
【新川地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年９月２７日（月）１９時～ 

ところ 新川公民館 

出席者 ７８人 

内容 

Ｑ１ 【まちづくり】 

 市長は「碧南市は暮らしやすいまち」と話しているが、安心・安全の面で工場と住宅が

混在している新川地区の今後をどう考えているのか。 

Ａ  建設部長 

 最終的には分離が望ましいが、今ある工場を分離することは難しい。現在、新川地区の

用途地域の整理をしている。今後、序々により住み良い地区になるようにしていきたい。 

Ａ 市長 

 碧南市は西が工業地帯、内側が住宅地、外側が農業地になっており、隣接する高浜市に

繋がる道路も整備されてきた。２０２６年に愛知県・名古屋市で開催されるアジア大会に

向け、産業道路の４車線化が進めば、大型車はそちらを通り住宅地はより安全になると考

えている。 

Ｑ２ 【そのほか】 

 碧南市民病院口腔外科部長の損害賠償をめぐる裁判について、碧南市は敗訴し、税金か

ら賠償金を支払っている。このことについて市民への報告が足りないと感じる。市は財政

力が高いといっているが、市民病院は赤字経営である。市長のコラムでは抜本的な改革を

行うと言っているが、隠れた問題等を示していくべきではないか。 

Ａ 市民病院経営管理部長  

裁判については、市民の皆さんにご迷惑をお掛けし申し訳ありません。市の対応も軽率

だった。今後、市民の不安や心配がないように努めていきたい。市民病院の経営について

は、ここ５年間の患者数の減少により、歳入が減り赤字が増えている。かかりつけ医によ

る在宅検診や老人保健施設で診察される方が増加し、近隣の病院でも患者数が減っている。

病院の規模や機能を見直しながら対処していきたい。 

Ｑ３【福祉・子育て】 

 国民健康保険税の資産割が碧南市は１０％だが名古屋市にはない。来年４月から運営主

体を市から県に移管すると聞いたが、資産割はどうなるのか。また、無料の特定検診は今

後も継続して無料で受けられるのか。 

Ａ 健康推進部長  

  県内には資産割を実施している自治体と実施していない自治体がある。県が財政運営

の責任主体となるが、資産割を実施している自治体のなかで、すべてではないが当市では



実施しない方向で検討が進んでいる。また、特定検診については市としても市民の皆さん

が受けやすい制度になってほしいと考えているが、どちらの制度も様々な試算を繰り返す

中で徐々に決まっていくため、制度の概要が固まり次第、市民の皆さんにお伝えできれば

と考えている。 

Ｑ４【道路・下水道】【福祉・子育て】 

 防災マップを見ていただくと分かるが、堀方町一丁目・浜尾の社が、がけ崩れの恐れが

ある場所にある。災害等でがけ崩れが起きた場合、復旧費用等はどこが支払うのか。また、

特別養護老人ホームに入所したくても、費用が高くて入所できない待機老人がいる。中に

は所得のない人もいる。安価な施設を市で運営できないか。 

Ａ 建設部長  

