
私の提案（市民の声） 

受付日 平成３０年４月１６日 

担当課 消防署 

内 容 

第一に、通報から消防車到着まで３０分ほどかかっている。現場

誤認により通り過ぎたとの情報がある。このことについて事実確認

をして欲しい。 

第二に、消防車が到着したが、相当の時間消防車１台だけで消火

活動がされていた。この１台だけの消火体制が適切であったとは思

えないので初動対応含め消火体制の分析、見直しをお願いしたい。 

第三に、防火水槽が近くにあったものの、使用することができな

かったと聞いている。防火設備の管理体制について必要な見直しを

お願いしたい。 

回 答 

第一の消防車到着までの時間につきましては、指令から８分（入

電から 10 分、出動から６分）でした。被災された方にとっては、

とても長く感じられたことと思いますが、消防署と現場の距離や当

時の交通状況を考えますと、今回の現場到着までの時間は適正な範

囲であると認識しています。また、現場誤認により消防車が通り過

ぎたとのご指摘につきましては、防火水槽や消火栓に向かったポン

プ車が現場の前を通過したものでありますので、併せてご理解くだ

さいますようお願いします。 

第二の建物火災の出動指令に対して、即時対応した消防車両は５

台です。この車両の隊長が出動途上に確認した黒煙から増隊が必要

であると判断しました。出動隊員が現場指揮本部を立ち上げ、適宜

必要な消防車を投入し合計 13台で対応しました。 

第三の防火水槽につきましては、最寄りの地下式防火水槽には別

の農業用水の設備が隣接しています。「ここは使えません。」と消防

隊員が答えたものは、この農業用水の設備を指しています。当該防

火水槽は、適正な管理をしており使用も可能な状態であったため、

ポンプ車が使用を試みましたが、風下で濃煙や炎が迫っていたため

別の消火栓に移動し放水をしています。 

今回の火災結果を踏まえて、更なる消防団等関係機関との連携を



強化するとともに、引き続き市民が安全で安心して暮らせるまちづ

くりに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年４月１６日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

野寄テニスコートＥ面のサーフェスが浮いてボールが弾まない

ところがあります。北側バックサイドのサービスラインとバックラ

インのあたりです。修繕をお願いします。 

回 答 

雨が降った後に、業者立会のもと現場を確認させていただきまし

たが、降った後に雨水はコートに浸透していきますが、空気は逃げ

場がなく、貼ってある人工芝の厚みが薄い箇所であるサービスライ

ンやバックラインを中心に空気が集まってしまうようです。また、

コート内の砂の量も若干少ないようなので、重みがなく、浮いてし

まうとのことでした。 

 数分すると、浮いた状態は改善されるようですが、今回は利用

時にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。 

 空気の逃げ場を作る工夫や砂の補充をするなど、人工芝が浮く

ことの無いよう対応していきます。 

 

 



私の提案（市民の声） 

受付日 平成３０年４月２０日 

担当課 危機管理課 

内 容 

昨年夏、アピタ南側の鉄道と立体交差する道路でおきた交
通死亡事故について以前も要望したがなにも対策がとられて
いない。 

回 答 

昨年８月に市民の声をいただきましたが、今回対策が取られた形

跡がないとご指摘をいただくことになり、申し訳ありません。 

道路を管轄している愛知県一宮建設事務所にも、事故発生直後に

対策についての要望をさせていただいております。今回ご意見をい

ただき、再度状況について確認したところ、周辺植栽の刈込みを実

施し、ドライバーからの見通しを改善させたとのことでした。ハー

ド面でのさらなる対策について重ねて市民から要望があることを

伝えさせていただいております。 

市といたしましても、昨年２件目の交通死亡事故ということもあ

り、岩倉駅及びその周辺において高齢者や自転車利用者向けのリー

フレット等を配布し、さらには、江南警察署と連携して高齢者を対

象とした交通安全講話を開催しました。また、市ホームページや広

報いわくら、区回覧板等により注意喚起をさせていただきました。 

今後、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３０年５月７日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
岩倉市総合体育文化センターの会議室について、21 時の 15 分前終

了の案内があり、音楽が流れるが、音量を小さくすることは可能か。 

回 答 

同センター内各施設における利用の終了時刻の 10 分前に放送し

ている終了案内についてですが、利用時間内に使用された器具など

を片付けていただき、閉館時間までにスムーズに退館していただけ

るよう時間の目安としてお知らせしているもので、全館に案内して

おります。ただし、会議や打ち合わせなど施設の利用目的に応じて、

終了案内を放送しない運用をしておりましたが、今回スタッフが誤

って会議室へもこの終了案内を流してしまいました。 

今回はご利用時に大変ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ござい

ませんでした。今後は全スタッフがミスなく確実な対応ができるよ

う、さらに運用方法の見直し等を図り、再発防止に努めて参ります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年５月１０日 

担当課 危機管理課 

内 容 
市内の公園で不審者をよく見かける。市として何か対応して欲し

い。 

回 答 

いただきましたご意見につきましては、不審者と思われる男性の

情報を警察に提供し、主に児童が公園に集まる放課後の時間帯や休

日等に周辺のパトロールの強化を依頼させていただきました。 

今後、また同様の不審者を見かけられることがありましたら、110

番通報していただきますようご協力をお願いします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年５月１６日 

担当課 危機管理課 

内 容 
岩倉駅北側の駐輪場がいつも満車状態で駐車することができない。 

踏切北側線路沿いの駐輪場を増設してほしい。 

回 答 

岩倉駅周辺の駐輪場をはじめ市管理の無料駐輪場につきまして

は、非常に多くの皆さんにご利用いただいているため、場所によっ

ては常に満車となっている駐輪場もあり、ご不便をおかけしていま

す。 

ご意見いただきました岩倉駅北側の駐輪場につきましては、現

在、水路上に設置されており、水路を含む公共用物の管理に関する

条例の施行規則上、公共用物の維持管理に支障を及ぼしてはならな

いとされています。水路上に設置されている駐輪場の増築工事を行

う場合は、水路の改修工事を伴う工事となり、構造上、十分な耐久

性を確保する必要があるため、難しいと考えています。 

今後とも市内の交通の円滑化、生活環境の保全のため放置自転車

への対策を適正に行っていくとともに、駐輪場内の整理業務に努め

ていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

また、岩倉市では岩倉駅東再開発ビル「サクランド岩倉」内の自

転車駐車場において、有料となりますが電磁ロック付きスライドラ

ックを設置した駐輪場も整備しておりますので、ご紹介させていた

だきます。 

 

 



