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1 R4.1.13

特別給付金
について

子育て世代への臨時特別給付金ですが、なぜ西尾市は年収
950万円以上の家庭には給付しないのですか。他の市町村で
は平等にということで、市町村の負担で全世帯に給付したとこ
ろが多いです。

西尾市では税金も収入に関係なく平等ですか。違いますよ
ね。市民税は収入に応じて支払っています。なのに、なぜ給付
は平等ではないのでしょうか。そもそも議題に上がっています
か。何もホームページ等で説明すらしないのはなぜですか。こ
のような不平等はありますか。給付されない世帯は減税してく
れますか。このように思っている人がどれだけいるのか知って
いますか。給付されない世帯が納得のいく回答をお願いしま
す。

子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、おっしゃら
れることはもっともなことで、不公平感を持たれている方が多数
おられることや、一部の自治体において、独自で給付金の支給
を行う動きがあることは十分承知しております。

しかしながら、今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症
に対する緊急支援として国が実施するもので、支給要件や所
得制限については、一刻も早く支給するという観点から国が決
定したものです。

市といたしましては、現段階では特別な措置を行うことは考え
ておりませんが、長引くコロナ禍において、限られた財源の中
で最大の効果が発揮できるよう市政運営に取り組んでまいりま
すので、ご理解くださるようお願いいたします。

子育て支援課 出産・子育て

2 R4.1.24

市内活性化
の た め の レ
ンタサイクル
導入案

先週、会社からの帰宅の最中、20代の若い方たちの会話を
ふと耳みしました。その会話の内容は、西尾市にレンタサイク
ルがあれば、色々散策してみたいというものでした。

私自身、６，７年前に名古屋、栄をいろいろと回りたい際、レン
タサイクルを活用して、楽しく良かった事を思い出しました。

市内に訪れる目的は人それぞれであり、ゆっくり歩いて散策
する楽しさもありますが、限られた時間の中でいろいろと回りた
い方も、それなりに存在すると思われます。特に行動範囲の広
い若い人たちなどは、短い時間で市内のグルメスポットをいろ
いろ回ったりするのに自転車があるとちょうど良いと思います
ので、ぜひ、デジタルをフル活用したレンタサイクル導入の検
討をお願いします。自転車でなくても、電動化の先駆けで、電
動レンタルスクーターのようなモビリティでも面白いかもしれま
せん。

例えば、駅から西尾城まで少し距離があるので歩くのは少し
抵抗がある方には、六万石くるりんバスなどがありますが時間
が限定されてしまいます。自分のペースで行けるように自転車
という選択肢があると、より気軽にふらりと行くことができ、他市
との差別化もできるため、今以上に人を市内に取り込める（西
尾線活用）のではないでしょうか。ぜひ、レンタサイクル構想の
検討をお願いします。

【観光文化振興課】
レンタサイクルにつきましては、市から西尾市観光協会へ助

成し、西尾駅、上横須賀駅、吉良吉田駅で貸し出しており、観
光客の方々にご利用いただいております。中でも西尾駅では、
有料ではありますが電動アシスト付き自転車を貸し出してお
り、少し距離がある観光施設へ移動する方にお勧めしていま
す。

観光パンフレットや西尾市観光協会のホームページで周知し
ておりますが、あまり知られていないことが課題であると考えま
すので、今後はより効果的な周知方法について検討してまいり
ます。

【地域つながり課】
上記の他に、名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～蒲郡駅間）の利用

促進のため、駅を起点に市内を観光できるよう「にしがま号」と
いう無料のレンタサイクルがあります。置いてある駅は、西幡
豆駅、東幡豆駅、西浦駅、形原駅の計４駅で、各10台用意して
います。レンタサイクルが置いてある駅の駐輪場には沿線ガイ
ドマップをご用意していますので、市内を散策する際には、ぜ
ひ「にしがま号」をご活用ください。
（市公式ウェブサイトURL）
https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/kotsu/1001409/10020
40.html

観光文化振興課
地域つながり課

観光
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3 R4.1.31

保育園、児
童クラブの
就労証明
書

　年少児と小学1年生の子どもがいます。就労証明書を保育園
入園前に1通、入園後にまた1通、児童クラブの短期入会申込
みのたびに1通ずつ提出するように言われました。明らかに多
すぎます。その都度、事業主に頭を下げてお願いしている身に
もなってください。雇用関係が悪化しそうです。紙の無駄遣い、
税金の無駄遣いとも思います。勤務先、勤務時間に変更が無
い場合は必要ないと思います。せめて合わせて年1回にして欲
しいです。

このたびは、保育園入園と児童クラブ短期入会に係る書類に
つきまして、ご面倒をお掛けしております。

保育園入園及び児童クラブへの入会に必要な就労証明書に
つきましては、それぞれで確認すべき事項が異なることから、
別々で就労証明書をご提出いただいております。

保育園は、保育の必要性を認定するため、入園申込時及び
毎年１回の現況調査時には、確認書類として就労証明書等を
提出していただくよう「子ども・子育て支援法」で定められていま
す。これ以外にも、就労先や就労時間等の申請内容に変更が
生じた場合にも提出が必要です。度々のご提出となる場合が
ございますが、ご理解くださるようお願いいたします。

