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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

１ （阿部 枝美子 議員） 

①防災ハンドブックについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②学童保育の対象拡大につ

いて 

 

 

週に 2回学童保育に勤務するとともに、消費

生活団体の江南市ふじの実会のメンバーとし

て、身近な問題をテーマに掲げ、江南市消費生

活展で発表するといった活動をしている。 

市では我が家の地震早見表は平成 18 年 3 月

に作成され、洪水ハザードマップは平成 25 年

3月に作成されているが、いずれも内容は古い

ものだと思われる。新たな情報を掲載した防災

ハンドブックを作成できないか。 

また、その際には食糧のローリングストック

やパッククッキングなど、家庭でできる防災・

減災対策の情報を掲載してもらいたい。 

 

 

 

 

 

保育士の経験を活かして現在学童保育の仕

事をしているが、市の学童保育を現在の小学 4

年生までではなく、6年生まで拡大して欲しい

との声をよく耳にする。6年生までの拡大は市

長の公約でもあるが、拡大に向けての検討状況

はどのようになっているか。 

 

実現はいつ頃になるのか。条件がクリアでき 

 

（都市整備部長） 

平成 27 年の水防法の改正により、木曽川に

おいて、既存の計画規模の降雨に対する洪水浸

水想定区域に加え、想定最大規模降雨に対する

洪水浸水想定区域が指定され、指定避難所につ

いても増減や名称変更があったため、以前に発

行したものと現在では情報は異なっている。ま

た台風や大雨・洪水災害の警戒レベル、ミサイ

ルやテロなどの国民保護関係など防災の範囲

も以前と比べて広くなっている。 

ハザードマップなどを含む最新の情報を掲

載した「防災ハンドブック」を早い時期に作成

し、全戸配布することにより、市民の意識の啓

発や防災に役立てたいと考えている。 

また、提案のローリングストックなど、有効

な情報の掲載についても検討していく。 

 

（こども未来部長） 

対象学年拡大については、第 6次江南市総合

計画において戦略政策に位置付けて進めてい

る。施設の定員枠拡大が必要な小学校区につい

ては来年度から計画的に施設整備を進めてい

く。 

 

（こども未来部長） 



    

- 2 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③踏み間違い防止装置の補

助について 

た学校区から始めていくことはできないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢ドライバーによるアクセル、ブレーキの

踏み間違いの事故が多発している。県内でも春

日井市などが、後付けで急発進抑制装置を設置

した場合の補助制度を始めているが、江南市で

の補助制度創設についての考えはどうか。 

施設整備は、令和 2年度に布袋北小学校

区、令和 3年度に古知野北小学校区で計画し

ており、全小学校区での拡大については令和

4年度から実施する計画としている。 

また、高学年児童については、近隣の実施事

例も踏まえ、入所基準の見直しなどの整理を行

い、実施できる学童保育所から早期に実施して

いきたい。 

 

（都市整備部長） 

後付けの安全運転支援装置の設置補助につ

いては、県内では 7市が補助制度を実施してお

り、愛知県においても制度を早期に創設する方

針が示されていることから、動向を注視しなが

ら検討する。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

２ （本田 千織 議員） 

①中学校の校則について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②大規模災害時の子どもへ

の支援について 

 

3人の子どもを育てながら、名古屋の総合商

社に 23年勤務する傍ら、書くことが大好きで、

育児書を出版したり、子育て情報誌に子育て講

座を連載したりしてきた。 

娘の通う中学校では、①防寒用ウインドブレ

ーカーの着用は部活指定のものに限る。②マフ

ラーは禁止で、ネックウォーマーは単色のもの

に限る。（メーカー名のワンポイントなどが入

っていてもダメ）③女子のセーターはセーラー

服の下に着用する。などかなり校則が厳しいと

感じる。 

市内にある 5 つの公立中学の校則を調べて

みたら、防寒着に関する校則は自由度の高い学

校と厳しい学校があり、かなり違いがあること

が分かった。教育委員会の主導により、全ての

公立中学校で比較的自由に防寒着の着用がで

きるよう、校則の変更を働きかけることはでき

ないか。 

 

我が家のように共働きの家庭が増えている

ため、子どもが高学年になると、夏休みなどの

長期休暇や学校行事の代休の日などは子ども

だけが留守番をしている家庭が多くある。こう

した時に大規模な災害が起きると、子ども達は

どうなってしまうのかと心配になる。市で子ど 

 

（教育長） 

生徒心得（校則）については、児童・生徒が

健全な学校生活を営み、よりよく成長していく

ために、各学校の責任と判断のもとに定められ

る決まりで、実情に応じて毎年見直しされてい

ると認識しているが、指摘のように学校によっ

て異なっているところもある。 

教育委員会では、校長会を通じて、社会状況

の変化や地域の実情、生徒の実態や保護者の考

え方等を踏まえながら、各学校の生徒心得を毎

年見直すように働きかけてきたが、生徒の健康

面に配慮した貴重な提案であるため、引き続き

校長会において伝えていく。 

 

 

 

 

 

 

（都市整備部長） 

平成 25 年に改正された災害対策基本法の中

で、地区防災計画制度が創設されたが、この地

区防災計画の中で、発災時の避難が困難な人た

ちの名簿を作成することで、地域で協力しなが

ら避難支援を行うことが可能である。 
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もだけになる時間の長い家庭を把握しておい

て、発災時に支援を行うことが必要ではない

か。 

 

 

 

 

地域コミュニティが十分に機能していない

地域もあるかと思うが、そうした地域に住む子

どもたちが支援の手から取り残されないよう

に、市内の全ての子どもに向けた避難行動のガ

イドラインのようなものは作れないか。 

 

 

 

 

