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市民モニターの意見対応 

NO 箇所 意見 回答 担当課 

1 4章 1 私は大学病院の小児科医、新生児科医で

す。 

市民病院の医師数の減少は残った医師

の負担が増え、診療が制限され、そこで

働く看護師のモチベーションが下がり、

他地域への流出が加速しています。また

様々な病院が魅力的な研修プログラム

を展開する中で、教育の担い手である医

師の余裕がないことは将来的に研修医

が戻ってくるかは疑問が残ります。病院

の集約化と地域医療（在宅）の二極化が

進む中で、どちらの方向に進むかをしっ

かりと決めなければ、病院経営は非効率

となり、行き場がなくなり、一気に崩壊

する可能性があります。 

 

ご指摘をいいただきましたとおり、病

院の集約化と地域医療（在宅）の二極

化が進んでおり、当院も改革プランに

基づき効率的な病院運営を進めてお

ります。西三河南部地域の中核病院と

して、地域の保健・医療・福祉等の機

関と連携し、急性期病院として地域の

需要に対応しながら、地域包括ケアシ

ステムの一環として医療サービスを

提供するため、まずは病院存続を前提

とした病院の在り方を検討してまい

ります。 

市民病院

管理課 

2 4章 1 医師は医局の性質上流動的ではありま

すが、待遇が良くないと、質の確保、数

の確保は困難です。 

医療の質、多様化するニーズ、看護学生

の教育と地域内の就職、研修医の確保と

将来の担い手の育成は医師の数と負担

減から生まれる余裕が必要かと思われ

ます。 

 

いただいたご意見は第4章1施策の内

容「(1)地域の医療体制の充実」の中

で対応させていただきますとともに、

施策を進める上での参考にさせてい

ただきます。 

市民病院

管理課 

3 4章 1 土地柄、夜間の救急外来にブラジル国籍

の外国人がよくお見えになります。外国

人の方の多くは夜やっている病院と勘

違いし、コンビニ受診が目立ちます。 

外国人の方への医療情報の提供も市民

病院の無駄な負担を減らすことにつな

がるのではと思います。 

当院でコンビニ受診と判断される受

診をされているのは外国籍の患者に

限りませんが、外国籍の患者におい

て、日本国内の診療機関での受診の仕

方について十分な情報が行き届いて

いないことも考えられます。ご意見を

参考とさせていただき、さまざまな機

会での周知を考えてまいります。 

 

市民病院

管理課 

資料 3 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

4 2章 1 徳永→横須賀方面に対して市子町で止

まっている。早く整備してほしい。 

この道路は、都市計画道路徳永富田線

になります。現在、事業主体である愛

知県におきまして、用地の取得や測量

調査設計を進めていると伺っており

ます。 

西尾市としましても早期に整備が完

了し、供用開始がなされるよう要望し

てまいります。 

土木課 

5 2章 2 地震対応に対して、古川用水が市街地に

行く程狭く、そして古川用水の西側に幅

を広げる為、40 年以上前から（クイ）が

入っているが、東側は一部改修、西側な

し、川が狭い為災害の可能性大 

総合計画に関しては、第 2章 2施策の

内容(3)①「集中豪雨などの被害を最

小限にするため、河川の早期改修や、

砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業など

の水害・土砂災害対策を推進するよう

県などに要望します。」に記載してあ

りますように河川改修など水害・土砂

災害対策を推進するように県などに

要望してまいります。 

ご意見の箇所は北浜川かと思います

が、北浜川整備につきましては、愛知

県に確認したところ河川整備計画に

基づき整備を進めてまいりますと伺

っております。 

河川港湾

課 

6 5章 7 トラックの荷台が高く、大きくなってい

る為、後続車が信号が見にくい為、信号

無視、事故になる可能性大 

（信号機を左→右に変更する事によっ

て事故減少） 

信号機の設置・管理については、県警

本部が行ないます。新設及び位置変更

等については町内会長による工事要

望書を提出していただければ、警察に

検討を依頼します。信号機の位置変更

については個別の要望であり、また市

は信号機の設置の実施主体でないた

め記述の追加はしません。 

危機管理

課 

7 全体 市全体に考えると、交通機関、食品関係、

病院など色々考えると、良と悪（不便）

の差が激しい、もっと全体的に市民の問

題、トラブルなど、安心差（暮し）を考

えるべき、その他にもたくさんあります 

いただいたご意見のとおり市には

様々な課題があり、今回の総合計画に

おいても市全体として考え課題を挙

げております。課題解決に向け、総合

計画に基づき各施策を実施し、よりよ

い西尾市となるよう努めてまいりま

す。 

企画政策

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

9 1章 1 

4章 2 

地元はもちろん、名古屋市民が来たくな

るような観光と健康づくりを兼ねたイ

ベント〔例えば：家族でウォーキング、

海水浴、潮干狩り、団塊世代向け温泉め

ぐり（日帰り&宿泊）、史跡めぐり等〕

を地元の旅館、飲食店と名鉄電車及び蒲

郡市とも連携して、年間を通して楽しめ

る企画をしてはどうでしょうか。 

健康課では、イベントを媒介とした健

康づくり事業の実施予定はありませ

ん。いただいたご意見は今後の事務を

進める上での参考にさせていただき

ます。 

商工観光課では、いただいたご意見は

第 1 章 1 施策の内容(1)「観光ルート

の整備、観光交流圏づくり」の中で対

応させていただきますとともに、施策

を進める上での参考にさせていただ

きます。 

 

商工観光

課 

健康課 

10 2章 1 小学生の通学路である国道 247号線の鳥

羽町荒井地区及び隣接する西幡豆町松

原地区の歩道が狭隘なうえ所々に段差

があり危険な状態となっております。国

道ですので色々と問題があるでしょう

が、早急な改善整備を願いたい！ 

管理者であります愛知県に伺ったと

ころ、次の回答がありました。 

国道 247 号は昭和 30 年代に古い道路

構造基準により造られており、歩道幅

が 70～80cm と狭くなっています。 

道路添いには民家が建ち並び、路肩も

狭い事から、歩道の拡幅については難

しい状況です。 

また、沿道には個人宅への入口がある

ことから、歩道内の段差につきまして

は、沿道利用状況が変わった後での対

応となります。 

 

土木課 

11 1章 4 農業共通している事は高齢化がありま

す。廃業、面積の縮小、米だけでなく野

菜の確保、生産の方法を見なおす時が来

ている。 

いただいたご意見につきましては今

後の参考にさせていただきますが、生

産者の高齢化や面積の縮小等の対策

については第 1 章 4 施策の内容「(4)

担い手の育成」で記載しておりますの

で、原案の変更はいたしませんので、

ご了承ください。 

 

農林水産

課 



- 4 - 

 

NO 箇所 意見 回答 担当課 

12 2章 2 災害時の情報の連絡方法として、携帯の

メールの活用はどうですか。分かりやす

くする事。 

市内全域へ災害情報を伝達するため、

一色・吉良・幡豆地区の同報系無線の

更新と併せ、携帯電話を活用した防災

アプリや登録制メールの導入を予定

しております。内容につきましては、

第 2章 2施策の内容「（1）情報収集・

伝達体制の充実」に含まれております

ので、記述の追加は行いません。 

また、導入の際には、住民の皆様への

わかりやすい情報伝達に努めてまい

ります。 

危機管理

課 

13 2章 2 防災、個人情報のあつかいに問題があ

り、限界がある。時間の限られる中、避

難誘導ができるか？優先順位があると

するなら、子供たちでは。 

災害発生時には、避難の際に手助けが

必要な「避難行動要支援者」全ての情

報を提供できることになっておりま

す。災害時に避難誘導を行う時間は限

られておりますが、避難誘導者等の安

全確保を第一に、要配慮者の具体的な

支援体制の構築をお願いしておりま

す。なお、要配慮者に優先順位は設け

ておりませんが、子供については昼間

は学校の指示、夜間は家族とともに避

難行動をとることになっております。 

いただいたご意見は第5章6施策の内

容(3)①「 避難行動要支援者につい

て、自主防災会等地域コミュニティと

連携して安否確認や避難支援などが

できる体制づくりを整えます。」の中

で、対応させていただきますととも

に、施策を進める上での参考にさせて

いただきます。 

危機管理

課 

14 5章 6 ペットの同行避難についてはどうなっ

ていますか？ 

ペットにつきましても、避難所へ飼い

主と共に避難してくることを想定し

ており、「西尾市避難所運営マニュア

ル」にて、ペットも避難者と同じよう

に利用者登録していただくこと、避難

所での飼育ルールや飼育場所を地域

で定めていただくことなどを明記し

ております。 

危機管理

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

15 2章 2 災害時のペットに対する対策として、迷

子札やマイクロチップの呼びかけ等は、

ボランティアだけでなく市で行えない

か？ 

ペットの管理については、登録鑑札や

狂犬病予防注射済証を首輪に着けて

おくなど、災害時に限らず適正な管理

の呼びかけを継続実施しています。今

後も第 5 章 2 施策の内容(3)⑥「動物

の愛護と適切な管理の観点から、飼い

主に対する正しい知識の普及に努め、

最後まで責任を持って飼ってもらう

よう周知徹底を図ります。」の内容に

より対応してまいります。 

環境保全

課 

16 1章 1 施策をやります。努めます。では前に進

まない。Ｔシャツを作ってもっとＰＲし

たらどうか？販売もさかな広場など人

が集まるところで販売すればＰＲもで

きる。若者向きのほうが早く広がると思

うし、大提灯、えびせん、カーネーショ

ン等のＴシャツが受けると思う。また、

大提灯のプラモデルなどもよいと思う。

観光コースにせんべいの体験型の観光

資源を整備し、観光バスが市内に乗り入

れる場所を多く作って活気のある西尾

市ができると思われます。 

すでに各組合が T シャツやポロシャ

ツを作成し PR をしており、道の駅等

で一部販売しています。第 1章 1施策

の内容(2)②「特産品の開発・販売や

観光客のニーズに合わせたメニュー

の開発などを促進します。」の中で、

対応させていただきますとともに、施

策を進める上での参考にさせていた

だきます。 

観光コースについては、第 1章 1施策

の内容(2)①「地域資源を活用した体

験プログラムを充実させ、西尾に滞在

する魅力を高めます。」及び②「特産

品の開発・販売や観光客のニーズに合

わせたメニューの開発などを促進し

ます。」の中で対応してまいります。

原案の変更はいたしませんので、ご了

承ください。 

商工観光

課 

17 1章 4 幡豆漁協の高齢化、後継ぎがない、収入

が見込めない、新しい漁業の教育、指導、

企業化、そして魚ばなれと若い働く主婦

に手をかけずに調理できる魚の加工販

売。港の美化、ボランティアによる清掃、

観光による活性化と隣接ホテルとのコ

ラボ、漁業婦人の他県交流、昔から幡豆

しか見てない、そして縮小を食い止めフ

ェスティバルの開催、子育て支援とのコ

ラボ、老人の働く場の提供、切にお願い

いただいたご意見は、第 4章 3施策の

内容(4)④「高齢者の生きがいづくり

のため、老人クラブを通じた社会活動

を促すほか、シルバー人材センターな

どを通じて体力に応じた就労機会を

提供します。」の中で対応させていた

だきますとともに、施策を進める上で

の参考にさせていただきます。 

長寿課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

します。女性が働き（正社員）税金増、

お年寄りが子供を見ておばあちゃんが

孫にお金をあげる。幸せと豊かさの円。 

18 3章 3 退職して図書館をよく利用しておりま

すが、素案にもあるように施設の老朽化

が激しく駐車場も狭くて利用しにくい

状況にあります。蔵書の充実化も図って

いただきたいと思います。 

いただいたご意見「駐車場の確保」に

つきましては、関係部署と協議し整備

をすすめております。図書館は鶴城公

園内の施設でもありますので、今後も

引き続き、関係部署と協議してまいり

ます。なお、蔵書につきましては、第

3 章 3 施策の内容（4）③「多様化す

る資料形態や市民ニーズに対応でき

る蔵書構成と管理運営体制の構築、施

設の更新・充実を図ります。」で対応

し、市民の皆様のご要望もお伺いしな

がら引き続き充実してまいりたいと

思います。 

図書館 

19   西尾市総合計画（素案）は、大変良く出

来ているが、市議会議員全員がこれだけ

の項目を把握して議会に望んでいると

は想えない。議員教育を必要では? 

計画に対し、各方面に視察に議員の方々

は行かれてると思うが、何の目的で何を

見て、どの様に行なうか、結果の見通し

等を議員本人に報告させ（現在も行って

いるが）、市議会だよりに掲載し、市役

所に行かなくても、一般に分る様にして

戴きたい。 

各委員会視察の報告書については、平

成 25 年度より、ホームページにて公

開をし、書籍では、過去 3年分を本所、

各支所及び図書館にて一般の方に閲

覧していただくようにしております。

市議会だよりへの掲載については、西

尾市議会広報委員会にて検討してい

きます。 

議会事務

局 

20 1章 3 ＩＣＴの活用をもっとはば広く行い、西

尾市をＩＣＴ活用のモデルとなれるレ

ベルまで引き上げてはどうでしょうか。

商業だけでなく、あらゆる産業振興のプ

ラットホームとしてベース作りをする

ことで、起業の町として発展できると思

います。 

いただいたご意見は、第 1章 3施策の

内容(1)「商業経営環境の強化」及び

（4）「起業・創業の支援」の中で対

応させていただきますとともに、施策

を進める上での参考にさせていただ

きます。 

商工観光

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

21 3章 2 教育面でも英語教育にプラスして、コン

ピューター教育をとり入れ、ＩＣＴに強

い未来の子供たちの可能性を開くこと

になると思います。 

いただいたご意見は、第 3章 2施策の

内容(3)②「情報化への対応と教育効

果を高めるために、ICT を活用した教

育を推進します。」の中で対応させて

いただくとともに、施策を進める上で

の参考にさせていただきます。 

学校教育

課 

22 3章 1 今後の課題の中に、待機児童（保育園）

のことが書かれていないのですが、西尾

市では、どこかの保育園に入れれば、第

1 希望ではなくても良いという見解なの

でしょうか？全国的には、希望する保育

園に入れない人を隠れ待機児童と呼ぶ

のだと思います。未満児では入れないこ

とは仕方がないのかもしれませんが、年

少でも第 1希望に入れないことが多いそ

うです。 

私も 3才の子がいるので市役所に相談し

たら、「第 1希望に入れないことはよく

あることなので、1 年くらいガマンでき

ませんか？」と言われました。市が隠れ

待機児童問題を何とも思っていないと

いうことなのかなと思いました。その 1

年が大変でガマンできずに長く続けて

きた仕事を辞めてしまったら、西尾市と

しても税収が少し減るのでは? 

