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【新川地区】ＣＳ地区ミーティング 

と き 令和元年９月２５日（水） １９時～ 

と こ ろ へきなん福祉センターあいくる 

出席者  ６６人 

 

Ｑ１ 【まちづくり】 

 昨年まで行われていたあいくるまつりが今年中止となってしまった。地域の人が楽し

みにしていたイベントなので継続して行って欲しい。そのための予算をつけて欲しい。 

Ａ 福祉こども部長 

 あいくるまつりは、へきなん福祉センターあいくるのＰＲのために行ってきたが、５年

が経ち、当初の目的を達成したため、市の方であいくるまつりを行う予定はないが、

市民活動センターの方で今後行っていきたいという意見があり、市民活動センターの

自己財源でやっていけるが、今までどおりのやり方は難しいと聞いている。市の方で

は予算をつける考えはないが、市民活動センターの方で調整していく。 

Ａ 市民協働部長 

 あいくるまつりが始まった経緯は、もともとボランティアサポートプラザというものが

あり、そこでサポプラ祭りというものを行っていた。ボランティアサポートプラザが行っ

てきた市民活動を市民活動センターが担うようになった時に、センター祭りをすること

になり、その時にあいくるまつりの中で一緒にセンター祭りを行うということになった。

よって、あいくるまつりという母体のおまつりは終了したが、その中の市民活動センタ

ーのお祭りは、市民活動センターを管理している愛知ネットが主となりボランティアの

方たちの交流の場であったり、市民活動を皆さんにＰＲする場として市民活動センタ

ー祭りを行ってもらいたい。 

Ａ 市長 

 予算のことについては、金額が多くても少なくても配分するための説明が必要となる

ので、予算を付けることはこの場で明言できない。市と市民の皆さんが協力し合って

地区の皆さんが幸せになるような盛り上げ方をしていきたいと思っている。 

Ｑ２ 【福祉・子育て】 

 産後６か月の親子に対してきめ細やかなサポートをしてくれる場所はないか。 

Ａ 健康推進部長 

 出産後に保健師又は母子保健推進員が自宅を訪問している。 



2 

 

