
私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月８日 

担当課 協働安全課 

内 容 
岩倉団地北側路上駐車が多い。ＵＲ都市機構及び警察に連絡し、何

とかしてほしい。 

回 答 

ご意見をいただきました岩倉団地北側路上駐車につきましては、

ＵＲ都市機構に路上駐車に関する注意喚起を行い、江南警察署には

路上駐車に関する取締の要望をしました。 

また、路上駐車を見かけた場合、お手数ですがご連絡いただくよ

う江南警察署から申出がありましたので、ご理解ご協力をお願いし

ます。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月８日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

 

①児童館に遊びに行き本を読もうと図書室に行ったが、ゲームをし

ている男子高学年がいて本が読みづらかった。ゲームをする場所を

決めるか、ゲームの持ち込み禁止としてほしい。 

②非常時の際、保護者に即連絡ができるよう「児童館利用者カード」

を作成してほしい。 

 

回 答 

 

①児童館は自由に来館して過ごすことができる場所となっていて、

来館する目的も個々に異なっています。ゲームの持ち込みについて

ご意見をいただきましたが、岩倉市の児童館においても、過去には、

教育上よくない、児童館では違う遊びをしてほしいという大人の意

見と併せて、子ども同士のトラブルも起こったことから、禁止にし

た経緯もありました。しかし、そのことにより子どもたちが大型シ

ョッピングセンターなどに出入りしたり、雨の中、児童館の軒下で

ゲームをしたりしているのが、健全育成といえるのかという議論が

起こり、ゲームだけで遊びを終わらせない、カードゲームの交換は

しない、荷物の管理を徹底するなど子どもたちと職員とで話し合

い、自らのルールを決めた上で持ち込むようになっています。 

 しかしながら、今回、図書室で読書を楽しめなかったというご意

見をいただき、棲み分けの必要性を感じています。それぞれの館に

おいて再度、子どもたちと利用の仕方を考えていきます。 

また、見回りにつきましては平日及び土曜日においては、職員が

日頃から子どもと同室で過ごすように努めています。日曜・祝日に

つきましては、施設管理を委託しており、管理の都合上事務室にい

ることが多いと思いますが、時間を決めて見回りをしています。 

 

 

 

②現在、児童館では「児童館利用者カード」の利用はしておらず来



館者受付簿を設置しています。岩倉市は、愛知県の中でも最も市域

が小さい市で、その小さな市の中に５つの小学校と７つの児童館が

あり、職員と子どもたちとの距離が比較的近くにあることも特徴で

あり、職員は子どもたちと接すること、地域とのつながりを持つこ

とを大切にして児童館を運営しています。 

運営にあたっては、利用者の把握に努めるとともに安全に関して

も十分配慮をしていますが、館内外でのけがや体調不良といった緊

急時には、連絡先が分からない場合は学校や地域と連携を図って連

絡を取っています。現段階では、利用する考えは持っていませんが、

今後「児童館利用者カード」についても個人情報の取扱も含めて研

究していきます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月９日 

担当課 学校教育課 

内 容 

岩倉北小学校の給食配膳時に、「お祈りポーズ」と称して待つ姿勢

を強要することについて、教育上不適切であるので再考してほし

い。 

回 答 

岩倉北小学校では、衛生面への配慮から両手を組んで着席して待

つという指導を全校で行っています。岩倉北小学校に限らず、学校

では行為の意図を分かりやすく伝えるために、具体的な型を示すこ

とによって指導する場面があります。ご指摘の指導もその一例です

が、一部の教室で子どもたちが意図を十分に理解していないまま、

型だけを押し付けるような指導になってしまったことは残念です。

岩倉北小学校へは、以下の点に配慮して指導を行うように伝えてい

きたいと思います。 

（１）学年の発達段階に応じて、指導の意図を分かりやすく伝える

こと。 

（２）手を組んだ姿勢で待つのは一つの方法であり、ふさわしい方

法を子どもたち自身が考えて行動できるように指導すること 

お子様が安心して通える学校となるよう、これからも努めてまい

ります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 12日 

担当課 商工農政課 

内 容 通行者がぶつからないように、木の枝を切って管理してほしい。 

回 答 

五条川沿いを通行の際にご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

今回ご指摘いただいたように、桜の枝が垂れ下がり通行の妨げと

なる箇所については、その都度、現場を確認の上で枝の剪定を行っ

ているところです。また、毎年区間を定め、五条川の上流から下流

まで市内全域の計画的な剪定を行っておりますが、引き続き定期的

な巡回を行うなど、適正な桜の管理に努めてまいります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 16日 

担当課 学校教育課 

内 容 
中学校の部活動にダンス部を設置してはどうか。時代のニーズに合

った部活動が設置されるとよい。 

回 答 

 

市内各中学校では、生徒の希望者が継続して見込まれること、指

導者や活動場所が確保できること、設置数が学校規模に見合ってい

ること、教育的な価値があることなどを勘案して、部活動を設置し

ています。時代に合った部活動の新設については、これらの条件を

総合的に判断し、各学校で設置の可否を決定します。ご提案いただ

いた内容は、各学校に伝えさせていただきます。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 17日 

担当課 秘書企画課 

内 容 
朝の庁舎内のラジオ体操について、実施している課もあれば実施し

ていない課もあり、市民から見ると変に感じる。 

回 答 

職員の健康づくりや一日の仕事の始まりにあたり、心身に区切り

をつけるとともに仕事を円滑に進めてもらうため、毎日、業務開始

前の午前８時 25分に庁舎内にラジオ体操を流しています。 

体操の実施については、各職員の自主性に任せていますが、昨年

12月１日に「健幸都市いわくら」を宣言した本市として、朝の体操

は職員の体力向上や健康増進に資すると考えていますので、今後、

より多くの職員が実施するよう機会を捉えて励行していきたいと

考えます。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 19日 

担当課 環境保全課 

内 容 
市の団体として活動している人は、腕章やタスキを着用してほしい。 

勝手に餌をあげている人と区別がつかず、トラブルにつながる。 

回 答 

 

市内には、飼い主のいない猫に給餌するとともに、避妊・去勢手

術を施し、望まれない猫の繁殖及び周囲に対する迷惑の未然防止を

目的とした「岩倉猫の会」（以下「猫の会」という。）という市民活

動団体が活動しており、市と協働で飼い主のいない猫に関する事業

をすすめています。 

市民活動団体として任意で活動している猫の会に対して、腕章や

タスキの着用を義務付けることはできませんが、猫の会の活動と個

人の餌やりとを区別するための一つの手段として、今回のご提案を

猫の会にお伝えしたいと考えております。 

今後も市民の皆様のご意見を参考にさせていただき、よりよい環

境行政に取り組んで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 31年４月 22日 

担当課 上下水道課 

内 容 

岩倉駅～五条川あたりの下水が臭く不衛生で、３月下旬頃より岩倉駅

周辺でも虫が大量発生しており生活に支障をきたしている。 

下水等の衛生環境整備、クリーンな街づくりを心から期待する。 

回 答 

 

ご指摘の場所付近は、現在、下水道が整備されていない区域にな

ります。岩倉市の下水道整備率は約７０％でいまだ整備途上です。

今年度は、バス通りの北側（くすのきの家周辺）を整備予定ですが、

ご指摘の場所付近の整備予定時期はまだ決まっていない状況です。

今後も順次整備を進めてまいりますので、ご理解いただきますよう

お願いします。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 22日 

担当課 商工農政課 

内 容 もっと積極的に名古屋コーチンをアピールしてほしい。 

回 答 

 

 名古屋コーチンの PR につきまして、本市では名古屋コーチンの

孵化場をはじめ、市内で名古屋コーチンを取り扱う業者を中心に、

昭和 60 年から「岩倉市名古屋コーチン振興組合」を組織し、組合

として市内及び市外のイベントに積極的に出店することで名古屋

コーチンの周知及び振興に努めています。 

近年では、名古屋コーチンの生肉や名古屋コーチンを使った料理

をふるさと納税の返礼品にしているほか、市内の飲食店を巡るラン

チスタンプラリー事業への参加などを通し、市外や県外の人にも岩

倉市の名古屋コーチンの味を知っていただく機会を設けておりま

す。 

平成 28 年度には、愛知県と一般財団法人名古屋コーチン協会が

中心となり、３月 10 日を「名古屋コーチンの日」と制定、毎年そ

の前後の時期には関係する自治体や団体・企業が参加し合同のイベ

ントも行われ、本市からも参加しておりますので、岩倉市の名古屋

コーチンを PRするにあたり相乗効果があるものと考えております。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年４月 22日 

担当課 行政課 

内 容 

①平日昼間における選挙カーの音量がうるさく、人の暮らしを妨害し

ており迷惑である。 

②全く面識のない候補者から選挙の手紙が届くことがあるが、個人情

報は守られているのか。 

回 答 

 