防災ハンドブックを全戸配布しても、家庭に

よっては、活用しない場合もあると考えられる

ため、ハンドブックに掲載される内容につい

て、学校の場で子どもに防災教育をしていくこ

とはできないか。 

市では地域の特性を踏まえた地区防災計画

の作成を促進するため、江南市地区防災計画作

成マニュアルを作成しており、自主防災会会長

会議の折にも配布することで、それぞれの地域

で地区防災計画を作成できるよう支援と啓発

を行っていく。 

 

（都市整備部長） 

防災ハンドブックを早い時期に作成して、全

戸に配布する予定であり、その中で地震時の避

難行動や、風水害に対する警戒レベルの説明な

どを掲載する。 

配布したハンドブックを基に家族で災害時

の行動を確認するなど、災害に備えるよう啓発

をしていく。 

 

（教育部長） 

学習指導要領では、小学校 4年生の社会科で、

災害に備えることの大切さなど、身近な地域の

防災に関する内容を学習している。 

災害発生時に、子ども自身が主体的に行動で

きるようにしておくことは重要なことと思わ

れるため、今後は市や県が実施している地震対

策等の出前講座などを学校に紹介していく。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

３ （大川 久美 議員） 

①資源ごみの立ち当番につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫と小学生 2 人の 4 人家族で現在は専業主

婦をしながら、特別養護老人ホームに入所して

いる母の世話もしている。 

資源ごみの立ち当番について、一人暮らしで

体調の悪い高齢者や、小さな子供を育てている

家庭などでは、早朝の当番が負担である。無理

をして当番に出てきたが、転倒して歩行が困難

になった事例もあるが、当番が難しい場合など

は、シルバー人材センターなどの代役をお願い

しても良いのか。 

 

 

 

 

新ごみ処理施設が完成した場合に、資源ごみ

の回収を一宮市などのように指定の袋に入れ

て、指定場所に出すようなシステムに変えられ

ないか。 

 

 

 

 

 

一人暮らしの高齢者や、体が不自由な方のた

めに、市がごみ出しのサービスを実施する場合 

 

（経済環境部長） 

当番に苦労している家庭があることは認識

しているが、現状としてはそれぞれの地域コミ

ュニティを最大限に活かして協力して頂いて

いる。区独自の取り組みでシルバー人材センタ

ーを活用している所もあると聞いているので、

居住地区の役員に相談して欲しい。 

（市長） 

ライフスタイルの変化などにより、近隣との

つながりが希薄になっているが、資源ごみの当

番に限らず、防災の観点などからも地域の絆は

大切だと考えているため、地域の中で相談し

て、工夫をした取り組みをして欲しい。 

 

（経済環境部長） 

一宮市、小牧市、岩倉市などが、資源ごみを

指定の袋に入れて指定場所に出す収集方法を

実施していることは承知しているが、新たな経

費の増加、分別の不徹底、集積場所の確保など

様々な問題が考えられるため、市民の要望や意

見、他市町の事例などを参考にしながら検討す

る。 

 

（健康福祉部長） 

昨年、11月 29日の総務大臣の記者会見で、 
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②子育て世代のＳＮＳとの

向き合い方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③子どものインフルエンザ

予防接種助成について 

の補助について、国の動きが出ていると聞いて

いるが、どのように変わるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

子どもがＳＮＳを発端とした事件に巻き込

まれるケースが後を絶たない。総務省によると

子どものＳＮＳ被害を防ぐポイントとして、①

使用時間を制限する。②個室では使用しない。

③親が端末をチェックする。など親子でルール

を決めることが大切だとされている。 

現在、小中学校では、スマホの使い方やＳＮ

Ｓの危険性についてどのような指導をしてい

るか。また、岐阜市の小学校で行われたような、

親子を対象とした勉強会を開催できないか。 

 

 

 

 

平均的な 4 人家族でインフルエンザの予防

接種を受けると 15,000 円ほどかかる。全ての

子どものインフルエンザ予防接種費用を助成

して欲しいと思うが、仮に中学 3年生だけでも 

市がごみ出し困難な世帯に対して支援を行っ

た場合に、所要額の 5割を特別交付税により措

置すると発表があった。 

市では平成 31 年 1 月に環境課で策定したエ

コシティ江南行動計画の中で、ごみ出し困難世

帯の戸別収集を実施することを掲げている。新

たな国の特別交付税については、詳細を把握す

るため関係各課で情報収集に努めていく。 

 

（教育長） 

市内の各学校においては、情報教育の一環と

して、警察と連携した情報モラル教室が実施さ

れ、情報機器の正しい活用の仕方などを学んで

いる。 

また学校によっては携帯電話会社等が実施

するスマホ教室が開催され、スマホなどを正し

く使うためのルールや、トラブルを未然に防ぐ

対処法などを学んでいる。これには保護者向け

の講座も用意されているため、校長会を通じて

提案していきたいと思うが、基本的には保護者

による各家庭でのルール作りが最も大切なこ

とだと考えている。 

 

（健康福祉部長） 

中学 3年生のみを対象とした場合、約 1,000

人の対象者のうち、接種率を 50％と見込めば、

1,000円の助成をした場合は 50万円の費用が 
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  1,000円の補助を行うと費用がいくら必要にな

るか、また中学 3年生の予防接種費用の助成に

ついてどのように考えているか。 

必要となる。 

助成については提案のとおり対象者を中学3

年生に限定するなどして、実施することを考え

ている。なお、実施時期については今シーズン

のワクチンの需給状況を踏まえて判断する。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

４ （岩田 しのぶ 議員） 

①通学路のハザードマップ

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②移動スーパーの導入につ

いて 

 

 

夫と子ども 2人の 4人家族で生活し、週 2日

～3日接骨院で受付、助手の仕事をしている。 

市内で豪雨があると、自宅の前がすぐに水に

浸かってしまうため、近所には常に土のうが置

いてある。 

水害や地震などが発生した時に、学校に残っ

ている子どもを迎えに行く方法や、ブロック塀

などの危険個所、ハザードマップの情報を周知

していくことが大事だと考える。現在、小中学

校では危険個所やハザードマップの情報は把

握しているのか。把握しているのであれば、保

護者と情報を共有できないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の買い物支援が社会的な問題となっ