希望の多い保育園では第１希望に入

園できない場合があり、大変ご迷惑を

おかけしております。1人でも多くの

方に第１希望の園に入園していただ

くため、施設の拡張も視野に入れ定員

を検討しておりますが、老朽化した施

設が多く早急に対応することが困難

な状態です。また、保育士確保も厳し

い状況にあります。保育園建て替え時

には、人口動向やニーズを踏まえ定員

を検討するとともに保育士の確保に

努めてまいります。 

子ども課 

24 5章 1 総合グラウンドの管理、初めて見た時

（グランドゴルフのため）の草ぼうぼう

にびっくり、総合グラウンドとはとても

思えなかったが、場所的に民家が近くに

あり、大きな大会は騒音として（近所か

ら苦情があり）開催出来ない。 

岡崎、蒲郡も市のはずれにあり、西尾市

もこどもの国の有効活用が望ましいと

思う。駐車場は各会場近くにすること

と、市外からの来場者にも恥ずかしくな

い管理を。箱物を同じく作ればいいとい

う物ではないと思う。 

いただきましたご意見は施策「公園の

維持管理と利用促進」の中で対応させ

ていただきますとともに、施策を進め

る上で参考とさせていただきます。 

公園緑地

課 

スポーツ

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

25 4章 3 地域包括ケアシステムから共生社会に

向けて生活協議体及び生活支援コーデ

ィネーターの役割は必要不可欠となっ

てきます。すでにＮＰＯが実施している

と思いますが、行政、包括支援センター、

ＮＰＯ、地域住民などとの連携や話し合

いを密に行い、地域の実情に合った支え

合いの仕組みができることを期待して

います。 

いただきましたご意見を参考にさせ

ていただき、第 4 章 3 施策の内容(1)

に「④高齢者が地域で自分らしい生活

を送れるよう、市全域及び概ね中学校

区に生活支援コーディネーターを配

置し、ＮＰＯ法人、地域包括支援セン

ター、地域住民の代表者等で、協議体

の体制づくりを進め、日常生活支援に

努めます。」を新たに加えてまいりま

す。 

長寿課 

26 2章 1 私達針曽根町民はバス停も遠く、自動車

の依存度が高いのですが、農面道路を使

い西尾方面に行こうと思うと長縄西落

（菱池、外河原）の産業道路で（町民は

行って帰っての道と呼んでいます。高校

生は自転車をかかえてわたっていま

す。）手間どり、深池方面に出るとまた

左右の道に手間取り、本当に便が悪いで

す。改良してほしいと思います。 

長縄町西落の交差点は、主要地方道西

尾幸田線と県道蒲郡碧南線が交差す

る菱池町外河原の交差点を築造する

際に道路構造基準に基づき、公安委員

会等と協議を行った結果福西農免道

路への乗り入れ位置として決められ

ました。そのため、西尾市街地へ向う

場合に直進で通り抜けることが困難

となりましたが、通行の安全及び交通

を円滑にするものでございますので、

ご理解をお願い致します。 

土木課 

27 1章 1 観光の 1つとして、八ツ面には昔、キラ

ラ（雲母）が発掘されていました。この

歴史を研究調査して市民及び市外の人

にも知って頂き、資料館など考えて見て

はどうでしょうか。 

いただいたご意見につきましては今

後の事務を進める上での参考にさせ

ていただきます。 

文化振興

課 

28 1章 4 休耕田の活用 

休耕の畑地は雑草が生い茂るなどして、

附近の住民が迷惑しています。何か活用

出来ないか。 

いただいたご意見は第1章4施策の内

容(2)①「優良農地の確保に努め、農

地の利用集積・集約化を進めるととも

に、遊休農地の利活用を図ります。」

の中で対応させていただきますが、農

地の雑草については、引き続き、必要

に応じて所有者等に適正な管理をお

願いしてまいります。 

農林水産

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

29 2章 1 （1）生活道路の整備 

私の近くの道路で、3 か所ほど右折車線

が無いため、一定の時間帯に著しく車の

渋滞を起こしています。日常生活で不自

由しています。 

場所①下町ヤマナカ店の東交差点 

  ②鷲塚橋西（碧南側） 

  ③シードーム東交差点 

①下町ヤマナカ店の東交差点及び③

シードーム東交差点は、第 2章 1施策

の内容(2)①「恒常的な渋滞を解消す

るため、右折車線整備等の交差点改良

と幅 6ｍ以上の道路を整備します。」

で対応してまいります。なお、2箇所

については、今のところ具体的な進捗

は見られませんが、将来的に整備を進

めるよう取り組んでまいります。 

②については、碧南市内の交差点であ

るため把握しておりません。 

 

土木課 

30 2章 2 災害対策 

私の家は学生の頃、台風 13 号と伊勢湾

台風で床上浸水となり（2 回共床上浸水

であった）住んでいた家がぼろぼろにな

り壊れてしまいました。 

名古屋で生活をしていたのですが、現職

（警察官）であった頃の 13 年位前に、

家を新築し 10 年位前から西尾に引越し

ました。 

現在、東南海大地震を心配しており、津

波がくれば、また床上浸水等の災害が予

想され心配でなりません。どうか、平坂

町の入江について、しっかり対策をして

いただき、二度と床上浸水にならないよ

うお願い申し上げます。 

※また、故郷である西尾市の発展のため

に今後も色々と要望、お願いをしたいと

思っていますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

平坂入江の対策につきましては、愛知

県に確認したところ平坂樋門の南側

の護岸補強から順次進めてまいりま

すと伺っております。 

河川港湾

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

31 1章 1 

3章 4 

観光と歴史文化の融合が大切と考えま

す。西尾は吉良家史跡、西尾城主に関連

するお寺、仏像、絵画が豊富。 

1）吉良氏に関する史跡めぐり⇒ウォー

キングできるマップ作り 

2）歴代西尾城主に関する史跡めぐり⇒

史跡説明板の充実、ウォーキングできる

マップ作り 

3）西尾城下町の史跡めぐり⇒史跡説明

板の充実、ウォーキングできるマップ作

り 

4）徳川家康の史跡めぐり⇒マップの充

実 

5）市内祭りめぐり⇒マップの充実 

市内くるりんバスで史跡めぐりできる

と観光客が増えると思います。京都でで

きているので、西尾でも必ずできると思

います。 

【商工観光課】 

いただいたご意見につきましては、第

1 章 1 施策の内容(1)①「さまざまな

資源を活用して観光の魅力を高める

ため、観光コースの周知やコース間の

交通連携、新たなコースの開発などを

進め、まち全体で西尾の魅力を感じら

れる取り組みを進めます」の中で対応

させていただきますとともに、施策を

進める上での参考にさせていただき

ます。 

【文化振興課】 

いただいたご意見につきましては、第

3 章 4 施策の内容(3)④「西尾城跡の

保存と整備を観光にも考慮しながら

進めます。」の中で検討してまいりま

すとともに、今後の事務を進める上で

の参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工観光

課 

文化振興

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

32 1章 1 今、浜松市では大河ドラマ直虎のブーム

で多くの方々が観光に訪れています、私

もその一人で直虎の足跡を辿る旅を何

回かしています。 

そういった面ででは、西尾市にも歴史的

に貴重なものが数多く有ると思います、

そして、これらに対して現状でも色々Ｐ

Ｒをして観光に尽くしていると思いま

す、その成果で近隣には知られていると

思いますが、やはり全国となると、どう

かな？って気がします、せっかくの観光

資源をたくさんの方々に見て貰わない

手は無いと思います、ＰＲの手段として

メディアを使った歴史人物のドラマと

か、例えば吉良公の一生（本当は良い人

でしたとか）人生劇場とか、まだまだ沢

山あると思います。 

あと、今迄もブームが去って人が訪れな

くなり寂れ無くなってしまったものを

沢山観ています、時代と共に変化が起こ

るのは仕方が無い事ですが、今後はその

様なロスを最小限に抑える事も課題に

なると思います。 

 

第 1 章 1 施策の内容(3)①「観光パン

フレットを充実するとともに、インタ

ーネットやマスコミなどを有効活用

して観光の PR を展開します。」の中

で対応させていただき、個別事業の具

体的な記述はいたしません。現在、忠

臣蔵サミットにおいて大河ドラマで

放映していただくように NHK に要望

をしておりますので、参考までにご報

告させていただきます。 

商工観光

課 

33 3章 2 学校教育について 

学校群の統廃合を早急に計画する事、な

ぜなら少子化が進み市に於いても子供

が減少、地区地域の学校では空き室が増

加していると思います。それと校舎の老

朽も進んで運用費も嵩み、現状の財政状

況を考えると、到底三十六校の存続は難

しく思います。ここは思い切って教育改

革の提案を願います。心配しています。 

学校の統廃合については難しい問題

であり、早急に対応することは難しい

と考えております。いただいたご意見

は、第 3 章 2 施策の内容(3)①「各施

設の長寿命化計画（個別施設計画）を

策定して、学校施設の維持・更新を計

画的に進めます。」の中で対応させて

いただくとともに、施策を進める上で

の参考にさせていただきます。 

 

学校教育

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

34 4章 1 

  

地域医療について 

市民病院の運用に疑問視しています、な

ぜなら毎年赤字を出し、改革をしますと

言ってもう何年になりますか、お金を湯

水の如く使っても未だ改善されず、担当

者諸氏らは真剣に取り組んでいますか、

疑います。自分の金じゃないからと、思

っていると感じてなりません、身を切る

思いで臨んでほしい、緊急、基幹病院の

驕りを考え見直しも有りじゃないです

か、市民はとりあえずあればの思いしか

思っていませんよね、難しい問題とりか

いしますが、これ以上無駄使いは止め、

死ぬ気で改革を御願いします。なんか開

業医が一人勝ちになる医療行政に疑問

を抱いています。改革をお金はありませ

ん、 

経営悪化が進む中、職員一丸となっ

て、経営健全化に向けて取り組んでお

りますが、その効果も診療報酬改定な

ど国の施策により打ち消されてしま

う状況にあり、結果がでていないこと

は大変申し訳なく思っております。 

国が医療費抑制施策を方針としてい

る以上、こうした傾向は今後も続くも

のと考えられますが、当院としまして

は、経営健全化に向けて、身を切る覚

悟で臨んでいます。 

昨年度末に当院は、平成 32 年度を計

画終期とした、「西尾市民病院改革プ

ラン」を国のガイドラインに従い、策

定いたしました。 

改革プランでは、小手先の改革ではな

く、病院機能の根幹に関わる改革にも

着手・検討することとしております。 

本年度当初からの 1病棟の休床は、患

者数の現状を踏まえて、身の丈にあっ

た病棟へ再編し、これにより、段階的

な人員調整を通じて、総人件費の抑制

を図ることを目的とした取り組みで

す。 

まずは、病院存続を前提に、改革プラ

ンで計画した各取り組みを着実に実

行していくことで、経営健全化を進め

ていく考えでありますが、並行して、

民間移譲、経営統合、民営化など、「病

院のあり方」に関しても、研究を進め

ていきたいと考えております。 

市民病院

管理課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

35 6章 4 行財政運営について 

残念ですが、合併が負のスパイラルを創

る結果になりました。当時の行政主導を

まずもって反省して頂きたいと思いま

す、合併が全ての間違った行政運営の始

まりと解釈しています。そこで再配置を

根本から見直し、検討をお願いします、

借金を積み重ねる、ハコもの行政はやめ

て、正直に住民、市民が納得するまで説

明、三か年、五か年、十か年、計画を立

案、優先順位を決めて、実行すれば良い

と思います。一部の業者が三十年間汗も

掻かず、胡坐を掻かせる事業をさせては

だめです、税収が上がる町創りをしまし

ょう。 

まだまだ述べたい事ありますが、これに

て失礼します。 

 

現在、進めている公共施設再配置の取

り組みについて、公共施設再配置を進

める５つの理由（少子・超高齢化、施

設の「高齢化」、合併に伴う重複施設、

市民の大きな期待、厳しい財政状況）

を基に、今後も粘り強く説明してまい

ります。 

また、10 月 1 日に PFI 事業検証室を

立ち上げ、必要な見直し等を検討して

おりますのでよろしくお願いします。 

資産経営

戦略課 

企画政策

課（PFI 事

業 検 証

室） 

36 2章 3 将来の西尾になにが、必要かを考えた時

に、名鉄西尾線の存続問題をきちんと整

理する事を上げます。米津鉄橋架け替え

を進め、名鉄に協力し、複線化は無理か

もしれないけれど、やはり西尾市唯一の

鉄道の存続利用推進を計画してほしい

と願います。人が集まる場所、人が行き

来する風景が見たくなります。蒲郡線存

続補助金問題も、米津の件が進めば良い

方向になるのではないかと期待します。

それと、鉄橋を近いうちに起る地震に対

応できる、避難、連絡道に利用できると

いいなと、ここは工事費が加算しても納

得できると思います。 

 

 