① について 

選挙運動用自動車による拡声機の音量について、確かに迷惑と考

えられる方もおられると思います。 

一方で、選挙運動の方法は、公職選挙法で期間や方法等が厳しく

制限されており、選挙運動用自動車での拡声機の使用は、候補者が、

多くの有権者に政策や考え方を直接伝えることができる数少ない

方法のひとつとなっています。また、候補者にとっては、法律で規

定された制限の中で有権者に訴えようとしているものであります

ので、ご理解くださいますようお願いいたします。 

ただし、市選挙管理委員会としましても、拡声器の使用により平

穏な日常生活に支障を感じられる方がおられることを踏まえ、立候

補届を提出された４月１４日には、全ての立候補者の方に、文書に

て、拡声器使用は適切な音量で行っていただくよう依頼させていた

だきました。 

なお、公職選挙法では、連呼行為や街頭演説は午前８時から午後

８時までに限られ、また、学校や療養施設の周辺では静穏を保持す

るよう義務付けられておりますので、こうしたことについて問題が

ありましたら、市の選挙管理委員会として対応してまいります。 

 

②について 

候補者からの選挙の手紙についてですが、公職選挙法において、

候補者は選挙人名簿を閲覧できることとなっており、候補者は、そ

こで得た情報を用いて、有権者に政策や考え方を記載した葉書を郵

送することにより、選挙運動をすることができます。 



なお、選挙人名簿を閲覧して得た情報は、選挙運動以外の用途に

は使用できないこととなっていますし、また、候補者が得た情報の

写しを選挙管理委員会に提出してもらうとともに、候補者にも当該

情報を厳重に管理するよう義務付けられていますので、ご理解くだ

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 令和元年５月７日 

担当課 維持管理課 

内 容 大地新町 1 丁目～中央町の用排水路に蓋をしてほしい。 

回 答 

 

現場を確認しました。 

用排水路に蓋をしてしまうと、維持管理上の問題があるため、当

面蓋を設置する予定はございません。 

ご指摘の用排水路は平成 30年の 10月に中央町 1丁目の県道岩倉

西停車場線から南に向かって悪臭対策として底部を改修及び清掃

を行っております。 

今後、自宅に隣接しています用排水路についても、底部を改修及

び清掃等の対策を検討していきたいと考えております。 

用排水路のごみ投棄についても、「広報いわくら」に掲載するな

ど市民周知に努めていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年５月７日 

担当課 長寿介護課、健康課 

内 容 
体力が落ちてからリハビリを行うのでは遅いため、高齢者が現在の

体力を保つために運動を行うところはあるか。 

回 答 

 

多世代交流センターさくらの家では年間を通して介護予防教室

や膝・腰痛予防の運動を取り入れた教室（３回コース）を行ってい

ます。 

お住まいの近くでは、今年度より大山寺町にある防災コミュニテ

ィセンターにおいて、毎月、スクエアステップ講座も開催しており

ます。 

屋外での運動としては、毎週、ウォーキングやポールウォーキン

グを行っています。また、五条川堤防道路では、井上橋から大市場

橋までを五条川健幸ロードとして整備し、八剱憩いの広場には健康

器具も設置しましたので、健康づくり等に役立てていただきたいと

思います。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年５月７日 

担当課 維持管理課 

内 容 中央公園での外国人グループの野球使用は厳しく取り締まりを。 

回 答 

 

公園は市民のレクリエーション活動、健康運動等多様な活動の場

となっていることから、特定の人だけを利用禁止にすることについ

ては困難であると考えています。 

しかしながら、公園で公園外に向けて野球のボールを打ち込む等

の行為は大変危険な行為であり、中央公園においては軟式・硬式ボ

ールの使用は禁止しているため、警察とも連携しながら周知徹底を

図るなどして再発防止に努めたいと思います。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年５月 10日 

担当課 学校教育課 

内 容 

平成 30 年度と比較して、学校の新設、統廃合、休校、その他理由

による通学区域の一部変更、学校の移転変更がある場合、その詳細

を教えてほしい。 

回 答 

 

岩倉市には、小学校５校と中学校が２校ありますが、平成 30 年

度からの通学区域・学校位置の変更はありません。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年５月 13日 

担当課 学校教育課 

内 容 
岩倉の歴史などに関する動画を作成したので、市内小中学校に紹介

してほしい。 

回 答 

 

ご指摘の通り、これまで岩倉の歴史を児童生徒に分かりやすく解

説した資料はありませんでした。今回作成された動画は、短時間で

視聴できること、重要な内容に絞って簡潔にまとめられているこ

と、図表、地図、現地写真などで視覚的に理解しやすいことなどの

工夫により、とても魅力ある資料となっていますので、学校に紹介

させていただきたいと思います。 

今後も郷土への理解と愛着を深める教育の推進にご協力いただ

きますようお願いします。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月６日 

担当課 学校教育課 

内 容 
性同一性障害の児童生徒に対する小中学校の支援はどのようにな

っているか。 

回 答 

①小中学校における性同一性障害の児童生徒への支援はどうなっ

ているか。 

市内小中学校では、性同一性障害の児童生徒に対して、一人一人

の状況に応じて柔軟な対応を行うことを基本としています。よっ

て、ご質問にあるような、服装、髪型、更衣室、トイレ、呼称など

について、個別の内容を市内一律に定めるということは行っていま

せん。 

 

②岩倉市のＬＧＢＴ教育はどのような状況か。 

市内児童生徒が作成した岩倉市子ども人権合言葉では、「自分を

大切にします」「仲間を大切にします」「どんな人も大切にします」

の３つの方針を定めています。この基本方針に基づき、各小中学校

では道徳教育などを通じて一人一人の存在を認め合う心を育むよ

う努めています。こうした教育活動の中で、ＬＧＢＴに対する理解

や人権感覚も身についていくものと考えています。今後も、ＬＧＢ

Ｔだけでなく多様な価値観を尊重する児童生徒の育成に取り組ん

でいきます。 

 

③いじめによって不登校傾向にある児童生徒への対策はどうなっ

ているか。 

いじめに対しては、定期的に教育相談アンケートを実施したり、

相談窓口を設けたりするなど早期発見に努めるとともに、問題を発

見したら直ちに情報を共有しチームで対策を講じるなどの早期対

応に努めています。また、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー、子どもと親の相談員、適応指導教室指導員を配置し、

悩みをもつ児童生徒を支援する体制づくりを行っています。 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月６日 

担当課 協働安全課 

内 容 
災害とＬＧＢＴについて、岩倉市ではどのような対策がなされてい

るか。 

回 答 

災害時は、年齢、性別、障がいの有無など様々な事情を抱えた方

が避難されます。岩倉市では、様々な状況を想定し災害用備品の備

蓄や災害時の体制強化に取り組んでいます。しかしながら、ＬＧＢ

Ｔに配慮した取り組みについて、現段階では実施していない状況で

す。 

以下の表に、岩倉市が各項目について取り組んでいる内容を記載

します。なお、記載内容は避難所を中心に記載しています。 

 

項目 対応 

トイレ 学校のトイレが地震発生時に使用できなくな

った場合を想定し、簡易トイレの備蓄や下水道

直結型マンホールトイレの整備（北小学校、南

小学校、東小学校、岩倉中学校、岩倉南部中学

校）を行い災害に備えています。 

なお、男女でトイレを分けるのかなどの運用

についてはそれぞれの避難所の運営により異な

ります。 

更衣室  避難所において、更衣スペースは必要と考え

ますが、設けることができるかはそれぞれの避

難所で状況により判断されます。 

支給物  避難者想定数 5,000 人に対して、食料は２日

分、飲料水は 500mlを 10,000本の備蓄を計画し

ています。他にも毛布なども備蓄していますが

数に限りはありますので、原則として、飲食物

や生活必需品等は避難者自ら持参してきてもら

うことをお願いしています。 



避難スペース  地震発災当初からは一人当たり 1 ㎡、その後

は就寝のため 

3㎡のスペースとなります。 

 また、協定締結団体より簡易間仕切りとダン

ボールベッドの提供を受けて避難所におけるプ

ライバシーの確保と生活環境を整備します。 

掲示物  災害や支援制度等の情報は掲示板を使用し

て、情報を伝達することを想定しています。 

相談窓口  被災者の健康面の支援として保健医療相談窓

口を設置します。また、避難生活が長期にわた

るとストレスが蓄積し、心身ともに様々な問題

が生じやすいため、保健センターの保健師等が

避難所を巡回し、健康増進への支援、ストレス

など心の問題等を含めた健康相談を実施しま

す。 

その他にも、愛知県、警察、ハローワークな

どの関係機関による各種相談窓口が設置されま

す。 

緊急連絡先カ

ード 

緊急連絡先カードは作成しておりません。 

しかし、「ヘルプカード」というものを福祉課

で配布しています。これは障がいのある人など

援助を必要とする方が自分の情報を記載した物

を携帯し、災害や緊急時、日常の場面で困った

時に、周囲の人に支援を求めるきっかけをつく

るカードです。この項目の中には緊急連絡先を

記入する項目もあるので災害時にも活用できま

す。 

どなたでも希望されればお渡しできます。 

 

 

 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月６日 

担当課 生涯学習課 

内容 
ＬＧＢＴについて、岩倉市図書館はどのような啓発を行っている

か。 

回答 

 

