
ふれあいトーク記録書（東町） 

 

項目 参加者の意見・質問 議会の応答 執行機関の回答 

7月 14日、8月 18日の

大雨で五条川の溢水が

あった 

 

 

堤防道路の管理はどこか 道路管理は岩倉市 市道認定している道路は市

が管理している。 

溢水場所は把握されているか 平成橋の南北、昭和橋の南北と

認識している 

平成橋の両岸、上流部、下

流部。昭和橋の両岸、上流部、

下流部。 

堤防を 20センチ嵩上げすることで予防

できる。努力してほしい。 

① 嵩上げには時間と費用がか

かる。 

② 併せて県の認可が必要とな

る。 

③ その為、東町の住民提案で

防災ベンチを設置した。 

河川は愛知県管理である

が、河川の部分的な嵩上げは

しないと回答を受けている。 

防災ベンチの配置が効果的ではない ① 車の出入りの関係で今の場

所に設置した。 

 

車の出入りの関係で今の場

所に設置しており、設置でき

なかった部分は土のうで補完

している。 

 

 

 

（住民からの回答） 

上流からの水は防げるが、内にたまっ

た雨水は排水しない。 

両方だとどうしょうもない。 

（資料を示して説明） 

東町を中心とした標高 10ｍの等高線の

内を蛇行して幼川の川筋がある。 

岩倉橋から東の「かどや」のあたりが、

標高 10ｍの所で東海豪雨の時は、はっ

きり水形で浸水している。        

駅方向と五条川へ流れる水もはっきり

している。 

赤い点線は標高９ｍのまちになった。 

新溝神社の集落から東も「長瀬」と呼

ばれて典型的な地形の集落となった。    

ここに住んでいる人も都市計画税、固

定資産税を絶えず水に浸かりながら同

じように払っている。 

① 地域、あるいは路線価で統一されて

いるが面的な評価ではなく点的な

評価で固定資産税評価の軽減をし

てほしい。 

住民の安心・安全な暮らしのために市

も議員も努力してほしい。 

 

 

② 現在２分の１の「嵩上げ補助金」を

見直し増額して後押ししてもらい

たい。 

 

離れた所で浸水しているところがある

が、その原因は土地改良当時の救済処

置で土地の嵩上げしていないことにあ

り、そこが溢水している。 

川の流れの断面を阻害しないようにし

て止水板をほどこせばそこの浸水はま

ず防げる。 

（議員からの質問） 

個人宅で止水板を設置したと

聞いたが、効果はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①固定資産税は、土地や家屋

の価値に対して課せられる税

金であるため、五条川に隣接

する住宅で頻繁に浸水すると

いう理由から土地や家屋の評

価自体を下げることはできな

いため、固定資産税を軽減す

ることはでない。 

②現在の嵩上げ補助金の算定

方法については、その場で嵩

上げ工事（90ｃｍ程度）を実

施した場合は１㎡あたり 5 万

円程度の工事費となり、平均

的な木造２階建て 34 坪（112

㎡）を 5万円で計算した場合、

560万円程度の工事費となる。

工事費を 600 万円として、そ

の２分の１を補助限度額とし

て算定している。限度額も 300

万円と高額であるため、現時

点では補助額の増額は考えて

いない。 



昭和橋から下流岩倉橋に転落防止柵が

あるが桜祭りの時柵が撤去された。今

はただはめ込んであるだけの状態であ

り、やがて機能が果たせなくなる。 

③ 提案だがそのフェンスに止水板を

設置することによって昭和橋から

岩倉橋までの１７０メートルが大

雨の時溢水防止が可能になる。区か

らも要望は出すが双方でやったほ

うがいい。 

先ほどの個人の止水板は本人の意思を

尊重してやらせた。敷地内に降った雨

は排水ポンプでかい出せといってい

る。 

④ 市の排水ポンプで床下浸水をまぬ

がれた実積はある。設置可能なもの

は行政の方へ推進をお願いしたい 

 

 

③完全に止水することは困難

だと思われる。県との協議が

必要ですが、実現は困難と思

われる。 

 

 

 

 

 

 