 来年度は出産後に宿泊して助産師に話を聞いてもらう産後ケアの事業を行ってい

く。例えば、赤ちゃんを看護師にみてもらい、自分も休むこともでき、産後の母親のサ

ポートができる。 

Ａ 市民病院経営管理部長 

 市民病院で産後ケア事業を行っている。来年度から、補助金を利用し使っていただ

くこともできる。 

※令和２年１月から実施済み。 

Ｑ３ 【文化・教育】 

 学校に行けない子供たちのサポートはあるか。 

Ａ 教育長 

 ほっぷ倶楽部という不登校児が通う場所があり、専門員を設置して進路相談や勉

強を行っている。また、スクールカウンセラー臨床心理士を市役所および全校に配置

して家庭や学校のことを相談できるようにし、不登校になる前のケアをしている。ひき

こもりの子供には巡回スクールカウンセラーという各家庭に訪問する新しい事業も今

年度から行っている。 

Ｑ４ 【まちづくり】 

 団塊の世代が車を手放した時の交通手段の計画や、くるくるバスの増便が可能か

どうかが聞きたい。 

Ａ 経済環境部長 

 問題については認識しているが、今後どのような方法で支援していくのかを検討し

ており、くるくるバスについては、車両の種類や運行方法を調査しているところであ

る。 

Ａ 市民協働部長 

 現在、高齢者による免許の保有率が上がっており、安全運転のための事業として

は、新車を対象とする高齢者安全運転支援装置等搭載自動車購入補助制度があ

る。また、現在使用している自動車に、後付けでペダル踏み間違い時の加速抑制装

置を設置した場合の補助について、１２月から申請を受け付ける予定で進めている。 

Ｑ５ 【道路・下水道】 

 新川幼稚園の東側の道路に雨がたまってしまう。 

Ａ 福祉こども部長 

 どのように雨水を排水していくか現在調査中であるので、もうしばらくお待ちくださ

い。 
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Ｑ６ 【道路・下水道】 

 新川小学校の通学路の車通りが激しいので安全確保の対応をお願いしたい。 

Ａ 教育部長 

 通学路の危険箇所は、毎年ＰＴＡの方にまとめていただいており、把握につとめてい

る。その中で危険度が高いところは、グリーンベルトなどで注意喚起をすることもでき

るので、現状把握をして子供たちが安全に通学できるように努めていく。 

Ｑ７ 【福祉・子育て】 

 サン・ビレッジ衣浦の水風呂が深いので、高齢者が入るのは大変そうである。手す

りや階段をつけてはどうか。 

Ａ 衣浦衛生組合事務局長  

 現場を確認して検討していきたいと思う。 

Ｑ８ 【まちづくり】 

 消費税が１０月１日から上がることにより、商店街への影響が心配である。モチベー

ションを上げる工夫を市として行って欲しい。 

Ａ 経済環境部長 

 市の取組みとして、プレミアム商品券の発行を行う。それを利用する市民の方に、

碧南市の商店が頑張っているところを広く周知したいと考えている。また、商店街連

盟の支援策としては、どのようにすれば良いのか商店街の皆さんと意見交換をしな

がら良い方法を考えていきたいと思う。 

Ｑ９ 【まちづくり】 

 新川にある文房具店が閉店してしまう。近くで文具を購入する店がなくなると困ると

いう意見を聞くので、対策はないか。 

Ａ 教育長 

 近年、小学校の近くの文房具屋が無くなってきている。子供たちがすぐに買いに行

ける場所がなくなるのは寂しいが、文房具は他でも販売しているので家庭の方で連

れて行っていただきたいと思う。 

 また、衣料品については販売店が無くなるときは、複数の衣料品店で置いてもらう

ように組合で調整してもらうようにお願いしている。 

Ｑ１０ 【環境・衛生】 

 地球温暖化などの環境問題について、市としてはどのように考えているか。 

Ａ 経済環境部長 

 節電、印刷物の削減など、身近なことについて市役所という一つの事業体として数
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値目標を掲げて取り組んでいる。目標が達成できてない項目もあるが、ホームページ

に状況を公開しているので、環境の取り組みについて見ていただくことができる。 

 まずは、日常生活で今日やれることを少しでも推進していくことが未来へつないでい

く第一歩かと思っている。 

Ａ 開発水道部長 

 緑化については、碧海５市でいうと１人当たりの公園の面積は２番目の広さがある。

緑を増やす事業は市や県で多く行っており、今後も行政だけでなく企業の皆さんと共

に緑を増やす努力をしていく。 

Ａ 市長 

 地球環境を守ることは一番大事だと思っているので、工業用地や農地のバランスを

見ながら行政運営を行っていく。 

Ｑ１１ 【文化・教育】 

 ゆずりあう心、やさしい心について学校で教えて欲しい。 

Ａ 教育長 

 教師や地域の方々といったいろんな人の話を子供たちに聞かせて、積極的に思い

やりの心を育むように進めていきたいと思う。 

Ｑ１２ 【そのほか】 

 碧南市の自給率を増やして欲しい。生産性の向上、農業基盤の土地の確保で５

０％まで上げて欲しい。 

Ａ 経済環境部長 

 工業と農業をバランスよく発展するように努めている。 
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【中央地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

と き 令和元年９月２６日（木） １９時～ 

と こ ろ 中部公民館 

出席者 ４３人 

 