図書館では、季節にちなんだもの、話題となっているもの等をテ

ーマに取り上げて定期的に特集コーナーを設けています。 

ＬＧＢＴについては現在、資料収集に努めているところで、令和

元年度中に特集コーナーを設ける予定をしています。 

今後も幅広い資料の収集に努め、すべての利用者に様々な情報の

発信をしていきたいと考えています。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月 18日 

担当課 長寿介護課 

内容 親を介護している世帯への金銭的免許制度を作るべきだ 

回答 

 

介護が必要な場合、介護保険によるサービスをご利用いただけま

す。 

また、岩倉市では在宅でねたきり老人等を３か月以上介護してい

る人に月額 5,000円の手当を支給する制度があります。 

その他にも、岩倉市高齢者福祉サービス等もございますので一覧

表のチラシと地域包括支援センターの案内、介護保険のリーフレッ

トも同封させていただきますのでご覧ください。 

介護サービスの相談窓口は、市役所長寿介護課、地域包括支援セ

ンターとなりますので、お困りごとがございましたら、ご相談くだ

さい。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月 25日 

担当課 上下水道課 

内容 

岩倉市の水道は民営化しないと書かれていたが、水道事業がすで

に民営化されていて驚いている。公共事業を売り払うようなことは

今すぐやめてもらいたい。 

回答 

 

水道事業がすでに民営化されているとの声をいただきましたが、

本市の水道事業は民営化をしていません。 

昨年に水道法が改正され、水道事業の運営を水道料金の設定も含

めて民間事業者に任せる「コンセッション方式」の制度が導入でき

るようになりました。 

ご意見のありました水道事業の民営化は、このことを指すものと

解釈しますが、本市では、現時点で「コンセッション方式」の導入

について考えていません。 

なお、水道メーターの検針や水道料金を徴収する業務について

は、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社に委託をしていますが、委託

業者が水道料金を決定することはなく、ご意見にある水道事業の民

営化とは異なるものです。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月 26日 

担当課 学校教育課 

内容 南部中学校に男子テニス部を作ってほしい。 

回答 

 

市内各中学校では、これからも希望者が毎年あること、指導者や

活動場所が確保できること、生徒数と部活動の数のバランスがとれ

ていることなどを考えて、各学校において設置するかどうかを決定

しています。   

なお、南部中学校では、過去数年間の生徒数が大きく変わってい

ないことから、男子の部活動についての見直しは行っていません。 

ご提案いただいた内容は、南部中学校に伝えさせていただきま

す。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年６月 27日 

担当課 長寿介護課 

内容 
南部老人憩の家はかなり老朽化していますが改築の予定はあるの

でしょうか。 

回答 

 

南部老人憩の家は、老朽化が進んでいますので、空調設備、廊下

カーペット、風呂ろ過機、お風呂場タイルなど部分的な修繕をして

順次、対応させていただいているところです。 

南部老人憩の家の改築については、当面、予定はありませんが、

利用者の皆様が安全、快適に施設を利用していただけるように施設

管理に努めていきたいと思いますので、今後も引き続き、南部老人

憩の家をご利用ください。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 11日 

担当課 学校教育課 

内容 

就学援助の対象に該当しそうな家庭には市役所から申請を促して

ほしい。また、該当した年度はさかのぼって援助金の支給をしてい

ただきたい。さらに、制度をもっと周知させ、岩倉市が子育てをし

やすい、安心な町だと感じられるようにして頂きたい。 

回答 

 

本市では、市民の皆さまに就学援助制度の周知を図るため、「広

報いわくら」への掲載を始め、毎年年度初めに市内小中学校の全児

童生徒を通じて、各ご家庭に制度についての文書を配布しておりま

す。さらに、新たに小中学校に入学する児童生徒の保護者に対して、

入学前支給のお知らせを 10 月頃に通知するとともに、１・２月に

行われる入学説明会においても案内文書を配布するなど、周知に努

めています。 

 また、学校において、経済的にお困りの状況であると把握したご

家庭に対しては学校からも制度の案内をしたり、学校教育課に相談

に行くよう促してもらうなどしています。 

 就学援助の対象に該当しそうな家庭に対して申請を促してほし

いとのご意見をいただきましたが、個人情報等の問題もあり就学援

助を所管する学校教育課が全児童生徒のご家庭の収入や家族構成

等を調査し、審査、通知をするといったことはできません。申請が

あって初めて申請者に関する情報をお調べすることができ、また、

申請書を提出した日からが認定の対象となることから、さかのぼっ

ての支給はできませんので、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

 なお、制度の周知には努めているところでありますが、案内文書

につきましては、よりわかりやすく変更するなど工夫をしていきた

いと思います。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 11日 

担当課 環境保全課 

内容 

清掃事務所にリサイクルごみを持ち込んだ際、ペットボトルとプラ

スチックごみを間違えただけで威圧的に指摘され、恐怖感を覚え

た。もう少し親身になった対応をしてほしい。 

回答 

 

このたびは、e－ライフプラザのご利用にあたり、職員の対応に

より、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。 

ご指摘にありました件について、当日対応させていただいた職員

に対して厳重に注意をするとともに、今回のご指摘を真摯に受け止

め、清掃事務所の他の職員を含め、より丁寧で親切な対応を心がけ

るよう指導いたしました。 

今後とも、市民の皆様に気持ちよくご利用いただける e－ライフ

プラザとなるよう努めてまいります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 17日 

担当課 生涯学習課 

内容 

数年前にアーチェリー教室に参加し、市の職員の運転で瀬戸市の会

場へ向かったが、運転が荒く車酔いをした。当時の職員に注意をし

てほしい。 

回答 

 

アーチェリー教室にご参加いただきましてありがとうございま

した。 

職員の運転により、不快な思いをされたとのことで胸中お察しい

たします。当時の担当職員及び現所属職員に対し指導するととも

に、気持ちよくご参加いただけるようサービスの向上に努めてまい

ります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 17日 

担当課 市民窓口課 

内容 
職員の窓口対応について、丁寧に説明してもらえず、あしらわれた

感じがした。 

回答 

 

このたびは、職員の対応が悪く、大変ご不快に思われましたこと

を深くお詫び申し上げます。 

早速、当日対応した職員には厳重に注意をいたしました。また、

他の職員に対しても、市民の皆様が気持ちよく手続きをしていただ

くことを心掛けるよう、改めて指導いたしました。 

いただいたご意見を真摯に受け止め、市民の皆様に対し親切で丁

寧な対応を心掛けることを徹底してまいります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 22日 

担当課 維持管理課 

内 容 
睦公園に乳幼児用のブランコを取り付けて欲しい。また、乳幼児でも

安全に遊べる遊具を増やして欲しい。 

回 答 

 

既設ブランコを乳幼児用ブランコに取り換えた場合、安全基準を

満たすことができないため、乳幼児用ブランコを設置するために

は、ブランコ全体を新しくする必要があります。 

従いまして、せっかくご意見をいただきましたが、今回は乳幼児

用ブランコをとのご提案は見送らさせていただきます。 

乳幼児が安全に遊べる遊具をとのご提案と併せ、将来、施設を新

しくする際には参考とさせていただきます。 

 なお、最寄りの公園では中央公園と大矢公園に乳幼児用ブラン

コがございますので、是非そちらをご利用ください。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 平成 31年７月 22日 

担当課 行政課 

内 容 
エスカレーターのスピードが速すぎるため、高齢者には危ない。スピ

ードを遅くすることはできないか。 

回 答 

 

 庁舎内に設置されたエスカレーターの速度につきましては、建築

基準法施行令などに定められた速度の範囲内で運用されています。 

なお、庁舎内には東西２ヶ所にエレベーターを用意しております

ので、お手数をおかけしますが必要に応じエレベーターをご利用い

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 31年７月 23日 

担当課 協働安全課、福祉課、行政課 

内 容 

①心筋梗塞で入院し、思うように動けない経験をした。体が動かず、タ

クシーでしか移動できなかったので、かなりタクシー代が苦しかった

が、補助もない。困っているときに市の制度などで助けてもらえない。 

②市内で交通ルールが守られていない。道幅の狭いところで自転車が並

走している。また、駐停車禁止の違反もよく見かける。そういったルー

ルを守れない人になぜ注意しないのか。 

③市役所東玄関前に自転車がたくさん停められていて、通行できない。

きちんとした自転車置き場もあるのに、全く改善されない。 

回 答 

①急な病気や怪我などで、緊急に診察や治療を必要とし救急車が必要

な状態の場合は 119番通報してください。 

本市のタクシー料金の一部助成については、身体障害者手帳１・２

級等の所持者を対象とした心身障害者福祉タクシー料金助成事業や

主に 85 歳以上の方を対象者にした高齢者すこやかタクシー料金助成

などがあり、利用者のタクシー料金の一部を助成しているところで

す。 

また、岩倉市役所２階には、生活自立支援相談室を設置しておりま

すので、生活に不安や心配ごとなどがあればご相談ください。 

さらに、当市では、平成 26年度より 65歳以上の高齢者等の移動困

難者の支援として、岩倉市デマンド型乗合タクシーを本格運行してい

ます。１乗車につき 300円でご利用が可能で、市内の公共施設や病院

等、計 107か所を乗降場所としています。ご利用いただくには事前登

録が必要になりますので、市役所６階協働安全課窓口までお問い合わ

せください。 

②市民の声で出されたご意見は、江南警察署に対し取締の強化を要請

しました。 

今後も江南警察署と連携して交通ルールや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。 

 

