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H28.1.18

機能別消防
団

　「機能別消防団」についてお尋ねします。
旧吉良町消防団が給料で宴会をしていたことを面白おかしく報じ
て、日本中に謂れなき不名誉を与えました。そのような西尾市は消
防団に頼らずに消防署を増やして防災に対応してください。
消防団を設置するのであれば、先ずは、旧幡豆郡消防団の名誉
の回復が必要であると思いますが、どのような方法で行うのです
か。

合併後、旧幡豆郡の消防団は、社会情勢の変化、多様化する市
民ニーズ等を受け、様々な改革をしてまいりました。消防団員に対
する誤った認識を払拭するため、消防本部としましては、消防団と
ともに、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担い、地域に
おける消防防災のリーダーとして献身的に活動する消防団員の
PRに引き続き努めてまいります。
なお、機能別消防団は、消防団のない旧西尾市に、大規模な災
害時のみに活動するという機能別の消防団を創設するものです。
平成26年５月に愛知県防災会議地震部会から報告されました愛
知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果では、
愛知県下で最も多い死者数、名古屋市に次ぐ建物全壊・焼失棟数
との被害想定でありました。大規模災害時には、消防署員のみで
は対応が不可能であり、既存の消防団とともに、機能別消防団に
大きく期待するところであります。

消防本部
総務課

防災・災害

H28.2.2

原発事故の
避難住民

原発事故で西尾市にも多くの方が避難されています。見ていて
思うのは、どうしてもそういう人達がかたまってしまう、言葉の違い
や生活環境がなかなか馴染めないのかと思います。
そこで、図書館として何らかの行事をやって、少しでも参加できる
と良いと思います。

　いつも図書館をご利用いただきましてありがとうございます。
西尾市立図書館は、市民の交流の場として親しまれ利用しやす
い身近な図書館を目指して、西尾っ子読書フェスティバルやボラン
ティア養成講座など、子どもから大人まで参加していただける行事
を開催しております。どなたでも参加していただけますので、交流
の場としていただけたらと考えております。その他、ボランティアグ
ループの皆さんが、小さなお子さん向けに絵本のよみきかせや紙
芝居、人形劇なども行っていますので、ぜひご来館いただきたいと
思います。
また、３階の新聞・雑誌コーナでは、福島県の地方紙「福島民報」
と「福島民友」をご覧いただけるようにしております。
このように、図書館では、多くの交流の場や情報を提供しており
ますので、お知り合いの方にご案内いただけたら幸いです。
　貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

図書館 施設

H28.2.8

通学路の整
備

矢田校区に住んでいます。新しい住宅をたくさん誘致して人口や
交通量が増加しているのに区画整理がされておらず、随分危ない
道路が通学路になっているなと感じます。見通しが悪いのに信号
がない、歩道（縁石が積んであるような車道と分けてある道）もな
いような道路で通学しているところを見ると、いつか事故が起きる
のではないかとハラハラします。
住宅を誘致するのであれば、それなりのインフラ整備を急ぐべき
だと思います。

通学路に危険な箇所があるとのご指摘に関しましては、関係校
等と現状の通学路を再点検するとともに、児童・生徒に安全な通
学の仕方を指導してまいります。
また、安全確保のためのインフラ整備が進められていないとのご
指摘に関しましては、安全性を高める整備が順次行われるよう関
係機関との調整に努めてまいります。

学校教育課 交通・防犯
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H28.2.15

町内会費① １ 町内会費のことで問題がおきているのですが、町内会費を払わ
ないと町内で不燃ゴミ、資源ごみが出せないのでしょうか。こちらに
引っ越しをしてきた時、市役所の方からの説明では、「西尾市なら
どこにゴミを出しても良いです」と言われたのを覚えています。「通
勤の道沿いでも良いですよ」とのことだったのですが、どうなんです
か。

　

１に関しての回答
ごみは、「家庭ごみの分け方・出し方ガイドブック」に従って種類
ごとに分別して、「家庭系ごみカレンダー」に記載されている収集日
の日の出から朝８時30分までに、各町内会で指定された「ごみス
テーション」に出していただきます。「ごみステーション」は、各町内
会が管理していて、不適合物の片付け、回収後の「ごみステーショ
ン」の清掃、資源物収集の立ち番指導等をお願いしていますので、
必ず各町内会で指定された場所に出していただくようお願いいたし
ます。
このことから、町内会費を払われない場合の「ごみステーション」
利用につきましては、管理されている町内会にご相談されるようお
願いいたします。

