
町会長と行政との意見交換会
犬山北地区 9月27日（日）14:00～16:00 犬山市役所　205会議室

連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
担当課名

（電話番号）
その後の対応

1 鵜飼町

コミュニティについて
1.コミュニティ設立は行政からの働きかけによるの
か、住民が自主的に行うものか。また、不参加の町
内には行政からどのように働きかけるか。
2.小学校区を単位としているが、学区が大きい場合
分割してもよいか。
3.市からの助成額はいくらか
4.住民のメリットは何か。行政はコミュニティに何
を求めているか。防災のためと聞くが、町内会で自
主防災組織がある。大きなコミュニティを作って防
災の為に運営していくのはおかしいのではないか。

【生活環境部長】
１．元々コミュニティは、自分たちの地域を自分たちで住
みよくしていくという経緯から、住民が自発的に設立され
ました。
　行政からコミュニティへの参加を強制することはありま
せん。
２．現状は小学校区単位です。
３．平成26年度の助成額の合計実績は3,185,500円となって
います。1つのコミュニティにつき、世帯数×300円+50,000
円です。
４．例えば防災関係です。地域の繋がりが強いところほど
、被害が少ないというデータも出ています。地域の絆を強
めていただければ、おのずと地域全体の力も強くなると思
いますので、ぜひコミュニティを設立して頂きたい。

【市長】
　防災はコミュニティに期待するごく一部です。
　現在は、市は小学校の校区内の町内会の50％を超える加
入率であれば、コミュニティとして認知し、助成していま
すが、今の運用が本当にいいのか検討していきたいと思い
ます。
　行政が求めることは、防災だけでなく、防犯、高齢者や
子供の見守り、生きがいづくり等、地域での支えあいです
。
　地域により課題も異なるので、行政も地域の実情に応じ
たことが出来るよう制度の運用を研究していきます。

地域活動推進課
(44-0347)

2

大本町

防犯カメラの助成について
1台100万円かかり、半額を市が補助するとのことだ
が、数万円台から防犯カメラはある。100万円するも
のでないと、補助は受けられないのか。

【生活環境部長】
　個別に対応します。追って市から連絡します。

防災安全課
(44-0346)

　詳細資料をお渡しして、補助制度について説明し
ました。
　なお、防犯カメラの代金に制限はありませんので
、100万円するものでなくても補助は受けられます。

3

民生委員の業務について
民生委員の方と会合をした中で民生委員と町内会の
繋がりがよくわからないので改善してほしい、との
意見が出た。また民生委員の負担が大きいので町会
長にも一部分担して欲しいと言われた。
事務局はどのように指導を行っているのか。

【長寿社会課長】
　本日、民生委員を担当している福祉課の職員不在のため
、改めて確認して回答します。 福祉課

（44-0320）

　社会福祉協議会の地区運営会議の際に出た案件で
あるということで、内容を確認し、後日個別に意見
を伺い、説明しました。民生委員の活動内容につい
ては、今後広報等でもお知らせしていきます。
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
担当課名

（電話番号）
その後の対応

4 丸山１

防犯カメラについて
市内の防犯カメラは、現在どれくらい配備されてい
るか。
町内会からの防犯カメラ設置の補助申請による場合
だけでなく、市が計画的に防犯カメラを配備し、犬
山市の防犯カメラでの対策を宣伝したほうが、効果
が高いと思う。

【生活環境部長】
　正確な数は判りませんが、名鉄の駅周辺には設置されて
います。
　コンビニや、各企業にも設置されているとは思いますが
、具体的な設置箇所については公表されていません。
町内会からカメラ設置の申請があれば市から補助します。

【市長】
　市の施設で防犯カメラを設置しているのは、小中学校、
児童センター、楽田ふれあいセンター、母子寮があります
。

防災安全課
(44-0346)

【補足説明】
　市は、名鉄の市内全７駅に防犯カメラを設置しま
した。
　また、今年度、町内会等が設置する防犯カメラの
設置費補助制度を創設しました。
　今後は、町内会等地域においてこの制度を活用い
ただき地域の防犯力を高めていただきたいと思いま
す。町内会等で設置することで住民１人ひとりの防
犯意識の高揚が図られ、防犯に関する取り組みが推
進されます。その結果、地域全体の防犯力が向上す
るものと考えます。

5

丸山

外来種について
以前、当町内会のイベントでめだかによく似た外来
種（カダヤシ）を見つけた。市へ報告した時は、犬
山にはその外来種はいないとの返答であったが、後
々認められた。また、「犬山の外来種」という本を
市から購入したが、その本にも掲載されていなかっ
た。
犬山市に、外来種が非常に多いにもかかわらず、多
くの人が外来種について意識がない。「犬山の外来
種」という本は大変よい本だと思う。もっと啓蒙し
たほうがよいと思う。

【生活環境部長】
　書籍以外でも広く皆さんに伝わるよう、検討します。

【市長】
　外来種は時間経過とともに変わっていくので、情報収集
は継続して行っていく必要があると認識しています。

公園緑地課
(44-0345)

　外来種の把握・啓発について、ＨＰでの掲載を含
め前向きに検討します。

6

コミュニティについて
犬山北小学区にはコミュニティが無いが、丸山地区
として運動会の準備などそれぞれ役割分担して行っ
ており、設置をあせる必要は無いと思う。

回答無し

地域活動推進課
（44-0347）

7 内田

旧内田名証グランド跡地の新しい消防北出張所の建
設予定地は低く、入口も県道から直接入ることがで
きない。それでは災害時に使えないのではないか。
県道から緊急車両が直接出入りできるようにすべき
である。
建設計画が決定してからしか情報が入ってこないの
で、意見を言うこともできなかった。独りよがりな
計画ではいけないので、もっと事前に説明をすべき
。
新消防署の件以外でも同様で、もっとよく考えて計
画すべき。

【消防長】
　建設予定地については、計画段階で、地元住民との会議
を開催し、その中で圧迫感などの理由から住民から反対意
見がありました。この意見を元に、建設地の水害予測や費
用等を含め総合的に検討し直し、現在の案となっています
。 庶務課

(65-3121)
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
担当課名

（電話番号）
その後の対応

8 東松本町1区

イトーヨーカ堂北西道路の拡幅計画について
イトーヨーカ堂北西の踏み切以西の道路拡幅計画は
まだ生きているか。
あそこには小さなお社があり、拡幅するのであれば
移さなければと考えているが、いつごろになるのか
。

【都市整備部長】
　当該道路は県道です。市から県へ拡幅要望を出してはい
ますが、いつできるか、ということは現時点では申し上げ
られません。
　市としても早急な拡幅の必要性を感じております。今回
いただいた意見も県へ伝えさせていただきます。

【市長】
　いつかは必ず実施します。

建設課
(44-0333)