④実績については把握してい

ないので効果はわからない。

床下浸水する家屋全てに浸水

のタイミングで同時に設置す

ることは現実的に困難と思わ

れる。 

平成橋南については、五条川堤防の高

さで造成されているが,住宅家屋は除

外するとの事でできていない。対策も

できていない、橋の所は道路が高くな

っている。その分嵩上げが必要ではな

いか。 

 

歴史に基づいた具体的な資料

をもらい参考になる。 

東海豪雨の際、下流の新川で水

量制限があり放流できなかっ

た。当時５０ミリ対応が７０ミ

リ対応になっている。資料を基

に対応を提案していく。 

 

現段階では困難と思われ

る。 

 

監視カメラの位置が悪い、カメラのア

ングルによって見にくい、街路灯の右

側につけてほしい。 

確認して返答する。 平成橋に設置している水位

監視カメラについては、「岩倉

市五条川水位監視カメラの管

理及び運用に関する要綱」に

基づき、管理、運用をしてる。

この要綱では、第８条におい

て「監視カメラで撮影した画

像は、情報を市民に提供する

ため、インターネットを利用

して、岩倉市ホームページ等

で放映することができる。こ

の場合において、放映する画

像により個人が特定されない

よう、特に配慮しなければな

らない。」と規定しているた

め、個人の映りこみがないよ

う現在のアングルとさせてい

ただいている。 

五条川改修工事は下流からやってい

る。ここまでくるにはかなり時間がか

かる。 

市街化区域のため拡張も無理、個人の

家の対策に特定される溢水は毎回同じ

家が被害を受ける、 

① 嵩上げとか止水板とか土のうとか

当局が提案してほしい。 

 

今回の資料と共に執行部に提

案する。 

嵩上げについては県との協

議が必要ですが、原則行って

いない。 

土のうについては、今年度

より台風等に備えて消防署に

おいて無償提供ができるよう

にしている。６月号広報、ホ

ームページ、自主防災会の回

覧によりお知らせしているの

でご利用いただきたい。また、

９月の台風 18 号接近の際に

は、7月 14日、8月 18日の溢

水において床上、床下浸水の

被害を受けた方のうち、希望

される方には土のうを配布さ

せていただいた。 



一宮・春日井線の「カ

ネスエ」交差点以東の

進捗状況は 

 

現在も朝の渋滞は大変である。 

平成１３～１４年に区として要望書出

したが計画はどうなったのか。 

 

市としては県の意向を受ける

形で、江南岩倉線を完成させた

後（平成３１年度）に進めたい

と考えているようである。 

昨年度、小牧市とともに県

へ事業化に向けた要望を行っ

ており、現在、県、小牧市と

整備手法等を協議中である。

まだスケジュールなど報告で

きる状況ではない。 

計画は四車線、右折帯を設置すれば、

道路を広げなければいけないために、

カネスェの電気室を移設する必要があ

り、都市計画決定の変更に２～３年か

かる。それから工事ではさらに遅れる

のではないか。 

 

天保橋、岩倉、西春線が最優先、

桜通り線。石仏スポーツ広場も

着手した完成するまでこちら

にかかれない。 

マンパワーがたりない。 

財政的にも順番にやってこな

ければもたない。 

一宮 春日井線、四車線だが小

牧側四車線ができない、その為 

暫定二車線で作るしかない。 

橋ができればいい 橋だけは四車線で作らなけれ

ばいけない。事業を市、県どの

ように進めるかが課題。 

いずれにしても、今後の計画を

確認してお知らせしたい。 

下水道の進捗状況 

 

下水道工事の関係は土地改良の問題も

含めて、何年かかっているのか。 

できていないのはどの地域か、あと 20

年かかると書いてある。もう少し具体

的回答がほしい。 

今年度は本町、門前、北口、上

市場、来年度は中本町五条川右

岸バス通りより北、そこから神

野に向かって北上する。一宮 

春日井線まで３～４年，幹線が

高桑県議の所で止まっている。

平成橋まで５年でできる。市全

体では中本町、下本町道の狭い

ところは未定。 

曽野町、稲荷町は線路から五条

川まで着手期間未定 

 