私の提案（市民の声） 

受付日 平成３０年５月２１日 

担当課 協働推進課 

内 容 

どぶ掃除について、近年の高齢化に伴い、この重労働に耐えられ

ない住人が増加しています。私のような後期高齢者まで含め、なん

とか助け合って、少人数で義務を果たしていますが、このままでは

近い将来破綻するのは間違いありません。一考をお願いします。 

回 答 

どぶ掃除（側溝清掃）につきましては、各町内会（行政区）の皆

様のご理解とご協力により実施していただいておりますことに感

謝申し上げます。 

 側溝清掃は、各地区の皆様のご理解とご協力に依存しているのが

実態となっており、清掃が困難な箇所等については区長さんと相談

しながら可能な範囲で対応をさせていただいている状況です。 

高齢化に伴いどぶ掃除について一考をとのご意見をいただきま

したが、ご地元の班長さんや役員さんにご相談いただきますようお

願いします。 

 市としましても行政区と相談等しながら、できる範囲で対応させ

ていただきま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３０年５月２１日 

担当課 危機管理課、環境保全課、維持管理課 

内 容 

岩倉駅周辺での喫煙を禁止してほしい。岩倉駅西側ロータリーに

ついて、少年がたむろしてやかましい。路上駐車も取り締まってほ

しい。また、駅東側のバス降車場で一般車両の路上駐車により、バ

スが降車場に駐車できず道が塞がれる。バス駐車場の表示や取り締

りをすべきでないか。また、バロー前歩道の駐車や、バロー向かい

の本屋前の路上駐車が邪魔である。 

回 答 

駅周辺の路上喫煙の禁止については、引き続き、喫煙者のマナー

やモラルを高めていくための広報や看板の設置、街頭での啓発活動

等を行うとともに、規制の在り方について研究してまいります。 

岩倉駅西側ロータリーにつきましては、江南警察署に相談し、付

近のパトロールの強化をお願いしました。 

実際に騒いでいる時に警察に連絡をすればすぐに対応してもら

えるとのことですので、今後また騒がしい時があれば直接警察に連

絡していただけると幸いです。 

 路上駐車につきましても、江南警察署に対し取締の強化を要請し

ました。 

路上駐車は、緊急車両も含めた車両通行の支障となり地域住民に

もご迷惑をおかけすることがありますので、江南警察署と連携して

駐車モラルを守っていただくよう啓発活動に努めてまいります。 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年５月２１日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
性文化等の悪影響を及ぼす環境から青少年を守るための取り組み

への要望 

回 答 

青少年の有害環境からの保護につきましては、愛知県において青

少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年を

保護し、その健全な育成に寄与することを目的に、昭和３６年に愛

知県青少年保護育成条例が制定されました。 

本市においても、青少年の健全育成に向けてより良い環境づくり

に努めるため、県と連携を図り啓発等を実施しているところです。 

今後も、青少年の保護及び健全な育成を図るよう努めてまいりた

いと考えております。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年５月２９日 

担当課 維持管理課 

内 容 
深夜に来て、サッカーなど騒音がうるさい。フェンスを高くして、夜

間の施錠等の措置をしてほしい。 

回 答 

騒音の件については、警察に相談し、付近のパトロールの強化を

お願いしました。また、施設管理者としても注意喚起となる看板の

設置や、パトロールを強化し、適切に維持管理をするよう努めてい

きます。 

なお、公園は常にオープンな場所として管理をしています。フェ

ンスを高くすることや夜間の施錠につきましては見送らせていた

だきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 



私の提案（市民の声） 

受付日 平成３０年６月４日 

担当課 行政課 

内 容 
夕方５時以降に１階市民スペースでしゃべっている人に迷惑している

ため、注意してほしい。 

回 答 

市庁舎については、「人にやさしい、市民に親しまれるシティホ

ール」を目指して建設され、仕事や手続きなどの用件のある人だけ

が利用するのではなく、より多くの市民の皆様にゆったりと自由に

くつろいでいただくことを目的に１・２階の一部に市民スペースを

設置しました。 

現在、多くの学生等が市民スペースの円形テーブルを利用されて

いますが、この部分は勉強をする人だけのために設置されたもので

はなく、打ち合わせや、談話をするなど、誰でも自由に利用できる

スペースであることをご理解ください。

しかしながら、騒いだり、大声を出すなど目に余る行為に気づか

れましたら、当直員が随時見回りをしていますので、声をかけてい

ただければ対応させていただきます。 

なお、勉強する場として市立図書館が午後７時まで開館してお

り、図書館２階に学習室を開放しておりますのでそちらもご利用く

ださい。 

今後とも市民スペースを含め、庁舎全体を市民のみなさまが気持

ちよく利用していただけるよう管理していきますのでよろしくお

願いします。 



私の提案（市民の声） 

受付日 平成３０年６月７日 

担当課 維持管理課 

内 容 
中央公園から飛んできたサッカーボールでベランダのガラスが割

れた。ネットを張るか禁止を。 

回 答 

市内の都市公園では、公園のフェンスに向かってボールを蹴った

り投げたりする行為は、フェンスを破損させるたり、近隣の方への

迷惑となる恐れがあるため、看板等で禁止しております。また、パ

トロールや通報をいただいた際にも利用者への注意を行っており

ます。 

公園管理者としては、引き続き近隣の方にご迷惑をお掛けする

ことがないよう適正な管理に努めたいと考えておりますが、もし

今後そのような行為等お見掛けの場合には、ご一報頂ければ幸い

です。 

可能な限り現場に出向き対応させていただきます。 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年６月１１日 