ごみ減量課 環境・衛生

H28.2.15

町内会費② ２ 町内にある防災対策の用品について、西尾市からの補助金は
あるのでしょうか。それとも、町内会費で全額をまかなっているので
しょうか。
　

２に関しての回答
地域では、町内会を母体とする自主防災会が別に組織されてお
り、自主防災会が防災資機材等を購入する際は、申請によりその
費用の２分の１（上限10万円）を補助し、活動支援を行っておりま
す。

危機管理課 防災・災害

H28.2.15

町内会費③ ３ 町内の街灯などの電気代や水道代、町内の神社やセンターの
固定資産も町内会費から西尾市に全額支払っているのでしょう
か。町内会費が不透明で、すべて町内で西尾市の補助金なしでま
かなっているのか、いないのか教えて欲しいです。
　

３に関しての回答
町内会の会費につきましては、住みやすい地域づくりを進めるた
めの費用負担として、町内会に加入されている皆さまで決められ、
その決定方法は規約により定めている町内会や毎年開催される
総会で決められる町内会等、様々であります。
また、各町内会では、皆さまから集められた町内会費や市からの
事務委託料等の使い方を、総会等の機会を通じて、町内会に加入
されている皆さまに報告をされて、承認を受けてみえると認識して
おりますので、ご不明な点がありましたら加入される町内会の町内
会長へお問い合わせください。
なお、地域支援協働課からは、主に生活環境の整備や町内会が
維持管理を行っている防犯灯の維持費などに活用していただく費
用として、地域振興活動事務委託料を各町内会にお支払いしてお
ります。

地域支援
協働課

その他
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H28.2.15

半世紀に亘
り記録した
矢作川、矢
作古川の写
真の有効活
用①

私は約60年前に岡崎に赴任して以来、ライフワークとして、母な
る矢作川とその流域の風土、風景の記録を行ってきました。その
結果、撮影数は数万カットにのぼり、年老いた今、この歴史の証言
とも言える写真の有効活用先を考えていましたところ、一昨年縁
あって岡崎市中央図書館の担当者の方と知り合い、約7000点のカ
ラー・モノクロ写真をお贈りし、現在リブラで市内各学校からの要請
に応じ、また先日は、地元新聞の要請に応じ、東京オリンピックの
聖火が矢作橋を渡るシーンを提供しました。さらに上流域について
は、昨年、豊田市矢作川研究所の依頼に応じ、古い記録写真とし
て約5000点を送り、ごく最近、野鳥の記録写真として、主に西尾市
一色海岸で撮影した写真を約2000点送り、インタビューを受けまし
た。
元来海辺の生まれで、一色海岸や矢作古川、広田川等の佇まい
が大好きですので、撮影は現在も何とか続けています。結果、点
数は数えていませんが数万点にのぼります。もし貴所に興味があ
りましたらサンプルを送りますので、窓口をお知らせください。

　このたびはご連絡ありがとうございます。
当市ではただいま、「新編西尾市史」の編さん事業を進めてお
り、西尾の歴史やくらし、環境などの移り変わりを知ることが出来る
資料を広く蒐集しているところです。よって、ご撮影の記録写真も
得がたい資料になるのではと、大変興味をもっております。
　つきましては、編さん事務局であります当課の職員が一度御作を
拝見させていただきたく、近日中に担当者からご連絡を入れ、ご都
合などをご確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

※職員が先方にお会いして記録写真を拝見させていただきまし
た。撮影場所や時期が分かるようなリストが出来次第、寄贈を受
け、今後の市史編さん活動等に活用させていただきます。

文化振興課
文化・
スポーツ

H28.2.15

半世紀に亘
り記録した
矢作川、矢
作古川の写
真の有効活
用②

私は約60年前に岡崎に赴任して以来、ライフワークとして、母な
る矢作川とその流域の風土、風景の記録を行ってきました。その
結果、撮影数は数万カットにのぼり、年老いた今、この歴史の証言
とも言える写真の有効活用先を考えていましたところ、一昨年縁
あって岡崎市中央図書館の担当者の方と知り合い、約7000点のカ
ラー・モノクロ写真をお贈りし、現在リブラで市内各学校からの要請
に応じ、また先日は、地元新聞の要請に応じ、東京オリンピックの
聖火が矢作橋を渡るシーンを提供しました。さらに上流域について
は、昨年、豊田市矢作川研究所の依頼に応じ、古い記録写真とし
て約5000点を送り、ごく最近、野鳥の記録写真として、主に西尾市
一色海岸で撮影した写真を約2000点送り、インタビューを受けまし
た。
元来海辺の生まれで、一色海岸や矢作古川、広田川等の佇まい
が大好きですので、撮影は現在も何とか続けています。結果、点
数は数えていませんが数万点にのぼります。もし貴所に興味があ
りましたらサンプルを送りますので、窓口をお知らせください。

