
ふれあいトーク記録書（川井町） 

項目 参加者の意見・質問 議会の応答 執行機関の回答 

川井町郷浦信号の停止

線について      

①北島藤島線が開通して通学路である

川井町郷浦信号の所で南北通行が渋滞

するので北島藤島線上の手動信号の所

に停止線を引いてほしい。 

① 危機管理課へ確認する。 警察に確認したところ、手

動式信号機の停止線というこ

とで、交差点に進入しないよ

うな停止線を引くことは難し

いと警察の見解だった。 

北島藤島線の歩道の草

刈りについて         

②北島藤島線の下水道管の工事をおこ

なっているあたりの両側の歩道が狭い

うえに草が生い茂って危険であるので

早急に草を刈ってほしい。 

② 維持管理課へ連絡する。 現場調査を行い、交差点付

近など交通安全上危険な箇所

である場合、草刈を行ってい

る。また、ポンテ南の交差点

を確認した結果、草は生えて

いるが、交通安全上危険な長

さまで伸びていないため経過

観察とする。 

農業用水について    ③南新町の中に稲荷からきている田ん

ぼ用の用水が 5,6 本あると思うが全部

詰まっていて、田んぼに水がこないの

で生活排水から水を引いている状況で

田んぼを耕作している者は、とても苦

労している。以前、もうすぐこの地域

は市街化区域になると言われたのにい

まだに市街化区域にならない。南新町

の中に農業用水が何本かあって、管理

はどうなっているのか行政に確認して

返事を下さい。 

③ 維持管理課に確認する。 8/10付けで議会より資料要

求があり、8/14付けで図面を

持って用水路の位置について

回答している。 

なお、管理については、農

繁期に耕作地に水が引けるよ

うに既設水路を調整管理して

おり、水が引けない箇所につ

いて認識していない。必要で

あれば個別に相談をお受けす

る。 

小中学校のエアコン設

置について       

④各小中学校の教室にエアコンを取り

付けてほしいと子供と子供会からの要

望があるがどうか。 また避難所とな

る体育館にもエアコンが必要だと思う

がいかがなものか。 

④市長としては、予算がかかる

ので他市と協力して広域的に

おこなうように検討中である。

また、体育館にはエアコン設置

はむずかしいと思う。 

全校１度に導入していきた

いという考えもあることから

ＰＦＩ※やリースといった手

法や広域での実施等も念頭に

置き、コストや財源、スケジ

ュール等の比較検討を進めて

いるところである。 

 体育館へのエアコン設置に

ついては、現在考えていない。 

 