担当課 健康課 

内 容 

退職した夫に民生委員主催の「さわやか健康体操」への参加を勧める

が、女性ばかりのところへは行きにくいと言っている。また、下本町

保健推進員主催の「健康体操」の参加者も女性ばかりであるため、男

性専用の健康体操（男性指導員が望ましい）を市として検討してほし

い。 

回 答 

健康課では、運動に関する事業として「ウォーキング事業」、「ポ

ールウォーキング事業」、トレーニング室を活用した「健幸チャレ

ンジ教室」や保健推進員活動として健康体操等を行っています。教

室は、いずれも男女を区別することなく実施しており、参加者は女

性が多い状況ですが、ウォーキング事業では参加者の約４割が男性

となっています。 

現在、男性のみを対象とした健康体操等の実施は予定しておりま

せんが、今後の教室等については、多くの男性に参加していただけ

るよう、内容の検討や周知方法等の工夫をするとともに、男性が参

加しやすい雰囲気づくりに努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年６月１１日 

担当課 環境保全課、維持管理課 

内 容 
ゴミ置き場に防犯カメラの設置、ゴミ置き場の増設を検討してほしい。

また、道路の穴を直してほしい。 

回 答 

ごみ出しマナーについては、従来より広報や警告シール等による

周知啓発に加えて、区と連携して看板の作成・設置、チラシの回覧

等を行い対応させていただいているところです。 

集積場所を確認させていただきましたが、防鳥ネットが設置され

ている環境の中で、カラス被害等によりごみの散乱がみられるとい

うことは、ご指摘にありますように防鳥ネット内にごみが入れられ

ていない、ごみ出しの時間が守られていない、等ごみ出しマナーが

悪いことや、集積場所のごみの量に対して防鳥ネットの大きさが不

足し、防鳥ネットが破損していること、等が要因として考えられま

す。 

このような状況から、市としましては、まずは地元行政区と協力

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るとともに、防鳥ネット設置状況の改善

を図っていくことで、カラス等による被害減少に努めてまいります

ので、よろしくお願いします。 

なお、集積場所への市の防犯カメラの設置については、基本的に

は警告シールや看板の効果が期待できないような場所（田畑や河川

堤防）への不法投棄防止対策として設置するものとしていますの

で、今後の状況を見ながら判断していきます。 

また、集積場所の増設につきましては、地元行政区が設置主体と

なることから、まずは区長様にご相談いただきますよう、よろしく

お願いします。 

そして、市では市民の皆様が道路を安全で快適に利用していただ

けるよう適正な管理に努めておりますが、今後も危険な場所があれ

ば是非ご一報願います。 



 舗装につきましては、状態の悪い場所や交通量などから判断し

て順番に工事を行っており、それまでは穴埋めや部分的な修繕を行

っている状況です。これからも適切な道路管理に努めてまいりま

す。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年６月１１日 

担当課 行政課 

内 容 市役所の空調について 

回 答 

市役所の冷房運転については、第２次岩倉市地球温暖化対策実行

計画に基づき、運転時期を７月１日から９月３０日までとし、事務

室等の空調の適温化（冷房は２８℃程度）を実施しています。 

ただし、７月から９月までの期間以外であっても、外気温の上昇

により市役所内の温度が上昇した場合などは、随時冷房運転を実施

しています。 

今後も市民のみなさまの意見を参考にしながら庁舎の管理をし

ていきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年６月２２日 

担当課 都市整備課、維持管理課 

内 容 

ござんじ公園は夏の時期、日陰になっており子供たちが遊ぶのに丁

度良いが、遊具がない。当初から遊具を設置する計画はなかったの

か。 

回 答 

ござんじ公園は、当初から遊具を置かない方針で整備を行いまし

た。その理由は、公園整備の目的を、ボール遊びやストリートスポ

ーツなどができる“自由な遊び場”としたためです。また、公園内

には跨線橋の柱も存在しており、土地の制約があることから、“自

由な遊び場”として利用していただくために、敢えて遊具は置かず、

最低限の施設整備に留めています。 

この付近の遊具の備えられた公園としては、少し遠くなります

が、天王公園や天神公園がございますので、是非そちらをご利用下

さい。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年６月２５日 

担当課 危機管理課 

内 容 

歩行中、後方から接近してくる自転車に気付かず危険な時が多い。

自転車で走行中はベルを鳴らすことを広報紙や区回覧板、学校で周

知をしてほしい。 

回 答 

ご意見をいただきましたご提案につきまして、江南警察署に相談

させていただきましたところ、車両等の警音器（自転車のベルを含

む）は、それを鳴らす以外に危険を避けることができないなどのや

むを得ない場合を除いて、むやみに鳴らしてはいけないとのことで

した。 

自転車を含む車両等による事故を抑止するためには、車両等の安

全利用や運転マナーの向上が大切であると考え、広報紙やホームペ

ージでの交通安全の呼びかけや街頭啓発を行っています。 

引き続き市民の意識高揚に努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月９日 

担当課 商工農政課 

内 容 

近年、報道などの影響もあり、桜まつりが賑わっているが、市民

の中には市民なのに近づきにくいお祭りになっているとの声があ

る。また、市内にある飲食店にとっては何の経済効果もないとの声

もある。岩倉ファーストのまつりにしてほしい。 

回 答 

岩倉桜まつりは、毎年大変多くの観光客の皆さんにお越しいただ

くとともに市民の皆さんにご来場いただき、賑わいを創出していま

す。一方で、今回ご指摘をいただきましたように、桜まつりの期間

中は、道路の渋滞や騒音などで市民の皆さんにご迷惑をおかけし、

大変申し訳ありません。 

岩倉桜まつりにおける市内の飲食店を始めとする各事業者・団体

の出店は、例年メイン会場であるお祭り広場や東町休憩所へまつり

期間中に出店していただいております。また、桜まつりのパンフレ

ットやホームページでは、協賛をいただいた市内事業者等のお店を

掲載し、紹介しているほか、お店の利用を促すスタンプラリーを実

施するなど、集客に向けた取り組みを行っており、岩倉市商工会が

実施した協賛事業者へのアンケートでは、天候や桜の開花状況に左

右されるものの、概ね満足しているというお声をいただいておりま

す。 

今後とも、岩倉桜まつりが市民の皆さんや市内事業者の皆さんに

とって、より良いまつりとなるように桜まつり実行委員会で検討し

ていきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１０日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

カラージャケットが取り外され、文字だけの注意事項の書式に入

れ替えられている。これでは内容が分からないので、貸し出し用の

書式を見直し、変更してほしい。 

回 答 

DVD の貸出用ケースに同梱する書式等については、今後、全面的

な見直しを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３０年７月１０日 

担当課 子育て支援課 

内 容 
ホームページの中に離婚にかかるページに、面会交流・養育費に

関する説明を掲載するよう要望する。 

回 答 

 現在、当市のホームページには面会交流や養育費に関する詳し

い説明がありません。しかし、ご意見をいただきました面会交流や

養育費については、ひとり親家庭の方の生活や子どもの成長に直結

する重要なことであり、このことに悩みを持たれている方も少なく

ないことから、ご意見をいただきました内容を含め、ひとり家庭に

対する支援について、ホームページに掲載してまいりたいと考えて

おります。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１３日 

担当課 都市整備課 

内 容 

電車事故により大山寺駅の両サイドの踏切が開かずの踏切と化

した時に歩行者が線路を越えようとする場合、夢結橋の端まで歩い

ていかなければならず、不便である。橋の線路をまたぐ部分に階段

を設置する等対策をとってほしい。 

回 答 

橋の設計時に階段設置も含め様々な構造の検討を行った結果、現

在の構造となっております。 

階段設置については、既存の旭跨線橋（アピタの南側）の階段の

利用者数が少ないこと、南側の踏切（大山寺２号踏切）も現状のま

ま残ること、階段設置時の歩行者導線、階段設置に必要な用地確保

を含む事業費、将来的な維持管理費のコスト面などを総合的に判断

し設置しない方針としました。 

また、設計時には大山寺町を含む３地区で地元説明会を実施し、

橋の下の側道に歩道を確保するなど、地域の方の意見をできるだけ

取り入れた構造としておりますので、新たな階段の設置は困難であ

ります。 

なお、今回頂いたご意見は、踏切が鉄道事故により開かずの踏切

となった場合のご意見でありますので、教育委員会や関係各課と情

報を共有致します。 

ご意見を頂き、抜本的な対策が実施できず大変申し訳ありません

が、万が一再び開かずの踏切となった場合は、ご不便ですが跨線橋

の端まで迂回して頂きますようご理解ご協力をお願い致します。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１３日 

