
 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月５日 

担当課 維持管理課 

内 容 
大山寺に新しく出来た高架の下にバスケットコートを作ってほ

しい。 

回 答 

高架下の利用方法については、まちづくりや賑わい創出などの観点

から地域の要望などを取り入れながら進めていきたいと考えておりま

す。 

今回ご提案いただいたバスケットコートについては、今後検討して

いくための貴重なご意見とさせていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月６日 

担当課 商工農政課 

内 容 

岩倉市のお花見に３歳の娘と一緒に行ったのですが、ご当地キャ

ラのい～わくんと一緒に写真を撮って名刺をもらい、寝るときもそ

の名刺を握りしめて寝ています。またい～わくんの居るところにぜ

ひ遊びに行かせていただきますので、暑い時期になっていきますが

スタッフさんも頑張ってください。 

回 答 

岩倉桜まつりでは、い～わくんとふれ合う中で、い～わくんを好き

になってもらえ、い～わくんとスタッフ共々大変嬉しく思っておりま

す。 

また、温かいご声援をいただき、ありがとうございます。 

い～わくんは、これからも色々な場所で岩倉市のＰＲをする活動を

していきますが、その活動スケジュールは、い～わくんの Facebook

や Twitter 等でお知らせしますので、機会がありましたら、ぜひい～

わくんに会いに来てください。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月７日 

担当課 行政課 

内 容 証明写真の機械を庁舎内市民窓口課付近に設置してほしい。 

回 答 

証明写真機につきましては、市内の商業施設にもいくつか設置され

ており、庁舎に設置いたしましても、たくさんの利用は望めないと思

われます。また、庁舎内のスペースにもあまり余裕がございません。 

こうしたことから、証明写真の機械を庁舎に設置することは考えて

おりません。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月１０日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