　写真につきましては、大変貴重な資料と推察いたします。
文化振興課を窓口にご提供いただければ、河川事務を担当する
当課でも、パンフレット・パネル等への有効活用が考えられます。
　ご連絡ありがとうございました。

河川港湾課
文化・
スポーツ
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H28.2.17

今を記録す
るアーカイ
ブ事業

今、西尾市の岩瀬文庫では、平成版の新西尾市史の編纂が進
められておりますが、先日、自分の住む地域の歴史を考査してお
りましたら、過去の時代を記録した資料が意外に少なく、整理され
ていないことに愕然としました。誰もがカメラを持ち、スマホや携帯
電話で写真を撮ることのできる時代ではありますが、現実的な今
の西尾の風景や景色、記録を未来、将来に向けて残していくアー
カイブ事業がありません。
何気ない街角の風景や、今現在の平成の西尾を記録し、アーカ
イブとして写真や映像、あるいは音声を残していくことのできる「今
を記録する事業」を全市あげて行なえないものでしょうか。プロジェ
クトとして立ち上げ、例えば『「西尾の今 1000の景色、風景」プロ
ジェクト』といったボランティアベースの事業ができたらと考えます
が、いかがでしょうか。
西尾市が主導していただき、市の事業ベースとして 記録し、
アーカイブとしてデータを残し、写真集や記録集として図書館など
に保管し、将来に歴史を伝えていくことは重要なことではないかと
考えます。

ご指摘のとおり、何気ない風景写真も、住環境の変化が著しい現
代では、10年、20年を経れば貴重な歴史資料となります。近年、近
代から戦後にかけての写真集が何冊か出版され、人気を博してい
ますが、平成の風景も近い将来、同様な価値を見出されることは
間違いありません。また、市史の編さんにも大いに役立つことと思
われます。
おりしも、岡崎市では、市政100年を機に、市民100人を募って３
年間をかけて「岡崎百景」を選ぶプロジェクトが進行中ですが、こう
した事業には、多くの予算と時間が必要なため、すぐに同様なプロ
ジェクトを実行というわけにはまいりませんので、今後、何らかの
方法で現代風景などを記録し、後世へ残せるような方策を検討し
てまいります。

文化振興課
文化・
スポーツ

H28.2.23

ちびっ子広
場

新渡場西ちびっ子広場なのですが、近頃大きめの石がゴロゴロ
していて小さい子を遊ばせていても転ぶと危ないぐらいです。どう
にか安心して遊べる公園にしていただけませんか。
あと同じくこの広場の滑り台なのですが、ステンレス製なのかわ
かりませんが夏になるととても高温になり子供が遊べません。
　ブランコはサビが酷く、服がとても汚れ洗ってもとれません。
　何とかしてください。

はじめに、広場の小石の件でありますが、現地を確認しましたと
ころ、砂場周辺に小石が散乱しておりましたので、早速、２月24日
に撤去いたしました。
次に、ブランコのサビの件でありますが、ブランコを始めとする公
園遊具につきましては、年２回、専門業者による点検を行っており
ます。昨年12月に行いました遊具点検では、新渡場西部ちびっこ
広場の遊具に強度的な問題はありませんでしたが、ブランコチェー
ン等のサビを確認しております。他の公園の遊具補修を含め、順
次補修を行っておりますので、補修完了までしばらくお時間をいた
だきたいと思います。
最後に、滑り台の件でありますが、市内の公園に設置してありま
す滑り台を始めとする遊具の多くは鋼製であります。夏の陽ざしの
強い時間帯は遊具が高温になり遊べない時もあるかと思いますの
で、その時間帯にご利用される場合はご注意ください。
　ちびっこ広場は、地域に密着した公園という位置づけのもと、市と
地元が協働で維持管理を行っております。施設の修繕や樹木のせ
ん定などは市で行い、広場の草刈・清掃や危険物の除去などは地
元にお願いしておりますので、引き続きご協力をいただきますよう
お願いいたします。

