
岡田小学校区タウンミーティング意見一覧

行政区名 ID 意見の概要 回答 担当部署 担当課

栄町 R2-岡田小-1

1.道路の路面標示について
一時停止の路面標示ラインが、全体的に薄くなっている。すべてをすぐに補修することは困難
と思われるのでとりあえず通学路については早急の対応をお願いしたい。（栄町行政区内全
体的に、通学路を優先してやっていただいきたい。）

　具体的に表示が薄くなった20か所の交差点をご指摘いただきましたが、いずれも一時停止
標識が設置されている場所と思われます。交通規制に関しては県公安委員会と県警の管轄と
なりますので、牛久警察署へ要望します。

市民部 地域安全課

栄町 R2-岡田小-2

2.防犯カメラの設置について
防犯カメラの設置について、市内の公園等には全て設置済みと聞いていますが市内全体で何
基位設置されているのでしょうか。また、設置の際の優先順位はどのように決めているのかお
伺いします。

　令和元年度末時点で牛久市管理の街頭防犯カメラは293基です。
　昨年度、栄町4丁目パチンコ・ガディス交差点に設置した2基の防犯カメラにつきましては、交
差点対面に2基設置しておりますので、全天候型赤外線カメラ、サーバ、支柱、計器盤、キャビ
ネットをそれぞれ2台と工事費を含めて、約175万円の経費が掛かっております。設置経費は、
場所により機器構成が異なり経費が変動することになりますが、仮に、1基当たり50万円として
換算すると、293基で、1億5千万円近い予算が注ぎ込まれていることになります。このように街
頭防犯カメラの設置には、多額の経費が掛かりますことから、牛久警察署との協定に基づき、
不特定多数の方が往来する地点及び交通量の多い交差点等、いわゆる交通防犯の拠点と言
える場所を警察署と協議のうえ「市内重点地域」として選定し優先的に街頭防犯カメラ整備を
進めておりますのでご理解をお願いいたします。
(参考:都市計画課)
市内公園への防犯カメラ設置数　25公園　118基　；　牛久自然観察の森　5箇所　8基
牛久駅周辺（エレベーター等・駅東口駐輪場）への防犯カメラ設置数　30基
ひたち野うしく駅（駐輪場、エレベーター等）への防犯カメラ設置数　66基
市営自動車駐車場への防犯カメラ設置数　4箇所　13基

市民部 地域安全課
(参考：都市計画課)

下根ケ丘 R2-岡田小-3

1.今後のイベントに対する関わり方について
コロナ禍の状況下で、いくつかのイベントが中止となったが、今年度の役員数人からは、「残念
ではあるが、むしろ本来の自治会活動にじっくり取組める良い機会ではないか」という声が聞
こえる。例年、イベント対応が自治会活動の中心になり、その運営や打ち合わせで多くの時間
を使うため、本来の自治会活動で解決すべき問題や課題が、あまり改善されないまま翌年へ
と先送りになっているように思う。
一方、自治会役員だけでは力が及ばず、保留になっている案件も多い。
そこで、「かっぱ祭り」などの市及び関連団体に主催するビックイベントに対する各行政区の関
わりについて、今後とも同様な形で続くのかどうか展望を聞きたい。

　毎年、かっぱ祭りをはじめ、市のイベントに多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により、ほとんどのイベントが中止や延期を余儀なくさ
れておりますが、この状況を本来の自治会活動に取り組める機会とポジティブに捉えて下さる
ことに感謝いたします。今後は「ウィズコロナ」を前提に感染症対策が必須となると思われます
が、イベントは市の活性化にもつながることから、開催に向けて各部署一丸となって尽力して
参ります。
　そのためにも、県のステージごとのガイドラインを遵守し、イベントの実行委員会や関係機関
との協議を重ねて、参加者の安全が確保可能との結論を得るというプロセスを経た上で、開催
を決定したいと存じます。市民の皆様には、今後ともご協力をお願い申し上げます。

環境経済部 商工観光課

下根ケ丘 R2-岡田小-4

2.行政区活動に対するアドバイザー配置について
1の意見に付随し、行政区が抱える問題解決に向けて、市の担当職員にアドバイザー的な役
割で現場に入ってもらいたい。各行政区毎に一人とまではいかなくても、学校区ごとに一人と
いう配置でも良い。行政区や市民レベルで抱えている諸問題やニーズが日常的に把握でき、
市政への反映に役立つと思われる。

　現在、行政区が抱える要望等については、市民活動課に相談して頂き各担当課に連絡し、
すみやかに対応するようにしております。今後も同様に、行政区からの要望等につきましては
市民活動課に連絡して頂き、各担当課と共に速やかに対応して参ります。
  また、行政区や市民が抱える問題の解決基盤である地区社協も活用頂きたいと思います。
地区社協における行政課題についても社会福祉協議会を通じて問題解決に努めて参ります。

