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蟹江町議会 平成 29 年度議会報告会 報告書 
 

 

■ 開催概要 

日 時   平成 29 年 10 月 28 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   27 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、「子どもたちの学力・体力の向上」と「学童

保育」を調査研究することとした。 

「子どもたちの学力・体力の向上」は、視察先の福井市で学んだ取組な

どを積極的に取り入れるよう、町に提案していく。 

「学童保育」は、前年度から調査研究を行ってきた。その成果として、

町では平成 30年度から小学校の空き教室や児童館を利用して、高学年も

１年を通じて学童保育が行われるようになる。 

 

 

【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」を調査研究することとした。 

「空き家等対策」は、平成 28年度に町が実施した空家等実態調査の結

果を受け、危険な可能性がある４箇所の空き家を視察した。今後、町は空

き家等対策計画の素案を作成し、協議会の設立、パブリックコメントの実

施を経て、蟹江町空き家等対策計画を策定していく。空き家及び空き店舗

の利活用は、商工会とも連携し協議していく。 

近鉄蟹江駅の駅前広場は、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。東郊線踏切は、改正踏切道改良促進法が施行されたことにより、改

良すべき踏切道だと国が指定した。今後は、国、県と調整しながら地方踏

切道改良協議会の設置、地方踏切道改良計画の策定に取り組む予定である。 
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■ 〈第２部〉 意見交換・質疑応答 

No. 質問 回答 

１ 

空き家等対策計画は役場が作る

もので、議員がどのように絡ん

でくるのか。 

計画は町が作成する。協議会の中に

議員が加わり対応していく。 

２ 

町の実施したアンケートは持ち

主にだけ聞いて、近隣の人の話

は聞いていない。これでは不十

分でないか。 

今回のアンケートでは、そこまでは

していない。協議会の中で対応すべ

きだと考えている。 

３ 
医療費を０歳から中学生まで

無料にしてほしい。 

町は海部郡の中でも進んでいて、す

でに無料化している。 

４ 

庁内に新築の家を建てたら 50

万円の祝い金が出るようにして

ほしい。 

検討していく。 

５ 

町内在住で出産した人に 50万

円（26万円＋１万円×12か月）

の祝い金が出るようにしてほし

い。 

検討していく。 

６ 
役場を町のシンボルとして新築

なり改築してほしい。 

検討していく。 

７ 

蟹江町の中学生が広島に行って

戦争について学んでいることを

知って嬉しく思う。 

町として非核都市宣言を議決して

いる。町側も議会側も事業を推進し

ている。 

８ 

蟹江町では、子どもに対して怒

る先生ではなく、優しい先生で

あるよう留意してほしい。 

町側に話しをする。 

９ 

学童保育で学校の空き教室を利

用することについて、子どもの

気持ちを考えたうえで実施して

ほしい。 

学校側に話をする。 
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10 

町の選挙投票所で、靴を履いた

まま投票できるところは何箇所

あるか。 

小学校関係は靴を脱がなければい

けない。公民館の一部でも同様。靴

を脱がなければいけないところが

多いと認識している。 

11 
期日前投票は、１階のロビーで

できないか。 

全体として投票率を上げる創意工

夫と捉えさせていただいて、町に提

案していく。 

12 

障がい者や車イスの方が安心し

て投票できる場所が必要で、小

学校でやるだけでなく、地域の

話も聞いて改善してほしい。 

13 

東郊線踏切が危険踏切に指定さ

れて、議会ではどのように話し

合いがされ、我々はどうすれば

いいのか。 

国と県と調整して進めていくとい

うことで、まだ具体的には協議会も

動き出していない。 

14 

解決に向けて、議会として住民

や町内会にして欲しいことを具

体的に言ってほしい。 

平成 30年に向けて協議会が動き出

すようなので、少しでも早く対応し

てもらえるよう議会としても伝え

ていく。 
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■ アンケート集計（回答：24人／27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下さい。 