Ｑ１ 【道路・下水道】 

 歩道と道路の境の段差が大きいので、半分の高さに削って欲しい。 

Ａ 建設部長 

 国と県で歩道の基準があり、車の乗り上げや浸水被害を防ぐ等の理由で、建設当

時の基準では歩道に 20㎝の高さを設けなければならなかった。１０年ほど経って、今

は車いすやベビーカーの問題で現在は５㎝の高さに変わってきた。よって、新たに整

備するところでは、５㎝の高さで工事をしている。 

 既存の歩道の高さも直したいが、宅地の高さも関係してくるので簡単には工事がで

きない。今すぐにはできないが、あまりにも不具合があるようなら相談して欲しい。 

Ｑ２ 【そのほか】 

 水道事業が民営化されるということだが、日本の企業にお願いしたい。 

Ａ 開発水道部長 

 民営化のための法整備はされたが、愛知県内では民営化を進めているところは無

く、碧南市でも民営化を進める予定は無い。碧南市は県内でもとても安い料金で水道

を提供している。この状態を続けていけるように努めていきたい。 

Ｑ３ 【文化・教育】 

 小中学校の体育館に空調設備を導入して欲しい。 

Ａ 教育部長 

小中学校の普通教室に空調の導入を進めており、年度内に完了する見込みであ

る。体育館のスポットクーラーは、碧南ライオンズクラブの創立５５周年記念事業でご

寄付をいただき導入されたもの。体育館に空調を導入する場合、建物の大規模改修

が必要となり、現状では、空調の導入は難しいものと考えている。 

Ｑ４ 【文化・教育】 

学校の熱中症対策について、対策が行き過ぎると体育が中止になってしまう。プー

ルを民間の施設のものを利用するなど、子供たちの安全を守りながらも体力をつくる

動きをして欲しい。 
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Ａ 教育長 

命が大切なのでやむを得ず中止することもある。碧南市は全校にプールが設置し

てある。民間のプールを利用する市もあるが、移動によって生じる授業時間のロスを

考えると、碧南市は各学校にプールを設置する方法で運用していく。 

Ｑ５ 【道路・下水道】 

中山区民館前の丁字路交差点に横断歩道を設置して欲しい。焼肉店跡地の土地

は市が購入すると聞いたがどのような状況か。 

Ａ 市民協働部長 

標識の設置等は基本的に警察が所管している。当該交差点への横断歩道設置

は警察と協議するが、設置基準に満たない可能性がある。 

Ａ 総務部長  

予算や相手の関係もあるため、現時点で明言できないが、検討はしている。 

Ｑ６ 【福祉・子育て】 

 子供の医療費は何歳までが無料なのか。18 歳までは医療費無料の動きがあるが

碧南市ではどのように考えているのか。 

Ａ 健康推進部長 

中学卒業までは医療費が無料である。高校生の医療費無料については、現時点

では考えていない。 

Ｑ７ 【防災・防犯】 

防災倉庫について、碧南市は市民にどのように周知しているのか。また、倉庫内に

は何がどの程度入っているのか。 

Ａ 市民協働部長 

広報へきなんへの掲載や、ホームページに掲載することで周知を行っている。 

防災倉庫の中身について、防災倉庫の扉に、何が何個どこに置かれているのかを

地図とともに貼られている。地区のイベントで、防災倉庫内の扉を開ける機会を作っ

ていただければ年に１回は見ることができるので地区で活用して欲しい。 

Ｑ８ 【環境・衛生】 

資源ごみの指導員にペットボトルのキャップはエコキャップとして使える旨を指導し

て欲しい。 

Ａ 経済環境部長 

市民に迷惑がかからないように指導する。 
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【大浜地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

と き 令和元年１０月２日（水） １９時～ 

と こ ろ 南部市民プラザ 

出席者 ７７人 

 

Ｑ１ 【文化・教育】 

今は歴史ブームで、三英傑の歴史が碧南市にあることは珍しい。碧南市としてＰＲ

できないか。 

Ａ 教育部長 

子供たちが、郷土の歴史について知ることはとても大切だと思う。子供たちを通し

て広めていきたい。学校や美術館なども利用して、子供たちや来館者にＰＲしていき

たい。 

Ａ 教育長 

大浜てらまちウォークでも、紙芝居等で多くの方に知ってもらう機会があるので、そ

ういうイベントでも知ってもらいたいと思っている。 

Ａ 大浜小学校教頭 

紙芝居を通じて子供たちが大浜に愛着をもつようになった。 

Ａ 副市長 

現在、多くの観光客が愛知県に来ているが、竜の子街道等を通して碧南市にも足

を運んでもらおうとしている。大浜てらまちウォーキングも年々来場者が増えているの

で、観光の面でもＰＲしていきたい。 

Ｑ２ 【そのほか】 

 ポートアイランドについて教えて欲しい。 

Ａ 建設部長 

ポートアイランドとは、中部電力沖にある埋め立て地のことで、埠頭として船が着く

場所を作っている。４７ヘクタールで９５％が完了している。 

ポートアイランドに、その機能を集約することで、その他の土地が空き、緑地にする

などの有効活用をしていきたい。また、関連企業も集まれば市税も潤い、碧南市と知

多半島を橋でつなげると中継地点になると考えている。 

Ｑ３ 【防災・防犯】 

昨年大きな台風が来た際に、消防団が高潮を警戒して防潮扉を閉めたことで、内
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陸の雨水が排水されなかった。高潮対策と雨水排水対策はどう考えているのか。 

Ａ 建設部長 

１．６ｍの高潮の場合、水門を閉め、堀川ポンプ場で排水することになっている。堀

川ポンプ場が使えない地区は、実際に水位を見ながらうまく排水できるように対応し

ている。 

Ｑ４ 【まちづくり】 

ポートアイランドに商業施設を作る予定はないか。 

Ａ 市長 

商業施設の多くは、四方からアクセスできる場所でないとうまくいかない。碧南市の

立地を考えると難しい。 

Ｑ５ 【防災・防犯】 

千葉県の台風被害では停電が長く続いた。また市役所の職員は地震台風が来れ

ば被災者になるので人手不足が心配。碧南市は海に囲まれているが、中部電力、国、

自衛隊にどのような要請をして市民を守るのか。 

Ａ 市民協働部長 

千葉県に大きな被害をもたらした台風 15 号は、強い風の影響で倒木により電線が

切れて復旧が長引いた。碧南市には山林がないため、それほどの被害は出ないと考

えているが、陸の孤島になるとのではという不安があるかもしれない。大規模災害発

生時には碧南市に住む県の職員も協力要請することになっている。また人命救助は

もちろんであるが、他に支援物資を運ぶ道路は指定されており、その道路の復旧等

について自衛隊や国、県に要請をしていく。中部電力については、災害協定を結んで

連携している。 

Ａ 市長 

自衛隊との関係性はできているので、安心して欲しい。対策はしっかり行っている。 

Ａ 経済環境部長 

中部電力とは、市内の被害状況を共有し、ドローンで被害を確認する等、連携をと

りながら進めていく予定でいる。 

Ｑ６ 【防災・防犯】 

米津碧南線の街路樹が台風で倒れ通行ができなかった記憶がある。市内には多く

の街路樹があるため、剪定をして、木が倒れても交通被害が出ないような対策をして

はどうか。 

Ａ 開発水道部長 
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街路樹は、樹木によって剪定の回数が決まっているが、台風に注意するため、事