公園緑地課 施設
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H28.2.26

防災無線 行方不明者のお知らせについては、長年おかしいなと思いなが
ら、いつか変わるだろうと思っていたが、変わらないので現在の思
いを書きます。
「行方不明者のお知らせをいたします。・・・・・」、そして最後に「見
かけたら署の方に連絡してください」と言っている。お知らせは、単
に知ってほしいだけのことであり、返事＝連絡を求めないものであ
ると思う。しかし、行方不明者のお知らせは、連絡を求めている。
よって「お知らせ」ではなく「お願い」ではないかと思う。
　「お知らせ」を「お願い」または「他の文言」に変更できないか。

　

これまでは、「西尾警察署より行方不明者のお知らせをします。
（以下省略）」と放送しておりましたが、今回いただいたご意見をも
とに、西尾警察署と協議した結果、今後は「西尾警察署より行方不
明者の情報提供のお願いです。（以下省略）」と放送文を変更して
運用させていただきます。

危機管理課 防災・災害

H28.3.15

写真コンテ
ストによる
西 尾 市 の
PR①

釈迦に説法と思いますが、西尾市内の風景、お祭り、歴史はカメ
ラマンにとりまして素晴らしい被写体です。季節ごとに豊かな表情
を見せてくれます。カメラマンにとりましてはうれしい限りです。
　デジタルカメラは安価で性能が良くなり、写真撮影を趣味とされる
方が増えてきています。そこで１年を通しての写真コンテストを西
尾市主催で開催することはいかがでしょうか。多くの企業の皆さん
のお力をお借りできればと考えています。素人でよく分かりません
が、経済効果、西尾市のイメージアップも図れるのではないでしょ
うか。
私は、富士山撮影で他市町村へよく出掛けます。出掛けた先で
交流もしていますが、「西尾市は何県ですか」と聞き直されることが
多々あります。吉良町は意外と通じます。少し悔しいですが、仲間
の力を借りて、これからも西尾市内の風景、祭り、歴史を撮影した
写真をお送りします。

この度は、素敵な写真を添えて、西尾市の観光行政に関する貴
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
のとおり、西尾市の風景やお祭り等は全国に誇るべきものばかり
であり、カメラマンの皆さまにとって西尾市内の観光資源は宝庫と
いえると思います。
さて、当市では西尾市観光協会において、中日写真協会とともに
写真コンテストをすでに実施しています。１年を通して三ヶ根山周
辺の観光と行催事をテーマにした「三ヶ根山写真コンテスト」や西
尾祇園祭、米津の川まつり・万灯流し・花火大会をテーマにしたコ
ンテストを開催し、中日写真協会会員でなくとも一般応募も受け付
けております。また、入選作品については市内にて展示を行い、西
尾市のPRの一役を担っています。
今後も写真コンテストを通じて、西尾市の良い所を全国へ紹介し
ていけるよう企画してまいりますので、友人・知人をお誘いの上、
写真コンテストにぜひご応募ください。

商工観光課 観光

H28.3.15

写真コンテ
ストによる
西 尾 市 の
PR②

釈迦に説法と思いますが、西尾市内の風景、お祭り、歴史はカメ
ラマンにとりまして素晴らしい被写体です。季節ごとに豊かな表情
を見せてくれます。カメラマンにとりましてはうれしい限りです。
　デジタルカメラは安価で性能が良くなり、写真撮影を趣味とされる
方が増えてきています。そこで１年を通しての写真コンテストを西
尾市主催で開催することはいかがでしょうか。多くの企業の皆さん
のお力をお借りできればと考えています。素人でよく分かりません
が、経済効果、西尾市のイメージアップも図れるのではないでしょ
うか。
私は、富士山撮影で他市町村へよく出掛けます。出掛けた先で
交流もしていますが、「西尾市は何県ですか」と聞き直されることが
多々あります。吉良町は意外と通じます。少し悔しいですが、仲間
の力を借りて、これからも西尾市内の風景、祭り、歴史を撮影した
写真をお送りします。

この度は、写真コンテストのご提案をいただき、ありがとうござい
ます。西尾市の観光地の一つとして定着しつつある佐久島では、
市の主催ではありませんが、島おこしの活動を行う「島を美しくつく
る会」の主催による写真コンテストが小規模ながら行われておりま
す。
今後も佐久島での写真撮影がより楽しくなる企画を検討している
とのことですので、友人・知人をお誘いの上、日本の原風景が残る
風光明媚な佐久島にお越しいただき、素敵な写真を撮影してくださ
い。

佐久島
振興課

観光
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　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署 分類

H28.3.23

くるりんバス
の運賃及び
運行ルート

１ くるりんバスの運賃を大人100円、小人10円にしたらどうでしょう
か。
２ あいちリハビリ病院前にくるりんバスか名鉄バスのどちらかが
停まってほしいと思います。

