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蟹江町議会 平成 30 年度議会報告会 報告書 
 

 

■ 開催概要 

日 時   平成 30 年 10 月 20 日（土）  午後２時～３時 30 分 

会 場   蟹江町中央公民館分館 ４階 大会議室 

来 場 者 数   19 名 

出 席 議 員   全員（14 人） 

報告会次第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ ＜第１部＞ 

・委員会活動報告 

【総務民生常任委員会】 

【防災建設常任委員会】 

４ ＜第２部＞ 

･意見交換・質疑応答 

５ 閉 会 
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■ 〈第１部〉 委員会活動報告 

  【総務民生常任委員会】 

総務民生常任委員会では、家庭、学校、そして地域が連携して教育・子

育ての取組を進められるようなまちづくりを目指し、調査研究しており、

今年度は、特に、子どもの体力向上の取組について、重点的に調査してき

た。 

多治見市で学んだ子どもの体力向上のためのプランやプロジェクトの

内容を参考に、町に「子どもの体力向上の取組」を提案していく。 

 

 

【防災建設常任委員会】 

防災建設常任委員会では、「空き家等対策」と「近鉄蟹江駅及び周辺整

備」を調査研究しているが、本年の大阪府北部を震源とした地震によるブ

ロック塀が倒壊する事故を受けて、当委員会でも町内の公共施設を調査し

た。 

「空き家等対策」は、平成30年２月に蟹江町空家等対策協議会を設置し、

今年度中には、この協議会の中で策定する蟹江町空家等対策計画を公表す

る予定である。 

近鉄蟹江駅の駅前広場は、平成30年11月に着工し、平成31年度中に整備

が完了する。ＪＲ蟹江駅の自由通路及び橋上駅舎は、平成32年末に完成し、

利用できるようになる。また、平成33年夏ごろには、仮駅舎を撤去し、事

業の完了予定である。また、平成33年度中には、駅南口が整備されるよて

いである。東郊線踏切は、県内を４つのブロックで分けたエリアの中で協

議されていくこととなった。蟹江町は、一宮・海部エリア（構成市町：一

宮市、稲沢市、清須市、愛西市、蟹江町）に属しており、今後、地方踏切

道改良計画の策定に取り組む予定。 
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■ 〈第２部〉 意見交換・質疑応答 

No. 質問 回答 

１ 

災害発生時の海部地区７市町村

の連携はどうなっているか。 

年に１回は、木曽川で合同の防災訓

練をしている。県の関係で、桑名地

区を含めた防災訓練もしている。 

２ 

大きな地震が来た場合、蟹江町

ではどれくらいの犠牲者が出る

と予想されているか。 

数は把握していない。（※１） 

３ 

日光川と蟹江川に留めてある船

は何艘あるのか。 

資料がないので分からない。（※２） 

 