担当課 危機管理課 

内 容 

自転車駐車場における自転車の整理方法について、以下の２点を

指導してほしい。 

１ 自転車同士の間隔を詰めて整理しないと収容台数が半分にな

っている。 

２ 自転車同士の間隔を空けて整理された場合、一台が倒れると将

棋倒しになって非常に危険。 

回 答 

自転車駐車場の整理につきましては、過去に自転車の間隔を詰め

て整理したところ自転車のペダルが隣の自転車のスポークに挟ま

り、自転車を取り出す際にスポークが破損するトラブルが発生した

ことがありました。それ以降自転車駐車場で自転車を整理するとき

は、間隔を保ちながら整理をするよう指導しています。 

市が管理する自転車駐車場の整理は、シルバー人材センターに委

託していますが、ご指摘をいただいたことを踏まえ適切な自転車の

整理を行うよう指導を行い、自転車駐車場を快適に利用していただ

けるように努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１７日 

担当課 消防本部総務課、環境保全課 

内 容 
タバコのポイ捨てが目立ち、火災の不安があります。広報などで

喫煙者への注意喚起を希望します。 

回 答 

市では、清潔で美しいまちづくりの推進や良好な生活環境の確保

を図るため、「岩倉市清潔で美しいまちづくり条例」を施行し、こ

の中でタバコの吸い殻を捨てることを禁止しています。 

市民への周知については、広報に年２回掲載して啓発を行ってい

るほか、個別の案件については、区からの要望により、ポイ捨て禁

止のラミネート看板の貸し出しや、地域での回覧板による注意喚起

も行っています。 

また、巡回地区の限定はしていませんが、定期的な夜間巡回をは

じめ、救急事案等の帰署途上に見回りを行っております。 

今後も良好な生活環境の確保および火災予防の啓発に努めてま

いります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１７日 

担当課 学校教育課 

内 容 
岩倉市学校給食センター（ゆめミール）で、大人も気軽に給食が

食べられるレストランを。 

回 答 

 学校給食は、学校給食法により適切な栄養を摂取することにより

児童生徒の健康を保ち、食事についての正しい理解を深め、望まし

い食習慣を養うことなどを目的としたものです。このため、通常は

児童生徒や教職員等の他には、給食を提供していません。 

ただし、保護者の方の場合、学校給食や学校給食センターの理解

を図ることを目的として、ＰＴＡ等団体の活動としてご希望があれ

ば学校給食センターの施設見学やその一環として給食を試食する

ことが可能です。また、市内の小学校においては保護者を対象とし

た給食試食会を実施しています。 

保護者以外の方でも、市内在住・在勤・在学者で５人以上の団体

であれば、「岩倉まちづくり出前講座」を活用し、学校給食センタ

ーの施設見学ができますので給食の試食が可能です。 

いずれも事前の申し込みと給食の食材費の実費分のご負担が必

要となりますが、給食を試食できる機会となりますので、活用して

いただけたらと思います。 

レストラン等による給食の提供は、学校給食の主旨とは異なるも

のとなりますので、学校給食センターとしては、そのような形での

提供はできないことをご理解いただきますようよろしくお願いい

たします。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１７日 

担当課 企業立地推進室、環境保全課 

内 容 

田畑をつぶしてエネルギーを消費するばかりの企業誘致は断念

して、企業誘致を計画している岩倉南部地域に、遊んで、食べて、

作って、学べる「外来種パーク」を開園してほしい。 

回 答 

現在、企業誘致を検討しています川井町・野寄町地区は、岩倉市

が策定しました都市計画マスタープランにおいて工業系市街地拡

大検討地区として企業誘致を推進することでまちの活性化を図る

区域内に位置しています。 

また、市が平成 27 年度にこの地区の土地所有者を対象に企業誘

致についてのアンケート調査を実施したところ、後継者がいなく農

地の保全が難しくなっているので是非実施して欲しいと多くの土

地所有者から賛同をいただきました。その結果を踏まえて、平成 28

年度からは市と地元の皆様と協働して誘致実現に向けて取り組ん

でいるところであります。 

ご指摘のとおり、企業誘致の実現によって農地は減少することに

はなりますが、緑地等を設けるなど、環境に配慮した開発を行って

いく所存でありますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。 

また、外来種生物は、在来の自然環境や野生生物に深刻な影響を

与える生物として位置付けられており、国においては、その対策が

講じられています。特にヌートリアやアライグマなどは、外来生物

法で生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある「特定外来生

物」として指定されています。 

ご提案のありました「外来種パーク」の考えはありませんが、外

来種生物を知ってもらうことは、生物多様性の理解を深めていく中

で重要であると考えます。 

市では、自然生態園での子どもたちにザリガニ釣り等を通した環

境学習、また今年度、身近な自然にどんな生き物が生息しているか

知ってもらえるように「いわくら生きものガイドブック」を作製し、



各小中学校へ配布いたしました。 

このような取り組みをしながら生き物の大切さを周知していき

ますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年７月１７日 

担当課 長寿介護課 

内 容 高齢者の三輪自転車の購入金額の補助をしてはどうか。 

回 答 

現在、岩倉市で実施している自転車への補助は子育て世代への幼

児２人同乗用自転車購入費の２分の 1（100 円未満切り捨て、上限

25,000円）で、購入時において６歳未満の子が２人以上いる人でご

自身が養育する幼児を同乗させるために使用する人等です。 

さて、ご提案いただきました三輪自転車につきましては、二輪自

転車より安全性が高くバランスを崩して倒れる心配も少ないため、

高齢者に適した乗り物と考えられます。 

今後、高齢者が日常の活動範囲を広げるための手段を検討する上

で、三輪自転車の活用も有効と考えられますので、他市町の取組状

況を把握しながら研究していきたいと考えます。 

今後も高齢者の健康づくりや介護予防の観点から様々な福祉サ

ービスの充実に向け検討していきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年８月１０日 

担当課 行政課 

内 容 岩倉市役所庁舎内に自衛官募集ポスターを掲示してほしい。 

回 答 

自衛官募集事務については、自衛隊愛知地方協力本部からの依頼

により、年２回の広報紙による自衛官募集記事の掲載と翌年度に自

衛隊に入隊する予定の皆さんの激励会を市長出席により開催する

など、市として、自衛隊の自衛官募集活動に協力をしています。 

ご意見をいただいた、庁舎内に自衛官募集ポスターを掲示するこ

とにつきましては、今後、自衛隊愛知地方協力本部と協議していき

たいと考えております。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年８月１４日 

担当課 環境保全課 

内 容 ごみ出しマナー違反対策としてカメラの設置を検討してほしい。 

回 答 

さらなるマナー向上のためのカメラの設置につきましては、ごみ

集積場所を管理している地元行政区から要望書をご提出いただき、

通行に支障が出ないかどうか、住宅等の位置やカメラの角度によっ

てプライバシー保護上問題がないか等諸条件を検討したうえで判

断することになっています。場合によっては設置することが難しい

こともございますが、設置を希望される場合は、まずは区長さんに

ご相談いただきますようお願いします。 

なお、集積場所でのごみの散乱につきましては、巡回等を行いな

がら引続き状況を見ていきます。また、散乱がひどい場合は、環境

保全課までご連絡をいただければ対応をさせていただきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年８月１７日 