市民部 市民活動課
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下根ケ丘 R2-岡田小-5

3.災害時における市（役所）との連絡体制について
市（役所）の、災害に対する対応策の連絡と各地域の実情報告、知らせる手段の確保のた
め、災害が生じた時の連絡体制を複数回線保持する必要があるのではないか。
現状において懸念される問題点として、
・防災無線放送は、音声が反響して聞こえ辛い、一方通行の連絡であるが、災害時には、消
防車・救急車が行きかうことになり、殆ど聞こえなくなる怖れがある。
・カッパメールは、電波が輻輳し、メールが届かない恐れがある。一方通行のメールとなってい
る。
・電話・携帯電話は、カッパメールと同様、災害時に利用できない恐れがある。自治会館前に
設置されている非常用の電話は、断線しなければ有効と思われるが、どの位の確率で電話で
きるか分からない。
等が想定されるが、これら以外に災害時に活用できる情報伝達手段として何か対応策を考え
ておられるのか。例えば衛星携帯電話、臨時災害放送局など。

【広報政策課】
　市では、災害時の最新情報を速やかに発信するため、かっぱメールを始め、公式ホームページ、「ツイッ
ター」「フェイスブック」「ライン」などのＳＮＳ、防災無線、ＦＭうしくうれしく放送などの情報発信ツールを用意して
おり、情報を受け取る側に様々な選択肢を提供できるよう取り組んでおります。災害発生時における市からの
発信は、市民に対する避難指示や被災者への支援等の必要な情報を、より多くの方に速やかに届けることを
目的としております。かっぱメールにつきましては、多数の登録者に対し、同一の情報を同時に一斉送信する
ため、市からの配信専用となっております。
　刻々と変化する情報を、より多くの市民にお届けするツールとなっておりますことをご理解賜りますようお願
い申し上げます。
【防災課】
　防災無線は気象条件や騒音の影響、家の中にいることなどにより聞こえづらい、または聞こえないことがあり
ます。そのためホームページやかっぱメール、牛久市のコミュニティＦＭラジオであるＦＭうしくうれしく放送等、
複数の手段を用いて情報を発信しております。
　現在防災無線の更新に向け準備を進めておりまして、令和3年度、4年度には整備工事を予定しており、その
際には要援護者等に防災ラジオの配付を検討しております。また災害時に避難情報が発令された際には、そ
の情報を電話でお伝えする災害警報システムを導入し、まずは土砂災害警戒区域にお住まいの方から運用を
進めているほか、防災無線テレフォンサービス（0120－506－706）で防災無線の内容をお聞きいただくこともで
きますので、ご利用ください。
・災害時は携帯電話は繋がりにくくなる。また非常用電話が不通になる可能性もあります。そのため第2次避難
場所となる市内全ての小中学校や市の施設には市災害対策本部と連絡をとるための無線機を配置している
ほか、昨年度から災害時用公衆電話を設置しており、連絡体制を確保しております。

市長公室
市民部

広報政策課
防災課

下根ケ丘 R2-岡田小-6

4.かっぱ号の巡回ルートにひたち野うしく駅方面に行く便を設けてほしい。
現在、下根方面から牛久駅方面へ行くルート（小坂団地ルート右回り、左回り）はあるが、ひた
ち野うしく駅方面へ行くルートはない。近年、ひたち野うしく方面の商業施設等も増えて、利便
性も高まっており新たなルートとして検討していただきたい。新たなルートが困難であれば、他
ルートとの接続バス停を設けて乗り換えができるようなシステムも考えられないか。ひたち野う
しく駅ルートができると、イオン等つくば方面への移動の利便性が高まる。

　現在、かっぱ号は全体として一定数の利用者があるため、既存ルートの大きな見直しが難し
い状況です。
　下根ヶ丘からひたち野うしく駅への移動に際しては、10月1日に牛久市乗合タクシーを運行
開始いたしますので、同サービスの利用をお願いいたします。

経営企画部
政策企画課

公共交通対策室

下根ケ丘 R2-岡田小-7

5.上池親水公園の運営について
上池親水公園に関して、どのような具体性のあるイメージで公園運営を考えておられるのか。
公園里親制度を設けることによって、その一部が行政区に投げられているが、公園運営管理
のビジョンはそれぞれの公園に設定されているのか。例えば、親水公園であれば、その名が
示す通り、「水に親しむ公園」として、きれいな水とそこに生息する水生動物や植物が見られる
イメージがあるが、現実は、葦やガマが繁殖して、水連や菖蒲がわずかにみられるに過ぎず、
期待外れの施設になっている。当自治会も里親として、有志によって花壇の植栽・管理などに
取り組んでいるが、その努力が活かされるよう市としても取り組んでいただきたい。
また、早急に対応していただきたい具体的要望として、親水公園内にある池の周囲に安全柵
を設置していただきたい。子ども（幼少児）たちが親の付き添い無しで遊んでいることを目にす
るので、安全のため要望したい。さらに、工事が途中になっている橋の修理の早期実現や、遊
具類の設置を要望したい。