その船の持ち主は蟹江町民だけ

か。 

所有者は蟹江だけではない。 

東海・東南海地震が発生した際

は、10～15メートルの津波が来

るといわれているが、危険だと

認識しているか。 

凶器になる可能性があると思って

いる。 

係留してある船で、もう使用し

ない船は把握しているのか。 

調査させて欲しい。（※２） 

４ 

公園の草刈の回数を増やせない

か。 

都市公園の草刈は町がする。地域の

公園の草刈は、町内会長が申請すれ

ば、年４回くらいはできる。ただし、

ただではない。半額の補助が出る。 

５ 

活き生きかにえスポーツクラブ

が、保育所に年間20回訪問して

いるということで、補助金をい

くら出しているのか。（キッズう

んどう委託事業） 

年間100万円。 

６ 

本議会の様子を録画したものを

後から見ることはできないか。 

インターネット中継の導入を議員

間で検討したが、費用対効果を考え

見送ることとなった。 

７ 

ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店の道路

（店舗前から東郊線にぶつかる

ところ）の右折禁止を解除して

欲しい。 

住民からの要望で右折禁止になっ

たと聞いている。意見として伺って

おく。 

８ 
投票所に靴を脱がないでいける

ところは何箇所あるのか。 

３箇所くらいだと思う。（※３） 
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９ 

総務民生常任委員会で視察に行

った多治見市の取組を学んで、

町に何を提案して何が変わった

のか。 

今回報告したことは、これから町に

提案していくもの。 

10 
「あいうべ体操」を人が集まる

場所で普及してほしい。 

町に話をする。 

11 

東郊線踏切拡幅に向けての進捗

は。署名を集めるなりしたら早

く解決するのでは。 

平成30年10月に東郊線踏切改良協

議会が設置された。町当局に相談

し、次の方法を考えていきたい。 

12 

空家等対策協議会の報告の中に

あった、去年と今年の相談内容

はどういったものか。 

具体的な相談内容は把握していな

い。 

13 
リニア新幹線は、蟹江町のどの

あたりを通るのか。 

公表されていないので、具体的なこ

とは分からない。 

14 

議会としてＪＲの複線化を要望

していくのか。 

複線化に向けた用地買収が済んで

いることは知っているが、実現が難

しいということで具体的な協議は

されていない。 

15 

蟹江川の新記念橋から記念橋の

間の右岸堤に描かれている絵を

更新できないか。 

議会として要望していきたい。 

 

➢当日お答えできなかった質問の答え 

（※１）過去地震最大モデルで、冬・早朝５時・風速５メートルの条件で約30

人。理論上最大モデルの同条件下で700人。 

【参考：蟹江町地域防災計画】 

（※２）管理する県によると、143艘あり、そのうち使用しないものは７艘ある。 

（※３）３箇所。⇒蟹江西（蟹江中央公民館）、蟹江上（産業文化会館）、富吉

（富吉グリーンハイツ集会室） 
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■ アンケート集計（回答：19人／19人中） 

（選択回答【問１】～【問６】、自由記述【問７】【問８】） 

 

選択回答部分 

【問１】 あなたご自身についてお聞かせください。 

（イ）性別 

男性 女性 無記入 

15人 3人 1人 

（ロ）年齢 

20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 無記入 

0人 0人 1人 0人 0人 6人 11人 1人 

（ハ）お住まいの学区 

舟入 新蟹江 学戸 蟹江 須西 その他 

4人 4人 2人 4人 5人 0人 

 

【問２】 会の開催を何で知りましたか（複数回答可）。 

議会だより 9人 

全戸配布のチラシ 10人 

議員の案内 2人 

議会のホームページ 1人 

友人・知人の案内 1人 

その他（※） 2人 

※ 町からの案内 

 

【問３】 報告内容はいかがでしたか。 

良かった 2人 

まあまあ良かった 13人 

良くなかった 0人 

どちらとも言えない 4人 

無記入 0人 
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【問４】 説明はいかがでしたか。 

分かりやすかった 2人 

ある程度分かった 13人 

分かりにくかった 1人 

どちらとも言えない 3人 

無記入 0人 

 

【問５】 時間についてはいかがでしたか。 

長かった 0人 

ちょうど良かった 15人 

短かった 3人 

その他 0人 

無記入 1人 

 

【問６】 次回の「議会報告会」にも参加したいと思いますか。 

参加したい 14人 

参加しない 0人 

どちらとも言えない 5人 
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自由記述部分 

性別 【問７】今後も開催を予定しておりますが、最適な曜日、開催場所、

時間等についてご要望がありましたら、ご意見をお聞かせ

ください。 

年齢 

学区 【問８】本日の感想やご意見・議会へのご要望などがありましたら、

ご自由にお書きください。 

 

 

 

男 【問７】農業（稲刈り時期）の為、参加しにくい。11月を希望する。

70歳以上 【問８】特になし。 

 舟入 

 

 

 

女性 【問７】 

無記入 【問８】質疑応答に応えられないことが多いように感じた為、事前

にある程度の予測・想定はした方が良いと思いました。も

しくはその場で調べられる仕組みを（インターネットを使

いこなせる人材を用意する等）考える姿勢が大切かと思い

ます。 

舟入 

 

 

 

男性 【問７】同じで良いと思います。 

30代 【問８】参加者の年齢がかなりかたよっているので、議会自体にも

う少し若年層に関心を持たせる工夫が必要。 舟入 

 

 

 

男性 【問７】土・日曜日が良い。 

70歳以上 【問８】質問は全般（何人でも良い）がいい。（役場の参加も必要で

す。） 学戸 
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男性 【問７】日曜日 

70歳以上 【問８】蟹江町、町長、議員にお願い。ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店南

駐車場前道路桜一丁目交差点の右折が出来る様に蟹江署交

通規制課へ要請してください。 

右折レーン作成又時間帯制限（AM7:00～10:00） 

須西 

 

 

 

無記入 【問７】土曜日の午後 

70歳以上 【問８】議会の質問時間が長い。要点、結論から効率良くお願いし

たい。 蟹江 

 

 

 

男性 【問７】 

60代 【問８】子どもの体力向上への取組みの推進を期待します。 

 新蟹江 

 