また、児童クラブの短期入会申込みにつきましては、保護者
や事業主の方々のご負担を少しでも軽減するため、就労状況
の変更等がなければ就労証明書の提出が年度内で１回とする
ことができるように検討してまいります。

保育課
子育て支援課

出産・子育て

4 R4.2.3

新 型 コ ロ ナ
ウ イ ル ス 感
染者情報に
ついて

　毎日のコロナ感染者情報、ありがとうございます。
無症状、軽症、中等症などの感染者の状況が、いつの間に

か表示されなくなりました。現状、新規感染者数よりも症状が重
要ですので、再度表記をお願います。感染者数の多さで煽ら
ず、多種の情報提供をお願いします。一番欲しい情報は、重症
者数と重症者のワクチン接種の有無(2回接種)です。後追いで
も情報を追加してください。

西尾市では、愛知県の公式ウェブサイトに掲載される新型コ
ロナウイルス感染者の発生情報を基に、市民の皆様に市公式
ウェブサイト等で情報提供しております。市では、これ以上の情
報が把握できないため、感染者のワクチン接種状況などのご
希望の情報は提供できませんので、ご理解くださるようお願い
いたします。

また、ご意見にある症状等の表記がなくなったことにつきまし
ては、令和4年1月25日から愛知県が症状等を公表しなくなった
ことに伴い変更したものでございます。

今後も、マスクの着用、石けんによる手洗いやこまめな換気、
不要不急の外出を控えるなどの予防に努めていただきますよ
うお願いいたします。

健康課 健康・医療

5 R4.2.7

入園前健康
診査の案内
について

2月1日付けで、令和4年度入園前健康診断のご案内が届き
ました。日程は2月17日です。そもそも、夫婦共働きのため保育
園に預けなければいけない環境で、急に平日に来いと言われ
ても行けません。最低でも1ヶ月前に通知が来なければ休むこ
とができません。一人で仕事をしているわけではありません。

このたびは、入園説明会のご案内が遅くなりご迷惑をお掛け
いたしました。

4月1日からの入園決定通知につきましては、毎年2月上旬に
保育課から発送しておりますが、入園説明会の開催日時は、
入園前健康診断を同日に実施するため、各園において園医と
調整した上で決定し、ご案内しております。

ご都合がつかない場合は、個別に対応することもできますの
で、直接、園にご相談くださるようお願いいたします。

保育課 出産・子育て
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6 R4.2.7

標高表示版
の改善

公民館の標高表示版ですが、いつ設置されたか分かりませ
んが、外れてしまって窓の格子に挟んである状態です。

また、地盤の標高を表示するだけでは認識喚起に乏しいと考
えます。そこで、浸水度、指定避難所を知らせる表示版も設置
するべきではないでしょうか。

標高表示板の設置状態について、ご連絡いただきありがとう
ございます。

標高表示板は、平成23年の東日本大震災の発生を受け、市
民の皆様に津波に対する関心を高めていただくとともに、各地
域での防災対策に役立てていただくことを目的に、各町内会が
希望する箇所を中心に2,000箇所以上に設置しております。

ご連絡いただいた公民館は、●●公民館のことと推察いたし
ます。こちらへは平成23年度に標高表示板を設置しており、現
地を確認したところ、ご指摘のとおり標高表示板が外れて窓の
柵に挟んであったため、町内会長に依頼し、設置をし直してい
ただきました。

なお、標高表示板は地盤の標高のみを記載しておりますが、
今後は、市内28箇所への設置を進める津波避難誘導看板を活
用し、現在地が津波避難対象地域であることと併せ、津波浸水
想定区域外までの距離や最寄りの指定避難所までの地図を表
示することで周知を図ってまいります。

危機管理課 防災・災害

7 R4.3.7

飼い犬の散
歩マナーに
ついて

　ここ近年、町内のいたる所に犬の糞がそのまま放置されてお
り、非常識な飼い主が多いように思います。確認するだけでも
公園の周りや通学路などに沢山放置されている状況です。屋
外とはいえ、衛生面も気になります。またノーリードで散歩する
飼い主も数名見かけ、実際犬に飛びつかれました。
　そこで市から注意喚起等していただけないでしょうか。市公式
ＬＩＮＥなどを活用し、より多くの市民に呼びかけていただきたい
です。ご検討をお願いします。

