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担当課

(電話番号)
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　西小学校校舎の外壁が黒ずんでいて、校舎内から見るとさら
に酷い状態である。学校側から早急に外壁を塗装するよう依頼
が来ていると思うが、早期に改善されることを望む。市幹部の
方にも校舎内から外壁を見てもらう必要があると思う。

　市内小中学校の施設全体で古い施設から計画的に改修していま
す。
　現在のところ、犬山西小学校は、令和6年度に建物の改修工事を行
う予定です。その際に外壁の調査を行い、落下の危険性のある部分
や大きな割れのある部分を健全な状態にする工事を含め、外壁の塗
装を予定していますので、ご理解いただきますようお願いいたしま
す。

【当日】
　先日小学校に行った時、体育館の真ん中に大きな雨受けがあ
り、木造校舎も雨漏りしていた。建築年数が経つと、雨漏りが
問題になるが、修繕が上手くできていないと思うので、再度検
討してほしい。

　体育館の雨漏りは去年応急処置をしましたが、止まっていない状
況です。現在、雨漏りの原因について調査を進めており、修繕方法
について検討していますので、しばらくお時間をいただきたいと思
います。(教育部長)

　上野大門交差点南北及び県道犬山江南線専正寺交差点東西の
青信号が短い。管轄は愛知県警だが、市民のために改善を図っ
てもらいたい。

　現地確認をした上で警察に確認したところ、この2箇所の信号機
は、東西の県道上の他の信号機と連動されていますので、1箇所の時
間変更により、交通全体に影響が出るため難しいとのことでした。
　また、右折矢印が出る信号のため、その分青信号の時間が短く
なっているとのことでしたが、この件につきましては、地元町内会
からの要望事項として警察に伝えさせていただきました。

【当日】
　専正寺交差点(東西道路)の日曜日や朝の通勤時間帯は、ス
ムーズに車が通っているので、青信号の長さが違うからだと思
う。他の時間も同じ青信号の長さにすれば良いのではないか。
　また、大門交差点については、南北の道路が開通し、朝の通
勤時間帯は、岐阜県側からの車が多く渋滞している。青信号の
時間が短く、危ないので、早急に検討してほしい。

　警察に確認したところ、曜日によって時間の設定が変わっている
ということであり、ご指摘を含めて、再度、警察と協議し、申し入
れをしていきます。(市民部長兼防災監)
　後日、改めて警察に申し入れを行い、「もう一度、検討をするの
で少し時間をください」との回答をいただきました。

3 橋爪中北

　防犯カメラの設置について、自助・協助が原則だと思うが、
費用面を考えると難しい。公助も予算の関係で難しいと思う
が、数年（5年程度）かけて市内全域に設置するように予算化し
てほしい。

　現在、警察と設置場所を協議のうえ、平成30年度から計画的に防
犯カメラの設置を行っており、平成29年度に市内20箇所であったも
のを令和5年度までに市内49箇所にする予定です。

防災交通課
(44-0347)

7月31日

7月31日
防災交通課
(44-0347)

上野城見2

上野城見1
学校教育課
(44-0351)

7月31日
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4 橋爪中北
「ごみは宝」との考えを市民にもっとアピール出来るように分
別区分や出し方の案内ツールを開発し、資源100%再利用に取り
組めると良い。

　分別区分や出し方の案内ツールについては、スマートフォン用ア
プリ「さんあ～る」の犬山市版を平成29年9月1日からリリースして
います。「さんあ～る」では、ごみ収集日の通知を受けとることが
でき、分別品目も簡単に検索可能です。また、カレンダー機能もあ
るので、次のごみ収集日も確認できます。
　資源化については、令和4年4月からペットボトルの「ボトルtoボ
トルリサイクル」事業を開始しています。繰り返しペットボトルと
してリサイクルすることで、限りある資源を有効に活用することが
できます。
　また、リサイクルの見える化を図ることで、市民のリサイクルの
理解が深まることが期待できます。
　今後もごみの減量とリサイクルの推進に取り組んでまいります。

環境課
(44-0344)

7月31日

　野良猫対策として、市議会議員の協力で避妊去勢手術を行っ
てもらい、地域に戻された後、地域の方々にエサや糞尿の処理
をしてもらっている。しかし、住民の方からエサ代の負担が大
きいと相談を受けたため、市として地域猫活動の補助など行う
予定はないか。

　市では野良猫対策として地域猫活動の支援を行っています。令和4
年度からは、登録された地域猫活動団体に対し、避妊去勢手術の無
料チケットの交付と猫用捕獲器の貸し出しを実施しています。
　なお、エサ代の補助については、全国的に実施しておらず、活動
に参加しない住民の方の理解を得にくいため、実施する予定はあり
ません。

【当日】
　捕獲の時にエサをやり、戻ってからもそこに居着くので、エ
サを与えている。与えないとごみを漁るなど他の問題が起こ
る。町内でも活動に賛否があり、エサ代を町内会費から支払う
ことは難しい。手を出したがために、住民に負担がかかってい
る。全国的にエサ代の補助はしていないとのことだが、住民の
ために犬山市独自でできないか。

　地域猫活動は、飼い主を探す保護猫活動とは違い、元の地域に戻
し、増やすことを防ぐことです。市では、去勢手術が無料になるチ
ケットの配布や猫の捕獲箱を貸出す制度を整えました。地域猫活動
をしている団体には、町会長の理解を得て活動してもらうようお願
いしています。(健康福祉部長)

【当日】
　避妊去勢手術後に地域に戻された猫の世話をすることで、さ
らなる問題が出ている。一旦関わると最後まで面倒を見なけれ
ばいけないということであれば、誰も手を出さなくなる。市と
して補助など何か支援できないか。

　野生動物全般について、一度関わると生涯面倒をみなければなら
ないことは動物愛護法に記載されています。事業の継続という点も
踏まえ、活動団体の方とも十分話し合いを行い、取組みを行ってい
ただければと思います。市の支援については、ご意見も参考に検討
していきます。(健康福祉部長)

7月31日
健康推進課
(61-1176)

南三笠町25



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

6 橋爪上南

　観光都市として今後どのようなまちづくりを進めていくの
か。高齢者が増えていくばかりだが、今後、犬山市はどう変化
していくのか。住みやすいまちであることのアピール、若い人
たちへのアピールはどのようにしていくのか。

　滞在時間の延長や宿泊者数・消費額の増加などを達成して地域経
済の好循環を実現することで、観光分野の産業としての成長を果た
し、住民と観光客が共存できる持続可能な観光まちづくりを目指し
ます。（観光課）
 
　65歳以上の高齢者は増加傾向となっており、直近の推計では、
2050年まで高齢者の割合は増える見込みとなっています。
　犬山市における人口バランスを改善するためには、住宅購入等の
人生の節目となるタイミングにおいて、若い人たちに犬山市に残っ
てもらう、市外から犬山市へ来てもらうための移住・定住施策、出
生率改善のための施策、そしてそれを知ってもらうためのシティプ
ロモーション、この３つが重要だと考えています。
　これまでに、U・Iターンする人、市内で働く人たちへの定住促進
サポート事業、多子多胎支援を進めるとともに、今年度からは特定
不妊治療助成を実施します。
　シティプロモーションに関しましては、こうした市の取組みをパ
ンフレットや市HPで紹介しています。加えて、今年度は市の魅力を
紹介する動画を作成しており、完成後は積極的に活用したいと考え
ています。（企画広報課）

