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各地区会場での回答に対するその後の対応 

No 地区 担当課 タイトル 質問 回答 その後の対応 

1 萩間 建設管理課 

安心して通
学や散歩が
できる道路
に 

国道に歩道がないため、園児
や小学生が農道を通学路や
散歩道にしているところが
あり、転んだり側溝へ落ちた
りすることがあります。 
 

どの場所か建設部の維持管
理担当に伝えていただけれ
ば、現場を確認し対応しま
す。 

国道については、区からの要望書が提
出されないと、土木事務所と協議でき
ませんので、要望書の提出をお願いし
ます。 

２ 牧之原 防災課 

矢崎西門前
の横断歩道
廃止 

市・警察・矢崎・区の４者で
話し合いをさせてもらえる
場を作ってもらえればあり
がたい。 

車の流れが悪い現場を見て
いるので、夕方の対策も含め
て早急にやっていきたい。 

関係者と調整をさせていただき、話し
合いの場をもうけさせていただきま
す。 

３ 片浜 企画政策課 

片浜小活用
の民間事業
者の選定 

片浜小学校施設は民間公募
で運営事業者を決めるとの
ことだが、プロポーザルであ
れば、選定委員会を組織する
と思うが、片浜地区からも委
員に入れてほしい。 
 

これから公募にはいるので、
意見を踏まえて選定にあた
りたいと思います。 

片浜区長にも相談させていただき、片
浜地区まちづくり実行委員会の委員
長に入っていただく予定です。 

４ 相良 建設管理課 

通学路の車
道外側線 

学童・学生・住民の利用する
生活道路の安全通行ができ
るよう市道の車道外側線、セ
ンターライン、横断歩道の引
き直しをお願いしたい。 

計画的に実施しています。今
後の事業のとの関連で、数年
実施を見合わせている個所
もあります。具体的な場所等
を教えてもらえば、現地調査
をします。 
 

地元からの要望については、本年度対
応させていただきました。 

５ 菅山 建設管理課 

菅ヶ谷川の
河川美化計
画と国道
473号の外
来植物 

菅ヶ谷川の河川美化計画と
国道 473号の外来植物 

河川美化計画は後ほど連絡
先を聞き、区を通じて整備状
況を返事します。大寄インタ
ーのところについては、建設
当時に県が種子を蒔いて緑

菅ケ谷川の河川美化計画は策定して
ありません。河川沿いの草の繁茂につ
いては、区の河川愛護運動で実施して
いただいております。 
オオキンケイギクの駆除については、
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化したことからその駆除を
したと聞いています。どの区
間をどのように駆除したの
かをしっかり調べてご回答
します。 

本年、島田土木事務所で大寄インター
の法面を薬剤により試験したところ、
一定の効果が得られたので、今後範囲
を広げて対応する予定と聞いており
ます。 

６ 菅山 建設管理課 

国道 473号
バイパス菅
山 ICから
473号相良
金谷線まで
の接続道路
について 

センターライン辺りのひび
われがひどく、雨水がたまっ
たり、穴が開いたりしている
個所もある。2年前にも質問
したが、予算がないと言われ
た。通勤の車や大型トラック
の交通量が多くなり、大型ト
ラックやダンプが通ると家
が揺れる。予算がないならそ
れなりの対策を望む。道路の
状況、トラックの交通量を調
べてください。 
 

道路修繕は国の交付金事業
を要望していますが予算が
付かないため、引き続き要望
をしていきます。雨水が溜り
通行に支障がある個所は早
急に修繕したいと思ってい
ます。大型車の通行について
は、規制ができないかなど地
元の皆さんと市と警察で早
速協議をさていただきたい
と思います。 