名鉄からは「橋梁については、2年に

1回、定期的な検査を実施し、構造物

の健全性が保たれていることを確認

しております。鉄の橋桁自体を保護す

る役割である橋梁の塗装も、適切な時

期に塗替えを行うことで、橋桁の耐久

性を確保しております。」との回答を

得ています。 

地域支援

協働課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

38 1章 1 「竜の子街道広域観光推進協議会」知り

ませんでした。先日、常滑では「常滑お

笑い EXPO」を実施し、マスコミでも大き

く扱われています。蒲郡では、「夏フェ

ス」や「セーリングワールドカップ」、

「ラグナシア」「竹島水族館」など著名

な場所があります。それと比較して、碧

南、西尾は弱いと感じています。佐久島

は、風光明媚な場所なので、まだまだア

ピールは可能だと思います。問題は、魅

力のあるコンテンツとリピーターです。

感動をどう体験していただくかを再度

検討した方がよいと思います。 

「大名行列」は、夏の始まりを感じさせ

る熱いイベントだと思いますが、ただ、

練り歩くイメージがあります。やはりメ

インイベントが必要です。夏といえば

「花火」なので、少ない本数でもよいの

で「花火」を検討してみてはどうでしょ

うか？ 

いただいたご意見につきましては、第

1 章１施策の内容(1)「観光ルートの

整備、観光交流圏づくり」、(2)「観

光メニューの創出」、(3)「西尾の魅

力の PR」、(4)佐久島観光の推進」の

中で、対応させていただきます。竜の

子街道については、昨年度からスター

トしています。半田市、常滑市、碧南

市と共に各市の地域資源を活かしな

がら PR を進め、この地域の観光振興

に努めてまいります。 

大名行列については、第 1章 1施策の

内容(1)④「鳥羽の火祭りや大提灯ま

つり、てんてこ祭、大名行列などの文

化的行事の保存と活性化に努めま

す。」の中で対応させていただきます。

なお、いただいたご意見の花火につい

ては、今後の参考にさせていただきま

す。 

商工観光

課 

39 1章 2 

6章 2 

「西尾の抹茶」は、地理的表示に選ばれ

たことはニュースで知りました。しか

し、市民および愛知県内でも認知が低い

と感じています。 

＊当時のニュースでは、「松坂牛」など

が目立っており、印象に残っていない状

況だと思います。 

世界的に、抹茶は注目されている商材な

ので、西尾を広めるチャンスと考えま

す。 

「一色産うなぎ」や「三河一色えびせん

べい」は、よいと思いますが、「西尾」

という言葉が入っていないのが問題だ

と思います。 

まだ、一色、吉良、幡豆、西尾の各自で

動いており、統一したアピールが必要だ

と思います。 

提案ですが、プロスポーツを誘致するの

プロスポーツの誘致についてですが、

例年開催している女子バレーボール

のＶプレミアリーグを始めとした、プ

ロスポーツやハイレベルなアマチュ

ア競技について、今後も引き続き大会

の誘致や開催に努めていきます。 

また平成 29 年 4 月にデンソーエアリ

ービーズとホームタウンパートナー

協定を結びました。今後も積極的にバ

ックアップをしてまいりたいと考え

ております。総合計画では第 3 章 5

施策の内容(3)②「トップアスリート

を招いたスポーツイベントや大会を

積極的に招聘します。」の中で対応し

てまいります。 

「一色産うなぎ」は商標登録したブラ

ンド名で、「三河一色えびせんべい」

もこの名称で現在商標登録申請中で

商工観光

課 

スポーツ

課 

秘書課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

はどうでしょうか？ 

例）磐田ジュビロなどサッカー 

＊市が運営する「メルマガ」「Twitter」

を用意すべき 

すので、「西尾」をつけることは考え

ておりませんので御理解いただきま

すようお願いいたします。 

40 1章 3 西尾市民の興味がある「駅西」。この広

場をどうするか注目していましたが、

「事業結果」について、残念に思います。

＊決まった内容を多くの市民が知らな

いと思います。 

駅は、自動車社会であっても、観光客な

どを考えると駅は入り口となります。現

在の「カラオケ JOYJOY」は、緑のネオン

が安い街という印象を与えています。小

京都をアピールするには、マイナス効果

のある景観だと思います。京都は景観を

重んじています。このあたりの思慮が足

りないと思います。駅を玄関口として考

え、「名鉄は単線だけど、風光明媚でよ

い感じだな」と思える玄関口がよいです

ね。 

残念ですが、コンベンションセンターと

ホテルでは、先行きが不安です。また、

長期定期借地権となると事業が悪い場

合、市が補填しないとダメです。今後、

問題を抱えた状態となりそうで市民と

しては不安を覚えます。 

 

いただいたご意見は、今後の事業を進

める上での参考とさせていただきま

す。 

なお、市といたしましては、事業者か

ら提出された事業計画を審査し、コン

ベンションホール及びホテル両施設

共に、契約期間中の事業継続に問題な

いと判断した上で、公正証書による事

業用定期借地権設定契約を締結して

います。 

また、事業用定期借地権設定契約に

は、事業者の経営状況等が悪化した際

に、市が財政的に支援をする等の内容

を謳っている条項はないため、市が財

政的補填をする義務はございません

のでご承知ください。 

                  

都市計画

課 

41 1章 5 第1章5(1)③の住工混在を早く解消して

ほしいと思います。 

いただいたご意見は第1章5施策の内

容(1)③「住工混在を解消するため、

優良な企業用地への立地を誘導しま

す。」で対応させていただきます。 

 

企業誘致

課 
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42 5章 5 施策の内容(5)公害対策の推進。西尾市

は、鋳造が盛んです。しかし、鉄くずか

ら出る水質汚染や空気汚染、騒音が近隣

で問題となっています。中小企業のた

め、土日の稼働や深夜の稼働がありま

す。早めに、立ち入り調査を実施願いま

す。これらを通報する仕組みが欲しいで

す。近隣に住んでいると「言いにくい」

ので我慢しているのが現状です。 

その点を踏まえ、調査、支持ができる行

政の仕組みを早急に対応願います。 

公害対策の推進の施策内容により対

応してまいります。 

なお、鋳造事業者に限らず、各種公害

については、その内容により愛知県

（西三河県民事務所環境保全課）と合

同で立入調査を行い、大気汚染防止法

や騒音規制法などの基準との適合を

確認し、指導を行う体制となっていま

すので、お困りの状況について西尾市

環境保全課（電話 34-8111）にご相談

ください。 

環境保全

課 

43 4章 3 生きがいづくりでは、長寿命化にともな

い健康年齢を長くすることが大事とさ

れています。老後の不安は多くの市民が

持っていると思います。どこまで安心し

て暮らせるかをフォローすることも行

政の大事な仕事だと思います。病院や健

康施設もそうですが、やりがいをどのよ

うに作るか？これが大事です。やはりサ

ラリーマンだった人は、いきなり孤独と

なり対応に戸惑うことが多いのではな

いでしょうか？特に男性はそれまで地

域とのかかわりあいが少ないため、孤独

になりがちです。男性は論理的に行動す

るので、メリットを与えると理由付けを

し動きます。そこでボランティア活動に

参加させるには、「ボランティア参加で

何かしらの免除が受けられる」といった

ことで動くと思います。 

ボランティア活動をはじめとする地

域活動への参画は、高齢者の生きがい

づくりと密接な関係があると考えて

います。一般的にボランティア活動

は、自発的な意思に基づき、他人や社

会に貢献する活動であると考えられ

ます。したがいまして、何かしらの免

除を与え「参加させる」のではなく、

「参加する」という自己の能動的な行

動に期待を寄せています。活動に対す

る無償性、無給性の原則を尊重し、年

齢を重ねて磨き上げられた特技や趣

味を生かし、ボランティア活動等への

参加意欲を高めていただきたいと考

えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いたします。 

地域支援

協働課 

44 4章 5 年金などの未納者対策として、払えない

人はボランティア参加である割合の免

除という考え方はできますか？いろん

なところで「ボランティア」を実施して

いますが、多くの人に参加を促すには、

メリットを与える必要があると思いま

す。そこで、賃金の代わりに税収のある

割合を免除することで、参加を促すこと

ができると思います。ハードルは高いと

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、現在のところボラン

ティアの参加の割合に応じて西尾市

単独で年金などの支払いを免除する

ことは考えていないため、原案の変更

はいたしませんので、ご了承くださ

い。 

保険年金

課 
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思いますが、検討する価値はあると思い

ます。 

45 5章 1 協働の考え方は賛成ですが、現状この時

期の公共場所の「雑草」について、処理

がされていません。特に、西尾城に作っ

た石垣。ノリ斜面に芝生を植えていたと

思いますが、今では雑草だらけ。駅の無

料の駐輪場。ここも雑草により、自転車

を置きにくい状況があります。 

このあたりは、どこが管理しているのだ

ろうと思います。 

【文化振興課】 

歴史公園は指定管理にて対応してお

り、草刈りは年 3回おこなっておりま

す。今後も適切な管理に努めてまいり

ますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【地域支援協働課】 

西尾駅東の自転車駐車場については、

年２回の除草を行っています。予算の

範囲とはなりますが、工夫して適切な

管理に努めてまいります。 

文化振興

課 

地域支援

協働課 

46 5章 7 施策の追加で検討してほしいものがあ

ります。監視カメラの増強です。防犯や

老人の徘徊などの監視が可能です。防犯

については、抑止効果もあります。 

また「U ストリーム」を使用した固定カ

メラ。 

これらは、台風時の防災、渋滞情報など、

最新の情報を市民に提供できます。 

豊田市では実施しています。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 5 章 7 施策の内容(2)①を

「自主防犯団体活動を支援し、警察と

連携して地域の自主的な防犯活動を

推進します。また、防犯灯及び防犯カ

メラの設置を推進して犯罪の抑止を

図ります。」として「防犯カメラ」の

記述を加えさせていただきます。 

なお、「Ｕストリーム」を使用した固

定カメラ（ライブ配信可能なカメラ）

については、カメラの設置・管理主体

が町内会であるため表現の追加はし

ません。 

防災面におけるカメラは、佐久島に設

置してある「津波監視カメラ」及び㈱

キャッチネットワークが市内に設置

しているカメラを活用しております。

いただいたご意見につきましては、第

2章 2(1)③「同報系無線や移動系無線

をはじめ、各種情報収集・伝達システ

ムを総合的に構築します。」の中で併

せて検討するため、原案の修正は考え

ておりません。 

危機管理

課 
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47 1章 1 基本計画とは異なりますが、中村市長が

公言されていた「PFI」の進捗報告をお

願いします。 

10月 1日に PFI事業検証室を設置し、

検証作業等を進めております。特別目

的会社とは、工事の一時中止に関する

協議を行っており、今後、協議が整っ

たところでお知らせ出来ると考えて

おります。 

PFI 事業

検証室 

49 2章 2 防災における空白地とならない様、災害

時における地元建設業者及びその事業

者の重機作業員の確保が保てる様、公共

工事等の 1年を通し又事業者の工事量の

バランスの取れた発注を実施してほし

い。 

すでに契約業務の中で発注時期の平

準化に取り組んでおり、今後も更に進

めてまいります。又、西尾市建設業災

害防止協会及び西尾市管工事業協同

組合とは災害協定を締結しており、非

常時には協力を頂ける体制をとって

います。 

財政課 

50 4章 4 

4章 5 

障害者福祉・社会保障を考える中で、不

正な役所への申告等により不正な福祉

サービスを受けている実体の究明と是

正をし、不公平感のない環境作りをする

事。 

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、「不正な役所への申

告等や不正な福祉サービスを受けて

いる実態の究明と是正」につきまして

は、事業所への監査や福祉サービスの

利用計画に基づく支給量の見直しな

ど公平な支給となるよう事業を実施

しておりますので、原案の変更はいた

しませんので、ご了承ください。 

福祉課 

長寿課 

52 1章 1 広報「にしお」に様々な催しが紹介され

ていて、よい取組がなされている。 

滞在型・回遊型・体験型の観光メニュー

を「地域ブランド」「歴史文化」等と関

連づけた総合的なものにし、積極的に市

外にＰＲしていきたい。 

〈例〉 

西尾駅集合→〈観光バス〉西尾図書館・

資料館・岩瀬文庫→抹茶工場見学体験

（稲荷山公園・紅樹園・実相寺）→吉良

黄金堤・花岳寺・華蔵寺 

 ※昼食 うなぎ弁当など 

→吉良温泉（泊） 

  アトラクション（てんてこ踊り、吉

良小唄など）  

第 1 章 1 施策の内容(2)「観光メニュ

ーの創出」及び(3)「西尾の魅力の PR」

で対応させていただきます。なお、い

ただいたご意見の具体的なルートに

ついては今後の参考にさせていただ

きます。 

商工観光

課 
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  お土産コーナー（お茶、えびせんべ

いなど） 

→尾崎士郎記念館 糟谷亭→金蓮寺弥

陀堂→一色さかなセンター→西尾駅 

解散 

 ※観光ボランティアによるガイドも

活用 

53 2章 1 今後の課題でいくつかの幹線道路の整

備が挙げられているが、その中でも県道

安城一色線の早期整備に取り組んでい

きたい。 

米津橋～南中根まで通学・通勤時間帯の

渋滞が続いている。渋滞を避け、西信の

交差点を左折して米津小への道に抜け

る車が 7～8 時の間に 100 台以上になっ

ている。 

交通渋滞を緩和して事故防止となる安

城一色線は一色さかな広場や佐久島へ

のアクセスもよくなる。 

 都市計画道路安城一色線の進捗状

況につきましては、事業主体でありま

す愛知県に確認したところ、全体延長

約 12.9km の内、下町、住崎町地内の

約1ｋｍ区間と一色町地内の約2km区

間において供用開始がされておりま

す。 

 また、現在事業を進めています区間

は、下町の大道交差点から西の町小学

校西側を通り上町の金石神社南側ま

での約 1.2km 区間と一色町諏訪神社

から南へ国道 247 号までの約 0.3km

区間です。 

なお、両区間共に用地取得、物件移転

補償を進めているところであり、具体

的に供用開始年度などは定まってい

ない状況と伺っております。 

 本路線は、西尾市にとりまして市内

を南北に結ぶ重要な幹線道路である

と認識しておりますので、引き続き、

愛知県へ早期の完成を要望してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

土木課 
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54 3章 2 ◎これからの学校教育に求められるもの

○学校が抱える問題 1.新学習指導要領へ

の対応・小学校での英語の教科化 小 5、6

年 小 3、4 年 外国語活動・道徳の教科

化・キャリア教育の充実・「主体的・対話

的で深い学び」ができるよう授業改善 2.