ている。近隣市町でも、春日井市の移動スーパ

ー道風くんや、清須市、北名古屋市、稲沢市、

あま市ではとくし丸という移動スーパーが買

い物弱者の支援として活躍している。 

 

（教育部長） 

毎年、各学校で通学路点検を実施して危険個

所の把握を行っている。また、平成 30 年 6 月

の大阪北部地震の発生後には、登下校時に地震

が発生した場合の対処の仕方を指導するとと

もに、ブロック塀や建物、自動販売機等の倒壊

の危険性についても通学路の点検を実施し、そ

の結果通学路を変更した場所もあった。 

大雨等で冠水する主要箇所については、道路

冠水想定箇所が市のホームページに公開され

ており、すべての学校において注意すべき箇所

を地図に記載して情報を把握しているが、保護

者を含む不特定多数の方に地図を公開するこ

とは、地図が個人情報を含んだものであること

から、困難だと考える。 

学校としては、児童生徒が安全に登下校出来

るよう努めていくが、保護者の方々には、通学

路の状況を確認してもらい、家庭の中で話し合

うことで、より安全が確保できると考える。 

 

（経済環境部長） 

移動スーパーとくし丸は徳島市の株式会社

とくし丸が、地域の買い物弱者を支援する目的

で平成 24 年から始めたもので、個人事業主が

株式会社とくし丸と提携するスーパーから提 
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まず、このとくし丸という移動スーパーにつ

いての情報を聞かせて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

高齢者の買い物支援として、移動スーパーは

有効な支援策だと思う。移動スーパーとくし丸

を導入することに対する市の考えはどうか。 

供された商品を販売代行するという仕組みに

なっており、買い物弱者に対する支援ととも

に、地域の見守り隊としての役割を期待されて

いる。 

なお、とくし丸の販売営業に関しては、自治

体からの補助金や仲介等の支援はされていな

い。 

 

（経済環境部長） 

株式会社とくし丸と提携しているスーパー

が市の周辺にはないため、市内で移動スーパー

とくし丸を導入することは難しい。 

買い物支援サービスについては、大規模小売

店舗の撤退や高齢化の進展などの社会情勢や

環境変化を考慮しながら、情報収集に努めてい

く。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

５ （久田 佐千子 議員） 

①がん対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②がん教育について 

 

夫と愛犬と暮らしながら、早出のパートの仕

事をしている。 

周りの友人、知人にがん治療を受けている人

が増えて来ている。 

がん患者の精神的な負担軽減を目的とした

アピアランス（外見、外観）ケアに対する補助

を実施する自治体が増えている。アピアランス

ケアとは、抗がん剤の副作用による脱毛をカバ

ーするためのウイッグや、乳がんの摘出手術を

した後のバストのバランスを保つための補正

下着を使用することにより外見変化への精神

的な影響をカバーする支援のことであるが、こ

れらの購入に対する補助制度を導入すること

について市の考えはどうか。 

 

平成 29 年度の国の調査では、全国の小中学

校、高校のうち約 6 割ががん教育実施してい

る。市内の小中学校においてのがん教育は、ど

のように実施されているか。 

 

 

 

 

がんは早期発見・早期治療が大切であるが、 

子どもの頃からがんについて学べば、その家族 

 

（健康福祉部長） 

アピアランスケアはがん患者の方が前向き

に治療に向き合い、治療後も安心して生活を送

るために重要であると認識している。購入補助

制度は、全国では 8 県、市町村では 60～70 程

度が実施しており、愛知県内では名古屋市が平

成 31 年 4 月に医療用ウイッグの購入補助を開

始している。 

がん対策は、がん対策基本法に基づき国、県

が策定するがん対策推進計画等に基づき実施

しており、国、県レベルでの一律の制度とする

ことが適切だと考えるため、国、県に働きかけ

ていくとともに、動向を注視していく。 

 

 

（教育部長） 

平成 30 年度の実施調査において、市内の実

施状況は小中学校ともに 100％となっている。

具体的には、保健の授業やいのちの学習におい

て、がんとはどのような病気なのか、我が国に

おけるがんの状況、がんの予防などについて学

習をしている。 

 

（教育長） 

 令和３年度からの新学習指導要領では中学 
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  にもがんの知識について影響が及ぶのでがん

教育は大切だと感じる。平成 3年度から全面実

施される学習指導要領には、がんの教育が盛り

込まれているが、今後どのようにがん教育をし

ていくのか。 

校保健体育科で健康な生活と疾病の予防につ

いて学習することになっており、その中でがん

の予防についても取り扱うことが明記された。

その要点としては、がんになる要因には不適切

な生活習慣をはじめ、様々なものがあること

と、がんの予防には生活習慣病の予防と同様

に、適切な生活習慣を身に付けることなどが有

効であること、さらに健康診断やがん検診など

で早期に発見できることなども取り上げるよ

う配慮することとなっており、各中学校ではこ

れに基づいて授業を行っていく。 

また、小学校においてはこれまでと同様に保

健の授業やいのちの学習を通して生活習慣病

の一つとして取り扱っていく。こうしたことに

より、子どもが正しい知識を身に付けるととも

に、がん教育を通じてその家族等にも普及啓発

されることを期待している。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

６ （髙田 朝子 議員） 

①男女共同参画社会の実現

について 

 

現在、江南市女性連絡協議会の代表を 19 年

間努めており、協議会が 30 周年を迎えること

から記念誌を作るための作業を並行して行っ

ている。男女共同参画は法律が整備されても変

化には時間がかかり、啓発の難しさを感じてい

る。 

30 年にわたる女性連絡協議会の活動の中で

悔やまれるのは、活動を受け継ぐ次世代の会員

を育ててこなかったことである。こうした状況

を打開する目的もあって、協議会では若い世代

の会員で構成される子育て応援隊という委員

会を設置して活動を開始しているが、この子育

て応援隊を育てていくために、市との共同事業

などで活動の場を増やすなど、積極的なサポー

トをできないか。 

 

