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１会議名  全員協議会 

２日時   平成２９年９月２１日（木） 

      午前１０時～午後０時６分 

３場所   第３委員会室 

４出席議員 全議員 

５出席者  副市長 小川信彦、教育長 長屋勝彦 

総務部長 山田日出雄、市民部長 柴田義晴、健康福祉部長 山北由美子、建

設部長 西垣正則、消防長 堀尾明弘、教育こども未来部長 長谷川忍 

秘書企画課長 佐野剛、同企画政策グループ統括主査 小出健二、行政課長 

中村定秋、同行政グループ主幹 佐藤信次、危機管理課長 隅田昌輝、同生

活安全グループ統括主査 早川高志、都市整備課長兼企業立地推進室長 西

村忠寿、同統括主査 岡茂雄、上下水道課長 松永久夫、同下水道グループ

主幹 古田佳代子、消防長 堀尾明弘、学校教育課長 石川文子、生涯学習課

長 竹井鉄次、子育て支援課長 西井上剛 

６事務局出席者 議会事務局長 尾関友康、同統括主査 寺澤顕 

７議長あいさつ 

８副市長あいさつ 

９報告事項 

（１）一部事務組合議会等の経過報告 

①小牧岩倉衛生組合議会 

須藤議員：資料に基づき説明 

【質疑】 

質疑なし 

 

②愛知県尾張水害予防組合組合会 

櫻井議員：資料に基づき説明 

【質疑】 

質疑なし 

 

③愛知県後期高齢者医療広域連合議会 

梅村議員：資料に基づき説明 

【質疑】 

堀議員：くれまつ議員の反対討論の主な点、何について反対したのか。 

梅村議員：記憶が詳細ではないが、ひとつはマイナンバーの関連で反対され

た。 
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（２）執行機関からの報告  
①第２期岩倉市行政経営プラン及び同行動計画に基づく平成２８年度実績 

行政課長：資料に基づき説明。 

【質疑】 

大野議員：１点お願いである。行政経営プランの推進委員会は基本的に公開

の会議だが、私も開催していることを知らなかった。３日目の開催はホー

ムページに載っていた。８月８日には、確かにホームページには載ってい

たが、１日目、２日目の告知については全く知らなかった。何度も確認し

たが載っていなかった。今後は他の審議会のように事前に傍聴できるもの

は告知していただきたい。 

行政課長：ホームページの掲載がわかりにくかったと思うが、一応載せては

いた。もう少し分かりやすく載せるようにしたい。 

大野議員：新着情報のところに載っていなかった。行政経営プランのページ

に行かないとわからないのは、絶対わからないものだから。３日目の時に

は確かに新着情報に載せていただいていた。確か、委員さんから、誰も傍

聴者がいないからという話があったらしいのだが、告知してあるのかとい

う、ほぼ、前日か当日に上がっていたという記憶である。新着情報に載せ

ていただくようお願いしたい。 

行政課長：少しわかりにくかったようで申し訳ない。わかりやすくする。 

堀議員：１番右端の推進委員からの意見は、合意のものをという話だったが、

合意形成というのはどのようにされたかという点と、議事録はいつ出来て

全ての意見はみられるという解釈で良いのか。 

行政課長：合意形成については、委員会で基本的に委員長さんが、意見の集

約を行うということと、報告書を作るのに当たって全ての委員さんの目を

通した形でやっている。議事録がもうすぐ出来上がる。これは、ホームペ

ージにも掲載する。 

 

②防犯カメラの設置及び運用に関する条例等の進捗状況について 

危機管理課長：資料に基づき説明。 

教育こども未来部長：学校通学路への防犯カメラ設置についての進捗状況に

ついて説明 

  ７月３日に臨時校長会を開催し、小学校通学路上の防犯カメラ設置希望

箇所の提出を依頼した。学校からＰＴＡ役員には連絡いただいた。防犯カ

メラ設置希望箇所について各校にて選定している。 

【質疑】 

大野議員：なぜ中学校区への防犯カメラ設置は必要ないのか。岩倉中学校区

のなかでも五条川小学校区及び南小学校区の通学路が大幅に変わる。この
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校区は自転車通学もあり、防犯カメラの必要性は必ずあると思う。南部中