観光課
(44-0342)

企画広報課
(44-0312)

7月31日

　土木常設員を通じて土木事業施工要望申請書を提出したが、
町内道路の至るところで窪みや亀裂、破損し、部分部分で補修
しているが、そのうち全体に空洞ができ、沈没の危険がある。
この道しかない生活道路なので一刻も早く舗装してほしい。
2014年頃に申請したが、途切れている。

　倉曽町内の道路舗装の要望については、毎年継続して土木要望申
請書をいただいており、担当職員が現場を確認しています。
　土木要望の実施にあたっては、道路の通行に著しく支障があるも
のや、事故の危険性が高いものなど、緊急的な対応が必要な箇所に
ついては優先して修繕等を行っており、この道路についても亀裂や
破損箇所の修繕工事を実施しています。
  また、今までに空洞化や陥没の発生については確認しておりませ
ん。
　道路の全面舗装改修については、事業規模が大きくなることから
予算措置や実施時期などについて検討・計画が必要となります。
　当面は、破損・危険な箇所の補修での対応を行っていきますので
ご理解ください。

【当日】
　東海豪雨の時、土砂により道路が寸断されて大変な思いをし
た。それから全く改修等がされていない。最近雨が多くて、自
分たちでも修理をしているが、この道は生活道路で、夜に散歩
して躓いて転ぶ人もいるので、早く対処してほしい。

　緊急性がある場合は、現地を確認し、早急に修繕します。簡易な
ものは随時行いますので、ご理解をお願いします。(都市整備部長)

7月31日
土木管理課
(44-0335)

倉曽7
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　今後のコミュニティバスの運営について教えてほしい。

　現在は、祝日含む月曜日から金曜日まで、8台8路線で運行してい
ますが、令和5年12月に向け、コミュニティバスの路線などの見直し
方針の検討を今年度行っています。今後も市民の皆様や地域の意見
を踏まえて改善をしていきたいと考えています。

【当日】
　倉曽の人はほとんど利用しておらず、赤字路線だと思う。今
後、免許証を返納する人も増えていき、買い物や病院に行く人
のバス利用も増えるのではないか。楽田コミュニティが買い物
支援をしており、家まで来てもらい、買い物して、家まで送っ
てもらっている。その延長線上がコミュニティバスではない
か。

　現在、町内会を対象にアンケートを実施しており、今後の再編に
向けて、要望を伺っているところです。(市民部長兼防災監)

　コミュニティバスは5年で見直しを行っており、今年はその見直し
に着手しているタイミングです。コミュニティバスは基本、全ての
路線で赤字ですが、赤字だからやめるのではなく、利便性の向上を
考えて検討していきます。しかし、すべての要望を反映することは
できませんので、少しでも良くなるように知恵を絞っていきます。
(市長)

9 名犬ハイツ
　他の町内会の活動事例を参考にしたい。
　また、町会長同士の意見（情報）交換できる場面を設定して
ほしい。

　町内会におけるお困りごと等や地域における課題などについて共
有し、解決に繋げていけるよう、市と町会長の皆さまと意見交換を
行う場は今後も設けていきます。
　また、町会長連合会等が行う研修会や講演会の場で、町会長同士
が意見交換をする時間を設けたり、各地区町会長会の集まりにおい
ても、近隣町内会との意見交換の場を設けてもらうなど、町会長の
皆さん同士が情報交換できる場を作っていきます。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

10 寺内町

　元消防北出張所の西側に外堀跡があり、現在鉄板が被ってい
るが腐食している。
　まず、現在の外堀跡の確認が正確になされているのか。管
理、管轄はどこでどのようになされているのか。現状を把握し
て、補修・保存・管理の在り方を検討すべきではないか。
　史跡と捉えるのか、用水路として整備するのか。

　犬山城の堀跡については、平成25年から26年にかけて古券図と現
況図の比較、現地調査を行った結果に基づき推定しています。かつ
て総構えの堀であった場所は一部を除いて水路として残っており、
元消防北出張所西側の水路もその一部と考えられますが、現状では
幅が狭く、本来の幅を確認・復元することは困難であり、堀跡とし
ての整備は難しい状況です。(歴史まちづくり課)

　この外堀跡については、住宅地の間を流れる排水路として通水機
能が確保できるよう維持管理を行っていきます。腐食した鉄板の交
換、水路の清掃、防草対策等については地域からの土木要望に基づ
き、現地確認のうえ対応を検討していきます。(土木管理課)

土木管理課
(44-0334)

歴史まちづくり課
(44-0354)

7月31日

7月31日
防災交通課
(44-0347)

倉曽8
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　寺内町の道路は、以前石畳になったが、補修が難しい、冬は
凍結する、夏は照り返し強いといった問題がある。現状、必要
な補修が随時行われているが、将来的に考えた場合、補修を含
めた道路のあり方について市の見解を聞きたい。

　市道の石張舗装については、犬山祭の前の点検や住民の方々から
の通報に基づき、浮き等が見られる箇所について部分補修を実施し
ています。
　一般的なアスファルト舗装と比べ維持管理が困難ですが、施工の
経緯を踏まえ、点検やパトロールを重点的に行うなど、不具合の早
期発見・補修により現在の石張舗装を維持していきたいと考えてい
ます。

【当日】
　以前、修繕をお願いした場所が2～3週間動きがなく、市に問
い合わせたが、担当者がきちんと対応してくれなかった。行政
は、住民のために動くという意識が担当者まで行き届いていな
いのではないか。その後、担当者が変わってからは、すぐに対
応してもらえるようになった。
　石張舗装の件は、「維持していく」という回答ではなく、具
体的にどう対応するかを聞きたい。

　市の責任者は自分です。人が変わると対応が変わるというのは問
題であり、この場を借りてお詫びします。いつまでにやるのか、な
ぜできないのか、明確な理由をきめ細かく伝えるよう努力します。
市長が誰でも対応できる市役所でなければいけませんので、残りの
5ヶ月で組織の底上げに最善を尽くします。
　この石張舗装の件は、個別の案件になりますので、後日、書面で
回答します。(市長)
 
　8月5日、寺内町町会長に、石張舗装の補修管理の考え方について
書面にて回答しました。（破損箇所の部分補修は随時行うこと、新
たな補修・改良方法についても研究していくことを回答）
　修繕が必要な石が欠けている箇所については、モルタルねじ込み
補修を施工しました。（土木管理課）

12 寺内町

　ハード面の整備だけでなく、住む人の気持ちも考えている
か。観光客が多く、ごみも増え、住み辛くなっている。城下町
で生まれ育って住んでいる人の気持ちを軽んじられている気が
するがどうか。