教員の多忙化・長時間勤務、過大な時間外

勤務の解消個人情報を守る等で事務処理

やテスト・作文処理など学校で行う。職員

会議、学年会、各指導部会、部活動等で帰

宅時間が遅い日が続く。・授業時間の増加

で十分な教材研究ができず、教科書をこな

すにも苦労する。・生徒指導、保護者のク

レーム対応等で教員同士や子どもとのコ

ミュニケーションが十分とれない。・子ど

も理解が教育の大前提であるが、それが不

十分であるため、いじめや不登校の問題が

生じてくる。3.教員の資質の向上・「主体

的・対話的で深い学び」ができる授業を実

践するためには、教員の授業力の向上が不

可欠である。子ども自らが教材と対決し、

そこから生まれた問題を自ら追究して解

決していく単元を構想すること、追究に拍

車をかける教師支援を明確にすることが

大切である。4.新学習指導要領を確実に実

践できるための教育環境の整備（主に国や

県の施策が必要）・教員定数の増加が必要。

国の財務省は逆に減らそうとしている。経

費削減のために非正規教員で対応してい

る。多い学校では、半数近くが非正規教員

になっている。職員室の席を共有している

のが現実である。〈Ｈ29・10・2 朝日新聞

非正規教員過酷な勤務実態〉小見出し・募

集内容超える業務…5 ヵ月後、脳出血・部

活・地域活動も…驚きの負荷・経費削減が

背景に「処遇の不平等、改善を」・賃金・

年休など不満続出 日教組が交流会 常

勤講師は正規教員と同じ扱いにせざるを

問題の解決に向けた取組を丁寧にご

提案いただきありがとうございます。

西尾市教育委員会として既に取り組

んでいるものもありますが、いただい

たご意見を今後の施策を進める上で

の参考にさせていただきます。 

学校教育

課 
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得なく、担任も部活ももたされることにな

る。それなのに待遇は不平等なので、不満

がでるのは当然。○問題解決に向けての取

組（案）1.英語・道徳の教科化への対応・

道徳→各学校にいる道徳主任の力量向上、

各学校の実態に即した年間指導計画及び

評価基準の作成、学級担任への指導助言

（校長・教頭も指導にあたる。）・英語→

英語の指導者（英語の免許所有の教員）を

各小学校に 1人配置する。（県の仕事であ

るが…） 配置が無理なら、中学校の英語

教師に指導助言を仰ぐ。外国語活動だけな

らＡＥＴの増員でまかなえるが、英語では

それだけでは無理。正規教員で 5、6 年の

担任になったら、担任同士で英語の授業研

究をしあう。・市教育研究会の道徳部会・

英語部会の充実 ・道徳・英語の授業分析

会の実施。2.多忙化の解消。・公務のスリ

ム化を図る。公務分掌を見直し、必要最小

限のものとする。担当者任せでなく、協働

の精神で互いに助けあっていく。・教員一

人一人の危機管理意識を高め、学校でやる

べきもの、持ち出し禁止のものを明確にす

る。・職員会議等の会議は、議論すべきも

のと伝達・承認のものとを明確にして運営

する。・部活動のあり方を見直す。地域の

指導者の活かし方を考える。学校週 5日制

発足当初の趣旨があいまいになっている

のが現状。明確化。 3.教員の資質の向

上。・「授業で勝負」の心で、子どもで語

り合う授業分析会や市教育研究会の各部

会の充実が期待される。・他市で設けられ

ているように、「西尾市教育センター」を

是非とも設置してほしい。既存の施設の一

部でよいから教員研修の場を造ってほし

い。 
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56 3章 2 ○特別支援教育の充実 

 「障害は不便だが不幸ではない。」、

「障害は個性である。」障害を持つ子ど

もが自分の個性を伸ばして、立派に社会

で自立してほしい。 

 かつて特別支援学級の担任を依頼さ

れると、何か左遷されたように思った

り、拒否する教員もいた。 

 「この子たちにそんなことをさせても

無駄」という担当者もいた。障害はあろ

うとも、可能性のある子どもに対して、

「やっても無駄」とやりもせずに切り捨

てる権利がお前にあるのか、と言いた

い。ヘレン＝ケラーとサリバン先生から

学べと言いたい。 

 昭和 62 年に愛知県教育委員会特殊教

育課から 2年間の特殊教育啓蒙推進地区

指定を委嘱された。そのとき、市教委に

いた私が担当し、「共に学び、共に生き

る道」をテーマに研究を推進した。 

 63 年の発表会での障害をもつ子ども

の母親の体験発表は、会場の多くの人た

ちに感動を与えた。 

 当時の教育部長が今後も発表会を継

続できるよう予算化してくださった。そ

れが今も継続されている。 

 現在、「特別支援学校」開設に向けて

着々と進行していると聞いている。一日

も早い開校を願っている。 

第 3 章 2 施策の内容(4)②「特別支援

学校の誘致を進めます。」にも記述し

ておりますが、現在、県立特別支援学

校の設立に向けて、愛知県と共に準備

を進めております。 

今後も皆様のご期待に添えるよう早

期開校に向けての事務手続きを進め

て行きますので、ご協力をお願いいた

します。 

教育庶務

課 
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57 3章 2 ○教育施設・設備において統廃合のやり

方はそぐわない。 

 今ほど人づくりの大切な時はない。上

杉鷹山に学べと言いたい。これからの日

本を担う子どもたちを育てるための教

育予算をケチるようなことはしないで

ほしい。 

 今回の市議選で聞いた寺津中のプー

ルの件がその悪い典型である。 

 緻密な事前調査・実態調査と実施計画

を立て、それらを厳しく吟味したうえで

実施するようにしてほしい。 

 

いただいたご意見は第3章2施策の内

容(3)①「各施設の長寿命化計画（個

別施設計画）を策定して、学校施設の

維持・更新を計画的に進めます。」の

中で対応させていただくとともに、施

策を進める上での参考とさせていた

だきます。 

教育庶務

課 

58 5章 1 園庭や校庭の芝生化の活用状況を検証

されているか。芝生の管理は簡単ではな

い。芝生の中の雑草をとるだけでも大変

である。 

結局、課題にあるように「保護者などが

主体となった管理を促す」ことになる。

ある学校では民生委員さんにお願いし

ていると聞いた。それでよいのだろう

か。事前に緑化計画をチェックし、緑化

の趣旨に合う計画に予算配分すること

のほうが一律に芝生化することより、よ

り有効であると考える。 

 

【教育庶務課】いただいたご意見は今

後の事務を進める上での参考とさせ

ていただくとともに、引き続き小中学

校の管理体制を検証し、今後の計画を

立ててまいります。 

【子ども課】 

保育園・幼稚園の園庭芝生化の今後の

管理について、父母の会や地元の方々

の協力もいただきながら、どういった

維持管理方法を行うか、予算と併せて

検討していきます。 

子ども課 

教育庶務

課 

59 5章 1 「愛知こどもの国」は市外からたくさん

来園してくれる西尾市の目玉となるよ

うな公園にしたいものである。 

第 5 章 1 施策の内容(2)⑤「市民活動

団体や県、地元と連携して「愛知こど

もの国」の利用促進を図ります。」を

基に施設の魅力向上について働きか

けてまいります。 

地域支援

協働課 
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60   全体的に目を通しての意見ですが、1 点

目、第 1 章～6 章までありますが、基本

的に 1章以外は当たり前の様なことが記

載されていて、どこの市でも使える内容

と感じました。市として何に力を入れて

活動されるのか伝わらないので、各章毎

に特に力を入れていく項目がわかる様

に記載されても良いかと思います。2 点

目は、目標値が定量的に記載されている

ことは大変良いと思います。出来れば、

その数値の根拠を記載した方が良いと

思います。（他の市の比較など） 

今回の総合計画は中間年度に伴う見

直しのため記載方法の大幅な変更は

考えておりませんが、次に総合計画を

策定する際にいただいたご意見を参

考にさせていただきます。 

企画政策

課 

61 3章 2 ・学校施設・設備等の整備 

市内の各小学校の設備されている、グラ

ンドの野球用バックネットの使用が、現

在使用されていない。（ソフトボールと

サッカーを小学校で併せてクラブ活動

にする） 

※時代の流れで、野球（ソフトボール）

の競技者減少と小学校での対応で、サッ

カーへの流れで、バックネットが不用に

思われる（教育委員会での検討して戴き

たい） 

小学校の体育授業等で、現在野球型の

球技も行っています。また、学校施設

開放においても、野球などの球技を行

っていることもあり、現時点ではバッ

クネットが不要とは考えていません。

しかし、今後の競技人口の動向を注視

しながら、いただいたご意見を今後の

事務を進める上での参考にさせてい

ただきます。 

学校教育

課 

62 6章 3 全小学校区ごとに「校区コミュニティ推

進協議会」が平成 24 年度に組織され現

在 6年経ちましたが、いまだ町内会との

役割分担が明確になっておらず、校区で

の行事、関わる費用等で問題が起きてお

り、各々の組織と立場の明確化を図りス

ムースに活動できるような指針を明示

してほしい。 

町内会や校区コミュニティ推進協議

会は、地域福祉の向上や市民主体のま

ちづくりを進めていくうえで重要な

役割を担っている組織であり、欠かす

ことのできない行政の大切なパート

ナーであります。本市では、近年の少

子高齢化の進行や人口減少社会の到

来など、社会経済情勢が大きく変化す

る中で、地域課題や市民ニーズの多様

化、複雑化により、公助の対応には限

界があるとの考えから「西尾市の校区

コミュニティの推進方針」を示してお

ります。そこでは、普段の活動でも基

本的な単位として根付いている小学

校区を単位とした枠組みで地域づく

地域支援

協働課 
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り活動を捉えています。校区コミュニ

ティ推進協議会は、町内会をはじめと

する地域の多様な主体で構成されて

おり、地域の課題は、地域で解決する

自主的な取組を推進し、市民の市政参

画を推進しています。町内会も校区コ

ミュニティ推進協議会も、暮らしを支

える地域運営組織でありますので、立

場や役割等については、地域の実情も

あることから、明確に分けることは難

しいと考えております。その地域にふ

さわしい組織や運営の仕組みがある

と思いますので、相互に補完、協力し

合う、組織づくりに取り組んでいただ

きたいと思います。 

63 1章 4 水産業については、アサリの不漁が続い

て、大きなダメージを受けていることか

ら、効果的な対策として、山河の整備を

していき、食物性プランクトンが適量に

発生して、アサリ漁場用海域を適量な濃

度を保ち、赤汐が発生しないように、ア

サリ養育に適量な環境整備を実施して

いく。 

いただいたご意見も効果的な対策の

一つですが、アサリ不漁の原因に対す

る対策は多数あり、特定の対策のみを

述べることができないため、原案の変

更はいたしませんので、ご了承くださ

い。 

農林水産

課 

64 1章 1 佐久島の観光をもっと大きくアピール

したらどうでしょうか。西尾市の中心部

にある西尾駅や市役所から南に向かっ

て、人が流れる様、吉良町や幡豆町の観

光をめぐって佐久島までが一本の線で

結ばれるような流れる線があると、西尾

市の観光として、他地区から来た人に売

り込みが出来ると思います。 

第 1 章 1 施策の内容(1)「観光ルート

の整備、観光交流圏づくり」及び(3)

「西尾の魅力の PR」、(4)「佐久島観

光の推進」の中で対応させていただき

ます。 

いただいたご意見は今後の施策を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

 

 

商工観光

課 

佐久島振

興課 
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65 1章 2 県外の友人に聞きますと、「三河のうな

ぎ」「愛知のうなぎ」「三河のえびせん

べい」と、西尾の名前が出ることが少な

いです。スーパーや店屋でもそうじゃな

いでしょうか？ 

なので、名前を「西尾一色産うなぎ」「西

尾一色のえびせんべい」など、西尾と入

れるだけで知名度がアップすると考え

ます。もちろん一色という名は取りませ

ん。愛知や三河では範囲が広すぎ、もっ

たいない感じがして仕方が無いです。あ

とは名産品にこだわらず、蒲郡のあじさ

いの里や竹島水族館、ラグーナや海陽学

園など、その市ならではの施設、旅行や

ツアーに組みこまれる場所ができれば、

訪れた人の記憶に残るのかと思います。 

既に「一色産うなぎ」は商標登録した

ブランド名で、「三河一色えびせんべ

い」もこの名称で現在商標登録申請中

ですので、「西尾」をつけることは考

えておりませんので御理解いただき

ますようお願いいたします。 

また、その市ならではの施設、旅行や

ツアーに組込まれる場所については、

第 1 章 1 施策の内容(1)①「さまざま

な資源を活用して観光の魅力を高め

るため、観光コースの周知やコース間

の交通連携、新たなコースの開発など

を進め、まち全体で西尾の魅力を感じ

られる取り組みを進めます。」及び(2)

③観光ツアーや体験プログラムなど

の観光商品を販売し、集客を図りま

す。」の中で対応させていただきます

とともに、今後の事務を進める上での

参考にさせていただきます。 

 

商工観光

課 

66 2章 3 くるりんバスの件ですが、どこを通って

いるのか？知らない人が多く、せっかく

西尾市になったから、市民にわかるよう

にＰＲをしてください。年をとると自分

で運転出来ずにこまります。駅からどう

ゆう風に通っているのかを知らせて下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

六万石くるりんバスに限らず、各施策

における利用促進の中で各地域や利

用者の階層に合わせた効果的な周

知・情報提供を行ってまいります。 

地域支援

協働課 
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68 3章 1 西尾市は子育て支援センターの数自体