学校区でも曽野小学校、東小学校の通学路とはまた違った通学路なので、

それを補完する意味での中学校区への監視カメラの要請はなぜしないのか。

そのへんを詳しく教えていただきたい。 

教育こども未来部長：中学校については通学路ではなく通学区域であろうと

思われるが、今回、防犯カメラの映る範囲に付けたとしても２０メートル

くらい。小学校の通学路だけでもすべてをカバーするには、相当数のカメ

ラが必要である。まず、今回の出てきているところでも、グリーンベルト

である通学路を全てをカバーするものでなく、必要な主要交差点の所が選

定されていたり、集合場所が選定されているということで、中学校につい

ても小学校の通学路をカバーしていくことで、ほぼ同じ様な所の監視がで

きるのではないかと考えている。今回については、小学校ということで考

えてきたし、今後、きちんと何台必要とかそういう話になってくれば、場

所の再検討とか中学校の通学区域においても検討する場面が出てくるかと

思う。 

大野議員：昨年度は岩倉中学校のＰＴＡ会長が市Ｐ連会長として、代表とし

て、小中学校の防犯カメラを設置してほしいと、中学校区も当然だという

意見があり私もそう思った。通学路が決まっていないといっても、だいた

いそこを通りなさいとか、自転車通学は特に決まっている。そういったも

のをきちんと網羅した上で、小学校区でカバーできない所を、中学校区で

カバーするようにＰＴＡで検討して下さいと、学校を含めて要請するのが

教育委員会であり教育委員会の指示や指導ではないか。それを除外するの

はおかしいのではないか。 

教育こども未来部長：昨年度は、毎年行っている教育懇談会において、防犯

カメラの設置ということで、具体的な要望をいただいたのは北小学校のＰ

ＴＡの方で、そこからの発言もあったところである。校長会は全小中学校

長で実施しているので、小学校の通学路を選定していけば、中学校の通学

路についても、ほぼ変わらないと思うが、今いちど、それぞれ小学校の区

域の境目もあるので、全体を見ながら検討していく。必要に応じて中学校

にも検討を求めていきたいと思っている。 

大野議員：それは今年度もとめていただけるのか。そうでないと、だんだん、

ＰＴＡには引き継ぎがうまくいかない。年度、年度で変わられるので。も

ともと、みんなで検討していくというのが当たり前だと思う。実際、８月

の地区懇談会の時、岩倉東小学校は前年度で１０台と決まっていた。それ

は、前年度の役員で決めていたと聞いたが、曽野小学校は４０台要望を出
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した。ただ、曽野小学校のＰＴＡの役員に聞いたら、役員会には諮られて