　現在、城下町を中心に多くの来訪者があります。それに伴う混
雑、渋滞、ゴミ捨て、住居立ち入りなど、多くの課題が顕在化して
いる状況であり、本町通りを中心に地域住民の皆さまの生活に影響
を及ぼしていることを認識しております。
　これらの課題を改善していくには、行政をはじめ、事業者（店
舗）、関係団体、そして地域の皆さまと課題を共有した上で、一丸
となって改善に取組む必要があると考えています。すぐに解決でき
る課題ではありませんが、関係者で力を合わせ、一つずつ改善に向
けた取組みを進め、地域住民の皆さまの負担や不便さを軽減し、持
続可能な観光まちづくりを実現していきたいと考えます。

観光課
(44-0342)

7月31日

13 木津白帝台
　子どもが大人になると市外へ転出してしまい、高齢者が残
り、若い人が入ってこない。そのため、町内会運営や公園の管
理など様々な問題が出てくる。市としての対策はないか。

　市では、市外からの移住・定住に向けた様々な施策を現在も展開
し、また、それを知ってもらうためのシティプロモーションも進め
ているところです。
　一方で、地域で抱える様々な課題については、地域の皆さんに寄
り添って支援していく考えです。解決につながる取組み事例など
は、他の町内会に紹介する機会も設けていきます。各町内会での問
題は、地域によって異なりますので、まずは、地域協働課までご相
談ください。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

7月31日
土木管理課
(44-0335)

寺内町11
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14 北徳明町

　町内にごみ集積場を確保できないため、市補助金を受けなが
ら町内会費を支出し、近隣駐車場を借り上げている。しかしな
がら、駐車場の借り上げ額は町内会にとって大きな負担となっ
ているため、補助額の大幅な拡充を要望する。

　令和元年度より、ごみ集積場用地を賃借されている場合の補助制
度を創設しました。この制度の補助金額については、全市的な実態
調査に基づき平均的な賃借料を算出し、上限額を設定しています。
市として補助金の適正化の取組みの中で金額算出となっております
のでご理解ください。

環境課
(44-0344)

7月31日

15 北徳明町

　来年度から実施のデジタル町内会について、事業実施にかか
る経費は各町内会の負担だと聞いている。本事業は、市広報や
防犯防災などの役割も担っているため、その趣旨を鑑み、経費
を町内会ではなく市が負担して実施することを要望する。

　市としては、デジタル町内会の仕組みをぜひ活用していただきた
いと考えています。また、経費面でも、町内会の負担が大きくなら
ないよう検討しているところです。
　まずは、令和3年度から実証実験に参加していただいている町内会
のご意見も伺い、今後、各町内会で取り組みやすいものになるよう
努めます。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

　福祉会館の跡地について、大手門を造る計画が無いのであれ
ば、簡易的な砦風の木造2階建てを造り、1階をトイレ付の観光
客休憩所、2階は犬山の自然（鳥、魚、植物、昆虫など）の紹介
や小中高生の研究の展示（パネルや標本でもよい）、古い道具
の展示、会議室などで活用してはどうか。
　また、旧しみんていについては、東側2階建てを取り壊し、平
屋部分を耐震補強して、道の駅としてはどうか。トイレや休憩
所はいくつあってもよいと思う。

　犬山市福祉会館跡地については、令和3年度に発掘調査を行い大手
門枡形に関連する堀の規模や形状、位置などを確認しました。跡地
の整備については、城下町の景観に配慮し、まちの賑わい創出につ
ながるような2階建て程度の建物を建設する予定ですが、詳細につい
ては調査成果を踏まえ、市民の皆さんの意見を伺いながら、令和4年
度から5年度にかけて策定する「史跡犬山城跡整備基本計画」の中で
検討します。(歴史まちづくり課)
　
　旧しみんていの跡地については、現在、まちのにぎわい創出につ
ながる利活用ができる、民間事業者を募集しています。(地域協働
課)

【当日】
　会議をする時、どんでん館の2階を利用するが、階段が危険で
高齢者は使えないので、早急に福祉会館の跡地に施設を建てて
ほしい。
　また、犬山は自然が多いまちであり、貴重な収集物もあると
思うので、その展示などを行うとよいのではないか。

　福祉会館の跡地は、令和8年度頃に集会機能を有した2階建て程度
の施設を整備したいと考えています。現場は、大手門の跡地で、史
跡の候補地であり、発掘調査をして、現在、文化庁に調査報告書を
提出しているところです。その後、整備計画を作り、改めて文化庁
と整備方法を協議する必要があるため、一定の時間がかかります。
その間は、他の公共施設をご利用いただきたいと思います。
　また、犬山では、里山学センターが自然を紹介する拠点施設に
なっており、情報発信も行っています。今まで、市が寄付を受けた
ものは収蔵しており、常設は難しいですが、企画展等で展示してい
くことも考えていきます。(市長)

17 天神町2
　電柱に設置してある交通注意看板のバンドの外れや緩みの補
修はできないか。市管理なのか町内会管理なのかも教えてほし
い。

　市の管理している啓発看板で、そのような状態にある場合には、
ご連絡いただければ補修します。
　基本的に、市管理の交通注意看板には、「犬山市・犬山警察署」
の表記がありますので、まずは防災交通課までご相談ください。

防災交通課
(44-0347)

7月31日

7月31日

歴史まちづくり課
(44-0354)

地域協働課
(44-0349)

上大本町16
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18 天神町2

　空き家が多くなり、庭木の剪定がされず放置され、隣地や道
路に伸び課題となっている。所有者へ行政から働きかけはでき
ないか。

　管理が適切に行われていないとのご連絡をいただいた空き家につ
いては、現地確認を行ったうえで所有者等の特定を行い、文書で改
善を促しています。
　改善が確認できない場合は、追加の文書指導や必要に応じて所有
者等を直接訪問するなどの対応もしていますので、そのような空き
家がありましたらご相談ください。

都市計画課
(44-0331)

7月31日

19 天神町2
　見通しの悪い場所（4ヶ所）へカーブミラーの設置をしてもら
えないか。

　カーブミラーの設置が可能かどうか現地を確認させていただきま
すので、まずはご相談ください。

防災交通課
(44-0347)

7月31日

20 天神町2
　集合住宅の管理会社が設置したごみ集積場が小さく、通年を
通してごみが散乱している。大きめの（町内会と同じサイズ）
集積場を設置してもらえないか。

　現地を確認した結果、お問い合わせの集積場に折りたたみ式ごみ
収集容器(緑色)大の設置は可能です。1町内会に付き1年度1基まで支
給可能で、昨年度支給を受けていないことが条件となります。天神
町5町内会は、今年度支給可能ですので、詳細については、環境課に
お問い合わせ下さい。

環境課
(44-0344)

7月31日

21 天神町2
　集会場の看板が劣化しているが市で改修できないか。
　また、集会場は市の所有であると認識しているが、築40年を
迎えるため、建て替える場合市の負担となるのか。

　この集会場については、当初の建設は市で行った後、天神町で看
板も含め、管理をしていただいています。現在、市の建て替え計画
はありませんが、他の町内会の集会所と同様に、修理や改修の補助
制度が活用できますので、ご相談ください。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

