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ふれあいトーク記録書 （ 鈴井町区 ） 

開催日時： 平成３０年１１月２５日（日） 午前１０時００分 ～ 午前１１時２０分 

場 所 ： 鈴井町公会堂 

参加人数： 鈴井町区民１４人 議員９名 

次 第 ： 司会 梅村議員 

１．開会挨拶  黒川議長、鈴井区長 安田様より 

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 

前市長からの防犯カメラ寄附に

ついて 

どんな経緯で寄附されて、市内のどこ

に設置されたのか、管理、運用など、ど

のように行われているのか。 

本年４月から、市内の小学校通学路

を中心に 100 台設置された。本年さら

に 30台追加で、駅周辺など要望の多い

箇所に設置予定である。 

岩倉市は、愛知県で空き巣被害ワー

スト１であるが、防犯カメラ設置後は、

被害件数が減っている。犯罪の件数も

減少しており効果は出ている。 

【危機管理課】 

安全安心カメラは岩倉市の未来を

担う子ども達の安全を守るためにと

いうことで、100 台寄附をいただき

平成 29 年度に小中学校の通学路に

設置しています。また、平成 30年度

には自転車駐車場や市内の駅周辺な

ど 30台を設置していきます。 

カメラの管理、運用については、

条例などにより厳格に管理、運用し、

その映像については、プライバシー

に配慮し、自由に見ることができず、

市長の退職金を、物品で寄附すること

に対して、少し不自然に感じる。 

現物の寄附になっている為、金額や

減価償却等についての長期的な計画に

ついても、議会に対して明らかになっ

ていない。 
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退職金を辞退すると、そのお金は共

済組合に納められるため、市民のため

になる形で、カメラ 100 台の寄贈とな

った。しかし、現物の寄附のため、詳し

い経過については議会に示されていな

い。 

高額な寄附については議会の議決が

できるよう、条例を改正するよう執行

機関に要請している。 

警察の捜査など法律に基づいた場合

のみ公開できるものとしています。 

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。 

鈴井町地内には安全安心カメラは設

置されているのか。 

現在、鈴井町にはカメラの設置はさ

れていない。設置してほしい箇所があ

れば、行政区の方から要望書を出して

頂きたい。 

鈴井町区内での一宮・春日井線

の信号機設置について。 

一宮・春日井線が開通し、跨線橋西側

に現在信号機が設置されているが、さら

に西側の交差点にも信号機を設置でき

るよう、継続して市に対して要望してい

る。警察（公安委員会）からは、距離が

短いという理由で設置できないと言わ

れているが、何とかならないか。押しボ

タン式の信号機だけでも、設置してほし

い。 

 本来は、現在封鎖されている西側の交

差点に信号機がつけられる予定であっ

地元からの要望が強いものに関して

は、執行機関と協議しながら改善に向

けて努力していきたい。 

【都市整備課】 

一宮春日井線開通以降、継続して

江南警察署へ信号設置を要望してい

ますが、現時点では設置の必要はな

いと回答されており実施には至って

いません。本市としても今後も引き

続き設置を要望していきます。なお、

工事実施前である平成 18 年 9 月に

鈴井町公会堂において信号設置場所

の変更について地元説明会を開催し

ています。 
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たが、なぜ封鎖されているのか市からの

説明は一切ない。市民の意見をしっかり

聞いて頂きたい。 

公園内の整備について 天神公園に昭和 42 年竣工の記念碑

（高さ２メートル横１メートルほど）が

立っておりその付近でよく子どもたち

が遊んでいる。地震の際には大変危険で

ある。耐震補強はされているのか。 

 公園の四隅にある木が、電線すれすれ

まで伸びている。また、落ち葉などの被

害もある。木の伐採をお願いしたい。 

記念碑の耐震はできていないと思

う。公園内に立てられているので、公共

物である。木の伐採に関しても、執行機

関に確認して対処する。 

【維持管理課】 

現時点で記念碑のような建築物以

外の工作物の明確な耐震基準はあり

ませんので、実際に危険かどうかの

判断は難しいところではあります

が、目視等点検の結果、異常は見つ

かりませんでした。 

しかし、子どもたちが記念碑に近

づいて遊んで怪我をすることがあっ

てはならないため、近づかないよう

注意看板を設置しました。記念碑の

安全性については、今後も公園定期

点検や日常点検時に確認し、健全な

状態での管理に努めます。 

公園の四隅にある木が、電線すれ

すれまで伸びている件については、

剪定することで対応させて頂きます 

はなのき広場のトイレはいつごろで

きるのか。 

最初は簡易トイレの予定であったが、

県の指導があり、浄化槽のついたトイ

レを作ることになった。来年の４月（年

度内）までには完成する予定である。 

【生涯学習課】 

当初は汲取り式の簡易トイレを設

置する予定でしたが、県の指導によ

り浄化槽によるトイレを設置するこ
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とになりました。県との協議に基づ