いない、委員会にも諮られていないという話だった。北小学校も同様にま

だ諮られていなかったと聞いている。そういうのは、もともと、ＰＴＡの

役員会と委員会に諮って、皆さんの意見を集約するのが、防犯カメラ設置

のもともと市議会の求めていた考え方だと思うのだが、どうしてそのよう

な手続きをとっていないのか、もう一度聞きたい。 

教育こども未来部長：まず、ＰＴＡの提示については、例えば曽野小学校だ

と９月７日の委員会に提示しているし、五条川小学校だと７月２日、８月

２６日の会議でという報告を提示している。学校によってまちまちだが、

北小学校だと６日の役員会と１３日の委員会にも提示をしているところで

ある。条例もまだこれからだし、場所についても全体で示していく。それ

ぞれの学校ごとでしか示していないので、小中学校の通学路の区域も意識

せずに学校間で調整もせずに選定しているので、同じような場所になって

いる所もありえるので、そのあたり、全体の校長会を通じてＰＴＡにも確

認の機会を持っていきたいと思う。まだ何台つけるかも決まっていない。

それはまだこれからだと思っている。 

大野議員：中学校区に監視カメラの要望を聞くということを約束してくれる

のか。今のＰＴＡ役員は、実は中学校区には声がかかっていなかったこと

を聞いていなかったということなので、そのへんはしっかり要望を求めて

いくということで間違いないか。 

教育こども未来部長：検討する。ただし示さないということは 終的にはな

いと考えている。 

堀議員：事業としては結構大きな事業だと思う。要望を聞いて台数を決めて

いくのはいいが、やはり市として、台数然り計画を持っていないと、まず

計画がないとだめだと思う。曽野小学校４０台とか要望を聞いて、マック

スで台数が決まってくると思うが、それをどうしようかという時に市とし

てどういうふうに付けていくのか。たぶん、寄付についてもこれだけで終

わらないし、金額からして次もあると思う。そのときに全体計画はどうと

か、そういうところの示しはいつ頃出るのか。 

総務部長：全体について、まずは小学校での設置要望箇所等をまとめ、中学

校、さらに他の区域の一定台数も固まっていく。 初からこれだけという

のはなかなか難しいところである。実際に必要な所を検討しながらやって

いくし、今後そうした部分は、まだ今の段階では始まっていないので、始

まっていく中で一定の台数も出てくるし、さらに、例えば地区の要望等も

入ってくると思うので、そうした所は整理していきたいと考えている。 
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堀議員：第１期は１００台を前提に考えているのか。 

総務部長：寄付の話の中だけでは１００台程度だが、市として本当に必要な

部分はどこまでかというのはプロジェクトチーム、学校の要望も踏ふまえ

たなかで、どういった箇所にどれだけ必要なのか、これも考えながらとい

うことになる。 

堀議員：運用検討委員会は公開だと思うが、これの議事録はもうホームペー

ジに出ているか。 

危機管理課長：先ほど２回開催したと話したが、１回目の議事録については

ホームページに載っている。２回目については作成しているところである。 

木村議員：今後のスケジュールでパブリックコメントが９月下旬からとある

が、今すでに下旬だが具体的な日程はいつからか。 

危機管理課長：まだ日にちははっきりしていないが、１２月議会の上程をに

らむと９月下旬のどこかのタイミングでと考えている。市長への説明をし

た後了承が取れたらパブリックコメントを行いたいと考えている。今のと

ころ来週のいつかのタイミングでかけたいと考えている。 

 

③岩倉市小中学校教職員多忙化解消方針について 

学校教育課長：資料に基づき説明。 

【質疑】 

大野議員：先生方の意見に加えて愛知県のプランから岩倉独自にいれたもの

は何か。 

学校教育課長：独自といったところでは学校閉校日のこと、プラン４番の教

育委員会での取組になるが入れさせてもらった。各学校も取組のところ、

施錠時間等は学校と相談しながら、こちらの方は原則ということになるが、

何時くらいが適当であろうかということを相談しながら決定をした。 

堀議員：こういった問題は昨日今日始まったことではないと思う。先生たち

は教職員組合という組合もあるだろうし、そういった連盟として議論され

てきたことをどのようにつかんで改善していくかというところがいまいち、

愛知県が３月に作ったから岩倉も作るのか、もっと早く対処されているべ

き問題だというふうに思っていたし、本当に先生たちの話し合いの状況を

どのように吸い上げていくかの仕組みとはどのようになっているのか。 

教育こども未来部長：校長会や時期的に春くらいから議題をたて、各学校に

持ち帰って学校内でも検討していて、各学校から出た意見にさらに修正を

加えて、特に先ほど岩倉独自だと説明したが、学校の開場時刻とか閉校時

刻だとかそのあたりは小中学校でずらしているが、それも一緒でいいので
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はないかと議論しながら決定した。もともと教員の多忙化はずっと指摘さ