はとっても多く、助かっている家庭も多

いと思います。しかし、支援センターは

すべて保育園内にあり（一部福祉センタ

ー）初めて訪問する際、とても敷居が高

いです。通ってもいない保育園に入って

いくことに抵抗のない人はいません。私

自身もそうで、保健センターの保健師さ

んに相談を何回もして、ようやく支援セ

ンターに行けたのは、子どもが 11 ヶ月

になったときでした。本当ならもう少し

早く行きたかったです。なので、独立し

た建物の支援センターがあると絶対良

いと思います。 

他市では、独立した支援センターがあ

り、就園児も使用できるのですごく便利

です。他市からの利用者も受け入れてく

れるところもあります。現在西尾市で

は、未就園児のみなので、今後どのよう

に支援センターが利用しやすくなるか

期待しています。 

子育て支援センターの運営などに関

する内容のため、第 3章 1施策の内容

(1)②「子育て支援センターやファミ

リー・サポート・センターなどにおけ

る子育て支援環境の充実や、子育てに

係る多世代交流の推進を図り、地域に

おける子育て支援を強化します。」の

施策をすすめるなかで、ご意見を参考

にさせていただきます。 

なお、保育園と併設や隣接しているメ

リットしては、利用される親子と保育

園双方が、入園前からお互いの様子を

うかがい知ることができることや、保

育園行事で交流することができるな

ど、今後の子育てへの円滑な移行に役

立つものと考えております。また、子

育てを当事者だけの負担にすること

なく社会全体で支えるためには、でき

るだけ多くの目で見守られる環境が

望ましいことからも、孤立した施設と

ならないようにしたいと考えており

ます。 

施設の一部には、単独施設（いっしき）

や保育園でない公共施設（福祉センタ

ー、寺津ふれあいセンターなど）もあ

りますので、ご利用いただくととも

に、保育園の敷居が高いと感じられる

ことについては、今後とも関係機関と

連携して情報提供やＰＲに努め、でき

るだけ気軽にお立ち寄りいただける

よう配慮してまいります。 

家庭児童

支援課 
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69 2章 2 地震津波対策について、いっそうの充実

をお願いしたいと思います。 

地域（区）での会合、小学校で行われる

自主防災活動へ参加して感じることは、

市民の間での防災意識の個人差の大き

さです。実績値には、参加率が 40％を超

えたとありますが、毎年同じ方が参加さ

れていたり、役員の方のみの参加区も少

なくないと思います。実際現場で感じる

のは、不安ばかりです。意識改革は難し

いと思いますが、せめてそこに参加され

ている人の不安意見を吸いあげ、実際津

波が来たときに想定される避難の手段

まで（避難所に限らず、どの経路でどう

動くかまで細かく）地域全体に徹底がな

されることを願います。たくさんの人が

よくわかっていないと思います。誰に聞

くとはなく、口々に不安を伝え合ってい

ます。小学校の屋上で皆が「この高さで

大丈夫なのか…」と口にしていた姿もお

伝えしたいです。 

地域での防災訓練や防災講話、出前講

座などの機会に、啓発活動を行ってい

ますが、これらに参加される方は、「防

災について知りたい」という比較的意

識の高い方です。不安があるが、防災

知識に乏しい方や、防災に興味のない

方への啓発活動は大きな課題の一つ

です。 

防災訓練や出前訓練はもちろん、市民

の声を市政に反映するために実施し

ております「市政懇談会」や「市民協

働ガイド」を積極的に利用していただ

き、町内の不安の声をお聞かせいただ

きたいと考えております。 

いただいた意見につきましては、第 5

章 6施策の内容(1)「防災意識の高揚」

及び(2)「地域防災力の強化」におい

て対応させていただきますとともに、

施策を進める上での参考にさせてい

ただきます。 

危機管理

課 

70 5章 1 愛知こどもの国の活性化 

地元との参加連携があまりにも不十分。

地元アドバイザーの設置任命を。会合が

少なすぎ、肩書だけの人だけでなく、や

る気のある地元人も一緒に活動をする。 

第 5 章 1 施策の内容(2)⑤「市民活動

団体や県、地元と連携して「愛知こど

もの国」の利用促進を図ります。」を

基に地元との連携の強化について働

きかけてまいります。 

地域支援

協働課 

71 5章 1 愛知こどもの国の活性化 

園内スポーツ施設・公園の設置。原発避

難者の休養地に車の乗り入れの施策を

取組む。 

【地域支援協働課】 

第 5 章 1 施策の内容(2)⑤「市民活動

団体や県、地元と連携して「愛知こど

もの国」の利用促進を図ります。」を

基に施設の魅力向上について働きか

けてまいります。 

【スポーツ課】 

愛知こどもの国の活性化という点に

おいては、第 3章 5施策の内容(1)「地

域における健康づくりやスポーツ活

動の活性化」の中で対応させていただ

いております。具体的には、毎年開催

地域支援

協働課 

スポーツ

課 



- 29 - 

 

NO 箇所 意見 回答 担当課 

の西尾駅伝フェスティバルで大勢の

方が参加されています。 

72 2章 2 ①旧幡豆町山間部の屋外不感地帯の解

消 

→同報無線、屋外スピーカーでは暴風雨

状態下効果なし。各戸の防災ラジオの活

用利用を要請したい。（東幡豆地区 65％

で不感） 

②自主防災のあり方 

各町内会の自主防災組織と行政（町内会

長含む）の取組み、コミュニケーション

の欠如、不足。 

→各町内会の自主防災リーダーの任命

と役割及び継続化。ここに市役所担当と

の一体化を望む。 

①同報無線の放送は、現在配付してお

ります戸別受信機によって屋内でも

聞くことができます。東幡豆地域の不

感地帯に対しては外部アンテナ設置

工事を進めるとともに、平成 31 年度

に計画しております防災行政無線更

新事業において解消を目指しており

ます。 

いただいたご意見につきましては、第

2 章 2 施策の内容(1)③「同報系無線

や移動系無線をはじめ、各種情報収

集・伝達システムを総合的に構築しま

す。」と併せて検討するため、原案の

修正は考えておりません。 

②各町内会の自主防災リーダーにつ

いては、自主防災会長にその役割を担

っていただいておりますが、単年で交

代することなく、継続して務めていた

だくようお願いしております。 

今後も訓練やリーダー研修会等を通

じて、コミュニケーションをより一層

図ってまいります。 

いただいた意見につきましては、第 5

章 6 施策の内容(2)「地域防災力の強

化」において対応させていただきます

とともに、施策を進める上での参考に

させていただきます。 

 

危機管理

課 
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73 5章 3 河川・海岸 

堤防決壊による水害について（わが家の

海抜は 1ｍ以下です。） 

海岸の堤防はコンクリートで最近また

嵩上げされています。私の住んでいる富

田では、西側にある広田川が土の堤防で

す。土の堤防でもいいから嵩上げを早急

にお願いします。 

第 5 章 3 施策の内容(1)②「広田川を

はじめ愛知県が管理する河川につい

て、自然環境にも配慮した治水・浸水

対策としての河川改修を県に働きか

けます。」に記載してありますように、

広田川をはじめと愛知県が管理する

河川について、治水・浸水対策を県に

働きかけます。 

ご意見の箇所は広田川整備につきま

しては、愛知県に確認したところ河川

整備計画に基づき整備を進めてまい

りますと伺っております。 

河川港湾

課 

74 5章 6 防災 

昔、わが家の防災マニュアル 地震・火

災・風水害から身を守るために 防災教

育センター（愛知県消防学校）☎（0561）

53-2015（代） 配布済 

洪水のときの、歩ける深さ男性 70ｃｍ・

女性 50ｃｍとあります。この状態は流れ

もなく障害物がない時のことです。今後

の参考にして下さい。 

いただいたご意見は今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

危機管理

課 

75 1章 1 西尾には、いろんな奇祭・イベントが有

ります。そして、西尾城、吉良家、有名

な歴史も有ります。そういう物をもっと

地方に広め、地方から足を運んでもらう

ための宿泊施設、イベントホール等が早

く駅前に有っても良いと思います。 

【商工観光課】 

いただいたご意見は第1章1施策の内

容(3)「西尾の魅力のＰＲ」の中で対

応させていただきますとともに、施策

を進める上での参考にさせていただ

きます。 

【都市計画課】 

いただいたご意見は第1章3施策の内

容(2)①「西尾駅西広場整備事業によ

りコンベンションホールとホテル機

能を整備し、駅周辺の集客基盤を強化

します。」の中で対応させていただき

ますとともに、施策を進める上での参

考にさせていただきます。 

商工観光

課 

都市計画

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

76 3章 2 中学校の校区について、西尾市内では平

準化がなされる動きがないと思います。

ある中学校区は一つの小学校から一つ

の中学校へ、別の中学校区は四つの小学

校から一つの中学校へ。少人数の児童の

学校では理解できますが、規模の大きい

小学校が複数あり、一つの中学校へ通う

ことになると先生も生徒へ目が届かな

くなってしまったり、生徒のより活躍で

きる学校行事の機会（演出）が平準化し

ていないように思います。 

近隣の市では、人口増加した学校区には

数年後には、新しい学校建設の動きが始

まりますが、西尾市では数十年も変わっ

ていないマンモス学校区が存在してい

ます。市の考え方や今後の方針を伺いた

いです。 

いただいたご意見は、第 3章 2施策の

内容(3)①「各施設の長寿命化計画（個

別施設計画）を策定して、学校施設の

維持・更新を計画的に進めます。」の

中で対応させていただくとともに、施

策を進める上での参考にさせていた

だきます。マンモス学校区の存在につ

きましてはすぐに解消することは困

難でありますが、今後の検討課題であ

ると認識しております。 

学校教育

課 

77 2章 3 名鉄西尾・蒲郡線の活用につきまして、

地域と連携することは、とても大切なこ

とかと思います。沿線からは少し離れま

すが、市内には工場がたくさんあり、市

外から通勤され来る方々も大変多いか

と思います。市内の企業にも最寄駅から

の通勤バスを大いに使っていただくこ

とにより、電車通勤の方を増やしたらい

かがでしょうか。そのためには、駅での

通勤バスの停車場の整備や企業へ通勤

バスの補助を出してはどうでしょうか。

車通勤が電車通勤になることによる道

路渋滞の緩和、CO2 削減、列車本数増、

列車連結車輌増につながればいいです。 

第 5 章 4 施策の内容(3)⑥を基に企業

へ働きかけなどを行い、エコモビリテ

ィライフを推進していきます。 

地域支援

協働課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

78 4章 1 税と社会保障の一体改革するためには、

高齢者住まい法を基本として医療介

護・自立支援をすることが重要であり、

推進することが課題である。 

訪問介護ステーションが病院と家庭と

の中間的役割を果たせるような機能を

持つように育てる。 

Primary balance 確立につながり、市民

に負担を軽減できる最良策であると確

信します。 

研修・講習・実施・実績を検証する。 

いただいたご意見は、今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

長寿課 

79 4章 2 市民が気軽に楽しめる（仮称）にしお君

体操の導入。 

既に目的と年代にあった体操が多数

存在しておりますので、新たに体操を

制作し導入することは考えておりま

せん。 

健康課 

80 4章 3 高齢者住まい法を基本として、身近に手

軽にパラダイム、発想の転換をする。 

いただいたご意見は、今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

長寿課 

81 4章 4 パラダイムによる発想の転換。 いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、「パラダイムによる

発想の転換」につきましては、国の制

度に沿って策定した障害者福祉に関

する計画に基づいて各種施策を進め

ており、原案の変更はいたしませんの

で、ご了承ください。 

福祉課 

82 4章 5 市民と地域と民間企業と行政が一緒に

産む育てる構造。 

発想の転換。 

社会福祉法人依存型ではなく、民間事業

者の競争の原理を活用する。 

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、「市民と地域と民間

企業と行政が一緒に生み育てる構造

や発送の転換、社会福祉法人依存型で

はなく、民間事業者の競争の原理の活

用」などにつきましては、地域生活支

援拠点の整備など地域の社会資源の

活用、NPO 法人を始めとする民間事業

者の福祉事業への参入などが進めら

れております。これらの事業所などの

情報につきましては第4章5施策の内

福祉課 

長寿課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

容(1)③に「福祉サービスの提供体制

の充実」を図っていくことと記載して

いることから、原案の変更はいたしま

せんので、ご了承ください。 

83 5章 6 J-ALERT に連動するスマートコミュニテ

ィ、ネットワーク、確立。 

J-ALERT は防災行政無線として連動

し、有事の際には重要情報をお知らせ

する仕組みとなっております。 

いただいたご意見につきましては、

2-2(1)③の中の「同報系無線や移動系

無線をはじめ、各種情報収集・伝達シ

ステムを総合的に構築します。」と併

せて検討するため、原案の修正は考え

ておりません。 

危機管理

課 

84 6章 1 行政がやらせるのではなく、市民が生み

育てる構造への発想の転換。 

第 6 章 1 施策の内容(1)「市民活動・

ボランティア活動の推進」に基づいた

施策を展開してまいります。市民活動

等への支援については、市民と行政と

の協働のまちづくりにおいて、パート

ナーとして協働関係の強化を図る上

で必要であると考えております。その

ため、団体等が、持続した組織運営を

行っていくためには、財政的な支援だ

けではなく、人材育成や意識改革とい

ったソフト面も含めた支援が必要で

あると考えております。ボランティア

活動をはじめとする市民活動は、自発

的な意思に基づき、他人や社会に貢献

する活動でありますので、自らの意思

と責任により活動に参画することで、

質の高い、持続した活動へとつながる

と思います。ご提案いただきましたと

おり、行政からの投げかけではなく、

市民活動の主体性を尊重し、支援のあ

り方については、その必要性や時期等

を考慮した取組を行ってまいります。 

地域支援

協働課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

85 6章 2 徹底した市民への情報開示、透明性を持

つ。 

次の項目を追加します。 

第 6章 2 

【今後の課題】 

○情報公開条例の趣旨に基づき、市が

保有する情報は、開示を原則とし、例

外的に不開示とするものは、必要最小

限にとどめる必要があります。 

【施策の内容】 

（３）情報公開 

①情報公開制度により、市民の知る権

利を保障し、市政の透明性を高め信頼

される開かれた市政を実現します。 

総務課 

86 6章 3 フィールドワーク、グランドデザイン発

想の転換と構築。 

第 6 章 3 施策の内容（1）「地域活動

の推進」に基づいた施策を展開してま

いります。コミュニティ活動の推進に

ついては、地域課題や市民ニーズの多

様化、複雑化により、公助の対応には

限界があるとの考えから「西尾市の校

区コミュニティの推進方針」を示して

おります。方針では、普段の活動でも

基本的な単位として根付いている小

学校区を単位とした枠組みで地域づ

くり活動を捉おり、これまでは、地域

住民の親睦や交流を中心に活動が行

われてきました。しかしながら、社会

経済情勢が大きく変化する中で、これ

からのコミュニティ組織は、地域運営

組織として、地域の中でサービスの生

産性を向上させ、福祉の充実や雇用の

確保も視野に入れた新たな仕組みづ

くりが必要であると考えております。 

地域支援

協働課 
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87 6章 4 市民を行財政運営会議に参加させる。 行財政運営に関する市民の参加につ