　上池親水公園は、ご意見にもありますように、水に近づき親しめるようにとのコンセプトのも
と、平成2年～3年にかけて整備しております。それまでは人の近づくことのできない汚水の流
入する荒れた溜池と湿地により構成された国の官有地でありましたが、地域の要望もあり国
から占用の許可を受け現在の形に公園化したものです。整備に当たっては、もともとの池と湿
地・浄化作用のある葦やガマ等の水湿生植物を残しながら、護岸や散策のための園路、湿地
への木道の整備等の必要最小限の整備と合わせ、より多様な生物を呼び込むために「せせら
ぎ」を整備するとともに、地域の方々が集える中央広場等を造成しております。
　しかしながら、整備から約30年を迎え、市内では中々見ることのできない野鳥やトンボ等の
昆虫類も数多く生息し観察することができるものの、その反面、当初整備した水で遊べる遊具
の撤去やオオフサモという水草の繁茂により一部水面が隠れ「水に親しむ公園」としては期待
に沿えない面も出てきているのも事実であります。なお、オオフサモにつきましては、昨年一部
除去作業を行ったところ、繁殖力が強く思うように除去が進まない状況でありますが、今年度
も引き続き除去作業を実施する予定をしております。
　具体的な要望事項の対応としましては、先ず池周囲の安全柵につきましては、職員により丸
太ロープ柵を計画的に設置して危険の周知をしてまいります。次に橋の修理は5月に修繕工
事を発注し、7月3日に完了しておりますのでご確認ください。最後に遊具類の設置についてで
すが、現在、公園施設の補修や更新の計画を立て、計画に沿った補修や更新を進めていると
ころであり、上池親水公園の湿地の木道については、平成28年度からの3ヵ年で修繕を完了し
たところです。今後は公園の遊具の再整備を進める中で、親水公園についても遊具の設置に
ついて検討してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

建設部 都市計画課

下根ケ丘 R2-岡田小-8

6-1.生活環境整備に関連した以下の件について
団地内の側溝、U字溝の蓋等の整備について、数カ所のみ実施されてはいるが、残りの大部
分は未整備のままになっている。順番待ちとも聞いているが、いつ頃までに工事をしてもらえ
るのか。また、道路舗装についても進めていただきたい。

　今年度、一部U字溝の改修工事を予定しております。しかし、U字溝の改修は、市内多くの行
政区から要望があり、全ての改修は難しい状況となっております。そのため、各行政区全体を
見据えながら、メイン道路や通学児童の多い路線を優先的に、行政区とも協議したうえで、改
修箇所を選定し、順次改修を進めていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま
す。

建設部 道路整備課
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下根ケ丘 R2-岡田小-9

6-2
道路交通安全に関連して、カーブミラーについていくつか要望したい。
冬季、カーブミラー（とくに、下根中学校から団地への登坂Ｔ字路で田圃側に設置されたミ
ラー）が曇っていて見づらい。また、冬季の日没時に太陽がミラーの後ろに隠れるため、視界
が幻惑されてミラーの役目を果たさない時がある。ミラーの種類、設置場所を考えてもらえな
いか。

　ご指摘のカーブミラーについては、昨年度に鏡面を交換しておりまして新しいものが付いて
おります。該当箇所は、昼夜の寒暖差が大きく田んぼの際で湿気も多いことから、鏡面が全く
曇らないよう処置することは困難です。
　日没時の視認障害についても、太陽の沈む位置が、日々変化しますので、設置位置の移動
で解決することはできません。
　カーブミラーは安全確認の補助的施設です。充分安全を確認しての通行にご協力をお願い
します。

市民部 地域安全課

下根ケ丘 R2-岡田小-10

6-3
団地内の路上に処理されない犬の糞が放置されている。飼い主のマナーの悪さに起因したも
のであるが、その対策として飼い主に対して市としての指導（狂犬病予防接種時に啓発パンフ
を配るなど）はされているのか。

　令和元年度末現在、約4500頭の犬が登録されています。
飼い主のマナー向上のため、犬の登録時及び狂犬病予防注射時（毎年1回）にチラシ「飼い

主のルールとマナー　飼い主の義務7箇条」を配布しています。
また、広報紙一日号のわんにゃんこコーナーでの啓発、「犬フン・尿禁止」の現地設置などに

より、飼い主への注意喚起を行っているところです。何かありましたら環境政策課までご連絡く
ださい。

環境経済部 環境政策課

下根ケ丘 R2-岡田小-11

6-4
親水公園入口にあるコミュニティバスのバス停の所が、夜間になると照明が届かず暗い。ま
た、屋外照明（外灯）のLED化が進み、夜間の明るさが増したが、不必要に明るくなった印象
がある照明の直下（路面）を照らすばかりでなく、空を含む全方位に光が拡散している現状も
見られる。不必要に明るいことは、かく乱要因として生態系にもいい影響は与えない。保安上
必要な照明の設置とともに、自然と調和した照明のあり方も検討しては良いのではないか。