大型車の規制については、地元企業と
菅山区で一度話し合いを持っていた
だくよう、区長さんと打合せを行いま
した。 

７ 地頭方 防災課 

御前崎との
防災連絡会
議 

御前崎白羽地区と地頭方地
区の防災連絡会議を平成 27
年まで開催していたが、それ
以降は実施されていない。御
前崎中学校に避難所を開設
するとなったとき、面識がな
いとスムーズな運営ができ
ない。役員の任期の内に一度
は会議を開くよう協力して
いただきたい。 
 

その通りだと思います。早
速、御前崎と諮って一度は顔
を合わせる話ができる体制
を作っていきたいと考えて
います。 

御前崎市危機管理課と打ち合わせを
実施しました。関係機関と調整次第、
会議を実施いたします。 
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８ 川崎 
健康推進課 
防災課 

ぐりんぱる
の駐車場に
いて 

ぐりんぱるの駐車場スペー
スが狭いため、駐車場を造っ
てもらえれば、災害時に防災
広場としても活用できるの
ではないか。 
 

規模や面積が現状ではわか
りませんので、現場を見てか
ら検討させてください。 

区、町内会役員の皆さんの現場立会い
のもと、面積等現状調査を行い、現在
調査中です。 

９ 川崎 財政課 

ホームペー
ジの借金時
計について 

 ホームページの謝金時計
で、借入金と一日いくら増え
ていくかとの表示がされて
います。区分と件数、金額が
記載されているが、道路工事
や庁舎建設など、詳細データ
があると思うので掲載して
ほしい。 
 

借入金の積み上げデータが
あるので、分かりやすい表現
にするように検討します。 
積み上げデータがあるので、
掲載するようにします。 

ホームページに積み上げデータ（PDF
ファイル）を掲載しました。 

10 細江 建設課 

大雨に対す
る水害対策
について 
 

坂口谷川の水量が多くなる
から水はけが悪くなる。６月
の豪雨でも吉田の機場が早
くから指導していたら東福
田の水害はなかった。東福田
が３台動いていたときには、
まだ吉田は動いていなかっ
た。 
 

井上橋の左岸側についても、
先日町内会の方と話しまし
たが、仮設ポンプを据え付け
易いようにピットをつくり、
水を引き込めるようにすれ
ば、もっと早く水をひかせる
ことができるので、早急にや
りたいと思っています。 

最終的な検討の結果、迅速な排水対応
ができるように排水ポンプ用のホー
スを増設することとしました。 
９月議会で補正予算が認められたた
め、今後整備を進めます。 

11 細江 建設管理課 

要望書の取
り扱いにつ
いて 

提出した要望書の件数と地
区に報告された一覧表の件
数が違うのはなぜか。他の機
関へ回付したものの進捗状
況はどのように整理してい

要望書の取り扱いについて
は少し細かい話ですので、担
当と区で別途、話し合いをさ
せていただきたいと思いま
す。 

他課等に回した要望書については、区
に報告した一覧表に記載してないの
で、今後は全体を報告できるようしま
す。 
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るのか。また要望書の進捗一
覧は回付したものも含めて
すべての案件を記載すべき
ではないか。 
 

12 細江 
管理情報課
防災課 

細江コミュ
ニティセン
ターへのソ
ーラー照明
の設置要望 

細江コミュニティセンター
には商業電源しかなく、停電
の場合、建物内に照明がな
い。屋上へのソーラー設置に
より照明を確保し、地域の避
難所としたい。屋上のクーリ
ングタワーを撤去すれば、太
陽光設備の設置が可能と思
われる。 
 

 国の補助制度等を研究し、検討をして
いきたいと思います。 

13 
 

勝間田 秘書広報課 

マダニの危
険性 

最近、ニュースで聞くが国内
でもマダニによる死亡者が
出ている。外で作業すること
も多いため、マダニの危険
性、対処方法について広報で
特集してほしい。 
 

イノシシが体に付いたダニ
を茶の木等に擦り付けると
いう話も聞いたことがある
ので、広報については対応さ
せていただきます。 

取り急ぎ、市ホームページにおいてマ
ダニに関する注意喚起情報を掲載し
ました。 

 