 災害の規模や案件によって変わるが、原則、私有地の場合は所有者で復旧費用を支払う

形になる。場合によっては補助金等が出る場合もある。 

Ａ 健康推進部長  

 特別養護老人ホームで受けるサービスは介護保険制度によるもので、個人の収入状況等

により変わる。ケアマネージャーと一緒に考えるので相談してほしい。所得のない方につ

いては福祉制度を利用できる場合もあるので、個別に相談をしてほしい。 

Ｑ５【まちづくり】 

 北新川駅の利便性を高める目的として、西口から出入りできるようロータリーの整備を

お願いしたい。 

Ａ 建設部長  

 都市計画の調査の中で、鉄道を高架にすることで利便性が高まるという結果が出ている

が、整備には約１２０億円の費用が掛かる。すぐに取り掛かることは難しいが、財政状況

等をみながら、できるところから一つ一つ解決していきたい。 

Ｑ６【まちづくり】 

 安心安全の面で、新川商店街に歩道を作ってほしい。また、名鉄線路の西側は特に高齢

化が進み、お年寄りが外に出ない。お年寄りが外に出てくるような、楽しく、元気なまち

づくりをしてほしい。 

Ａ 建設部長  

 新川商店街前の道路は都市計画道路で、管轄の県とも調整しているが、道路を拡幅する

と既存の商店にも影響が出ることがある。商店があり、人が集まることが元気なまちづく

りにも繋がると思うので、どの方法が良いのか慎重に考えながら調整を続けていきたい。 

Ｑ７【まちづくり】 

 電車で碧南市に来る際、最初に停まる北新川駅は碧南市の顔になる。合理性と利便性が

あり、費用を掛けずきれいな駅にしてほしい。 

Ａ 市長 



 ２０２７年にリニアが開通すると名古屋や刈谷がより発展していくことが考えられる。

それに合わせて新川地区も開発していければ人の流れも生まれてくる。財政の状況もみな

がら考えていきたい。 

Ｑ８【文化・教育】【まちづくり】 

 住吉町の交差点で交通安全指導をしている。集団登校なので列を作って登校しているが、

列の後ろで信号を渡りきれない低学年のこどもを置いて進んでしまう高学年の子がいる。

皆を待つように一声掛けているが、学校でも思いやりのある教育をお願いしたい。 

また、農業委員会にも属しているが、工業用地についてはマスタープランに沿って、そ

の場所の景観や環境に合った建て方、整備をしてほしい。 

Ａ 教育長 

 日頃は思いやりのあるご指導をありがとうございます。学校行事を含め、様々な場面で

思いやりのある教育ができるよう、校長と一緒になって考えていきたい。 

Ａ 建設部長 

 現在のマスタープランでは具体的な開発地区は示していないが、次のマスタープランで

はもっと具体的に示していきたい。その際は、農地を持っている方、農業委員さんのご理

解も必要なのでご協力をお願いしたい。 

Ｑ９【まちづくり】 

 他の地区に比べると新川地区の開発は遅れている。財政状況を見ながらという話もあっ

たが、今後、新川地区の開発をしてほしい。 

Ａ 市長 

 次の開発は新川地区ではないかと考えている。状況もあるが、できるだけ早い時期に進

めていきたい。 

  