※ 公共施設の設計、建設、維

持管理及び運営に、民間の

資金とノウハウを活用し、

公共サービスの提供を民

間主導で行うことで、効率

的かつ効果的な公共サー

ビスの提供を図るという

考え方 

小中学校のトイレ改修

について        

⑤小中学校のトイレが和式で汚いので

洋式に改修してほしい。 

⑤今年度は、北小のトイレの洋

式化工事をおこない、来年度は

岩中をおこなう予定で順次計

画的におこなっていく予定で

ある。 

学校のトイレについては、

校舎の給排水管の腐食等老朽

化が進んでいることもあり、

昨年度は北小学校北館、今年

度は北小学校南館の全面改修

を実施した。改修の際には、

便器の洋式化や乾式化を図っ

ている。 

 また、来年度には岩倉中学

校において実施していく計画

となっている。 

今後は、学校施設の長寿命

化について検討を進めていく

中で、優先順位を決めて計画



的に実施していく予定であ

る。 

児童遊園のトイレ設置

について        

⑥川井町の児童遊園にトイレがないの

で設置してほしい。桜並木の遊歩道沿

いでもあるので検討してもらえない

か。 

⑥児童遊園は、借地が多いので

仮設トイレが多いと思うが、子

供たちや遊歩道を散策する人

のためにもトイレを設置でき

るように行政に働きかけたい

と思う。 

児童遊園は借地で、基本的

にはトイレや建築物は建てな

いものだが、川井児童遊園の

トイレの充実（整備）につい

ては、区からの要望書や、副

市長との懇談会などでも承っ

ている。現在は、簡易トイレ

が一基設置されているが、五

条川を散策する人たちのため

にも、あらためて整備を要望

されているものであり、市と

しても新たに整備することに

ついて検討を進めているとこ

ろである。 

駅西トイレの管理につ

いて           

⑦駅西の公衆トイレが汚れていた。管

理はどうなっているのか。 

⑦市からシルバー人材センタ

ーに委託して2人体制で巡回し

て汚れていたら清掃している。 

シルバー人材センターに委

託し、毎日清掃を行っている。 

マスタープランについ

て              

⑧マスタープランで川井町が市街化調

整区域の青地で農業振興地域となって

いるが現状と合っていると思うのか。 

⑧31 年度にマスタープランの

変更があるので県の指導を受

けながら検討する予定である。 

都市計画マスタープランで

は、川井町・野寄町を含む市

南西部地域を「将来の産業展

開の受け皿として検討する」

区域として位置づけているこ

とから、農業振興地域につい

ては、平成 30 年度の農業振興

地域整備計画の策定段階にお

いて見直しを行う予定であ

る。なお、都市計画マスター

プランは平成 32 年度に現計

画の見直しも含めた策定を行

う予定としている。 

耕作放棄地について ⑨農業をやる人が少なくなり耕作放棄

地となると思うが、耕作放棄地につい

てどのように考えているのか。 

⑨商工農政課に確認する。 耕作放棄地については、土

地所有者の問題であり、現状、

特効薬となるべき方策はない

状況だが、毎年、農業委員会

が調査・指導を行うとともに、

ＪＡと連携しながら、耕作放

棄地の解消に努めている。 

農地転用について    ⑩農地転用について今年の 6 月に２点

の規制緩和の改正があった。転用の業

種と地域の緩和だと思う。農業では生

活できないので、何とか転用して収入

を得たいので岩倉市で何ができるか検

討してほしい。 

⑩商工農政課に確認する。 農村地域工業等導入促進法

の一部を改正する法律が平成

29年７月に施行されたが、三

大都市圏の市町村等は除外さ

れることから、本市では企業

誘致の促進は図れない状況で

ある。 

また、いわゆる地域未来投

資促進法も平成29年７月に施

行された。この法律は基本計

画の中で区域として設定する

と条件が緩和されるなどの措

置が受けられることから、こ

れまでよりは事業者が進出し

やすくなるのではと考えてい

るが、愛知県の産業部局との

協議に加え農政部局や開発部

局との調整も図られた上で、

国の同意が必要になることか

ら、現段階では設定が難しい



状況であると考える。 

市町村合併について ⑪合併の話しはないのか。大都市だと

権限委譲があり、その市で決められる。

小さい市では財政が厳しいので住民投

票してでも合併した方がよいのではな

いのか。 

⑪まだ、平成の大合併の成果が

でてないので何とも言えない。

当市では、広域連携で勉強会を

おこなっている。 

現在、市町村合併について、

具体的な検討を行う予定はあ

りませんが、全国的な少子高

齢化、人口減少という状況に

ある中で、行政サービスの維

持・質の向上、効率化の観点

から広域連携は重要であり、

取り組んでいく課題であると

考えている。 

北島藤島線について ⑫北島藤島線が開通して交通量はどの

ようになったのか、乗用車は増えたと