　現地を確認したところ、ご意見の場所は一定程度の明るさであることを確認しました。このた
め、現在以上の対応は難しいです。

経営企画部
政策企画課

公共交通対策室

下根ケ丘 R2-岡田小-12
6-5
連休中（とくに5月）のゴミ収集に関連して、作業員の休暇取得とも関係するので、強い要望は
出しにくいのですが、連休中のごみ収集を検討していただきたい。

　現在、牛久市は、ごみの収集運搬及び、牛久クリーンセンターでのごみ処理業務を民間に委
託しており、ゴールデンウィーク及び年末年始における従業員の休業日を含めた年間計画を
設定し、それに準じて稼働しております。ごみの収集運搬作業を行うには、収集したごみを焼
却・資源化処理するために牛久クリーンセンターを開館させることが必須となりますが、牛久ク
リーンセンターを安全に運転していくため、点検期間を設ける必要があり、長期休暇期間を利
用し、その作業を行っております。
　家庭ごみは、市内をA地区とB地区に分け、通常、月曜日から土曜日まで祝日も含め、収集
運搬を行い、それと同時に、牛久クリーンセンターでは、直接持込みの受付けも行っておりま
す。長期の休暇期間におかれましては、特に生ごみの保管につきまして、ご苦労されるとは存
じますが、ごみの減量及び資源化と合わせまして、引き続きご協力いただけると幸いです。

環境経済部 廃棄物対策課

東下根 R2-岡田小-13

市道52号線道路整備延長工事早期完成について（H30より継続要望）
・市道52号線道路整備延長の完成インフラは、東下根自治会だけに限らず周辺自治区の生
活の環境や利便性に大きな変化をもたらし、今後の地域発展に大きく寄与することが期待さ
れるため、道路延長工事をできるだけ早く完成に向けて取り組んでいただきたい。
（要望理由）
・道路状況が、非常に悪い（道路幅が狭い、道路路肩がデコボコ、道路にU字溝がない、道路
が冠水状態になる）
・道路近隣に幼稚園があり、園児の送迎時危険性がある
・中学生、高校生等の自転車通学路でもあり自動車と接触する恐れがある
・降雨時、宅地内に道路上の雨水が流れ井戸水に悪影響を及ぼしている
・地域住民の散歩コースになっている

　昨年度、設計業務を発注し、現在も関係する地権者の方とも調整をさせていただきながら設
計を進めているところでございます。今年度は、地質調査を実施し設計に反映させるとともに、
線形の確定後、ご協力いただく土地の範囲を決めるための測量を実施する予定となっており
ます。また、不動産鑑定・評価及び補償物件の調査を実施し、来年度から用地取得に着手で
きるよう進めてまいります。
　しかし、国からの交付金が近年要望額に対し、6割前後の交付にとどまっており、大変厳しい
状況ではございますが、引き続き用地補償及び工事を進めていけるよう、国・県と協議してま
いりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

東岡見 R2-岡田小-14
1.新型コロナウイルスの牛久市経済への影響について
新型コロナウイルスの牛久市経済への影響についてお聞かせください。

　報道されているように、国の持続化給付金をはじめ多様な支援策が続々と講じられておりま
す。この度、市でも、持続化給付金の対象外となる事業者支援のため、新たに「牛久市事業者
支援金」制度を設け、申請受付を開始しています。また、従来から当課が業務として発行して
いたのが、融資の際に有利となるセーフティネット認証等です。新型コロナウイルス感染症の
影響により、今年3月から発行数が急増しました。国や県の支援策もあり、融資は滞りなく実施
されている模様で、県が融資を断られた事業者を対象に新設した無利子無担保の貸付金制
度については、相談は数件あったものの、申請は5月末日時点でゼロ件です。商工会からの
情報でも、高齢化や後継者問題による廃業はあるものの、コロナ禍による倒産はごくわずかと
聞いております。もちろん、現在も予断を許さない状況ではありますが、現状把握に努めなが
ら市内経済の活性化促進に尽力して参ります。

環境経済部 商工観光課
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東岡見 R2-岡田小-15

2.行政区内の環境整備について
①U字溝の改修の見通し（市長公約で計画性を持って取り組むと話されていたと思うが。)
②行政区内傷んだ路面補修
③下水道整備
東岡見の場合地形的にポンプアップが必要であり金額的に難しいとも聞いたことがあるが、区
民の強い要望があれば実現の可能性はあるのか。

