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ふれあいトーク記録書 （ 中野町区 ） 

開催日時： 平成３０年１１月１８日（日） 午前１０時００分 ～ 午前１１時４２分 

場 所 ： 中野会館 

参加人数： 中野町区民１０人 議員１３名 

次 第 ： 司会 宮川議員 

１．開会挨拶  大野副議長、中野区長 福地様より 

２．出席議員自己紹介 

３．意見交換会 

 

 

項目 参加者の意見・質問 議会の応答 執行機関の回答 

防犯カメラについて  防犯カメラが設置された。ここの敷地

に中野会館と児童遊園、防火水槽、配置

が良くない。 

防犯カメラは中野にはない。カメラ

は原則、通学路。危ないところは教えて

ほしい。今後も設置していく予定であ

るから。 

【危機管理課】 

安全安心カメラは、平成 29年度

に通学路に 100台、平成 30年度は

自転車駐車場や市内の駅周辺などに

30台を設置します。平成 31年度に

は地域の意見も伺いながら設置場所

を検討していくことを考えていま

す。 

一宮春日井線について  一宮春日井線のカネスエ向こうが動

き出した。交通量が増えたが、トラック

ターミナルの車かわからない。高速道路

の側道も交通量が多い。立体交差からご

 道路の交通量が増えて、心配だろう。

防音壁もある。ゴミ捨てで高くする必

要があるだろう。県に言っていく。 

【都市整備課・危機管理課】 

一宮春日井線は愛知県管理である

ため、ご意見は県へお伝えします。 
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みが投下される。壁を作ってくれると良

い。道路の防音対策。カメラもほしい。

防犯で。 

小牧市民病院へ入院して、通院した

が、小牧市内が渋滞した。車が多い。あ

とわずかな距離をやらないのかという

疑問がある。 

小牧の岩倉寄りは道も狭い。小牧市民

も喜ぶと思うが。小牧市は金もあり積極

的だと思うが。できると交通量が増えて

困るかもしれない。 

愛知県が測量主体。これ以外は何も

聞いていない。 

岩倉市は岩倉駅前の桜通線、企業誘致、

天保橋、西春岩倉線の工事を抱えてい

る。 

【都市整備課】 

一宮春日井線はカネスエ北東交差

点から東へ小牧市内への延伸に向け

て、現在、道路予備設計を愛知県、

また、現地測量等を岩倉市と小牧市

で実施しています。今後、道路設計

までは愛知県で実施し、その後の用

地買収や道路・橋梁工事は小牧市と

共に連携しながら事業を実施してい

く予定です 

児童遊園について  中野には老人ホームがある。児童遊園

に遊具が１つほしい。 

 児童遊園の遊具も区長から要望書を

提出してほしい。遊具がないと子供た

ちが遊びを創造して遊ぶのでそちらの

方が良いという人もいると思う。 

【子育て支援課】 

中野児童遊園には、３連鉄棒、４

連式ブランコ、滑り台を設置してお

り、他の児童遊園におきましても、

砂場や鉄製遊具を設置している遊園

もありますが、ほぼ同様の状況とな

っています。広場部分の確保や新た

に遊具を設置する際の安全領域の確

保等の観点から、既設の遊具に加え

て新たな遊具の設置は難しいと考え

ており、遊具の更新の際に、スペー
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スの問題も含めて検討をしていきま

す。 

市への要望について  Ａ．市役所に行くときに話している。

区長から要望書も出している。平等に開

発してほしい。石仏の駅東もこれから開

発されるらしいが、ありがたい。 

Ｑ．サポーターを作った。各地区の

意見を議会も共有したらどうかと提案

を受けた。区長から市役所に要望して

いるかと思うが、どの程度要望してい

るのか。 

 

通学路について 通学路の要望を出している。高架の

下に踏切があり、中野の側に低いフェ

ンスがある。ここ以外は高い。私道だ

から工事できないといわれている。当

時は誰が作ったかわからない。回答は

私道だから手を付けられない。 

議会として確認する。 【学校教育課】 

この道路（私道）は通学路となっ

ていますが、フェンスの高さについ

ても本町側と同程度であり現状につ

いて特に危険であるという認識はあ

りません。 

空き家対策について  傾きのある家があり木が道路にせり

出しているところがある（要望書提出

済）。話はしている。電気は止まってい

るようだ。人の気配はない。空き家で

あるかわからない。対策をしてほし

い。 

 場所は確認しました。造園会社に頼

まないといけないくらいの大きさであ

る。市役所に確認する。 

【維持管理課】 

ご指摘の物件につきましては、水

道も開栓状態になっており空き家で

はありません。 

樹木の剪定については、これまで

何度か本人に指導してきた経緯があ

りますが現在は電話も不通になって

しまい、接触もできない状態です。

不定期に訪問し手紙を投函していま

すがしばらくするとなくなっている

ので全くの空き家ではないと思われ
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ます。引き続き訪問等により接触を