毎年 6 月 23 日から 29 日までは内閣府が定

めた男女共同参画週間とされており、江南市で

は毎年この時期に男女共同参画セミナーが実

施されている。 

協議会ではこのセミナーに参加した男女共

同参画に対する意識の高い人たちとつながり

を持ち、何か共同で活動ができないかという想

いを持っている。市の主導によりセミナー参加

者と協議会とがつながりを持てるような機会 

 

（企画部長） 

江南市女性連絡協議会とは、平成 30 年 3 月

に中間改定を行った第 2 次こうなん男女共同

参画プランの施策の 1 つである男女共同参画

市民フェスタの共催や、協議会主催の江南ふれ

愛映画会では市が後援するなど、男女共同参画

の分野において、共同による様々な事業展開を

している。 

協議会の中の子育て応援隊に対する活動サ

ポートについては、他の委員会と同様のサポー

トを行っていくため、まずはどのような活動を

目指していくのかを聞き、相談をする所から始

めていきたい。 

 

 

 

（企画部長） 

男女共同参画セミナーはハッピーライフ講

座という名称を付けて、自己啓発を中心とした

講座の内容になっており、託児を用意している

こともあって若い世代の方にも気軽に参加で

きるようにしている。セミナーの内容は個人個

人の生活を豊かにすることを中心としており、

参加者が男女共同参画に関する意識を高める

までには至っていない。 
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  を作れないか。 

 

 

 

 

女性連絡協議会のメンバーは 30 年間の活動

のなかでたくさんのことを学んできており、そ

のことをメンバーだけでなく多くの若い世代

の人たちに伝える事で男女共同参画の種をま

いていきたいと考えている。 

環境学習アドバイザーの派遣事業のように、

男女共同参画に関するアドバイザー登録制度

を設けて、希望団体に派遣したり市が定期的な

講座を開くことはできないか。 

提案を実現するための前段階として、提案の

内容も参考にしながら、協議会とのつながりを

築くきっかけとなるようなセミナーの企画立

案をしていきたいと考えている。 

 

（企画部長） 

協議会の方々がこれまでに蓄積した経験や

知識を多くの市民に伝えていくことにより、男

女共同参画の意識を広めていく活動の一環に

なると考えられるが、提案のように市の主催で

定期的な講座を実施することについては、新た

な費用負担が発生することも勘案しながら、慎

重に検討する必要がある。 

今回の意見については、今後の男女共同参画

に関する事業を立案する際の参考とする。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

７ （小森 洋子 議員） 

①若い世帯に向けたいこま

いＣＡＲのＰＲについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②防災について 

 

月に 2回手話コーラスの指導を行いながら、

女性連絡協議会の副代表として活動している。 

江南駅には特急電車も止まり、駅からはいく

つかの名鉄バス路線に加えて、大口町のコミュ

ニティバスが乗り入れている。バス路線をさら

に充実させるため、以前、巡回バスを求める請

願が出されたが、過去の議会答弁では様子を見

守りたいとのことであった。しかし江南市には

他市町にはない、いこまいＣＡＲ制度があり、

近年の高齢者運転事故の増加による免許返納

を促す声の高まりとともに、必要性がますます

高まっていると感じる。いこまいＣＡＲの最近

の利用状況はどのようになっているか。 

 

免許返納時の広報活動もあって主に高齢者

の利用が多いようであるが、20 代、30 代の若

い子育て世帯の利用が少ないのはＰＲ不足も

あるのではないか。若い世代でも需要はあると

思うので、若い世帯向けのＰＲに取り組んで欲

しい。成人を迎えた若者、市に転入した世帯や

母子手帳を交付された母親に、カードサイズの

ＰＲカードを作って渡してはどうか。 

 

昨年は日本でも多くの災害が発生した。江南

市でも大きな地震や昨年のようなスーパー台 

 

（都市整備部長） 

平成 30 年度の実績では、年間利用便数は

54,375 便で 1 日あたり 149 便、延べ利用者数

は 66,971 人で 1 日あたり 183 人となってお

り、ここ 5年間はほぼ同程度である。登録者数

については、平成 30 年度末時点で 8,007 名で

毎年増加しており、全体の約 7 割が 70 歳以上

の方で占められている。利用目的別割合では、

約 58％が通院で、約 18％が買い物、約 16％が

訪問となっている。 

 

 

 

 

（都市整備部長） 

若い世帯向けのＰＲについて、素晴らしい提

案を頂いたので、ＰＲの方法や内容について、

提案を参考に検討していく。 

 

 

 

 

 

（都市整備部長） 

市内には 69の自主防災会組織があり、いず 
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  風に見舞われる可能性はある。 

3年前から災害ボランティアコーディネータ

ーとして研修を受けているが、一昨年、昨年と

模擬的に避難所を運営する研修（ＨＵＧゲー

ム）を受けた。また昨年は江南市総合防災訓練

にも参加したが、一般市民の参加者が少なくも

ったいないと感じる。 

各地域の自主防災会の会長は区長が兼任し

ている所が多いと聞いているが現状はどうな

っているか。また、各小学校下で行われている

自主防災会合同訓練でＨＵＧゲームを実施し

てはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災会の組織運営に女性の声が届くと

良いと思うが、自主防災会に女性はどのくらい

参加しているか。 

れも 10名から 40名ほどで組織されている。こ

のうち令和元年度において、区長が会長を兼務

しておらず、独立した形をとっているのは 7つ

の組織となっている。 

自主防災会の主催により市内 10 校下で毎年

1回開催されている自主防災会合同訓練は、現

在地震災害時の初期消火や救出救護に関する

内容で、避難所運営に関する訓練は実施されて

いないが、大規模災害発生時に避難所が開設さ

れる際には、地域住民が主体となって運営して

もらう必要があるため、有効な訓練手段とし

て、自主防災会会長会議の折にＨＵＧゲームの

実施を検討してもらうよう案内したいと考え

ている。 

（市長） 

避難所の運営は行政の力だけでは不十分な

ところが多くある。避難所運営を模擬的に体験

できるＨＵＧゲームは、避難所の運営にあたっ

て起こり得るさまざまな課題が網羅されてお

り、地域住民で避難所を運営するために大変効

果の大きいものだと考える。議員が所属する団

体や地域で声をかけて、少しでも多くの方に体

験をして欲しい。 

 