犬山市・扶桑町・江南市・大口町・小牧市・春日井市・岩倉市・

北名古屋市・豊山町で方言を調査し、尾北弁辞典を出版してはどう

か。 

回 答 

方言は、その地域に生活する人々の考え方や歴史、風土が長い時間

をかけて蓄積する中で形成されてきた言語であり、それ自体文化的価

値を有しています。 

本市では、岩倉市史の下巻において方言について記述しており、独

特の表現やその使用例を収録し販売しております。 

現在のところ、方言について改めて調査し、尾北弁辞典として出版

する考えはありませんが、何らかの機会を捉えて他市町と情報交換で

きればと思います。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月１７日 

担当課 秘書企画課 

内 容 

石仏駅について、改修工事の予定はありませんか。 

高齢化社会を迎える中で、長い階段と狭いホームは危険なため、

一日も早い工事をお願いします。 

回 答 

石仏駅の駅舎、改札、ホーム等の施設は、名古屋鉄道の所有する施

設ですので、岩倉市が工事をすることはできません。 

石仏駅のホームの拡幅、手すり及びスロープの設置などを含むバリ

アフリー化や東口改札の設置については、関係区長様の連名で要望書

が提出されています。 

岩倉市としては、市民の皆様の利便性の向上や安全確保の観点から、

岩倉市も含めた近隣市町で構成する広域的な交通網対策の推進を図る

ための協議会を通じて、名古屋鉄道に対して毎年継続して要望してい

ます。 

また、岩倉市単独でも直接名古屋鉄道に出向いて要望するなどして

いますが、現時点で石仏駅改修の見込みは立っていない状況です。 

引き続き、名古屋鉄道に対して、石仏駅バリアフリー化と東口改札

の設置について、要望してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年４月２７日 

担当課 環境保全課 

内 容 

大矢公園をはじめ、周辺のカラスが大量に発生しており、鳥ふん

や鳴き声なの騒音等大変なことになっています。なんとかしていた

だけないでしょうか。 

回 答 

ご指摘をいただきました地区については、付近のごみ集積場所を狙

って多数のカラスが集まり、鳥糞や鳴き声も見受けられる地区のひと

つであります。市ではこの間、ごみ集積所が荒らされないように、防

鳥ネットや看板の設置・改修、定期的な見廻り・清掃など、特に重点

的に対策を施してきたところであります。 

その一方で、ごみ出しのマナーが改善されないこと（ネット内にご

みを入れてもらえない、ごみ出し時間を守ってもらえない等）が原因

で、被害が十分抑制されていない状況となっています。このような状

況から、市としましては、ごみ出しのマナーを住民の皆さんに守って

いただくことが最も大切なカラス対策であると考えます。 

集積場所については、利用マナーを守っていただくことによって対

策がより効果的なものになると考えますので、地元行政区と協力しな

がら、注意喚起看板の設置や回覧板などを用いて、ごみの出し方に対

する啓発活動を続けていくことで、カラスによる被害の減少に努めて

まいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年５月９日 

担当課 維持管理課 

内 容 

天王公園で小学校高学年から中学生と思われる子どもたちが頻

繁に野球やサッカーをしているが、公園は小さい子どもも遊んでい

るため危険である。また、ボールが公園外に飛び出し、駐車してい

る車に当たったり、ボールを取るために民家に無断で入ったりして

いる。野球、サッカーなどボールが遠くへ飛んでいくような遊びは

禁止してほしい。禁止できないのであれば、小中学校でボール遊び

は他人の迷惑になり、事故の危険があることを説明し、子どもたち

が理解するよう指導してほしい。 

回 答 

公園は、小さなお子様から、お年寄りまで様々な市民の方にご利用

頂けるよう、条例をはじめとし使用上のルールを定めて管理していま

す。 

ボール遊びについては、そのルールの中で明確な禁止行為とはして

おりませんが、他人の迷惑となったり交通事故の恐れのある行為であ

りますので、パトロールを強化し、小中学校からも指導するように致

します。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年５月２６日 

担当課 学校教育課 

内 容 小中学校へのエアコン設置について検討してほしい。 

回 答 

学校へのエアコン設置の件につきましては、これまでにも様々なご

意見をいただいており、教育委員会としても教育環境の整備の面から

課題であると考えています。 

現在、エアコンの設置については検討しているところですのでよろ

しくお願いします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年６月７日 

担当課 行政課 

内 容 

４月１２日午後２時２０分頃に来庁したところ、職員が駐車場の

整理を行っていた。職員は市民業務に専念すべきで、コストの無駄

である。今一度「駐車場の管理の在り方」を議論する必要がある。 

回 答 

４月１２日は、駐車場が混雑していたため、午後２時から午後２時

５０分まで、行政課職員が整理に当たっておりました。職員が、通常

業務を中断して駐車場の整理に当たることは、業務の効率上、好まし

いことであるとは考えておりませんので、引き続き、駐車場管理のあ

り方について検討してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年６月１６日 

担当課 学校教育課 

内 容 

五条川小学校で児童がファイヤーダンスを行う際に、消火器の準

備が見当たらなかった。児童の安全を確実に守るために緊急時に備

えての準備が必要ではないか。 

回 答 

五条川小学校では、ファイヤートワリングの実施にあたり、水で濡

らした新聞紙の準備、散水ホースの蛇口を開栓状態にしておく等、緊

急時の散水に備えて教員が待機していました。また、児童のシャツや

バンダナを水で濡らしておいたり、教師によるリハーサルを行ったり

して、事故防止のための事前準備を慎重に行っています。市内の各小

中学校においても同様に水の入ったバケツや火消し用布の準備等を行

い、万が一の事故に備えています。 

ご意見をいただきました消火器の準備については、学校によって取

り扱いが様々でしたので、火気を伴う活動には準備するように統一し

たいと思います。 

今後も児童生徒の安全確保に万全を期すために様々な面から安全対

策を行ってまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年６月２２日 

担当課 長寿介護課 

内 容 

救命バトンがほしかったが、対象外のためもらえなかった。救命

バトンをできる限り広くの希望者に配布ができるようにしてほし

い。 

回 答 

ご意見を元に対象者を検討した結果、以下のとおり対象者の範囲を

拡大することとしました。 

① 市長が認定したひとり暮らし高齢者 

② ①以外のひとり暮らしの高齢者のうち希望者 

③ 高齢者のみの世帯のうち希望者 

④ 障害、病気等で特に健康状態に不安を抱える者のうち希望者 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年６月２３日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

総合体育文化センターで子ども（年少）が遊べるかなと親子リズ

ム室を使おうと思ったところ、土曜は小学校１～３年生の無料開放

日だからと利用を断られました。 

なぜ、３年生以下ではなくて、１～３年の利用に限定しているの

ですか。その時の受付の方の話では、小学生の子と一緒なら使って

もらっていいんだけど…と言われ、ますます理解に苦しみます。 

また、親子リズム室を利用する時に、入口に名前、電話番号、小

学校名を記入する用紙が置いてあるが、個人情報をあのようにさら

け出しておくのもどうかと思います。（卓球場も同様） 

回 答 

親子リズム室の利用についてですが、現在の運用では、土曜開放日

以外の通常時にご利用いただける対象者は、小学１年生から３年生ま

でとその保護者、また未就学児（保護者の付き添いが必要）です。 

今回ご意見いただきました土曜開放日のご利用（春・夏・冬休みを

除く学校休業日の午前中（９時～12 時））については、元々土曜日の

学校休業に伴う子どもの居場所づくりの一環として無料開放している

ことから、ご利用いただける対象者については、市内に住む１年生か

ら３年生とその保護者（児童だけでも可）とさせていただいています。

従いまして、今回窓口の職員が申し上げたことには、一部誤りがあり

ました。ここにお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただき

たく存じます。 

土曜開放日の卓球室及び親子リズム室を利用する際に、それぞれ部

屋の入口に氏名、電話番号などを記載していただく用紙を設置してお

りましたが、現在は受付窓口で、個別にご記入いただくように運用を

変更しました。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月４日 

担当課 環境保全課 

内 容 
ｅ－ライフプラザでスプレー缶の穴あけ器を貸してもらえない

か。 

回 答 

岩倉市では、スプレー缶やカセットボンベ等については「各家庭で

使い切り火の気がなく風通しのよい場所で穴をあけてガス抜きしたも

のを缶類として排出する」ことが原則となっています。 

穴をあけていない状態で e‐ライフプラザに持ってきてしまった場

合は、職員の指導のもとでご本人に穴をあけていただくこともござい

ますが、穴をあけない状態で持ち込まれることをはじめから前提とし

ているわけではなく、あくまで「各家庭において穴をあけていただい

てから持ち込んでいただく」という原則を補完するものとして穴あけ

器を用意しているものです。また、多くの方が利用する e－ライフプラ

ザでは、穴をあけたときに中身が噴出してトラブルの元となるリスク

が伴うという面からも、各家庭においての穴あけをお願いしていると

ころです。 

市のごみ出しルール及びｅ－ライフプラザの安全なご利用という点

からご家庭での穴あけをご指導させていただいていることについて、

あらためてご理解いただき、今後もご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月６日 

担当課 長寿介護課 

内 容 
名古屋市で実施している電車、バスの無料乗車券事業を岩倉でも

実施してほしい。 

回 答 

名古屋市で実施している敬老パスは、名古屋市の市バス、地下鉄、

あおなみ線、ゆとりーとラインの無料乗車区間において乗車できるも

のであり、市バス、地下鉄等の路線が多い名古屋市内においてはとて

も便利なものとなっています。 

岩倉市の場合、名鉄犬山線と岩倉駅を起点に一宮方面と小牧方面へ

の名鉄バス路線のみのため、名古屋市の敬老パスのようなものは現在

のところ実施の予定はありません。 

なお、岩倉市では、85歳以上の人に対してタクシーの基本料金と迎

車料金を助成するすこやかタクシー助成事業や、65歳以上の人等が１

回 300 円で利用できる予約制の乗り合いタクシーであるデマンド型乗

合タクシー事業等を行っております。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月６日 

担当課 環境保全課 

内 容 岩倉市内に EV充電（急速）機を、まずは市役所に。 

回 答 

電気自動車の普及は、二酸化炭素の排出抑制や石油依存度を低減し、

低炭素社会の実現と地球温暖化防止に役立ちます。本市におきまして

も電気自動車４台を配置し、低炭素社会実現に向けて取り組んでいる

ところです。 

電気自動車が普及するにつれ、EV 充電設備の整備拡大も必要になる

と考えていますが、現時点では公共施設などへの設置計画はなく、調

査研究をしている段階です。 

ご提案のありました市役所への設置につきましては、設置スペース

などの課題もあり、現状では設置は難しいと考えています。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月１０日 