前に剪定を行っている。景観の問題もあるため、年に１～３回剪定している。不安な

場所があれば市役所まで連絡して欲しい。 

Ｑ７ 【防災・防犯】 

「避難指示等自治体の出す情報に基づいて動いてください」となっているが、碧南

市はどこから情報を入手し、市民に情報を出しているのか。 

Ａ 市民協働部長 

情報は、愛知県や気象庁から常時入る。河川の水位については国から情報が入り、

職員や消防団が確認し、市民の皆さんに指示を出している。今回、皆さんの携帯電

話に強制的にエリアメールが入る仕組みを取り入れた。 

Ｑ８ 【道路・下水道】 

猿田彦神社以降の南の道路の拡張は、いつ頃行うのか。 

Ａ 建設部長 

今年測量を行い、早ければ来年度から用地交渉を行う予定でいる。 

Ｑ９ 【環境・衛生】 

権現町は最近、多くの住宅が建ち、これまで５～６軒のごみを収集していたが現在

３０軒ほどが出しているため、ごみ収集車のルートを新設してもらった。同じように住

宅が建っているエリアについては、トラブルが起きる前に柔軟にルート変更等対応し

て欲しい。また最近では、外国人在住者も多く、ごみ出しのルールが理解できていな

いため、ルールが徹底できるように検討していただきたい。 

Ａ 経済環境部長 

ごみの集積ルートは、その都度相談していただきたい。大規模な開発工事や、区

画整理によるもの等は、事前に配慮していく。 

５か国語で説明し、絵で注意喚起を行う表示をして、外国人の方にも伝わるように

している。 

Ｑ１０ 【防災・防犯】 

年の台風時に防災メールで避難勧告があったが、避難するか迷った。最終的には

個人の判断なのか。 

Ａ 市民協働部長 

個人の判断にはなるが、避難勧告に関しては市としてはできるだけ避難して欲しい。 

Ｑ１１ 【そのほか】 

野良猫にエサを与える方がいるために猫が多く集まり、糞をして困っている。また
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資源ごみ回収の日に粗大ごみが置いてあることがある。 

Ａ 経済環境部長 

回覧板等で注意喚起を行っていく。また、特定の人であれば、市の方でエサを与え

ている方に直接話をさせてもらう。 

粗大ごみについては、市に連絡をいただければ市が回収する。 
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【棚尾地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

と き 令和元年１０月４日（金） １９時～ 

と こ ろ 棚尾公民館 

出席者 ３５人 

 

Ｑ１ 【文化・教育】 

「火の見櫓」を登録有形文化財にできないか。棚尾地区の核にしたい。 

Ａ 教育部長  

市内には九重みりんの大蔵と、碧南高校の正門の門柱が国の登録有形文化財に

登録されている。そして今年、前浜の服部長七の人造石も登録された。火の見櫓に

ついても、今後調査研究をし、登録に向けて検討していきたい。 

Ｑ２ 【防災・防犯】 

毘沙門の一方通行路で逆走する車がいる。標識などで防ぐことはできないか。 

Ａ 市民協働部長 

標識の設置は、警察との協議になるので、一度話をする。標識の設置が不可能の

場合は、看板等の設置ができないかを検討していきたい。 

Ｑ３ 【そのほか】 

銀行での死亡手続きのために戸籍謄本を取りに行ったが、職員の聞き取り不足

で、交付された書類では手続きが出来なかった。職員の知識不足ではないか。 

Ａ 市民協働部長 

今後は、分かりやすい説明を行い、誤解が生じないように努める。 

Ｑ４ 【そのほか】 

死亡に関する手続きを一括でできるような窓口が作れないか。現状では、一日で

全て終わらないので、終わるようにできないか。 

Ａ 市民協働部長 

手続き一覧表を交付しているので、それをチェックしながら各窓口を回って欲しい。

すべての手続きを一日で終わらせることは難しいものと考えている。都合がつかない

場合は、代理人や業者に依頼等の方法も考えて欲しい。 

ホームページにも、手続き案内を掲載しているので活用して欲しい。 

Ｑ５ 【そのほか】 

町内会長の仕事が大変なので、どうにかならないのか。任期は１年で交代してい
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る。 

