9/30 西尾地区
整理
番号

自由意見等（題名）
当日お聴きした意見等

平成27年度「市長と語る市政懇談会」

自由意見等一覧（事前意見等の再質問等を含む）

（内容）
【意見・要望】
将監用水には、今、二條橋から神下橋の間に３軒の空き家が建ってい
ます。もう10年以上空き家になって放置してあります。緑橋から上流で
いろいろ問題があるということですが、その問題は私もよくわかってい
ます。関係者と話しましたが、話ができるような感じになってきました
ので、一度話をしていただきたい。これは、みどり川水辺空間検討委員
会でも提言してることで、ぜひ行政として足を一歩前へ踏み出していた
だきたいと思います。
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将監用水の有効活用について

公園及び道路の美化運動について

二ノ沢川の環境美化について

文化会館の駐車場の整備について

二ノ沢川の環境美化について

【回答】

将監用水の上に建築されている空き家については、現場に足を運び、
確認をしております。ただ、これは登記物件でないので、所有者が明確
でないという問題がありまして、法的手段を進めるには、所有者を特定
しなければならないという手順があります。
市内には同様な物件が多数ありますので、来年度以降、法的な手続を 地域支援協働課
踏んで何らかの改善をしていくことで、今まで以上に空き家対策には力
を入れる体制をつくる所存です。決してないがしろにするつもりはあり
ません。今後、対策を講じてまいりたいと思います。
現場を確認し、先週になりますが、市の担当者が関係者へお話しをし
ております。もう少しお時間をいただいて、はっきりしていきたいと
思っております。
また、その上流に、どこで許可をとったのか分かりませんが、水路の
上にいろいろなものが残っている状況がありまして、その問題も解決し
なければならないと思っています。占用物件を市がどのような形で移転
できるかを考えてみますと、基本的には占用者に取ってもらいたいと
思っており、その辺の対応も今後考えていきたいと思っております。

【意見・要望】
公園によって違いますが、年に２回から３回程度ということで行って
公園に遊びに来ている若いお母さんたちからも「この草何とかならな います。草が伸びない時期を待って刈りますので、皆さんには少し我慢
いですか」と言われます。ルールづくりをして「おたくの公園はいつ頃 してもらっている状況です。
刈りに行くよ」と連絡をいただきたい。皆さんが冗談で「こんな草ぼう また、委託の計画を町内会長など関係者に分かるようにしていきたい
ぼうな公園なら要らんね」と言ってましたが、そんな状況ですので、お と思っております。
考えをお聞かせください。
【意見・要望】
二ノ沢川の管理者であります愛知県に伝えています。
二ノ沢、白妙橋を中心に、その前後で川の土が堆積しており、草がぼ なお、毎年５月に工事の要望書を取りまとめます。要望書について
うぼうに生え、背丈より高いところも見受けられます。あの辺りには西 は、県、国その他関係する機関に伝えています。
尾市民以外の方も来られますので、市の顔ということで、もうちょっと
整備していただきたいと思います。大分前に川底の泥をはねのけたこと
があったかと思いますが、誰が見ても汚れていないという状況であるよ
う定期的にお願いしたいと思います。

【意見・要望】
文化会館の南駐車場ですが、雨が降ると一面に水たまりがいっぱいで
きます。他市の文化会館と比べて劣っていると感じます。盛んに美化と
いうことを言っていますので、この辺もしっかりやってもらいたいと思
います。

担当課

公園緑地課
下水道管理課

公園緑地課

河川港湾課

大規模改修は困難ですが、必要な整備は行ってまいります。

【質問】
二ノ沢川と西尾コンクリートとの境界が問題になるかと思います。堤
以前から二ノ沢で桜並木として歩けるような散策路を要請しています 防の管理用地に人が通れるだけの余裕があるかどうかは調べてみないと
が、西尾コンクリートさんのところだけは通行できません。何とかなり わかりませんが、その部分については、誰が通っても問題はないかと思
ませんか。
います。ただ、幅がかなり狭いというイメージをもっており、かなり危
険であると思っております。これについては、10月21日の代表町内会長
会議までに調べて町内会長に報告させていただきます。

文化振興課

河川港湾課

9/30 西尾地区
整理
番号

6

7

8

9

10

11

自由意見等（題名）
当日お聴きした意見等

平成27年度「市長と語る市政懇談会」

自由意見等一覧（事前意見等の再質問等を含む）

（内容）

【回答】

【質問】
学校敷地のいろいろな部分を検討をいたしましたが、駐車場にかえる
花小の駐車場の件で回答が得られておりませんので、その件をお願い ことは大変困難な状況であり、また、周りに駐車場を広げていくことも
します。
大変難しい状況であります。
したがいまして、現在、職員の車はできるだけ詰め、入れかえも時に
花ノ木小学校の駐車場の拡充について
はしながら対応しております。今後もそういった工夫、努力をしてまい
ります。ご父兄や地域の方がイベントなどで学校にお越しいただくこと
がありますが、ぜひとも徒歩、また自転車等のご利用にご協力をいただ
きたいと思います。