担当課 環境保全課 

内 容 燃やすごみは、生ごみ以外ならいつの時間でも出してよいのか。 

回 答 

「ごみ出しの時間」につきましては、長時間ごみを出した状態にな

りますと集積場所の環境が悪化し、近隣住民の方々にご迷惑をおかけ

するとともに、さらなるルール違反の助長につながります。そのため、

市のルールでは、収集日の前日や前々日などではなく、収集日当日の

朝８時３０分までに出していただくようお願いしています。また、市

から地区にお渡ししている集積場所の看板にも「収集日当日の朝８時

３０分までに」との記載をしております。 

ごみ出しルールにつきましては、リーフレットの配布や広報紙等で

の紹介、地区への説明会等で周知してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月２４日 

担当課 危機管理課 

内 容 
春日井・一宮線の岩倉団地交差点までの各信号交差点において、

朝の通勤時間帯は右折禁止の通行規制を実施してほしい。 

回 答 

ご意見をいただきました場所につきましては、通行量が多く、朝の

通勤時間帯はとくに混雑しているような状況です。 

ご提案の右折禁止規制に関しましては、右折を禁止された車両が他

の交差点に集中するなど、周辺において新たな交通障害を生じる可能

性もあります。 

市としましては、江南警察署に対して現状を説明し、交通の流れが

円滑になるような改善策の検討を要望してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月２４日 

担当課 秘書企画課 

内 容 

いわくらしやすい１０９の理由を募集しているが、不便なことな

どを聞く「くらしにくいアンケート」をとり、くらしやすく改善し

てはどうか。 

回 答 

本市では、市民の皆様からの提案・意見をお聞きする手段として、

市民参加条例に規定されたアンケートや政策提案制度などに加え、市

民の声・私の提案制度、タウンミーティング制度、市政モニター制度、

いどばた広聴といった多様な広聴の仕組みがあります。これらの仕組

みを通じていただくご意見には、「くらしにくい、改善して欲しい」と

いうものもあり、そのようなご意見に対しては、改善すべきものは可

能な限り速やかに対応するよう努めています。 

ご提案にあります「くらしにくいアンケート」の実施についてです

が、本市では、5 年に 1 度、市民の皆様の市政に対する評価や要望を

把握し、また、市政全般の成果を検証し、今後の市政運営に反映する

ための基礎資料を得ることを目的に、無作為で抽出した 4,000 人の市

民を対象に「市民意向調査」を実施しています。この調査では、施策

の満足度と重要度をお聞きし、その結果を市政運営に反映させるよう

に努めています。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月２４日 

担当課 危機管理課 

内 容 夢結橋の下に駐輪場を作って欲しい。 

回 答 

現在、大山寺駅周辺については、駅南側駐輪場に常時空きスペース

がある状態です。 

また、夢結橋から大山寺駅までは徒歩による移動距離があり、整備

による効果はあまり得られないと考えられます。 

市といたしましては、現在のところ、新たに駐輪場を増やす計画は

ありません。現在ある駐輪場の有効活用に努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年７月２６日 

担当課 維持管理課 

内 容 
五条川沿いでのバーベキュー台を設けた広場（公園）を設置して

ほしい。 

回 答 

広場（公園）は、子供からお年寄りまで幅広い年代の方がいつでも

安全にご利用いただける施設であることが理想と考えております。 

バーベキューとしての利用となると、市街地以外のところであって

も、アルコールの摂取、ごみや煙、騒音等が想定されるため、管理人

を常駐させる必要が生じるなど、管理をしていく上での課題もあるこ

とから、現段階ではバーベキューの利用が可能な広場（公園）を新た

に設ける予定はありません。 

参考までに、近場でバーベキューの利用が可能な施設としては、そ

れぞれの施設で利用上の要件はあると思いますが、「希望の家」と、小

牧市にあります「五条川左岸浄化センター」がありますので、そうい

ったバーベキューの利用可能な施設をご活用いただきたいと考えてお

ります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年８月３日 

担当課 協働推進課 

内 容 
岩倉市内で行われている行事やイベントを広く市民に伝えては

どうか。 

回 答 

現在、市内の行事やイベントについては、広報いわくら及び岩倉市

公式ホームページでお伝えしているほか、「ほっと情報メール」による

イベント情報の配信サービス、フリーペーパーへの情報掲載、各地区

の掲示板へのポスター掲載などによりできるだけ多くの人の目に留ま

るよう努めています。今後もより多くの人に岩倉市の魅力を伝えられ

るように情報伝達手段を工夫し、市内・市外へ情報発信していきたい

と考えています。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年８月７日 

担当課 福祉課 

内 容 

「障害者へのタクシー券の配布に関して」 

・障害者タクシーの配布枚数が少ない。 

・初乗り運賃だけの補助では、利用価値が無い。 

・他市町村では、ガソリン代等への交換も行っている。 

回 答 

心身障害者福祉タクシー料金助成につきましては、外出困難な障害

者の方に対し、生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るため、

タクシー利用料金の一部助成として、一人につき月３枚とし、年間 36

枚交付をしているところでございます。配布枚数を増やすことについ

ては、事業費を増やすことから少し難しいと考えています。 

助成の額につきましては、岩倉市は、初乗り運賃及び迎車料金に相

当する額を助成しており、ガソリン代等への交換につきましては、現

状導入しておりません。 

近隣市町の状況につきましては、基本料金のみの助成となっており、

また、小牧市や清須市などは、ガソリン費用の助成か、タクシー料金

の助成のどちらかの選択になっております。 

本制度は、社会参加と生活範囲の拡大を図るため、利用者の一部を

助成しているという趣旨からご理解頂きますようお願いいたします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年８月１６日 