下水道整備は平成元年度に

着手し、五条川左岸処理区は

全域を供用開始しているが、

五条川右岸処理区の整備状況

は平成 28年度末現在で

53.6％である。 

整備時期は変更することが

あるため、３年程度の整備計

画をホームページに掲載して

いる。 

バス通りから北の名鉄犬山

線と五条川の間については、

本町、中本町から北に向かっ

て整備を進め、一宮春日井線

までの地域は平成 32年度を

目途に整備する予定である。

なお、整備の翌年度から下水

道が使えるようになる。 

今後も、市全体の財政状況

を見ながら、できるだけ早く

整備が完了するように努め

る。 

旧市街地のせまい町の中を保障しなが

ら工事するメリットと、市街整備され

た昭和橋から北の所の道路の拡幅され

た所とどちらが効果的か皆さん方で検

証していただいてどちらを優先すべき

か、その判断をするのが皆さんの仕事

でないのか。 

９月決算で認識している、費用

対効果、どれが大事か検証しな

ければならない。財務の観点か

らしっかりやっていく。 

下水道工事は当時金利５.５パーセン

ト程度でやった。今は金利が安いから

金を借りて一気に下水道工事をやるべ

きだ。結果がついてくるから倍速でや

るべきだ。 

 

 

３０年もたつ。当面やれないならはっ

きりしてほしい。当時５年１０年で出

来るといっていた。浄化槽でやってお

けばよかった。 

具体的に書いてあればやるきがあると

思うがどうか。 

 

五条川左岸は着工から 30 年た

つため内部調査する時期に来

ている。 

今後の方針を確認する。 

定住対策について 

 

若者の定住の条件はどのようか、働く

ところがあるのか。 

川井,野寄に企業誘致をしてい

る。 

 

計画だけで買収はまだではないか。 

計画だけで企業がくるのか。 

具体的計画を言ってほしい。 

 

 

川井、野寄１７ヘクタール計画

地図に入れてある。最初は２８

ヘクタ－ル、今月末に地元説明

があり、合意が取れたら今年中

に設計する流れである。 

企業の種類は県に任せるしか

当初は約１７ヘクタールで

検討してきたが、現在は約１

０ヘクタールの区域で事業化

の検討を進めている。今年度

中に土地所有者から開発の仮

同意書が取得できれば、事業



ない。 

 

化向けての次の段階に進むこ

とができるという状況であ

り、土地買収は早くても平成

31 年度以降となる予定であ

る。なお、進出企業について

は、今後、市として積極的に

PR活動を行っていく予定であ

る。 

飛行機関係の工場の話がにつまってい

るのか。 

企業誘致は先端企業が対象と

なるが人を採用しない。 

輸送関係なら別だが。製造業を

呼べる土地がない。 

 

企業誘致については現在、

事業化に向けて検討し、土地

所有者の合意形成を進めてい

る状況にあり、進出企業など

具体的な内容は決まっていな

い。 

なお、事業化が決定した場

合は、雇用の創出につながる

企業の誘致に向けて努力して

いく。 

２０～３０年先には人のいらない会社

になる。 

企業誘致しても人を採用しないのなら

何のための誘致なのか。 

農地だと固定資産税がほとん

ど入らないが、企業がくれば企

業法人税を払ってくれる。 

駐車場もかりてくれる。 

今一番法人税を払っているの

が栗本工業所です。道路用件が

ないと企業も呼べない。 

高速道路を背景に物流倉庫ができてい

るが、市が潤う企業なのかメリットは

あるのか。 

一宮 小牧にしかないインターチェン

ジ。スマートインターの話は、ど          

うなるのか。 

 

本社に利益をもっていかれる

が、固定資産税ははいる。 

 

スマートインターは一宮はや

るきがあるが取り付け道路は

地元負担のため近隣の協力が

必要。国に要望にいっている話

はある。 

一定の税収が見込めるた

め、メリットはあると考える。 

尾張一宮パーキングの位置

は一宮市でありますので、一

宮市が中心となり、周辺市町

や関係機関と協議をしていく

こととなると思われるが、現

在、具体的な動きはない。 

一宮尾張パーキングがなぜできたかを

原点にもどって、岩倉高校の付近の開

発、整備が必要。 

 

議員としても一般質問で政策

提言をしている。 

名古屋高速の延長に力が入っ

ているため、この件については

動きがない。 

中小企業、零細企業振興基本条

例の政策提言を予定している。 

 

 