れているところで、各学校については校長会、教育委員会の折に話題にな

っている。中学校だと部活を受け持つ先生の勤務時間、時間外が長くなっ

ているので、週休日を設定したり、方針ができる以前の昨年度ぐらいから

取り組んでいるところである。学校での出退勤管理については校長、教頭

を中心に把握していく、８０時間を越えたところが毎月というような、ど

うしてそうなるかというところで全体的に勤務改善に努めるというのはす

でに実施している。メンタルヘルスについても市の職員も同じだが、スト

レスチェック検査を実施するということをすでに進めている。方針として

まとめたのは今回初めてだが、学校ごとの職員会議でも常に議題になって

いたと考えている。校長会が毎月あるので、他の案についても毎回のよう

に話題にして持ち帰って議題にしてということを繰り返した結果である。 

堀議員：今の説明を聞いていても上からというか、校長会、学校マネジメン

トだとか適正管理だとかそういった言葉に象徴されるように、ほんとに一

般の教職員の長年の苦労だとかそういったところの話し合いの結果という

ようには見えない。春からと言ったが、やはり、愛知県が作ったから岩倉

市も作ったみたいな流れを感じる。教育委員会、学校の風土がどうなのか

よくわからないが、校長だけではなく、一般の先生方たちと意見を交わし

合うような場はあるのか。 

教育こども未来部長：私たち直接はないが、校長、教頭、校務、教務の先生

を通じて、先生たちと話しあう機会はあるが、学校とは職員会議で諮って

いるので、それは全体で共有されているものである。校長が決めたからと

いうわけでなく、経過を経て帰ってきた分もあるので、学校で共有されて

ないということはない。いついつに職員会議をやったという記録はないが、

校長会で出てくる案ごとに内容を変えていくので、そこは十分に学校で議

論されていると思う。校長先生、教頭先生も元は、当然、一般の教員から

上がってきているので、そういうことは決してないと思うし、学校のこと

を１番考えての議論を集めてもらえたと思っている。 

梅村議員：部活のことだが、昨年度から取り組んでいるとのことであったが、

中でも４つ目の長期休業中の週休日は原則として休養日となっているが、

こういうのは大会とか大会直前とか考慮されているか。 

学校教育課長：そのひとつ上のところに大会等でという記載がある。大会等

で土日が試合ということがあるが、こういった時には他の週のところで休

みをしっかり取るとか全体のなかで調整している。 

宮川議員：まず、技術的なところで教えてほしいが、出退勤の時間管理を行
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うと明記されているが、拘束時間の中には待機時間だとか実労時間だとか

出てきて、その辺の線引きというのはとても難しいと思う。ただただ、出

退務時間を区切ってということになると、今の先生たちの事務的な作業量、

ましてや自宅に個人情報に関わるものを持ち出すことができないので、ど

うしても学校内にとどまって一定のめどがつくまで作業をやらなければな

らない現状がある。そのへんの勤務の時間の把握と全体の業務量をどのよ

うに掴んで、今後対応されるのか。 

学校教育課長：教職員の方は、在校時間の管理という形で出勤をして帰るま

での時間を毎月学校がまとめて教育委員会へ報告するようになっている。

当然、在校時間イコール仕事量ではないかもしれないが、事務仕事だけで

なく、他の教員の方と授業についての話し合いだとか、アドバイスを受け

たり、そういったことも在校時間の中に含まれるかと思われる。ただ、在

校時間を管理職が管理して、長い時間勤務する先生には声をかけて、何か

困っていることはないか聞きながら、業務の内容とか悩みとか聞きながら

業務の改善ができることは改善していくことを行っていると把握している。 

宮川議員：今回のこの課題の一番大きなところというのは、先生たちの仕事

量をどう把握してどのように分散していくのかというのが一番大きな課題

になってくると思う。大枠の時間だけでなく、中身にもう少し踏み込んだ

中で計画を立てていくように今後お願いしたい。部活については、専門外

でやらされている感がある先生も中には見える。反面、過去には年間５０

週ほとんど土日に練習が入っていて、先生の熱意もあって県内でもかなり

上位に勝ち進んだりもした。先生もやる気があった。生徒も目標があって

やる気があった。それを支える父兄の方もありがたいなと感謝の気持ち持

ち、良い形で部活の生徒たちの能力が上がってきた時期があった。そうい

うやる気を削がない、子供たちの成長する機会を削がないという考えも考

慮されているのか。 

学校教育課長：中学校の先生は特に部活動の指導に時間を取られている。そ

れが多忙化の一つの原因であると言われている。３（２）にあるが、教育

委員会の取組ということで、少しでも教員の負担軽減を図るために外部の

人材の活用といったことも考えていきたい。 

 