担当課 危機管理課 

内 容 
アピタ南側で死亡事故が発生したが、今後、二度と事故が起きな

いように対策してほしい。 

回 答 

ご意見いただきました場所につきましては、先日、警察立会いの下、

事故対策について検討してきたところです。 

この道路は県道であるため、管轄している一宮建設事務所が路面標

示等のハード面での整備を検討しています。また岩倉市といたしまし

ても、スピード抑止や歩行者・自転車の横断に対する注意喚起看板の

設置を行う予定です。 

平成 29年に入り、市内で死亡事故が相次いで発生しております。市

としましても、今回ご意見いただいた場所だけでなく市内全域で交通

事故が発生しないよう、引き続き交通安全対策を図っていきたいと考

えております。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年８月１７日 

担当課 維持管理課 

内 容 

市内の公園の水道は手でひねっている間だけ出るようになって

おり、子どもの手を洗ってあげる時など片手でしか洗ってあげられ

ない。節水式の蛇口は他にもあるはずなので、改善してほしい。 

回 答 

これまでは、いたずらなどによる水の出っぱなし防止のため、比較

的安価で故障の少ない現在の蛇口を採用しています。片手がふさがら

ないようなものをとのことですので今後は、押しボタン式についても

検討させて頂きます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年８月２８日 

担当課 健康課 

内 容 

けん診ガイドを見ても、胃がん検診当日や前日どのような事に気

をつければいいのか分かりません。初めて受診する人にも分かるよ

う、予防のコメントより、検診前に何をすべきかを記載してくださ

い。 

また、個別説明のページが見にくいです。もう少し簡潔に分かり

やすくしてください。 

回 答 

胃がん検診につきましては、前日の食事制限もあることから、検診

前の注意事項等について、電話受付時に説明することを再度徹底しま

す。今後は、受診にあたっての注意書を窓口でお渡しできることをご

案内し、けん診ガイドやホームページにも検診前の注意事項を掲載し

ていきます。 

また、けん診ガイドについては、見やすくなるよう工夫してまいり

ます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年９月２５日 

担当課 秘書企画課 

内 容 
給食センター跡地に鳥居松公園のような地域自治会運営のプー

ルにしてはどうか。 

回 答 

旧学校給食センターの跡地利用については、岩倉市市民参加条例に

基づき、市民討議会、意見交換会（五条川小学校区）、パブリックコメ

ント手続きを実施した上で、市としての方針を決定する予定です。 

現在、市民討議会において、活用方法について検討をしており、討

議会の検討結果、意見交換会での意見、今回いただいたご意見も含め

て、総合的に判断させていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年９月２５日 

担当課 商工農政課 

内 容 

岩倉の魅力を発信するため「いわくらしやすい 109の理由」をそ

の中心に据えるのはよくわかりますが、これはあくまで転入促進

（岩倉の認知度を高める）策であり、転出防止を考えるなら、逆に

岩倉市のマイナスの部分を取り上げ、それをどのように解消するの

か、市として真剣に検討している姿勢をアピールすることも必要で

はないでしょうか。今の時代、良いところだけをアピールするだけ

では不十分のような気がしますが、いかがでしょうか。 

回 答 

岩倉市では、平成 28 年度から岩倉市の魅力を発信するシティプロモ

ーション事業に取り組んでいます。 

「いわくらしやすい 109 の理由」の募集については、岩倉の魅力を

市外の人にお伝えし、転入を促進するということだけではなく、現在、

岩倉に住んでいる市民の皆さんに岩倉の良いところを考えていただ

き、その良さを皆で共有しながら、岩倉で暮らすことの魅力を再発見

していただくこと、また、その中で岩倉への愛着を感じていただき、

転出を減らすということも目的としております。 

ご提案をいただきました「岩倉市のマイナスの部分を取り上げて、

それをどう解消するかをアピールする」という内容ですが、マイナス

面でも改善できるところは対応し、その内容を市民の皆さんに積極的

にお伝えすることが、とても重要であると考えています。今後とも広

報等を通じて、様々な情報発信に努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月４日 

担当課 行政課 

内 容 

エスカレーター下の児童コーナーにおいて、小学４～６年生の男

子グループがお菓子を食べながら携帯ゲームや宿題をしている。小

さい子が遊ぶためのスペースであるということを知らせることは

できないか。 

回 答 

１階児童コーナーに、適切な利用を促す張り紙を掲示しました。 

平日の業務時間中は、子どもが誤った利用の仕方をしていることに

１階の市職員等が気付いた場合は行政課職員に連絡するようにし、注

意するよう努めます。 

お菓子を食べながら携帯ゲームや宿題をしている状況は適切ではな

いと考えておりますので、今後も不適切な利用の仕方をする子どもが

いなくなるよう対策を講じてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月４日 

担当課 学校教育課 

内 容 

不登校児童生徒の教育をしていきたいと考えている。自分一人で

は上手くやれないと思うので、岩倉市と連携してできないかと思う

が、岩倉市教育委員会はどのように考えているか。 

回 答 

現在、教育現場の課題の一つとなっております不登校児童生徒に対

する支援につきまして、積極的なご意見をいただきありがとうござい

ます。 

本市におきましても、不登校児童生徒を対象に様々な事業に取り組

んでいるところです。これから実施をしていきたいという事業につい

て、具体的なお考えがありましたら、一度お話を聞かせていただきた

いと思います。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月１０日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