Ａ 市民協働部長  

地区ごとに取り決めがあるので、市から言うのは難しい。 

任期、会議の出席等無駄があるなら、来年度にむけて直していくことが必要だと思

う。地区のやっていることに市が口出すことはできない。 

Ｑ６ 【まちづくり】 

人口が減少について、棚尾地区のコンパクトシティ化を提案したい。毘沙門通り

で、こどもからお年寄りまですべての人が買い物をできるようにならないか。市の出先

機関を置くなど再開発をして若者を呼べないか。 

Ａ 総務部長 

国が公表した人口に関する資料は、平成２７年までの資料を数値化したものであ

る。碧南市の人口は、平成２８年から増加しているので、国とは捉え方が違う。 

碧南市では、外国人の人口が増えている。 

Ａ 建設部長  

碧南レールパークを整備するなかで、毘沙門通りを歩けるようにしようと、車道を狭

くして歩道を広げる整備をした。また、藤井達吉現代美術館の周りの細い道路も観光

的な部分で駅の方から人の流れを作ろうと街づくりをしてきた。 

旧市街地は狭く、車も通れないので、道路の拡幅事業をやっている。徐々に、車が

通れる道になっていけば、若者も増えていくのではないかと考えている。 

まちを活性化するには、高齢者も若者も交じってやっていくことが必要だと思ってい

る。 

Ａ 副市長 

国は、観光立国を目指している中で、様々な施策を行っている。中部国際空港に

外国人がたくさん来るので、醸造のまちということで、４市で「竜の子街道」として連携

をし、観光客の呼び込みをしている。 

観光は、地道にやっていくことが必要なので、碧南市も地道にやっていきたい。 

Ａ 市長 

交通の便が悪いが、働く場所が多くあり、産業振興を通じた人口増を目指す。ま

た、他市にはないビーチコートやスケートボードパークなど若者がスポーツをできる場

所を造ることで活性化を目指す。今後も費用対効果を考えながらまちづくりを行って

いきたい。 

Ｑ７ 【防災・防犯】 



13 

 

高齢ドライバーの事故が相次いでいる中、運転免許証の返納について碧南市はど

のように考えているのか。 

Ａ 市民協働部長 

高齢ドライバー用に、安全装置の付いた新規自動車を新規に購入する際の補助と

して、高齢者安全運転支援装置等搭載自動車購入補助制度がある。また、12月から

は、安全装置を後付けした人のために補助制度が始まる（12月より実施済）。 

運転免許証の返納に費用はかからないが、運転経歴証明書を作る際に費用がか

かる。 

身分証明書には、無料で作れるマイナンバーカードという選択肢がある。 

Ａ 健康推進部長 

高齢者が元気でいるための介護予防施設として、筋トレルーム６０がある。 東部

市民プラザ、あおいパーク、水上スポーツセンターにあるので、自身の体力を維持す

ることで事故も防げる。 

Ｑ８ 【福祉・子育て】 

若い人が住む場合、どのような補助や政策があるのか。子供が生まれたときなど

には何か補助があるのか。 

Ａ 市長 

第３子以降の保育園・幼稚園が無償で、碧南市は所得制限がない。 

住宅を建てる場合の補助金、不妊治療の補助金、乳児健診無料、発達に関する相

談などがある。 

Ａ 健康推進部長 

産後ケアに補助を出す制度を検討している。赤ちゃん健診、母親の心のケアをこま

めに行ってなっている。 

Ｑ９ 【福祉・子育て】 

病気の子供でも安心して預けられる施設の拡充をして欲しい。また病院で遅くまで

働く看護師のための託児所があると聞いた。病気の子供が安心して１９時や２０時ま

でいられる施設を考えて欲しい。 

Ａ 福祉こども部長 

１９時までの長時間保育をやっている施設もある。就労状況等を聞き取った上で、

個々で認定し、預かっている。 

保育士不足等も考慮し、１９時までとしている。また、碧南市内で２か所、病児保育

を行っている。 
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Ａ 病院経営管理部長 

市民病院の保育所は看護師の子供を預かる施設であり、病児保育の対応はして

いない。 
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【旭地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

と き 令和元年１０月１０日（木） １９時～ 

と こ ろ 東部市民プラザ 

出席者 ７５人 

 

Ｑ１ 【そのほか】 

碧南市民病院で開催された「ハナちゃんフェスティバル」の次回開催日はいつか。 

Ａ 市民病院経営管理部長 

平成３０年は秋に開催した。今年は準備の都合で開催が遅れている。年明けの春

に第２回目を行う準備をしている。様々な企画を考えているので、是非来場して欲し

い。 

Ｑ２ 【そのほか】 

岡崎市の広報紙は月に１度の発行になった。碧南市の広報紙は月に２回の体制を

維持するのか。 

Ａ 総務部長 

近隣市では月１回発行に変更しているところもあるが、月１回の発行の場合、最新

の情報を掲載することが難しくなるので、碧南市は当面は月２回を継続していきた

い。 

Ｑ３ 【環境・衛生】 

資源ごみの立ち当番を廃止して欲しい。近隣市では立ち当番をどのくらいやってい

るのか。立ち当番が無くても支障ないのではないか。若い世代、特に子供がいる世代

では大変である。 

また、他市での状況は把握しているのか。他市で立ち当番を廃止しているところが

あれば廃止の方向で進めて欲しい。 

Ａ 環境課長 

資源ごみステーションを止めることはできないので、どなたかにやっていただく形に

なる。廃止した地区では、シルバー人材センターへ依頼したり、地区で指導員を雇っ

ている。また、廃止したいが、代わりに頼める先が無く、廃止できない地区もある。今

後も、地域の皆さんに来ていただくことで、分別の意識づけと、地区のコミュニケーシ

ョンの場ということで考えでいる。なお、運営方法については、町内会や地区に相談

いただきたい。 
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常設の資源ごみステーションを持っている市では、資源ごみステーションの管理を

