
まちづくり懇談会(市政懇談会）での意見・要望等への対応状況表  【令和２年２月末現在】
要望
年度

地区 項目 　意見・要望等の要旨 市の回答要旨 担当部 担当課 令和２年２月末時点の対応状況

元 西方

堀小南地区排水につい
て
（18、22年度も同様の質
問をいただいております）

台風19号では、西方川改修工事により、昭和57年の台風のように
床上30㎝以上になることはなかった。しかし、もう１時間降っていれ
ば同様かそれ以上の水害になっていたと思う。西方地区は排水が
堀田地区のガード下に集中するため水害になっている。市ではど
のように考えているのか。

西方川の改修に合わせて一部、水の流域を西方川へ持っていけな
いかと県と協議をしている。これは、地元の協力や理解がないとで
きないので、状況により地元に説明をさせていただく。

建設経済部 建設課

　現在、静岡県において西方地区の浸水対策として西方川の改修事業が進められており
ます。
　また、寺田川流域の一部の雨水を西方川に流すため、既設水路に堰を設置する工事を
農林課で発注しており、本年度中の完成予定となっております。

元 町部
西通り公会堂付近の排
水対策について

地区の皆さんから避難に関する問い合わせもあり、公会堂（西通
り）を避難所として開設したが公会堂のすぐ横の道は冠水していて
前の道も半分冠水していた。昔から、山から出てくる水がこの周辺
にそのまま溜まってしまうが、そのことについて対策は考えている
のか。

線路から南について悪いところは部分的な修繕をしている。今後、
もっといい方法があるかどうか現場を確認して検討していく。

建設経済部 都市計画課
まちづくり懇談会での回答のとおりです。
線路から南については毎年現場を確認し、悪いところは部分的な修繕をしております。今
後、もっといい方法があるかどうか現場を確認して検討してまいります。

30 町部
またきてカフェの回数増
と土日開催について

　自分は高齢者サロンのサポーターを経験し、今はまたきてカフェ
に関わっている。またきてカフェは報恩寺と喜久の園で月１回ずつ
ほどの頻度だが、もう少し回数を増やしてほしい。また、土日に開
催することで、中高生は部活などで難しくとも小学生ボランティアが
参加しやすくなるのではないか。高齢者や障がい者と触れ合う機会
であり、ぜひ検討してほしい。

　またきてカフェは、今年度から市内の社会福祉法人に開催をお願
いしており、身近なところで開催ということで効果が上がっていると
思う。発言のとおり認知症や高齢者を身近に感じるいい機会である
と考えている。曜日や回数など、よりよい事業となるように検討した
い。

健康福祉部 長寿介護課

　またきてカフェは、今年度も引き続き市内２つの社会福祉法人に開催をお願いしていま
す。いただいた御意見について協議して参りましたが、社会福祉法人には地域社会貢献
の一環として御協力いただいていることもあり、市の委託業務としては現状維持とする結
論に至りました。
　またきてカフェだけでなく、地域におけるサロンや居場所の取組みにつきましては、住民
主体の地域づくり活動の中で色々な取組みが行われています。今後、認知症の本人や家
族等を、行政・地域・事業所・認知症サポーターなどがチームとなって支える「チームオレ
ンジ」の整備が求められています。市内のキャラバン・メイトや認知症サポーターの皆さん
が活躍できる場として、地域における見守りや居場所などの活動の輪が広まるよう支援し
ていきます。

28 町部

防災役員の手当てにつ
いて
（26年度も同様の質問を
いただいております）

　コミュニティ協議会や防災の方への手当が何もない。交通費や文
書代など、ある程度補助してもらわないとやりたがらない。自治会
長が人探しに苦労しているのが現状。

　近隣を調べてみても直接手当を支給していないのが現状。しか
し、市としても政策的に進めている部分もあるので予算の中で動き
やすい体制がとれるよう検討していく。

危機管理部 危機管理課

前年同様です。県内市町の会議でも報酬について議題として提案し情報交換しています
が、共助の観点から役員手当としての支給はしておらず、今後の予定も無しということを確
認しました。自分の地域はみんなで守っていく共助の考えを広めていくとともに、運営補助
や報酬の在り方についても庁内での協議を進めていきます。

元 内田

避難所での災害情報の
提供について
（六郷地区でも同様の質
問をいただいております）

避難所に詰めていた時に、避難者はテレビを見ていた。私たちは
パソコンでライブカメラや水位を確認していた。避難者にもトレンド
グラフやライブカメラ、樋門樋管の開閉状況がわかるようにしてほし
い

