
ふれあいトーク記録書（中本町区との意見交換会） 
 

文責／木村 

 

開催日時 ： 平成３０年１月１８日（木） 午後６時～７時３０分 

 

場   所 ： くすのきの家 ふれあい・交流ホール 

 

参加人数 ： 中本町区住民２７人 市議会議員１１人 議会事務局職員１人 

 

次   第 ： 司会／宮川議員 

 

         １．開会あいさつ 中本町区顧問 吉田 修 様 

                    市議会議長   黒川議員 

 

         ２．議員自己紹介 

 

         ３．意見交換    要約下記 

 

         ４．閉会あいさつ 市議会副議長 梅村議員 

                    中本町区顧問 吉田 修 様 

 

         ※アンケートは区でまとめて議会事務局へ持っていくとのこと。 

 

 

項   目 住民からの意見・質問 議 会 の 応 答 執 行 機 関 の 回 答 

防犯灯の設置について 商工会設置の街路灯廃止に伴い、防犯灯に切

り替えたところ、設置間隔の関係で暗くなった

箇所がある。１年間４基で４年間で１６基設置の

計画だったが、前倒しで３年で完了する予定。

防犯のためには増設が必要ではないか。 

一方、防犯灯設置で問灯が消されてしまうとい

うリスクもある。自助・共助・公助の住み分けも必

要。夜に実際に状況を見て設置すべきである。

えっというところに設置されているものもある。 

門灯など防犯のまちづくりへのご協力に感謝

する。 

議員としても夜歩いて調査し、暗いところを確

認した。今年度は９月下旬の発注で遅かった。

今後はもっと早く発注するよう執行機関に伝え

ていく。 

商工会発展会の事情で消えていく街路灯が多

くなっている。計画的に対応できるように執行

機関に伝えていく。 

【危機管理課】 

中本町の街路灯の消灯に伴う防犯灯の設置

は、当時の区長との話合いにより、防犯灯の設

置基準に基づき、設置する本数と設置する箇

所を決定しております。街路灯と防犯灯とは性

質が違いますし、サイズや照度、また設置する

間隔も異なり、どうしてもこれまでの街路灯と比

べると暗く感じますが、他の地域と比較して暗

いということはございません。 

通学区域の見直し・通

学路の安全について 

中本町は北小と東小に分かれる。東小は１学

年１クラスで半分が外国人児童。デメリットもあ

るが、外国人と触れ合えるというメリットもある。 

昨年も五条川の溢水があったが、橋を渡って通

学しなければならない地区もある。安全上どう

なのか。通学区域の見直しが必要ではないか。 

地元の合意ができず、通学区域の見直しはや

られてこなかった。 

市は公共施設の再配置を検討しており、東小

のような小規模校は機能を複合化していく方向

が示されている。 

東小の卒業式に出席して感動した。国際色豊

【学校教育課】 

市内小中学校については、これまでに形成さ

れた地域コミュニティを維持するため、原則とし

て現在の配置を維持し、統廃合等は現在のとこ

ろ考えておりません。 

通学区域につきましても、児童生徒数の増減の



かな学校として発展していくよう見守っていく。 状況に顕著な差はなく、いずれの学校につい

ても緩やかに減少していることから現在のところ

変更する予定はありません。 

また、橋を渡って通学する地区は、岩倉北小学

校だけでなく、五条川小学校、曽野小学校があ

りますが、登下校時に川が溢水するなどの危険

が想定される場合には教職員が同行するなど

して安全上の配慮をしています。  

東小運動場の排水につ

いて 

東小の運動場は雨が降った後の排水が不十分

で、水浸しになっている現状を知っているか。

東小は少人数なので後回しになっていない

か。 

調査して対応していく。 

教育委員会として後回しにしているということは

ない。 

 