（都市整備部長） 

役員名簿を確認したところ、役員全員が女性

の組織もある一方で、女性役員がいない組織も 
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避難場所と避難所を混同している人が少な

くない。地震発生時と風水害では避難の仕方や

避難先も違ってくるが、今のままでは混乱が起

きる。 

いざという時に一人一人が迅速に行動でき

るように正しい情報と理解が必要だと思うが

その対策をどのようにしているか。 

 

 

 

 

 

避難所の防災用品の備蓄について、数量はど

のような根拠で想定しているか。 

また、女性の生理用品や赤ちゃんのおむつ、

液体ミルクなどの備蓄はされているのか。 

さらに備蓄庫は浸水しない場所に設置され

ているのか。 

複数あり、全体的には男性役員が多い状況であ

る。 

しかしながら大規模災害発生時の避難所の

運営には、着替えやトイレ、授乳場所の確保な

ど女性の視点が重要とされる場面が多くなる

と考えられることから、女性の声を取り入れた

自主防災会組織運営について、自主防災会長会

議などで啓発して行きたい。 

 

（都市整備部長） 

市では地震用の避難所を 19 箇所、風水害用

の避難所を 15 箇所指定している。また避難者

が一時的に避難し、安全性が確保される場所と

して、洪水用に 18箇所、地震用に 37箇所、大

規模な火災用に 28 箇所の緊急避難場所を指定

している。これらは現在市の広報やホームペー

ジで案内・公開している。 

今後は早い時期に避難所などの位置や地震

時の避難行動などを載せた防災ハンドブック

を作成して全戸配布する予定である。 

 

（都市整備部長） 

指定避難所における食糧・飲料水の備蓄数は収

容可能人数の 3食 3日分として備蓄している。

なお避難所生活で必要となる食糧・飲料水は日

頃から家庭である程度準備して、避難の際に持

参してもらうよう啓発していく。 
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   また女性用の生理用品や赤ちゃんのおむつ

については、各家庭での備蓄をお願いしている

が、医療品や日用品を取り扱う企業と協定を締

結しており、災害時は提供してもらうことにな

っている。 

液体ミルクは災害による避難時に使用する

ことは有効であるが、保存期間が 6ケ月と短い

ことなどから、備蓄するのではなく協定を締結

している企業に対して、調達できるように要請

していきたいと考えている。 

物資を備蓄している防災倉庫は現在は全て1

階部分に設置されているが、平成 27 年に改正

された水防法により市内全域が洪水浸水想定

区域となったことから、現在指定避難所である

小中学校と、物資の備蓄に上階の空き教室を利

用することについて話し合っている。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

８ （栗本 明美 議員） 

①休耕地を活用しての菜の

花栽培について 

 

 

 

 

 

 

平成 2 年度と 3 年度に消費生活モニターを

経験してから、消費者グループを結成しごみ問

題に関心を持って活動をしてきた。女性団体に

も加入し、平成 7年から取り組んだ買い物袋持

参運動はレジ袋有料化につながり、マイバッグ

持参は生活の中に浸透している。 

江南市は野菜作りが盛んであるが、近年では

作物を作らずトラクターや耕運機で耕してい

るだけの畑を見かける。市内の休耕地の割合は

どれくらいになっているか。 

 

休耕地対策の一環として、農業教室と同様に

休耕地を活用して菜の花栽培をすることはで

きないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境学習の一環として、環境学習アドバイザ 

 

（経済環境部長） 

平成 27 年農林業センサスによれば江南市の

耕作放棄地の割合は 31.8％となっており、全

国平均の 9.4％や愛知県平均の 11.1％と比較

して高くなっている。この主な要因としては、

農業従事者の高齢化や担い手不足などによる

ものであるが、市では農業教室の開催、新規就

農者の支援、市民菜園の活用促進、農業法人の

育成を行うことで農業の担い手の確保と農地

の保全に努めている。 

 

（経済環境部長） 

市が実施している農業教室や市民菜園では、

農地法の特例措置である特定農地貸付に関す

る農地法等の特例に関する法律に基づいて実

施している。この法律では事業主体を地方公共

団体及び農業協同組合とし、利用面積は 10 ア

ール未満、利用者は複数であること、営利目的

でないことなど様々な要件が必要となる。 

休耕地を活用した菜の花栽培による環境教

育については、特例法の要件を満たすことによ

り可能だと考えられることから、提案を参考に

していく。 

 

（経済環境部長） 
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②小学校における環境教育

の取り組みについて 

ーのプログラムの中で図書館の敷地内で菜の

花栽培を実施している。休耕地を活用して菜の

花栽培が出来たらと思っているが、資金面や労

力面での不安がある。 

菜の花栽培を環境教育、環境啓発の推進と捉

えて行動計画に組み込み、保育園、学校、地域

での取り組みがしやすいように支援すること

はできないか。 

 

 

 

 

愛知県が派遣する小学校中学年、高学年向け

の出前講座であるストップ温暖化教室の申し

込みが、江南市では過去 5年の内で 3校のみで

ゼロの年もあった。 

市内各小学校において環境教育はどのよう

に行われているか。また地球温暖化防止につい

ての学習機会はあるか。 

 