③市では、庁舎駐輪場ではない市役所東玄関前への駐輪を防ぐため、

宿直員による朝の時間帯における注意、玄関付近へ自転車等を止めな



いよう表示する看板の目につき易い場所への移動、プランターを以前

より多く、密度高く配置し、駐輪できないようにする等の対策を行っ

てまいりました。 

ご指摘のとおり、本来通行に供されるべき場所に自転車が駐輪され

ている状況は適切ではないと考えていますので、今後も状況に応じて

不適切な駐輪をなくすことができる対策を検討してまいります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 26日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

学校のプール開放日と民生委員による大型紙芝居の披露の日時が重な

っていたが、子どもたちにはどちらに参加するか選択することができ

なかった。 

民生委員の活動ありきではなく、子どもたちの意思を尊重してほしい。 

回 答 

 

学校のプール開放日に参加したかったにもかかわらず、行事参加

が優先され、お子さんには不快な思いをさせてしまいました。 

児童館及び放課後児童クラブ（学童保育）は、多くの地域の方に

支えられて活動が成り立っており、民生委員さんらによる大型紙芝

居の披露もその一つと考えています。 

大型紙芝居は、年度当初から計画がされ、６月上旬に実施日時が

決められました。その後、曽野小学校のプール開放は、７月の夏休

み前（７月 10 日頃）になって予定がわかりました。プール開放の

時間と重ならないよう日程を再調整する、子どもにどちらに参加す

るか選択させるなどの配慮が必要でした。 

今回のご意見を真摯に受け止め、より一層、子どもの気持ちに寄

り添った活動ができるよう留意していきます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年７月 29日 

担当課 環境保全課 

内 容 

以前に改修していただいたごみ集積場所のネットが破れ、カラスに荒

らされるようになったため原因の解明と集積場所の復旧、今後の対策

をしてほしい。 

回 答 

 

ごみ集積場所のネットの破れ等について、ご指摘の集積場所を確

認し地元行政区（下本町区）に聞き取りをしたところ、ネットに錘

として付けた鉄のくさりが重すぎたことにより劣化が早まり破れ

たものと思われます。また、ごみ出し日のルール違反については、

近隣に住む外国人による可能性があるとのことでした。 

対策としまして、８月６日にネットを二重にするとともに、錘を

軽い材質のものに変更しました。また、ごみ出しマナーの改善につ

いては、カラス被害を防ぐための啓発看板を、日本語版に加え外国

人向けに英語版も作成し、設置しました。 

ご指摘の集積場所については、引続き区とともに状況を注視して

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年８月７日 

担当課 秘書企画課 

内 容 
携帯電話から電話しづらいので、広報やＬＩＮＥに市外局番を省略せ

ずに載せてほしい。 

回 答 

 

今後はＬＩＮＥだけでなく、ホームページやほっと情報メール

等、スマートフォン・携帯電話等の機器で閲覧するものについては、

市外局番を含めた電話番号表記とするよう改めます。 

なお、広報いわくらにおいては限られた紙面を有効に活用するた

めに、これまでどおり、市内の電話番号は市外局番を省略して記載

させていただきます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年８月９日 

担当課 学校教育課 

内 容 

就学援助制度について、現在の周知方法では足りないように感じる。

就労している世帯等も対象となり得ることを、わかりやすく伝えてほ

しい。他部署とのネットワークを活かし市民にとって有益な情報を提

供するのが市役所の役割であると思う。また、支給がさかのぼれない

ということだが、根拠を示してほしい。 

回 答 

 

市内小中学校の全児童生徒を通じて、各ご家庭に配布している制

度案内につきましては、いただきましたご意見を基に、より分かり

やすい案内になるよう記載内容や表記の方法を工夫するとともに、

これまで以上に「広報いわくら」やホームページを活用して、制度

の理解が広められるよう取り組んでまいります。 

また、就学援助費の支給につきましては、岩倉市就学援助事務取

扱要綱に基づき行っております。同要綱第７条第２項において、就

学援助費は、申請のあった日の属する月から支給するもの（ただし、

就学援助費のうち、給食費については申請のあった日から支給する

もの）と定めておりますので、申請日の属する月より前のものにつ

いては、支給することができません。なお、この取扱いについては、

他の自治体でも同様になっています。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年８月 14日 

担当課 福祉課 

内 容 
駅周辺で見かけるホームレス女性を保護して暮らして行けるようにす

べきではないか。 

回 答 

 

当市では、不安定な居住環境で生活されている方や経済的に困窮

されている方への相談支援を行うため市役所２階に生活自立支援

相談室を開設しております。 

 相談室での相談のほか、市職員や生活自立支援相談室の相談支

援員が駅周辺等に直接出向いて話をする機会をつくり、ご本人の状

況把握を行い、住居や食料、経済的な問題についてお話をさせてい

ただいております。 

これらの支援は個別の状況により違ってまいりますが、ご本人の

状況の変化に応じた支援ができるよう関係性の構築をしていきな

がら進めているところです。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年８月 30日 

担当課 協働安全課 

内 容 

横断歩道で車に轢かれそうになったときの件について 

１ 接触しなかったもののこのような場合、罰則等はないのでしょう 

か？ 

２ 防犯カメラ等で運転手を特定することは可能でしょうか？ 

３ 歩行者だけが渡れるように時差信号を取り付けることはできない 

でしょうか？ 

４ 取り締まりを厳しくしていただきたいです。 

回 答 

 

ご質問をいただきました内容を江南警察署交通課に問合せをし

たところ、１から３までは、警察の対応となりますので、江南警察

署交通課へご相談くださいと回答がありました。 

４については、江南警察署交通課に申し入れをしました。 

また、ご質問のような場面に遭遇したときは、すぐに警察へ通報

してくださいとのことでありました。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月６日 

担当課 生涯学習課 

内 容 市内に図書館（スペース）をもう１件つくってほしい。 

回 答 

 

市内に図書館（スペース）をもう１件つくってほしいというご意

見をいただきましたが、岩倉市の人口や面積等の様々な実情に合う

図書館サービスを運営するうえで、図書館が市民の皆様が利用しや

すい市の中央に位置していること、また、図書館を利用しやすくす

るための方策として、開館時間の延長や原則月曜日の開館、ブック

ポストの設置等をしていることなどから、今のところ、いわゆる分

館の設置については考えておりません。 

また、閉架書庫の資料を他の場所で閲覧できるようにしてほしい

というご意見もいただきましたが、利用者からの様々な求めに応じ

るためには、あるべき本がいつでもある状態にする必要があること

から、閉架書庫の貸出や閲覧等については、今後も図書館で管理し

ていきたいと考えます。 

図書館では、今後も幅広い資料の収集に努め、多くの人に読書に

興味を持ってもらえるよう取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月９日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

希望の家の予約について、現在の２か月前からの予約開始であると

既に事前予約で埋まっていたり、参加者に出欠確認をしている間に予

約が埋まってしまったりする状況となっている。利用者の増加のため

にも、予約開始時期を早めて欲しい。 

回 答 

 

希望の家の予約開始時期につきまして、現在通常の時期について

は２か月前からとなりますが、特に利用者が多い夏休み期間につい

ては３か月前（５月初めから８月分が予約可）から予約を受け付け

ています。 

また、ご意見の中にありました事前予約については、青少年宿泊

研修施設という性質から、子ども会や保育園の父母の会、市のイベ

ントなどの利用について、通常の予約開始より前に調整を行ってい

るため、一般利用の皆さんが予約していただける日が少なくなる月

もあります。 

今回ご提案をいただきました予約開始を早める件につきまして

は、事前予約の調整時期なども含めて、今後変更が可能であるか検

討をしていきます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月 10日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

総合体育文化センターのトレーニング室の器具について、鉄アレイ

に錆びによる劣化があり、更新してほしい。 

 トレーニング機器全体が古く、更新して欲しい。年に１機種ずつで

も新しくしてほしい。 

回 答 

 

トレーニング機器につきましては、トレーニング室に常駐してい

るトレーナーとも相談しながら、使用頻度の高い機器、設置からの

経過年数、また状態等を鑑みながら総合体育文化センター指定管理

者との協議等を踏まえ計画的に年に２台程度ずつ更新をしていま

す。 

今年度については、既設機器の更新ではなく、９月１２日に新た

にプルダウンとランニングマシーンを導入したところです。 

鉄アレイについては状態などを確認させて頂きましたが、他の機

器の状態も確認しながら引き続き、計画的に機器の更新を進めてま

いります。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月 13日 

担当課 協働安全課 

内 容 
ふれ愛タクシー事業について、少なくとも千秋病院と小牧市民病院

については運行可能とした方がよい。 

回 答 

 

