一宮市議会
日閉会

６６６６
月定例議会

６６６６月月月月６６６６日開会、、、、６６６６月月月月

６６６６月定例会 開会
は じめに 、議 員共済 費、 一宮 市
交通 計画策定協議 会負担 金、東日
本大 震災被災地支 援関係 経費、日
中一 時支援事業給 付費、 地域密着
型サ ービス施設等 整備補 助金、民
間木 造住宅耐震改 修及び 緊急支援
民間 木造住宅耐震 改修補 助金、千

年度６６６６月補正予算

の一部を改正する条例の制定」
、市

度
６５５件、平成

年度

６９

が、 カラスを寄せ 付けて しまい、

集積 場が荒され地 元では 大変苦労

して いるのが、現 状であ ります。
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お、 お寄せいただ いたご 意見、ご

ゴミ ネットなどを 利用し て、カラ

年度

料制 度を廃止する ことに 伴う 「一

要望 については、 匿名で の申し出

ス対 策をしていま すが、 ルールを

０件、平成

宮市 ゆうゆうのや かたの 設置及び

意外 についてはご 返答を している

歳以上のかたの平日無

管理 に関する条例 の一部 を改正す

てで す。指定のご み集積 所に、そ
こに 住んでいる方 （町内 ）以外の

であ り、心無い方 のおか げでその

市で はある程度認 識して いるはず

しの マナー違反者 がある ことも、
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っていませんが、捕獲箱を市内３箇

提案をしたところ、既に条例にはな

て捕獲してしまえれば言いと思い、

宮市でも条例を作り有害・鳥獣とし

るのが現状であります。そこで、一

すぐに慣れてしまい再び飛来してく

等で一時的に寄らなくなりますが、

カラスも大変賢い動物で、
“防鳥機”

去の一般質問でも取り上げましたが、

カラスを寄せ付けない対策は、過

ゴミ がもとで全て とは言 いません

方が ゴミを捨てら れるこ とは問題

の絶好のえさとなります。

守ら ず出されたゴ ミは、 ほとんど

ンケ ート調査をも とに、 地元の悩

との事です。今回の私の質問では、

な お、今 会期 中に追 加提 案し た

み・ 苦情・要望等 を把握 する意味

る条例の制定」、「環境センターご

もの に、浅井公民 館建設 工事の請

を含 め、今後地域 づくり 協議会に

地元町内会長様はじめ連区長さん、 がネ ットをかけて おらず 、カラス

負契 約の締結、学 校給食 用食器の

関す ることも合わ せて徴 収されま

み焼 却施設定期修 繕工事 の請負契

売買 契約の締結、 また人 事案件と

した。そんななか、様々な問題点・

ＰＴ Ａ・各種団体 の方々 によるア

しま して、任期満 了に伴 う固定資

解決 策を考えるた めに取 り上げて
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年

まず「「「「カラスとごみ問題」」」」につい

産評 価審査委員会 委員の 選任、海

約の締結」などであります。

内在住の
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みました。
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計で ８億８，７４ ４万４ 千円の増

（（（（１１１１）））） 市民ポスト・市民ファック

より受付された件数は、平成

市 民メール・市 民ポス トなどに

るのか調べてみました。

ら、 苦情・要望・ 意見・ 通報があ

年 間どれくらい 投げ込 み情報や

ス・市民メールの対応状況

額、 企業会計で１ ０９万 ４千円の
増額 、全会計では 、８億 ８，８５
３万 ８千円の増額 補正と なってお
ります。
次 に単行 議案 の主な もの は、 東
日本 大震災被災者 の負担 軽減を目
的と して地方税法 の一部 が改正さ
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部俊 樹氏の名誉市 民推戴 及びそれ
に伴う経費がありました。
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秋公 民館用地購入 費が主 なもので
す。
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６ 月補正 予算 の規模 は、 一般 会
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ひとつだと言われ、猫をぼうより皿