業者に委託し、業者の人が立ち当番をしているところもあるが、碧南市では常設の資

源ごみステーションはありませんが、地区の資源ごみ回収とは別に月１回第２日曜日

に回収を行っている塩浜ステーションでは回収時間の延長等変えていけるところから

変えている。 

Ａ 市長 

今回のようなご意見は多くいただいている。立ち当番に５～６人も必要なく、２人くら

いでいいのではという意見等も含めて、他市の状況や、やり方も含めて検討し、一番

いい方法を見つけていきたいと思う。 

Ｑ４ 【環境・衛生】 

鷲林町４丁目７８番地（堤防）の除草を再三お願いしているが行ってもらえない。計

画的に実践してもらいたい。 

Ａ 建設部長 

堤防道路は市が管理しており、道路から１メートルの部分の除草は市が行い、残り

は国が行うものとされている。いずれにしても、年に１回は、除草を行っている。まだ

終わっていないようなら土木港湾課に話をする。 

Ｑ５ 【環境・衛生】 

ごみ集積場のカラス対策について、黄色のネットを使ってもカラスは賢いので効果

は薄い。また、カラスや鳩の駆除を行っていると思うが、その成果は。 

Ａ 環境課長 

全国的にも、黄色のネットはカラス避けに効果があることから採用してるが、慣れ

てきて効果が無くなることもある。地区によっては、ネットにおもりをつけたり、ネットを

大きくし、折り曲げる等の対策をとっているところもある。 

Ａ 農業水産課長 

カラスの駆除は、継続して実施している。市街地では行っていない。個体数が多い

ので、目にみえて減っているとはいえない。特に南のエリアでは生息数が多いため、

駆除回数を５回から７回に増やした。 

Ｑ６ 【環境・衛生】 

公園の除草作業を定期的に行って欲しい。 

Ａ 開発水道部長 

大半の公園の管理は、地域住民で構成される愛護会というボランティアに依頼して

いる。内容は、公園の清掃を年に１２回、除草を年６回、花壇の手入れを必要時にお
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願いしている。除草作業のタイミングが合わない場合も考えられるので、気になる場

合は連絡して欲しい。 

Ｑ７ 【防災・防犯】 

消防団員の勧誘が大変である。 

Ａ 市民協働部 

今年度から勧誘方法が変わった。これまでは町内会長が主体となって集めてもら

っていたが、今年からは消防団が主体となった。ただし今までどおり、町内会長にもご

協力をいただいている。 

また消防団は、２年間団員、３年間予備隊の形であったが、９月議会で条例改正を

行い、３年間団員、２年間予備隊の形に変更した。これにより、１つの団で１年に集め

る人数が１０人から７人に変わった。 

また活動スケジュールについても、現在団長を含め話し合いをしている最中であ

る。 

Ｑ８ 【まちづくり】 

以前、油ヶ淵に水色のベンチが設置されていたが現在は無い。再度ベンチを設置

して欲しい。 

Ａ 建設部長 

水色のベンチは、景観づくりの観点から期間限定で設置した。油ヶ淵の堤防は河

川ということから、ベンチの常設はできない。 

Ａ 開発水道部長 

油ヶ淵水辺公園は市の事業ではなく県の事業なので、県が公園を整備する中で協

議していく。 

Ｑ９ 【福祉・子育て】 

メールサービス「安心ッスへきなん 支え愛ネット」への加入者割合はどのくらい

か。また、町内会役員はみな登録しているのか。登録を強制的にできないか。 

Ａ 健康推進部長 

平成３０年度の登録者は７２６件、高齢者事前登録者は５５件であった。市民の数

からみたら登録者数は少ない。 

広報へきなんへ年間１回の掲載や、市民ふれあいフェスティバルや敬老会での啓

発活動を行っている。なお、平成３０年度にこの制度を使用したのは９件であった。市

としても多くの人にサポーターとして登録してもらえるように努力をしていきたい。 

また、町内会役員へ加入を強制することについては難しいものと考えている。目的
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を理解した人が登録しないと効果もないものとも考える。市としても、今後もできるだ

