のコミュニティバスの運行の中で柔軟に対応していきます。
(市長)

地域安全課
(44-0347)

学校教育課
(44-0350)

6月29日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
参加日

4 木津西

消防署北出張所が内田に移転したことにより、町内到着までに
さらに時間がかかると思う。早期発見、初期消火活動がさらに
重要であると考える。
また、消火器設置に補助金交付制度があるが、初期消火という
観点では、町内に点在する消火器より、各家庭に家庭用1本を
備える方が効果的と考える。各家庭への設置運動や個人への補
助金制度は考えられないか。

街頭消火器は、地域で火災の被害を軽減する「共助」に基づき町内会で
設置ただいているもので、現在補助事業を実施し、普及促進を図ってい
るところです。
これに対し、ご家庭で備えていただく消火器は、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る
ところです。自らの生命、財産は自らで守るという「自助」に基づき設
置していただくものとしておりますので、現在のところ補助事業は考え
ておりません。

消防署
(65-0119)

6月29日

5 木津西

防火水槽や消火栓が町内にいくつかあるが、標識の無いもの、
わかり難いものがあり、見直しが必要と考える。
また、消火栓で近くにホースがあるもの、無いものがあるが、
一般の人が使用できるものがあれば、場所と使い方を知りた
い。(それとも、消防専用で一般の人の使用は想定外か。)

消火栓及び防火水槽の標識は設置可能な場所と不可能な場所があります
ので、消火栓の蓋や防火水槽の蓋に黄色ペンキで塗色する等して、標識
の代用としている場所もあります。
なお、防火水槽や消火栓の現地調査を定期的に行い、減水や標識の強
度、ペンキの薄れなどに対し適宜対応しています。
また、消火栓の近くに設置してあるホース等に関しては、地元の自警団
や自治会、町内会等で設置されたもので消防で管理しているものではあ
りません。消火栓は、放水圧が水道水の何十倍もあり、事前の訓練が必
要と考えますので、消防署にご相談ください。

消防署
(65-0119)

6月29日

6 桃山台

・桃山台入口や貯水池の草刈りを早急にお願いしたい。

・各公園等のベンチが老朽化しているため、今後、取替えを
行ってもらえないか。

【追加質問】
「緊急性を伴う破損はない」との回答であったが、市で交換に
ついての内規はあるか。

草刈りの実施につきましては、土木要望が提出された箇所について市内
での優先順位を考慮して実施しています。現地確認を行い対応を検討し
ていきますので、併せて担当地区の土木常設員へ土木要望の提出依頼を
お願いします。調整池につきましては、４号調整池(南東部)は毎年実施
しています。その他の池についても現地確認を行い草が繁茂している現
状は確認しました。今後、調整池を管理する上で必要な箇所等の除草作
業の実施を検討します。

各公園のベンチ老朽化について、緊急性が伴う破損は見られませんでし
たが、座板の経年劣化等がありましたので、取替なども含む修繕を検討
します。

明確な規定はありませんが、安全性を確認して問題があれば検討すると
いう形を取っています。

土木管理課
(44-0334)

6月29日

7 入鹿
ゴミ置き場への監視カメラ貸出しは、ダミーカメラでも効果が
あるので、増やしてほしい。町内会のお金で設置することは難
しいと考える。

監視カメラは要望が多く、貸出しまで2～3か月は待っていただいている
のが現状です。そのため、1町内1カ所、期間は6ヶ月上限でお願いして
います。自立式で録画ができる監視カメラは高価なため、安価なダミー
カメラを増やしていく方向で検討します。

環境課
(44-0344)

6月29日
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(電話番号)
参加日

8 上本町
ゴミ置き場への監視カメラ貸出を申し込んでいるが、いつ借り
れるかを回答してほしい。町内会の方から何度も市に聞かなけ
ればならないのか。

概ねの目安は伝えていますが、確実に貸出できる時期になりましたら市
から連絡しています。連絡が遅くなり申し訳ございません。進捗状況に
ついてはいつでもお答えします。

【その後の対応】
監視カメラの貸出状況等を説明の上、設置希望場所を確認し、貸出可能
と町会長に連絡しました。

環境課
(44-0344)

6月29日

9 上本町
交通安全監視の監視場所の見直しを行ってほしい。人通りの多
い場所に弾力的に変える事ができるのか。

道路事情等も変わりますので、毎年見直しを行っていますが、もう一度
総点検して、全体的に見直しを行っていきます。

地域安全課
(44-0347)