いては、第 6 章 1 施策の内容（2）③

「市民の生の声を聞き、行政の施策に

反映するための仕組みづくりを検討

します。」と記載しており、今後検討

していきます。なお、現在、西尾市で

は、市政を透明化したり市民の意見を

取り入れたりするため、行財政改革推

進委員会をはじめ各課で設置してい

る委員会等に多くの市民に参加して

いただいています。平成 29 年度で、

50 以上の委員会等で延べ 700 人以上

に参加していただいています。 

企画政策

課 

88 4章 1 地域医療や災害拠点病院として西尾市

民病院は大切な役目がありますが、市民

病院を受診される方がかなり減ってい

るように思われます。２０２０年には隣

の岡崎市に藤田保健衛生大学病院が開

設されるとのことで、西尾市民病院も少

なからず影響があると思います。 

今はネットでの検索により特徴・実績の

ある病院に自由に受診する時代です。 

市民病院＝総合病院ではありますが、何

かに特化した特徴ある病院を目指して

頂きたいです。例えば、ロボットリハビ

リに特化する・入院中のケアが充実して

いるなど… 

「西尾市民病院 改革プラン」の内容を

知りませんので、既にプランに入ってい

るかもしれませんが、是非活気ある市民

病院になって頂きたいです。 

改革プランにおきましては、経営の効

率化、再編・ネットワーク化、経営形

態の見直しとともに地域医療構想を

踏まえた役割の明確化を挙げており

ます。先端医療を行う三次救急医療の

病院が近隣に存在する地域性を踏ま

えて当院の役割を明らかにし、なおか

つ地域に必要とされる病院として改

革を進めてまいります。 

市民病院

管理課 
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89 1章 1 第 3 章 4「歴史文化」と関連するが、西

尾市の誇る歴史的な場所または建造物

を観光に結びつけるような施策および

記述が必要ではないか。 

【商工観光課】 

第 1 章 1 施策の内容(1)①「さまざま

な資源を活用して観光の魅力を高め

るため、観光コースの周知やコース間

の交通連携、新たなコースの開発など

を進め、まち全体で西尾の魅力を感じ

られる取り組みを進めます」の中で対

応してまいります。 

【文化振興課】 

いただいたご意見につきましては、第

3 章 4 施策の内容(3)④「西尾城跡の

保存と整備を観光にも考慮しながら

進めます。」を進める上で参考にさせ

ていただきますが「西尾市全体の中で

の歴史文化を親しむことができるよ

うにするため、今後も調査研究を進め

ていく」の理由により原案の変更はい

たしませんので、ご了承ください。 

商工観光

課 

文化振興

課 

90 1章 2 「西尾市の知名度」が低いなら全国的に

知られている「吉良」の地名を利用すべ

きではないか。 

【商工観光課】 

それぞれの地域の観光資源を活用し

ており、個別の地域に対して特別に記

述はいたしません。 

今後、「忠臣蔵」関連イベントで旧吉

良町を含めた西尾市のＰＲをしてい

きますのでご了承ください。 

【文化振興課】 

吉良という地名は確かに有名ではあ

りますが、「西尾をＰＲしていくこと

が大切である」という理由により原案

の変更はいたしませんので、ご了承く

ださい 

商工観光

課 

文化振興

課 
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91 1章 4 （3）②の記述について、いわゆるほ場

整備については、西尾市が先頭に立って

地権者へ説明することは少なく、むしろ

土地改良区の役割となるので、「土地改

良区と連携して」等を記述すべきではな

いか。 

優良農地の転用は農業振興の整備に関

する法律上からも極力抑制すべきで、集

団的で広大な優良圃場は転用を認める

べきではない。また、特に企業誘致の立

地により優良農地は毎年広大な面積が

減少しているのでゆゆしき問題と思考

する。これを「課題」と共に記述すべき

ではないか。 

【土木課】 

第1章4協働のまちづくりの考え方の

行政の役割の欄に「関係機関などとの

調整を図り」の記述を追加します。 

【農林水産課】 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 1 章 4 施策の内容(2)①を

「優良農地の確保に努め、農地の利用

集積・集約化を進めるとともに、遊休

農地の利活用を図ります。」の表現に

修正いたします。 

【企業誘致課】 

西尾市では税収及び雇用の維持拡大

等をはかるため、企業誘致を重点施策

の一つとして挙げており、市勢の発展

のために推進しておりますので、ご理

解をお願いします。 

農林水産

課 

企業誘致

課 

92 1章 5 一つ前の意見と関連するが、現在までに

企業誘致先はもっぱら優良農地内に選

定して立地させているが、市町合併によ

り山林原野地域が増大しているので、誘

致先候補地は非農用地、もしくは農業振

興地域の白地内へ誘導すべきと思考す

る。その記述が必要ではないか。 

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきます。なお、企業誘致課では

企業から企業用地の相談を受けます

と、最初に山間部・非農用地・農業振

興地域の白地内を紹介するようにし

ておりますが、企業の要望と合致しな

い場合には、農振除外・農地転用等の

許可が見込まれる農地を紹介せざる

を得ません。このような事情により、

原案の変更はいたしませんので、ご了

承ください。 

 

 

 

企業誘致

課 
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93 2章 1 「今後の課題」で「名浜道路」に触れて

いるが、後記の「施策の内容」欄には「地

域高規格道路の推進」に関しての記述が

ない。話が変わるが、中部国際空港の立

地先として現在地の外に三河湾「佐久島

沖」もあったが、議論検討の結果、伊勢

湾常滑沖の現在地に決定し今に至って

いると思考する。その折り当時の鈴木礼

治愛知県知事は東西道路構想を打ち出

し、東三河の市町をなだめ、直ちに関係

市町で協議会を結成し「名浜道路」構想

として確立し愛知県と共に推進してき

た経緯がある。このため、愛知県はこの

道路を実現化する義務があるので、西尾

市もその権利を継続するためにも、それ

を踏まえた記述で後押しすべきである。 

なお、それと関連して名浜道路の一色町

辺りから分岐して「西三河南北道路」構

想が持ち上がり、主には県道安城一色線

に乗るような線形で推進した経緯があ

る。この構想はその後どう変わったのか

知らないが、まだ存在するようならその

記述も必要である。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 2 章 1 施策の内容」(1)①

幹線道路の整備の欄に「地域高規格道

路の建設促進」の記述を付け加えてま

いります。 

また、西三河南北道路につきまして

は、安城一色線は、都市計画道路であ

り、第 2 章 1 施策の内容」(1)①「①

地域高規格道路の建設促進や都市計

画道路の早期完成、供用開始を目指

し、国・県と協力体制を構築します。」

の中で記述しておりますので、ご承知

願います。 

土木課 

都市計画

課 

94 2章 3 (2)②に「民間駐車場の有効活用」の記

述がある。今年 9 月末に西三河農協の A

コープ吉良北部店が廃止され、上横須賀

駅の東側にある広い駐車場の行方を心

配している。もし農協が近々地権者に返

還するようなら一部適正な面積を西尾

市で賃貸借して駅利用者の利便性を図

れば更に利用者は増えるのではないか。

西尾蒲郡線の更なる活性化のためにも

ぜひ実現して欲しい喫緊の課題である。 

第 2章 3(2)②「② 駅周辺の自転車駐

輪場や民間駐車場の有効活用により、

自転車やマイカーとの乗り継ぎの利

便性を高め、パークアンドライドを推

進します。」を基に、需要の把握や適

地の調査を進めてまいります。 

地域支援

協働課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

95 2章 4 「(1)市街地整備の推進」に関連して、

市街化区域内で地権者から要望があれ

ば原則として受諾して区画整理を実施

すべきと思考する。小規模面積だと効果

は薄いかも知れないが、農地でも宅地並

み課税をしているのですべからく推進

すべきと考える。その記述が必要ではな

いか。 

いただいたご意見につきましては、第

2 章 4 施策の内容(1)②「低・未利用

地の面的整備の推進や、住宅密集地に

おける住宅の建て替えに併せた道路

拡幅整備を推進します。」の中で対応

させていただくとともに、今後の施策

を進める上での参考にさせていただ

きます。 

都市計画

課 

96 2章 6 「下水道接続率」は市内平均値だが、接

続の悪い所は特定されているはずなの

で、旧町村毎に区別して警鐘を与えるべ

きではないか。 

 また下水道整備率は汚水処理構想区

域内のことと思考するが、まだ構想され

ていない農村区域も視野に入れて推進

すべきと思われるので、その記述が必要

ではないか。 

いただいたご意見は第2章6施策の内

容(2)①「下水道供用開始区域の全て

の世帯が下水道に接続するよう普及

活動を進めます。」の中で対応させて

いただきますとともに、施策を進める

上での参考とさせていただきます。な

お、平成 28 年度より年間を通して接

続率が低い地域の家庭へ職員が訪問

し、接続をお願いしております。 

汚水適正処理構想における農業集落

排水事業は平成 24 年度に完了してお

ります。農業集落排水以外の農村区域

の下水道整備につきましては、行財政

改革推進計画に基づき、採算性が厳し

い区域での事業凍結方針が決定して

おりまして、現在凍結区域の検討を行

っております。 

今後は、汚水適正処理構想を見直し、

汚水処理対策を推進し汚水処理人口

普及率の向上に努めてまいります。 

下水道管

理課 

下水道整

備課 

97 3章 1 近年では食生活の関係かどうか判らな

いが、結婚しても妊娠できない夫婦も多

いと聞く。少子高齢化を食い止めるため

だけでなく、子供の出産は何方も望むと

ころである。よって「不妊治療」に関わ

る経済的支援も必要と思われるので記

述が必要ではないか。 

 

いただいたご意見は、第 4章 2施策の

内容(2)④「子どもを希望しているに

も関わらず不妊に悩んでいる夫婦に

対して、安心して治療が受けられるよ

う、経済的支援を継続します。」の中

で対応してまいります。 

健康課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

98 3章 2 教育は文部科学省の教科書だけでなく、

地域の歴史教育のための社会科読本な

る別冊資料の充実も必要と感じる。その

記述が必要ではないか。 

いただいたご意見につきましては、今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、西尾市では、小学校

３・４年生用に副読本「にしお」、中

学生用に副読本「西尾」を作成して、

授業で活用しています。従って原案の

変更はいたしませんので、ご了承くだ

さい。 

 

学校教育

課 

99 3章 3 「(4)図書館の充実」に関連して、読書

は子供だけでなく青少年を始めとして

大人も必要である。この記述も必要では

ないか。 

いただいたご意見につきましては、読

書の重要性を目指す姿として掲げ、第

3 章 3 施策の内容(4)①「図書館情報

システムの有効活用と最新システム

の導入、市内全域を網羅した物流シス

テムの確立により利用者の利便性を

図り、利用の拡大を目指します。」及

び③「多様化する資料形態や市民ニー

ズに対応できる蔵書構成と管理運営

体制の構築、施設の更新・充実を図り

ます。」の中で利用者全体に係る施策

としています。 

 

図書館 

100 3章 4 「(3)②岩瀬文庫所蔵資料」について、

資料の活用に関する記述が必要ではな

いか。その活用の現状について、民間の

営利目的と個人の研究目的は区別すべ

きではないか。同等の利用額では研究促

進を妨げると思考する。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 3章 4施策の内容（３）②

に「…成果を基に、所蔵資料をより活

用させ得るツールとして新たに文庫

目録を…」の表現を加えてまいりま

す。 

なお、個人の研究につきましては、利

用料を免除しております。 

 

 

 

文化振興

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

101 3章 5 総合スポーツ公園の計画が取りざたさ

れて久しいが、いつまで調査研究を続け

るのか。研究成果は出ているのか。相当

広大な用地も必要となるので具体策も

必要ではないか。 

いただいたご意見は第3章5施策の内

容(2)③「スポーツ施設の整備・利用

促進」の中で進めてまいりますが、ご

指摘のとおり総合スポーツ公園は広

大な用地が必要となります。場所によ

っては用地取得費及び施設建設費も

必要であることから、資金面も大きな

課題となっています。また、施設を集

約することから現在の施設を利用し

ている団体との協議も必要であり、現

時点では調査研究という表現を使用

しています。 

スポーツ

課 

102 1章 4 どの項目に入れるかは考え方があると

思われるが、農林水産省に於いて「農業

の有する多面的機能の発揮の促進に関

する法律」が制定され（平成 27 年 4 月 1

日施行）、西尾市内に 10 個の組織が存

在する。その組織は農林水産省等の補助

金により町内会を始め、農協、コミュニ

ティ協議会、土地改良区等を構成員とし

て、農村環境保全に関わる事業を毎年実

施しているので、その記述も必要ではな

いか。なお、市の管轄は建設部土木課土

地改良担当主幹である。 

第 1 章 4 施策の内容(3)を「生産基盤

の整備・維持管理」とし、④「多面的

機能支払交付金を活用し、生産基盤施

設の維持管理を推進します。」として

追加記述します。 

土木課 

103  去る 10 月 4 日付け市内発行の新聞記事

によれば、「西尾市総合計画審議会」が

開催されたと報道された。末尾に審議会

委員の氏名が所属と共に掲載されてい

たが、その中に土地改良区の代表者が一

人も選出されていないことに驚いた。今

回の素案の所々に土地改良区の役割が

出ているし、圃場整備事業等でまちの形

成に少なからず寄与していると思考す

るので、数個の土地改良団体の中から少

なくとも二人程度は選出すべきではな

いか。この人事は非常に片手落ちと考え

る。 

総合計画に記載されている施策に関

わる団体は多くあり、土地改良区にお

かれましても、市政を進めるなかで大

切な団体であると認識しております。

しかし、審議会の委員につきまして

は、会議の運営上、ある程度人数を限

定せざるを得ません。そのような状況

の中で多方面から参加いただけるよ

うに努め、各分野において代表する団

体に依頼しておりまして、農地関係と

しましては農業委員会及び西三河農

業協同組合に参画していただきご意

見を伺っていただいておりますので

ご理解をお願いいたします。 

企画政策

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

104 1章 1 （２）観光メニューの創出の事例として

位置情報ゲーム「Ingress」を活用した

観光振興施策を取り入れたらどうか。 

震災復興、観光振興のために外部からの

訪問客を呼び込む施策として岩手県、横

須賀市などが取り組んだ事例がある。西

尾の歴史や文化、観光資源を結び付ける

ことで、集客だけでなく西尾市のアピー

ルも可能である。 

参考： 

位置情報ゲーム「Ingress（イングレス）」

を用いた観光振興の可能性に関する研

究 

http://www.cpij.or.jp/com/ac/report

s/14_3555.pdf 

岩手県庁ゲームノミクス研究会（旧岩手

県 Ingress 活用研究会） 

http://www.pref.iwate.jp/kouchoukou

hou/031399.html 

いただいたご意見は今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

商工観光

課 

105 1章 4 （２）農・漁業経営環境の強化 

IT 化を促進し、効率的な運営を目指せる

よう支援策を導入しないか？ 

参考： 

IT 関連情報（農山漁村における IT 活用

事例等） 農林水産省 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/

it/itkanren.html 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 1 章 4 施策の内容(2)に⑤