④今後の主な学校行事について 

学校教育課長：資料に基づき説明。 

【質疑】 

質疑なし 
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⑤川井町・野寄町地区の土地開発について 

企業立地推進室統括主査：資料に基づき説明。 

【質疑】 

大野議員：６千万円の支出は何年度に支出する予定か。 

企業立地推進室統括主査：企業庁との土地の売買契約の後という形になるの

で、今のスケジュールだと早くて平成３２年、遅いと平成３２年以降にな

る。 

堀議員：代替地というのは田には田、畑には畑という代替地の希望に対して

奨励金を出すのか。 

企業立地推進室統括主査：基本的には田は田、でも中には田から畑という方

もいるかも知れないが基本的には同じで地目に対してである。 

木村議員：これは、奨励金制度創設ということで、スケジュールは先という

ことだが、どういう形で規則としてもっていくのか。 

企業立地推進室統括主査：条例を制定して交付したいと考える。 

堀議員：稲沢市のように、企業庁の場合によるときだけ適用する条例なのか。 

企業立地推進室統括主査：企業庁にかかる土地開発に限定したものにしたい

と考えている。 

 

⑥大矢公園調整池について 

上下水道課長：資料に基づき説明。 

【質疑】 

木村議員：これまでの基本設計や法手続き、詳細設計というものについて、

有効期間とか法の定めはあるのか。 

上下水道課長：いずれの業務においても、 終的に成果として取りまとめて、

受注者から発注者の方に成果物が取りまとめられる。 終的に、例えば、

詳細設計業務でいうと工事発注を目的とした成果になるので、当然それに

付随する図面や構造計算のための拾い出し等の資料が 終的に成果として

提出される。この資料の有効性についての質問だが、例えば、国の基準が

改正されれば、これは現在の基準に従って作成しているので、そういった

意味ではその段階で見直しが必要になるかもしれない。今、概算で出てい

る数字について、昨年の業務で出ている約６億７千万円という数字につい

ても、現在、これから工事を行えば、これだけの費用がかかるという結果

なので、今後、何年も空くようだと人件費なり資材費がそのときにどうな

っているかによっては、その部分の見直しがある。その内容は市の職員の
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中でやれる作業であるが、そういった作業が必要となってくると考えてい