　現在踏切の拡幅について、事業主体である愛知県
と名鉄㈱と協議を交わしており、今回のご意見も愛
知県の方へ伝えさせていただきました。

9

練屋町

体育館跡地活用について
体育館跡地は、駐車場になるのか、集会場のような
施設が建つのか。

【市長】
　まず、駐車場にはなりません。理由としては体育館がな
くなることで体育館利用者のキャッスルパーキング利用が
減ること、民間の駐車場が増えていること、内田に観光駐
車場を設けることの３点があります。
　城下町地区に集会場的な機能が必要と認識していますが
、体育館跡地は少し違うと考えています。福祉会館を含め
、城下町地域の公共施設の再配置を考えています。２月ご
ろまでにお示しできるようにします。
　また、あのあたりは、史跡指定を受ける可能性があり、
この指定を受けると設置できる施設が限られてきます。こ
の史跡指定を受けるかどうかも含め検討していきます。

社会教育課
(44-0352)

10

城下町火災跡地について
城下町火災跡地の今後について、市はどのように考
えているか。

【市長】
　火災跡地は私有地で、個人情報もあるので詳細はお伝え
できないのですが、あの場で新たに何かしようと考えてい
る所有者もあり、再興に向けて動いています。市としては
、城下町の景観を守るように求めていきます。

歴史まちづくり課
（44-0354）

11

城下町道路へのカーブミラー設置について
城下町の観光案内所の角は、車だけでなく自転車の
中高生をはじめ交通量が多いがカーブミラーが無く
危険である。車山の邪魔になるかもしれないが、カ
ーブミラーを設置できないか。

【生活環境部長】
　手続きとしてはまず土木常設員から要望をいただきます
。該当の場所に設置要望が出ているか、今ここではわかり
ませんが、要望があれば現地を調査します。物理的に設置
が不可な場合もあるため、その際は設置できない理由を説
明させていただきます。

防災安全課
(44-0346)

　要望書は未提出でした。
　現地を確認したところ、当該場所は道路幅員が狭
いため交通障害となるなどの理由から反射鏡設置は
困難であることや本交差点に繋がる道路に注意看板
を設置する予定であることを説明しました。
　注意看板（２箇所）について、11月上旬に設置を
完了しました。

3



連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
担当課名

（電話番号）
その後の対応

12 内田

市内の歩道、道路等について
①針綱神社のトイレの目の前に大きなイチョウの銘
木があり、また女性が入りづらいとの声も聞くが、
トイレを移設できないか。
②犬山駅西口前交差点から県道北向きの歩道が傾い
ていたり狭かったりする。ベビーカーなどは大変で
あり、平坦にしてほしい。
③犬山遊園駅からの木曽川河川沿いの歩道について
、名鉄犬山ホテルのあたりで歩道がなくなっている
。交通量も路上駐車も多く危険なので、何か対応し
たほうがよい。
④公園橋からの登り道に針綱神社の大きな木があり
、雪が積もると折れて落ちてくるのではないか。ま
た、石垣も崩れるのではないか。何か対策できない
か。
⑤専正寺から内田の交差点に掛けて渋滞がひどい。
もう少し車が流れるように信号機の時間変更など警
察に働きかけてほしい。

【市長】
①土地は針綱神社で、トイレは市の所有です。
体育館がなくなることと、内田防災公園の観光駐車場がで
きたときの人の流れを考えると、ここのトイレは重要です
。城下町地区の公共施設の再配置を検討する中で併せて考
えていきます。

【都市整備部長】
②歩道については、一度現地を調査し、県道ですので、県
へ伝えます。
③犬山ホテル前については、河川敷は国の所有地も含まれ
ると思われるので、該当箇所の所有者を確認します。

【生活環境部長】
⑤犬山警察署に申し入れします。

観光課
(44-0341)
道路維持課
(44-0334)
建設課

(44-0333)
防災安全課
(44-0346)

歴史まちづくり課
（44-0354）

②道路維持課
現地を確認し管理者である県に伝えました。
（県の回答）
　段差については、ところどころ不陸が見られます
ので詳細に現地を確認した後、必要箇所について修
繕いたします。傾斜については道路の高さや排水勾
配から大きく変更することはできません。しかし段
差解消の際に可能な範囲で緩やかな傾斜になるよう
施工するとのことです。年内に施工を予定します。
③当該地は河川敷であり国の管理地です。歩行者等
の安全対策については管理者との協議の上、看板設
置等で注意喚起をしていきたいと考えます。
④現場を確認し、樹木剪定を行うための予算化を予
定しています。
⑤犬山警察署に申し入れをしました。

13 南丸山

道路計画について
成田富士入鹿線はできるのか。内田の交差点からサ
ンパークまでの道で特に成田山出入口からサンパー
ク交差点までの間が狭い上混雑し危険である。

【市長】
　歩道確保のためにはとても費用がかかり、すぐどうこう
というのは非常に難しいのですが、課題としては重々認識
しています。持ち帰って検討したいと思います。

建設課
(44-0333)

14 西丸ノ内

猫へのエサやりについて
猫にエサを与える人が多く、猫が増えて大変困って
いる。猫だけでなく、余った猫のえさのためにカラ
スも増えている。猫に罪は無いので駆除をしてほし
いとは思わないがせめて、エサやりをやめさせたい
。
市の広報誌に、エサやりへの注意記事を載せてほし
い。また、避妊手術への助成金など出せないか。

【副市長】
　大変お困りだということがよくわかります。
　町会長様１人で抱えきれるものではありません。担当者
とサポートしていきたいと思います。
　条例は今のところありませんが、避妊手術の補助を含め
て考えてみたいです。

健康推進課
(保健センター

61-1176）

　市広報12月１日号において猫の飼い方マナーにつ
いて啓発をする予定にしています。
　別に回覧文も用意していますので、必要に応じて
活用をお願いします。

15 南別祖

西丸ノ内同様、当町内でも猫問題で困っている。保
健センターがすばやく対応してくれた。
他市や他県では条例で猫へのエサやりを禁止してい
るところがあるが、犬山市ではどうか。

16 西松本町

以前野良猫について市に相談したが、何も手が打て
ないと言われた。
犬には鑑札があるのに、猫には無い。また、野良猫
の為の施設も無い。動物を飼う人からお金を取って
でも、国・県・市が協力して取り組むべき大きな問
題だと思う。
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町会長と行政との意見交換会 羽黒・池野地区　9月27日（日）18:00～20:00 南部公民館展示室2・3

連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

1

富士苑

街灯整備について
羽黒駅から長者町へ歩いていく五条川沿いの道が非
常に暗い。今後、街灯の整備は進めていくのか。

【都市整備部長】
　街路灯の要望があれば、積極的に設置していきます。ご
質問の場所については、土木常設員から要望をいただいて
います。街路灯は、原則として電柱に設置し、電柱がない
場所は地元で用意していただいたポールに設置しています
。

【市長】
　電柱がない場所は、ポール設置の必要がありその負担は
町内会にお願いしています。

道路維持課
(44-0334)

　意見交換会終了後、個別にヒアリングを行った結
果、設置を希望する箇所は外山町内会を通じて、土
木常設員より既に要望が出ていて設置する予定であ
ることを伝えました。

2

街灯を設置してほしい場所が、町内会の地区外とな
る場合はどのように要望したらよいか。

【都市整備部長】
　設置する場所の町会長を通して、その地区の土木常設員
から要望してもらうのが原則ですが、そのような場合は、
道路維持課へ相談してください。今回の件については、こ
ちらから該当する町会長へ連絡させてもらい、土木常設員
から要望を出していただくようお願いします。