【学校教育課】 

岩倉東小学校のグラウンドの排水の状況は教

育委員会としましても把握しております。 

学校施設の改修につきましては、児童生徒数

に捉われることなく、どの学校も平等に、子ども

たちの安全を第一に考え、市全体の財政のバ

ランスや平準化を念頭に、校舎等の建物だけ

でなく、グラウンドも含めた全体の中で緊急性

の高いものから優先順位をつけて計画的に取り

組んでおりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

東小の課題について 児童数の減少や外国人児童の増加、空き教室

の活用など、東小は課題も多いが、できるだけ

いい方向で解決されるようお願いしたい。 

岩倉団地の子ども会がなくなり、東小ＰＴＡ役

員も団地外の方が中心となっている中で、東

小の課題は岩倉団地の問題でもある。すぐに

は解決できないが、問題意識をもって対応して

いきたい。 

【学校教育課】 
 

－ 

白山公園の消防施設に

ついて 

救急車の配備がされているようだが、存続する

なら労働環境を改善すべき。消防本部の機能

を強化する方向で考えるべきではないか。 

現在は救急車待機はやっていない。消防団第

３分断の車庫となっており、設備の改善は必要

と考える。 

岩倉市の救急車は３台あるが、体制的に２台し

か稼動できない。 

救急通報も広域の指令センターに連絡が入

り、そこから各消防本部に連絡が行くという形

になっている。 

【消防署】 

平成１５年１２月から第３分団車庫へ出向し救

急車の配備を行っています。平成２７年からは

若い職員の育成のための研修に時間を取られ

て、常駐が極端に減っているのが現状です。白

山待機時の労働環境につきましては、職員が

常駐した場合は負担を軽減するために当初か

ら午前と午後に職員を入れ替えて対応してお

り、救急出動は尾張中北消防指令センターから

車両端末ナビに伝送された現場へ出動してい

ます。 

幼児二人乗り自転車の

補助の問題について 

問題ある対応がされていたと新聞で報道された

が、購入した市民は善意であり、市民に影響を

及ぼすべきではない。職員の処分が行われた

とのことだが、これは当局の判断で行われたの

か、議会の発議なのか。 

行政監査の結果、問題が発覚した。職員の処

分は当局の内部機関で決められた。購入した

市民には影響が及んでいない。 

【子育て支援課】 

本補助事業につきまして、行政監査を受けた結

果として、一部不適切な事務処理及び補助金

の交付等があることが指摘されました。これを受

け、関係する職員の処分を決定しました。な



お、直接の補助の対象者である市民の皆さま

につきましては、直接に影響するようなことはご

ざいません。 

防犯カメラの寄附につい

て 

寄附者の意思は善意である。寄附者の意向に

沿った対応を取ってほしい。 

匿名の寄附は崇高なものであり、ほとんどの寄

附が現金による寄附である。今回の寄附は付

随する予算が必要となるものであり、総額も不

明なものであった。寄附のあり方として課題を

残した。 

【危機管理課】 

市としては対応している。 

避難所のトイレの改修に

ついて 

東南海地震がいつ発生するか分からない。小

中学校は避難所になっていると思うが、災害弱

者に配慮した洋式トイレへの改修が必要では

ないか。 

岩倉市の小中学校の洋式トイレの設置率は県

平均にも届いていない。 

校舎のトイレは計画的に改修されていくことに

なっている。避難所である北小体育館の建替

えを急ぐ必要がある。 

災害対応のトイレも順次整備している。 

【学校教育課】 

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、昨年度は岩倉北小学校北館、今年度は

岩倉北小学校南館の全面改修を実施しまし

た。改修の際には、便器の洋式化や乾式化

を図っています。 

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ます。 

今後についても優先順位をつけて計画的に

実施していく予定です。 

決算不認定について 平成２８年度公共下水道事業特別会計決算が

不認定となった。議会も監査委員を出している

のに、非常に残念な行為。大矢公園の遊水池

設置の事業が休止でよいのか。国庫補助事業

なので、信用を失墜するような対応ではない

か。 

議会選出の監査委員は決算認定に反対したの

か。 

監査ではすべてのチェックは不可能で、見抜

けないことも多い。県で指名停止を受けている

コンサルに委託していた。 

当初の見込みを大きく上回る予算となり、説明