保育園の運動会が延期となったが、天気予報では運動会開始時刻

までには雨がやむ予報となっていたこともあり、開催すべきではな

かったか。 

昨年も同様の天候であったが、保育士が保護者と協力し、園庭の

水気を雑巾などで拭き取り、開始時刻を遅らせて開催された。 

延期となった場合の振替日についても、平日開催となると働いて

いる保護者にとっては都合を合わせにくくなり、最悪の場合、練習

を重ねた子ども達の成長を見ることができなくなることもある。 

回 答 

・昨年度は午前７時の時点では、雨が上がっており園庭の状態もある

程度見通しができたため、保護者の皆様のご協力をいただき開催でき

ました。平成 29年度につきましては、前日の雨量が多かったこともあ

り、吸水のための巨大スポンジを全園に準備して臨んでおりましたが、

予報では雨が上がる見込みであった一方で、午前６時ころから雨脚が

強くなり７時の時点でも降り続けていました。 

 

・当日に実施しないこととなった場合には仕事に行くこととしている

保護者の方もいらっしゃることから、判断を行う時刻を午前７時より

遅らせることはできない状況でした。 

 

 以上のことから、午前中に雨が上がったとしても７時の時点では開

始時刻の見込みが立てられなかったこと及び、児童が安全に競技を行

えるという保障ができないことから延期という苦渋の判断をさせてい

ただきましたのでご理解いただきますようお願いいたします。 

なお、延期となった場合の振替日につきましては、ご指摘いただき

ましたとおり来年度以降は、保護者の皆様のご都合が合わせやすい日

程を検討させていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月１６日 

担当課 福祉課 

内 容 
ストマ用具の給付に関して、具合が悪い時には、当月申請を有効に

してほしい。 

回 答 

当月申請につきましては、事情を考慮して柔軟な対応ができるよう

改善させていただきます。 

また、ストマ装具につきましては、２か月分ごとに給付券１枚を交

付しているところですが、手続きの利便性を考慮しまして、申請１回

につき、給付券は３枚（６か月分）まで一括で交付することもできま

す。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２３日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

生涯学習センターへ子どもと遊びに行ったときに少し冷えるの

で「暖房を入れてください」とお願いしたところ、「時期的に暖房

も冷房も要らない時期で、部屋の温度計も２１度あるので必要な

い」と言われた。 

回 答 

センターでは、皆様に快適にご利用いただけるよう、季節などに応

じて適切な室温管理に努めています。利用される皆様からのご要望に

も可能な限りお応えできるよう空調管理を行っていますが、暑さや寒

さの感じ方は人によって異なります。そのため、必ずしもご要望にお

答えできない場合もございますので、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２３日 

担当課 危機管理課 

内 容 

大雨の度に川の水が溢れて、非常に困っています。 

みんなが安心して暮らせるように、川が溢れないよう対策をお願

いいたします。 

回 答 

平成 29年度は７月、８月に犬山での記録的な大雨の影響を受け、五

条川沿いでは、東町、八剱町などで床上浸水、床下浸水の被害が発生

しています。五条川の溢水を抜本的に改善するには河川の改修が必要

であると考えています。五条川は愛知県の管理する河川のため、県が

河川改修計画に基づいて下流部から順番に改修工事を行っています。

岩倉市としても早期に工事が実施されるよう機会をとらえて要望をし

ているというのが現状です。 

また、近年はゲリラ豪雨の増加により急激な河川の増水や道路冠水

が起こりやすくなっており、市だけでの対応は非常に困難になってき

ているため、台風や大雨の際に住宅が浸水する心配のある方には、事

前に消防署でお渡ししている土のうを活用し、備えていただくなど広

報やホームページでお願いしています。 

引き続き、五条川の溢水についての有効な対策については検討をさ

せていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２４日 

担当課 危機管理課 

内 容 

岩倉団地近くの矢戸川にもホームページで確認できる水位監視

カメラの設置をしてほしい。また、五条川にも水位監視カメラを増

設してほしい。 

回 答 

五条川に設置しています水位監視カメラにつきましては、プライバ

シーの問題に配慮し、個人の映りこみがないような画角でホームペー

ジにより市民の方に情報提供をしています。 

矢戸川についても設置する場合は、こうしたかたちで管理、運用が

必要になりますが、設置に適当な場所があるかの検討や、設置場所に

ついては矢戸川を管理する愛知県との協議も必要となります。今回の

ご意見を参考に費用面も考慮しながら検討をさせていただきたいと考

えます。 

なお、五条川の水位監視カメラの増設につきましても上記と同様の

回答となります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２６日 

担当課 長寿介護課 

内 容 
高齢者が作品を作ったり、展示したりする場所があるとよい。 

自作のオーディオ作品を出したり、人に見てもらう場所がない。 

回 答 

市では岩倉市老人クラブ連合会主催の作品展があります。毎年、書、

工芸、絵画、手芸等様々な作品を募集し、8月中旬に期間を定め、多世

代交流センターさくらの家と南部老人憩の家で、１年おきに場所を変

え展示し、優秀作品には表彰の機会を設けております。 

また、11 月３日の文化の日を含めた４日間にわたり、市の総合体育

文化センターにて実施しております市民文化祭でも様々な作品を募集

し、市民展、美術展を開催し、皆様に鑑賞していただいているところ

です。   

なお、生涯学習センターや市役所の２階等でも市民ギャラリーがあ

りますので、生涯学習課に申請していただきますとご利用できます。 

松本様の自作のオーディオ作品の展示については、前述しました公

共の場でご利用が可能と思われますので、よろしければ、一度ご相談

ください。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２６日 

担当課 協働推進課 

内 容 
乗り合いい～わ号を土日も運行してほしい。  

病院やイベントに行くのに利用したい。 

回 答 

デマンド型乗合タクシーは、移動困難者の病院等への移動を支援す

るとともに、「公共施設の利便性の向上」「高齢者、障害者、子育て世

帯の社会参加の促進」のため運行しています。 

昨年度実施したデマンド型乗合タクシー登録者アンケートからも、

土日の運行のご希望があることは承知しておりますが、既存の公共交

通との共存を図るため、公共交通会議において十分に協議し、費用面

や必要性を総合的に判断した結果現在の運行となっております。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月２６日 