道路維持課
(44-0334)

　意見交換会終了後、個別にヒアリングを行い、街
路灯設置に係る土木要望の流れを説明をしました。

3 高橋

街路灯の要望は、すべて対応してもらえるのか。 【都市整備部長】
　昨年の地元要望は80件くらいで、ここ最近では、設置で
きない理由がある例外的なものを除いて、ほぼ対応させて
いただいています。今年度の要望は、土木常設員の方に中
間報告をさせていただきます。

道路維持課
(44-0334)

4 外山

先ほど富士苑町会長から要望のあった場所の件につ
いては、土木常設員を通して要望してあります。 回答なし

道路維持課
(44-0334)

　土木常設員を通じ、今年度設置する予定であるこ
とを伝えました。

5 朝日

土のう袋申請について
土木常設員から途中経過を聞いており、土のう袋を
３月に申請しないといけないとのことだが、申請し
なくても毎年用意してもらうことはできないか。

【都市整備部長】
　毎年、場所の変更により必要とされる土のう袋の数が異
なったり、回収についても回収する数や場所によって回収
方法が変わるので、毎回、申請をお願いします。

農林治水課
(44-343)

6 高橋

コミュニティバスアンケートについて
市からコミュニティバスに対するアンケート調査の
回覧があったが、その内容に対する返答がされてい
ないので、回答をお願いしたい。

【生活環境部長】
　平成25年11月にコミュニティバスの拡充をしてから２年
経過するので、市民のみなさまの意見をお伺いするため、
アンケート調査を実施しています。今後はコミュニティバ
スの改善に向けて、このアンケート調査を集約して、みな
さまにオープンにしていきたいと考えています。

防災安全課
(44-0346)

　アンケート調査の意見は、集約後10月に市ホーム
ページの新着情報にて公開しました。
　皆様からいただいた意見は、今後の見直しの際に
生かしてまいります。
　なお、見直しの結果は、改めて市ホームページな
どで公開していきたいと考えています。

5



連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

7

高橋

コミュニティバス停留所の清掃について
コミュニティバスの停留所の草刈りや清掃を町会長
等が行っているが、今後、市で対応することはでき
ないか。

【生活環境部長】
　停留所は道路にあるため、原則として、その道路（場
所）を管理する者である県や市が行うものですので、コミ
ュニティバスを運行している担当課では清掃はしておりま
せん。町内で清掃していただいていることに関しては、本
当に感謝しています。行政としてはみなさまに頼るしかな
いのが現状ですので引き続きお願いします。

防災安全課
(44-0346)

　高橋町内周辺のバス停（下蝉屋、羽黒成海、羽黒
寺海道）について、道路管理者である県及び市にお
いて草刈を実施しました。

8

コミュニティバスのデマンド方式導入について
コミュニティバスの件で、デマンド方式を取り入れ
られるとよいと思うが、考えをお伺いしたい。

【市長】
　現在のコミュニティバスにおける市の持ち出しは、５台
で約5,000万円のコストがかかっています。今のコミュニテ
ィバスの運行に対して、いろいろな苦情を聞いており、検
証が必要だと思っています。ただ、デマンド型もコストは
かかります。どういった方法が、犬山という地理にあった
やり方で、みなさまの利便性がよく、行政としてもコスト
が抑えられるのか、よりよい方法を総合的に検証、模索し
ていきたいと考えています。

防災安全課
(44-0346)

9

起

羽黒駅前スペースについて
羽黒駅前の車の送迎スペースが狭いので、将来的な
解決方法を考えてほしい。

【都市整備部長】
　羽黒駅前は狭いため、将来的には整備をしたいと考えて
おりますが、時期については未定です。

建設課
(44-0333)

10

五条川沿いの整備について
五条川沿いを人が暮らしやすい環境づくり（街路灯
や遊歩道の整備）を進めてほしい。

【都市整備部長】
　遊歩道の整備は、ウォーキングトレイル事業として、順
次、大口町側から進めております。今後、上流の方も整備
をさせていただきたいと思っております。ただ、富士橋に
ついては、新郷瀬川の改修に合わせて架け替えの計画があ
ります。まずは、高根洞の工業団地の入口までを整備させ
ていただき、そこから先は富士橋の整備計画に合わせて行
いたいと考えています。

建設課
(44-0333)

11 安楽寺

ヒトツバタゴ自生地の整備について
神尾にある国の天然記念物であるヒトツバタゴの整
備（道路の整備、駐車場の整備、トイレの設置、ト
イレの案内表示、看板の撤去等）について、毎年、
地元から要望を出しているが、市は対応をしてくれ
ない。いろいろな事情はあるかと思うが、要望事項
に対応してほしい。

【教育部長】
　ヒトツバタゴの自生地は個人の所有地であり、以前から
交渉を行ってきましたが、相続により、今は新しい所有者
となっています。駐車場の対策としてホームページ等で駐
車場がないことをお知らせしており、場合によっては、地
域の方と連携しながら職員による交通整理も行っています
。トイレについては、近隣の老人憩の家を使用できるよう
に対応しています。周囲の竹柵については、景観への配慮
も必要であると認識しています。

【市長】
　土地の取得から、駐車場、道路やトイレの整備を行うに
は相当の予算が必要となります。まずは、自生地そのもの
の底地の整理を所有者の意向を含めて進めさせてほしいと
考えています。トイレの案内表示についても、工夫させて
もらいます。

歴史まちづくり課
（44-0354）

〔補足説明〕
　平成25年度より臨時駐車場への案内看板を設置。
平成26年度にひとつばたこ自生地への案内看板を設
置。
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

12

安楽寺

写真コンクールについて
犬山市では写真コンクールの賞金が最高３万円であ
り、他と比べて安い。犬山市への集客を増やすため
、この賞金額の見直しを検討してほしい。津島市で
は地方創生先行型交付金を活用して、最高100万円の
賞金としている。

【経済部長】
　犬山市の写真コンクールは、観光協会が実施しています
。賞金については、今後検討していくべきだと考えていま
す。

観光課
(44-0341)

13

犬山市の歌について
「犬山市の歌」をもっと広めるため、ＣＤ化しては
どうか。レコードはあるものの、ＣＤやカラオケ配
信はない。最近では、「恋の犬山」については商工
会議所がＣＤ化のバックアップしているが、同様に
市としても推進してほしい。

【企画財政部長】
　「犬山市の歌」をホームページに掲載できると良いと思
いますが、現ホームページのスペックでは対応できません
。来年度にホームページを見直す計画ですので、動画や音
楽の配信が可能になるかと思われます。その段階で、「犬
山市の歌」の配信や、カラオケ配信についても、研究課題
とさせていただきます。

秘書企画課
(44-0311)

14

地方創生交付金について
犬山市では、地方創生の交付金を何に使っているの
か。

【企画財政部長】
　空き家対策を重要な課題と位置づけていますので、その
把握調査に使っています。

秘書企画課
(44-0312)