22 天神町2

　天神森公園のトイレは、何年か前から立入禁止になっている
ので撤去してほしい。もし撤去できない理由があるなら教えて
ほしい。
　また、高齢化で町内運営が困難になってきているので、公園
管理を市にお願いできないか。

　トイレの撤去については、市内の公園を維持管理する予算の中で
実施することになりますが、公園の維持管理の観点からは、子供た
ちが安全に遊んでいただけるよう、施設点検により不具合の見つ
かった遊具等の修繕を優先しています。その中で、このトイレにつ
いては、建物自体には安全上直ちに倒壊等の危険性がないと判断し
ております。
　また、現在、地元からの要望によりトイレを閉鎖していますが、
街区公園（地域住民の方の利用を目的とした公園）になりますの
で、今後も地元町内会として公園トイレが必要ないとのことであれ
ば撤去の方針で検討していきます。
　公園は地域の皆様にとって身近な憩いの場であり、子供たちに
とっては貴重な遊び場です。地域の皆様が公園への愛着を育み、地
域コミュニティを醸成し、市民の方々と行政が一体となって、公園
の管理に携わっていただきたいため、町内会等の地域の団体にお願
いしています。
　今後も無理のない範囲でかまいませんので、継続して管理をお願
いしたいと考えています。

土木管理課
(44-0334)

7月31日

23 天神町2
　天神森公園にあるザンクト・ゴアルスハウゼン市（ドイツ）
との友好記念で植樹したブトウの木の管理を徹底してほしい。

　記念植樹したブドウの木の管理は、公園管理全体のなかで行って
います。
　そのため、公園の樹木の剪定は、その中で計画的に行っており、
藤棚の剪定とあわせて行っていますので、ご理解ください。

地域協働課
(44-0343)

7月31日
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24 ナビタウン1 　犬山工業団地の南北線道路の痛みが激しいが、市の管轄か。

　ご質問のありました犬山工業団地の南北線道路は、犬山市が管理
する市道犬山公園小牧線です。この道路は大型車の通行量が多く、
舗装の傷みが他の道路と比べ著しいため、補修をしても長持ちせ
ず、補修を繰り返す状況が続いています。
　そのため、令和3年度からより耐久性のある舗装に改良する工事に
着手しており、今後もこの舗装改良工事を計画的に進めていきま
す。

土木管理課
(44-0334)

7月31日

25 ナビタウン1
　羽黒西向畑、貴船浦の東西への道路、ナビタウン1と三進製作
所前の道路を朝の通勤時間帯に通る車の速度が早い。時速30km
制限だが、時速40～50kmで流れているので対策できないか。

　警察に相談したところ、取締を検討するとの回答がありました。
　その他の市で可能な対策としては、「スピード落とせ」などの啓
発看板の設置をすることができますので、ご相談ください。

防災交通課
(44-0347)

7月31日

26 前原台2

　前原台西緑地の木が繁茂していて、秋には葉が落ち溝掃除が
大変であり、また、民家の雨樋にも詰まる。さらには、葉が多
いためむく鳥が多く、近隣の住宅へ巣を作るので切ってほし
い。木が多く暗い感じもあるため、子どもを安心して遊ばせら
れない。

　前原台西緑地の樹木撤去については5月16日に土木要望をいただい
ており、今年度の秋頃に伐採を予定しています。

土木管理課
(44-0334)

7月31日

27 前原台2

　当町内の東側愛知用水に通じる道沿いの木々が伸びすぎてい
て、枯れて折れている木があり、散歩する人も多いため、人に
当たらないか心配である。木を間引くなどの対応をしてほし
い。

　前原台二町会東側の緑地帯についても同様に今年度の秋以降に背
の高い木と枯木の伐採を予定しています。

土木管理課
(44-0334)

7月31日

28 東専正寺町

　最近町内会を脱退する人がいる。理由は、余分な町内会付き
合いはしたくない、役員がまわってくるのが嫌、配布物はごみ
になるので不要、必要なものはホームページか市役所で聞いて
くるなどである。今後、町内会について見直す必要があるので
はないか。

　町内会組織はあくまでも地域の住民の皆様が主体と考えていま
す。そのため、市としましては、デジタル町内会などによる役員負
担の軽減や加入促進のお願いを行いながら、地域活動の支援を進め
てまいります。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

29 四季の丘6南

　「町会長依頼事務の手引き」に認可地縁団体に関する情報が
非常に乏しい。市内の認可地縁団体の情報、町内会に関する基
礎情報（認可地縁団体か否かや代表者名など）を掲載できない
か検討してほしい。
　また、行政が認可地縁団体の運営状況を定期的に確認するな
どして、助言、指導できないか検討してほしい。認可地縁団体
は一般の法人とは異なるので、行政の支援なしに適正に継続し
ていくのは難しいと感じる。

　「町会長依頼事務の手引き」に可能な限り認可地縁団体に関する
情報を掲載できるよう検討します。
　また、認可地縁団体の運営状況について定期的に確認すること
は、市としても重要と考えますので、今後、確認できる体制づくり
を進めていきます。
　なお、認可地縁団体についてご不明な点等ございましたら、地域
協働課までお問合せください。

地域協働課
(44-0349)

7月31日

30 四季の丘6南

　町内会と他の会（町会長会や地域コミュニティなどの団体）
との関係が理解しにくい。例えば「区長」という言葉を自治会
活動で知ったが、手引きやホームページにはないため、何のこ
とを言っているのか理解できなかった。何を参照すれば市内の
各区を理解できるのか。初めて町会長を努める人、他の市町村
から転居してきた住民がもっと理解できるような内容にしてほ
しい。

　「四季の丘」が属する城東地区には、古くから「区」という複数
の町内会で構成される任意組織が残っており、こうした「区」は、
地区によってあるところ、ないところがあり、また、新興団地など
で構成される「自治会」という組織もあり、地域によって様々で
す。
　これらは地域ごとに異なる歴史や事情で独自に組織されていると
認識しており、市として全ての地域組織を把握していないのが現状
ではありますが、ご不明な点は、地域協働課にご相談いただきます
ようお願いいたします。

地域協働課
(44-0349)

7月31日
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　犬山市の土砂災害ハザードマップは、「地震や風水害によっ
て土砂災害が発生する危険性の高い地域」との前提であるが、
警戒区域の指定にあたり、地震の場合と風水害の場合とで区分
けはあるのか。ある場合、四季の丘近郊エリアはどちらに該当
するのか。

　市の「土砂災害ハザードマップ」は、県が実施した現地調査の結
果を基に作成され、土砂災害の恐れがある区域が「土砂災害警戒区
域」に指定されています。
　その区域指定に関しては、県に確認したところ、地震と風水害の
区分けはなく、どちらの場合も対象となっています。

【当日】
　国土交通省の大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン
によると、令和4年度までに2次スクリーニング（優先度調査）
をすると書いてあるが、現在の犬山市の状況を聞きたい。
　また、市が公表している大規模盛土造成地のマップで、四季
の丘4～6丁目の一部が、岐阜県との県境で切れており、マップ
を見ると、この場所が調査されていないように見えるがどう
か。