「 IT 技術の農業への導入を推進し

ます。」の表現を加えてまいります。 

農林水産

課 

106 2章 2 以下の追記を検討下さい。 

 

今後の課題 

災害対策としての緊急輸送路が市内の

指定避難所など防災関連拠点の出入口

まで道路幅が十分に確保されていない。 

 

施策の内容 

災害復興を迅速に進められるよう防災

いただきましたご意見を参考にさせ

ていただき、5章 6 今後の課題に「○

緊急輸送道路から防災関連拠点の出

入口までの道路を指定し、道路整備の

優先順位を定める必要があります。」

という表現を追記します。 

また、津波防災対策としての盛土道路

を整備する計画はございませんが、第

2章1今後の課題に地域高規格道路で

危機管理

課 

土木課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

関連拠点を結ぶ緊急輸送道路の整備を

進めます。 

津波防災対策として東日本大震災で津

波を止めた仙台東部道路のような盛土

の道路を整備し、合わせて路肩部分を津

波避難場所として利用できるようにし

ます。 

あります名浜道路の建設促進が記載

されております。この道路は、現在の

ところ正確な位置は定まっておりま

せんが、西尾市の南部地域を東西に縦

貫する計画となっています。したがい

まして、緊急輸送道路や避難場所など

の津波対策のとして期待される要素

を十分含んでいると認識しておりま

すが、詳細が決定していない現時点で

は記述する考えはございません。 

 

107 3章 2 以下の追記を検討下さい。 

主な実績 

ＡＥＤが複数設置されて、心臓突然死や

重症事故の対応が進められています。 

今後の課題 

ＡＥＤを使用せねばならない状況での

対応マニュアルや体制の整備、教職員の

訓練を繰り返して危機管理意識を醸成

する必要があります。 

生徒向けの講習内容に格差があります。

学年の生徒全員が授業として受講して

いるところと部活代表生徒のみ危機管

理対応として受講しているところがあ

ります。 

施策の内容 

市民講師を活用した簡易ＡＥＤ講習を

展開し、全員が受講できるよう推進しま

す。 

小学５年～中学３年を通した応急手当

講習の市内統一カリキュラムを検討し

ます。 

ＡＥＤの使い方を学習することは、大

変意義深いことと考えておりますが、

カリキュラムは、各学校が地域や学

校、児童生徒の実態を考慮して適切に

編成しているため、原案の変更は考え

ておりません。いただいたご意見を今

後の施策を進める上での参考にさせ

ていただくとともに、できるだけ多く

の児童生徒、教職員がＡＥＤを使うこ

とができるように努めてまいります。 

学校教育

課 
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NO 箇所 意見 回答 担当課 

108 4章 4 以下の追記を検討下さい。 

施策の内容 

（１）療育・教育、保健・医療の充実 

④避難行動要支援者が福祉避難所へ収

容できるよう、施設との災害協定を拡大

します。また、地域で対応できるよう福

祉と防災の両面で活動できる人材を育

成します。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 4 章ではなく、第 5 章 6

施策の内容(3)③に「指定避難所での

避難生活が困難な避難行動要支援者

が福祉避難所へ避難できるよう、社会

福祉施設所管課と連携し、民間事業者

との災害協定を推進します。」の記述

を加えてまいります。 

「地域で対応できるよう福祉と防災

の両面で活動できる人材を育成」につ

きましては、第 4 章 4 施策の内容(5)

「協働による福祉のまちづくり環境

整備」でボランティアの育成を記載し

ていることから、原案の変更はいたし

ませんので、ご了承ください。 

福祉課 

危機管理

課 

長寿課 

109 5章 1 以下の追記を検討下さい。 

施策の内容 

（２）公園の維持管理と利用促進 

⑥「愛知こどもの国」に、常設型の防災

訓練施設を整備し、単位自主防災会では

実施が困難な救助訓練などが実施でき

るよう整備します。 

いただいたご意見は今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

すが、現時点では、管理者である県と

の協議が済んでいないことから、原案

の変更はいたしませんのでご了承く

ださい。 

危機管理

課 

110 5章 6 以下の追記を検討下さい。 

施策の内容 

（１）防災意識の高揚 

優良な活動事例を共有する活動発表

会・事例集作成配布・優良自主防災会の

表彰や支援策の優遇制度を検討します。 

（２）地域防災力の強化 

自主防災会の活動が中長期的な計画で

推進できるよう、役員やリーダーの複数

年任期の対応を支援します。 

地域の特徴に合わせた「地区防災計画」

の立案運用を促進します。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、施策の内容に 

第 5 章 6 施策の内容(2)④の続きに、

「自主防災会長の複数年任期を推進

し、防災意識の醸成を推進します。」

及び「⑤実効性の高い防災訓練や中長

期的な計画など優良な活動事例を紹

介し、活動のブラッシュアップを支援

します。また、優良な活動を支援する

ための補助制度を検討します。」を加

えてまいります。 

第 5 章 6 施策の内容(2)に「⑥地域の

特徴に合わせた「地区防災計画」の導

入を検討します。」の表現を加えてま

いります。 

危機管理

課 
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111 5章 8 以下の追記を検討下さい。 

施策の内容 

（２）救急救命体制の充実 

人材育成を促進するため、応急手当講習

の受講しやすさを改善ます。 

普通救命講習Ⅲ、上級救命講習、入門コ

ースの開催を検討します。 

自主防災会のリーダーが地域の指導者

として普及活動ができるよう、応急手当

普及員講習の受講を拡充します。 

将来の人材育成のため小中学校の消防

クラブ活動を活性化します。 

いただいたご意見の「地域の指導者と

して普及活動ができるよう、応急手当

普及員講習の受講を拡充します。」の

表現を参考にさせていただき、第 5

章 8 施策の内容(2)に「③女性消防団

及び応急手当普及ボランティア組織

等が、自立した応急手当普及啓発活動

ができるよう、応急手当普及員講習及

び指導用資器材を拡充させます。」と

して追加いたします。 

なお、「普通救命講習Ⅲ、上級救命講

習、入門コースの開催」については、

すでに実施している講習となります

ので、原案に追記はいたしませんので

ご了承ください。 

また、いただいたご意見の「将来の人

材育成のため小中学校の消防クラブ

活動を活性化」につきましては、毎年、

西尾市少年消防クラブにて、愛知県消

防学校及び当本部において救急法の

体験学習を実施しております。今回は

原案に追記いたしませんが、貴重なご

意見を反映できるように善処してま

いります。 

消防本部

総務課 
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112 3章 3 吉良地域文化協会の理事です。 

吉良町公民館を耐震工事をして残して

いただきたい。 

現在、当該計画についても PFI 事業検

証室にて見直しの対象となっており

ます。今後見直しの内容に応じて適切

な対応を図ってまいります。 

資産経営

戦略課 

生涯学習

課 

企画政策

課（PFI 事

業 検 証

室） 

113 5章 7 今、自宅周辺では、空き家が 2件ほどあ

ります。その他でも、近くに空き家があ

るという話をよく聞きます。空き家は防

犯の上でも、放火や不審者のたまり場に

なりやすいので、空き家対策としてどの

ように考えていますか。今後は、空き家

数は増えていく一方では？ 

【地域支援協働課】 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 5 章 7 施策の内容（4）と

して「空家等の適正管理の促進」を加

えてまいります。 

地域支援

協働課 

114 3章 5 市民１人あたり利用回数 11.1 回とある

が、家族３人中１人も、１度もスポーツ

事業に参加していません。 

市民１人あたりで利用回数を出すのは

おかしいのではないか？ 

利用している人はもっと多く利用して

おり、市民の多くが参加しているように

見せかけて補助金を申請し、その使う人

たちだけがもうかる様な仕組みを市の

組織とグルで作っているような感じを

受けてしまう。 

市民何人中何人が利用したとの表現の

ほうがわかりやすい。 

市民１人あたりの利用回数はスポー

ツ施設の利用度を表すための１つの

例えであり、現実はご指摘のとおり施

設を利用していない市民の方がいる

ことも承知しております。これからも

より多くの方に施設を利用していた

だくよう努めてまいります。なお、今

回は総合計画の中間見直しで状況を

把握するためにも、指標の見直しは行

いませんが、次回新しく計画策定する

際に指標の見直しを検討させていた

だきます。 

スポーツ

課 
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115 3章 3 図書館ですが、以前に比べ開館時間が延

長され、勤務後でも利用できますが、７

時閉館では慌ただしいです。（記憶違い

だと申し訳ありませんが）本館は、一時

週１回８時まで開館していたころがあ

ったと思います（合併前だったと思いま

す）。週１回でももう少し延長していた

だくと、仕事帰りに利用しやすくなると

思います。 

いただいたご意見につきましては、今

後の図書館運営を進める上での参考

とさせていただきます。 

図書館 

116 3章 3 生涯学習講座はほとんど昼間開講です。

昼間に時間の余裕のある方が対象なの

でしょうか？昼間に時間のない人も受

講できるように、夜間の講座の開講を望

みます。 

現在、市内 15 ケ所で様々な講座を開

催しておりますが、今後時間帯や開催

曜日についても、偏りなく開催できる

よう、各館と連携し、様々な方が受講

できるよう計画的に講座を企画して

いきたいと思います。 

生涯学習

課 

117 5章 7 町内回覧等で犯罪情報が書かれている

ことはありますが、詳細情報がないた

め、個人での防犯に努めることができな

いため、もっと具体的な情報提供をお願

いします。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 5章 7施策の内容(1)②「防

犯啓発活動や防犯教室などを行い、具

体的な犯罪・防犯情報を提供し、防犯

意識を向上させます。」という表現に

変更させていただきます。 

危機管理

課 

118 5章 1 市内には多くの公園が点在しています

が、いずれも整備不十分な感じで暗いイ

メージのところが多いと思いますので、

明るいイメージで誰もが行きたいと思

うような公園にしてほしい。 

いただきましたご意見は第5章1施策

の内容(1)⑤「公園などの整備計画を

策定する際には、市民参画を図りま

す。」及び(2)①「公園の維持管理な

どにアダプトプログラムを始めとす

る地域住民の参画を取り入れ、市民協

働を図ります。」、④「地域住民が公

園に親しみ、利活用しやすいよう、防

災設備の導入やユニバーサルデザイ

ンに配慮した整備を進めます。」の中

で対応させていただきますとともに、

施策を進める上で参考とさせていた

だきます。 

公園緑地

課 

子育て支

援課 
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119 3章 3 寺津ふれあいセンターの天体観望会に

ついて、月２回行っていますが、来る人

は少ないです。市民が参加する機会を多

くするには、館内にある５～６台の小型

望遠鏡を使って市内の他の公民館など

で観望会を行えば、多くの市民に生涯学

習の機会が増えると思います。また、ス

タッフは公民館で望遠鏡の使い方講座

を開いて養成すればよい。観望会を行っ

ている人は全員教えることのできるベ

テランばかりですから。 

西尾市吉良町には世界的有名なコメッ

トハンターの小島信久先生がいるので、

色々な話を聞けると思います。私は現在

岡崎で月２～３回２５ｃｍの望遠鏡を

もって観望会をしています。 

私にできることは何でも協力します 

この度は貴重なご意見をお寄せいた

だき、誠にありがとうございます。ご

意見は今後の事務を進める上での参

考にさせていただきます。 

生涯学習

課 

120 2章 1 通行量が多いわりに南北道路が少ない。

進行方向を考えた市道の造成。 

渋滞緩和策として信号機の時間調整を

する。 

第 2 章 1 施策の内容(1)①「地域高規

格道路の建設促進や都市計画道路の

早期完成、供用開始を目指し、国・県

と協力体制を構築します。」の中の幹

線道路の整備にある都市計画道路は、

今後の課題で記述した（都）安城一色

線などの南北方向を結ぶ路線も含ま

れており、交通量が増大していること

は承知していますが、ここでは進行方

向に特定した記述は考えておりませ

ん。 

また、渋滞緩和策として、信号機の時

間調整は有効な手段の一つではあり

ますが、あくまで抜本的な方策とは考

えておりません。そのため、右折車線

設置を含めた交差点改良の推進が必

要でありますが、このことについては

第 2 章 1 施策の内容(2)①「恒常的な

渋滞を解消するため、右折車線と幅６

ｍ以上の道路を整備します。」の中で

対応してまいります。 

土木課 
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121 2章 5 上水道耐震管布設替えは必要であり、他