る。 

堀議員：財務常任委員会時には部内合意、三役合意が得られてなかったとの

ことであるが、財務常任委員会は９月１４日、そこから今日まで３連休も

あり、いつどのような会議で合意形成されたのか。 

上下水道課長：上下水道課としては、この間４月以降コンサルタントとの協

議をずっと重ねてきて、概ね市が考える部分での方向性がある程度見えて

きた。 終的に今日配布した資料の元となる報告の 後のまとめが仕上が

ってなかった為、今日配布した資料については、その先週の財務常任委員

会段階ではまとまってはいた。そのことも踏まえて、財務常任委員会の結

果をもって、すぐ部内、三役も含めて庁内報告を先週行った。 

大野議員：桜通りの地下貯留管は今の下水道整備計画では３メートルかける

３メートル、１９０平米で１９０メートルなのでだいたいその計算になっ

ているが、これは１メートルかける１メートル。これをもう少し大きくす

れば、同じような新柳通りに入っている川井都市下水路は道路が共有され

るときはオープンで、おもいっきり掘っていた覚えがある。そのような大

きな貯留管を入れる計画は無かったのか。 

上下水道課長：駅西の道路内で今、図３のところで緑色の部分の既存の道路

に増管というような表示がしてある。これはこの道路に現段階で限定はし

ていない。駅西の道路事情ということで区画整備によって整備された道路

が縦横に走っている。C 案だが、分散ということで大矢公園と道路に２つ

に分ける。現況の道路の中にいろんな地下埋設物なり他の専用物といった

ものがいろいろ入っている部分もあり、道路内には、こちらに書いてある

とおり延長２９０メートル、画面としては１メートル角のボックスを想定

した検討をしているところである。いずれも道路内でこれだけの断面の物

を入れようとすると、現況のこの市街地の中で、隣接住んでいる方の交通

事情等いろいろ考えていくと、あまり大きな断面を現状の道路を利用され

ている中に道路を封鎖して長期間通行止めをかけるような作業をとるのは

あまりにも影響が大きいということで、断面としては１メートル角くらい

のボックスをということで検討している。 

大野議員：確かに夢結橋ができるまではそうだった。今は夢結橋と大きな橋

もあるし、そのような通知をすれば、そのようなことも可能なのではない

か。普段の下水道工事の時は埋設物に対してほとんど対策を取っていない

のに、こういう時にだけ対策とっているのがよくわからない。例えば、市

役所貯留施設も東側の駐車場は公用地である。そこの部分に対する対策も
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検討されてなく、詳細な検討はまだまだ検討の余地がありながら、考えて

いないのはいかがなものか。面積が小さいというなら大矢公園も狭い。そ

の部分のところをもっと総合的にプランを自分たちで考えて、コンサルタ

ントに任せるだけでなく総合的に考えないと、これは比較検討にならない

と思うがどうか。 

上下水道課長：確かに区域内にある現在の固有地についてはそれぞれの広さ

が大小ある。単純に仮に、今、大矢公園で２２５０トンの地下貯留池を設

けた場合の費用が約６億７千万円と説明したが、単純に容量按分で土地が

小さくなったからと言って要領按分でその事業費が固定されるものではな

いので、当然、仮設費用なりもその敷地において必要になるので、例えば、

市役所東駐車場にという意見もあったが、ここに仮に５００立米のものを

作るからといって、大矢公園の４分の１になるかといえば、そうではない。

そこで工事を施工する場合、同様に仮設なり、そういったプラスアルファ

の費用が発生するので、単純に要領按分で事業費が固まるわけではない。 

大野議員：総合的に考えたほうが良いのではと主張している。総合的にもっ

とプランを分散化するように安価に収まるように。もっと具体的な現実的

な案で対応できるのかできないのか。貯留管でも２メートルかける２メー

トルが入るなら２メートルかける２メートルの４平米にすればいいし、も

っと詳細なプランニングを自分たちでもっと考えるべきではないか。コン

サルタント任せでない。たぶん、これはコンサルタントが考えてきた、急

遽作った案と思われるが、もっと内部で詳細に検討するべきでないか。 

上下水道課長：コンサルタント任せという意識は持っていない。当然、私た

ちも基本設計からコンサルタント設計にいたるまでの事業費の大きな上積

みというか、事業費の大きな変わりがあったので、それに成り代わる、そ

れよりコストが抑えられるような方策ということで、地域内に当然必要と

なる部分とか安価に納める方法はないかということで案を出しながら。た

だ、私たちは専門家ではないので、そういった意味でコンサルタントの知

恵を借りながら市が出した部分に対しての妥当性について意見をもらいな

がら検討したものがこういった形になっている。 

議長：副市長又は建設部長から意見はあるか。 

建設部長：先日の委員会等でたくさん意見が出た。私たちの説明不足もあり、

そのへんについては大変申し訳なく思っている。今、大野議員から意見が

あったが、私たちの一般常識で考えれば、当然分散すれば、コストも高く

なるわけで、一箇所で動くことができればそれが一番周辺の工事への影響

だとかそういうことをトータル的に考えれば集約したほうがコストが安く
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なるというのは当然だと思う。公道下に地下構造物を設けるという大きな