　大規模盛土造成地は現在1.5次スクリーニングの状況で、有識者か
らは、犬山市の危険度は低いとの意見をいただいています。
　大規模盛土造成地のマップでは、四季の丘の一部が岐阜県に入っ
ているように表示されていますが、ＧＩＳの特性上、国土地理院の
データと現地がズレていることが原因です。なお、四季の丘につい
ては、区域内すべての調査を行っています。(都市整備部長)

32 四季の丘6北

　国土交通省の重ねるハザードマップを見ると、四季の丘内で
も過去の「急傾斜地崩壊危険個所」や「土石流危険渓流」等が
表示されている場所があるが、市の土砂災害ハザードマップに
は記載がないため、団地造成時に解消していると考えてよいの
か、もしくは、造成時の盛土や切土等の影響が出てくると考え
た方がよいのか。

　「急傾斜地崩壊危険箇所」や「土石流危険渓流」等は、過去に県
が地形図や航空写真を基に災害の可能性のある区域を抽出したもの
です。これらの箇所を「土砂災害危険箇所」として県が平成17年か
ら平成29年にかけて現地調査を行い、土砂災害のおそれのある区域
を「土砂災害警戒区域」として指定しています。
　その調査結果を反映し作成したものが市のハザードマップです。
県の現地調査は、団地造成後に実施されているため、現在記載され
ていない「急傾斜地崩壊危険箇所」や「土石流危険渓流」等の場所
の危険度は解消されているものと考えます。

防災交通課
(44-0346)

7月31日

33 四季の丘6北

　四季の丘地区外へ出る道路として、跨線橋により名鉄広見線
の上をとおり県道御嵩犬山線に抜ける道路、善師野地区に抜け
る道路、もえぎヶ丘を抜けコンビニ前の県道御嵩犬山線に抜け
る道路の3ヶ所ある。市のハザードマップでは、善師野方面及び
コンビニ側に抜ける道路の先が警戒区域に入っていて、災害時
に利用できない可能性がある。また、大きな地震の際に跨線橋
を使ってよいのか住民では判断できないと考えるが、指定避難
所に避難するときにどうしたらよいのか。

　災害時には安全な場所へ避難することが最優先となります。避難
する場所については、災害や被害の状況によって判断する必要があ
り、避難経路に危険な場所がある場合は無理に移動をせず、自宅や
自宅周辺の安全な場所に留まることも選択肢の一つです。
　また、四季の丘の跨線橋については、大地震が発生後に、市が安
全確認を行い、車両や歩行者の通行に危険がある場合には通行止め
にします。

防災交通課
(44-0346)

7月31日

7月31日

防災交通課
(44-0346)

都市計画課
(44-0331)

四季の丘6北31
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34 四季の丘6北
　四季の丘北部に浄水設備の四季の丘配水池や貯水槽がある
が、水道設備が寸断した場合、そこからの給水活動は可能なの
か。

　犬山市内における緊急断水の際の対応としては、その規模や原因
により、対応が異なります。
　例えば、大規模災害により市内全域が断水した場合は、病院等へ
の給水活動が優先され、併せて県や国等への応援要請を行うことも
想定されます。
　現在、四季の丘地域への給水は、富岡にある犬山配水場で愛知県
から受水した水を、送水ポンプにより四季の丘配水池に一旦貯留
し、そこから、各家庭に供給しています。
　配水池は、直接給水をおこなうための設備ではないので、緊急時
の給水活動を行うことはできません。
　仮に、この配水池からの給水が不能になり、断水となった場合
は、給水車や給水タンク等による避難所等での給水活動が想定され
ます。

水道課
(62-9300)

7月31日

35 四季の丘6北

　四季の丘ともえぎヶ丘の間にある緑地帯に遊歩道等が整備さ
れ、住民の憩いの場となっているが、例年5～10月は草丈のある
雑草やつる性の植物が繁茂し、憩いの場として使えなくなって
いる。年2回、市が除草していると思うが足りていない状況なの
で、雑草を生えにくくする整備等抜本的な対策を検討してほし
い。

　住宅開発をする場合、開発面積に応じてその区域内で公園・緑地
を確保しなければならない面積が愛知県開発許可基準で定められて
います。
　この緑地帯はその基準により確保した緑地であり、樹木・草木の
育成の妨げとなる張りコンクリート等での対策が出来ない場所と
なっています。
　現在は、町内会からの要望により年２回の除草を実施しており、
市内の道路除草についても、ほとんどの路線が年１回の実施として
いますのでご理解ください。

土木管理課
(44-0334)

7月31日

36 猪ノ子町

　広報配布方法の変更について、税金で負担するか、自分たち
でできることは自分たちでするのかの問題である。市の負担が
どの程度増えるかがわからないのでアンケートに答え辛い。大
まかでよいので教えてほしい。

  現在、市が町内会にお支払いしている行政連絡事務等委託料の総
額は、年間約4,200万円程となっており、そのうち広報配布に係る費
用相当分は約2,680万円です。また、民間事業者のポスティング費用
は約2,100万円程と見込んでおり、単純計算をすると市の負担額は、
約580万円程度の減額となりますが、地域における防災、福祉などの
活動に関する費用も見直しを行っており、その結果、市の負担額
は、約1,880万円増加すると見込んでいます。そのため、トータルで
は、市の負担額は、約1,300万円程の増額となる見込みです。(企画
広報課、地域協働課)

企画広報課
(44-0311)

地域協働課
(44-0349)

7月31日

37 猪ノ子町

　ごみ集積場の固定資産税は、他市では減免していることを
知っているが、他の目的に簡単に変更できるから犬山市ではで
きないと言われた。ごみ箱を置かなくなっても減免してほしい
と言っているわけではない。また、町費に占める負担は大き
く、減免があれば地主からも貸してもらいやすくなるので検討
してほしい。

　現在、市では、ごみ集積場の設置に係る支援として、町内会が、
私有地を借りて設置する場合の借地料を補助する制度を設けていま
す。
　仮に、ごみ集積場について、減免を認める場合には、この制度を
活用されている複数の町内会との支援のバランスも考える必要があ
りますので、その実態や意見もお聞きするとともに、他市の事例も
参考に、税の減免に可能な条件について検討させていただきます。
(税務課、環境課)

税務課
(44-0315)

環境課
(44-0344)

7月31日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

38 上大本町

　職員は、勤務時間中だけでなく問題の発生しやすい時間帯に
現場を見るべきではないか。
　城下町の火事の時も現地を見ておらず防火水槽の場所がわ
かっていなかった。狭い道なども多いので、事前にどのように
入っていくのかシュミレーションしておかないと対応できな
い。現場確認はきちんと行っているのか。

　城下町は課題が多く、実際に現場に行って通行できない場合もあ
ります。城下町の火事後、市内を4地区に分け、毎年細かい警防計画
を作っており、現場も実際に歩いて、すべての防火水槽をチェック
（年2回）しています。
今後とも警察との連携も強化していきたいと思います。(消防長)

消防署
(65-0119)

7月31日

39 南三笠町1

　すべての回覧に裏面が白の依頼文書がついている。また、ポ
スターは、ポスター1枚につき1枚の依頼文書がついている。
SDGsの時代に、莫大な紙を使っていて良いのか。行政としても
う少し紙を減らす工夫をしてはどうか。