ふれ愛タクシー事業の目的は、高齢者、障害者及び子育て世代の

外出・移動支援であり、岩倉市内を事業実施区域としています。 

事業の内容及び実施区域や利用料金等については、既存の公共交

通との共存を図るため、岩倉市地域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となっておりますの

で、ご理解くださいますようお願いいたします。 

また、事業についてのご提案や窓口にていただいたご意見を踏ま

え、より良い事業となるよう今後研究・検討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 令和元年９月 13日 

担当課 都市整備課、維持管理課 

内 容 

犬山線石仏北、長福寺 174付近の道路拡幅の事業予定の有無、事

業見込みの無い理由、直近三年程度における同様の趣旨の陳情の有

無について 

回 答 

 

岩倉市として、現在のところ道路拡幅の予定はありません。なお、

事業の実施にあたっては、各区からご要望いただいた内容を確認

し、市内全域で優先順位をつけて実施しているところであり、ご提

案いただきました路線につきましては、これまで区からの要望等の

提案や市民の声等による整備要望や陳情はありませんでした。この

ため、市としても整備の必要な路線として認識を持っておりません

でした。 

また、用排水路につきましては、維持管理を行うにあたって原則

開渠としておりますので、当面蓋を設置する予定はありません。 

必要に応じ、現状を調査する等、対応してまいります。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月 24日 

担当課 協働安全課 

内 容 

樋先公園のすぐ南に街灯が少なく、防犯上不安である。すぐ近くが

ごみ捨て場指定もされていることもあり、もう少し灯りがあった方が

よい。ちょうどごみ捨て場のところに電柱があるので、そちらへの街

灯の設置をしてほしい。 

回 答 

 

ご意見をいただきました防犯灯の設置につきましては、各区長さ

んから要望をいただき、市内に設置しております。 

市で管理している防犯灯は、各区から設置の要望をいただき、原

則的に 40メートルから 50メートルの間隔で、小中学校の通学路、

夜間にも歩行者や自転車の通行の多い場所、痴漢等の事件が発生し

た又は発生する可能性が高いと思われる場所、住宅地・集落地の生

活関連道路など現地を確認しながら防犯上効果的と認められる場

所に設置をしています。 

今後も、防犯灯設置の必要性と、その優先度を十分に検討しなが

ら安全安心なまちづくりに努めてまいります。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年９月 26日 

担当課 協働安全課 

内 容 

岩倉駅自転車駐車場に自転車を停めたら、自転車のロックを真っ直

ぐにしないと整理しにくいと注意された。隣の自転車との間隔を詰め

られすぎて自転車が破損したことがあるが、本当にそんなルールがあ

るのか。今後の対応について知りたい。 

回 答 

 

ご質問いただきました件については、市が管理する自転車駐車場

の整理は、岩倉市シルバー人材センターに委託し、限られた敷地内

でできるだけ多くの皆様に利用してもらえるよう自転車の整理を

行っております。 

ご指摘をいただいた内容を委託事業者に確認したところ、岩倉駅

周辺に自転車駐車場が複数あることもあり、どこの自転車駐車場で

対応したか特定できないとのことでありました。いただきましたご

意見につきましては、自転車の整理業務を行う際に利用される方に

不快な思いをされないよう改めて指導を行いました。 

引き続き、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 令和元年 10月７日 

担当課 税務課 

内 容 
税務課職員の窓口対応が迅速・正確かつ丁寧ではなかったので、改

善を求める。 

回 答 

 

窓口で不快な思いをおかけし、申し訳ありませんでした。 

税務課の窓口対応や電話対応などについては、迅速、正確かつ丁

寧を基本として、市民の方々に不快感を与えることがないように心

がけていますが、 今回のご意見を真摯に受け止め、 より一層、丁

寧な対応に努めてまいります。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 10月７日 

担当課 行政課 

内 容 

①市民スペースにおいて気温に応じてエアコンを使えるようにして

ほしい。 

②騒いでいる人がいた場合に注意するようにしてほしい。 

回 答 

 

市民スペースにおける気温に応じた空調運転をご希望とのこと

ですが、岩倉市では、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。空調の運転に当た

っては、集中管理を実施しているため、庁舎を利用される方が空調

を操作することはできかねます。 

また、市民スペースにつきましては、多くの方が勉強のために利

用されておられる状況となっていますが、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。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 10月 10日 

担当課 環境保全課 

内 容 
雑がみの出し方について、紙袋や封筒がないためビニール袋に入れ

てだしている。回収ネットの中にあけるような回収方法を要望する。 

回 答 

 

雑がみについては、集積場所において散乱しないよう、紙袋や封

筒に入れていただいておりますが、袋等に入れずに紐でしばってま

とめた状態でも出していただくことができます。 

現在は、回収するための備品の都合などにより、このような方法

としておりますが、市民の皆さんにとってより便利な雑がみの排出

方法について、ご提案いただいた方法を含め、研究させていただき

ます。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 10月 10日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

グラウンドゴルフの備品について、現行のルールでは市の行事でし

か貸し出しできない。老人クラブの町内行事も市の行事として貸出ル

ールの範囲に含めてほしい。 

回 答 

 

現在、市が所有するグラウンドゴルフの道具については、基本的

には各スポーツ施設に備え付けのもの（例えばサッカーゴールや野

球のベースなど）はご利用いただいているところでございますが、

それ以外の道具（例えばボールやバットなど）についてはご利用者

様がご自身で用意いただいているところです。 

グラウンドゴルフはどなたでも気軽に楽しめるレクリエーショ

ンスポーツのひとつとしてますます競技人口が増えていく人気ス

ポーツだと思いますので、今後、貸出について検討していきたいと

思います。 

 

 

 



私の提案（市民の声） 

受付日 令和元年 10月 10日 

担当課 協働安全課・環境保全課 

内 容 

（１）駅周辺での喫煙を禁止してほしい。また、歩きタバコに対する

取り締まりを強化してほしい。

（２）駅東の自転車置場の整備をしてほしい。

回 答 

（１）市では、広報紙での呼びかけや歩きたばこをしないよう周

知する看板の設置、岩倉駅での「タバコのポイ捨て防止・路上喫

煙マナーアップキャンペーン」の実施により喫煙者のマナーやモ

ラルを高めるための啓発に取り組んでいます。  

しかし、以前に比べ減少しているとはいえ、いまだに歩きタバ

コや吸い殻のポイ捨てが見受けられます。現在、駅周辺を中心と

した路上喫煙の規制に関する条例の制定に向けた検討を始めてい

ます。 

（２）ご意見をいただきました駐輪場については、民間事業者の

管理でしたので詳細な事情は把握していませんが、市が管理する

岩倉駅周辺の無料駐輪場が駅周辺に７ヵ所ありますので、これら

の駐輪場をご利用いただきますようお願いします。 

場所によっては、混み合っている駐輪場もありますが、整理に

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、岩倉駅東再開発ビル「サクランド岩倉」内に市営の自転

車駐車場を設置しています。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案内さ

せていただきます。 



私の提案（市民の声） 

受付日 令和元年 10月 21日 

担当課 協働安全課 

内 容 
同報系防災行政無線が風雨が強い日には内容が全く聞き取れないの

で、屋外拡声子局の増設及び個別受信機の販売ができないか。 

回 答 

ご意見にありました、同報系防災行政無線の屋外拡声子局（拡声

器）の増設については、費用が非常に高額となること。また、個別

受信機については、開発業者によれば、岩倉市に対応した受信機を

作製しなければならないため、個別販売はしていないとのことであ

りますので、より費用対効果の高い別の方法を検討していきたいと

考えています。 

市としましては、同報系防災行政無線と併せて、ほっと情報メー

ルやホームページ等でも情報提供を行っていますので、現在は、こ

のことの周知啓発に努めているところです。 

今後とも、情報伝達のための様々な手段や方法等を研究・検討し

てまいります。 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 10月 29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親子リズム室で使用する跳び箱が壊

れており危険です。有料での利用であり子どもも使用するので危険の

ないよう管理、整備をしてほしい。 

回 答 

親子リズム室の跳び箱について、段を固定するマジックテープの

箇所が破れており、固定できない状況となっていることを確認しま

した。 

該当備品は子どもが誤って使用しないよう撤去しました。器具の

更新については検討し、利用者の皆さまに安全に使用して頂けるよ

うな整備・運営に務めて参ります。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 10月 31日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

 

 育休退園について、市の見解を伺いたい。 

①育休退園の趣旨・目的 

②育休退園の見直しの必要性を認識しているか。 

③退園後、仮に育休対象の下の子が死亡した場合、その時点で育休終

了となるが、上の子は速やかに保育園に入れる措置はあるか。 

 

回 答 

 