要望事項への対応について

ボランティアの日の制定について

防犯カメラの補助制度について

教育庶務課

【意見】
側溝のマスから草がぼうぼう生えているところが多数あります。砂が
たまって、その中に落ち葉が落ちて堆肥になって成長するんですね。そ
ういう維持だとか管理にもう少しお金をつぎ込んでいただきたいと思い
ます。動脈硬化を起こして側溝に水が通らなくなると思います。
また、以前は、要望があると市の職員がすぐに飛んでくるということ
があったかと思います。土木か建築の職員ＯＢを２人ぐらい雇って、週
２、３回ぐらいでも良いです、電話がかかってきたこと、例えばどぶ板
が割れたとか、そういうことにすぐ対応してもらえないかなと思いま
す。そのほうがかえって安上がりではないかなと常々思っています。

道路側溝やマスの清掃でありますが、蓋がないところや蓋が取れるよ
うなところは、市で道具をお貸ししますので、町内の皆さんで行ってい
ただきますようお願いいたします。
なお、暗渠のようにどうしても難しい部分は、工事要望書を出してい
ただきますと市で対応させていただきます。
市には作業員がおり、簡単な作業には作業員が対応しますので、危険
な場合はすぐに連絡してください。ただし、現場によりカッターなど道
具が必要な場合があり、その場合は業者に依頼しますので、少々お時間
をいただきたいと思います。

【意見】
公園の草刈り回数の増加、道路の草刈り・樹木の枝払い、また、道路
の空き缶の回収により、西尾市の公園と道路は徐々にはきれいになって
いくとは思います。さらに、これらはシルバー人材センターの活用やボ
ランティア活動の推進にもなると思います。
オール市民参加型のボランティアの日の制定をされてはどうかと思い
ます。

ボランティアの日というわけではありませんが、西尾市では、平成13
年１月にボランティア市民宣言を行っております。平成７年に起きた阪
神・淡路大震災で行われたボランティアをつかみとして始まった宣言だ
と思います。
地域支援協働課
宣言はしておりますが、今、その火が続いていないところがあります
ので、ボランティア担当の部署とも相談をしながら、どうしたらその火
がまた燃え盛るようになるか考えてまいりたいと思います。

【質問】
現在行っている防犯灯の補助制度と同じように、まず各町内会で設置
西尾市では、28年度から防犯カメラの補助制度を始めると耳にしまし していただきます。カメラの値段はピンからキリまでありますが、概ね
たが、補助制度について具体的な説明をお願いします。
１機20万円ぐらいと想定しております。このうちの３分の２を補助しよ
また、カメラは四六時中写しているわけですが、その費用など維持管 うと思っております。
理費どうなりますか。
今のカメラはとても優秀で、小さなメモリーカードが入ってるだけで
す。最大で１週間撮り続けて、上書き保存のような状態となります。し
たがいまして、その部分の維持管理費は発生せず、電気料が主なもので
あると思います。

【意見・要望】
総合福祉センター出入り口の常夜灯が休日に点灯しません。平日でも
点灯していないときがあります。町の真ん中で暗闇というのは非常に危
福祉センター駐車場出入り口の常夜灯
険を感じます。あれは防犯灯を兼ねていると思います。自動点滅にお願
について
いできないかなと思います。常夜灯はぜひつけていただきたいと思いま
す。

名鉄西尾・蒲郡線について

担当課

土木課

危機管理課

福祉課の担当になりますので、この要望はしっかり伝えておきます。
福祉課

【意見】
名鉄に対しては、西尾線がICカード化されるときに、蒲郡線も同様な
西尾駅から西幡豆駅まで行く場合、吉良吉田駅で再改札があります。 扱いをしていただきたいと要望しましたが、結果として名鉄はそれをし
ホームもあるし、線路も続いているのだから１本の線路で発着をお願い なかったということです。自動改札の機械、ICカードの読み取り式であ
できないかなと思います。
りますが、聞いたところによると千万単位のお金がかかるということで
す。西尾線についてはそれだけの投資効果が見込めるものの、蒲郡線に 地域支援協働課
ついては投資効果が見込めないと名鉄が判断したものであります。
引き続き、名鉄にはいろいろ要望をしてまいりたいと思いますが、そ
の件については難しいと認識をしております。
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自由意見等（題名）
当日お聴きした意見等