（イ）性別 

男性 女性 無記入 

20人 2人 2人 

（ロ）年齢 

20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 

0人 1人 0人 0人 0人 9人 14人 

（ハ）お住まいの学区 

舟入 新蟹江 学戸 蟹江 須西 その他 

2人 6人 0人 10人 6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 8人 

全戸配布のチラシ 11人 

議員の案内 5人 

議会のホームページ 1人 

友人・知人の案内 2人 

その他（※） 3人 

※ 町内会長より、町からの案内、町から嘱託員への案内 

 

【問３】 報告内容はいかがでしたか。 

良かった 8人 

まあまあ良かった 12人 

良くなかった 2人 

どちらとも言えない 1人 

無記入 1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 8人 

ある程度分かった 12人 

分かりにくかった 3人 

どちらとも言えない 1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 1人 

ちょうど良かった 21人 

短かった 2人 

その他 0人 

無記入 0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 20人 

参加しない 0人 

どちらとも言えない 4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

下さい。 

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、

ご自由にお書き下さい。 

 

無記入 【問７】 

70歳以上 【問８】現在の取り組んでいる問題点、今度取り組む事項を詳細に

説明いただきたい。 

 

須西 

 

男性 【問７】今回のようで良いと思う。 

60代 【問８】議会の委員会として、調査した結果を吟味して、委員会と

しての今後の方向性まで示していただくと議論ができたの

ではないかと思います。 

新蟹江 

 

女性 【問７】  

70歳以上 【問８】「空き家対策について」を今日の議会報告に取り上げたこ

とは良いと思う。しっかりとした対策をとれば町の活性化

につながると思う。ただ、住民基本台帳に登録がないもの

が 1,097件、そのうち空き家と断定できたものが 212件な

ので、今後、この数字を増やしていただきたい。 

蟹江 

 

男性 【問７】  

60代 【問８】意見交換、質疑応答の時間が多くとってあったことは大変

有効であった。 蟹江 

 

男性 【問７】  

70歳以上 【問８】嘱託員制度の見直し。海部津島７市町村の実態を調べる。

30町内会（区）から学区単位の代表５名のみ。他一切なし。

名古屋市は学区単位。海部津島７市町村の実態を調べる。 

須西 
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男性 【問７】  

70歳以上 

蟹江 【問８】汚水対策（ドブ溝）を早急に進めること。（魅力ある街づく

りのため） 

 

男性 【問７】（土）（日）が良いです。 

70歳以上 【問８】一般質問の時間が長過ぎますね。起承転結の論法でなく、

結論から導入して欲しいね。議員皆さまの質問を聞きたい

です。クローバーＴＶで聴取していますが、深夜になりま

す。改善してくださいね。情報の収集など日頃のご活躍期

待しています。ご苦労様です。 

蟹江 

 

男性 【問７】土曜日の午後の設定は非常に良いと思う。 

60代 【問８】 

 新蟹江 

 

男性 【問７】  

70歳以上 
【問８】空き家、近鉄・ＪＲ付近の問題。 

新蟹江 

 

男性 【問７】今までどおりでＯＫです。 

70歳以上 【問８】今後は要望等を出します。 

 舟入 

 

男性 【問７】  

20代 【問８】今後議会として町とどう取り組んでいくのか。報告事項を

どう施策につなげていきたいのかを聞く場としたい。 須西 

 

男性 【問７】現行で良い。参加者が増えるなら変更も可。 

60代 【問８】参加者が増えるための方策を実施してください。 

 蟹江 

 

 

 



- 9 - 
 

男性 【問７】適切 

60代 【問８】議員も私たち参加者も高齢化している。それがとても残念

であるし、問題だと思う。 新蟹江 

 

男性 【問７】土曜日で良いです。場所、時間も良いです。 

60代 【問８】  

 新蟹江 

 

 

男性 【問７】休日（土、日）午後～ 

60代 
【問８】蟹江町の今後の状況が分かり（具体的）、勉強になりました。

蟹江 

 

男性 【問７】土、日午後でよい。 

70歳以上 【問８】①受付から始まるまでが長い。②総務は私語が多い。笑い

話はお客に失礼である。防災は静かであった。会議は静か

に待つ。③ペットボトルの 300mlくらいが欲しかった。部

屋があったかくなるので。④ぐたぐたとわけの分からん質

問は困る。⑤説明にだらだら言わない。要点をつかんで話

すべし。 

新蟹江 

 