【中央地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年９月２日（木）１９時～ 

ところ 中部公民館 

出席者 ６４人 

内容 

Ｑ１【文化・教育】 

 昨年と同じ質問です。公共施設を借り、いくつかの利用者が同じフロアで冷房を使用し

た場合は、利用者間で冷房の使用料の話をしてほしいと言われたが、使用料に冷房代を含

めることはできないか。 

Ａ 市長 

 現在、冷房代を含めた使用料の見直しには至っていないが、冷房が必要ない種目の利用

者にとっては追加の負担にもなる。冷房を使う種目と使わない種目の予約が重ならない仕

組みも検討したい。冷房を利用する種目である卓球の愛好者が多いのは把握しており、冷

房について利用者間の調整なく卓球ができる場所として、ものづくりセンター内に環境を

整備している。今後もこういった場所の確保に努めたい。 

Ｑ２【防災・防犯】 

 先日、観閲式に出席したが、出席者は関係者だけだった。消防団活動にもっと興味も持

ってもらえるように、小さいこどもが参加できる内容等、一般の人にも見てもらうべき。

また、女性消防団を組織していただきたい。 

Ａ 市民協働部長  

 会場を玉津浦グラウンドから市の中央に位置する市役所に移し、人目が付くようにした。

その中で入団希望者が観閲式を観に来たという話も聞いた。一般の方やこどもが参加でき

る仕組みとのご指摘は貴重な意見なので参考にさせていただく。また、女性消防団につい

ては、碧南市では他の自治体の女性消防団の役割を女性防火クラブが担っている。消防団

員の確保とはならないが、機能別消防団として大きな役割を持っている。 

Ｑ３【道路・下水道】 

 こどもの絵をマンホールにした。レールパークで使用できないか。 

Ａ 開発水道部長 

 公園緑地課にて詳しい話を伺う。 

Ｑ４－１【文化・教育】 

 高齢者教室の社会見学について、県内の利用に限られている市バスの県外への利用と、

市バスを利用できる見学先と見学内容の緩和を検討してほしい。先日、環境面や省エネ、

衛生面を学ぶためにビール工場に見学に行ったが、ビールやジュースの試飲があったこと

から、娯楽の要素が高い見学場所は遠慮してほしいと言われた。また、バス内での飲食も



許可してほしい。 

Ａ 教育部長 

 公用車の利用は碧南市自動車等管理規程で決められており、市バスの利用は運転手の労

働環境等を配慮し県内利用と決まっている。今回はビール工場の見学とのことだが、高齢

者教室は市が主催の公民館事業であるため、試飲があるとご自宅に帰るまでの安全確保の

ため配慮が必要だと考える。バス内の飲食については、水分補給やお菓子程度の簡単な飲

食であれば良いのではないかと考えている。 

Ｑ４－２ 

 市としての見解は分かるが、参加者の判断で問題はないと考えている。一度検討してい

ただきたい。 

Ａ 市長 

 規程で決められている部分もあるが、その中でうまく運用できる部分もある。規程だけ

に縛られるのではなく、より良い運用の仕方を考えていきたい。 

Ｑ５【そのほか】【文化・教育】 

臨海公園の多目的広場はフェンスで四方を囲まれており、広場外に自由に行き来できな

いため、バスケットボールコートから土広場に通じる出入り口を作ってほしい。また、こ

れから整備されるビーチコートや臨海グラウンドの木が生い茂っている場所にスラックラ

インのポールを立てられる穴を開けてほしい。 

Ａ 開発水道部長  

 多目的広場については現場を確認して検討したい。臨海公園の草木の茂みについては、

これまでの公園の在り方として緑が多い方が良いという考え方があったが、今の公園にそ

ぐわないところもある。今後の利用に合った整備の仕方を検討していきたい。 

Ａ 教育部長  

新たに整備するビーチコートでは、ビーチスポーツ以外にもスラックラインの設備を整

備する予定でいる。 

Ｑ６【文化・教育】 

 中央地区青少年育成推進委員の後任は現年が探すことになっているが、最近では市外か

ら碧南市に移り住む人も多いため、後任探しが難しい。良い方法はないか。 

Ａ 教育部長  

 市外からの転入者や横の繋がりがない中、難しい問題であることは認識している。担当

課とも一緒になって考えていきたい。 

Ｑ７【そのほか】 

 釣り広場の使用されていないスペースを有効活用してほしい。 

Ａ 開発水道部長  

今後検討していきたい。 



Ｑ８【そのほか】 

 市外から参加者を招く大きなグラウンドゴルフの大会を実施する場所がない。そのため、

今度の大会は４回に分けて実施する。市内に大きなグラウンドゴルフ場を整備できないか。 

Ａ 健康推進部長  

 グラウンドゴルフが人気のあるスポーツだとは市も把握しているが、市内にグラウンド

ゴルフ専用の場所はなく、公園やゲートボール場等で実施している。現在、新たに専用の

場所を整備する予定はない。 

Ａ 建設部長  

 川口町・旧河口堰予定地で国が防災拠点の整備を予定している。上部利用の運営は市で

行っていくが、そこでの利用も検討したい。また、矢作川の河川敷は幅が３０メートルし

かないため難しいと思う。他にも利用できる場所があれば検討したい。 

Ｑ９【文化・教育】 

 小・中学校にエアコンを整備してほしい。また、雨の後のグラウンドの水はけが悪い。

改善できないか。 

Ａ 教育部長  

こどもの体温調整の機能を使うことも大切だと考えている。今後、温暖化が進めば検討

も必要だが、多くの費用が掛かることなので段階的に考えていきたい。グラウンドについ

ても学校に相談しながら考えていきたい。 

Ｑ１０【文化・教育】【そのほか】 

碧南市民が多く集まり、碧南市の顔でもある文化会館の花壇の管理をしっかり行ってほ

しい。また、市内に全戸配布するチラシで、対象者が全戸に該当しない内容の物まで配ら

れる。回覧板での配布も検討してほしい。 

Ａ 教育部長  

 文化会館の花壇の管理について、担当課に伝えておく。 

Ａ 市民協働部長 

 全戸配布の件について、担当課に伝えておく。 

  



