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議会報告会記録書 

 

開催日時：令和元年 10月 26日（土）14：00～16：15 

場  所：多世代交流センターさくらの家 

参加者数：18名 

出席議員：14名+議会事務局長 

司  会：大野慎治議員  報告：鬼頭博和議員  記録及び記録書作成：梅村均議員 

次  第：①開会挨拶（大野議員） ②議長挨拶（梅村議長） ③議会からの報告（鬼頭財務常任委員会委員長） 

④質疑応答及び意見交換会 ⑤閉会挨拶（関戸副議長） 

配布資料：「課題・評価及び改善（提言）案一覧表」「アンケート」 

報告内容：９月定例会における平成 30年度決算審査を中心とした事務事業等の点検結果報告 

     ①選挙執行費 市議会議員選挙等で投票率減少→期日前投票所を商業施設等で開設できないか。 

     ②地域生活支援事業 手話言語条例の制定や全国手話言語市区長会へ加盟できないか。 

     ③桜管理等事業 倒木対策、支障枝対策に加え、市として具体的な方針や予算の裏付けが必要ではないか。 

     ④学校給食業務委託 学校への給食配送の遅れがある。→仕様書等での徹底が必要ではないか。配膳業務環境の改善も。 

質疑応答及び意見交換内容： 

項目 市民の意見・質問 議会の応答 

給 食 配 送

の遅れ 

・給食の遅れの問題について、直営の時は、遅れはな

かったか。 

・直営の時はないと聞いている。 

・委託して悪くなったということは市がお金をケチっ

たのか。 

・コスト削減にはならないということで導入している。専門

業者ということで委託をしたが、遅れるということははず

かしい。 

・費用が少なくなるなら、直営にした方がよいのでは

ないか。 

・現状、直営に戻すのはなかなか難しい。勤めていた人も別

の所へ働きに行っている状況もある。 

図書館の

駐車場不

足 

・図書館の駐車場が足らないと思う。 ・土地を借りなければならないので、借りることができれば

可能であるが・・・。 

・隣の公園はあまり使われていないのではないか。一

部駐車場に変えても良いのではと思う。 

・辻田公園は時間帯にもよるが、結構使っている。 

 都市公園が少ない現状もある。他に土地を探すのが課題で

あると考えている。 
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・参考までに、小牧市や江南市の図書館は駐車場を増

やしている。岩倉の図書館は、朝 10時で満車であり、

また、昼３時頃も満車になっている。 

・岩倉市の公共施設の特性でもある。駐車場はコストがかか

るためデマンド交通の施策を設けた側面もある。今は、ふ

れあいタクシーの制度に変わっている。（公共施設へ行く手

段として使ってもらいたい） ・デマンド交通は予約がしにくい。思うように図書館

を利用しにくい状況にある。 

桜の管理 ・桜管理について公園整備などは含まれていないか。 

・県の「あいち森と緑づくり基金」の積立予定はない

か。 

・「あいち森と緑づくり基金」は河川法の関係で使えない。 

・桜の倒木について、桜の強度が下がったのか、台風

の影響なのか、もう少し詳しく原因などわからない

か。桜に対するビジョンを考えて予算に結び付けて

ほしい。 

 

 

 

 

・今は、ひこばえという後継木を育てている。２市１町で研

究をしながら県への要望もしている。大口町では、400 本

苗木を植え替える方向性が出ているが、岩倉市では後継木

を育てる方向である。今、植え替えはむずかしい。 

現状老木であり、中が空洞のものもある。台風で倒れる危

険性もある。 

・桜のことで主体となっているのは、市ではなく、桜保存会

である。管理台帳も桜保存会が作成し管理している。市が

主体的になっている感じは、未だにない。 

・老木でいつ枯れてもおかしくないと言われている。植え替

えにも県の許可が必要である。植え替えも含め検討はして

いるが、近隣市町と協働して研究している。市がどこまで

責任をもって桜を考えているのか疑問なところもある。市

と保存団体が協働して、しっかり予算をつけて、取り組む

必要があると考えているので追求していきたい。 

・市が責任をもって行うことである。リードすべきは、市が

将来ビジョンを描くべき。以前は、水辺を守る会、今は桜

並木保存会になってきているが、次世代の後継木をどうし

ていくかは、団体や市民との意見を聞いて定めていく必要

がある。ネックは河川法。桜を植えたら本当に堤防に悪影

響かは精査をすべき。市民全体で考えて進めていかなけれ

ばならないと思っている。 
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・昨日雨がすごかったが桜が倒れると同時に土がえぐ