け多くの人にサポーターとして登録していただけるよう、多くの機会を通じて、皆さん

にお願いをしていきたいと思っている。 

Ａ 市長 

町内会は自治組織なので、市として強く言うことはできない。 

Ｑ１０ 【まちづくり】 

霞浦町に公園ができるが、公園ができる前は広場になっており、資源ごみの回収

や、保育園の送迎駐車場という大きな役割を持っていた。公園ができることで住民が

不便になることがある。また、安全対策を確実に取って欲しい。 

Ａ 開発水道部長 

不便になるとのご意見であるが、地域の皆さんからの要望を受けてここに公園を造

ることが決まった経緯がある。ワークショップで地元の皆さんが意見を出し合い、どん

な公園が良いか検討しており、現在、広場があり、開放的で伸び伸びと広い公園を造

ることで意見が集約された。 

Ａ 環境課長 

できるだけ住み分けを行い、事故のないような配慮をさせていただく。 

Ｑ１１ 【防災・防犯】 

町内会で設置しているＡＥＤの保証は７年で、既に保証期間が経過している。交換

費用を補助してくれないか。 

Ａ 市民協働部長 

コミュニティ助成について、対象となるものが時代ごとに変わっている。町内会で現

在調査を行っているので、調査結果を持って対応を考えたい。 

Ｑ１２ 【そのほか】 

町内会の加入促進を目的に、市役所で配布しているごみ袋を有料化できないか。 

Ａ 市民協働部長 

 町内会の加入率は、年々下がっている。ひとつの要因として、世帯分離による世帯

数の増加が挙げられる。また外国人は、一人一世帯として登録する場合もあるので、

それも加入率を下げている要因である。なお加入率は、一戸建では９０％、外国人で

は８０％、アパートやマンションは低い傾向である。 

Ａ 環境課長 

ごみ袋の配布は、平成２４年度までは全ての方に１２０枚配布していたが、平成２５

年度からは、町内会加入者には１００枚、非加入者には８０枚の配布と差をつけてい
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る。 

Ａ 市長 

ごみは自治体が処分をしなければならないという義務があるので、ベースの部分

では差をつけられない。従って、町内会非加入者の無料配布を完全に止めることは

できない。 
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【西端地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

と き 令和元年１０月１６日（水） １９時～ 

と こ ろ 西端公民館(西端区事務所) 

出席者  ６９人 

 

Ｑ１ 【防災・防犯】 

先日、震災発生１２時間後の避難所運営訓練を地区の防災訓練で行った。避難所

には３５０人ほどが避難してくる想定だが、この数に見合った避難所マニュアル及び

様式集を指定避難所に配備して欲しい。一部自治体は愛知県の様式等を使用して各

地区で統一していると聞いたので、碧南市で統一した資料を配備していただきたい。 

Ａ 市民協働部長 

現在、防災に関する様々な計画書を作成しているが、今年度、避難所運営マニュ

アルを整える予定でいる。地区によっては既に先行して自主的にマニュアルを作成し

ているところもあるが、統一が必要な部分もあるので、市で今年度中に避難所運営マ

ニュアルの雛形を細かい部分まで作成し、その次に「ファーストミッションボックス」と

いう、箱の中にある実施事項を上から順番に実施すると避難所が開設できるものを

作成していく予定である。 

Ｑ２ 【まちづくり】 

先日、碧南市の新たな工業用地開発の地図が配られたが、該当する地区の住民

にとっては初めて聞くことだった。このことについて説明をお願いしたい。 

Ａ 建設部長 

これまでの都市計画マスタープランの中では、西端地区に工業用地を開発すると

記載していたが、具体的な地名までは記載していなかった。今回、プランを改訂する

中で、より具体的な場所を指定する必要があったため、国道２３号線からのアクセス

や既存の工業用地に隣接する場所を検討していく中で井口町付近が適地ということ

で指定した。工業用地ができたことで、車の出入りなどの安全面を心配される声もあ

るが、それらを踏まえて道路計画も作成している。 

本来であれば住民説明会を開いて説明すべきだが、まずは西端地区の懇談会で

説明をさせていただいた。今後、町内会等で要望があれば説明会を開催したい。 

Ｑ３ 【防災・防犯】 

災害時の避難所の一つに西端小学校体育館があるが、鍵の管理が西端小学校に
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なっている。西端区事務所に予備の鍵を置くことはできないか。 

Ａ 市民協働部長 

避難所の開設については、開設する担当の市職員が避難所の安全を確かめた上

で開設することになっている。地震等の突発的な災害は開設までに時間がかかる

が、風水害については事前に情報を把握して準備をしているので、鍵の管理につい

てはご理解いただきたい。 

Ｑ４ 【まちづくり】 

宮下住宅について、財政等の関係で吹上町側の建て直しを行わないと聞いたが、

空いた土地はどうするのか。宮下住宅には高齢者が多く住んでいるので、食料品が

買える場所や医療村等の整備をして欲しい。 

また、以前「市長への手紙」に書いたが、宮下住宅の第２期の入居に関して担当職

員の対応が悪かった。市職員は市民に寄り添う立場であって欲しい。 

Ａ 総務部長 

「市長への手紙」は氏名等の記載があれば市長も確認し、今回の件については既

に人事担当課から宮下住宅担当課に指導をしている。職員の対応について、大変不

快な思いをさせてしまい申し訳なく思っている。 

Ａ 建設部長 

宮下住宅は全部で１８０戸建設する計画を立てているが、吹上町側の計画につい

ては半崎町側の工期が終わった時点で、これからの社会情勢等も考慮しながら再検

討を行う予定でいる。また、店舗等の整備については、民間業者から提案等があれ

ば今後の計画の参考にさせていただく。 

Ｑ５ 【防災・防犯】 

災害時のマンホールトイレが別の地区で設置されると聞いたが、西端地区はいつ

設置されるのか。希望としては全地区に設置して欲しい。 

Ａ 開発水道部長 

今年度から、市内各小学校にマンホールトイレを設置し始め、設置のための耐震

診断を実施して設置可能な場所から設置している。西端小学校は令和４年度までに

設置を予定している。 

Ｑ６ 【防災・防犯】 

災害時の地域との連絡手段として衛星電話があるが、災害時に使えるような訓練

はしているのか。 

Ａ 市民協働部長 
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碧南市では、本部である市役所防災課に衛星電話が１機あり、万一のときに備え