【棚尾地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年１０月４日（水）１９時～ 

ところ 棚尾公民館 

出席者 ４４人 

Ｑ１【まちづくり】 

 市長のトップダウンでまちづくり組織を作ってほしい。 

Ａ 市長 

 トップダウンでまちづくり組織を作っても、実際に活動する市民の気運が高まらないと

継続していくことは難しい。経済も人口も上向きの現状ではなかなか考えにくいが、いつ

か必要とされた時に、すぐに動ける体制は作っておきたい。トップダウンではなく市民か

ら声を上げていただきたい。 

Ｑ２【そのほか】 

 市民病院の看護師さんの何気ない一言で、患者さんとその家族が深く傷ついたとの話を

聞いた。指導をお願いしたい。 

Ａ 市民病院経営管理部長  

 毎年実施している市民病院の満足度調査の中では、看護師の対応について、大変良い５

３．４％、良い３６．２％、悪い６．９％と９割方満足しているとの結果は出ているが、

中には職員の対応が良くない場合もある。今後、徹底していきたい。 

Ｑ３【防災・防犯】 

 市内に設置している街頭消火器の使用期限の点検はしているのか。 

Ａ 市民協働部長 

 ７年に一度、自主防災会で取替えを行っている。 

Ｑ４【防災・防犯】 

 汐田町にも外国人が多く住むようになったが、外国人の交通ルール違反が多く、一方通

行を無視して車で進入している。こども達も多く通るため、いつ事故が起きるか不安を感

じている。 

Ａ 市民協働部長 

 警察に取締りができないか、特にこどもの通学時間に取締りができないか要望を出す。 

Ｑ５【防災・防犯】 

 街頭指導をしているが、レールパークができたことにより今まで街頭指導をしていた場

所を人が通らなくなった。このまま同じ場所で指導を続けて良いのか意見を伺いたい。 

Ａ 市民協働部長 

 場所については交通安全都市推進会議で決めているが、効果的な場所で実施をお願いし

たい。 



Ｑ６【防災・防犯】 

 レールパークから道路に出る時、安全確認をしないため危険を感じている。注意看板等

は立てられないか。 

Ａ 開発水道部長  

 自転車止めなどを設置し一度停止しないと通れない対応はしているが、通る人や場所に

よっては停まらずに出られる場所も考えられる。そういった場所には路面に色を付けて注

意を促すグリーンベルトで対応はしているが、飛び出し注意看板についても一度検討させ

ていただく。 

Ｑ７【防災・防犯】 

 レールパークの危険箇所にはカーブミラーを設置していただいた。公園ができた時に市

と警察で協議するとのことだったがどうなのか。 

Ａ 開発水道部長  

 危険箇所については横断歩道や押しボタン式の信号機を設置する予定でいるが、横断歩

道をグリーンベルトにするなどを視野に入れて警察と協議したい。 

  