まず、①から③までのご質問についてお答えいたします。 

①育児休業を取得された場合の保育園の継続利用についての本市

の考え方と取扱いについてご説明いたします。 

本市においては、保護者の方が育児休業に入られた場合には、集団

保育へ向けてお子様の発達を考慮して２歳児以上は継続して利用

していただけます。 

②育児休業を取得された場合の保育園の継続利用については、改善

すべき課題であることを認識しております。 

本市において、学校法人や社会福祉法人の協力も得ながら保育の

受入枠の拡大を進めてきました。その結果、平成 26 年度から令和

元年度の５年間で、保育の実施児童数は 579人から 761人へ、特に

３歳未満児については 197人から 343人へと拡大しました。しかし、

依然として３歳未満児の保育ニーズは増大しているため、今後も保

育を受け入れできる環境の整備を進めていきます。併せて育児休業

を取得された場合の保育園の継続利用の取扱いについても、平成２

７年度には見直しを行い、２歳児から継続利用できることとしまし

たが、今後も引き続き見直しを進めていきます。 

③育児休業を終了し、復職されるかあるいは看護や介護など他の保

育を必要とする事由が生じた場合には、入園をお申込みいただけま

す。 

  

生活スタイルが多様化し、核家族化が進み昔のように親族等から



のサポートが受けられない場合も多いという状況の中、今後も子育

て世帯の負担を軽減し、子育てしやすく、また、子どもが健やかに

成長できる環境づくりを進めていきますのでご理解ご協力をお願

いします。 

 なお、保育園以外の子育て支援として、一時保育やリフレッシュ

保育、ファミリーサポートといった事業や、子育て支援センター、

児童館といった施設もございますので是非ご利用ください。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 11月 14日 

担当課 行政課 

内 容 
市役所駐車場東の掲示板の掲示物が判読できない。キレイに並べて

頂きたい。 

回 答 

市役所駐車場東の掲示板の掲示物が判読できないことについて、

確認をしましたところ、掲示物を画鋲１点でとめているものがあ

り、日数が経過すると、掲示物が劣化し湾曲するものがあるため、

判読が困難な状態となっておりました。 

今後は掲示物が適切に判読できるよう、掲示物の四隅を画鋲でと

めるようにさせていただきます。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 11月 14日 

担当課 生涯学習課 

内 容 生涯学習センターに小学生からの遊び場をつくってほしい。 

回 答 

 生涯学習センターは、自分の興味のあることをもっと勉強したい

人や、自分の好きなことをもっとやってみたい人のためにつくった

建物です。センターの中では、毎日、多くの人が、勉強や運動など、

いろいろなことを一生懸命やっています。そのため、遊び場をつく

ることは難しいと考えていますが、センターでは、小学生と中学生

がいっしょに楽しく風船ロケットを作ったり、料理やおかしを作っ

たりするときがあります。よかったら友達をさそって、みんなでい

っしょにやってみてください。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 11月 28日 

担当課 税務課 

内 容 

全国の市町村を連携させ、違う市町村の税金の内容もひとつの市

役所で分かるようにしてほしい。 

また、口座から税金を引き落とす場合、記帳したらどこの市役所

からの引き落としなのか分かるようにしてほしい。分からないと相

談に行けない。 

回 答 

 全国の市町村が税金を連携する仕組みはありません。もし税金を

滞納したために預貯金を差し押さえられたのなら、差押を行った市

役所からの通知（手紙）をお待ちください。また、差押の場合、通

帳の表示内容を決めるのは金融機関です。 

岩倉市が本人からの依頼を受けて行う口座振替の場合、通帳には

「イワクラシ○○」と記載されます。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 11月 28日 

担当課 福祉課 

内 容 
障害者手帳の再発行手続きの際に、書類の提出が多い。障害者に

負担をかけないでほしい。 

回 答 

障害者手帳の再発行の申請時に必要な書類につきましては、ご本

人様の写真（4 ㎝×3 ㎝）１枚と身体障害者手帳再交付申請書の２

点です。書類については、愛知県が定めており、以前から変更はさ

れていません。身体障害者手帳再交付申請書の記入は、ご本人様も

しくは代理の方でも記入していただけます。市役所への来庁が困難

な場合は、郵送での受付もおこなっており、再発行申請後、約１か

月で新しい障害者手帳を交付します。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 12月 6日 

担当課 市民窓口課 

内 容 

生活習慣病予防の研究のために名古屋大学に提供した健診デー

タは、個人情報保護法に抵触していないか。また、提供した内容を

教えて欲しい。 

回 答 

市からは、国民健康保険加入者の平成 30 年度の特定健康診査結

果をデータで提供しています。 

提供したデータは、名前、住所、生年月日等を削除し、特定の個

人を識別できない状態で提供しています。そのため、個人情報の保

護に関する法律に規定する「個人情報」には該当しません。なお、

提供したデータは次の検査項目の結果です。 

 

【提供したデータの検査項目】 

問診、身体測定、身体診察、尿検査、血圧測定、脂質検査、肝機能

検査、血糖検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチ

ニン検査 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 12月 13日 

担当課 協働安全課、学校教育課 

内 容 

西市前交差点から西市公会堂までは道幅が狭く、通り抜けの車も

多いため危険である。通学路コースの変更や通学時間の通り抜け禁

止等について検討及び実施してほしい。 

回 答 

通学路につきましては、毎年、市内全小中学校において教職員が

ＰＴＡと連携し、通学路の安全点検を行い、危険箇所については、

岩倉市通学路安全推進会議において、道路管理者や警察等、関係機

関と連携を図りながら、より安全な通学路となるよう対策方法につ

いて検討を行っております。 

今回ご意見をいただきました西市公会堂付近についても、岩倉北

小学校から検討箇所として報告を受け、通学路安全推進会議におい

て協議を行いました。 

西市公会堂までの南北の通学路については、グリーンベルトを引

くなどの安全対策をとっており、新柳町方面から学校に向かう他の

北上する道路に比べて安全であると考えております。通学時間の通

り抜け禁止につきましては、江南警察署より「地域区民の総意が必

要である」とのことから交通規制の実施は難しい状況です。引き続

き、巻き看板の設置などにより運転手への注意喚起を図り安全対策

に努めていきます。 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 12月 16日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

インフルエンザ等で学級閉鎖が決定された当日の対応について、

放課後児童クラブの利用が可能か否か、対応の周知徹底を切望す

る。学校からの連絡メールからは読み取ることができない。 

回 答 

インフルエンザ等の学級閉鎖発令につきましては、流行を緩和さ

せるもので学校と同じく放課後児童クラブにおいても「集団」とい

う意味では同様の扱いをすべきと考えています。しかしながら、就

労中の保護者の方にとって急な連絡では対処が容易ではないこと

や翌日からの学級閉鎖期間の対応等を鑑みて、連絡のあった当日

は、発症していないお子様に限り放課後児童クラブをご利用いただ

けます。 

学校からの連絡メールが明確ではないというご意見につきまし

ては、メールに放課後児童クラブの対応についての一文を加えてい

ただくことを学校側と申し合わせました。 

また、放課後児童クラブといたしましてもいわくらっこ安心メー

ルにて対応についてお知らせしてまいります。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和元年 12月 23日 

担当課 子育て支援課 

内 容 

両親ともに働いている子どもで放課後児童クラブに入れない学

年、または放課後児童クラブになじめない子のための長期休暇時の

昼食場所の確保をお願いしたい。 

回 答 

始めに放課後児童クラブ（以下「クラブ」といいます。）の受け

入れ対象学年についてですが、クラブが学校内に移動している校区

については小学校６年生までを対象としていますが、移動できてい

ない岩倉北小学校区、曽野小学校区については小学校４年生までの

利用となっています。しかしながら、両親ともに働くご家庭が増加

傾向にある中、平成３０年度から、夏休み期間に限り、市内の全小

学校区で小学校６年生までに対象を拡大しているところです。 

ご意見をいただきました、長期休業期間（春休み、冬休み）等に

クラブの対象となっていない児童等がお弁当を持ってきた場合に

ついては、現在でもクラブとは別に、限定された場所ではあります

が「場所」の提供はさせていただいています。 

なお、今後の取組みとして、クラブが学校へ移動した児童館での

活動として、時間や場所を設定し、お弁当を持ってきた子どもと職

員で食事をする「お弁当タイム」なども研究していきたいと考えて

います。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月７日 

担当課 環境保全課 

内 容 ごみの戸別収集を検討してほしい。 

回 答 

ごみの収集運搬につきましては、市民から排出された大量のごみ

を効率よく収集し、その日のうちに処理場まで搬入しなければなら

ないことから、区で管理された集積場所にごみを出していただくこ

ととしています。 

ごみ出しルールの遵守やカラス対策については、市としても周知

啓発を粘り強く行っているところですが、ご利用の集積場所につい

て、マナーが悪い、カラスが集積場所を荒らす等のことでお困りで

あれば、区と相談しながら啓発看板や防鳥ネットの設置等の対応を

致します。 

また、集積場所がカラス等により荒らされている場合は、市にご

連絡いただければ清掃等の対応を致し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 令和２年１月９日 

担当課 長寿介護課、生涯学習課 

内 容 近郊プールのシニア使用料の援助検討をしてほしい。 

回 答 

近郊プールのシニア使用料の援助についてですが、現在のとこ

ろ、高齢者の方に対して、市内外の公共施設利用料の補助は行って

おりませんが、多くの高齢者の方が、温水プールに限らず、さまざ

まな健康施設を利用され健康管理に役立てておられることは承知

しております。 

健康管理のために高齢者の方が近郊プールを利用した場合の援

助については、プールの使用料だけではなく、市内外の公共施設等

の利用も含めた公平な補助体制を考える必要があると思いますが、

現時点では、そのような計画は予定しておりません。 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 10日 