　調整が必要であるため早急な対応は難しいですが、取りまとめる
方向で検討していきます。(経営部長)

　全市域に回覧するものは、すでに取りまとめをしており、一部の
地域限定で回覧するものは、個別に依頼文書を付けて対応していま
す。(総務課)

総務課
(44-0300)

7月31日

40 南三笠町1
　以前、メールで問合せをしたら、電話で回答されたことが
あった。電話に出れない時もあるので、デジタル化を推進する
意味でもメールにはメールで回答してはどうか。

　これからもデジタル化を推進していきますが、デジタル化は一つ
の選択肢であり、直接話しをすることが必要な場合もあります。選
択肢の一つとして、デジタル対応の精度を上げつつ、直接話をしな
いと意思の疎通が図れない案件もありますので、その内容に合わせ
た対応をさせていただきたいと思います。(市長)

総務課
(44-0300)

7月31日

41 入鹿

　県道49号線沿いの急傾斜地安全対策について、市の回答は毎
年同じである。この急傾斜地は、昭和29年度に大水害が起きた
箇所でもあり、近年の集中豪雨に恐ろしさを感じている。パー
クウエイの無料化等により今後も交通量が増えることが予想さ
れ、いつ事故が起こるかわからない。県道49号線を4車線化にす
れば、急傾斜地安全対策になるのではないか。4車線化ができな
いのであれば、砂防壁を作ってほしい。

　県道49号線沿いの急傾斜地安全対策については、ご提案内容も踏
まえて、改めて現地確認します。(都市整備部長)

　後日、町会長と土木常設員立会いのもと、現地確認を行い、側溝
を塞いでいる土砂の撤去を県に依頼しました。
　県より、「土砂撤去とコンクリート張りを予定していること」、
また、「砂防壁を作ることはできないため、パトロールを強化す
る」との回答をいただきました。(整備課)

整備課
(44-0332)

7月31日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

1 前原台6

　赤十字や社協などの寄付金を納められる日として土日を期間
中1～2回は設定してほしい。町会長全員が平日に来庁できると
は限らないので、できれば日曜市役所と連動してほしい。市役
所が行えば社協も準じるのではないか。

　日本赤十字社活動資金については、6月・7月の日曜日に1～2回、
福祉課にて受付日を設けることとします。
　犬山市社会福祉協議会が実施している、社資、赤い羽根募金・歳
末たすけあい募金についても、受付期間内の日曜日に1～2回、社会
福祉協議会にて受付日を設けることで調整をしています。

福祉課
(44-0320)

8月5日

　市に提出する申請書のほとんどが「犬山市長様」となってい
る。市長と様が二重敬語で、時代遅れである。時代劇の「お代
官様」のイメージ、また、やや上から目線の表現である。近隣
自治体（一宮、江南、小牧、春日井）も参考のうえ、検討して
ほしい。

　ご指摘のとおり、多くの市町村において、「様」の削除が進んで
います。当市においても、できるだけ早期に対応して参りたいと思
います。

【当日】
　できるだけ早期にとはいつか。お金がかかる話ではないの
で、すぐにやれると思うが。

　申請書の様式は、条例で定めており、インターネット上に例規集
として掲載もしているため、様式を一つ変えるだけで費用がかかり
ます。システム化して「～市長様」と打ち出されるものもあります
ので、まずは、該当する件数を把握するところからになります。そ
のうえで、改修費用を予算化し、取り組んでいくことになりますの
で、来年度中の対応を考えています。(経営部長)

【当日】
　ホームページ上の各種申請書の「様」を取るだけでお金がか
かるのか。

　ホームページ上にある申請書の修正には費用はかかりませんが、
先に説明したとおり、インターネット上にある例規集の修正には、
費用と時間がかかります。
　ホームページと例規集の内容に相違があってはいけないことか
ら、同時に修正したいと考えますので、少しお時間をいただきたい
と思います。(経営部長)

【当日】
　昨年は、「犬山市長と書いてあると必ず御中とか様とか付け
ると思うので、市民に迷惑だから付けるんです。」という回答
であった。それは変わったのか。

　名古屋市や岐阜市など近隣自治体も対応しているため、修正して
いく方向で考えています。(経営部長)

2 前原台6
総務課

(44-0300)
8月5日



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

3 前原台6

　ハローワークの駐車場が満車で車道上で駐車待ちの車両を見
かける。一方で簡易裁判所の駐車場は空。ハローワークと簡易
裁判所の仕切り網を撤去して大きな駐車場にしたらどうか。ハ
ローワークが満車の場合はフロイデを案内しているようだが、
利便性の問題でフロイデに行く車両は少ないと思う。工事費用
は比較的少額で済むと思うが、国の機関との交渉は難しいの
か。

　この度、いただいたご意見についてハローワークに確認をしたと
ころ、以下の回答をいただきましたのでご報告します。
　
　令和3年4月より簡易裁判所のすぐ北側にあります検察庁駐車場
（12台）をお借りしています。簡易裁判所駐車場についても愛知労
働局を通じてお願いたしましたが、裁判所利用者が駐車する際に、
満車では困ること、また同じ国の機関ではあるものの組織が違うこ
ともあり借用は困難であるとのことでした。
　当所では駐車場誘導員を配置し出来る限り、路上に並ぶことの無
いようフロイデ及び検察庁駐車場への誘導に今後も努めてまいりま
す。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいた
します。

　なお、市としては、引き続きフロイデ駐車場の貸し出しに協力し
ていきます。

産業課
(44-0340)

8月5日

　町内の可燃ごみ集積場でカラスによる被害が過去より発生し
ている。被せ型ネットは隙間からカラスが侵入し散乱の原因と
なるが、折りたたみ式ごみ収集容器でのカラス被害はない。
　そのため、美化推進のため、物品の支給内容や補助金の交付
内容の変更を検討してほしい。

　ご提案の折りたたみ式ごみ収集容器は、一部の町内会に支給が偏
らないように令和元年度から隔年で支給申請ができるようになって
います。
　今年度は昨年を上回る申請をいただいている状況ですが、町内会
のニーズを把握しつつ、希望される町内会には早期設置や他の手段
を含め検討していきます。
　なお、ごみ収集容器購入費補助等の上限金額については、市の統
一的な基準である補助金ガイドラインに基づき、設定していますの
でご理解ください。

【当日】
　町内の日本国籍の方は問題なく捨てているが、外国の方に、
ごみの分別等が周知できていない。カラスのごみ問題も含め
て、市の協力や美化の促進をお願いしたい。

　色々な条件はありますが、現場のニーズに応えられるように取り
組んでいきます。外国籍の方への周知については、個別にご相談く
ださい。(経済環境部長)

5 伏屋

　県道犬山御嵩線について、現状、犬山駅前から富岡新町交差
点まで整備されているが、この後の計画について聞きたい。
　この道路は、岐阜県境までほとんどの区間で幅員が狭く、曲
がりくねっている。近年は車両の大型化により歩行者を巻き込
む危険性があり、地域住民は安心して通行できない状態であ
る。
　また、大型トラックも頻繁に走り、危険度が増している。