　西尾市では、飼い犬の狂犬病予防注射や飼い方のルール、
マナー等に係るチラシを作成し、全世帯への回覧や市内の動
物病院での配布等により啓発を行っております。その中で、散
歩の際は、犬のフンを持ち帰ること、ノーリードでの散歩は愛知
県条例で禁止されているため、必ずリードを付けて適切な長さ
に持つように周知しております。
　しかし、ご意見をいただいたように、一部には飼育マナーの悪
い方がいることも事実です。飼い主が特定されている場合は、
愛知県動物愛護センター（電話0565-58-2323）が飼い主に指
導しておりますので、直接、お問い合わせくださるようお願いい
たします。
　また、犬のフンに関しましては、町内会にフン害防止の啓発
看板を配布しておりますので、必要に応じて町内会長にご相談
ください。
　引き続き、市ホームページや広報、チラシなどを活用し、飼い
犬の適正飼育の啓発を行ってまいります。

環境保全課 環境・衛生
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8 R4.3.8

にしおマラソ
ン開催に関
する要望

にしおマラソンの成功おめでとうございます。交通規制に関す
る要望があります。

コロナワクチン接種のため、自宅から接種会場へ向かう際、
早めに出発したにも関わらず行く先々での通行止めにより、大
きく迂回しなければならなくなりました。
　そこでお願いですが、

①市役所が関わるイベントは重複させない、または、あらかじ
めアナウンスをしてください。アナウンスの際は、市ホームペー
ジでの周知だけではなく、市民目線での周知をお願いします。

②通行止めに関わるガードマンの教育をお願いします。通行
止めのサインを送るだけなら看板だけで十分です。効率的な行
先の案内などができるようにしてください。

にしおマラソンの交通規制によりご迷惑をおかけし、誠に申し
訳ございませんでした。

①市役所が関わるイベントにつきましては、今後は、できる限
り重複しないよう関係各課との調整を図ってまいります。また、
周知のために防災無線を利用するなど、複数の媒体を使用し
て周知の徹底を　図るべきであったと反省しております。

②通行止めに伴うガードマン配備の件につきましては、警備
会社と打合せを重ね、配備箇所や迂回路の確認を行ってまい
りましたが、ドライバーの皆様に迂回図をお配りするなどの配
慮が必要であったと考えております。

今回いただきましたご意見を含め、今後のにしおマランン開
催に向けて改善してまいります。

スポーツ振興課 文化・スポーツ

9 R4.3.11

子どもたちへ
のワクチン
接種につい
て

行政の方々の日々の努力のおかげで安心して暮らすことが
できます。ありがとうございます。

新型コロナワクチンの副反応が心配されます。早まって子ど
もに打たせたために、何らかの副反応が出て苦しむことがあれ
ば親としてたまらないと思います。また、接種した医師もさぞか
し辛い思いをされるでしょう。このような不幸な人を西尾市で一
人も出したくないです。

そこで、今からでは間に合わないかもしれませんが、接種券
の一斉送付を取りやめていただけたら嬉しいです。また正確な
情報を積極的に発信していただけるととてもありがたいです。
よろしくお願いします。

5歳から11歳を対象とした小児接種は、予防接種法に基づく
臨時の予防接種として位置づけられますが、接種については、
努力義務は適用されず強制ではないことから、あくまでもご本
人や保護者の方が納得した上で接種するかどうかを判断して
いただくこととなります。

西尾市では、3月11日に一斉に接種券を発送いたしました
が、小児接種への理解をより深めていただくため、市ホーム
ページの「ワクチン接種特設サイト＞1.2回目の方の接種＞小
児（5歳から11歳）の接種」に、ワクチン接種の効果や副反応な
ど、小児接種の詳細を掲載しています。また、子育て世代の若
い方が閲覧しやすいようにＬＩＮＥでの配信も行っております。

小児接種につきましては、様々なご意見があることは承知し
ておりますが、ご理解くださるようお願いいたします。

健康課 健康・医療

10 R4.3.16

国道23号線
の騒音につ
いて

西尾東インターと須美インターの間の区間に住んでいます
が、夜間の暴走族の爆音やトラックの走行音に悩まされていま
す。防音壁の無い区間に、安城市や名古屋市のように防音壁
を設置していただきたいです。

国道23号線の騒音につきましては、毎年、自動車騒音測定を
実施し、環境基本法による環境基準（自動車騒音）及び騒音規
制法による要請限度（自動車騒音）との適合状況を確認してお
ります。

令和4年度もお住まいの地域周辺での測定を予定しており、
前述の適合状況を確認した結果が環境基準及び要請限度を
超えている場合には、道路管理者である国土交通省へ対策の
要望書を提出してまいります。

環境保全課
土木課

住まい・まちづく
り

11 R4.3.23

委員会の動
画配信につ
いて

市政の公開制度は素晴らしいと思います。特に、議場で開催
される議会の動画配信は、傍聴に行けないときなど助かりま
す。そこで要望ですが、委員会室で開催される各委員会の動
画の配信もお願いします。

各委員会につきましては、議場ではなく委員会室で開催して
おりますが、委員会室にはビデオ撮影する設備や機材がない
ため、現状では動画配信はできませんので、ご理解くださるよう
お願いいたします。

動画配信が可能な環境を整えるには、多額の費用が必要と
なりますので、今後、委員会室の設備改修などの必要が生じた
場合には、費用対効果も含めて検討してまいります。

議事課 行政
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