【道路整備課】
①今年度、一部U字溝の改修工事を予定しております。しかし、U字溝の改修は、市内多くの
行政区から要望があり、全ての改修は難しい状況となっております。また、東岡見団地につい
ては、国の交付金の対象とならないため、市単独費で対応することになります。そのため、市
の全体的な事業と調整を図りながら、進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願
いいたします。
②路面補修については、全面的な補修は難しいため、劣化の著しい箇所から補修を実施して
まいります。また、U字溝改修の際にも、併せて舗装も補修してまいりたいと考えておりますの
で、ご理解をお願いいたします。
【下水道課】
③牛久市公共下水道全体計画では、市全域を公共下水道で整備するとしておりますが、計画
策定時とは異なり、現在は少子高齢化が進み市内人口にも減少傾向が見え始め、今後は下
水道使用料収入の減少や、老朽化した既存施設の維持管理費の増大などが見込まれ、公共
下水道の経営は非常に厳しい状況です。また、公共下水道を整備するには多大な費用が必
要であり、その費用の一部は都市計画法第75条の規定に基づき、下水道を整備する地区に
お住いの皆様に負担していただくこととなり、賦課決定後は市税同様に納付義務が発生しま
す。仮に負担金額を試算すると高額となることや、市負担分の財源は地方債などで賄うため、
その返済については整備完了後の使用料収入を中心に支払うこととなり、整備戸数に対して
投資する事業費が高額なため収支計画が成り立たない恐れがあります。以上のことから、強
いご要望を頂いたとしても実現は非常に困難な状況ですので、ご理解の程、よろしくお願いい
たします。

建設部
道路整備課①②

下水道課③

東岡見 R2-岡田小-16

3.区内の歩道および信号機設置について
東岡見では現在子ども達の通学に際し、国道408号の信号機のない横断歩道を渡り、登下校
しています。またお年寄りが郵便局に向かうにも同様です。408号には北側にしか歩道があり
ません。ここに信号機の設置をお願いしましたが却下されています。再度申請すれば信号機
設置の可能性はありますか。国道南側に歩道をつけていただければ問題は解決しますがい
かがでしょうか。

【地域安全課】
　＜信号に関して＞
　信号機の設置・管理につきましては、地元の皆様からご要望いただいている内容を牛久警
察署に要望します。
【道路整備課】
　道路管理者である竜ケ崎工事事務所から回答をいただきました。
　現在、本県に対しまして、各市町村より歩道整備要望が多数挙がっており、優先順位をつけ
て対応している状況にあります。国道408号については、片側に歩道を設置することとして整
備を進めてきており、限られた予算の中で、今後、さらに南側に歩道を設置する事は、現時点
では難しい状況にございます。

市民部
建設部

地域安全課
道路整備課

上柏田 R2-岡田小-17

1.圏央道騒音対策
圏央道の2車線化が計画されていますが、今現在でも騒音が酷い日があり、車がますます増
えると、さらなる騒音が懸念されます。車線増設時は是非防音壁の設置を要望できないでしょ
うか。

　ご要望のありました圏央道の騒音対策につきまして、圏央道4車線化の事業者である
NEXCO東日本に確認したところ、防音壁の設置については、騒音に係る環境基準値を超える
場合に設置するが、平成3年に実施した環境影響評価等を踏まえ、現時点で防音壁の設置は
予定していないとの回答をいただきました。市としても、地元からの要望が上がっていることに
ついてお伝えしているところですが、圏央道の4車線化後、交通量の増加等により、市で環境
基準値を超えることが確認できた場合は、事業者に対し、防音壁設置に関する要望を実施し
て参ります。

建設部 都市計画課

上柏田 R2-岡田小-18

2.コロナウイルス対策の見通しについて
コロナウイルス拡散防止のため、市も対処や指示に苦慮されていることと思います。このた
め、行政区も同様に拡散防止に協力しておりますが、「かっぱ祭り」「敬老会」と中止が決定さ
れ、行政区主催の夏祭りも自粛せざるを得ない状況です。
お願い事項
・行政区に判断を委ねるのではなく、市より明確に指示をいただきたい。敬老会は行政区に判
断を任された状態です。
・今後市として更なるイベントなどの中止決定はあるのか。