担当課 消防本部総務課 

内 容 

・岩倉市消防団条例第３条において「消防団長及び消防副団長は市

長が任命する。」となっているが、消防組織法第２２条では「消防

団長は市町村長が、消防団長以外の消防団員は消防団長が任命す

る。」とあるため、法に合わせて条例を改正が必要である。 

・岩倉市消防団規則において、消防団員の階級の基準（消防庁告示）

にはない副班長が定められているので、基準に合わせて規則を改正

が必要である。 

回 答 
条例・規則の制定や改正の経緯を確認し、適切に対応させていた

だきます。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年８月１７日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

来年４月に１歳の娘を保育園へ入園させたいと思い、市役所に問い

合わせたが、求職中の人は入園が難しいと言われた。保育園に入園

できないと仕事が探せず、働けないと生活が苦しく不安である。待

機児童問題を早急になんとかしてほしい。 

回 答 

保育園の入園につきましては、０歳児、１歳児、２歳児について

は大変混み合い、保護者の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけしてお

り申し訳ございません。 

市としましては、待機児童解消のための取組として、まず、認定

こども園と私立保育園の１歳児、２歳児の利用定員を合わせて 20

人増やし、受け入れ枠の拡大をしていただき、さらに、公立保育園

においても、平成 30 年度において正規保育士を３人増員し、１歳

児、２歳児のクラスを合わせて５クラス増やして受け入れました。

結果として、平成 29年度と平成 30年度の４月の１歳、２歳児の保

育受け入れ人数を比較しますと、１歳児は 116人が 152人に（＋36

人）、２歳児は 131 人が 143 人へ（＋12 人）と大きく増加していま

す。来年度に向けましても、待機児童解消に向けて正規保育士を増

員して採用する予定であり、受け入れ体勢の整備を考えてまいりま

す。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年８月３１日 

担当課 危機管理課、都市整備課 

内 容 
以前に、県道一宮春日井線の交差点のことで市に質問したが、そ

のときの回答内容を踏まえ、改めて確認質問したい。 

回 答 

信号機設置につきましては、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。 

市としましては、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。 

今回も江南警察署へ要望しましたが、信号機設置要望箇所の東西

に設置されている信号機が近く、見間違いの可能性があるため、設

置が難しいと回答がありました。 

しかし、信号機設置に向け、岩倉市道北７７号線の電柱移設依頼

を一部実施していますので、交差点への信号設置については引き続

き、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。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年９月７日 

担当課 維持管理課 

内 容 
シンボルロード「音のアート」市の公園へ移設し再活用してほし

い。 

回 答 

「音のアート」は、平成８年度、９年度に地域に親しまれる作品

として８基設置しました。ご指摘いただいたようにごみを捨てられ

る等管理が十分でない点は改めて参りますので、引き続きシンボル

ロードを彩る作品として継続して設置していきたいと考えており

ます。 

しかし、「音のアート」も現在すでに設置から 20年以上経過して

おり、今後経年劣化等により維持が困難となった場合などを契機に

今回いただきました公園への移設も一つのご意見として今後の「音

のアート」の取り扱いの検討材料とし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３０年９月７日 

担当課 商工農政課 

内 容 
捨て作り稲作の禁止及び同耕地に係る畔草刈り込みの実施義務化に

ついて 

回 答 

捨て作り稲作を禁止する法令等はなく、収穫しないことをもって指

導することはできませんが、本来の農地の利用方法としては望ましい

ことではないため、市といたしましても、各農家において、適切な耕

作に努めていただきたいと考えております。 

また、畔草の管理につきましては、委託契約には含まれていないこ

とが多く、農地所有者が管理することを原則としております。そのた

め、農事組合長会を通じて、市からも各農家の方へ適切な管理をお願

いしております。 

なお、ご指摘のありました、曽野小学校西北角の田圃につきまして

は、９月 21日に現場の確認をさせていただいたところ、道路側の畔に

ついては、一部草刈りが行われておりましたので、今後の経過を見さ

せていただくとともに、農業委員による指導や農地所有者に対する利

用意向調査も考慮し、適切な農地の利用・管理に努めるよう促すこと

とさせていただきます。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年９月２８日 

担当課 維持管理課 

内 容 
井上町交差点を東へ進んだところにあるカーブにカーブミラーを

設置してほしい。 

回 答 

井上町交差点の東側を実際に車で走行いたしましたが、カーブミラ

ーが必要だと思われる場所の確認はできませんでしたので、誠に申し

訳ありませんがカーブミラーの設置はいたしません。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年９月２８日 

担当課 健康課 

内 容 
岩倉駅西のコンビニエンスストア横の通路側に灰皿があり、通るた

び受動喫煙することに迷惑しています 

回 答 

岩倉駅西のコンビニエンスストアにお尋ねしたところ、お店の前

に設置している灰皿は、入店時にタバコの火を消してもらうための

もので、喫煙場所を設定しているのではないとのことでした。灰皿

は簡単に動かすことができるため、灰皿の位置が移動していること

もあるようです。 

そのため、今回ご意見をいただいた受動喫煙について相談したと

ころ、ご理解が得られ、今後、灰皿が線路沿いに移動されていた場

合は、通路から離れた隣の店舗に近い場所に戻すよう配慮していた

だけるとのことでした。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月９日 

担当課 秘書企画課 

内 容 
岩倉市のふるさと納税の返礼品でコーチン卵のスイーツを頼んだ

が、容器が全損していてスイーツにかかっていた。 

回 答 

 

該当のお礼の品につきまして、容器や発送方法等の見直しを事業

者と協議させていただき、今後寄附者の皆様へご迷惑をおかけする

ことのないよう対策を取らせていただきます。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月１０日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
雨の日にイベントに参加した際、傘を紛失したことがあったので、

傘立てに鍵をつけてほしい。 

回 答 

 

今回のご意見は、梅沢富美男氏の公演後に岩倉市総合体育文化セ

ンター指定管理者から報告を受け、対応を検討しているところであ

りました。 

 現在、雨天時には傘袋を体育館入口に設置させていただくことを

検討しております。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月１２日 

担当課 危機管理課、都市整備課、維持管理課 

内 容 

県道一宮春日井線の交差点について 

①電柱は自由に道路に設置できるのか。 

②信号機設置について 

③市道北７７号線の拡幅・道路改修をご検討下さい。 

回 答 

①事業者等が道路に電柱等を設置することを道路占用と言います

が、この道路占用は、道路法に基づく許可制度で、占用物は必要

最小限とし、一般通行の支障とならない位置に設置するよう指導

しております。そのため電柱は道路上に自由に設置できるもので

はなく、当該市道北７７号線には、道路敷きの真ん中に設置され

ている電柱はありません。また、道路占用に伴う借地料を占用料

と言いますが、その占用料についても条例に基づき徴収してお

り、市の道路維持費に充てられております。 

 

