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蟹江町議会 令和元年度議会報告会 報告書 
 

 

■ 開催概要 

日 時   令和元年 10 月 19 日（土）  午後２時～３時 30 分 

会 場   蟹江中央公民館分館 ４階 大会議室 

来 場 者 数   51 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】 

【議会ＩＣＴ推進部会】 

４ ＜第２部＞ 

･意見交換・質疑応答 

５ 閉 会 

 

 



- 2 - 
 

■ 〈第１部〉 委員会活動報告 

  【総務民生常任委員会】 

現在、町内の公共交通機関に「お散歩バス」があるが、バス停まで遠

い方が、どのようにバスを利用するかが問題となる。高齢者の移動手段

の喪失は社会参加の機会の減少につながり、身体機能の低下や認知症発

症の原因になる可能性が考えられる。 

今後２年間の取組として、蟹江町の交通弱者をなくすため、将来の公

共交通のあり方を考えていく。 

 

 

【防災建設常任委員会】 

今後２年間、「防災」をテーマに研究に取り組む。まず、委員会で名古

屋市港防災センターと飛島村北拠点避難所を視察した。今後、どのよう

な課題を持って防災に取り組めばいいかを考える機会となった。 

これまでの進捗状況として、「空き家対策」、「近鉄蟹江駅及び周辺整

備」、「ＪＲ蟹江駅自由通路及び橋上駅舎化事業」「東郊線踏切」について

報告した。 

 

 

【議会ＩＣＴ推進部会】 

議会のＩＣＴ化を推進していく中で、最初の取組として、議会にタブ

レットを導入した。議会にタブレット端末を導入し、会議システムを活

用することで、議会のペーパーレス化及び議会運営の効率化を図った。 

タブレット端末導入に至る経緯と、ＩＣＴ活用推進により、「町民に開

かれた議会」を目指すために、今後の方向性について説明した。 
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■ 〈第２部〉 意見交換・質疑応答 

No. 質問 回答 

１ 

空き家が多いが、空き家の対

策にいい知恵はないのか。ま

た、特定空き家マップはある

のか。 

まず、アンケートを出して、本当

に危険な空き家を調査し、その空

き家には早く撤去していただくよ

う要望している。 

危険空き家になる前の、まだ住む

ことができる空き家については、

愛知県宅地建物取引業協会と提携

を結び、店舗や違う方が住んでい

ただけるような取組が始まったと

ころである。また、特定空き家は

ない。 

２ 

ごみ出しで、自分の都合で捨

てるのは、外国人ではなく高

齢者であり、マナーが悪くな

いか。 

ごみ問題は、長い間いろいろな取

組がされているが、場所によって

は、マナー的には完璧なものにな

っていない。自治会で改善点を出

していくやり方がいいのではない

か。 

３ 

役場からまっすぐ南の地域

（変電所のあたり）の環境が

非常に悪いが、具体的に整備

をどうしていくのか。 

佐屋川につながる水路に関して

は、調査費がついた。まだ始まっ

たばかりなので、５～10年かかる

かもしれないが、改善に向かう。 

４ 

近隣の市町村とともに、災害

が起きた時の被災ごみを置く

場所の設置はできないか。 

海部３町村でいろいろな連携もと

っているが、被災した場合を調整

していかなければならないと痛切

に感じている。役場とも調整して

いきたい。 

５ 

災害が発生した場合、海部地

域の議員の連携はどのように

なっているか。また、住民へ

の情報提供はどうなっている

か。 

議員同士の連携は今のところはな

い。情報提供は、町か市から一斉

に連絡が入るのではないか。 

６ 

将来の公共交通のあり方につ

いて報告があったが、スケジ

ュール等、具体的な構想はあ

るか。 

今回の目的は、お散歩バスを利用

し、バス停まで地域の人を運ん

で、買い物や病院等へ行っていた

だく主旨で考えている。具体的な

スケジュールは、まだ考えていな
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い。 

７ 

議会のＩＣＴ化で、リアルタ

イムで議会の活動や文書が見

られるように改善されるの

か。 

今はクローバーテレビで見られる

人は見られるが、インターネット

を利用すると、自分の見たい議員

などを選んで見られる。そのよう

なことも考えていきたい。 

８ 

舟入保育所だけ午後５時まで

の保育預かり時間となってい

て、他が全て午後７時までに

なっているので、他の保育所

と同じ午後７時までに要望し

たい。 

今までもいろいろ要望は出してい

るが、再度、議会から町へ要望し

ていきたいと考えている。 

９ 

９か所ある投票所で、３か所

しか下駄履きで行けないの

で、一日も早く全ての投票所

で、下駄履きで投票できない

か。 

選挙管理委員会が選挙について決

定権があるので、引き続き要望し

ていく。 

10 

近鉄蟹江駅のロータリーにつ

いて、利用時間帯の調査はな

にもやっていない。渋滞のピ

ーク時間がある程度決まって

いるので、この点を考えた構

造になっていない。また、何

かトラブルがあって、電車を

止めることが起きないかと懸

念している。構造を再検討し

たほうがよいのではないか。 

混雑時間は限られておらず、雨が

降ったりすると混雑する具合も違

うため拡幅した。出入口も分かれ

ており、車が重ならないようにし

ている。改良は常に進めている。 
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■ アンケート集計（回答：47人／51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 