　情報配信については地区に配信できれば良いが、そこまでには
至っていない。意見を参考にして何ができるのかを検討していきた
い。

危機管理部 危機管理課
　地区派遣員に対してPCやタブレットにより状況を共有出来るようにし、避難者に情報伝
達するように取り組んでまいります。
　また自助として個人での情報の入手方法も周知してまいります。

元 横地
水田基盤整備について
（29年度にも同様の質問
をいただいています）

耕作放棄地は水田の除水機能が著しく阻害され、水が出やすくな
る可能性がある。治水の観点から水田の環境基盤再整備等をお願
いしたい。

中間管理を経由して、担い手、やっていただける方に貸し付けをす
るという手法がある。これに関し、基盤整備をやるにあたっては非
常に莫大なお金がかかるため、県・国が認めるかどうかというとこ
ろもあるが研究していく。

建設経済部 農林課
　基盤整備については農地中間管理事業を活用した集積に伴う基盤整備において、土地
改良法の改正に伴い新たな事業も創設されたため、それぞれの地域と十分に話し合った
うえで進めていきます。

元 横地

水害も想定した防災組織
や訓練について
（平川地区でも同様の質
問をいただいております）

現在の防災組織は地震防災用であると思った。水害用のモデルが
市であれば教えてほしい。水害用の訓練・体験を市として行ってい
けるのか、または行っていく予定があるのか。
　地震やこれから毎年出てくるかもしれない水害についての組織作
りに対して、なにかしら指針やアドバイスがあれば教えてほしい。

地震を想定して対策を進めてきたが、今回うまく機能しなかった。情
報収集をしながら市として地域の取組み、何をやっていただきたい
か考え、できたところでお示ししたい。訓練については、いただいた
ご提案を基に、どんな訓練ができるか検討していきたい。

危機管理部 危機管理課
毎年度水防団や防災指導員を対象とした水防訓練を実施していますが、今後訓練内容を
充実したものになるよう努めてまいります。

元 六郷

避難所における災害情
報の確認について
（小笠東地区でも同様の
質問をいただいておりま
す）

下半済は六郷小学校が避難所になっている。台風19号の時には、
小出川が氾濫し土手に近い人は六郷小学校に避難した。私の妻も
避難したが、避難している間に情報が全く入ってこない、今どういう
風になっているかが全く見えてこないと言っていた。避難している人
は、今どういう状況なのかを知りたいと思うので、対応してほしい。

情報の発信については、今回はどうしても命にかかわる避難行動
を促すことが優先となり、なかなか市の状況を伝える体制まで整っ
ていなかった。これから情報の整理を進める中で、情報の発信方
法を検討していきたいと考えている。

危機管理部 危機管理課

　地区派遣員に対してPCやタブレットにより状況を共有出来るようにし、避難者に情報伝
達するように取り組んでまいります。
　また自助として個人での情報の入手方法も周知してまいります。
　市からの情報については、どうしても命を守る情報を優先するため、どんな状況下でも
自分の身を守れるような避難行動をとれるよう周知してまいります。
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元 河城

避難所の見直しについて
（小笠東地区でも同様の
質問をいただいておりま
す）

　市全体でこの数の避難地避難所というのは、現実的ではないと
思う。市の職員が派遣されて配置できるのはこれくらいが限界では
ないのかということなのかと思う。そういうことならある程度理解は
できるが、単一的な指定ではなく、もう少しきめ細やかな単位自治
会も加えた複合的な避難所というものを検討していってもらった方
が現実的ではないかと思う。

公会堂を開いていただき、多くの方を受け入れていただいていると
いうことは認識している。市の配備態勢も現実としてあるので、また
地域の方と相談させてもらいながら検討を進めていきたい。

危機管理部 危機管理課

　風水害時の指定避難所については、避難時の居住性や非常時の安全性を考慮の上決
定していますが、今後ご心配をいただいている地域の皆様と意見交換などを行っていきた
いと考えます。
　また、指定避難所以外にも身近な避難所として公会堂や事業所等に地域の皆様が自主
的な避難所を開設していただくなどの共助による取り組みについても提案させていただ
き、協議を進めていきたいと考えています。