　県道を管理する愛知県に確認したところ、現状で2車線あることか
ら、拡幅計画はなく、交通量、歩行者数、危険度、費用を総合的に
考慮すると新規事業化は、大変困難な状況とのことでした。
　しかしながら、安全性の確保は道路管理上、重要な事案ですの
で、地域から改善要望のある危険箇所については、県に対し改善に
向けた働きかけを行っていきます。

整備課
(44-0332)

8月5日

8月5日
環境課

(44-0344)
中々切西4



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

　丹羽土地改良区は人員も予算も不足し、丹羽用水はほぼ放置
状態となっている。近年宅地化が進み、遊水地としての田がな
くなり、大雨時の増水、氾濫の回数が増えている。
　また、生活排水の流入による環境の悪化もかなりひどくなっ
ているので、市として早急に対策、対応をしてほしい。

　丹羽用水路については、市としても丹羽用水土地改良区に対して
適切な管理の実施をこれまでも申し入れているところですが、今回
のご意見を踏まえ、改めて土地改良区に適切管理の実施に向けた申
し入れを行っていきます。
　また、この地域は下水道が供用開始してから10年以上経過してい
ますが、未接続の世帯がありますので、環境改善のために早期接続
のご協力をお願いします。

【当日】
　対応等について問合せすると、丹羽用水は市に、市は丹羽用
水に申し入れをすると言って、前に進まない。丹羽用水は職員
が3名しかおらず、予算もほぼない。今は通水しておらず、環境
悪化もひどく、大雨が降ると県道64号線が冠水する。市とし
て、浚渫をするとか、流路を造るとか、前向きに考えてほし
い。
　すぐにできる話だとは思っていないが、10年以上言い続けて
きて、何も回答が無いというのは問題だと思う。

　ここの冠水は、色々な場所から水が集まって現在の状態になって
おり、簡単に解決できる課題ではありません。場合によっては、あ
のエリア全体の排水計画を見直す必要もあるため、かなり大がかり
な話となります。まずどのように進めていくかについて、回答をお
示ししていきます。(市長)

　後日、町会長と現地確認を行い、今後の対応について、冠水する
周辺の側溝等で被害の軽減ができないかの検討を進めていくとの方
向性をお示ししました。(土木管理課)

7 楽田原

　楽田原地区は、狭小な道幅にも関わらず、通勤車両等が多
く、安全な通学が脅かされていた。本年末に富岡荒井線が完全
に開通すると聞き、旧道の通過車両が少なくなると思うのでう
れしく思っているが、逆に法定速度超えの車両が目立つのでは
ないかと危惧している。少子化で児童数は少ないが、子どもが
危険であるという根本的な問題は解決できていないので、行政
としての今後の取り組みを聞きたい。

  市内の通学路は、計画的かつ継続的に交通安全を実施し、子ども
たちが安心して通学できる歩行空間を確保するよう努めています。
対策可能な内容については、「犬山市通学路交通安全プログラム」
に掲載し、計画的に整備しています。
　今回の富岡荒井線の開通により、従来の道路の交通量が減り新た
な道路の車両が増えるなど予想され、通学路としては危険性が高ま
る可能性があります。楽田小学校及び南部中学校では、安全のた
め、通学路の変更を含め検討しており、また児童生徒に対しては、
より注意しながら登下校するように安全教育も行う予定です。

学校教育課
(44-0350)

8月5日

8 起

　7月3日10:54頃、南部中学校西南角の側溝から道路に水があふ
れていた。道路反対側の住宅入口にも水が入り込みあふれてい
た。その上下の側溝はあふれていないので、南部中学校から出
ている溝パイプから多量の雨水が集中して出てきているのが原
因であるが市としての対策を聞きたい。
　また、学校の西側に建設予定の病院の雨水等の排水も流れて
きているのではないか。

　南部中学校の雨水排水は、地形上、どうしても南西に流れていき
ますので、今回のような集中的な降雨に備え多量の雨水が一度に流
れ込まないような方策を検討していきます。(学校教育課)
　
　学校西側（県道春日井各務原線沿）に建設中の病院敷地の雨水に
つきましては敷地南側の市道側溝に流れます。
　建設地については保水機能を持った田や畑ではなく、工場があっ
た敷地を利用して病院を建設しておりますので、病院建設により雨
水排水量が増えるものではありません。(土木管理課)

学校教育課
(44-0350)

土木管理課
(44-0334)

8月5日

8月5日

整備課
(44-0332)

土木管理課
(44-0334)

下水道課
(44-0337)

上野西6



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)
日付

9 白帝団地
　平日は会社勤めをしているので、月1回程度、日曜日に窓口を
開けてほしい。

　ニーズの多い住民票や戸籍などの証明書の交付手続については、
毎月第2・第4日曜日の午前に日曜市役所として、市民課窓口を開け
ています。また、閉庁後の時間帯に多くの来庁者が見込まれる市民
課、保険年金課、福祉課、子ども未来課では、第1・第3火曜日に窓
口を午後7時まで延長しています。
　その他の手続については、手続のオンライン化により来庁しなく
てもよい仕組み作りを順次進めており、既に住民票や印鑑登録証な
どでは、スマート申請としてオンラインで行うことができます。

総務課
(44-0300)

－

10 白帝団地
　各種申請用紙をPDF化してホームページに掲載し、メールで受
付てほしい。

　現在、市で手続きに必要な各種申請用紙については、オンライン
で手続きができるよう順次準備を進めています。その中で、町会長
に関係する申請書類は36種類あり、そのうち、21種類については、
今秋にはオンライン化できる見込みですので、申請が可能となりま
したら、ご案内いたします。

地域協働課
(44-0349)

－

11 中々切西

　今回の町会長からの質問・要望が10件であるが、個人的には
少ないと思う。犬山市の町内会数が317あり、わずか7町内会
で、2％くらいである。もしかしたら無駄だと思い、質問を出し
ていないかもしれないが、この件数をどう思われているか。

　意見交換会は、本日（8月5日(金)）と7月31日（日）の2回実施
し、前回は25名の出席で37の質問があり、今回も合わせると、出さ
れた質問・意見は47件となります。
　去年と一昨年はコロナの影響で開催せず、文書での質問受付、回
答配布を行っており、単純に比較はできません。(市民部長兼防災
監)

　コロナ前も意見交換会は実施していましたが、数多くの意見が出
ていたわけではありません。今後の意見交換会の在り方や意見の吸
い上げ方は工夫していきます。(市長)

地域協働課
(44-0349)

8月5日

12 前原台６

　以前は「広報」も「議会だより」も縦書きであったが、「広
報」が横書きに変わった際に「議会だより」も一緒に変えてほ
しいと求めたが、対応してもらえなかった。左右反対となり配
りづらいため、何とかできないか。

　「議会だより」は、議会の広報委員会にて作成しています。同委
員に対し、文字方向、ページの開く方向など、少しでも見やすく、
読みやすいものとなるよう、ご意見を伝えていきます。(議会事務局
長)

議事課
(44-0307)