36人 9人 2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 2人 1人 3人 12人 29人 0人 

（ハ）お住まいの学区 

舟入 新蟹江 学戸 蟹江 須西 その他 

5人 5人 5人 16人 13人 3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 17人 

全戸配布のチラシ 21人 

議員の案内 12人 

議会のホームページ 3人 

友人・知人の案内 7人 

その他（※） 6人 

※ 町内会の働きかけ、役場からの嘱託員宛ての通知、ケーブルテレビ（行政情報）、

区議会 

 

【問３】 報告内容はいかがでしたか。 

良かった 7人 

まあまあ良かった 29人 

良くなかった（※） 3人 

どちらとも言えない 8人 

無記入 0人 
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※ 主体性をもって。責問しっかりするようお願いしたい。（男性・70歳以上・須西） 

※ 説明が棒読み（総務民生）。発表しているような説明がほしい。写真のどこを説明

しているのか理解しにくいので、わかるような説明にしてほしい。髙阪議員の説明

は分かりやすかった。（男性・70歳以上・舟入） 

※ この先の成果が期待できない。（男性・60代・舟入） 

   

【問４】 説明はいかがでしたか。 

分かりやすかった 5人 

ある程度分かった 31人 

分かりにくかった 6人 

どちらとも言えない 3人 

無記入 2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 33人 

短かった 4人 

その他（※） 3人 

無記入 0人 

※ 議会報告は短く。（男性・60代・蟹江） 

※ 質問時間を多くしてほしい。また、事前に質問内容を聞いておく。（未記入・50

代・学戸） 

※ この内容ならこんなものかと思います。（男性・60代・舟入） 

 

【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 30人 

参加しない 1人 

どちらとも言えない 14人 

無記入 2人 

 

 

 



- 7 - 
 

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】土曜日が良い。 

70歳以上 
【問８】 

蟹江 

 

男性 【問７】土曜日の午後。 

60代 
【問８】 

蟹江 

 

男性 【問７】土曜日・日曜日の午後が良い。 

60代 
【問８】堤防のかさ上げ強化と排水機のメンテナンスを要望 

蟹江 

 

男性 【問７】 

70歳以上 【問８】報告の主旨を最初に丁寧にしていただき、その後に報告

してほしい。 蟹江 

 

男性 【問７】 

60代 【問８】要望を議会にしっかり反映し、その要望を聞くだけでな

く、解決をお願いします。又、議会報告に満足せず、議

員力をつけてください。 

蟹江 

 

男性 【問７】 

70歳以上 
【問８】今後も町政のためによろしくお願いします。 

学戸 
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男性 【問７】 

70歳以上 
【問８】質疑応答に対して回答が的確とは言えない。 

学戸 

 

女性 【問７】 

60代 【問８】要お散歩バスのコース変更等、見直しを検討との報告で

したが、バスの本数とバス停も増やしてほしい。 

現在無料ですが、有料でも良いと思います。 

蟹江 

 

女性 【問７】 

50代 
【問８】初めて参加しました。勉強になりました。 

須西 

 

男性 【問７】 

70歳以上 【問８】各委員会の報告に工夫が必要（例えばポインターで説明

する）。 舟入 

 

男性 【問７】土曜日の午前が良い。 

40代 【問８】役場の行った仕事について述べるのではなく、議会でど

のように審議したのか発表すると良いのではないか。議

会ＩＣＴの説明はすばらしい取組でよかった。 

学戸 

 

男性 【問７】土曜日の午前が良い。 

30代 【問８】行政の取組報告ではなく、テーマを掲げた事項について

町にどのように働きかけていくのか、何を提案していき

たいのかを報告、述べるべきである、 

須西 

 

男性 【問７】 

30代 【問８】舟入保育所の預かり時間の改善と発災時の垂直避難所に

ついての改善要望も併せてお願いします。 舟入 

 

男性 【問７】 

70歳以上 
【問８】活発な意見があり、よかった。 

須西 
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女性 【問７】 

60代 
【問８】避難所でのペット対策を考えてほしい。 

須西 

 

男性 【問７】 

70歳以上 【問８】蟹江町議員、政務活動費（現在６万円）を12万円にして

活発な活動をお願いしたい。 

     海部・津島７市町村の議員の連携はどうなっているか？

住民各位に回覧でも説明してください。 

須西 

 

男性 【問７】 

50代 【問８】①毎年同じ質問をされております。アンケートの検証も

必要に思います。 

②町の活性化のためにどのような取組を今後考えている

か？「道の駅」設置を提案します。 

   ③お年寄りに優しい町政であり、若い方には魅力を感じ

ない町づくりを感じました。 

学戸 

 

男性 【問７】 

60代 【問８】2045年には、蟹江町の人口が３万人までになると言われ

ています。その時に今のようなことがやっていられるの

か、疑問です。先を見据えた事業を考えていただきた

い。25年後の蟹江町は今のままでは大変なことになるか

と思います。 

舟入 
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