②信号機設置につきましては、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。 

ご要望をいただきました信号機の設置につきましては、改めて

江南警察署へ要望しましたが、信号機設置要望箇所の東西に設置

されている信号機が近く、見間違いの可能性があるため、設置が

難しいと回答がありましたが、引き続き、警察に対し働きかけを

続けていきたいと考えています。 

 

③市道北７７号線において、国道１５５号石仏町東広畑交差点から



県道浅野羽根岩倉線までの区間で幅員が相違していることは岩

倉市としても認識しておりますが、現時点では先行して道路幅員

の改修については考えておりません。信号設置に向けての協議が

進んだ際に検討してまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月１７日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

他市町村では、産前産後ヘルパーを派遣する事業があるが、岩倉

市では実施されていない。 

 来年度にこのような事業を実施する予定があるのか、あるいは、

実施の検討事項となっているのか知りたい。 

回 答 

 

現在、岩倉市において家事や保育を支援するヘルパーの派遣事業

としましては、ひとり親家庭を対象とした「ひとり親家庭等日常生

活支援事業」や、若年での妊娠・出産や、虐待のおそれがある家庭

や出産後間もない時期で産後うつなど子育てに対し不安等のある

家庭を対象とした「養育支援訪問事業」があります。 

どちらの事業も、対象となるのは子育てをするのが困難な状況に

ある家庭となっております。現時点では、広く一般の皆様が利用で

きるような制度として、産後、母親の体調が悪くかつ家族から援助

が受けられない家庭のために医療機関での産後ショートステイの

実施を検討しております。なお、ヘルパーの派遣事業につきまして

も今後、他市町の事例を研究させていただきたいと考えています。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月２３日 

担当課 行政課、協働推進課 

内 容 

① 岩倉駅周辺で拡声器を使った政治的演説があり、迷惑。 

② 内容にセクハラと思われる内容が含まれていたため、市として

指摘するべきではないか。 

回 答 

① 拡声器による騒音につきましては、愛知県の条例による規制を

受けることになりますが、今回ご指摘の件は、この条例の適用

を受けないものであり、時間、場所、音量のいずれも制限がな

く、各政党の自主的な判断に委ねられていますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願いします。 

 

② ご指摘にありましたセクシャルハラスメントに当たるかどうか

を判断するためには、発言の正確な内容や前後の文脈、対象の

反応などから総合的に判断する必要があると考えます。 

今後の対応のために、同様のことが起こりましたら、具体的な

情報をお聞かせいただきますようよろしくお願いします。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月２３日 

担当課 図書館 

内 容 大活字本をもっと増やしてほしい。 

回 答 

 

 図書館では、利用者の皆様に読書を楽しんでいただくために、

幅広い分野の図書の収集に努めています。 

大活字本についても、名作とされる作品を中心に収集をしている

ところです。 

今後も、高齢の方や小さな文字が読みにくい方に配慮した図書の

収集に努め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３０年１０月２３日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
成人年齢が 18 歳に引き下げられたが、18 歳の時に成人式をすると

入試と重なり大変なので、20歳のときにするままにしてほしい。 

回 答 

 

成年年齢を 20歳から 18歳に引き下げる法律は成立しましたが、現

在のところ、岩倉市では成人式の対象年齢を１８歳に引き下げるか

どうかは未定です。今後の検討課題として情報収集に努めて参りま

す。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１０月２６日 

担当課 維持管理課 

内 容 

夢結橋ができて交通量が増え、またスピードが出ている車が多く、

またカーブになっているため危険。夢結橋西側から消防署南交差点

までのガードレール設置を希望。 

回 答 

 

この区間については、既にガードパイプ及び歩車道境界ブロック

により歩車分離がされております。 

 ご指摘のとおり以前に比べると交通量は増えておりますが、現段

階で必要な安全対策は行われていると認識しております。従いまし

て、当面はガードパイプの設置は考えておりません。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１１月７日 

担当課 学校教育課 

内 容 
岩倉中学校の修学旅行でのスマートフォンと私服を許可してほし

い。 

回 答 

 

修学旅行のルールについては、それぞれの学校が生徒指導上の問

題を考慮して決定していることから、ルールについての意見に関し

ましては、教育委員会の一存では決定しかねる案件となります。一

度学校へ直接相談して頂きたいと思います。 

 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１１月１２日 

担当課 図書館 

内 容 
図書館内の給水機やトイレの手洗いなどが汚い。しっかり清掃して

ほしい。 

回 答 

 

図書館の清掃業務は、業者に委託をして利用者の皆様が快適に図

書館を利用できるような環境作りに努めています。 

施設や設備の老朽化により汚いと感じるところがあるかもしれ

ませんが、汚れ等で気づいたところについては日頃から職員による

清掃の実施で環境美化に努めているところです。 

今後も施設を清潔に保ち、利用者の皆様に気持ち良く図書館を利

用していただくよう努めていきたいと思います。 

 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１１月１３日 

担当課 行政課 

内 容 
階段が暗いときに階段の電気をつけるまたは階段を使う人が電気

をつけられるようにしてほしい。 

回 答 

 

庁舎階段の照明は、原則消灯しており、暗いときに点灯するよう

にしています。 

照明のスイッチは市民の皆様が操作できない場所にありますの

で、階段が暗いと感じられる場合は、お手数をおかけしますが、総

合案内又は３階行政課にお申し出ください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３０年１２月１８日 

担当課 危機管理課、協働推進課 

内 容 
高齢者運転免許証を返納すると、デマンド型乗り合いタクシーの無

料チケットがもらえるが、もう少し使いやすくならないか。 

回 答 

 

デマンドタクシーの無料チケットについては、利用人数の管理

や、利用促進を図るため、６ヶ月間の期限を設けていますが、「期

限が短く使い切れない」等のご意見をいただくことがあります。適

正な期限の設定につきまして、今回いただきましたご意見を踏まえ

て今後検討させていただきます。 

 チケットの譲渡につきましては、運転免許証を自主返納した高

齢者を対象に、市内公共施設等への移動手段を確保するという事業

の目的から、申請者ご本人の使用とさせていただいています。 

また、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。 

過去に実施した登録者アンケートからも、土日の運行や乗降場所

の拡大についてのご希望がありますが、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

総合的に判断しておりますので、ご理解くださいますようお願いし

ます。 

予約に関しましては、通院に利用される方が多く、午前中の予約

が込み合う事がありますが、午後は利用が少ない傾向にあります。

当日の 30 分後から１週間後まで予約可能となっておりますので、

お時間に余裕を持ってご予約いただきますようお願いします。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１２月１９日 

担当課 税務課 

内 容 
納税相談時の職員の対応が事務的だったため、話し方の研修等を

したらどうか。 

回 答 
市では職員を対象とした接遇研修を実施しておりますので、今後

もさらなる接遇能力の向上に努めてまいります。 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３０年１２月２６日 

担当課 維持管理課 

内 容 岩倉駅西口雨除け屋根の雨漏りがひどい。 

回 答 

 