　交付金は人口減少と地域経済縮小への対応の為に使用し

ており、使途としては空き家対策を始め、市内消費喚起を
目的としたプレミアム商品券の発行やふるさと定住をサポ
ートする事業などに活用しています。空き家対策について
は今年度、市内全域の空き家の実態調査を行っており、11
月末には調査結果がまとまる予定です。

15 朝日

新体育館へのアクセスについて
新体育館の駐車場計画に260台を検討中とあるが、本
当に可能か。日曜日など催しがあると駐車場が使え
なくなると思うので、その辺も考えてほしい。また
、電車でみえた方のための駅からの誘導はどうする
のか。

【都市計画建築課長】
　駐車場については、計画を見直し、現在使用している部
分も含めて、合わせて260台分のスペースを確保し、整備し
ていきます。
　多目的スポーツ広場・新体育館でのイベントが重なった
場合などに駐車場が不足する可能性はありますが、まずは
現在の敷地内で最大限駐車場を確保し、不足する場合は、
近隣の文化会館駐車場との連携などの対応をしていきます
。
　また、体育館完成後、羽黒駅から歩行者を誘導できる表
示についても取り組んでいきます。

都市計画建築課
（44-0330）
社会教育課
（44-0352）

16
日の出住宅３街

区Ｂ

半ノ木川沿いの植木の剪定について
団地内を流れる半ノ木川沿いに桜とつつじが植えて
あり、桜は市で剪定しているが、つつじは行ってい
ない。剪定の要望をしたが、つつじは、市のもので
も、県のものでもないため、剪定はできないと聞い
ている。枝が道路や川に伸びて危険なため、道路側
の剪定は地元で行っているが、川側の剪定を再度、
検討してほしい。

【生活環境部長】
　提案ですが、地元で管理をしてもらうことはお願いでき
ないでしょうか。

【市長】
　現場は素人が剪定できるような場所ではないので、再度
、つつじが植えられている経緯をきちんと調査したうえで
、どのような対処がよいかご相談させてください。

道路維持課
(44-0334)

　現在、道路維持課にて、過去の経緯(団地の造成時
等の航空写真等)を調査、また河川管理者にも、ツツ
ジの木の経緯を確認中であります。また、どのよう
な対応がよいのか地元に再度相談させていただきま
す。
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

17 安戸

ごみの分別について
ごみの分別の種類が18種類あり、高齢の方だとなか
なか理解できず、守れない状況にある。この18種類
という数は、もう少し減らすことはできないのか。
　

【副市長】
　18種類というのは近隣では1番少ないです。不適切なごみ
が出たら、その場に置いておくのは難しい面もあるので、
ごみ減量推進課へ連絡してください。ペナルティは科しま
すが、ごみは回収しています。ごみを減らしていく社会を
実現していくためのご協力をお願いします。また、なかな
か町内で分別のルールを守ってもらえない時は、もう少し
わかりやすい写真で表示したサンプルも用意してあります
ので、ご連絡ください。

【市長】
　内容を精査して、シンプルにできるところはないか検討
します。

ごみ減量推進課
（44-0344）

　収集方法については過去から、出し方、収集の安
全性、コストについて何度も検討してまいりました
。
　その結果が現在の方法で当分の間はこの方法で続
けたいと考えております。
　今後も改善の検討は続けますが、皆様にはお手数
をかけますが、ご協力下さいますよう、お願いいた
します。

18 高橋

ごみ回収業者さんも収集の際、分別が違っている場
合は分別してくれることもあり、感謝している。お
礼を伝えて欲しい。

回答なし
ごみ減量推進課
（44-0344）

19 安戸

ごみの分別のチラシがあるというが、私はサラリー
マンで、平日に取りに行くことができない。ホーム
ページからダウンロードできるようにしてほしい。

【生活環境部長】
　メールアドレスを教えていただければ、データを送信し
ます。

【市長】
　他の人でもほしい方がみえるかもしれないので、情報を
ホームページで周知できるように準備します。

ごみ減量推進課
（44-0344）

　ホームページからダウンロードできるようになり
ました。

20

東新道

火災予防・消火訓練について
１月の城下町での火事を受け、消防署から町内のみ
さなんに火災予防や初期消火に関する訓練の話をい
ただきました。11月に犬山北小学校で訓練をやって
もらえるということでしたので、日程が決まったら
教えてほしい。また、消防署が町内をパトロールを
したが、不在としていたので会えなかったが、問題
はなかったのか。

【消防長】
　消防署では城下町の火災を受け、消防隊が活動するうえ
での進入方法や密集状況を調査し、火災が発生した際に速
やかに消火活動が行えるようにするための調査を行ってい
ます。個人等の敷地内に入って調査をする必要がある場合
には所有者に確認をしていますので、その時に声を掛けさ
せていただいたものです。
　犬山北小学校での合同訓練については、日程を確認し連
絡をさせていただきます。

消防署
(65-0119)

　城下町地区警防調査を７月に計画を立て、９月中
旬から城下町地区を１５ブロックに分け建物の状況
及び進入方法など速やかに消火活動が行なえるよう
に調査実施しています。又、北小学校の合同訓練に
ついては、１１月２９日に実施する旨の依頼文を、
近日中に発送することを伝えました。

21

家庭の本の活用について
各家庭で出る思い入れのある本を図書館で活用する
方法がないか図書館に聞いたところ、各家庭で対応
してほしいという答えをもらった。他の公共施設で
ある羽黒の児童館の書棚が空いていたので、活用方
法を考えていただけないか。

【教育部長】
　現状の確認をして、新たな仕組みを検討していきます。 社会教育課

(44-0352)

　図書館では、家庭で不要となった本を随時受け付
けています。ただし、本の種類、状態によってはお
受けできないこともあります。郷土に関する本など
図書館として収集しているものもありますので、是
非ご相談ください。また、本人の承諾が得られれば
、図書館で所蔵できない本を他の公共施設などに提
供することも検討していきます。

22

空き家について
無人の家（空き家）がだんだん増えてきたので、安
全安心を考えると心配である。空き家問題の担当窓
口はどこになるのか。

【都市整備部長】
　空き家の担当窓口は都市計画建築課になります。そこで
、調査と対応を行っています。

都市計画建築課
（44-0331）
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

23 鳳町

新体育館の利用について
新体育館の料金は適切なものなのか。旧体育館は減
免があると聞いているが、小さい団体が使う時に、
２時間、全面という使い方は適切なのか。

【教育部長】
　利用者の負担が増えることもありますが、他市との比較
も含めて設定しています。時間についても、最適な時間と
して判断設定しました。９月議会で議決を得ましたので、
これからみなさまに周知をしていきます。

社会教育課
(44-0352)

 練習時間  個 人   差       試合時間 
一定 目安時間        目安時間 参考   設
定     選手集合 準備 片   想定    時間単
位 実態 最 近  判断     
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町会長と行政との意見交換会 城東地区　10月25日(日) 18:00～20：00 市民健康館　交流ホール