【旭地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年１０月６日（金）１９時～ 

ところ 東部市民プラザ 

出席者 ６６人 

内容 

Ｑ１【文化・教育】 

 碧南市は来年、市制７０周年を迎える。市制７０周年の企画として、碧南市について詳

しく書かれた碧南辞典に出てくるような内容を、老若男女が一緒の机に座り回答する「市

民検定試験」を実施してはどうか。 

Ａ 総務部長 

 現在、市制７０周年の記念事業について、各課を通して色々な団体の方からご要望をい

ただく中で予算立てを行っている。その中では市民検定試験と同様な企画は上がってきて

いないが、貴重な意見として参考にさせていただく。 

Ｑ２【まちづくり】 

 レールパークが来年３月に完成するということだが、東側の蜆川から矢作川の名鉄跡地

について、グラウンドゴルフ場を整備できないか。 

Ａ 総務部長 

 該当の土地については碧南市土地開発公社が先行取得している。三河旭駅までのレール

パーク事業は今年度で完了するが、質問のあった跡地については具体的な利用計画は定ま

っていない。レールパークが稼動し、５年程度は状況をみていく予定でいる。遊休地の活

用ということであればお貸しできることも考えられるが、その際は各団体との調整が必要

となる。 

Ｑ３【環境・衛生】 

 資源ごみの立ち当番について、家庭の状況等により実施が難しい世帯が多く、立ち当番

の廃止を検討している。市に確認したところ、廃止するには町内会の同意と指導員を２名

配置することが条件であった。 

Ａ 経済環境部長 

 運営方法は町内会に任せており、様々な工夫をしながら運営している町内会もあると聞

く。市としては資源ごみの立ち当番を地域のコミュニティの場としても考えているため、

できるだけ町内会で運営していただきたいが、既に立ち当番を止めている町内会もある。

色々な事情もあると思うので、できないとなればやむを得ないと考えている。 

Ｑ４【文化・教育】 

 教員の人数が多い中、鷲塚小学校の職員駐車場が足りていない。学校の敷地内で確保す

ることは難しいと思うが、近隣で利用できる場所があれば検討していただきたい。 



Ａ 教育部長  

 小学校の周りで利用できそうな場所や、学校の敷地内でも工夫できることがあれば検討

したい。 

Ｑ５【そのほか】 

 碧南市内を自転車で回る「へきなん自転車散歩」の運営をしているが、碧南市の知名度

が低い。碧南市をＰＲする事業でもあるので、市でも参加者を募るなど周知をお願いした

い。 

Ａ 副市長 

 今年の４月に広報係から広報戦略係に組織編成を行い、積極的に情報を発信している。

これまでは待っていることが多い碧南市だったが、「全国しょうゆサミット」や「にんじん

サミット」の開催、「元気ッス！へきなん」の中でディズニーパレードを企画するなど積極

的に市をＰＲしている。今後も継続的に知名度を上げていくため、へきなん自転車散歩を

はじめ、様々なイベントを通して市をＰＲしていきたい。 

Ａ 市長 

 藤井達吉現代美術館やあおいパークは多くの方の利用があり、利用者の約８割は市外か

らと聞いている。近くにあるお店や臨海公園、海浜水族館にも人の流れができ賑わってい

る。また、ふるさと納税の寄附額は県内で上位に位置し、多くの方が碧南市を見てくれて

いる。今後も色々な角度から市を盛り上げていきたい。 

Ｑ６【防災・防犯】 

 消防団が積極的に社会貢献活動を行い、地域の中に入って活躍している姿を若い世代の

親御さんに見てもらうことで、将来の団員確保に繋げてほしい。 

Ａ 市民協働部長 

 今年度は消防団長の意向で町内会と消防団員が一緒に新団員確保に回っている。市とし

ても企業防災力向上研修支援補助金を設け、事業所から団員を選出しやすい環境作りをし

ている。消防団は台風などの際、水門の管理など皆さんの見えない所で様々な活動をして

いる。団の活動自体が大きな社会貢献であるが、地域に見える社会貢献として、盆踊りや

防災訓練などに積極的に参加し活躍している。ご提案いただければ地域に出向くこともで

きるので、そういった場があれば提案していただきたい。 

Ｑ７【防災・防犯】 

 伏見屋地区ではシニアで消防団活動をしていこうという取組も考えている。その際はご

協力いただきたい。 

Ａ 市民協働部長  

 中高年の方には消防団活動は難しいところがあるが、団員の手助けになることがあると

思うのでありがたい。 

Ｑ８【そのほか】 



 市のホームページについて、更新が遅れているページもあるようだが、どれぐらいの閲

覧数があるのか。また、ホームページの企業のバナー広告は目的があるのか。 

Ａ 総務部長 

 平成２８年度の閲覧数は３１万件程度の閲覧があった。情報の更新については、先日、

各課において徹底するよう通知を出している。何かお気づきの点があればご連絡いただき

たい。バナー広告については、リーマンショック後に財政が悪化した際、新たな財源の確

保として、ホームページやくるくるバス、ゴミ袋、市民課の封筒にバナー広告を掲載した。

新たな財源確保としての取り組みにご理解いただきたい。 

Ａ 市長 

 Ｃ・Ｓへきなん動画ギャラリーの「市長のメッセージ」で碧南市について話している。

碧南市は歴史が深く、これまで３０本程度更新している。最後の更新から期間が空いてい

るが、是非ご覧いただきたい。 

Ｑ９【文化・教育】 

 シルバー人材センターから南部プラザに派遣されているが、卓球やバドミントンなどは

競技に支障が出るため風が出るエアコンは使用できない。競技人口が増えている種目でも

あり、水冷など風が出ない冷却方法を検討してほしい。 

Ａ 教育部長 

 今すぐには難しいが、熱中症等の問題もあるため、利用者の話を伺いながら今後検討し

ていきたい。 

  