担当課 行政課 

内 容 

ロビーコンサート開催中に自動販売機のコンプレッサーから音

が出ておりせっかくの演奏が台無しになっている。 

自動販売機を音の静かなものに入れ替えるか、コンサート中はコ

ンセントを抜く取扱いをしてほしい。 

回 答 

自動販売機を設置・管理している事業者に、静粛性の高い自動販

売機への入れ替えについて依頼をしたところ、現状では更新するこ

とはできないとのことでありました。 

また、コンサート中に自動販売機のコンセントを抜くことについ

ても確認をしたところ、商品の管理上そのような取扱いは行うこと

ができないとの回答でありました。 

庁舎１階に設置している自動販売機につきましては、コンプレッ

サーの稼働音が出ていることは認識しています。ご意見どおりの対

応は難しいと考えていますが、引き続き、ロビーコンサートをより

お楽しみいただけるように努めていきたいと考えております。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 10日 

担当課 秘書企画課 

内 容 

岩倉と言えば五条川の桜だが、もう１つ増やし、夏か秋にかけて

大輪の花を咲かせる夕顔の花を岩倉駅周辺に置くなどして、夕顔の

まち岩倉とはならないか。 

回 答 

いただいたご意見のとおり、夕顔は花が咲く期間も長く、駅周辺

に夕顔の花が咲くことで、明るい雰囲気となる情景が浮かびます。 

市内には、市と協働で花のあるまちづくりを推進するボランティ

ア団体もありますので、プランターの設置などボランティア団体と

も相談しながら実施について研究させていただきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 16日 

担当課 市民窓口課 

内 容 
パスポートの申請を市役所でできるようにしてほしい。市内でで

きなければ、隣の小牧市役所でできるようにしてほしい。 

回 答 

パスポートの申請窓口を市役所に設置した場合、直接、愛知県旅

券センターで申請した場合に比べ交付までの日数が長くなること

や、特別な場合を除き、岩倉市民は愛知県旅券センターの窓口を利

用することができなくなるといったデメリットもあり、また、窓口

設置にあたっての経費、場所、人員の確保等といった課題もありま

す。 

このため、費用対効果の観点から検討した結果、愛知県旅券セン

ターまでの交通の便が非常に良い本市においては、パスポート申請

窓口の設置については見送ることとしておりますので、何卒、ご理

解くださいますようお願いいたします。 

なお、各市町村に設置されたパスポートの申請窓口の利用は、そ

の市町村の住民に限られるため、小牧市役所の申請窓口は岩倉市民

が利用することはできません。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 20日 

担当課 環境保全課 

内 容 
破砕ごみ用とプラスチック製容器包装資源用の市指定袋につい

て、10リットルサイズも作ってほしい。 

回 答 

市指定袋は市が袋の規格等を定め、それに適合した袋を製造・販

売する事業者を市が承認し、小売店がそれらの事業者から卸して販

売しております。ご意見いただきましたもののうち破砕ごみ用につ

いては、10リットルサイズは既にラインナップされていますが、す

べてのサイズを置いていない店舗もあります。現在、市で把握して

いる 10 リットルサイズの破砕ごみ用の袋を取り扱う店舗につきま

しては、トップワン岩倉店・サンドラッグ岩倉店・ピアゴ八剱店・

ナフコ不二家岩倉店・DCMカーマ 21岩倉店・Vドラッグ岩倉西店・

セブンイレブン岩倉神野町店・アピタ岩倉店となっています。（令

和元年 10月現在） 

プラスチック製容器包装資源用の市指定袋については、一般的に

かさ張るものが入るため、30 リットルサイズ及び 45 リットルサイ

ズと大きめのラインナップとなっており、10リットルサイズについ

ては現在のところ導入する予定はありませんが、今後も市民の皆さ

んのご意見を参考とさせていただき、よりよい環境行政に取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いいたし

ます。 

 

koho
線



私の提案（市民の声） 

受付日 令和２年１月 20日 

担当課 学校教育課 

内 容 
給食で完食率の高いメニューの作り方が知りたいのでホームペ

ージ等で公示してほしい。 

回 答 

 

現在、岩倉市では学校給食の献立表や使用物資等についてはホー

ムページに掲載しておりますが、全てのメニューの調理方法につい

ては掲載しておりません。 

現状では、各学校で開催している保護者向けの試食会において、

その日のメニューの材料名や分量（１人分）を記載したチラシを配

布したり、年に数回、毎月学校で配布している献立表に作り方を掲

載しています。また、各中学校地区で開催している地区懇談会で、

実際に給食の人気メニューを保護者の方に作ってもらう機会を設

けることもあります。 

ご意見いただきましたホームページ等への掲載も含め、保護者の

方への周知方法等について、検討させていただきます。 

 

koho
線



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 20日 

担当課 秘書企画課 

内 容 

職場や家庭にも生かすことができるアンガーマネジメントの講

師をしている。広報紙等で参加者を募集し市民のお役に立てればう

れしいので、興味があったら連絡してほしい。 

回 答 

 

アンガーマネジメントについては、介護、教育、子育て、男女共

同参画、接遇など様々な分野で活用できる思考法として、自治体主

催の講座もいくつか開催されており、岩倉市としても関心を持って

いるところです。現時点ではまだ具体的な計画等はありませんが、

今回いただいたご提案については関連する課に情報提供させてい

ただきます。 

また、岩倉市生涯学習センターでは毎年 12月ごろ、“学びの郷”

講師を募集しています。これは自分の得意なことを教えたいという

熱意を持った講師が、講座を自ら企画・運営し、学びたい意欲に満

ちた市民と共に創り上げる生涯学習の仕組みです。令和２年度の募

集は既に締め切られていますが、生涯学習センターにも併せて情報

提供させていただきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 29日 

担当課 都市整備課、維持管理課 

内 容 

待合橋から菊水学園前までの歩車道境界ブロック上の道路鋲が

見えづらい。 

曽野住宅の側溝の工事の案内が一切来ていない。非常に困るの

で、せめて期間、区間の案内位は関係世帯に連絡するべきではない

か。 

回 答 

 

 待合橋から菊水学園前までの現地を確認したところ、道路がカー

ブになっているため、道路鋲（光が当たると反射する物）が反射し

ないものと考えられますので、角度や位置を検討し、新たに道路鋲

の設置を行います。 

また、現在、曽野町地内では、竹林公園から北側の五条川右岸堤

防道路に側溝を約 90m設置する工事を予定しており、岩倉市からは

１月 10 日に曽野町区長を通じて工事のご案内文書を回覧させてい

ただいているところです。施工業者（栗本土木㈱）からも１月 31

日と２月６日に、ご案内文書を近隣の皆様に配布させていただいて

おります。ご案内が遅れまして大変申し訳ございませんでした。工

事期間は２月 14日から３月 27日までを予定しており、近隣の皆様

には大変ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願い申し上げ

ます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年１月 29日 

担当課 学校教育課 

内 容 

給食の時間に無理に食べさせることを止めてほしい。また。シェ

フのスペシャルメニューを子どもの味覚に合うものに改善してほ

しい。 

回 答 

 

 市内の全小中学校では給食を無理に食べさせる指導は行ってい

ませんが、残菜をできるだけ減らそうとする取組は年間を通して行

っています。食べ物の無駄をなくす意識は大事なことであるもの

の、配食されたものを減らしたり残したりすることを言い出しにく

い雰囲気が、学級内で生まれてしまうのは望ましくありません。改

めて、学校に対しては、完食を無理強いする指導を行わないこと、

食べる量などに対する個人差に十分配慮すること、学校での取組が

児童生徒にとって心理的負担にならないようにすることなどを指

導しました。 

シェフのスペシャルメニューは、地元の食材を使ったメニューを

中心とすることで地元農産物への理解を深めること、素材のうまみ

を味わうこと、食べることの楽しさを感じることなどを目的に実施

しています。味の嗜好は人それぞれであり、全ての児童生徒がおい

しいと感じる献立は極めて困難です。いただいた意見を参考に、今

後、事業の目的の達成を目指すとともに、さらに児童生徒から楽し

みにしてもらえるような献立づくりに取り組んでいきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 10日 

担当課 秘書企画課、協働安全課 

内 容 
男女共同参画の推進や啓発、職員研修などの際に、「職場のおし

ゃれ・身だしなみ」にも注目してほしい。 

回 答 

 

 当市では、岩倉市男女共同参画基本計画を基に男女共同参画の推

進や啓発を行っております。 

継続したセミナーなどの取組により、社会的にも男女平等の意識

や性の多様性の在り方への理解が高まってきていると感じていま

すが、その一方で、「男らしさ」や「女らしさ」などといった無意

識の偏見を持った人も少なからずいらっしゃると思います。 

 性別の違いや考え方によって格差の生まれることのない社会を

目指し、これからも引き続き推進、啓発に取り組んで参ります。 

また、新規採用職員やパート職員、嘱託職員に対し、「接遇研修」

を実施しており、その研修の中で「挨拶・身だしなみ・表情・態度・

言葉遣い」という社会人にとって大切な接遇の５原則をしっかりマ

スターすることが重要であり、特別なことではなく日頃から当たり

前にできるように指導をしています。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 12日 

担当課 長寿介護課 

内 容 
さくらの家と南部老人憩の家の利用条件について、利用は市民に

限定するよう条件を一緒にしてほしい。 

回 答 

 