 

 

 

環境学習アドバイザーのプログラムで実施

されている菜の花栽培は、苗を植えるところか

ら花摘みまでの栽培を通して生き物のつなが

りの大切さを学ぶことができるため、大変人気

のあるプログラムの一つであり、地域における

環境活動の推進に大きく貢献している。 

休耕地を活用した菜の花栽培については、今

後実施に適した休耕地があるか調査していく

が、農地の賃借料や栽培をしていない時期の農

地の維持管理方法など課題も多いため、実施が

可能かどうか検討していく。 

 

（教育長） 

小学校の学校教育での環境教育や環境学習

としては、4年生の社会科でごみの減量や水を

汚さない工夫などを学習し、5・6年生の家庭科

では環境に配慮した生活を意識し、資源や環境

を大切にする学習を行うとともに、6年生の理

科では地球温暖化について、原因や現状を知る

ことで地球環境を守るために話し合うような

学習を行っている。また教科以外にも総合的な

学習の時間に環境をテーマとして取り組んで

いる学校もある。 

今後も身の周りの環境問題に関心を持ち、よ

りよい環境づくりや環境保全に対して望まし

い行動ができるような児童・生徒の育成に努め

ていきたいと思う。 
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ストップ温暖化について、手塚治虫氏のエッ

セイを基に立ち上げられたガラスの地球を救

えプロジェクトが、地球との約束という小学生

向けのビデオ教材を貸し出している。 

授業時間の難しさはあると思うが、ビデオ上

映による学習機会を設けることはできないか。 

 

（教育長） 

小学校では英語の教科化等に伴う授業時間

の増加により、時間の確保が課題となっている

中で、様々な授業の中で地球温暖化を含めた環

境教育を実施している。 

紹介があったビデオ教材については、今後校

長会の場において伝えていく。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

９ （中村 祥 議員） 

①子どもの外遊びについて 

 

ＮＰＯ法人子どもと文化の森の理事長とし

て、またボーイスカウト江南 1団カブ隊隊長と

して子どもたちやその保護者と関りを持ち、活

動を続けている。 

小さい子どもを抱える母親にとって、子育て

支援センターなどは外出の機会を与えてくれ

て、友達作りにも繋がるのでありがたいと感じ

る。しかし子どもが大きくなって動きも活発に

なると、公園のような屋外で遊ばせたいと思う

が、近隣に歩いて行けるような公園がなく、ア

パートの駐車場で遊ばせたりしていた。 

現在江南市には公園がいくつあるのか。 

 

86箇所の具体的な内訳はどうなっているか。 

 

（都市整備部長） 

都市計画課が管理をしている公園などのオ

ープンスペースは、蘇南公園のような大きなも

のから住宅地にある小さなものまで含めて 85

箇所ある。これに国営公園であるフラワーパー

ク江南を合わせると合計で 86箇所となる。 

 

 

 

 

 

 

 

（都市整備部長） 

公園には都市公園法に基づく都市公園をは

じめ、市条例により設置される条例公園、子ど

もたちの遊び場としての利用が見込まれる児

童遊園等がある。86箇所の内訳としては、都市

公園が 17 箇所、条例公園が 2 箇所、児童遊園

が 9箇所設置されているほか、規模の小さなそ

の他の公園が 55 箇所、木曽川沿いの遊歩道や

サイクリングロードなどの施設が 3箇所ある。 

これらのオープンスペースは、子どもの遊び

場や市民の憩いの場であることに加えて、良好

な都市環境の創造、地域のレクリエーションの 
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休日には家族そろって車で蘇南公園やフラ

ワーパーク江南に出かけて子どもを遊ばせて

いたが、平日の家事に追われる中では、車で公

園に行こうという意欲は持てない。家の周辺で

も小さい子どもと母親が家の前で遊ぶ様子を

見ることがある。また学校帰りの小学生も外で

遊ばずに家でゲームをしているという話を聞

くことも多くなり、近くに安全に遊べる公園が

できないかと思っている。 

住んでいる地域は公園が少ない印象を受け

るが、市内の公園はバランスよく配置されてい

るのか。 

 

今後の公園整備についてどのような考えを

持っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

場、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、健

康の増進、災害発生時の避難地・延焼防止・復

旧復興の拠点といった防災機能など、様々な役

割を担っている。 

 

（都市整備部長） 

市内の北部地域においては、フラワーパーク

江南や蘇南公園などの大規模公園を含め比較

的多くの公園が整備されている一方で、市街化

区域や市の南部においては設置数が十分でな

い場所もあり、地域における格差が生じてい

る。 

 

 

 

 

 

 

（都市整備部長） 

市では今年度から 10 年間を計画期間とする

江南市緑の基本計画を策定した。この中で人口

密度が高いにも関わらず設置が少ない地域を

中心に適切な公園整備を検討していくとして

おり、今後はある程度の規模と機能を備えた都

市公園を中心に検討していく。 

整備計画としては布袋駅西側に面積約3,000

㎡の都市公園を整備する計画があり、整備内容 
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歩いて行ける距離にちょっとした広場があ

れば、子どももお母さんも息抜きができたり、

情報交換の場にもなると考える。 

住まいの地域の中に親子が外遊びを楽しめ

たり子ども同士が安全に体を動かせるような

ちょっとした広場を作ることはできないか。 

や活用方法について検討していく。 

 

（都市整備部長） 

江南市緑の基本計画では 2,500 ㎡を標準と

した都市公園について、市街化区域などの人口

密集地を中心に、バランスのとれた適切な配置

を検討することとしているが、小さなオープン

スペースについても、地域の特性や事情により

必要となることも考えられる。 

1,000㎡程度の土地が提供され、整備後の維

持管理を地域が行うことを前提とした小規模

な公園整備の可能性についても、地域からの要

望により検討していく。 

なお、それよりも小さな広場などについて

は、市の公園とは別に地元区などによる設置も

考えられる。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

10 （小塚 英子 議員） 

①イベントの環境整備につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内でスポーツ用品店を営む関係で、商工会