　

１　六万石くるりんバスの運賃
運賃を大人100円、小人10円にしてはどうかとのご意見について
ですが、市では現在、公共交通体系全体の見直しを進めており、
路線バスも含めた運賃体系の見直しについても検討しているとこ
ろであります。現在は、大人100円、小人無料となっているため、い
ただいたご意見を今後の参考とさせていただきます。

２　六万石くるりんバスの運行ルート
あいちリハビリテーション病院前へのバス停設置のご要望につい
てですが、市東部地域では現在、路線バスと六万石くるりんバス
の一部で重複が見られ、利用者を取り合っていることから、市で
は、バス交通の再編を検討しているところであります。今後、ルート
の見直しを行う際には、あいちリハビリテーション病院前への停車
についても検討させていただきます。

地域支援
協働課

交通・防犯
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H28.3.24

公共施設再
配置

　西尾市公共施設再配置実施計画についてお尋ねします。
ホームページ上の膨大な資料を見て再配置の必要性というもの
は理解できるのですが、最近、耳にするＰＦＩ方式がよくわかりませ
ん。なぜ必要なのか。仕組み、業者の選定などなど。業者向けの
資料はあるのですが、市民への説明資料が見つかりません。すみ
ませんが、どこに書いてあるのか教えてください。
また、この方式はもう決定しているのですか。西尾が初という事ら
しいので心配です。市民の多くの理解が必要だと思いますので、こ
のＰＦＩ方式についての広報を丁寧にやって欲しいと思います。

　

日ごろは、市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ
います。ご質問をいただきました「西尾市公共施設再配置実施計
画」についてご回答いたします。
「PFI」とは、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、
公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共
事業の手法のことです。市は、平成26年３月に策定した「西尾市公
共施設再配置実施計画2014→2018」（以下「実施計画」）で示す８
つのプロジェクトのうちの５つにおいて、PFIの新方式を導入し、「新
たな官民連携手法（西尾市方式）による公共施設再配置第１次プ
ロジェクト」（以下「本事業」）として取り組んでいます。この西尾市
方式のPFIでは、事業主体をこれまでの建設企業から、施設の運
営・維持管理企業に変更しました。事業を担う企業体（特別目的会
社）は運営中心の事業を行い、施設建設は特別目的会社が本事
業で連携する不動産開発会社から「買取」という方法をとり、責任
を持って施設管理を担っていただくとともに、民間ノウハウの導入
により、市民の皆さまにより質の高いサービスを提供することが可
能になると考えています。
また、本事業を担う特別目的会社への参加要件を愛知県内に本
店のある企業に限定したことから、地元に根を張る企業の参画を
促進し、地元経済の好循環に寄与する事業になると捉えていま
す。市が西尾市方式を導入した理由につきましては、平成23年度
に公表した「西尾市公共施設再配置基本計画」に示した市が抱え
る公共施設の問題に対応するため、今後の公共施設再配置の取
り組みにPFIを官民連携手法の一つとして活用する考えを示しまし
た。これにより、平成25年度に「サービスプロバイダ方式のPFI実現
可能性検討調査」を行い、市内企業を中心に県内企業による参画
でサービスプロバイダ方式のPFIが実現可能と判断したことから、
導入を決定しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続きます）

資産経営
戦略課

行政
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H28.3.24

　なお、本事業は、PFI法に基づき事業を進めており、現在、本事業
を担う地元民間企業グループを優先交渉権者として決定し、契約
に向けた交渉協議を進めている段階にあります。
PFIに関する資料につきましては、わかりやすい資料がございま
すのでご参照ください。
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,36534,c,html/36534/
20150812-150804.pdf

また、市が行ってきた活動について掲載したページがございます
ので、合わせてご参照ください。
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,36534,116,668,html

事業の進展につきましては、市のホームページや広報にしおで
随時お知らせする予定です。広報にしお平成27年９月１日号に、
西尾市が進める公共施設再配置について、広報にしお平成28年３
月１日号に、優先交渉権者による企画提案の市民説明会について
掲載していますので、ご参照ください。
○広報　平成27年9月1日号
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,40999,c,html/40999/a0
6-07sp2.pdf
○広報　平成28年3月1日号
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,43808,c,html/43808/a0
2-03sp1.pdf

本回答において、詳しくお伝えしきれない点につきましては、市の
職員が直接出向いてご説明いたしますので、資産経営戦略課経
営企画担当（直通電話0563-65-2156）までご遠慮なくお申し出くだ
さい。

資産経営
戦略課

行政
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