 南部老人憩の家の利用について、状況を確認しましたところ、以

前は岩倉市民としてご利用されていましたが、隣接市に転出後も継

続的に趣味活動の仲間として、ご利用されているという事情の方で

した。 

健康で豊かな人生を送るには、ともに楽しむ仲間づくりは大切な

ことと考えますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 12日 

担当課 協働安全課 

内 容 
災害時の断水に備え、市の施設に手動ポンプを設置した井戸を設

営してほしい。 

回 答 

 

 ご提案いただきました件について、手動ポンプが使用できる深さ

の限界は、７～８ｍ位ですので、井戸の種類の中でも浅井戸となり

ます。この浅井戸については、周りの環境によって水質や水量が変

化しやすく、また地下水のレベルの変化により揚水できない場合も

あります。 

ご提案をいただきました井戸の管理方法の他にも、設置費用の課

題もありますので、現在のところ、市の施設に井戸を設置するまで

は考えていませんが、地震等の災害時には、本市の地域防災計画に

おいて応急給水及び応急復旧を図るための体制の整備を図ってい

ます。 

現在、本市では、飲料水としての必要量としては、１人１日当た

り３リットル程度として市全体で１日 150㎥と見込み、井上町にあ

る配水場（緊急貯水量 2,800㎥）と岩倉団地配水場（同 700㎥）で

対応することとしています。その他にも、消防署及び中央公園には

地下式飲料水兼用の耐震性防火水槽（同・各 100㎥）を設置してい

ますので、合計で 3,700㎥程の飲料水を確保していることになり、

この水量で１か月程をまかなう水量となります。  

ご提案の飲料水以外での利用については、飲料水の供給に余裕が

生じた時点から給水を行うこととしています。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 12日 

担当課 学校教育課 

内 容 

給食の箸が汚れていることがある。誰が使ったものか分からない

箸を使うことには抵抗があるので、自分の箸の使用を認めてほし

い。 

回 答 

 

 食器の洗浄については細心の注意を払って行っていますが、汚れ

が除去しきれていないものが混入していたことについてはお詫び

申し上げます。今後も、清潔で安全な食器で給食を提供できるよう

努めてまいります。 

家庭から持参した箸やスプーンを使用してよいかどうかなどの

個別の内容に関しては、直接学校にご相談ください。ご意見の内容

は、学校にも伝えさせていただきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 12日 

担当課 学校教育課 

内 容 
シェフのスペシャルメニューの印象が良くないためなしにして

ほしい。 

回 答 

 

 シェフのスペシャルメニューは、地元の食材を使ったメニューを

中心とすることで地元農産物への理解を深めること、素材のうまみ

を味わうこと、食べることの楽しさを感じることなどを目的に実施

しています。 

今年のスペシャルメニューは、無農薬野菜などを使用して素材の

味を楽しんでもらいたいというシェフの思いを込めて実施したも

のです。 

いただいた意見を参考に、今後、事業の目的の達成を目指すとと

もに、さらに児童生徒の皆さんから楽しみにしてもらえるような献

立づくりに取り組んでいきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 14日 

担当課 秘書企画課 

内 容 

人口統計の内容に各家庭の就業状況をまとめてほしい。 

人口統計から各家庭の就業を知るため、所得、学歴など人員ごと

に世帯別に統計図を作りだしてほしい。 

回 答 

 

 いただいたご意見は、国勢調査などの統計調査の情報に家庭や個

人の情報を付加してまとめてほしいという趣旨と理解し、回答をさ

せていただきます。 

国勢調査を始め各種統計調査は、主に統計法に基づいて実施さ

れ、調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用

することとなっており、各家庭や個人の情報に結び付けることはで

きません。 

そのため、ご提案の作業は実施することができません。 

 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 17日 

担当課 健康課 

内 容 
新型コロナウイルス肺炎（COVID-19）に対する市の対応はどうな

っているのか。 

回 答 

 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、国や県の動向に基づ

いて、市民の皆様への情報提供に努めております。１月 29 日に市

ホームページに掲載し、1月 30日にはほっと情報メールの配信を開

始して、随時新しい情報を提供しています。相談窓口については、

現在、国や県で専用の窓口を設置しておりますが、保健センターに

おいても、回答できる範囲で相談をお受けし、内容により保健所に

設置された一般相談窓口や帰国者・接触者相談センターをご案内し

ています。感染の疑いがある場合には、診療体制の整った医療機関

を案内されて受診することになるため、県が医療機関との連絡調整

をとる役割を担っています。 

 感染の予防については、公共施設に手指消毒液を設置し、手洗い

やマスクの着用を推奨しています。 

日々状況が変化していますので、国の方針や対応に基づいて、市と

して適切な対策を講じていくようにしています。 

上記については、２月 20 日現在の状況となりますが、必要な情

報を速やかに市民の皆様に提供し、県と連携して状況に応じて対応

を検討していきます。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 17日 

担当課 生涯学習課 

内 容 駅にストリートピアノを設置してほしい。 

回 答 

 

 岩倉市では、平成２年度から「音楽のあるまちづくり」を進めて

います。市民の皆さんに身近なところで気軽に音楽に触れていただ

けるよう、一年を通じて、市内の公共施設や岩倉駅東西地下連絡道

でコンサートを開催しています。 

現在のところ、市内の駅にストリートピアノを設置する予定はあ

りませんが、市役所の１階には、土曜日・日曜日に演奏会等でご利

用いただける小さなステージとピアノを常設しています。事前にお

申込みいただく必要はありますが、市民の方であればどなたでもご

利用いただけますので、ぜひご活用ください。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年２月 26日 

担当課 生涯学習課 

内 容 生涯学習センターにもっと作品を展示してほしい。 

回 答 

 

 岩倉市には、習字や絵をかくことが好きな人がたくさんいらっし

ゃいます。その中には、自分の作品を他の人に見てもらいたいと思

っている人もいらっしゃいます。 

生涯学習センターでは、そのような人たちに作品を飾っていただ

き、たくさんの人に見てもらうお手伝いをしています。「自分の作

品を飾りたい」という人は、いつでもご相談ください。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年３月 13日 

担当課 生涯学習課 

内 容 

市民体育祭の区対抗リレーについて、少年の部の選手を小学生ま

でとする等、参加者を選ぶ際に各区の負担となる種目を見直しして

ほしい。また、新型コロナウィルスの影響による令和２年度の岩倉

市民体育祭の開催判断をできるだけ早く決定してほしい。 

回 答 

 

 少年区及び区対抗リレーの選手選考については、毎年苦慮されて

いる区もあるとお聞きしています。今回いただきましたご意見につ

きましては、令和２年度の体育祭の内容を決定していく体育祭実行

委員会において報告させていただきたいと思います。 

また、新型コロナウィルスの感染リスクに伴う開催の可否につい

てですが、今後の状況を見ながら適切に判断してまいります。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年３月 13日 

担当課 協働安全課 

内 容 
新型コロナウィルス感染症発生状況を市レベルで公表してほし

い。 

回 答 

 

 新型コロナウィルス感染症が発生した際の情報については、感染

症のまん延防止と感染された方の個人情報保護の両方の観点から

愛知県が検討し、感染者情報として市町村単位で公表しています。 

本市としては、愛知県が公表した情報、又は事業者や感染者本人

等から直接情報提供を受け、公表に関して了承が得られた場合に公

表することとしています。 

 



私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年３月 16日 

担当課 市民窓口課 

内 容 
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアで住民票

の写し・印鑑登録証明書等を取得できるようにしてほしい。 

回 答 

 

住民票の写し等のコンビニ交付の導入につきましては、これまで

も検討を行っており、初期費用と維持経費で多額の経費がかかるこ

と等の理由により、現在のところ導入には至っておりません。今後

のマイナンバーカードの普及状況等を注視し、引き続き検討してま

いります。 

なお、日曜市役所につきましては、配置を必要最小限にするとと

もに、勤務時間の割振変更で対応することにより、できる限り経費

がかからないようにしております。 

 



 

 

私の提案（市民の声） 
 

受付日 令和２年３月 30日 

担当課 生涯学習課 

内 容 
図書館の休館延長について、臨時窓口を設置する等の対策を講じて

ほしい。 

回 答 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月３０日まで休館期

間を延長していますが、４月１日からは予約資料の貸出とともに、

臨時貸出窓口を設置して貸出サービスを再開しています。また、休

館中も図書館、市役所、生涯学習センターの返却ポストはご利用で

きます。 

臨時休館中は、利用者の皆様が利用しやすい図書館となるように

書架の整理等を実施しています。 

なお、図書館では５月下旬に空調設備の修繕を計画していました

ので、これに 併せて令和２年度の特別整理期間を５月２２日から

５月３１日に設定しました。 
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