担当課 環境保全課 

内 容 燃やすごみの袋を４０ℓの容量で、より丈夫なものにしてほしい。 

回 答 

「ごみ袋の容量」につきましては、平成 27 年４月から本市のごみを

処理している小牧岩倉衛生組合の焼却施設が更新されたことにあわせ

て材質や形状について変更を行っています。また、ごみ袋作成にあた

っては、近隣自治体で採用されている一般的な形状・強度の規格とさ

せていただいております。 

なお、ごみ袋の容量等につきましては、小牧岩倉衛生組合や小牧市

との調整が必要なため単独では変えられませんが、市民の皆様の意見

を聞きながら将来的には今よりも大きな容量も視野に入れて検討して

いきたいと考えています。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月３０日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

学童を市内公平に小学６年生までにしてください。 

南小・東小は、すでに小学６年生まで、来年度は五条川小学校が

小学６年生まで受け入れになると伺っています。来年度、５年生に

なるのですが、受け入れがないので大変困っています。せめて、長

期の休み（夏休み・冬休み・春休み）だけでもなんとかならないで

しょうか。 

曽野小のため、学童の過渡期の間は第四児童館を利用させていた

だけると期待していましたが、残念です。 

回 答 

ご指摘のように岩倉南小学校・岩倉東小学校に加え、平成 30年４月

からは、五条川小学校につきましても放課後児童クラブの移設に伴い

小学６年生まで受け入れを拡大します。 

曽野小学校区の第三児童館、第七児童館では小学４年生までの受け

入れでお願いしています。両館共に利用者が増えてきており、学年拡

大には及んでいない状況です。 

平成 26年７月に国の方針として「放課後子ども総合プラン」が策定

され、その中に学校の敷地利用や余裕教室の活用が盛り込まれていま

す。それを受け岩倉市でも条件が整ったところから順次、整備を行っ

ているところです。移設に際しては、学校側との調整が必要となるこ

とと併せて多額な費用が伴うため全校一度にということにはいかず順

番に拡大しています。 

また、第四児童館は南小学校区の児童館として位置付けており、現

在のところクラブ開設は、考えていません。ご理解、ご協力をいただ

き今しばらく現状どおりの利用にてお願いいたします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１０月３０日 

担当課 危機管理課 

内 容 アピタ横の線路沿い「歩道」に自転車が占領していて通れない。 

回 答 

アピタ横線路沿いの道路につきましては、人通りも多く、歩行者に

とっても車両を運転する人にとっても、交通安全への配慮が特に必要

な箇所であることは承知しております。この道路は、路面に茶色や緑

色のカラー舗装がしてあり、緑色は歩行者ゾーンとして、歩行者・車

両双方の安全を図っているところです。なお、「歩道は自転車が占領し

ている。」というご意見につきましては、線路沿いのスペースは市営自

転車駐車場でもあり、駅周辺の自転車等の放置を防止するためにも必

要であると考えております。 

また、市では条例に基づき岩倉駅周辺を放置禁止区域と定め、標識、

看板等により周知しております。放置自転車等を発見した際は警告札

を貼付し、その後１時間（放置禁止区域外は３日間）を経過したもの

は速やかに撤去しております。なお、放置自転車等の返還の際に徴収

させていただいた撤去費用は、放置自転車撤去用車両の維持費、保管

場所の維持管理費などの経費の一部として充てさせていただいていま

す。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月１日 

担当課 子育て支援課 

内 容 みどりの家に自習室をつくってほしい。 

回 答 

現在、みどりの家は、平日の午前および夜間、日、祝日の夜間は、

地域住民のみなさまの文化活動やリクリエーション等の場としてご利

用いただいています。その他の時間帯につきましては自由にご利用い

ただく児童館機能も兼ね備えています。ただし使えるお部屋は、図書

室とホール、福祉ギャラリーに限らせていただいています。 

ご要望の自習室の件につきましては、現在は岩倉市図書館の他、少

し遠くなりますが、稲荷町にあります第四児童館にも用意があります。

図書館での学習時間は、開館日の午後７時まで、また児童館での学習

時間は、月曜から土曜日までの日曜祝日を除く午後５時 30分までとな

っています。一度、足を運んでいただけましたら幸いです。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月６日 

担当課 危機管理課 

内 容 
五条川の堤防に溢水対策として土のうが積まれているが、景観が

悪い。もっと景観に配慮した対策をしてはどうか。 

回 答 

五条川の平成橋（八剱町）から岩倉橋（中本町）の区間はゲリラ豪

雨等で溢水しやすい場所となっているため、防災ベンチと土のう積み

により周辺の住家等の浸水被害が発生しないように対策を行っていま

す。 

平成 29年度は７月、８月に犬山での記録的な大雨の影響を受け、土

のう積みを行っている東町、八剱町などで床上浸水、床下浸水の被害

が発生しています。五条川を管理している愛知県には、早期に対策を

行っていただくよう要望をしていますが、現在のところ、五条川につ

いては河川の改修を下流部から順次行っていくという回答となってい

ます。 

なお、五条川の土のうについては、11 月下旬に撤去をさせていただ

きました。岩倉市では引き続き、大雨や台風が発生しやすい期間の市

としてできる有効な対策について検討させていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月８日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

図書館の休館日を減らして予算をつけているが、何に使うつもり

なのか。週に一度、休館日があってもいいと思う。税金の使い途に

ついて真剣に考えてほしい。 

回 答 

岩倉市図書館は平成２９年４月から、月末を除く月曜日を開館し、

開館日数を拡大しています。また、開館日数の拡大に伴い人件費と光

熱水費の予算を増額し、図書館サービスを低下させないように努めて

います。 

勤務体制については、図書館業務に従事する者が無理のないように

シフトを組んで効率的な図書館運営を継続しています。 

月曜日を開館したことにより、曜日に関係なく図書館をご利用いた

だけるようになりました。そのことについて、利用しやすくなってあ

りがたいという声を多数聞かせていただいていますので、開館日数の

拡大により利用者の利便性の向上を図ることができたと考えていま

す。しかしながら、現状にとどまることなく、今後も利用される方の

ご意見を伺いながら、適正な開館日数等について研究してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月１０日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
市民体育祭での幼児競走の参加賞は、化学調味料や糖分の少ない