連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

1

杉３

焼却場建設に関する協定書について
昭和５３年に締結され、３７年が経過したが、その
履行状況はどうか。行政は粛々と協定内容を履行す
べきではないか。
また、新たな場所で建設検討がされている焼却場に
ついても、地元と同様の協定書の締結をしていく予
定はあるか。

【生活環境部長】
　協定書の履行状況については、精査した上で対応を検討
していきたいと思います。
　新たな場所においての協定書の取扱いは、場所が決定次
第地元と進めていきたいと思います。
【市長】
　協定書のうちグランド整備については、田口洞において
行う旨検討をしています。方向性を地元にお示しできるよ
う努力をしていきたいと思います。
　新たな施設についても、協定書を締結することになりま
すが、過去の協定書が履行されていないということになれ
ば、その信用性は失われてしまうことから、この問題につ
いては方向性を出せるよう努力をしていきたいと考えてい
ます。

ごみ減量推進課
（44-0344）

　協定書において、履行できていない事項があるこ
とに対し、お詫び申し上げます。現在、総合グラン
ドについては、どこにどれくらいの施設を造るのか
担当課で検討中です。協定書に記載の他の事項の履
行状況等に関しては、地元へ別途報告させていただ
きました。
　また、新たな施設の建設地となった場所において
も、地元の要望に応じて協定書の締結はあるものと
考えております。
　

2

焼却場の地元補償費について
江南丹羽環境管理組合の焼却施設と犬山市都市美化
センターと比較して、犬山市の美化センターの焼却
方法は環境に良くないと聞いたがどうか。
また、地元補償費についても、江南丹羽環境管理組
合と比較して安いと思われるが、算定基礎はどのよ
うか。地元補償費の増額を検討してもらえないか。

【生活環境部長】
　地元補償費の算定基礎については、手元に資料がないた
め具体的には回答できないが、基本的には人口規模に基づ
いて算出しているものです。
　両施設とも同時期に建設されたもので、環境への影響に
ついても差はないものと考えています。

ごみ減量推進課
（44-0344）

補償額については、平成28年度中に方針を示させて
いただきます。

3

町会長手当について
町内の世帯数の多少により、１世帯あたりの額に大
きな差があり不公平である。公平にすべきではない
か。
町内未加入者に対する加入促進をしやすい環境を整
えていただきたい。

【総務部長】
　１２月の町会長会の際にアンケートをとり、その結果を
ふまえて検討します。
【市長】
　現在町会長への委託料については、見直すという方向性
で進めています。現在の委託料の算出根拠も示した上で町
会長の意見を集約したいと考えています。

総務課
（44-0300）

4

田口洞工業団地について
工業団地の下水処理はどのように行う予定か。

【経済部長】
　排水については、単独処理を考えています。公共下水道
への接続はありません。流出については、今後検討してい
きます。

商工企業振興課
(44-0340)

　現在、地権者の合意取得に努めております。合意
取得後、開発主体(県企業庁予定)と連携し、排水計
画を策定してまいりますので、必要に応じた中で、
地域の方々に対しても情報発信してまいります。
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

5 杉３

下前田地区の開発について
広域な開発の場合に、市有地を有効活用してほしい
。新池から県道まで直線道路を敷設してほしい。税
収確保まで見越して検討してほしい。市有地の売却
もできないという回答を得ていたが、今回３００万
円で市が売却したという話を聞いた。実際はどうか
。

【商工企業振興課長】
　市への道路敷設に関する要望は、現在聞いていません。
　当該地区は都市計画法上の開発推進エリアには指定され
ています。まもなく開発の許可が下りる予定です。
また、市有地を売却したという話は聞いていません。

道路維持課
(44-0334)
農林治水課
(44-0343)

　塔野地字下前田地区の開発計画については、国道
４１号線から南、東は県道善師野西北野線から西は
県道春日井犬山線ファミリーマート塔野地店付近ま
での区域を、３分割してそれぞれの事業者が開発計
画を行う予定と伺っています。
　現在、その一つである西側の開発計画が提出され
ている区域についても赤道・青線が含まれておりま
すので、用途廃止ができるか地権者及び地元の同意
を得て、用途廃止申請が事業者より提出され、平成
２６年度に用途廃止決定をしています。
廃止面積の一部は、事業者で市道整備していただく
用地として付け替え、残りの面積差分については払
い下げを行う予定です。
　町会長要望の新池から県道春日井犬山線まで直線
道路を整備してはどうかということですが、全体の
開発計画の中で、事業者が開発区域にある、市の道
路、水路等について、付け替えを行うか、払い下げ
を受けるか、地元と協議をして方針を示すこととな
ります。

6

杉１

ソーラーシェアリング物件について
農作物の栽培を条件に設置されている物件があるが
、いまだにその農作物の栽培はされていない。市と
して問題をどのように認識しているか。また、当該
土地に産業廃棄物が埋められていると聞いたが実際
はどうか。

【経済部長】
　当該箇所については、きのこの栽培を行うということで
計画書が提出されているが確認ができない状況である為、
県と共同して指導を行っています。
　産業廃棄物については、現時点においては埋まっていな
いと認識しています。

農林治水課
(44-0342)

　農作物の栽培及び現地の状況については県の担当
部局と指導を継続し、産業廃棄物については、表層
からは除却され視認できないが、今後土中の状況に
ついても県と確認をする予定。

7

町会長名簿の流出について
障害者関係の団体や、通販会社から町会長あてに回
覧依頼が届いた。名簿が流出していると考えられる
。市から漏れたのではないか。情報管理を徹底して
ほしい。

【総務部長】
　名簿の流出については、内部調査を実施した上で結果を
報告します。

福祉課
(44-0321)
総務課

（44-0300）

【福祉課】
　一般社団法人愛知県身体障害者福祉団体連合会が
行うカタログ販売事業について、直接連合会から回
覧依頼がされている。
　名簿について市からの情報提供はしていない。
同事業は約30年続く事業で、利用するかは各町内の
判断に委ねられている。利用のあった町内へはカタ
ログ販売の収支報告を送付し、その際に新年度の町
会長を確認する文書も送付されている。
　町内において引継の際に継続するか判断していた
だきたい。
【総務課】
　市役所内で全庁的に名簿の外部提供の有無を調査
しましたが、当該町内会に必要・有用と認められる
場合に限り必要最小限の情報を公開する場合はあり
ますが、名簿全体を提供・公開している事実は認め
られませんでした。
　また、町会長の皆様に対し名簿の取扱いについて
のアンケートを実施しますので、その結果もふまえ
、今後とも、町会長の情報に関しては細心の注意の
もと取扱いさせていただきます。

8

市道の草刈りについて
以前に、市に対し市道の草刈りを依頼したが、場所
が特定できないとの理由で放置された。市の方針は
どのようになっているのか。

【都市整備部長】
　市道の草刈りは、業者に委託していますが、それではや
りきれない部分があるため、町内のボランティアの方の協
力をいただく必要があります。軍手や草刈機の刃など必要
に応じて市が用意するので申し出ていただきたいと思いま
す。