【西端地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年１０月１１日（水）１９時～ 

ところ 西端公民館 

出席者 ５４人 

内容 

Ｑ１【道路・下水道】 

 上区民館の周りにある竹やぶが区民館の屋根を傷つけている。対応をお願いするため市

役所の下水道課で話をした。その後、２週間程経っても連絡がないため、再度市役所の下

水道課に伺ったが、前回話をした担当者が不在だったため、別の職員に話をした。翌日、

担当が土木課になるということで職員の方に現場に来ていただいたが、その後何の連絡も

ない。その後どうなっているのか。 

Ａ 開発水道部長 

 何度も市役所に足を運んでいただいたのにも関わらず、回答と対応が遅く申し訳ありま

せん。すぐに対応をさせていただく。今後は課間での連絡を密にするよう改善していく。

今日の件については民地の可能性もあるので早速調べる。 

Ｑ２【福祉・子育て】 

 入浴券が２４枚から３６枚に増えたことに対して住民がとても喜んでいる。この場を借

りてお礼を申し上げたい。 

Ａ 市長 

 利用者数の状況もみながら、今後も継続していきたい。 

Ｑ３【道路・下水道】 

 県道吉浜・棚尾線はいつ開通するのか。道路に隣接するちびっこ広場はいつ整備される

のか。 

Ａ 建設部長 

 県は来年の１月中旬開通を予定している。開通する際は広報へきなんや回覧板での案内

を予定している。 

Ａ 開発水道部長  

 ちびっこ広場については平成３０年度に用地を取得し、その後、住民の方の意見を聞き

ながら整備する予定でいる。 

Ｑ４【福祉・子育て】 

 高齢者の見守りについて、民間のアパートは家賃が高く、戸建ての家は管理も大変で維

持費が掛かる。市営住宅は人の目が多く、高齢者の見守りという点で安心できるが、単身

者用の部屋の空きが出ない。現在整備している宮下住宅で単身用の部屋を増やせないか。 

Ａ 建設部長 



 宮下住宅については現在第２期の工事に入り、平成３２年までに９０戸完成する。単身

者用に限らず、戸数に限りがあるため入居は抽選という形になるが、こういった話も含め、

情報収集をしながらできるところは対応していきたい。 

Ａ 健康推進部長  

 地域包括ケアセンターでは、その方にあった対応もお話できるのでご相談いただきたい。 

Ｑ５【文化・教育】 

 陸上競技場の整備の予定はあるのか。また、学生の駅までの交通手段としてくるくるバ

スを利用できないか。 

Ａ 教育部長  

 現在、臨海部の碧南緑地にビーチコートを整備しており、来年の７月に完成を予定して

いる。その北側に（平成３２年度以降）、経済状況をみながら陸上競技場の建設を予定して

いる。 

Ａ 経済環境部長  

 くるくるバスは福祉施策の中で運用しているため、通常の市バスと比べると時間やコー

スが限られるが、現状の運用をうまく使ってもらえれば交通手段として使える要素もある

ので利用していただきたい。 

Ｑ６【まちづくり】 

 油ヶ淵水辺公園は県営ということだが、進行状況や相談等、住民が問い合わせる時の市

の窓口はどこになるのか。 

Ａ 開発水道部長 

 公園緑地課で対応する。碧南市ではＥエリア１．５ｈａについて、平成３０年度の早い

うちに供用開始される。県からの進捗状況も住民の皆さんに伝わるよう努めていきたい。 

Ｑ７【防災・防犯】 

 不審者の対策をお聞きしたい。また、希望者に対し防犯ブザーを配付できないか。 

Ａ 市民協働部長  

 西端地区は市の中でも自主防犯パトロールが一番盛んに行われている。夜間については、

自主防犯パトロールと警察が連携して動けるが、昼間の見回りは地区にお願いせざるを得

ない。再青会の皆さんも含め、今後もご協力いただきたい。 

Ａ 教育長 

 西端地区は他地区よりも防犯活動が活発で、西端小学校については、不審者情報がある

と可能な職員で見回りを行い、青色パトロールカーや西端駐在所にも連絡をして見回りを

お願いしている。また、防犯ブザーは過去に配付したことがあるが、その時の防犯ブザー

は故障が多かったり、教室での誤作動が多かったため授業中は回収していた。今はどんな

物があるのか確認し検討したい。 

Ｑ８【まちづくり】 



 西端地区の工業団地はどうなっているのか。 

Ａ 市長 

 平成３１年半ばまでに計画を立てることになっている。具体的にはまだ決まっていない

が、市民の意見を聞きながら民間開発を中心に進めていければと考えている。 

Ｑ９【福祉・子育て】 

 油ヶ淵の公園にあるトイレを撤去すると聞いた。こどもの利用も多いため、どういう計

画なのか伺いたい。 

Ａ 福祉こども部長 

 児童遊園内のトイレは床が壊れているため使用禁止になっており、撤去する予定である。

今後は、花じょうぶ園、応仁寺駐車場のトイレを使っていただくことを考えているが、そ

の後については、県営公園の工事の状況もみながら考えていく。 

Ｑ１０【文化・教育】 

 藤井達吉現代美術館の駐車場について、駐車場が満車の場合、遠方から来た人は近隣の

立地が分からず、警備員が他の駐車場に回ってほしいと伝えても分からない。 

美術館前のお寺の駐車場を美術館用に活用できないか。 

Ａ 教育部長  

 該当の土地は民地で、現在、月極駐車場として使用しているため美術館としての利用は

難しい。両脇の美術館の駐車場との間にあるのでなぜ停められないのかと誤解を招いてい

る部分もあるが、近隣で駐車場として利用できる場所があれば検討したい。 

Ａ 市長 

 該当の土地については、これまで市としても利用を検討してきた。今後も継続して検討

していきたい。 

  