　イベント開催の基準を含め、新型コロナウイルス感染症に対する対策については、国が示す
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、県が示す茨城県新型コロナウイルス
感染症対策指針「茨城版コロナNext バージョン2」、更に国の示す「新たな生活様式」にのっと
り、開催の可能な体制が取れるかを検討し、決定しているところです。
　7月3日からの「茨城版コロナNext バージョン2」では、ステージ2の状況下にあり、県民の行
動に対し「外出自粛は実施しない　高齢者等の外出については注意喚起」と判断をしておりま
す。市といたしましては敬老会の開催について、中止や自粛の要請等は行っておりません。各
行政区の自主的な行事であります敬老会の開催につきましては、県が示すステージ2におけ
るイベントガイドラインを参考に感染防止の対策を徹底していただいたうえで、実施の判断を
お願いしておりますのでご了承ください。なお、実施の決定がなされた行政区におきましては、
市として感染防止の対策について可能な限り協力してまいりますので、ご理解をお願いいたし
ます。

保健福祉部
健康づくり推進課

岡田小 4/7



岡田小学校区タウンミーティング意見一覧

行政区名 ID 意見の概要 回答 担当部署 担当課

上柏田 R2-岡田小-19
3.牛久シャトーについて
現状で結構ですので見通しについて報告お願いいたします。

　牛久シャトーにつきましては、6月19日には日本遺産の認定がなされました。これにより、日
本国内に牛久シャトーが広く知れ渡るとともに、海外への情報発信や、海外からの誘客にも期
待が広がるものです。旧レストランキャノン、売店については6月20日にリニューアルオープン
を行いましたが、コロナ禍の中で厳しい状況が続いております。その他の施設の早期オープン
や、これまでにはない新たな利活用等につきましても検討を進めてまいりますので、市民の皆
様におかれましては、積極的な利用も含めたご協力を引き続き宜しくお願い致します。

経営企画部
創生プロジェクト

推進課

中柏田 R2-岡田小-20

1.交通渋滞対策について
道路狭隘のため歩行者、車両の通行に支障があり渋滞の要因になっている。
道路の拡幅、道路幅員の有効活用をお願いしたい。
・道路拡幅（市道769号線からセントラル病院付近）
　道路狭隘で交互通行箇所がある。付近住民の車両通行、特にセントラル病院救急車走行に
支障をきたしている。
・道路幅員の有効活用（市道8号線からレストランニューたから付近交差点）
　道路幅員を一部使用制限している箇所がある。幅員を有効に利用し、直進や右折の車線を
確保することで渋滞対策としてほしい。

・道路拡幅につきましては、市内全域から多数の要望をいただいているところです。今回のタ
ウンミーティングだけでも20行政区から24路線のご要望（U字溝整備・改修のみの要望は除く）
があり、一度に全ての要望にお応えすることはできませんので、現地の交通の状況、拡幅す
ることは可能か、補償物件の有無、雨水排水の流末は確保できるかなどを確認するとともに、
国の交付金の対象となるか県との協議なども行い、様々な条件を整えたうえで整備箇所を選
定してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
・昨年度、右折車線の設置について、牛久警察署と協議したところ、道路線形上危険であるた
め同意をいただけず、現状のままとなっている状況でございますので、ご理解をお願いいたし
ます。

建設部 道路整備課

中柏田 R2-岡田小-21

2.道路舗装劣化対策について
道路舗装の陥没箇所にモルタルを詰め込む形で部分補修を行っているが、舗装面全体が劣
化しているため、頻繁に補修をお願いしている現状となっているため、舗装打ち換えなど、是
非恒久的な補修をお願いしたい。
・市道8号線-牛久葬儀社付近
　道路の劣化が進み、振動で住民からの苦情が非常に強い
・市道769号線-柏田神社前道路
・市道757号線-東洋大牛久のグラウンド下道路
・市道528号線-408号セントラル病院に向かう登坂部分

・牛久葬儀社付近につきましては、舗装修繕計画に位置付け、できるだけ早期に舗装修繕を
行えるよう調整してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
・その他の路線につきましては、全面的な舗装修繕は困難な状況でございます。しかし、補修
する際には、なるべく広範囲で実施してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

中柏田 R2-岡田小-22

3.事故防止対策について
歩道と車道との境界にある分離ブロックに車両が乗り上げるケースが頻発している。事故防
止策をお願いしたい。
・県道-レストランニューたから付近交差点
　歩道・車道境界ブロックへの車両乗り上げが頻繁で事故につながりかねない、境界ブロック
への乗り上げ防止策をお願いしたい。
・市道769号線-柏田神社前道路の2か所
　歩道・車道境界ブロック位置変更

・たから付近の交差点については、道路管理者である竜ケ崎工事事務所から安全施設の設
置を検討しますとの回答をいただきました。
・市道769号線につきましては、セントラル病院側は、歩車道境界ブロックを改修いたします。
また、市道8号線側については、ポストコーンを設置し、注意喚起を行います。