の事業とも合わせ進めること。 

いただいたご意見を参考にさせてい

ただき、第 2章 5施策の内容(2)に「②

耐震管路への布設替工事は、他事業と

調整して進めます。」の項目を追加し

てまいります。 

水道整備

課 

122 2章 6 下水道接続率を上げることは、河川浄

化、環境の面でも望ましいが個々の立場

では費用、その他の条件があり、進まな

いのが実情だと思う。一歩進んだ方策は

ないだろうか。 

いただいたご意見は第2章6施策の内

容(2)①「下水道供用開始区域の全て

の世帯が下水道に接続するよう普及

活動を進めます。」の中で対応させて

いただきますとともに、施策を進める

上での参考とさせていただきます。接

続する際には、水洗便所改造資金融資

あっせん制度・雨水貯留浸透施設補助

制度がありますので、ご利用下さい。

なお、この制度については、下水道工

事説明会や指定工事店事務連絡会、職

員が各家庭へ訪問しての普及促進活

動の際にも、丁寧に説明を行っており

ます。 

下水道管

理課 

123 1章 1 西尾市内で家族で遊ぶ場所がいまいち

少ないような、あっても PR 不足なのか、

ついつい碧南の明石公園とかデンパー

クの方が魅力的に感じてしまうので、広

報などに“子育てファミリー西尾こんな

楽しいよ！市内で一日遊びプラン”みた

いなものを掲載してほしいです。 

あと刈谷の交通公園のような交通安全

を啓発できるような公園もあるとうれ

しいです。 

学生時代市内でデートとかできる場所

がなさ過ぎて困ったので、プラネタリウ

ムとか映画館とか作ってほしいです。こ

んなに広い市で映画館が鶴映だけって

いうのが切なすぎる。それがだめならリ

バイバル流すとか。 

いただいたご意見は今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

商工観光

課 
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124 1章 1 まーちゃ人気ありますか？他にもうな

ぎとかあるのに抹茶だけ推したキャラ

でいいのでしょうか？ 

「まーちゃ」の他にうなぎのキャラク

ター「まんてん君」、佐久島の PR キ

ャラクター「あさりん」こどもの国の

PR キャラクターなどがあり、各種イ

ベントに登場して PR を行っていま

す。 

商工観光

課 

125 1章 1 家の近くに近衛邸とかいろいろありま

すがいまいちどういうところかわから

ない。松平なんとかさんの顔ハメとかあ

るけど何した人とかどんな人とか説明

なさ過ぎて全然歴史のロマン感じられ

ない。稲垣なんとかさんの銅像とかある

けど（以下略）もっと歴史疎くても入れ

る感じの案内板作ってほしい。 

第 3 章 4 施策の内容(4)②「多くの市

民が歴史に親しむことのできるよう、

史跡説明板の設置や学習の場の提供

を進めます。」を基に少しでも多くの

方にわかりやすい案内板になるよう

努めて参ります。いただいたご意見に

つきましては今後の施策を進める上

で参考にさせていただきます。 

商工観光

課 

文化振興

課 

126 2章 3 くるりんバス走ってるのあまり見たこ

とないのですが、本数が少ないのでしょ

うか？というかバス大きすぎじゃない

ですか？ワゴン車とかにして本数増や

したほうがありがたいような気がしま

す。運転手は、免許返納の時代に逆らっ

てシルバーさんとか。 

第 2 章 3 施策の内容(1)「総合交通体

系の確立」に基づき、公共交通体系全

体の見直しにより効率的な運行とな

るよう改善してまいります。 

地域支援

協働課 

127 5章 1 広いバーベキュー場できましたが、冬場

の使い道はありますか。 

年末年始を除いて年中利用できます

ので、冬場は鍋やおでんなども家族や

仲間で楽しんでいただければと考え

ています。 

公園緑地

課 

128 1章 1 スポッチャとか誘致してほしい。 いただいたご意見は今後の事務を進

める上での参考にさせていただきま

す。 

商工観光

課 

スポーツ

課 

129 5章 1 こどもの国遊具少なすぎじゃないです

か？テントだけじゃなくてログハウス

くらい作ってください。シャワー室も。

景色いいんだからせめて観覧車くらい

あっても。 

第 5 章 1 施策の内容(2)⑤「市民活動

団体や県、地元と連携して「愛知こど

もの国」の利用促進を図ります。」を

基に施設の魅力向上について県に働

きかけてまいります。 

 

地域支援

協働課 
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130 3章 1 子育てに該当することのみ 1点に絞って

要望・お願い・提案させていただきます。

現状を調査し、検討をお願いいたしま

す。 

『少しでも早く子ども達のためのみを

考え、進めていただければ』との思いで

提出させていただきました。 

①児童クラブの現状（施設）について 

社会構造の変化に伴い、様々な理由で家

族（両親、祖父母）が子どもと一緒にい

る時間が少なくなりつつあります。1 世

代前は、親、祖父母、隣りどうしの親、

また近くの小売り店のおばちゃん・おじ

ちゃん等々の人たちと、子どもが色々な

人々から、いろんな形で見守り方をされ

ていました。 

社会環境が変化するにつれて、近隣との

つながりが希薄になり、また親の仕事形

態の変化によって親が定時に固定され

て家にいる時間が少なくなり、子どもに

とって環境が決していい方向に進んで

いるという実感はなく、むしろ、人とし

て成長する一番大切な助走の時期に

親・家族と密に接することのできる大切

な時間が少なくなっています。 

『人の人格形成は 13歳から 20歳ぐらい

までと思っております。（個人差はある

と思いますが。）その前の大切な時間。 

具体的には、「物事の善・悪」「行うべ

きことか、行ってはいけないことか。」

そういう人として根本となる物差しが

できる年齢であり、その物差しで、その

後の人生を生きていきます。』 

上記のことを家庭のこと、もしくは小学

校教育のこととして正論を出すことは

簡単ですが、「子どもは自分でその環境

を選ぶことはできません。ましてや子ど

もが親を選択することはできません。」 

いただいたご意見は第3章1施策の内

容(3)③「保護者が安心して子どもを

預けられるよう、児童クラブの環境を

整え、研修などを通じて職員の質の向

上を図ります。」の中で対応させてい

ただきますとともに、施策を進める上

での参考にさせていただきます。 

子育て支

援課 
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そんな状況が長く続くことにより、いろ

いろな問題がたくさん出てきています。

中には新聞に掲載されることもたびた

びあります。 

たくさんの問題が社会・地域環境にはあ

りますが、その責任の所在を探すことも

大切ですが、それよりもまずは少しでも

今の現状で、子どもに関係する場所でほ

んの少しでも良い方向に向けられるこ

とができれば！との思いです。 

①-2 

現在、西尾市には 26 か所の児童クラブ

があります。（うち、他の施設に間借り

しているところを除くと 23 か所の単体

独立の施設があります。） 

単体独立施設には、児童保育室が 1室あ

り＜2階建ての場合は 2室＞ 

1 室に 

①児童保育活動に必要な道具（テーブ

ル・本などの教材・遊び道具） 

②職員各人の所有するものを置く箱 

③その他、季節ごとに必要なものが入っ

た多数の段ボール箱。 

それらが壁面、もしくは室のコーナーに

置かれています。その分、室の利用のス

ペースが減ります。 

衛生設備は、 

・子どもが手を洗う場所。 

・食事、おやつその他で必要な水が出る

ところ（上記の後始末ををするために必

要な流し台） 

それらがほぼ児童保育室に張り付いて

設置してあります（張りついてという言

葉が適切なぐらい狭く、決して使い勝手

がいいとは言えません。）。 

そしてトイレ、洗面設備です。下段でも

述べますが、総数の不足（男子トイレ女

子トイレの設置が当たり前に別々とい
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う状態ではないことも多々あります。） 

また、児童保育室より普通にトイレの個

室が直接見えてしまっていることも。 

実際、夏には 30 度以上の室外で遊ぶ時

間を日程に入れて、少しでも『子どもが

狭い室内にずっと』ではなくと考えて。

20 分から 30 分でも外遊びをさせ、子ど

もを見守る職員さんは室内に戻っても

上着を変える小さなスペースさえあり

ません。（もちろん体をふく。鏡で顔を

見る。）という行為さえできません。 

先生の状態をなるべくいい状態で、子ど

もに接してあげることが、子どものため

には一番大切だと思います。 

23 の単体独立施設には、トイレが 1個の

みという施設もあると聞いています。男

子生徒、女子生徒、男性職員、女性職員

が使用するその施設にです。 

これは特別だとしても、実際それに似通

ったトイレ総数２個のみの施設も多々

あります。 

トイレブースが２つ並んであり、入り口

に男子マーク、女子マークが貼ってあり

ブースの上部とか下部が筒抜けの並ん

だ便器ブースは男女別トイレとは言い

ません。 

必要最小限の男女別々のトイレが当た

り前に必要だと思います。 

その出発点より次に保育環境の向上に、

しいては子どもたちの小学校生活での

好循環につながると思いますし児童ク

ラブの職員の質の向上にもつながり、結

果として子どもたちへの好影響に結び

つくと思います。 

設備環境の一般施設なみにより、職員さ

んを幅広く募集できるようになると思

います。例えば、社会経験豊富な６０歳

から６４歳ぐらいの男性職員さんの応
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募がしやすくなると思います。 

高学年の男児にはしっかりしたルール

を覚えてもらわないと困ります。『たと

えば小さい子にはかばってあげる』『ハ

ンディがあることをわかってもらう』

『その時々の場面でしてよいことと、し

てはいけないこととの区別がはっきり

できる』 

※経験豊かな男性職員さんは重要な役

割を担うことができます。 

①でも書きましたが、論議として正論を

主張するのはできますが、それのみでは

実際の生活で起こっていることが少し

でも良い方向に進むとは思えず、まずは

下地の改善、もしくは補充が必要かと。

そのうえで議論をしていけばよいと思

います。 

まずははじめの一歩として周辺環境を

普通なみにしてからだと切に思います。 

要は子どものためだけが目的です。（そ

れには保育に参加する職員さんにごく

普通の環境の中に入ってもらって職員

さん個々の子供への心遣いが最大限生

かせる環境だと思います。） 

何もわからない、心細い小学１年生の顔

を思い出してください。『自分の子供は

どうだったかなぁぐらいでもいいと思

います。』 

②季節単体独立の施設に最小限必要と

する設備 

すなわち男子・女子・職員が使用する男

女別トイレ（洗面）の設置です。 

簡単にかつ早くそして最も安くできる

参考機略計画案を書かせてもらいまし

た。以降、図を用いたトイレ設置の提案

がされていますので参照してください。 
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131 2章 4 現状を見ると高校生や中学生が通学に

使用している自転車について、全く触れ

ていない。歩道を広く取るのも車道の整

備も理解できるが、せめて中心部には、

自転車レーンを設置してはいかがかと

思う。最近は（健康志向や朝の通勤時も

含めて）自転車利用が多いように思いま

すが、一考していただきたい。 

自転車道（レーン）について、市内中

心部など既設道路において新たに設

置することは、用地取得等が必要とな

るため難しい状況ですが、歩行者、自

転車の交通量を考慮し、段差の解消に

努めるとともに、新設道路を計画する

場合には、基準の範囲内で自転車走行

に配慮した幅員にするなど、安全な道

路整備を進めてまいります。 

また、施策の内容で自転車レーンを記

述することは考えておりませんが、第

2 章 1 施策の内容(2)②の中に自転車

の記述を加え、安全確保のための歩道

整備を図ってまいります。 

土木課 

132 2章 2 防災対策において、人名や財産の被害の

みならず、一緒に暮らすペットも大切な

命として考えている飼い主は多いはず

です。ただでさえ混乱する中、マニュア

ルにないペットのことは後回しにされ

ることが多く、飼い主にも日ごろからの

対策や情報収集を促すこととペットも

人と同じように避難所においてのスト

レスはあり、ペットを飼っていない人の

ためにも大災害時のペット同伴の避難

所や対策を今後の課題に加えるべきだ

と思います。 

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきますが、「西尾市避難所運営

マニュアル」にて避難所にペット同伴

で避難してきた場合には、避難者と同

じようにペットについても利用者登

録をしていただくこと、飼育ルールや

飼育場所を定めることなどを明記し、

災害時のペット対策について周知に

努めているため、原案の変更はいたし

ませんので、ご了承ください。 

危機管理

課 

133 2章 3 名鉄については、米津橋の老朽化で現在

の橋を建て替える予定がないので、橋の

使用が不可能になった時点で西尾駅ま

でが不通になるようなことも聞いてい

ますが、どうなのでしょうか？ 

ただ、利用者数の増加のみしか浮き彫り

にされていない感じですが、橋の問題は

解決されるのでしょうか？ 

名鉄から「橋梁については、2 年に 1

回、定期的な検査を実施し、構造物の

健全性が保たれていることを確認し

ております。鉄の橋桁自体を保護する

役割である橋梁の塗装も、適切な時期

に塗替えを行うことで、橋桁の耐久性

を確保しております。」との回答を得

ています。 

 

 

地域支援

協働課 
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134 4章 4 障害者（児）の施策・サービスについて

の満足度が、8.4％が市民アンケートの

結果であり、47.6％は障害児対象とあり

ました…両方ともするべきだったと思

います。合わせて市民アンケートの結果

は、成人含め児童以上の割合の方が全体

数が多いのに対して満足度たった 8.4％

をＨ29 目標値 55％はどこから出た数字

なのか！ 

そしてそれから 5年後６０％とは…たっ

た５％増。現況 8.4％→60％にするには、

この 5年間での課題をどういうイメージ

しているのか。不安になりました。 

いただいたご意見につきましては今

後の施策を進める上で参考にさせて

いただきます。「アンケートの結果」

につきましては、ご指摘いただきまし

たとおり前回では障害のあるかたを

対象として実施しており、今回は市民

アンケートにおいて実施したため、対

象者の違いによりこのような結果と

なっております。アンケートの実施方

法につきましては、今後の検討課題と

するとともに、市民アンケートの結果

を尊重して今後の施策に取り組んで

まいりますが、原案の変更はいたしま

せんので、ご了承ください。 

福祉課 

 