試み指導していけるように努めま

す。 

人口減少対策について  今後はどのような防災政策があるの

か。人口が減少するときにどのような

対策をとるのか。 

 少子化。３世代の補助金を出してい

る。住宅政策が中心で行われている。人

口を増やしている。 

人口は維持できている。地価は上が

っている。人口の減りは緩やかになっ

ている。最悪の結果にはならない。 

総合戦略、人口ビジョン。総合計画で

人口推計している。減るという予測を

している。 

外国人がたくさんいる時は 49000 人

になった。 

岩倉団地の今後の展開により人口は

影響する。 

【危機管理課・秘書企画課】 

本市では、一定の人口減少を受入

れながらもその緩和、抑制のため、

結婚・出産を望む人が安心して結

婚、出産や子育てができるような環

境を整えることで、転出を防止する

とともに、市外から新婚世帯・子育

て世帯を中心とした世帯を多く迎え

入れることによって、世代循環を促

し、活力を保ち、持続可能な岩倉市

をめざしています。 

防災政策については、人口が減っ

てくると、災害時の避難に配慮が必

要な人を支援する人も減ってくる事

が考えられます。その際には、地域

の助け合いがより重要となってきま

すので、防災訓練や防災講話の中で

地域の助け合い「共助」について啓

発していきたいと考えます。 

名草線の平面交差について  名草線の平面交差の完成は。  名草線の完成は 33年３月である。 

トラックターミナルの会社が大口に

【都市整備課】 

名草線（主要地方道名古屋江南
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移転する計画があるため、岩倉市内の

トラックは少なくなるのではないかと

思う。 

線）は愛知県が整備を進めており、

現時点では 2020年度(平成 32年度)

前期の完成を目指していると聞いて

おります。 

市街化区域について  市街化区域は増えるのか。  市街化区域は増えない。農業は高齢

化してやっていけない。住宅がたくさ

ん建てば 10万人もありうる。次の総

合計画も注視する必要がある。 

【都市整備課】 

国はこれからのまちづくりに当た

りコンパクトシティなど将来の少子

高齢化・人口減少を見据えた施策を

推進しており、愛知県全体において

も市街化区域の拡大は見込まれてい

ません。 

石仏スポーツ広場について  サッカー場。これは完成するのか。

駐車場はできるのか。 

 サッカーにも使える芝生広場。 

石仏公園の整備が遅れている。交付

金が遅れると工事も遅れる。完成は遅

れ気味である。完成時期は未定である。 

納税猶予の人がいるので 10年はでき

ない。 

【都市整備課】 

当初の予定通り進んでいますが、

完成までにはまだ時間を要し、現時

点では、2025年度(平成 37年度)に

供用開始できるよう事業を進めてい

ます。 

石仏駅について  石仏の駅の話、いくらかかるのか、

デザインは。 

 石仏。１億４千万の補正予算措置を

した。（その後、さらに補正予算措置に

より平成 31年３月現在、１億３千万と

なった。）２軒の立ち退きから始まる。

バリアフリーの構造で補助金を使う。

32 年までに完成。高架橋は将来的には

壊すが、しばらくはそのまま。西口はバ

【秘書企画課】 

現状では、名鉄から具体的な情報

提供がないため、事業費をお示しす

ることができません。また、デザイ

ンも名鉄が検討しており、現時点で

は把握していません。 
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リアフリーにする。 

駅舎は名鉄が作る。市がロータリー

などを整備する。 

総務省のまちづくりの補助金を獲得

するように動いている。石仏の駅周辺

のまちづくり。 

企業誘致について  川井の企業進捗と今後の予測は。 

市外に勤めているので情報が入って

こない。 

 川井町の企業誘致です。文化財が出

てきている。調査に時間がかかる。２

年かかる。33年度中に企業庁への売却

の予定。岩倉以外でも企業誘致がたく

さん行われている。 

【企業立地推進室】 

川井・野寄地区での企業誘致につ

いては、平成 31年度での事業の正

式決定に向けて関係機関と協議を進

めています。なお、進出企業の決定

や契約の時期は現時点では未定で

す。 

桜まつりについて  桜まつりを楽しみにしている。有名な

祭りなので、町全体で開催してほしい。 

桜まつりでいいのか。ひな祭りとこい

のぼりとあわせて魅力のあるまつりに

すべきでは。 

 商工会を中心にやっているので、商

工業の発展という面はある。広げると

面白いと思う。 

【商工農政課】 

桜まつりは、商工会との共催によ

り実行委員会形式で行っており、30

年度の桜まつりでは、「のんぼり洗

い」で使用した鯉のぼりを、試験的

に豊国橋の欄干で泳がせた。引き続

き、魅力ある祭りに向けて実行委員

会で議論していきます。 

学童保育について  学童保育は北小学校が４年生で終

了。五条川小学校と南小学校は６年生

までできる。北小学校も延長してほし

 平成 33年度までに北小学校の体育

館を建て替える。ここに放課後児童ク

ラブを入れます。その時に６年生まで

【子育て支援課】 

岩倉市子ども・子育て支援事業計

画に基づき、小学校の敷地利用や余
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い。 になる。少しお待ちください。くすの