【大浜地区】Ｃ・Ｓ地区ミーティング 

とき 平成２９年１０月１７日（火）１９時～ 

ところ 南部市民プラザ 

出席者 ７９人 

内容 

Ｑ１【道路・下水道】 

 以前、停止線が必要だと思われる道路について交通安全協会に相談したが、現場の写真

と理由書を持ってきてほしいと言われた。少し手間に感じたので警察に相談すると、一人

の意見では難しいので、市議会議員に言うか、区を上げて要望してほしいと言われた。愛

知県で交通死亡事故が多い中、もっと迅速に対応できないか。 

Ａ 建設部長 

 市道と県道によって管轄は変わるが、停止線の中でも「止まれ」の表記があるものは警

察の管轄になり、その他の停止線については市か県の管轄になる。市の担当課は土木課に

なるのでご連絡いただきたい。県道の場合は土木課から県に伝える。 

Ａ 市民協働部長  

 「止まれ」等の規制が掛かる部分は先程の説明のとおり警察が管轄になるが、個人の意

見で動いてしまうと収拾がつかなくなるため、住民の総意であれば対応が可能になる。規

制の掛かる場合と掛からない場合で対応が異なることもご承知いただきたい。 

Ｑ２【道路・下水道】 

 藤井達吉現代美術館や大浜てらまちウォーキングで多くの人が集まる中、臨海部の旧堤

防沿いの悪臭と、名鉄碧南駅前のロータリーの狭さを改善していただきたい。雨の日の送

迎車とふれんどバスが停車すると混雑し、いつ事故が起きてもおかしくない。是非、碧南

駅を碧南市の顔にしていただきたい。 

Ａ 建設部長  

 該当の水路の管理は県になる。市も以前から問題を把握しており、下水道の接続率が上

がれば良くなると考えている。その時点で県に整備をお願いしたいと考えているが、他の

要因でまた水路が汚れてしまわないよう県と調整しながら整備の方法を検討していく。ま

た、碧南駅のロータリーについては、名鉄が次年度駅舎の建替えを予定している。その際、

景観に似合った建物にしてほしいと要望している。駅舎の建替えに伴い市も予算を立てて

ロータリーや周辺の整備を検討している。 

Ａ 開発水道部長  

 下水道の接続率について、堀川付近は接続率が８９％と高く、堀川もきれいになったが、

旧堤防沿いについては７６％とまだ低い。今後、接続率の向上に努めていきたい。 

Ｑ３【環境・衛生】 



 大浜下区の灯台方面から白濁が流れる時があり、悪臭がある。ある方は昔からのことで

何を言っても変わらないと言っている。民間の話かもしれないが、行政として対応できな

いか。 

Ａ 建設部長  

 白濁については市でも問題の把握はしており、環境課でも調査をしているが原因が不明

である。今後も継続して原因を追究していきたい。 

Ａ 経済環境部長  

 白濁については県に調査を依頼し有害ではないと結果が出ているが、白濁の原因につい

ては特定できていないため今後も調査していく。 

Ｑ４【環境・衛生】 

 碧南市は公園が多く管理もしっかりしているが、ゴミのポイ捨てやタバコの吸殻が捨て

られている。利用者のマナーの問題でもあるが、公園の管理をする方に一緒に片付けても

らうことはできないか。 

Ａ 開発水道部長  

 公園の管理について、公園にマナーサインを掲示してゴミのポイ捨て防止を啓発してい

る。公園の掃除については愛護会を中心に清掃活動をしているが、ゴミの回収業者にも依

頼していきたい。 

Ｑ５【そのほか】 

 知り合いが市民病院整形外科の医師の対応が悪く非常につらい思いをした。診断につい

ても問題ないということだったが、別の病院で診察したところ圧迫骨折と診断された。市

民病院の基本理念に「温かな心のこもった医療の提供」とあるが、医師の対応が悪い。相

談室に相談しても医師が足りていないなどしっかり相談に乗ってくれなかった。 

Ａ 市民病院経営管理部長 

 大変ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。医師の対応についてのアンケート調査では、

大変良い５１．７％、良い３５．３％、普通１１．２％、悪い０．９％と結果が出ている

が、医師に対してもマナー研修を実施するなど改善していきたい。 

Ｑ６【環境・衛生】 

 大浜地区は草が生えて手入れがされていない空き地が多くある。火災も心配なため、市