建設部 道路整備課

松ヶ丘 R2-岡田小-23
1.権現池横の道路整備計画について
権現池横の道路整備計画について示してほしい。補修時にて約束していただいています。

　道路拡幅につきましては、市内全域から多数の要望をいただいているところです。今回のタ
ウンミーティングだけでも20行政区から24路線のご要望（U字溝整備・改修のみの要望は除く）
があり、一度に全ての要望にお応えすることはできませんので、現地の交通の状況、拡幅す
ることは可能か、補償物件の有無、雨水排水の流末は確保できるかなどを確認するとともに、
国の交付金の対象となるか県との協議なども行い、様々な条件を整えたうえで整備箇所を選
定してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

松ヶ丘 R2-岡田小-24

2.空家の対応について
空家について対応願います。
①地番4-28.25　管理不備
②地番4-24.20、4-33.1　の間　管理不備

①は、令和2年2月に行政区長と民生委員から情報を頂き、住人の方は昨年亡くなったとお伺
いいたしました。そこで、2月10日に現況を確認し、多少樹木の越境が見られました。
現在、家屋管理のための文書等を通知するため、所有者及び相続権者等の調査を行ってい
ます。調査の一環で関係団体に連絡したところ、利害関係人であることから相続財産管理人
制度の申立てを行い売却予定であると、返答をもらいました。

②については、現地状況を確認しましたが、若干、草の繁茂が見受けられていることから、直
接所有者へ連絡をいたしました。

建設部 空家対策課
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岡見 R2-岡田小-25

1.R1タウンミーティング意見の経過について
【昨年意見】岡見行政区内の国道408号について、現在車道のかさ上げが高くなり、歩道との
間にあるブロックとの段差が少なくなり、車を避ける効果が少ない部分が見受けられ、通学児
童等歩行者の安全が危惧される状況にありますので、早急に改善をお願いします。
　また、国道408号では路面の痛みがあり大型車の通行により振動が発生し、屋内でも振動が
感じられ、時に安らかな生活が妨げられる状況となっています。これについても、早急に改善
をお願いします。
上記内容について、道路管理者である竜ケ崎工事事務所に要望したとの回答でしたが、その
後の経過についてお聞きします。

　道路管理者である竜ケ崎工事事務所から回答をいただきました。
　嵩上げが高くなっている区間につきましては、現地調査を行い、対応について検討してまい
ります。
　路面の痛みにつきましては、振動の原因となる段差や穴ぼこに対して局所的に対応をさせ
ていただいているところでございます。舗装の打ち替えなどの工事実施については、現時点の
予算状況では困難であることから、当事務所としましても県庁に対して予算要望をしてまいり
ます。

建設部 道路整備課

岡見 R2-岡田小-26

2.市道1071号線、市道1076号線の要望について
令和元年度8月に市道1071号線、市道1076号線の拡幅改良工事の要望書を市長あてに提出
しましたがその後の進捗状況をお聞きします。なお、5月に当該道路の市民が急病となり救急
車を要請したが、途中までしか入れず、ストレッチャーで砂利道を約120m運ぶこととなった件
があったことを申し添えます。

　道路拡幅につきましては、市内全域から多数の要望をいただいているところです。今回のタ
ウンミーティングだけでも20行政区から24路線のご要望（U字溝整備・改修のみの要望は除く）
があり、一度に全ての要望にお応えすることはできませんので、現地の交通の状況、拡幅す
ることは可能か、補償物件の有無、雨水排水の流末は確保できるかなどを確認するとともに、
国の交付金の対象となるか県との協議なども行い、様々な条件を整えたうえで整備箇所を選
定してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

岡見 R2-岡田小-27

3.市道789号線の雨水対策について
市道789号線の雨水対策について、宝積寺から小野川に向かって行く途中の坂について、昨
年の大雨時に道路が川のようになり通行に支障がありました。坂の途中に雨水を受け止める
側溝等の設置をお願いします。

　横断側溝を設置するには、排水を下流側から整備しなければならないため、早期の整備は
困難であると考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

岡見 R2-岡田小-28
4.市道616号線の道路改善について
市道616号線の宝積寺信号から第8岡見方面に行くとすぐに道幅が狭くなり通学時に危険であ
ると生徒の父兄から改善してほしいとの話がありましたので改善をお願いします。

　道路拡幅につきましては、市内全域から多数の要望をいただいているところです。今回のタ
ウンミーティングだけでも20行政区から24路線のご要望（U字溝整備・改修のみの要望は除く）
があり、一度に全ての要望にお応えすることはできませんので、現地の交通の状況、拡幅す
ることは可能か、補償物件の有無、雨水排水の流末は確保できるかなどを確認するとともに、
国の交付金の対象となるか県との協議なども行い、様々な条件を整えたうえで整備箇所を選
定してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

建設部 道路整備課

第8岡見 R2-岡田小-29

1.降雨時による道路冠水箇所の排水管改善修復について
・岡見町2788-33　O宅附近
以前、道路工事で排水管が塞がれ、本来下流にある排水管に流れる雨水が、道路に流れ出
し道路を冠水させている。
平成29年に要望しており、早期の改善修復をお願いしたい。