問題もあるが、市道候補だとか今の交通状況を考えるとそういう候補にも

なるかと思うし、当然コストもその分跳ね上がってくるわけで、この検討

内容で私たちはきちんと大矢公園にこのエリアの浸水対策としてベストな

方策はないかと検討した結果なので、それは理解をいただきたい。 

副市長：財務常任委員会についてはすでに閉会しているのでそこに戻ってと

いうようなことは考えていない。建設部長から今の時点でベストな案だと

考えているということが正直なところだろう。結果としては、基本設計か

ら詳細設計までに工事費が上乗せになったというのも事実なので、大矢公

園についてはそのまま引き続きいろんな方策を検討していきたいと考えて

いる。 

 

⑦その他 

（市民討議会について） 

秘書企画課統括主査：資料に基づき説明 

【質疑】 

堀議員：１０時１５分からのアイスブレイクだが、アイスブレイクというの

は議論が熱くなったものを冷やすというのがアイスブレイクだと思うが２

時間とってある。これはアイスブレイクというか別メニューみたいな気が

するのだがどうか。 

秘書企画課統括主査：資料の枠のくくりで長い時間取られているように思わ

れるが、資料の出し方の問題かと思われる。実際にはアイスブレイクとい

う全体の流れの中で、本当の意味でのアイスブレイクは４５分ぐらい取っ

てあって、そのアイスブレイクの中で、いわくらしやすい１０９の理由が

より出安いような工夫となっている。そのあとグループワークと書いてあ

るが、グループワークで５０分くらいになる。そこも含めてアイスブレイ

クの一環だというような表記になっている。 

大野議員：各年代の男女比はどうか。 

秘書企画課統括主査：７０代以上の女性４名、６０代は女性３名、５０代は

女性２名、４０代は女性３名、３０代は女性２名、２０代は女性４名であ

る。加えて、託児も行う。託児の対象は５人。３組の方が５人のお子さん

を連れてみえる。２日間、１日長いが対応していきたいと思っている。 

桝谷議員：７０代以上の方の 高齢は何歳か。 

秘書企画課統括主査：８２歳である。 

木村議員：傍聴は出入り自由か。 
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秘書企画課統括主査：そのとおりである。 

 

（五条川小学校の放課後児童クラブについて） 

子育て支援課長：資料無し、口頭説明。 

 本日入札を実施、設計額については９千６１９万５千６００円で、本日入

札を行い、 終的な落札決定通知は９月２６日になる。 

【質疑】 

桝谷議員：学童保育の父母の会への報告は随時行っているのか。 

子育て支援課長：随時という形ではない。年度の当初に行ったが、以後は細

かな報告はしていない。 

桝谷議員：年度当初だけの報告でその後どうなったのかという声も聞こえて

くるので、できれば中間報告として説明いただきたい。 

子育て支援課長：説明します。 

 

（人事採用について） 

消防長：１０月１日付け採用１名を予定していたが採用辞退の申し出があっ

た。 

【質疑】 

質疑なし 

 

（その他） 

木村議員：危機管理課の職員がいるので聞きたいが、先日も交通安全の街頭

指導があり、車で回る時間をすごく早めていると聞いているが、現状はど

うなっているのか。例えば、岩倉団地の交差点などは午前７時くらいに行

っても既に通過した後であるがどうなのか。 

危機管理課長：出発時間については午前７時出発としている。 近の傾向と

して、例えば少し遅れて午前７時５分とか１０分になるとバス通りが一気

に混む状況である。そうなると始業までに間に合わないといった状況にな

る。それで午前７時出発にしたのだが、 近の傾向として夢結橋が開通し

たことによってバス通りが比較的空いてきているのかなということもあり、

午前７時出発だとかなり早く団地まで行ってしまう。あくまで、街頭指導

で通る時間は目安なので、委員の方には話しているが、街頭指導で立って

もらうのは午前７時２０分からということを守っていただければ、公用車

が通る時にいなければいけないわけではないのでお願いしたい。 

木村議員：私たちもそこで挨拶することがモチベーションにもつながる。以
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前は前市長が議員の中で一部出ていないと指摘されたりしたので、それも