られる。不安である。木が流れて、橋に引っかかっ

たら、水が溢れ出るのではないか。 

 川沿いに家を建てた方は不安であると思う。 

 五条川の水害対策として取っていく必要もある。そ

んな観点からも桜の検討をお願いしたい。 

・水害の観点からの桜保存を考える意見として受け止めてい

く。 

 参考までに、五条川の溢水対策として、下流部から底を掘

り下げているが年月はかかる。現在は、上流部でも、合瀬

川の拡幅改修や青木川放水路の延長など、五条川への流入

量を減らす対策も併せて実施しているところである。 

投 票 所 増

設 な ど 投

票 率 向 上

に向けて 

・今日の報告会は、参加者が議員と同じくらいの人数

である。ただやりましたという結果に終わってない

か。 

・投票所増設等の件は、やっていかないともっと投票

率が下がると大変。関心もなくなっていく。費用が

かかってもやるべきではないか。 

・議会からも政策提案し、市民生活に影響があると感じても

らうくらいでないと投票率はなかなか上がらないと思うの

で努めていきたい。 

・報告会の周知もしっかりやっていきたい。今回は、五条川

小校区の方や、老人クラブを中心に周知してきた。 

・投票率低下については、選択肢が見えにくい国政の影響も

あると思う。18歳の投票率は 50％を超えたが県議選は 33％

台であり、対策を検討している。 

明るい選挙推進協議会では、岩倉総合高校の方も出席し検

討している。子どもが早いうちから投票行動を見て自覚を

持つことも大切。投票所のバリアフリー化も取り組んでき

ているがまだ不十分なところもある。行政区単位で投票所

が決められる関係で遠くの投票所へ行くケースもあり。 

 期日前投票所を増やすという考え方もあるが、共通投票所

の設置も必要ではないかと考えている。やれることはやっ

ていかなければならないと思う。 

 ・政策議論をしっかりやりましょう。魅力ある議会を

つくって、議員になりたいとしてほしい。 

 議会だよりを見ているが、賛否の議論、なぜ賛成、

なぜ反対かがはっきりしていないようなイメージも

ある。会派の新聞も硬いしよくわからない。ぜひ頑

張ってもらいたい。 

・冒頭に報告した４項目は、全議員から課題を上げてもらい

投票して決めたもの。今後、意見を集約して各常任委員会

の方で提案できればと考えている。議論がなかなか見えな

いと言うご指摘であるが、今は、審査の途中で委員間討議

の時間も作っている。委員会放映に対する研究もしている。

多くの皆さんに見ていただけるよう改善に努めていきた

い。お時間あれば委員会にぜひ来てほしい。期日前の投票

所開設も提案できるよう考えていきたい。 
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・稲沢市議会議員選挙では、リーフウォークで１日だけ開い

たが、投票率の結果は下がった。１週間の選挙期間でどこ

に期日前投票所を設けるのか、効果が出るよう考えていか

なければならない。 

ふ れ 愛 タ

クシー 

・デマンド型乗合タクシーがふれ愛タクシーになった

が利用の仕方で、どちらかが自宅でないといけない。

雨で、市役所から図書館へ行きたかったが使えなか

った。なぜそうなのか。 

・どのくらいの利用者があるか探っている状況もある。今、

課題がだされており、会議に諮って決めているので、大き

くすぐには変わらないが、機会を捉えて提案していきたい。 

睦 公 園 の

管理 

・ゆうかさいち保育室の園庭が無いため、睦公園に散

歩にいくそうだ。公園の遊具をみたが、滑り台から

滑った後の砂がカチカチである。雑草も生えている。

怪我をするので改善を。１歳、２歳児は砂で遊んで、

精神的にも豊かになる。これでは、砂で遊べない。

猫が多いし、糞尿もある。雑菌も多いから、耕して

ほしいし、シートをかけるとよい。 

ブランコが幼児向けで背が高い。中央公園では、柵が

できていて、乳児向けと思うが、そうしたものに、配

慮した遊具に変えていく必要もあるのでは。子どもた

ちを丁寧に育ててほしい。今だけでなく、10 年先を

みて、考えて育てていってほしい。 

・新いづみ公園もあるが同じ状況。一方では、砂が飛ぶこと

があり、周辺の方から苦情がある。行政には伝えていきた

い。やれてない理由はそういったところかと思う。 

 