カ ラス のえ さと なる ゴミ が原 因の

野鳥の会に相談しましたが、やはり

のが現状とも言われています。全国

が上を行き、とても退治に至らない

しかし、確保の数より繁殖のほう

ほしいものです。

ら ない よう 飼い 主の 方々 も考 えて

の課題として、勧告、刑事告発に至

うではいけないと思いました。今後

ル ール を守 る意 識向 上で きな いよ

でしなければ、心無い方のマナーや

思います。

望 にあ ふれ たも ので ある べき だと

着を持つことが大切であり、夢と希

自分が住んでいるまちに、誇りと愛

みよいまちとはいえません。やはり

き生きとしていなければ、決して住

整備してもそこに住む人・市民が生

した。市民の皆様が参加していただ

白 いの では ない かと 質問 いた しま

市 空間 とし て映 像化 する こと も面

募集して、同じようにそれを仮想都

して、市民が思い描く町の未来像を

ができる。市民のアイデアを題材と

つ いて 色々 なア イデ アを 得る こと

年度までに駅前 ビルを整

設計・製作についても、地元には優

き、考える良い試みだと思います。

秀な一宮工業高校・起工業高校（デ

年度までに一宮庁舎を

建替える、このまま進めば、平成

平成

を引けじゃありませんが、ゴミ出し
のルール及びゴミ収集について、考

周年をををを迎迎迎迎えて

備・平成

（（（（１１１１））））市制

２２２２項目
『『『『目目目目でででで見見見見るるるる、、、、一宮市のののの今後
ジオラマ作成』』』』

え なけ れば 解決 でき ない よう であ
ります。

請をしていただき、作り上げれば本

ザイン科）もありますので、協力要

庁舎が完成し、新たな市街地の景観

当にすばらしいと思います。

年春には、市中心部に駅前ビルと新

迎えました。今日私たちが、こうし

が出来上がることになるでしょう。

周年を

出 せな いよ うな ボッ クス の設 置に
て豊かに暮らすことができるのも、

きではないので、今後試作でボック

理 上の 面で 面倒 では ない かと 前向

かげと考えます。

統・文化を育んできていただいたお

が たゆ まぬ 努力 によ り一 宮市 の伝

次に、ふん害についての苦情を取

もので６年余りが過ぎました。合併

市・旧木曽川町と合併してから早い

周年記念に間に合え ばと、先

つ いて 考え られ ない かと の質 問に

スを作ってみますので、しばらく時

り上げました。家族同様のペット、

時に策定された新市建設計画には、

年４月１日に旧尾西

癒 して くれ る可 愛い 動物 なん です

““““新新新新しい一宮市””””という““““まちづく

また平成

が飼い主のマナーの悪さで、ふん害

りへの夢夢夢夢””””がたくさん盛り込まれて

間をいただきたいと思います。

で 悩む 方々 が多 いこ とも 調査 結果

いました。市民病院本館・総合体育

駅 前ビ ルと 新庁 舎が 完成 した 後の

周年にににに向向向向かって

でわかりました。これは、「一宮市

館・斎場建設・木曽川河川敷公園尾

市街地の景観模型、いわゆるジオラ

周 年の記念 事業とし て、

飼 い犬 等の ふん 害の 防止 にか んす

西緑地・ＪＲ木曽川駅周辺整備、ま

マ を制 作 し た ら ど う か と 提 案 し ま

市制

月

た現在進められている、一宮駅前ビ

した。市民の皆さんがジオラマを見

年

に制定されており、現状をうかがっ

ル・新庁舎の建設など、ハード事業

る条例」というのが、平成

たところ、罰則を科した例はないと
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ることで、一宮市の近未来を思い描

の長い話ではなく、新庁舎には市民

ギ ャラ リー のス ペー スも ある と聞

いているので、竣工記念行事の中に

盛 り込 んで 言っ てほ しい と申 し上

げ、今回の質問を終わりました。

市市市市・・・・連区内のののの、、、、各行事ののののおおおお知知知知
らせ
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貴船保育園

◎ ７／７ （木）七夕まつり
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一宮七夕まつり

（日）児童育成協議会

球技大会 貴船小学校

７月中に予定をしたいと思います。

各町内、要望箇所の立会日として、

◎ ７／
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（（（（２２２２））））市制

年という長い歴史の中 で、先人

今年、一宮市は市制施 行
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は、集積場のスペースの問題や、管

カラスに狙われても、ゴミを引き
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が主なものであります。
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※※※※地元のために、、、、働働働働きます。。。。

来月はじめには、公民館西側に駐車
場として、新たに１３台分のスペース
を西側に確保出来そうです。
街中の雨水対策として、側溝に変更
して少しでも貯留し、浸水被害を軽減
していくよう進めています。現況の集
水枡の整備も浸水地区には必要であり
ます。
わが子も、ようやく保育園に入園を
し、毎日制服と帽子をかぶって、はり
きって登園しています。子どもたちの
ためにも、一生懸命仕事をします。
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