あって少し気にしているところである。そういうことも踏まえて交通事情

も考えながらモチベーションを高めるような努力もしてほしい。 

総務部長：私の立場からしても皆さんがいるほうがもちろんモチベーション

も上がるのですが、ただ、そこで挨拶するのが目的ではない。交通安全の

啓発をするのが第一目的なので、それはご理解いただきたい。今後、今の

話で交通事情も変わってくれば、また柔軟に対応をしていきたい。 

 

桝谷議員：９月１７日の台風１８号で岩倉は暴風警報が出なかったみたいだ

が、以前の台風で暴風警報が出たときよりも風が強くて、なぜ暴風警報に

ならないのかという声も聞いた。被害状況の報告はなかったが、桜の木が

あちこち折れているようなことを聞くので被害状況の報告をお願いしたい。 

危機管理課長：被害状況であるが、桝谷議員が言われるようにかなり風が吹

いていたのになぜ警報が出ないのか当局も同様に考えていた。被害状況と

して今現在把握できているのは、桜の木の幹の枝折れが３件ほどあったと

いうことと第４児童館の駐輪場の屋根が壊れたという報告を受けている。

公共施設の被害状況については一斉に調査をかけているところで、その集

計が揃い次第ペーパーでお配りしたいと考えている。 

 

教育こども未来部長：口頭の報告でお願いする。夏休み前に逮捕された曽野

小学校の臨時的任用教諭について。７月１８日に逮捕拘留されたが、７月

２６日に相手方と示談が成立し被害を取り下げたことで不起訴となり拘留

を解かれた。また、その教諭については、それ以降休暇を取っている。処

分については愛知県教育委員会との協議の結果、文書訓告が妥当であると

なった。校長の監督責任は問わないということになった。それが妥当だと

いうことが認められ岩倉市も教育委員会に諮り文書訓告を９月１２日に実

施した。本人はその日に退職届けを提出し受理され退職となった。 

 

１０協議事項 

大野議員：各プロジェクトの進捗状況を次の全員協議会でも良いので報告を

受けたい。 

総務部長：その段階で出せる状態ということで少し取りまとめて報告したい。 

 

１１その他 

櫻井議員：行政グループ長に聞きたいが、衆議院議員総選挙が行われるとか、
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行われないとか、 終的には中央選挙管理会が決めていないのでまだなん

ともいえないが開票所についての考えを聞きたい。総合体育文化センター

がベストだと思うが、開票立会人になられる方がいるかと思うので聞くの

だが、総合体育文化センターでの実施がベストだと思うが、３ヶ月前、６

ヶ月前から予約されている方との兼ね合いがあると思うが、その辺の考え

と、たぶん市立体育館になると思うが参観する席は同じフロアの平面のと

ころになるのか２階の観覧席か、その考えが聞きたい。 

行政課行政グループ主幹：報道によって衆議院が解散というような話が聞こ

えている。具体的には月曜日から、まだ外へ文書を出すというようなこと

ではなく、各関係部署へ電話で照会をするという形で調整を図っている

中である。今回の開票場に関しては、スポーツグループに照会をして、総

合体育文化センターと北小学校というところで調整を図っている 中であ

る。ただし具体的には、総合体育文化センターについては競技名は忘れた

が２２日に大会が開かれると聞いており北小学校で調整をかけている 中

である。そちらについても、土曜日・日曜日に一部使用される団体もある

と聞いているが、選挙管理委員会から丁寧に説明し了解を得たいと考えて

いる。なお、観覧席については、北小学校の場合は、体育館東側の入口部

分に設けて対応したいと考えている。 

堀議員：梅村副議長に聞きたいが、前回の全協からの引続きはどうなってい

るのか。何の報告もないがどうか。 

梅村副議長：現在執行機関へ依頼して今日まで来ている状況である。回答は

９月定例会中でもあったので急がなくても良いと申し入れをしているが、

とはいえ、予備日に入ったくらいにはいただきたいと依頼している。今日

回答をいただけるようなことで一応確認はしているが、まだ手元にはない

がそんな予定になっている。回答が届き次第、また、みなさんと全員協議

会を開きたいと思っている。 

 