議所の女性会会長を務めている。また居住地で

は民生委員・児童委員を２期６年にわたり務め

ており、高齢者世帯の増加や赤ちゃん訪問の回

数の減少から少子化を感じるようになり、江南

市の未来を考えるようになった。市の未来を明

るいものにするために、今から若い世代の人た

ちに住んでもらうことが大切だと思うように

なり、そのためには江南市の魅力をもっと若い

世代の人たちにＰＲすることが大切だと感じ

ている。 

イベントは市の魅力をＰＲする有効な手段

であるが、藤まつり、市民サマーフェスタ、市

民花火大会、産業フェスタなどのイベントにつ

いて広報などはどのように行っているか。 

 

藤まつりでは藤棚の藤も見事に咲くように

なり、来場者も多くなっていることに伴い、慢

性的な道路渋滞が問題となっている。 

駐車場の確保や渋滞の解消についてどのよ

うに考えているか。 

 

（経済環境部長） 

藤まつりや市民サマーフェスタ、産業フェス

タ等については、主催者がそれぞれ違っている

が、いずれも広報やホームページへの掲載、市

内施設や各地区へのポスターの配布、イベント

情報メールの配信、各報道機関への情報提供等

を行っている。 

なお、藤まつりについては、名古屋、岐阜等

のテレビ局や新聞社に対して観光キャンペー

ンを行い、観光協会のツイッターによる開花状

況の配信も行っている。 

 

 

 

 

 

（経済環境部長） 

会場近くで一般の来場者が利用できる駐車

場としては、曼陀羅寺周辺駐車場組合が 3時間

まで 500 円の料金で運営する観光協会指定駐

車場を始めとした民間の駐車場がある。 

主催者が直接運営している駐車場は、土日祝

日に限り門弟山小学校を臨時の無料駐車場と

しており、また、すいとぴあ江南やフラワーパ

ーク江南、音楽寺と曼陀羅寺公園を結ぶ無料の 
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②働く女性の環境づくりに

ついて 

 

 

 

 

市民サマーフェスタに参加した方から、江南

駅前ロータリーのアスファルト舗装の凹凸に

より足を痛めたり、下駄が引っかかって鼻緒が

切れてしまったという声を聞いた。 

江南駅前ロータリーのアスファルト舗装を

整備できないか。 

 

 

 

 

 

 

若い共働き世代が江南市に住み、働き続けて

もらいたいと思うが、市が単独で補助を行うの

は難しい状況だと思う。 

国においても支援制度があるが、市内の中小

企業において、女性が働きやすくするために育

児休業制度を導入する際の、国の支援策が浸透

していないように感じる。 

中小企業でも、女性が働きやすい環境となる

ために、国の支援策の内容をもっと中小企業に

ＰＲできないか。 

シャトルバスや有料の路線バスも運行されて

おり、道路渋滞を少しでも解消できるよう、こ

れらのバスの利用を推奨している。 

 

（都市整備部長） 

市が管理する道路のアスファルト舗装は、職

員によるパトロールや地元区からの要望、市民

からの通報などにより、劣化や損傷箇所を把握

して優先順位を定め順番に対応している。 

江南市民サマーフェスタで江南会場として

使用される江南駅前ロータリーでは、歩行者も

ロータリー内を歩くことが可能になることか

ら、開催前には路面の段差や凹凸などについて

パトロールの視野を広げ、必要に応じた対応を

していく。 

 

（企画部長） 

市で策定している第 2 次こうなん男女共同

参画プランでは基本目標Ⅲに男女ともに働き

やすい環境づくりを掲げて、施策を実施してい

る。 

また企業の役割として仕事と生活の調和を

実現するための職場環境を整備することを明

記しているが、市内の中小企業がこの役割を果

たしていくために、国などが作成するパンフレ

ットなどを活用して、支援制度を含めた情報を

広く確実に伝えることが重要だと考える。 
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   これらのパンフレットなどは現在、西分庁舎

や商工観光課の窓口に配置しているが、今後さ

らに有効に情報提供できるように工夫をして

いく。 

 

  



    

- 27 - 

 

江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

11 （糸井 好子 議員） 

①乳がん・子宮がん検診に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・介護に関わる仕事をしている。 

先日あんしん・安全ねっとメールに乳がん検

診の案内が届いたが、検診 5日前で定員 110人

にまだ空きがあるとの内容であった。 

乳がんは日本人の 11 人に 1 人が罹るといわ

れているが、江南市の人口規模を考えると 110

人の定員が埋まらないことに不安を覚える。乳

がん検診の実施方法と実績はどうか。 

 

 

 

 

女性特有のがん検診として子宮がん検診も

あるが、子宮がん検診の状況はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

乳がんは子育てや介護・仕事などで女性が一

番忙しい 40 歳代から 50 歳代をピークに発症

や死亡が増加している。  

また子宮頸がんは 39歳以下の方の発病や死 

 

（健康福祉部長） 

乳がん検診は保健センターで行う集団検診

と、江南厚生病院で期間内の都合の良い日時に

受診する個別検診の 2通りで実施している。 

昨年度において、集団検診は 40 歳以上を対

象とするマンモグラフィ検査を年 10回、30歳

代を対象とする超音波検査を年 5回実施して、

定員 1,500 人に対する実績は 1,322 人であっ

た。個別検診は 40 歳以上を対象とするマンモ

グラフィ検査を 7月から 2月まで実施して、定

員 780人に対する実績は 640人であった。 

 