思うが大型トラックの交通量が少ない

のではないか。小牧市藤島の交差点が

狭いので大型トラックが曲がれないの

ではないか。小牧市と協議して交通の

円滑化を図ってほしい。 

⑫都市整備課に確認する。 平成 29年 8月 3日に交通量

調査を実施した結果、約 7,700

台/日であった。この数値は午

前 7 時から午後 7 時までの 12

時間調査を行い、24 時間交通

量に換算した数値である。 

小牧市藤島町地内の信号交

差点２箇所に右折レーンがな

いため、長いときには曽野町

の信号付近まで渋滞が延びて

いる時があるが、小牧市は来

年度から交差点改良を順次実

施していく予定があると聞い

ている。 

川井町郷浦の信号機に

ついて 

⑬北島藤島線の川井町郷浦の信号を手

動式ではなくて普通の信号に変更でき

ないのか、朝の通勤時に渋滞するので。 

⑬危機管理課に確認する。 市としても必要であると考

え、警察署に要望した。 

ゴミ問題について ⑭名草線の渋滞を避けるため川井町の

郷中をスピードを出して走っていきゴ

ミも捨てて行くので何とかならない

か。 

⑭環境保全課に確認する。 ごみを捨てていく状況が、

集積場所以外での不法投棄

か、集積場所でのマナー違反

かがわらないが、いずれの場

合も基本的には地区の方から

ご相談を受けながら、該当箇

所に対して看板やチラシを作

成・設置するなどして対応さ

せていただくことになる。看

板等の文面や使用する言葉な

どは状況に応じて決めていく

ことができるので、まずは環

境保全課までご相談いただき

たい。 

また、区からご要望をいた

だければ、不法投棄防犯カメ

ラを設置することもできる。

設置についてはその時のカメ

ラ（全部で４台）の空き状況

や通行への支障の有無、プラ

イバシー保護上問題がないか

等、諸条件を検討し判断させ

ていただくので、個別にご相

談を受けながら対応させてい

ただく。 

川井町折屋敷の水道管

設置について 

⑮川井町折屋敷の土地に水道管が入っ

ていないので、北名古屋市の東部企業

団に岩倉市から頼んで水道管を入れて

もらえないか。 

⑮上下水道課に確認する。 川井町折屋敷内の既存道路

に水道管を整備する計画は現

在持ち合わせていない。折屋

敷地内の土地で開発行為等に

よる土地利用のご計画が明ら

かとなった段階で具体的に上



下水道課にご相談いただきた

い。 

デマンド交通について               ⑯デマンド交通はどうなっているの

か。誰でも利用できるように巡回バス

にしてほしいので検討して下さい。 

⑯巡回バスも考えたが、バス停

の問題があり、デマンド交通と

なった。議会として様々な対応

をしている。有効な活用や提案

を議会として当局に要望して

いく。 

先進自治体におけるコミュ

ニティバスやデマンドの事例

などを調査、研究した結果、

対投資効果や運行自体の効率

性などを総合的に判断し、バ

ス停の巡回ルート型ではな

く、自宅と決められた目的地

のデマンド型による運行とし

ている。また、本市の交通の

利便性は高く既存の公共交通

事業との共存も大切であるた

め６５歳以上等の一定の利用

要件としている。 

８５歳以上のタクシー

チケットについて              

⑰８５歳以上のタクシーチケットの利

用状況はどうなっているのか。その予

算を巡回バスにまわしてはどうか。 

⑰長寿福祉課に確認する。                 

協働推進課に確認する。 

85歳以上のタクシーチケッ

トは、すこやかタクシー料金

助成事業になる。 

実績は、平成 27年度は、680

人（利用枚数 6,496 枚）決算

額 4,953,280円、平成 28年度

は、708 人（利用枚数 6,572

枚）決算額 4,528,740 円であ

る。 

対象については、平成 29年度

には、満85歳以上の人に加え、

満65歳以上でかつ介助なしで

移動することが困難な介護認

定要支援者等であって、介護

保険サービスでの通院等乗降

介助を利用できない人へも対

象者を拡大している。 

巡回バスの場合、停留所ま

での移動が必要となり、足の

悪い人や乗降介助が必要な人

にとっては利用が困難になる

と考える。高齢者の孤立予防、

外出支援のためにはタクシー

利用の助成は必要と考える。 

防犯カメラについて     ⑱片岡前市長の寄付の防犯カメラの設

置状況はどうなっているのか。 

⑱PTA の要望がまとまっていな

いので、まだ決まっていない。

市の方で条例を検討中である。

議会としても提案されたら真

摯に審議する。 

設置箇所については、PTA

の要望を基に決定し、今年度

中の設置予定としている。 

議員 

 

⑲議員の一般質問で自然（有機）農法

で取り組んではどうかという理由は何

か。 

⑲有機農法の法律があるのに

行政が取り組んでいないので

問題提起した。 

 

 