年齢相応のやさしいものを選んで欲しい。 

回 答 

岩倉市民体育祭における幼児競走での参加賞として、駄菓子の詰め

合わせをお渡ししております。 

ご意見いただきましたように、お菓子に含まれる化学調味料等を気

にされる方や、食物アレルギーのあるお子さんもいらっしゃると思い

ます。予算の都合もありますが、賞品を食べ物以外にするなど、今後

の賞品選びの参考にさせていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月１３日 

担当課 危機管理課 

内 容 自転車は左側道路端を使用してほしい。 

回 答 

道路交通法が改正され、軽車両である自転車は車道や路側帯の左側

を走行しなければならないとされております。また、歩道に関しまし

ても、標識や政令で定められている場合や「車道又は交通の状況に照

らして当該普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない」場

合以外は走行できないこととなっております。 

自転車の交通マナーや安全利用につきましては、道路交通法が改正

されるなど、全国的に広く呼びかけられています。岩倉市でも、啓発

活動等を通じて自転車の安全利用を広く呼びかけるとともに、交通安

全専門の警察官を講師に招き、安全な自転車利用に関する交通安全教

室を開催するなど、自転車利用者の交通マナー向上に努めております。 

今後も、警察・学校など関係機関と連携しながら交通安全対策に取

り組んでまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成２９年１１月１６日 

担当課 協働推進課 

内 容 
デマンド型乗合タクシーの運行形態を見直すなどして非課税世

帯の利用料金を減免してほしい。 

回 答 

運行形態につきましては、本市の 10.47 ㎢というコンパクトな市域

においては、近隣市町で実施しているような巡回バス形式よりも、直

接ご自宅へお迎えし、目的地までお連れするタクシー形式の方が、市

民の皆様により便利に利用していただけると考えております。 

また、料金につきましては、なるべく低く設定したいと考えており

ますが、一方で、既存の公共交通との共存や連携を目的の一つとして

いるため、関連機関や事業者との協議の上、現在の金額としています。 

今のところ、非課税世帯の利用料金を減免する考えはありませんが、

今後も、運行形態や料金を含め、よりよい公共交通サービスとなるよ

う努めてまいりますので、ご理解をいただきますようお願いします。 

なお、75歳以上の運転免許証返納者に対して、デマンド型乗合タク

シーの無料券を 10 枚贈呈しております。必要な手続きにつきまして

は、危機管理課でご案内しておりますので、ご確認の上、ぜひ、ご利

用ください。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１月１９日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

子育て支援センターを利用しているが、駐車場が空いていない。

図書館の利用者が長時間停めていたり、駅を利用する人が停めてい

たりするのではないか。駐車場を有料化するなどして、施設を気軽

に利用できるようにしてほしい。 

回 答 

駐車場につきましては、子育て支援センターと図書館、市民プラザ

の共用となっています。このため、どれかの施設でイベント等がある

と、たちまち駐車場は満車となり、利用者の皆様にはご不便をおかけ

しているところでありますが、現状では周辺に駐車場を確保すること

が難しい状況にありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

ご承知のとおり、図書館の利用者で長時間停められている方がいら

っしゃるのではとのご指摘につきましては、利用時間も人それぞれで

すので、一日中同じ車が止まっていることもあります。一方で駅を利

用する人などの駐車場の不当な使用がされているかもしれないという

ご指摘につきましては、現在、図書館の職員が定期的に駐車場を巡回

して、駐車場の適切な管理に努めているところです。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１月２６日 