きの家が満員でご迷惑をおかけしてい

る。 

裕教室を活用し放課後児童クラブを

開設しており、移設の際に、対象学

年を６年生まで拡大しています。移

設に際しては、学校側との調整が必

要となることと併せて多額な費用が

伴うため全校一度にということには

いかず、条件が整ったところから順

次、整備を行っているところあり、

現在、北小学校内での開設に向けて

調整を行っているところです。 

 なお、夏休みの長期休業期間中に

つきましては、臨時に放課後児童ク

ラブを開設し、全小学校において６

年生までの受け入れを実施していま

す。 

デマンド交通について  障害者の家を回らせていただいてい

るが、足腰の弱い人がいるタクシーの

利用も不便、予約が取れない。石仏の

駅に行くのも不便。石仏駅の話が聞け

ました。早く利用できるようになって

ほしい。 

 公共交通会議でも話し合われている

内容である。デマンド交通やコミュニ

ティバスのメリットデメリットはあ

る。最終的な着地点は決まっていな

い。 

【協働推進課】 

公共交通に関する調査検討業務を

今年度に実施しており、７月には公

共交通実態調査や交通事業者ヒアリ

ング、10月には小学校区ごとでの

行政区意見交換会を行い、これらの

結果等について岩倉市地域公共交通

会議に報告し意見等をいただいてい

る状況です。今後の公共交通のあり
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方等につきましては、市民の方から

いただいたご意見と様々な調査検討

結果等を踏まえつつ、他の自治体の

取組も参考としながら、本市にとっ

て最適な事業となるよう総合的に検

討したいと考えています。 

行政区について  行政区があるが、今後どうするの

か、今のままで行くことができると思

っているのか。 

 経験を積んで区長になる。なり手が

いないことはない。いきなり区長にな

る。 

【協働推進課】 

区役員等の担い手の不足や業務量

など区役員さんが苦慮されているこ

とは承知しています。ご相談いただ

ければ他の行政区の取組や課題解決

に向けた対応策等についてできる範

囲の支援をさせていただいています 

 行政区の中で、役員がいるのだが、

受け手がいない。 

 若い人は来ない。親睦会も高齢化す

る。老人会も役員をやりたくないから

脱退する。 

 今日まで役員をやってきたが、やる

ことが多すぎる。 

 難しいテーマである。同じ町内に住

んでいるのでまとめ役はいるだろうな

とは思う。 

 市役所職員を行政区に割り振る担当

者制度を設けてはどうか。 

 職員頼りになる。なんでも職員任せ

になる。 

町内の人材育成でもある。 

公共施設再配置について 公共施設の再配置の説明会も行った。

保育園の北部と仙奈が統合する話であ

る。 

しばらくするとここの中野会館はど

うなるのか。廃止なのか。 

他の区と比べて区費が少ないので維

 ４期に分けてゆっくりやっていく。

やる前にも意見を聞いていく。 

充実した再配置である。夢のある再配

置である。 

【都市整備課】 

地区集会所は、地域のコミュニテ

ィの場として大変重要な施設である

ことを市も認識しています。現在策

定中の公共施設再配置計画では、地

区集会所は廃止ではなく、地元地区
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持できない。それじゃあ潰すのか。だか

ら住民が少ないので住民の多い区と一

緒に扱わないでください。一律に扱う

な。町の起点になっている。東町会館に

行ってくださいとは言わないでくださ

い。結論ありきでいかないで意見をきい

てほしい。 

人口減少だが、減りのスピードはゆっ

くりである。年長・年中は減っているが

年少は増えている。先をよく見てほし

い。公共施設は市の最大の課題である。 

統廃合される側の人のメリットも提示

してほしい。 

等へ譲渡の方針としていますが、そ

の実施にあたっては、地元の皆様の

意見を聞きながら進めていきます 

名鉄沿線の側溝のごみについて  名鉄沿線のフェンスのところに側溝

があり、ごみがたまる。通りすがりの

人がごみを捨てる。 

 【維持管理課】 

現地を確認したところ側溝は市所

有のものであります。確認時にゴミ

はほとんどたまっていない状況でし

たが、引き続き適正な管理に努めま

す 

Ａ．水はない。 Ｑ．側溝として機能しているのか。 

Ａ．名鉄の水が流れていると考えてい

る。フェンスの向こうであるが、名鉄

の土地ではない。 

Ｑ．その側溝は市が設置したのか、市で

はないところが設置したのか。 

  市役所に確認する。 

その他  千秋病院へ通っている。岩倉の人が

多い。一宮市だから市外の岩倉市民は

特別な手続きや差がないようにしてほ

特別な差別はない。  
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しい。 

 市役所からアンケートが来る。分厚

いやつ。書いていると飽きてくる。半

分もかけない。ポイントを絞ってほし

い。 

 意見として伺う。  アンケートについては、その目的

を達成するため一定の質問数が必要

となってきます。ご理解をいただき

たいと思います。 

 