平成27年度「市長と語る市政懇談会」

自由意見等一覧（事前意見等の再質問等を含む）

（内容）

【回答】

【意見・要望】
内容と場所の確認、それと県道もしくは公安委員会の施設と管理者が
市民協働ガイドで、一旦停車のラインが消えかかっていることを指摘 いろいろありますので、連絡するためには要望書があったほうが間違い
して補修を要望しましたが、そしたら「要望書を新たに出してくださ ないかと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
い」と言われました。そこは常に警察が取り締まるぐらいの場所であ 市民協働ガイドでご意見等のありました箇所については、担当が現場
り、市民協働ガイドの機会にこちらからお知らせしたのに、新たに要望 を確認いたします。
市民協働ガイドでの意見等の対応につ
書を出してくださいでは市民協働ガイドの意味がありません。
いて（道路施設）
市民協働ガイドでお願いしたわけだから、一遍、その現場へどういう
状況であるか確認に行ってください。話があればすぐ飛んでいきますよ
という話が市長からありましたように、そこを怠ってはいけないという
ことです。
【質問】
市民協働ガイドで、選挙のときの投票呼びかけに同報無線を使うこと
を提案しましたが、「役所の内部で調整がとれません」という回答でし
た。なぜ役所の中で調整が取れないのですか。我々の地域では、お祭り
市民協働ガイドでの意見等の対応につ のときやイベントがあるときに同報無線を有効に使わせていただいてお
いて（同報無線）
りますが、なぜ選挙のときの投票呼びかけに同報無線が使えないのか、
お聞きかせください。
広報車で回ってるだけで、一部しか聞こえないことがあります。同報
無線なら全域にお知らせできるのではありませんか。

交通事故多発の交差点について

みどり川の桜の保護について

【要望】
大給町と菅原町にかかわる交差点ですが、図書館から宮町に上がる交
差点で事故が多発しています。以前、市長のところ、また警察署にも要
望書を持っていきました。それからでも事故が多発しています。この前
も多重事故がありまして大けがをした人がいました。大きな事故になる
前に行政として警察に訴えていただくとかできないですか。遅々として
進んでないような気がします。あの信号の周りの宮町の人を市で説得し
ていただいて移設してもらう。それは地元ではなかなかできません。行
政のほうで早く何とか対応してください。
【意見】
みどり川沿いの一方通行の道路で、桜の木いっぱいのところに長時間
車が停めてあります。桜だって生きてるじゃないですか。来年の４月に
なると咲くじゃないですか。特に苗木、まだ弱いと思います。根が小さ
いと思います。そのようなところに400キロ、500キロもある車がずっと
停まっていて、恥ずかしくないのかと私は思います。何でこの道は駐車
禁止にできないのかと思っています。

【意見】
市長の施政方針に係る主な事業で「高額医療機器の導入による病院機
能の向上」とありますが、高額医療機器と書かれますと、導入する判断
基準が高額かどうかというふうに受け取られかねないと思います。最新
施政方針に掲げる事業の表現について 技術医療機器ですとか最新鋭医療機器の故、それは当然高額だと思いま
す。市長の施政方針としてされるということでしたら、むしろ「最新技
術医療機器の導入による病院機能の向上」とされたほうがよろしいので
はないでしょうか。

担当課

土木課

確認します。

危機管理課

いま一度、市から西尾警察の交通課に出掛けてまいります。

危機管理課

舗装してあるところまでが道路で、道路区域外に桜を植えているとい
う状況だと思います。
駐車禁止の件は、警察と公安委員会の関係になるかと思いますが、地
元の皆さまにご協力いただかなければ、駐車禁止はなかなか難しいかと
思います。自分のところにお客さん来たときに都合が良いから停める方
もおみえになるかと思います。駐車禁止になるとこのようなこともでき
なくなってしまうことをご承知の上で、町内会から駐車禁止にしてほし
いという話があれば、警察、公安委員会にご相談したいと思います。

土木課
危機管理課

おっしゃられたとおりでありまして、まさに高額のものを買いたいと
いうわけではなくて、高機能なものを整備していきたいということであ
ります。高機能なものは高額になってしまうということで、こういう表
現になっておりましたが、今後は、おっしゃったような表現としたいと
思います。
市民病院管理課
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自由意見等（題名）
当日お聴きした意見等

工事要望書の取扱いについて

平成27年度「市長と語る市政懇談会」

自由意見等一覧（事前意見等の再質問等を含む）

（内容）

【回答】

【意見】
住民の皆さまからの要望として工事要望書を提出させていただいてお
りますが、年度末までにできない工事要望が多々あります。以前は、で
きなかった要望事項については年度末に報告がありましたが、今はあり
ません。
新年度になりますと、同じようなことを要望します。こういう無駄な
ことをやめて「予算がないからできない」、「来年度に申し送って何と
か事業遂行する」というように、可否のどちらかで受付を終了していた
だきたいと思います。そうすることで、私どもは次の町内会長へ申し
送っていけると思います。

今現在、400程の町内会から年間で2,000件以上のご要望があります。
そのため、要望になかなかお応えできずに申し訳ないと思っておりま
す。工事の「できる、できない」については、１週間ほどのお時間をい
ただいてご回答をしたいと思います。
工事要望書については、今年、様式を変更しました。去年の要望順位
を入れるような形になっており、今年も同じような工事要望が地元から
出ているかという確認をするためにも、まず工事要望を出していただき
たいと思います。その中で去年は１番でしたとか去年は３番でしたとい
うのがわかるようにしておりますので、ご協力をお願いいたします。

担当課

土木課