8月5日

13 赤坂
　新郷瀬川の河川改修はこれで終わりか。また、桜の木がある
が、その木の植え替え等の計画も聞きたい。

　県施工による新郷瀬川の河川改修は、富士橋まで進んでおり、今
後、河川改修に合わせ、富士橋の橋梁改修も予定しています。これ
らの工事が完了すると、河川が拡幅され、さらに安心していただけ
ると思います。なお、新郷瀬川は県の管理している河川で、のり面
に桜を植えると河川に対する影響が大きく、新たに植えることは困
難とのことであり、植え替え等の計画はありません。（都市整備部
長）

整備課
(44-0332)

8月5日
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14 朝日ケ丘第二
　4月に、紙の広報をやめてインターネットベースにするという
話ではなかったか。
　また、広報を業者にまかせると安くなるのか。

　町内すべての方がデジタル化された広報誌を見ることができるわ
けではないため、紙の広報をやめるというのは、現段階では難しい
と考えています。(市長)

　現在検討している手法では、広報の毎月の発行回数は減ります
が、町内会に未加入の世帯（市民の約2割）も含め、すべての世帯に
広報を配達する形となり、発行部数は増えます。
　また現状で、広報の仕分け・配布作業等を担っている町内会に対
して支払う「行政連絡事務等委託料」については、広報の仕分け・
配布にかかる費用の削減の一方で、地域における福祉や防災等の活
動に関わる労力に対する費用を新たに加算する等の積算根拠の見直
しも予定しており、総合的に考えると市の負担額は増えることにな
ります。（経営部長）

企画広報課
(44-0311)

地域協働課
(44-0349)

8月5日

15 朝日ケ丘第二

　コミュニティバスは、幅が狭く、足の不自由な人は乗降しに
くいため、危険ではないかと思い、市に問い合わせたところ、
車両の改造が必要なため、難しいとの回答であった。
　誰も乗っていない場合、コミュニティバスに自転車を載せる
ことはできるか。また、将来的にトランクのある車両の導入は
予定しているか。

　33人乗りの大型コミュニティバスは、車いすの方にも利用いただ
けるよう、車いす用のスペースと車いすを固定する金具が付いてい
ます。現在は、パワーゲートタイプの車両がないため、車内が空い
ているときは、乗務員が介助をしています。
　自転車については、空きスペースがあり、折りたたみ式の自転車
でかつ収納袋に入っている状態であれば、手荷物扱いとしてバスに
載せることは可能です。
　また、コミュニティバスは車種が限定されるため、トランクのあ
る車種が選択できる場合は、導入の可能性もあります。(市民部長兼
防災監)

防災交通課
(44-0347)

8月5日

16 勝部１
　障害のある方や高齢者でごみを捨てに行くことが困難な人に
対し、市が直接収集するなど対策は考えているか。

　粗大ごみは戸別収集していますが、収集職員が家の中や敷地に入
ることは、様々な課題があるため困難であり、民生委員等に協力を
お願いしている状況です。(経済環境部長)

　要介護手帳や障害者手帳をお持ちの方は、シルバー人材センター
で、1袋100円で家からごみ集積場まで運ぶという支援を行っていま
す。(健康福祉部長)

環境課
(44-0344)

8月5日

17 勝部１

　以前、蛍光管が収集されず市に問い合わせたところ、LEDとそ
れ以外では収集ケースが異なり、正しく入れてなかったため、
収集しなかったとのことだった。わかりやすい区別の仕方を周
知してほしい。

　新しいタイプの蛍光管も随時発売されますので、簡単に区別でき
る方法を周知していきたいと思います。(経済環境部長)

環境課
(44-0344)

8月5日
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18 勝部１

　最近の雨は雨量が多く、田んぼや用水路と道路の境がわかり
づらく落ちる危険がある。何か対策を考えているか。用水路に
蓋をするのが簡単だと思う。

　豪雨により道路と水路の境がわからなくなる危険個所を認識する
必要があるため、豪雨・増水による危険個所の更なる把握に努める
とともに、最良な安全対策に努めます。(都市整備部長)

土木管理課
(44-0335)

8月5日

19 前原台６
　当町内会は反対が多くて応募できなかったが、デマンドバス
の募集はどうだったのか。

　デマンドバスは、今年度に実証実験を前原台と今井地区、池野地
区を対象として行う予定です。運行事業者や進め方が決まり次第、
改めて周知します。(市民部長兼防災監)

防災交通課
(44-0347)

8月5日

20 大橋

　コミュニティバスに人が乗っているのを見たことがない。福
祉政策でもあり、やめることはできないと思うが、費用は月に
いくらかかっているのか。帰りの待ち時間が長いという話も聞
く。
　また、利用料金はいくらか。

　以前は、週に3～4日の運行でしたが、現在は祝日を含む月～金曜
に、バス8台8路線の運行を行っています。運転手の人数の関係上、
運行間隔が1時間から2時間となっており、待ち時間が長くなる場合
があります。
　来年の12月に5年ごとの再編の時期を迎えるにあたり、現在、町会
長を対象にアンケートを実施していますので、さらに使いやすくな
るよう改善していきたいと考えています。
　また、利用が少ない場所もありますが、今後の高齢者増加も見据
え、さらに利用しやすくなるよう検討していきます。
　令和3年度のコミュニティバスの運行経費は、運賃収入を差引き、
年間で約6,400万円、月額にして約533万円となっています。
　なお、バスの乗車料金は、1日乗り放題で200円です。(市民部長兼
防災監)

防災交通課
(44-0347)

8月5日

21 上野住宅

　広報の月1号化はよいと思うが、内容が古くなるということで
今まで2回だった。広報以外に議会の報告書や募金等の回覧があ
るが、それらも業者が配布するのか。
　議会の手帖や募金は毎月ではないので、きちんと合わせてほ
しい。
　また、月1回なら町内会で配布してもいい。

　広報紙や議会の手帖など各戸配布するものは、民間事業者に依頼
する方向で検討しています。なお、回覧等については、今後も町会
長に配布をお願いする予定です。(経営部長)

　広報配布が可能な町内会は自分達で配り、その他は民間事業者で
配るという形での実施は困難であるため、ご理解をお願いします。
(市長)

企画広報課
(44-0311)

総務課
（44-0300）

8月5日
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22 上野住宅

　20年以上空き家になっているところがある。2年に1回空き家
調査に協力しているが、フィードバックがなく、調査結果が何
に使われているのか不明である。
　更地になると税金が高くなる問題もあるが、市はどう考えて
いるのか。

　この調査は、空き家が犬山市全体でどの程度あるのかを把握し、
利活用に向けた働きかけを行うためのものです。
　空き家の定義は非常に難しいですが、空き家が適正に管理されて
いない場合は、市から所有者に対して適正に管理していただくよう
に働きかけも行っています。
　また、税金の控除（住宅用地に対する課税標準額の特例による軽
減）は、家が建っている場合に受けられます。しかし、特定空家と
して勧告を受けた危険な空き家については、この控除が受けられな
くなるため、所有者にお伝えして改善に向けた指導をしています。
(都市整備部長)

都市計画課
(44-0331)

税務課
(44-0315)

8月5日