道路維持課
(44-0334)
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

9

石蔵

県道１９１号バイパスについて
リトルワールドから南に抜ける側道の拡幅について
、進捗状況はどうか。早期に対応をお願いしたい。

【都市整備部長】
　該当箇所のうち、４か所の交差点の前後の拡幅する工事
を進めています。今年度から用地測量を進めており、必要
に応じて買収を進めていく予定です。

建設課
（44-0333)

10

尾張パークウェイの掲示板について
凍結防止を表示するための掲示板が設置される予定
だが、まだ台座しか設置されていない。まもなく路
面凍結の時期となるが、状況はどうなっているか。

【都市整備部長】
　県に状況を確認の上、報告します。

道路維持課
(44-0334)

　県道（尾張パークウェイ）を管理している一宮建
設事務所に工事の進捗状況を確認いたしました。
　凍結に関する電光掲示板を１２月中旬までには設
置完了を予定しています。
　石蔵町会長には報告済みです。

11

城東団地

下水道について
城東団地に下水道が敷設されることについて、計画
はあるのか。また実現の可能性はどうか。

【水道部長】
　城東団地は下水道の計画区域にはなっていますが、事業
認可はまだされていません。事業認可区域で、まだ未整備
区域がかなり残っている状況であり、工事をいつ行えるか
は明言しかねます。
【市長】
　向こう１０年で下水道が通るということはないと考えて
います。国も人口減少を見据え、建設から維持管理にシフ
トしている状況です。また、下水道の整備は都市計画税を
充当して行っています。そのため、市街化区域を優先して
整備することになります。市街化調整区域である城東団地
への対応は厳しいと考えます。

下水道課
(44-0337)

12

通学路について
城東団地と城東小の間の道が広くなり、車の往来も
激しくなり、子どもの登下校が危険になった。子ど
もの安全についてどう考えているか。

【教育部長】
　通学路については、学校や地域の方からの意見を集約し
て毎年見直しを行っています。いただいた意見も参考にさ
せていただきます。 学校教育課

(44-0350)

　城東小学校西側箇所に注意看板を設置しました。
　今年度学校から提出された通学路改修要望につい
て、各道路管理者に年末までに回答を求めている段
階です。回答が届き次第、学校にはお知らせをさせ
ていただきます。

13 ひばりケ丘１

コミュニティバスについて
現在コミュニティバスは、富岡地区を避けるように
通っているが、バス停がないのはなぜか。バス停の
設置を検討してもらえないか。

【生活環境部長】
　富岡地区には以前停留所がありましたが、利用者がほと
んどなかったため、再編成時に廃止しました。また、現状
では安全な停留所が設置できないことも理由です。

防災安全課
(44-0346)

　改めて現状を確認しましたが県道御嵩犬山線沿い
は安全に乗降できる場所がなくバス停設置は困難で
す。
　10月下旬に城東出張所に実際にバスを乗り入れて
みましたが、玄関先が狭いためバスの安全な通行に
問題があり停留所設置は困難と判断しました。
　富岡地区への停留所設置については、今後も継続
して検討してまいります。

14 前原台２

学校区について
前原・前原台地区については、来年度から校区が変
わる。通学路等が決まったら早期に連絡をいただき
たい。

【教育長】
　承知しました。

学校教育課
(44-0350)

　通学路については、現在学校が通学路を選定する
ため検討をしています。通学路が決定次第、関係の
町内にはお知らせをさせていただきます。
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町会長と行政との懇談会 犬山南地区 10月 31日（土）14:00～16：00 犬山市役所　205会議室

連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

1
上野東

（上野城見）

公園の草刈りについて
上坂公園の草刈が、現在年３回だが、夏場は草が伸
びすぎて利用できないこともあるほど。広くて利用
者も多い公園なので、年４～５回へ増やすことを希
望する。

【生活環境部長】
　土木常設員からすでに要望はいただいております。
　来年から回数を増やしていこうと考えていますので、草
刈を実施する時期について来年度ご相談します。

公園緑地課
（44-0345）

2 上野東

選挙ポスター掲示場について
上野区の中で上野東の町内会だけ選挙のポスター掲
示板がないので、（県道沿いの工場の前のものを）
設置（移設）してほしい。

【総務部長】
　町内会に相談のうえ、対応させてほしいと思います。 総務課

(44-0300)

　町会長と協議調整中

3 上野新町

丹羽用水の管理について
丹羽用水の運用管理はどこで行うのか。以前に土地
改良区と直接話をしたら予算がないのでできないと
う回答をもらっているが、草刈、土砂の浚渫等をし
てほしい。また、悪臭が発生しているので、常に水
が流れるようにしてほしい。

【経済部長】
　丹羽用水の管理は、江南市役所内に事務所がある丹羽用
水土地改良区が管理をしています。土木常設員から草刈り
等の要望を聞いており、市としても何か対応できないか方
策を検討してきたいと思います。また、農業用水ですので
、灌漑以外の目的で水を流すことは難しいかと思いますが
、丹羽用水土地改良区と話をしていきたいと思います。

農林治水課
(44-0343)

　用水の管理については管理手法も含め管理者であ
る土地改良区と積極的に協議を進めています。

4

名栗町

学校区について
学校区の区割りの基準について、教えてください。

【教育部長】
　原則は、町内会を単位としていると認識しています。校
区の見直しは、審議会に諮って決定しています。一度、調
査、確認してお答えします。

学校教育課
(44-0350)

　当初は行政区で区割りされていましたが、団地の
造成等で児童生徒数が増加し、学校が新設された時
は審議会に諮り町内会を単位として校区を決定しま
した。

5

ごみ袋の厚さについて
昨年も話があったかと思うが、ごみ袋の厚さが薄い
ので、改善するよう検討できないか。

【生活環境部長】
　市として承知しています。入札条件にごみ袋の厚さを少
し厚くするようにしましたので、いずれ小売店で販売され
るかと思います。

ごみ減量推進課
（44-0344）
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

6

犬山ニュータウ
ン３

側溝のふたについて
団地内の側溝のふたが、個人で設置したものか、市
で設置したものか、わからないので、判断基準を示
してほしい。わかりやすいように写真付きで示して
ほしい。

【都市整備部長】
　側溝の蓋の支給要望でありますから、要望書の中身を再
度、精査して返事をさせてもらいます。

道路維持課
(44-0334)

　11月2日にて、土木常設員及び町会長と現地立会を
実施し、状況について説明、納得済。

7

集会所について
団地内の集会所は耐震になっていないので、建替え
が必要になってくる。公民館は市の補助の対象とな
るか。また、集会所として建替えをするか、憩の家
などの市の施設を代替えができるのか。補助金の上
限額はどのようになるか。

【総務部長】
　施設の名称はいろいろあると思いますが、集会所は該当
すると思います。補助金の見直し案では、面積要件をはず
し、金額については、新築又は改築の場合は事業費の1/3、
補助金の上限を500万円とします。修理の場合は事業費の
1/2、補助金の上限を100万円とします。最終的には、議会
の承認をいただいてからとなりますので、ご了承ください
。

総務課
（44-0300)