・睦公園まで行けてないようなことを聞いた。動線が確保で

きてないのかもしれない。また、室内だけで過ごしている

となると保育士さん含めストレスがあるかもしれない。公

園にいく以前の問題もあるようだ。 

 

・都市公園は定期的にシルバー人材センターに依頼して保守

に努めている。 

公 共 施 設

の 利 用 料

値上げ 

・９月定例会の議案にあった公共施設利用料の値上げ

の説明をお願いしたい。なぜ否決されなかったのか。 

・賛成理由では、消費税が上がると公共施設の水道料金や光

熱費が上がるので、利用料を上げてその分を少しでも負担

してもらいたいという提案に理解を示したもの。公共施設

ができたときの消費税率によって上げ幅が違っていると言

う提案でもあった。公共施設を使う方には少しでも負担を

していただきたいというのが主な理由。 

・反対理由では、８％までは内税できている。普通に考えれ

ばどこの施設も２％しかあげる幅は無いと考える。公共施

設は住民自治を実現する場であり、市民活動の拠点である

と思っている。安価で借りられる仕組みを作っていく必要
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がある。 

・退席理由については当時の市長は内税でいくとしている。

８％に上げる時はいつまでもその考え方ではいけないと公

共施設の利用料金の設定について、面積等考慮し算定して

きている。受益者負担のおよその率がありその議論もした

かったが応じてくれなかった。 

・公共施設は消費税をとられるのか。 ・とられません。 

・連合審査会において各委員から以下のような意見が出され

た。 

・全てを単純に 1.1 倍にしてもよい。利用者の負担が増え

ると言う事は利用者以外の負担が減る。 

・単純に 1.1 をかけるのではなくて基準値に基づいてやっ

ているので良いと思う。 

・２％しかあげられないと思う。公共施設なので受益者負

担にはそぐわない。公共施設は市民活動の拠点でもあり、

住民自治を発展させるものでその目的が大事である。 

・極論を言えば無料が１番良いと思うが、厳しい財源の中

で利用料は維持コストの 20％から25％という答弁もあっ

た。コストを賄うための消費税における値上げだと考え

ている。今まで内税で来ているが、上げるのも 1 つ。維

持費の20％から25％でしかなく８割近くは市が維持管理

費用を出している。市が今まで値上げをしてこなかった

分施設によっては 10％見なければいけない。 

・これまで消費税は内税と言ってきている。総合的な見直

しも必要。値上げ自体を否定するものではないが、建設

当時の背景によって上げる率が変わるのは違うと思う。 

・市民の意見を聞いていないと言うのが 1番引っかかった。 

・10%上げるのは非常に大きい話と思う。その姿勢がなかっ

たという点で反対した。 
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・生涯学習センターを利用してイベントをやっている

が、ぎりぎりでやっている。赤字かトントンである。

800円とったり、無料の人も。公共施設は基本的に受

益者負担は考えてはいけない。 

・収支の改善はどれほどできるのか？説明が必要。 

・議員改革をもっとやってほしい。 

・２％上がると全体で 350 万円維持費が上がる。そのうち今

回の改正で 180 万円改善できる。上がる分すべてを受益者

負担で賄うわけではないので今回改正しても市の負担は増

える。 

・将来的に総合的な見直しは必要と思う。収支の増減を均衡

させていくことは本来必要。市の負担が増えるということ

は一般の納税者が負担をすることになる。料金の値上げを

しないで据え置くと市民（利用されない方）の税金での負

担が増える。一定程度受益者負担の原則は認めていかなけ

ればならない。活動によってその方がメリットを受けるだ

けでなく、市全体の福祉が向上する。つまり趣味やサーク

ルで活動したことによって市民の皆様が happy になるとい

う点は受益者負担ではなく公共として支えていくものであ

るが、参加、活動している方が happy になる点は一定受益

者負担が必要な部分もある。この比率の問題でもある。 

・利用料について、市と協働したり、社会的使命の強い活動

は全額免除や軽減もすればよい。執行機関はその扉を閉じ

て議論ができなかった。公共料金を上げるときは、市民参

加の審議会を設置すべきである。 

・公共料金の考え方について。使われている施設と使

われていない施設もある。使われていない施設は料

金を下げて、使われている施設は上げるなど料金の

幅を持たせても良いのではないか。今回の上げ幅に

ついてはどこかで合意が必要だが、一律にどうこう

するものではない。空室で遊ばせるのもマイナスと

いうことを考えてほしい。 

 