6月29日

10 桃山台
中央公園横の住宅が土砂崩れで被災し、ブルーシートで覆って
いるが、老朽化しているため交換をお願いしたい。

現場を確認し、早急に対応します。

【その後の対応】
現地確認したところ、民地のため、犬山市では対応できかねますのでご
了承ください。

土木管理課
(44-0334)

6月29日

11 上本町
収集されず残されたごみについて、町会長から市に連絡しなく
ても回収することはできないか。

基本的なルールとして、正しい分別方法を認識していただくため、収集
対象ではないゴミは、警告シールを貼付し、そのまま集積場に置いてお
くこととしています。町内会によっては、すぐに収集して欲しいとの要
望もあり、町内会によって事情が異なりますので、お手数ですが、連絡
をお願いします。(環境課)

正しいごみの分別方法を認識してもらうために行っていることですが、
地域の事情に応じて柔軟に対応していきます。(市長)

環境課
(44-0344)

6月29日

12 木津西

ゴミ置き場に監視カメラを取り付けているが、監視カメラに映
らない場所で連続的にゴミを出している人がいる。原則、同じ
場所にカメラを取り付ける事になっているようだが、町内の違
う場所に取り付けることができるようにならないか。

貸出しは、1町内1台ですが、貸出期間内での場所の移動は、交通の支障
にならない場所等であれば変更可能です。設置場所を確認する必要があ
りますので、予め届け出をお願いします。

環境課
(44-0344)

6月29日

13 木津西
不燃ごみの表示は多言語化しているが、可燃ごみの表示が多言
語化されていない。最近はベトナム人やインドネシア人も多く
住んでいるので、その国の言語に対応した表示にしてほしい。

職員が要望に応じて多言語化したものを作成しています。ご要望があれ
ば、ラミネートしたポスターを希望の言語に翻訳して提供します。

環境課
(44-0344)

6月29日

14 木津西
三明神社の屋根を修繕する予定であるが、市のホームページに
文化財であれば補助金の対象となるとの記載があった。文化財
一覧にはない神社も対象になるのか。

建造物の保存修理に対する補助金は、物件が「最初に建築されてから継
続して市内に存在する登録有形文化財建造物又はこれと同等の価値を有
すると市長が認めたもの」である場合に補助対象になり得ます。指定文
化財、登録有形文化財等に該当しない場合でも、築年代、構造、形式な
どから文化財的価値が高いと考えられる建物である場合は、一度ご相談
ください。

歴史まちづく
り課

(44-0354)
6月29日
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15 木津西

町会長には委嘱状伝達式があるが、そのような集まりが副町会
長にもあるのか。また、クリーンキーパーについて行政として
はどのような位置付けになるのか。副町会長がクリーンキー
パーになるのか。

町内会によって組織の規模や歴史が違いますので、副町会長が２人存在
する等、地域の事情によってそのあり方は異なります。そのため、市と
しては副町会長の集まりは設けていませんが、町会長の代わりに出席い
ただくことも可能です。(地域安全課)

市としては、町内会にクリーンキーパーの推薦をお願いしており、結果
的に副町会長が推薦されることが多い傾向にあります。(環境課)

地域安全課
(44-0346)

環境課
(44-0344)

6月29日

16 桃山台
桃山台は現在210世帯が加入しているが、他の町内では多くて
も50～60世帯であると聞いている。町内会を分けることは可能
か。

町内会を分割したいというご要望がありましたら、過去にも事例があり
ますので、地域安全課までご相談ください。

地域安全課
(44-0346)

6月29日

17 第2桜ケ丘

第2桜ケ丘の町内では野良猫問題があり、現在土木管理課に相
談しているが、動物保護法があり捕獲できないとのことだっ
た。野良猫の糞尿が多く、子どもが公園で遊ぶことができない
状態である。市として何らかの対策はあるか。また、個人宅に
侵入した野良猫についても対策はあるか。

犬や猫は保健センターが担当になります。動物保護法上、難しい部分は
ありますが、愛知県動物保護管理センター等と調整しながら個別に対応
していきます。(健康推進課)

野良猫も含め野生動物の捕獲には法規制の対象になると思われますの
で、詳細を確認してご連絡します。（環境課）

【その後対応】
飼い主の不明な猫を捕獲又は保護した場合は、飼い主が現れるまで捕獲
等を行った者に飼養の責任が生じることから飼養する施設のない市では
捕獲することができません、又、県の動物保護管理センターで処分を前
提に猫の引き取りは行っていますが、引き取り拒否の要件もあるため安
易に捕獲することには注意が必要と町会長に説明しました。（環境課）

健康推進課
(61-1176)

環境課
(44-0345)

6月29日
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