て市職員が訓練をしている。災害時に通信手段が途切れた場合の地区の皆さんの

連絡手段としては、各地区の連絡委員正幹事及び副幹事が無線電話を使用して連

絡を取り合う予定でいる。 

Ｑ７ 【そのほか】 

西端保育園の老朽化が進んでいる。昨年は２階にあるプールの水が１階に水漏れ

をしたということで補修をしていただいた。大きな地震が起きれば大変危険なので施

設の補修整備はできないか。 

また、碧南海浜水族館がリニューアルしたが、明石公園のトイレや水周りもきれい

に整備してもらえるとより良い公園になると思う。 

Ａ 社会福祉協議会事務局長 

建替えや大規模な改修はすぐには難しいが、保育園と連絡を取りながら危険度が

高い場所については営繕をしていきたい。 

Ａ 開発水道部長 

明石公園は、今年度から指定管理業者が運営しており、ご意見があったことは運

営業者に報告させていただく。また、他の市内の公園についても、現在、トイレの美化

に努めており、今後も注意していきたい。 

Ｑ８ 【環境・衛生】 

ごみの立ち当番について、最近ではスーパー等で資源ごみの回収も行っているこ

とから、立ち当番で回収するごみが減ったと感じている。立ち当番があるから町内会

に入らないという意見も聞くなかで、他市町の取り組みも含めて今後どのように考え

ているか意見を伺いたい。 

また、矢作川の中に木がたくさんあるが、風水害などで木が流れて堤防が決壊す

るなどの危険もある。市として県にどのような働きかけをしているか伺いたい。 

Ａ 環境課長 

近隣市でも碧南市と同じように、地区の皆さんに資源ごみステーションの運営をお

願いしている。現在、市内の３つの地区ではシルバー人材センター等に委託すること

で立ち番を廃止しているが、シルバー人材センター等のやり手がなく、廃止できない

地区もあるようである。負担が軽減されるよう立ち番の人数は地区で決めていただい

て良いので、今後も地区でのステーションの管理をお願いしたい。 

Ａ 建設部長 

矢作川の管理は国であり、伐木については毎年、市長自ら要望を出している。毎
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年の実施は難しいが定期的に伐木は行っており、今年度一部の範囲で伐木を始めた

と聞いており、要望の成果が出たと感じている。ただ、木はまた生えてきてしまうもの

なので、国の方からも民間業者などで管理できないかとの問いかけもいただいてい

る。 

Ｑ９ 【まちづくり】 

宮下住宅について、吹上町側が空き地になり今後については計画中とのことだ

が、西端地区は南北に長く、北には公園がないため公園を整備して欲しい。また、空

き地になり、新たに整備が始まるまでの間には、少し砂を撒いていただき、ソフトボー

ルなどができる場所を作っていただきたい。 

Ａ 建設部長 

令和２年度に半崎町側が完成したところで、吹上町側の建物を解体し更地になる

予定でいる。まずは計画を立てることが大事だが、地区の意見も聞きながら検討して

いく。 

Ｑ１０ 【環境・衛生】 

陣屋ポンプ場にごみが多く捨てられている。また、付近の堤防にも不法投棄のごみ

が多く、市の環境課にも相談した。少しのごみであれば自分でも拾うが、大きいごみ

は難しい。市でごみを回収できないか。 

Ａ 開発水道部長 

今回の台風でポンプが稼動し、ごみが溜まったと思われる。明日、現場を確認させ

ていただく。 

Ａ 環境課長 

不法投棄については、業者に委託して毎日市内を巡回している。連絡をいただけ

れば回収する。また、同じ場所に不法投棄が続くようであれば、注意看板の設置も検

討する。 

Ｑ１１ 【防災・防犯】 

１５年ほど前から、半崎町の歩道整備の話をしている。歩道のない場所が５０ｍあ

ったが、今は残り５ｍまで整備が進んだ。引き続き整備をお願いしたい。 

また、自動ブレーキと踏み間違い装置、ドライブレコーダーの３点の購入費補助の

話があるが、マニュアル車は踏み間違い装置がないため対象外と聞いた。対象外で

あれば、自動ブレーキやドライブレコーダーなどの補助金額を増やしたり、別の装置

の購入補助をするなどの対応をして欲しい。 

Ａ 建設部長 
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歩道の整備については、地権者の方に交渉しながら整備を進めていきたい。 

Ａ 市民協働部長 

今年度から７５歳以上の方が新車を購入する際、自動ブレーキと踏み間違い装

置、ドライブレコーダーの３点セットを付けた場合に補助をするとしている。どこかで線

引きが必要なため、３点セットでの補助適用にご理解いただきたい。 

また、今回の議会で、既存の車で後付けの踏み間違い装置の設置に補助が適用

されることになった。令和元年１２月から申請開始予定で詳細を詰めているので、是

非利用していただきたい。 

 