や消防署等に連絡するがなかなか対応してもらえない。市として速やかに所有者に働き掛

けられないか。 

Ａ 経済環境部長 

 担当課は環境課になる。連絡をいただければ環境課から所有者に連絡をする。動いてく

れない所有者には市から継続して働き掛けていく。 

Ｑ７【文化・教育】【道路・下水道】 

 臨海コートのテニスコートの白線が消えていたため直してもらったが、表面がデコボコ



しており、競技に支障がでている。どんな対応をしたのか。また、近所の話だが、家と歩

道の間に草が生えている場合は住民が草を取るが、月極駐車場等との間は誰も草を取らな

い。こどもも通る道で、草を避けるためにこどもが道路に出てしまうので危ない。 

Ａ 教育部長  

 テニスコートについては、スポーツ課の職員と現場を確認し、必要であれば直させてい

ただく。 

Ａ 建設部長 

 必要な箇所については、土木課で対応させていただく。皆様の中でも、道路の陥没等に

気付いた際は、ご連絡をいただければ対応させていただく。 

Ｑ８【そのほか】【道路・下水道】 

 今年は臨海公園の多目的広場で盆踊りを実施した。その中で、夜間には照明がなく発電

機で対応した。多目的広場と名付けられているぐらいなので、昼夜使えるように照明を整

備できないか。また、碧南駅から西へ上がる一方通行の道路が交差点に出る際に大変危険

である。二車線にできないか。 

Ａ 開発水道部長 

 多目的広場については、一度現場を確認して今後の活用方法も併せて検討させていただ

く。 

Ａ 建設部長  

 道路については管轄が県になるため、先日、県と調整をしてきたところである。財政が

厳しい中ですぐには取り掛かれないということだったが、市としては交差点の改良の一つ

として碧南駅に向かって二車線にしたいと要望を出している。 

Ｑ９－１【文化・教育】 

 南中学校の自転車通学について、西浜町は徒歩通学をしているが、夏場は気温が高く疲

労が激しい。学校の先生に自転車通学の許可をお願いしたが、駐輪場がないと言われ、も

っと上の方にお願いしてほしいと言われたので、この機会にお願いしたい。 

Ａ 教育長  

 教員の対応でご迷惑をお掛けし申し訳ありません。このようなことがないよう注意しま

す。自転車通学はキロ数で決められており、駐輪場に空きがないのは調べてみないと分か

らないが、ご自宅から学校までの距離が自転車通学の範囲であれば許可できる。正式に距

離を測るよう中学校に伝えておきます。 

Ｑ９－２  

 夏だけでも自転車通学の許可はできないか。疲労が溜まるため運動部は難しいなど部活

動を選ぶ子もいると聞く。 

Ａ 教育長 

 市内のこどもはエアコンのある他市町に比べ救急車の出動率が比較的低い。エアコンが



入っている学校では汗腺能力の欠如のため、野外で活動すると熱中症等で搬送されると聞

く。碧南市は市長をはじめ教育に熱心なため、汗腺能力の欠如が原因で命が奪われないよ

う、こども達のことを考えながらエアコンの導入を検討している。校長先生と連絡を取り

合いながら、健康面と体力面の双方からこども達にとって何が必要かを考えながら進めて

いきたい。 

Ｑ１０【文化・教育】【福祉・子育て】 

 権現町から碧南駅に向かう際に藤井達吉現代美術館を通るが、来場者に対する交通誘導

員の駐車場案内に時間が掛かり通過できない。近隣住民にとっては生活道路なので改善し

てほしい。また、筋トレルーム６０は市内外からも評判がとても良い。今後も長く使用出

来るようお願いしたい。 

Ａ 教育部長 

 美術館の企画展には多くの方に来場していただいている。遠方の方も多いことや誘導員

が近くの駐車場を勧めたいという気持ちの中で時間が掛かっているかもしれない。今後、

誘導員に指導していきたい。 

Ａ 健康推進部長 

 介護予防や高齢者の方が外に出る機会をつくり、健康寿命を延ばしたいという思いでい

る。近隣市に比べても特徴のある事業で利用者も増えている。周りの皆さんにも勧めてい

ただきたい。 

Ａ 市長 

 筋トレルーム６０は、今後、西端地区にある水上スポーツセンター内に整備を予定して

いる。健康寿命世界一を目指してがんばりたい。 