も不十分であったので不認定となった。現時点

でもいつ事業が行えるのか分からない。 

事業休止は当局が判断した。 

監査委員は採決に加わらない。 

【上下水道課】 

議会への説明が不十分だったため、決算が不

認定になったと考えています。 

その後、大矢公園調整池の必要性や事業費に

ついて説明を行い、時期は遅れましたが、今

後、整備していくことを議会に対して報告いたし

ました。 

議会だよりについて 平成２８年１２月議会で市長の問責決議をして

いるが、議会だよりで市民に報告したか。 

平成２８年１１月１日号に登場している市民の意

見に賛同する。議会は、当局との対決ではなく

協働により、市民の大多数の意見と整合性のあ

る対応を行ってほしい。 

市長の問責決議については議会だよりで報告

した。議会だよりは結果だけでなく、議論の推

移を掲載するように努力している。また、市民

参加の記事を載せることも今後増やしていきた

い。 

来年度から議会サポーター制度を導入する予

定。 

－ 

神明ふれあい広場のベ

ンチ撤去について 

神明ふれあい広場にベンチが４基あったが、い

つの間にか撤去されてしまった。グランドゴルフ

のときも休憩場所として利用していた。 

調査して対応する。 【長寿介護課】 

平成30年度ベンチを購入する予定です。 

 

五条川の溢水対策につ

いて 

土のう積みしか対策はないのか。底を掘削すれ

ば流れが良くなるのではないか。 

河川対策は下流から行わないといけない。途

中で対策を行うと別の場所に影響を及ぼす。 

【維持管理課】 

五条川の管理は愛知県であり、その改修にあ



たっては、平成19年に策定した新川圏域河川

整備計画に基づき整備を進めているとのことで

す。河川の中腹で掘削を行っても受け皿となる

下流で溢水するなど悪影響が出るため下流か

ら順次整備をしていると伺っております。平成

29年度の時点では清須町地内まで改修が進ん

でいるとのことですが岩倉市内まではまだ時間

を要する見込みですので関係市町で構成する

「新川・五条川改修促進期成同盟会」等を通

じ、関係機関に対して一日も早く完了するよう

働きかけているところであります。 

避難経路の雑草除去に

ついて 

自宅からくすのきの家までの避難経路に雑草

が繁茂している。一度はきれいにしてもらった

が、すぐに生えてくる。 

避難経路は指定されていないのか。 

必要な対応を取るよう市に伝える。 

一次避難所への避難は日常使っている経路で

行くように指示されている。 

各家庭から一次避難所への避難経路は指定

されていない。一次避難所から広域避難所へ

の移動経路は指定されている。 

【維持管理課】 

当経路は公道ではありません。 

五条川右岸堤防道路の

見通しについて 

市内の五条川で堤防道路がないところは１カ所

しかない。土地を提供する約束はしたが、工事

が止まっている。いつ完成するのか明言してほ

しい。 

市や市議会からもっと圧力をかけてほしい。 

国庫補助が先送りされて県の護岸事業が止ま

っている。いつできるかは明言できないが、県

への働きかけを強めているところである。 

市議会としても何らかの対応を考える。 

地元への説明をしっかり行うよう市に伝える。 

【都市整備課】 

用地取得済みの区間において、平成30年度に

県が工事を実施することになりました。残る区間

について平成30年度前半には県と協議をし、ス

ケジュールをお示しできるようにしたいと考えて

おります。 

ゆめミールの給食につ

いて 

新学校給食センターのゆめミールがオープンし

た。県外から転居してきたが、岩倉の給食はお

いしくないと子どもが言っている。チャレンジ給

食（シェフのスペシャルメニュー）というものがあ

ったが、残菜がいっぱい出た。検食をやってい

ると思うが、改善は図れないのか。メニューの工

夫をしてほしい。 

市に伝えていく。 

シェフのスペシャルメニューが甘かったという意

見も子どもたちから聞いている。旧学校給食セ

ンターのときの方がおいしかったという意見もあ

る。よい意見ばかりではないことをしっかり伝え

ていく。 

【学校教育課】 

子どもたちに食べさせたい献立や食材を考慮

していることもあり、子どもの好みのものとはなっ

ていないことが考えられます。 

年度末にはリクエストメニューを聞いた献立に

するなど子どもたちに喜んでもらえるような取組

もしています。 

今後も安全でおいしい給食を提供できるように

子どもたちの声も聴きながら献立づくりなどに取

組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

      

 