　排水管の改修については、降雨時の現地の状況を確認させていただきました。改修方法を
検討したうえで、今年度中に施工いたします。実施する際には、区長さんに報告させていただ
きます。

建設部 道路整備課

第8岡見 R2-岡田小-30

2.道路の全面補修について
道路アスファルトの亀裂、陥没により大変危険な現状。雨水等により道路に水が溜まりやす
く、道路補修を要望いたします。
・岡見町2786-22附近から岡見町2786-33附近
・岡見町2786-63附近

　舗装の補修については、全面的な補修は難しいため、劣化の著しい箇所から補修を実施し
てまいります。

建設部 道路整備課

第8岡見 R2-岡田小-31

3.防犯カメラ設置にともなう補助金のお願いについて
牛久市は、「安心」「安全街づくり」を目指しており、第8岡見行政区として、空き巣等の犯罪を
防ぐため、防犯カメラ設置を計画しています。市からの補助金をご検討くださいますようお願い
いたします。

　市では、牛久警察署との協定に基づき、不特定多数の方が往来する地点及び交通量の多
い交差点等、いわゆる交通防犯の拠点を警察署と協議のうえ市内重点地域として選定し、平
成28年度より順次、街頭防犯カメラを設置しております。この協定に基づいて設置された防犯
カメラは、現在、市内12地点18台です。今年度も1地点2台のカメラを設置する予定でございま
す。以上のように、「重点地域」を優先して整備を進めておりますので、現在、行政区等が設置
する防犯カメラ設置に対する補助金制度を創設する予定はございませんのでご理解ください
ますようお願い申し上げます。

市民部 地域安全課
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上池台 R2-岡田小-32 空家対策をさらに一歩前進していただきたい。

　空家は個人の私有財産であり、その所有者等が所有権に基づき、適正な状態に保つことが原則です。また、
相続放棄者等においても、新たな相続人が決まるまでは、管理をしなければならないとなっております。
　しかしながら、近年空家が社会生活のうえで問題となってきていることから、市でも、市内に存在する地域住
民の生活環境に悪影響を及ぼしている管理不全空家に対して、助言及び指導文書等を送付し、連絡がつかな
い場合には、直接訪問を実施しております。
これらの、市条例に基づく助言・指導に対応しない管理不全空家に対しては、特に著しく周辺環境へ影響を及
ぼしている物件に対して、「法」に基づく「特定空家等」に認定して、強制力のある措置を講じてまいりました。
　さらに、昨年度は市内の所有者不明や相続権者不存在で、なお、著しく周辺環境に悪影響を及ぼしている
「特定空家等」2物件に対して、略式代執行を実施いたしました。
現在、解体して更地化しておりますが、代執行費用の回収を目途に民法の規定を利用して市が相続財産管理
人制度の申立て行いました。
　今後も、代執行制度等を組み入れながら空家等対策を進めて参りたいと考えておりますが、空家等の対応を
行わない所有者に対して行政が介入して代執行を実施することで解決を図ることは、「倫理・道徳観の欠如」
の観点からも公平でないことから、各々の事例を判断しながら進めていきたいと考えております。
　最後に、市では管理不全な状態にある空家の所有者や管理者に対する指導を強化するとともに、空家を利
活用できる間に空家バンクに登録していただくなど、地域の皆さんの安心安全な生活環境の確保に向けた取
組を進めていきます。
　昨年同様、所有者本人への直接訪問等をとおして、改善に向けて進み始めた案件もございますので再度所
有者訪問を実施して、粘り強く更なる管理不全空家等の解消を進めてまいります。
　また、空家等の問題解決に向けては、国や県へ相談や要望等を行いながら進めて参りたいと考えておりま
す。

建設部 空家対策課

上池台 R2-岡田小-33 タウンミーティングで各部長より部としての取り組み、市民への要望等をお聞かせください。

　行政区の活動については、市民部市民活動課を通じて、広報紙の配布をはじめ、防犯活動
や環境美化、行政区への加入促進など幅広く活動をお願いしているところです。
　各部の取り組みや市民の皆さんへの要望については、各行政区を通じて協力いただいてお
り、広報紙やホームページ等でも広く市民へ周知しておりますことから、この場で改めて具体
的にお願いする内容はございません。
　このタウンミーティングは、まちづくりについてのアイデアや今後の方向性など、皆さんから
前向きな意見交換をする場だと認識しています。各部署で対応可能なご要望については、そ
の都度、担当課へご要望をお寄せいただき、すぐに対応できることなのか、できないことなの
かなど、判断してまいりたいと思います。
　今後とも、市政運営における各種事業の情報発信の充実をはじめ、市民の皆さんのご要望
にお応えできる体制を整えてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

市長公室 秘書課
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