8

ごみの回収場所について
資源ごみを回収する場所が防火水槽の上の少し高い
場所にある。高齢者が捨てづらいので、解消する方
法はないか。

【消防長】
　防火水槽の上にごみを置くというのは、消火の妨げにな
らないよう一時的に使用していることかと思いますが、い
ざという時に防火水槽が使える状態にしておく必要があり
ます。

消防署
(65-0119)

9

【生活環境部長】
　この意見交換会の後に、確認をさせてください。 ごみ減量推進課

（44-0344）

　町内会長、消防とともに現地確認済。
　解消できる方法がないか検討中

10

公園の水の閉鎖について
公園の水道を２年くらい使用しなかったら、閉鎖さ
れました。使用できるようにしてほしいと言ったら
、料金を払うように言われた。

【生活環境部長】
　確認して、できない理由を後日説明させていただきます
。

公園緑地課
（44-0345）

　町内所有と判明。今後の対応については、12月上
旬、町会長と打合せします。

11

広報板について
町内の広報板が２か所あり、１か所を新しいものに
替えてもらったが、画鋲が通らないので、画鋲でさ
せるようにしてほしい。また、ビニールカバーをつ
けるなど雨風にも強いようにすることを検討してほ
しい。

【企画財政部長】
　広報板の取替えには業者と協議して、ベニヤ板を使って
います。どのようなものがよいか模索しているところであ
りますので、一度、検討をさせていただきます。

秘書企画課
(44-0311)
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

12 上野南

ごみの捨て方について
自分の町内以外の場所にごみを捨てる人がいるので
、困っている。ごみは自分の町内の場所に捨てなく
てはいけないのか。

【生活環境部長】
　まずは、自分の町内に捨ててもらうようお願いします。
しかし、最終的には市内であればやむを得ないものと考え
ています。
【副市長】
　（自分の町内以外の場所に捨てるのは）最終的な極論で
あります。基本的には、市としては町内のルールに従って
いただくようお願いします。

ごみ減量推進課
（44-0344）

13

国正

ごみの出し方について
ベトナム方面からの外国人が増えてきているが、そ
の人たちのごみの出し方が守られていない。どのく
らいの外国人がいるのか。

【生活環境部長】
　外国人は昨年3月31日で1,728人、今年は1,787人です。そ
のうちベトナムからの人は、H27で307人、H26で242人、H25
で123人と、ご指摘のとおりベトナムからの人が増えていま
す。他の場所で、ベトナム語のチラシを作ってアパートに
行って、説明をさせていただきました。

ごみ減量推進課
（44-0344）

　アパートへチラシを配布済。管理会社からもベト
ナム語のチラシやアパートの掲示板などで周知いた
だいております。

14

自転車の交通マナーについて
（その人たちは）自転車を多用しているが、交通マ
ナーが悪い。

【生活環境部長】
　警察を連携して指導していきたいと思います。 防災安全課

(44-0346)

　犬山警察署交通課にパトロールの強化を依頼しま
した。
　自転車の運転ルールに関するチラシを多言語（ベ
トナム語を含む）で作成し、周知を図ってまいりま
す。
　また、外国人の方が転入の手続きに来庁された際
には、関係課と連携し、チラシの配付や直接指導を
行っていきます。

15 上野新町

公園の水の利用について
公園の水を農業用に使っている人がいるが、市の見
解をお伺いしたい。

【生活環境部長】
　いけないことなので、使っている人がいたら連絡をくだ
さい。こちらから指導します。

公園緑地課
（44-0345）

　11月4日、町会長立会いのもと、公園内に注意看板
を設置しました

16 五郎丸南

体育館の規模について
体育館は、どのくらいの規模の利用を想定して考え
ているのか。

【教育部長】
　犬山市の人口規模に合ったものを想定しています。要望
などがありましたら、社会教育課へお申し出ください。

社会教育課
(44-0352)

　例えば、メインアリーナは、面積が現在の体育館
の競技場の約２倍となり、６００席の観客席も整備
し、これまでより規模の大きな大会などの開催も可
能となります。

15



町会長と行政との懇談会 楽田地区　10月31日（土）18:00～20:00 楽田ふれあいセンター　多目的ホール

連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

1 本郷第２

楽田小学校の体育館建て替えについて
具体的に決定している事項があるのか、まったくの
白紙なのか、進捗状況を教えていただきたい。
日照権の問題等があり、考慮していただけるのか。
地元に対する情報の開示はなされるのか。

【教育部長】
　昨年度から基本構想の策定を行っており、今年度も地元
の方に参加していただきワークショップを行っています。
H28年度に詳細設計、H29年度に着工予定。
　日照権等についても考慮しており、地元の意見を聞きな
がら検討していきたいと思います。
　検討段階においても随時地元への情報提供は行っていき
ます。

学校教育課
(44-0350)

　基本構想策定を進めている「伸びる城山っ子の会
」では、委員に対してこれまでのワークショップを
踏まえ、年末前後に素案を提示する予定です。地元
に対する情報提供も同時期に回覧等で提供できれば
と考えております。

2

二ノ宮団地

通学路の安全対策について
二ノ宮川に柵を設置していただきたい。既に要望済
みだが「検討中」という回答しかいただいていない
。早急に対応をお願いしたい。

【都市整備部長】
　河川管理者との調整を行っており、さらに調整が必要で
すので、いましばらくお時間をいただきたいと思います。

道路維持課
(44-0334)

　現地を確認したところ、高低差があまり無く車両
の通行もないため、危険度は低いと思われます。
　また、河川管理者に確認したところ、フェンスや
防護柵の設置は困難であるという回答がありました
。

3

消火器設置に係る補助について
所有する消火器が盗難され、補てんするため購入し
た。市の購入費補助金は年度ごとの申請のため、突
発的なものには対応できないと言われた。
防災の観点から必要なことであるので、対応してい
ただけないか。

【救急通信課長】
　現在の制度では、盗難に対する補助は行っていません。
【副市長】
　突発的な案件についても、対応が必要だと考えます。内
部で検討させていただきます。

庶務課
(65-3121)

　予算内であれば対応していきたい。突発的な事案
に対しては検討していきたい。
　このような事案があれば一度庶務課に相談してく
ださい。

4 追分２

図書館の開館時間について
近隣市町では夜８時まで開館しているところが多い
。犬山市立図書館についても、開館時間を延長して
もらえないか。

【教育部長】
　現在の開館時間についても、さまざまな意見をいただい
た上で決定しています。
　ご意見として承ったので、今後の検討材料にしていきた
いと思います。
　併せて図書館の充実、PR等にも努めていきたいと思いま
す。

社会教育課
(44-0352)

　図書館では、平成21年度から夏期において、１時
間開館時間を延長して午後７時まで開館しています
。来館者数の実績は、平成23年度には、1日平均23人
程度ありましたが、最近の3年間は1日平均15人程度
で推移しており、増加傾向にはありません。
　また、地元から開館時間延長に伴う午後６時以降
の駐車場利用制限やヘッドライトの照明公害、自動
車騒音公害についての対策を講じるように要望をい
ただいています。開館時間の延長については、地元
の方々の意見を聞き、引き続き市民ニーズの把握に
努めていきます。
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