現場を確認しましたところ、当該箇所の雨除け屋根は名鉄が管理

を行っている箇所でありました。 

ご指摘がありました内容につきましては、名鉄の担当者へ現場を

確認し対応するよう連絡させて頂きました。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年１月７日 

担当課 子育て支援課 

内 容 
小学校の長期休業中の放課後児童クラブの預かり期間を延長して

もらえないか。 

回 答 

 

岩倉市の放課後児童クラブは現在、通年利用に加え春休み、夏休

み、冬休みの長期休業中のみの利用についても対応しています。 

終業式、始業式の保育期間拡大への要望も聞かれるようになって

きました。市においても今後の課題と捉えており、平成３１年４月

からの実現に向け検討しているところですので、ご理解をいただき

ますようお願いします。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年１月８日 

担当課 秘書企画課 

内 容 
市民と職員の間でトラブルがあった場合、上司が間に入って問題を

解決することが必要ではないのか。 

回 答 

 

窓口対応等で、市民と担当職員がトラブルとなってしまい、担当

職員との間で問題が解決しない場合は、その状況に応じて上司が間

に入り、責任を持って解決することも必要であると考えておりま

す。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年１月８日 

担当課 環境保全課、健康課、学校教育課、商工農政課、都市整備課、市民窓口課 

内 容 

１.岩倉駅周辺の禁煙化について 

禁煙対策は、どのようになっているのか。 

 不特定多数の人が集まる岩倉駅周辺は受動喫煙防止の観点から禁煙に

すべきだと思う。喫煙者にも配慮すべきなら、駅の東・西側に喫煙ボック

スを設置すればよいのではないか。岩倉駅周辺にタバコの吸い殻が散乱し

ているのは、市民として恥ずかしい。 

 

２.岩倉東小学校の今後について 

岩倉東小学校は全児童 140人強であるが、曽野小学校との統合を検討して

いるのか。単独で考えているのであれば、半数以上が外国籍児童となって

いることから全国のモデル校となるような取組、組織づくりをしたらどう

か。 

 

３.岩倉市の農業について 

 効率的な営農を図るため中心的な農家へ農地を集約してはどうか。ま

た、市街化調整区域を外してはどうか。 

 

 

４.住所表示について 

 現住所・本籍の表示を統一してはどうか。 

回 答 

１.岩倉市は受動喫煙防止対策としまして、市役所をはじめとした公共施

設を禁煙とするとともに、敷地内禁煙にも積極的に取り組んでいます。 

また、ホームページやリーフレットを通じて情報発信を行い、特に妊婦

や子どもに対する受動喫煙防止を進めているところですが、健幸都市宣言

をしたことにより、今後は、さらに多くの市民に受動喫煙の防止について

知識の普及啓発に努めてまいります。 

タバコの吸い殻のポイ捨てについては、引き続き、喫煙者のマナーやモ

ラルを高めていくための広報や看板の設置、街頭での啓発活動等を行うと

ともに、駅周辺での喫煙に対する規制の在り方について研究してまいりま



す。 

 

２. 岩倉東小学校は本年 1月 1日現在、全児童 149人であり、全学年各１

学級という小規模校となっています。学校施設につきましては、児童生徒

の教育のための施設であると同時に地域コミュニティの核としての性格

を併せ持っていることもあり、岩倉市では現在のところ統廃合は考えてお

りません。 

 また、岩倉東小学校では、半数以上の児童が外国にルーツを持ってい

るため、臨時講師や日本語適応学級担当教員の配置等によりスムーズに学

校生活が送れるよう、学校生活適応指導や日本語指導に加え母語指導を行

っています。岩倉市ではどの学校でも同じ指導が受けられるように市内全

小中学校の担当教員等が連携を図り、指導方法やカリキュラム、教材研究

等に取組んでいます。この取組は全国的にも先進的なものであり、毎年、

全国の学校、教育委員会、行政等から多くの視察がある状況です。 

 今後とも、岩倉東小学校を始め、市内全小中学校において、外国籍児

童生徒だけでなく全ての児童生徒が安心して学校生活が送れるよう、取り

組んでいきたいと考えます。 

 

３. 効率的な営農を図るため中心的な農家へ農地の集約をすることは、国

も推進しているところではあります。また、農家の高齢化についても非常

に大きな問題となっています。ご提案のように市内で１つの組織・団体に

すべての農地を集約することは、個別の農地所有者の意向もあり難しいと

は思いますが、愛知北農業協同組合と協力しながら、水田を中心に地域ご

とに担い手農家へ農地を集約する取組を進めております。 

 なお、市街化調整区域を外し、居住環境を拡大するご提案でございます

が、国や愛知県につきましても、将来的に人口減少になることが予測され

ているなかで、自然環境や優良農地の保全の観点から土地利用の適正な規

制と誘導を進めているところです。そのため、市としても住居専用地域等

への市街化区域拡大についての方針は現時点ではありません。 

 

４.現在は、新たに住所を定めたり戸籍を編製したりする際は、全て住所

等に小字を付けることとなりますが、古くからお住まいのお宅では住所等

に小字が付いていない場合もございます。 

住所の表示が変わると、その影響により様々な手続きが必要となってき

ますので、ご本人からお申し出があった場合に変更することとしておりま

す。 



 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年２月１日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

石仏スポーツ広場のトイレ照明について、夜間照明がなく、真っ暗

です。 また防犯上からも極めて不芳なので、早期に設置をお願い

します。 

回 答 

 

石仏スポーツ広場に設置しておりますトイレの照明については、

現在タイマーを設置して、時間により点灯することにしております

が、今回の「市民の声」をいただき、タイマーの設定時間を確認し

たところ、午後５時から午後９時のみの点灯となっていました。 

今回、明け方の時間帯である午前４時 30分から午前６時 30分につ

いても、点灯するように設定しました。また季節によって暗くなる

時間も変わってきますので、時期に応じて点灯時間を変更していく

ようにも対応していきます。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年２月５日 

担当課 危機管理課 

内 容 

小学校入学時に新１年生を対象に黄色い帽子を配付しているが、２

年生以降は学校指定の帽子を購入している。１年間しか使用しない

ため、とてもきれいな状態で残っている。経費削減のために黄色い

帽子の配付をやめてほしい。 

回 答 

 

黄色い帽子の配付につきましては、市内の保育園、幼稚園（一部

幼稚園を除く。）及び小学校１年生を対象に、登下校時等の交通安

全を図る目的で実施しています。いただきました意見をもとに、各

学校と協議しながら、黄色い帽子の必要性や、経費削減の方法につ

いて検討していきたいと思います。 

今後も、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３１年２月１９日 

担当課 健康課 

内 容 
病気の予防につながる食の大切さを若い人に知ってもらうために、

食生活の改善に向けた取り組みをして欲しい。 

回 答 

 