く設計変更、積算等に約半年を要し

たため、年度内完了に向けた工程を

再検討したが、十分な工期が確保で

きず、平成 31年度予算として改めて

予算計上し、工事に着手します。平

成 31 年８～９月頃に完成する見込

みです。 

側溝の整備について  既に要望書は出しているが、西市の５

差路の交差点に抜ける南北の道路で、幅

１メートル深さが 1.5メートル程の側溝

に蓋をしてほしい。名草線の工事のため

抜け道に使う車が多くなった。通学路で

もあるため、道幅を広くしてほしいが一

向に進まない。事故が発生してからでは

遅い。 

 農業用水であると思う。危険な箇所

も多くあり、優先度の高いところから

行っている。執行機関に伝え対処する。 

【維持管理課】 

水路側には転落防止柵が設置され

ており、道路の有効幅員も確保され

ています。名草線の工事完了まであ

と 2 年程かかりますが、工事が完了

すれば交通量は少なくなることから

蓋をする予定はありません。 

 推奨事業の農業用水バルブが一宮・春

日井線の両側に３か所ついている。中央

にガードレールがある為、すぐに操作が

できない。大変困っている。 

  

ふれあいトークについて １年の約３分の２は議会を行ってい

ない。鈴井町のように、議員のいない地

区もあるので、この様な意見交換会をも

っと行い、住民の意見を聞いてほしい。 

４年間の計画で、議員の出ていない

地区を回っている。 

来年は４月に改選があり、新しい体

制になるが、このような意見交換会は
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 継続できるよう協議していく。議会の

役割は、市民の意見を聞き、それを政策

に反映させていくことである。12 月議

会より、委員会代表質問の制度を整え

た。市民からいただいた意見の中から

重要なものを取り上げ、議会の意見と

して、執行機関に質問していく。 

議員全員で、市内の行政区全てに行

くことは難しいので、今後は、３～５人

のグループで行うことも検討してい

る。 

議員の数が少なくなっているので、

現在は身近な困り事などは、区長さん

からの要望で対応している。 

まちづくりについて 治安のいいまちづくりを積極的に行

ってほしい。挨拶をしても、返事のない

人が増えている。明るいまちづくりに力

を入れてほしい。 

議員自らが率先して挨拶をしていき

たい。 

【危機管理課】 

防犯意識の高揚につながる啓発な

どに取り組んでいきます。 

暴風警報時の分別収集について 台風の前夜、暴風警報が出ていて、翌

朝は分別収集の日になっていた。市に問

い合わせたが、中止の判断は、区で行う

ように言われ大変困った。当日はまだ風

も弱く、無事に終えることができたが、

事故が起こったら誰が責任を負うのか。

分別収集は、市が区に委託をしてい

るので、本来なら市が判断するべきで

ある。事実確認して、対応する。 

【環境保全課】 

9 月 4 日の古紙と古着の日のこと

と思いますが、実施か中止の判断に

ついては地元区において判断してい

ただいています。事故が起きる心配

があるときは、安全第一ですので、
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市が判断するべきではないか。 

 暴風警報が出たら、市の判断で中止に

してほしい。 

中止していただく方がよろしいかと

思います。 

防災ハザードマップについて 地震の防災ガイドブックは、２年前に

発行されているが、浸水のハザードマッ

プは、７、８年前に発行されてから更新

されていない。最新のものを出してほし

い。また、以前のものは、地図が分かり

にくいので、大きく見やすいものにして

ほしい。 

瀬戸市では、小学校区単位で作成さ

れている。岩倉市でも、小学校区単位で

作成できると分かりやすい。執行機関

に提案していきたい。 

【上下水道課】 

浸水ハザードマップは、東海豪雨

や平成２０年８月末豪雨などを受

け、平成２３年４月に１０年に１度

程度起こる大雨を想定して作成して

います。その後、これらを超える大

雨は降っておらず想定降雨は変わら

ないため、現在は、更新する予定は

ありません。 

要望書に対する対応について 区から出している要望書への対応が

遅い。３、４年も同じ要望を出している。

１、２年で対応してほしい。先ほどの信

号機に対する要望も、「警察に伝えてあ

る。」で終わっている。もっと真摯な回答

をいただきたい。 

北島・藤島線の西側の交差点も、信

号機をつける予定で拡幅工事まで行っ

たが、未だにできていない。警察は、昔

よりも柔軟性がなくなっている。 

 すぐにできない事は、多く存在する

そこをいかに解決していくかが政治の

力である。県会や国会に働きかけてい

くことも大切である。まさに議会力の

向上が求められている。 

多種多様な要望が各区から出され

ておりますが、職員が現地調査を行

ったうえで緊急性の高いものから予

算の範囲内で実施しています。 

なお、信号機の設置は、市からの要

望に基づき警察が現地調査のうえ、

交通安全の観点から設置の要否を判

断していますので、要望したから必

ず設置できるものではないとことを

ご理解していただくしかありませ

ん。 

 