担当課 都市整備課、危機管理課 

内 容 

県道春日井一宮線と岩倉市道北７７号線の交差点を封鎖し、住宅

地内を通る危険極まりない場所に、なぜ交差点や信号機を設置した

のですか。 

また、信号機は各地区平等に設置してください。 

回 答 

ご意見いただいた県道春日井一宮線と岩倉市道北７７号線の交差点

の件ですが、この県道春日井一宮線の整備当時、警察との協議により、

名鉄跨線橋から名古屋江南線までの間で市道との交差点への信号設置

は１箇所とし、信号交差点以外の箇所は中央分離帯で閉鎖するとの結

果となりました。信号設置する箇所については、県道の北側にある神

社（八幡社）と地元集落をつなぐルートであることから、現在の交差

点（市道北４６６号線との交差点）の位置に設置されることとなりま

した。 

しかしながら、現在の交差点の南側の市道がカーブしており狭く、

見通しも悪いことから、通り抜けの車が多い現状では交通事故の危険

性が高いと認識しております。 

そこで、岩倉市としても市道北７７号線との交差点にもなんとか信

号機を設置したいとの思いを持っております。県道完成後も、警察を

はじめとした関係機関等に、信号機を設置できるよう働きかけてまい

りましたが、以下の理由などにより実現には至っておりません。 

① 信号交差点の間隔が狭くなり信号誤認の危険性がある。 

② 交通量の面からも新たに信号を設置する必要性は低い。 

現在の信号交差点について、少しでも交通安全性を高めるために、

舗装のカラー化や路面表示等の設置を行い、また通り抜け車両の減少

に向けた根本的な解決として、県道名古屋江南線の４車線化工事の早

期完成を県に働きかけるなど、岩倉市としてはできる限りの対応をさ

せていただいているところです。 

実際のところ実現可能性は低い現状ではありますが、岩倉市として

は、引き続き市道北７７号線交差点への信号設置について、折を見て

警察をはじめとした関係機関へ働きかけを続けていきたいと考えてお

ります。 



また、各地区平等に信号機を設置してほしいというご意見について、

信号機は、警視庁が全国的な基準として「信号機設置の指針」を定め、

この指針に基づき愛知県の公安委員会が検討し、設置しています。 

市としましても、信号機の設置については随時江南警察署に要望し

ていますが、道路改良工事を伴う場合が多いため、市や警察、地域住

民との調整が必要となり、基準を満たしていても必ず設置できるわけ

ではありません。 

今後も信号機設置が必要と思われる場所については、警察に対し要

望してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年３月１日 

担当課 協働推進課 

内 容 

以前は広報にポルトガル語でイベント、ごみなどの情報が掲載さ

れていたが、最近は掲載されていない。ブラジル人向けの情報が不

足している。 

回 答 

以前は広報紙に半ページ程度、ポルトガル語のお知らせを掲載して

いましたが、お伝えしたい情報が増えていることや、ブラジル以外の

外国の方も多く居住されていること、スマートフォン等から手軽にイ

ンターネットに接続してホームページをその場で見ることができる環

境が整ってきていることから、現在はポルトガル語による掲載は行わ

ず、主要な情報をホームページでお伝えするようにしています。岩倉

市のホームページでは掲載内容をポルトガル語に翻訳することができ

るようになっていますので、そちらをご利用ください。ごみの分別や

出し方についてはポルトガル語に翻訳したパンフレットや冊子もあり

ますので、市役所や清掃事務所でお渡しすることができます。 

なお、市役所にはポルトガル語の通訳が勤務していますので、ご不

明な点がございましたらお問い合わせください。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年３月６日 

担当課 税務課 

内 容 

市県民税の申告について、「電子申告」（eL-TAX）ができないので

あれば、せめて申告書の様式を PDFファイルでホームページに掲載

し、市民の便宜を図るべきではないでしょうか。 

回 答 

現状、市県民税の申告書につきましては、電子申告ができる環境は

なく、郵送もしくは窓口でお受け取りいただいております。 

今回ご指摘いただきました件につきまして、市民の利便性の向上が

図られるご提案であることから、速やかに「市県民税申告書」及び「申

告書の書きかた」を掲載させていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年３月７日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

 ふだん学童保育にあずけていない人が、年に数回、小学校の行事で

早く学校が終わる日だけでもあずけられるように、小学校低学年のあ

ずけられる施設を作ってください。 

回 答 

平日の利用（入所）につきましては、対象家庭を保護者が家庭外で

働いていて子どもの面倒を十分にみることができない家庭としてお

り、就労の終了時刻については、制限は定めていませんのでご相談い

ただけましたら入所のご案内ができるものと考えています。 

また、平日とは別に春休み、夏休み等の長期休業期間のみの利用に

ついても対応しています。 

次に、平日の入所をしていない人の振替休日等の一時利用について

ですが、現在は実施していないのが実状となっています。働き方も多

様化し放課後児童クラブのあずかり時間等の拡大の要望も増えている

ことから、入所者のあずかり時間については、平成２８年度から保育

園と同様の時間まで拡大をして対応しているところです。ご意見の一

時利用につきましては、今すぐ実施することは難しいですが、今後の

課題と捉えています。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年３月２７日 

担当課 商工農政課 

内 容 
岩倉の桜がきれいに見えるのにライトアップをしていない。よりよ

く桜を見せる努力をしてほしい。 

回 答 

岩倉の桜まつりは、住宅街の中にある五条川の沿線を会場としてい

るため、近隣住民の方に期間中は自宅の駐車場を移動していただくな

どのご協力をいただきながら開催をしております。 

桜の開花は天候に大きく左右され、平成 30年は例年に比べ特に開花

が早まったことから、すでに多くの方がお花見を楽しまれている状況

は把握しておりますが、ライトアップを早めますと多くの来場者が訪

れ、近隣住民の方に迷惑をお掛けすることが想定されることから実施

をしておりません。 

ただ、桜まつり実行委員会では、岩倉の綺麗な桜を多くの方に見て

いただきたいという思いから、一昨年まで４月１日から 10日と固定し

て開催しておりました日程を、近年、桜の開花が早まっていることか

ら、昨年度から曜日を考慮して開催をさせていただいているところで

す。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年３月３０日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

生涯学習センターの料理室を利用していたが、施錠するために予

約していた時間よりも早く退出させられた。終了時間と施錠時間が

同時であるのはかなり無理がある。 

回 答 

 センターの利用時間は、夜間の枠でご利用いただく場合、午後５

時３０分から午後９時３０分までとなっております。 

利用される方には、部屋の後片付けをして鍵を受付に返却すると

ころまでを利用時間内に終えていただく運用とさせていただいて

おります。 

センターでは、すべての方に気持ちよくご利用いただくため、受

付で鍵を貸し出す際に、時間に余裕をもって部屋の利用を終えてい

ただくようお声掛けをしているところです。しかしながら、この度

はこうした意図をうまくお伝えすることができず、不快な思いをさ

れたことと存じます。申し訳ありませんでした。 

以後、同じようなことが起きないよう、窓口でのお声掛けの仕方

を改善してまいります。 

 

 


	6バスケット
	9い～わくん
	13証明機械
	16方言
	18石仏駅
	19カラス対策について
	28公園でのボール遊び
	44エアコン設置
	50駐車場整理
	57ファイヤーダンス
	61救命バトン
	62親子リズム室
	69スプレー缶貸し出し
	70敬老パスについて
	71EV充電機
	73燃やすごみ出す時間
	83-1通行規制
	83くらしにくいアンケート
	83夢結橋駐輪場
	84バーベキュー
	86イベント情報周知
	92タクシー券の配布
	94アピタ南側道路
	96公園の水道の蛇口について
	100けん診ガイド
	112給食センター跡地
	113シティープロモーション
	123児童コーナー
	125不登校児童生徒
	128・129保育園の運動会
	137ストマ装具
	142生涯学習センター室温
	143五条川水害対策
	144水位監視カメラ
	145高齢者創作活動
	146デマンドタクシー
	146燃やすごみ
	148学童保育
	149アピタ横の線路沿いの歩道
	151みどりの家自習室
	153五条川土のう
	155図書館運営
	158市民体育祭の参加賞
	160自転車走行
	164デマンドタクシー料金
	189子育て支援センター駐車場
	193市道北77号線
	208ポルトガル語
	211eL-TAX
	213学童保育
	219桜まつりライトアップ
	222生涯学習センター