岩倉市は子どもの頃からバランスのとれた食習慣を身につける

ために、各年代に合わせた食に関する取り組みを行っています。 

妊娠期から子育て期においては、妊婦や子どもの望ましい食習慣

の形成を図るために母親教室、離乳食及び幼児食の教室や相談を実

施しています。 

成人期においては、生活習慣病予防のための知識の普及啓発のた

め、栄養に関する講話や調理実習を実施しています。 

近年、生活スタイルが大きく変化したことにより栄養バランスの

偏りや不規則な食事など食生活の課題が生じており、これらに対す

る取り組みを保育園や学校と共に進めているところですが、今後も

子どもの頃からの食に関する知識の普及啓発に努めてまいります。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年２月２０日 

担当課 学校教育課 

内 容 
岩倉北小学校体育館の建て替えに伴い、屋外トイレはきれいになる

か。 

回 答 

 

岩倉北小学校体育館の建て替え工事においては、体育館横の屋外

トイレを始め、体育館の周辺設備も含めた更新を検討しています。

今後、基本設計、詳細設計と順次、計画を進めてまいりますので、

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３１年２月２０日 

担当課 商工農政課 

内 容 お祭り広場のシャワートイレが故障している。 

回 答 

 

お祭り広場の多機能トイレのシャワートイレについてですが、現

在、業者に修理を依頼中です。ご不便をおかけして申し訳ございま

せん。修理完了まで、今しばらくお待ちくださいますようお願いい

たします。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年２月２１日 

担当課 維持管理課 

内 容 竹の子を間引きしないと、藪が枯れてしまうので、早急に対応を。 

回 答 

 

竹林公園の竹につきましては、混み合っている箇所や台風等で折

れたものを優先的に、委託業務等で造園業者と相談しながら、定期

的に間引いています。 

今後は、この度いただきました、貴重なご意見も参考とさせて頂

きながら、適切な管理に努めて参ります。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年３月１日 

担当課 協働推進課 

内 容 

各区の会館予約への展開は。  

 会館予約管理は、現状かなりの手間がかかるため、システム導入

による省力化・効率化を。 

回 答 

 

会館の予約管理については、平成３０年４月の第１回区長会にお

いて、区のホームページ開設についてのご案内とともに、ホームペ

ージ上で予約管理のできるシステムのご案内をさせていただいて

おります。 

システムを活用するかどうかについては各行政区でご相談の上

ご判断いただいているところかと存じます。 

市としましては、今後も、システムの運用も含めて、より便利で

効率的な会館予約管理ができるよう、行政区の皆さまと相談しなが

ら、できる限り対応させていただきま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３１年３月１８日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

テニスのプレー中に、野球のボールがフェンスを飛び越えてきた

り、テニスボールが飛び越えていってしまうことがある。安全確保

のために、野寄のスポーツ広場側防球ネット、テニスコートフェン

スの嵩上げを行って欲しい。 

回 答 

 

 防球ネット、テニスコートフェンスの嵩上げについてですが、現

在設置されている防球ネット、テニスコートフェンスの高さについ

ては公益財団法人日本体育施設協会による一定の水準にあるもの

と考えています。 

しかしながら、ご意見をいただいたように、野寄スポーツ広場から

の野球のボールがネット、フェンスを飛び越える事があるという現

状を踏まえ、対応について検討させていただきます。 

 今後も施設を利用される皆様のご意見を踏まえながら、施設の適

切な管理運営に努めてまいります。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成３１年３月１５日 

担当課 危機管理課、都市整備課 

内 容 

県道一宮春日井線の交差点について 

① 市道北７７号線の電柱移設を希望する。 

② 信号機設置を希望する。 

回 答 

①  市としては、信号機設置に向け、市道北７７号線の電柱移設

依頼を一部実施しておりますが、引き続き警察を始め、関係機

関等へ働きかけを実施していきたいと考えています。 

 

② 信号機設置につきましては、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。 

ご要望をいただきました信号機の設置につきましては、改めて

江南警察署へ要望しましたが、信号機設置要望箇所の東西に設置

されている信号機が近く、見間違いの可能性があるため、設置が

難しいと回答がありましたが、引き続き、警察に対し働きかけを

続け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３１年３月１１日 

担当課 維持管理課 

内 容 岩倉駅のＢＧＭについて、時間帯に合わせて選曲してはどうか。 

回 答 

 

 地下連絡道は多くの人が利用し、音楽の好みも様々でありますの

で、より多くの方に喜んでいただける選曲に努めているところであ

ります。 

 今回ご提案をいただいたことにつきましては、貴重なご意見の一

つとして、今後の参考とさ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３１年３月２５日 

担当課 商工農政課 

内 容 桜まつりを全面禁煙にしてほしい 

回 答 

 

 まつり期間中の喫煙につきましては、会場内に特設の喫煙スペー

スを設けさせていただいております。また、歩きたばこを止めてい

ただくよう、パンフレットへの記載や場内放送において注意喚起を

し、分煙にご協力いただいているところです。 

 過去には喫煙スペースを設けておりませんでしたが、たばこのポ

イ捨てや、人混みでの歩きたばこによる危険防止の観点から分煙化

し、喫煙スペースを設けました。 

 会場が広域であり、全面禁煙をすることは困難でありますので、

引き続き分煙の徹底について周知してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年３月 27日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

平成 31 年４月から地域交流センターみどりの家の指定管理者が

変更することに伴い、清掃回数が週２回から週１回に変更になると

聞きました。これは住民へのサ－ビス低下につながると思います

が、岩倉市としてこのような管理を認めたのでしょうか。 

回 答 

 

 館内の清掃業務について、平成 31 年３月までは、それまでの指

定管理者が週に２回清掃業務委託を実施しており、それ以外の日に

ついては指定管理者の職員による館内清掃を行っていました。 

 平成 31 年４月からは、市が新たな事業者をみどりの家の指定管

理者として指定しています。この事業者は、ビルメンテナンス業も

営んでおり、今回の指定管理における館内清掃においても同社の持

つ清掃作業マニュアルを用いるなどして管理に当たる職員に研修

等を行いながら、質を保った日常的な清掃を行っていくものとして

おり、この結果、従来の清掃業務委託の回数を週に１回としている

もので、館内の衛生状況等のサービスの低下にはならないとの判断

の上であり、市としても地域の皆さまにご不便をおかけすることは

ないと考えています。 

 今後も地域の皆さまに気持ちよく利用していただける施設にな

るよう市としても指導していきます。 

 

 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年３月 25日 

担当課 商工農政課 

内 容 岩倉の名のついた記念品を送ってほしい。 

回 答 

 

 この度は、岩倉市に関心を持っていただき、ありがとうございま

す。職員共々大変嬉しく思っております。 

記念品の送付につきましては行っておりませんが、本市のことを

より知っていただくために、写真を何枚か添付させていただきま

す。また、３月から４月にかけて、毎年岩倉桜まつり（HPの URL： 

http://www.city.iwakura.aichi.jp/category/3-11-0-0-0.html ）

を開催しておりますので、機会がありましたら、ぜひお越しいただ

けたらと思います。 
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