5 追分２

総合戦略について
これが県内で１番だといえるものを作っていくべき
と考える。それが、魅力ある街の形成、人口増加に
つながっていくのではないか。
市内の高校への市内中学生の進学率はどうか。それ
を向上させていくということも重要ではないか。

【市長】
　総合戦略について「強みを伸ばし、弱みを補完する」と
いう考え方で進めています。犬山には既にアピールできる
強みが教育を含めていくつかあります。これに磨きをかけ
ていきたい。
　地元の高校について、少しでも魅力を高めていきたいと
考えています。地元小中学校との連携事業も始めています
。また、総合教育会議においては、高校関係者に参加を呼
びかけ、一緒になって大綱づくりを進めていきたいと思い
ます。
【教育長】
　地元の子どもが地元の学校でのびやかに成長していくこ
とがよいと考えています。中・高は学びのスタイルが違い
ます。教員の交流を既に始めており、お互い切磋琢磨して
いけるような仕組みづくりを進めています。

秘書企画課
(44-0312)

　「人口減少」と「地域経済の縮小」という大きな
課題を克服するための施策や事業を取りまとめる「
総合戦略」については、平成28年3月の策定を目指し
て、事務を進めています。教育の充実も含めた若者
世代が安心して暮らせるまちの実現に向け、検討会
議を重ねております。

6 楽田原

南東部の農業政策について
市は半分以上が農地もしくは山間地だと思われる。
特に南東部について、農業政策を何か考えているか
。
犬山市の基本方針はいかがか。

【市長】
　総合戦略の中でも農業政策については重きをおいていこ
うと検討しています。市内には農地が多いですが、農地と
して活かす部分とそうでない部分に区別し進めていこうと
考えています。
　農業の担い手の育成という面では、シルバー人材センタ
ーや農協との連携を模索しています。

農林治水課
(44-0343)

7

南ニュータウン

浸水・冠水に関するハザードマップの策定について
当地区は数年前にも浸水があったが、排水が悪いと
思われる。今後入鹿池が決壊したときなどを想定し
てハザードマップは策定しているのか。

【経済部長】
　入鹿池については、耐震診断を行い、問題ないとの結果
を得ています。ハザードマップは県にて作成しており、完
成次第公表ということになります。
【市長】
　災害全般に関するハザードマップは今後策定していきま
す。
　河川については、国から情報提供がされます。
　冠水については、決壊箇所によって場所が異なってくる
ため、マップは作成していませんが、あらゆる想定は行っ
ています。
　土砂災害については、県が危険区域調査を継続して行っ
ています。

農林治水課
(44-0343)
防災安全課
(44-0346)

8

要援護者台帳の公表について
災害時要援護者台帳については、公表不可と聞いて
いるが、災害時に備えて町内の総会等で情報共有を
したいが問題はないか。

【健康福祉部長】
　町内会の合意と、本人の同意が得られれば、町内会の範
囲で情報共有をして、普段からの見守り活動などに生かし
ていただいて差し支えありません。

福祉課
長寿社会課
（44-0321）

9

消火器設置に係る補助について
ホームセンターのセールなどで安価に購入した場合
も、補助の対象となるか。

【救急通信課長】
　購入先は限定していませんので、実購入額に見合った補
助をさせていただきます。

庶務課
(65-3121)
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連番 町内名 要望、質問等 当日の回答要旨
課名

（電話番号）
その後の対応

10 山﨑

土木常設員への要望について
今年度の要望について、中間報告をいただいたが、
「検討中」とあり実施時期がはっきりしない。いつ
対応していただけるのか。
道路の法面の修繕について、市から拡幅に変更した
いとの回答があり地権者の同意も得た。この件につ
いて、進捗が見られないが、いつまで待てばよいの
か。

【都市整備部長】
　市においては、年間1,000件以上の要望を受けており、優
先度の高い箇所から進めています。
【副市長】
　現在の要望制度について、仕組みとして反省点があると
考えています。過去のご意見をふまえ早期に回答を出そう
としたために「検討中」が増えています。
【市長】
　過去から要望を続けている件について、ずっと「検討中
」という回答のものについて、検討中である理由をできる
だけ説明できるようにしていきたい。

建設課
（44-0333)

　町会長と連絡をとり状況を説明しました。

11 原第１

防犯カメラの設置について
町内において設置要望があり検討したが、金銭的負
担や町会長の事務負担の増加が見込まれ、町内とし
て設置することは難しいとの判断に至った。
市主導で設置等を行ってもらえないか。

【生活環境部長】
　今年８月から補助制度をはじめたが、引き続き続けてい
きたい。
　管理者の問題について、誰もが見られるということでは
なく一定の歯止めが必要であるので、町会長もしくは町会
長の代理者に限定しています。
　設置場所について、住民の家が写りこむ場合があります
が町内のことなので地元で同意をとっていただきたいと思
います。
　町内の合意形成を図る方法について、今回カメラをつけ
る他の町会長等にお聞きし、お伝えしていきたい。

防災安全課
(44-0346)

　町会長と連絡をとり補助制度や市の考え方などを
改めて説明しました。また、町会長の役割や事務の
内容をご確認いただくため補助要綱やガイドライン
などの資料を送付しました。

12 二ノ宮

地域の祭礼に係る補助金について
祭礼に使用する道具（提灯類）や衣装の老朽化が進
んでいる。購入費については市の補助の対象となら
ないが、その対象を広げてもらえないか。

【教育部長】
　民俗文化伝承事業補助金は、多くの方に幅広い補助をし
ていきたいとの趣旨で運用しているのでご理解いただきた
い。

歴史まちづくり課
(44-0354)

　提灯や衣装でも、伝統行事に不可欠な特有のもの
であり、耐久性を伴う長期間使用可能なものであれ
ば補助対象となります。但し、提灯の場合、スポン
サー企業名やキャラクターが印刷されたものや、単
に沿道の賑わいを演出するためのものなど「伝統的
形態」或いは「伝統行事に不可欠」と言い難いもの
は対象外です。衣装も、祭礼当日のみレンタルによ
り調達するものなどは「伝統行事に不可欠な特有の
もの」とは言い難く、補助対象外になります。補助
対象となるかどうか判りづらい場合は、歴史まちづ
くり課までお問い合わせください。
※町会長と連絡をとり補助制度や市の考え方などを
改めて説明しました。

13 倉曽

土木常設員への要望について
ガードレールの撤去について要望したが、毎年「検
討中」の回答となっている。毎年要望しないといけ
ないのか。

【都市整備部長】
　再度現場を見せていただきたい。

道路維持課
(44-0334)

　要望箇所はカーブであり、安全施設を撤去しない
方が良いと考えているが、地元でも賛否両論がある
ので、町会長に総会での意見の統一をお願いし、そ
の結果にて対応を検討したいということを伝えまし
た。
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14 南二山

楽田出張所の場所について
車の出入りなど危険であり、不便であると考える。
位置の変更など検討はしていないのか。

【総務部長】
　移転の計画は現在進んでいません。
【市長】
　課題としては認識しています。市全体として公共施設の
配置の見直しを考えていきたいと考えています。

市民課
(0568)44-0303
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