（健康福祉部長） 

子宮がん検診については国の指針により子

宮頸がん検診として 20 歳以上を対象としてい

る。 

実施方法は市内の医療機関で受診する個別

検診のみで 7 月から 10 月まで実施している。

昨年度の実績は 2,225 人の受診見込みに対し

て受診者は 2,090人であった。 

 

（健康福祉部長） 

市で実施しているがん検診の状況では、乳が

ん検診は昨年度の受診者のうち 50 歳代までの

方が 63.8％であった。 
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②高齢者の生活支援・介護

予防について 

亡が増えており、20歳代から 30歳代の若い女

性に多いがんである。それぞれの検診でこうい

った世代の方はどれくらい受診しているか。 

 

もっと若い世代にがん検診を受診して欲し

いと感じるが、周知はどのように行っているの

か。 

また、受診率をあげるために今後どのような

対策をとるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出かける用事がない、出かけるのがおっく

う、買い物へ行く手段がないなどの理由で閉じ

こもりがちになる高齢者の相談が多くある。 

専業主婦として過ごし、家で体を使わない生

活をしているだけで体力の低下を実感し、介護

予防の必要性を改めて感じる。 

江南市の介護予防の取組みと市民への周知

はどのようにしているか。 

 

また、子宮頸がん検診は最も受診して欲しい

30 歳代までの方が 14.9％と少ない結果であっ

た。 

 

（健康福祉部長） 

がん検診の周知方法は広報・市ホームページ

への掲載や回覧文書の作成、あんしん・安全ね

っとメールでの周知や国民健康保険などの加

入者に健康診査の受診券を送付する際に案内

を同封する他にも、市内の各施設や医療機関な

どへのポスター掲示、生命保険会社との協定に

よるＰＲ、保健事業開催時のＰＲなどあらゆる

機会を捉えて周知し、受診率の向上を図ってい

る。 

今後は他市町の周知方法を調査・研究するな

ど、より受診しやすい方法となるよう工夫して

いく。 

 

（健康福祉部長） 

市が実施している介護予防の取組みは、スポ

ーツインストラクターによる体操教室や理学

療法士の指導による転倒・認知症予防教室、市

民が講師となる趣味・教養の教室があり、開催

時期に合わせて広報で周知している。 

また地域からの申し出により講師を派遣す

る講師派遣型運動教室も実施している。 
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  そういった教室に行くことが難しい高齢者

もいると思う。 

外出困難な高齢者の生活支援を含めた介護

予防の取組みをしている他市町はないか。 

（健康福祉部長） 

長久手市では、外出支援により日用品の買い

物と介護予防教室を合わせた買い物リハビリ

ステーション事業を行っている。この事業は生

活機能の低下により外出が難しくなりがちな

高齢者を対象とした送迎付きの事業で、スーパ

ーマーケットの一画を使って運動を行い、その

後利用者が各自買い物をするというもので参

加者同士の交流や介護予防・健康づくりにつな

がっている。 

市においても介護予防につながる生活支援

について、生活支援コーディネーターや地域包

括支援センターを交え研究・検討していく。 
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江南市女性議会状況報告書 

 

番号 質問者氏名及びテーマ 質問の要旨 答弁者及び答弁の要旨 

12 （池田 倫子 議員） 

①病児保育の導入について 

 

夫と 1 歳になる息子との 3 人で暮らしてい

るが、平日はフルタイムで働いているので子ど

もを保育園に預けている。 

市内には病児保育の施設が 1 箇所もないた

め、共働き家庭にとって子どもが病気になった

ときは預け先に大変苦労している。どんな仕事

でも急に休みを取ることは難しく、親族が近く

にいない家庭にとっては、病気の時の預け先の

確保は深刻な問題である。 

以前に他市町の病児保育施設を利用したが、

保育料は在住利用者の 2倍かかった。また在住

利用者優先の理由から前日に予約をしていた

にも関わらず、当日の利用取消しを了承する条

件がついた施設もある。 

市では他市町の病児保育施設を利用した際

に日額 1,000円の助成を行っているが、利用に

際しこのような不利な条件があることを知っ

ているか。また助成金額が上限 1,000円として

いる理由は何か。助成金額を増額する考えはあ

るのか。 

 

岩倉市ではＮＰＯ法人が訪問型の病児保育

事業を実施しているが、江南市で岩倉市のよう

な訪問型での事業を展開する予定はあるか。 

 

（こども未来部長） 

近隣市町の病児・病後児保育施設では、利用

者の居住地により利用料が異なることや、在住

利用者を優先する条件を付している施設があ

ることは承知している。 

助成金額の上限を 1,000 円としていること

については、近隣市町の施設利用料が一律でな

いため、施設所在地の市町に居住の利用者と

の、実質負担額の差異がないように設定したも

のである。 

助成金額の増額については、そうした考え方

を基本として、近隣市町の施設利用料の状況を

勘案しつつ、対応を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（こども未来部長） 

岩倉市のＮＰＯ法人が実施する事業は、6カ

月から小学 6年生までの子どもを、自宅で保育

する訪問型の実施形態であり、最大で平日の 
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市内に病児・病後児保育施設を開設する予定

はあるのか。 

午前 7 時 30 分から午後 7 時までの利用が可能

となっている。対象エリアは岩倉市、北名古屋

市、名古屋市西区で、利用料金は入会金 10,000

円と年齢・利用回数に応じた月会費が必要とな

る。 

この形態の事業は、利用の有無に関わらず、

月会費等の利用者負担が発生するなどの課題

があるため、市としては医療機関併設型での病

児保育の実施を考えている。 

 

（こども未来部長） 

病児・病後児保育については、市内のクリニ

ック等の医療機関との連携が必要になること

から、医療機関へ打診を図っているが、現段階

では併設型による開設の見通しは立っていな

い。 

しかし、近隣市町の施設利用については保護

者に送迎等の負担がかかるため、まずは病気等

の回復期にある子どもを保育する病後児保育

について、保育園併設型での開設に向けて準備

を進めていく。 

 

 