・職業体験の活動など子供たちに夢を託そうと活動し

ている。市全体に波及効果があるものもある。公共

施設というものの位置づけをしっかり行うべきであ

るし、料金を上げるのは市民に問うべき。 
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・不祥事が多いのは冗談ではない。協働安全課に電話

した時、後ろで笑い声が聞こえる。あまりにひどい

と感じた。モラルの問題もある。チェック、規律を

しっかりしたら、180万円ぐらい簡単にでてくるので

はないか。 

 

市民税等 ・市民税は岩倉市は高いのか。 

・自治体によって違いがあるのか。 

・市民税の税率は地方税法で決まっているので岩倉市が特に 

高いわけではない。国保税や固定資産税については世帯割、

均等割などがあり違ってくる面もある 

・国保税については、都道府県単位化が行われている。大阪

府など統一保険料にしていこうという動きもある。愛知県

は今のところないが標準化していこうという方針はある。

岩倉市など今まで高かったところは１万円ぐらい下がって

いるし、２万円ほど高くなっているところもある。 

五 条 川 小

学 校 グ ラ

ウ ン ド に

お け る 浸

水 対 策 工

事 

・五条川小学校のグラウンドは低くなっていて水をた

める構造。今工事しているがどういうものか。 

・五条川小学校の工事は調整池を設けるもので、浸水対策の

一環である。2000ｔクラスの貯留槽をグラウンドへ埋め込

む。来年度は西側の水路に管をつなぐ。大雨が降ったとき

は時間差を持って排水していく。オーバーフローしないよ

うに用水路の水を貯留槽の中に入れ、治まってからまた用

水路に戻す。これは下流域の浸水対策に備えるもの。費用

は２ヵ年で３億 5000万円ほど。今のグラウンドが低くなっ

ているのも水を貯めるものであるが側溝に砂が入ったり、

砂がポンプに影響するなど問題もあった。 

ゆ う か さ

い ち 保 育

室 

・あそこで保育することは無理ではということから始

まっている。散歩に行っていないということを聞い

てやっぱりと思った。子育てはスタートしているの

で、良い保育ができるように議員はしっかり見張っ

ていてほしい。子どもたちが育つように。東京のＡ

型保育所はひどいことをやっているところもある。

自分を肯定できる子を育てるためには、乳児期が大

切である。 

・委員会で見学に行った。フェンスを即つけるなど対応され

ている。今後も見守っていきたい。 
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放 置 自 転

車対応 

・放置自転車の提言について、保管場所の開いている

時間の提案はそのとおりであると思う。提案してほ

しい。 

・今５日間開けている。以前は６日間開けていた。無駄なこ

とと思い一般質問で提案した。 

ラ ス パ イ

レス指数 

・岩倉市は特例で市になった。長久手は町から市にな

った。町と市で基準の違いなどあると思し、岩倉市

のラスパイレス指数についてどう考えるか。 

 

※ラスパイレス指数＝国家公務員との比較で地方公務

員の給与水準を表したもの。指数値が 100 以上は、

平均給与額が国より高いとされている。 

・ラスパイレス指数は、一時期は県内ワースト１になったこ

ともある。人事院勧告を基準として進めているのが現状で

あるが、岩倉市が高いのは部長クラスが 50代前半であるこ

と（一般的には 50 代後半）。若いからといって定めた給与

額を下げるのも労働条件やモチベーションの関係で難し

い。過去に給与を抑制した時代もあり、それを救済しよう

としての取組も今響いてきている。かつて 480名ほどいた

職員が 370名位になっている。そのかわりパート職員が 360

名位はいる。対策としては、これ以上職員を増やさない、

ＡＩの活用で、職員は政策立案や判断業務に専念できる環

境づくりが必要。パート職員についても来年４月から会計

年度任用職員として公務員に位置づけられるが、責任を持

ってもらいながら働いてもらうことも大切。ラスパイレス

指数を下げる特効薬はなかなか見当たらない 

・国家公務員の大勢の体制と岩倉市のような小規模の体制を 

比較することが難しいことと思う。指数を抑えていく事は

市民の意向として必要であるとは思うが、すぐ治す特効薬

がない。これまでの職員採用にも歪さがあり影響している。 

・平成 30 年度の愛知県の平均は 99.8 で岩倉市は 101.4 であ

った。平成 29年度から比べると 0.4下がってきた。 

・岩倉市も 94や 95の時代もあった。時代背景によって変わ

っていくもので指標としてはあまり使えないと思ってい

る。これひとつで判断してはいけない。仕事量に見合った

報酬で考えることが必要。 

 