元 河城 道路の復旧について
和田牛渕線で大きな崩落があったが、３月までかかるとか修復の
見通しを教えてほしい。

この規模になると市単独では難しく、国費をいただけるように調整
をしている。現場の方に地質調査に入ったり、設計の委託をしてい
る。国の査定を受ける必要があるがこれから受けるところであり、
実際に工事費が固まるのは年明けになる。そこから工事費を算定
する。今言われた３月は厳しいと思う。具体的なことがわかったら皆
様にお示ししていきたい。

建設経済部 建設課

　昨年12月に公共災害として国の査定を受け、復旧方法を認めてもらいました。
　復旧工事については、1月末に施工業者が株式会社小原組に決定し、現在、準備工事
に着手している状況です。
　なお、工期については８月20日の完成を予定しております。

元 平川
上平川・池村・志茂組の
避難所について

　上平川・池村・志茂組は平川地区に属しているが防災に関しては
嶺田地区へ移行できたらと思っている。

　地区の皆さんのご理解やご意見をいただきながらわかりやすいも
のにしていけたらと思っている。

危機管理部 危機管理課 　地域の方と協議し、次年度より変更するよう対応いたしました。

元 平川

水害も想定した防災組織
や訓練について
（横地地区でも同様の質
問をいただいております）

・12月の防災訓練では、東南海地震の練習をするので、９月に水
防訓練を行えば、時期的にもみんな真剣にやってくれるのではない
かと期待している。
・訓練の時に連絡系統や指示などしっかりしておかないと、今回の
ように自治会が何もできない。体制を訓練でできるようにしてほし
い。

・９月には県の防災訓練があるので、水防訓練にはどのような形が
良いのか、考えさせていただく。
・地域の皆さんのご意見を伺いながら、検討させていただきたい。

危機管理部 危機管理課
　毎年度、水防団や防災指導員を対象とした水防訓練を実施していますが、今後訓練内
容を充実したものになるよう努めてまいります。

28 平川 防災について

　災害はいつくるかわからないので準備が必要。防災のための人
員は増やしてほしい。
　防災資機材への助成は2/3で、1/3は地区負担。避難場所に置く
ものは100％市で負担してもらいたい。

　各地区の連絡会で協力をいただきながら地域連携を強めている
ところ。活動が活発になれば要望も増える。発災後の初動で困らな
いようにしていきたい。

危機管理部 危機管理課

前年同様です。防災に係る職員の増は進んでいませんが、危機管理課以外の職員に対
して防災に関する研修の機会を増やし、災害に対する知識の蓄積及び災害対策のスキル
アップを図っています。
　地震災害時の指定避難所である小中学校の体育館等への避難所運営用資機材の備
蓄については、備蓄計画を作成し、計画に基づいた備蓄を進めています。
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元 嶺田 菊川の改修について

菊川の500～600ｍ下流では今回の台風では樋門を閉めなくて良
いという話であった。これは掛川の河川改修がかなり進んでいて、
流量をきちっと確保できているからである。菊川のより上流部も改
修して、樋門を閉めることがないように国や県とともに検討してほし
い。

河川は掛川、菊川とまたがるので、下流部からやっていただいた
り、菊川や牛渕川も含め、平成30、31年と補正予算をとり、浚渫し
た部分もある。この件に関しては本線の流下能力をもっていただく
という意味で、引き続き国交省にこれからも要望し、補正対応して
いきたいと思っている。

建設経済部 建設課
　国土交通省において、菊川本川の流下能力を向上するため、河道掘削（浚渫）を行って
いただいております。今後も継続的に治水事業を行っていただくよう、国土交通省に要望
してまいります。

28 嶺田 通学路の改善について

　ポエムのところから静銀のところまでの道路は、岳洋中学生の通
学路だが、非常に狭い。いまだに改善がされていないので進捗状
況など教えていただきたい。遅れた主たる原因は、なにか。

　前々からご要望があるが、地形的、物理的な問題で非常に難し
い道路。現状すぐに改善するような工事は難しい。子どもたちが事
故のないようにできることは進めていきたいと思っている。
　都市計画道路をつくるには、お金も時間もすごくかかる。政策的
に道路の順番を決めている。地域の要望の多い計画道路もたくさ
んあり、今まで手を付けていなかった要因だと考えている。

建設経済部
教育文化部

建設課
学校教育課

　前年同様です。掛川浜岡バイパス整備などの継続事業の完了を優先的に進めており、
継続事業完了の目処により、事業化の時期等を検討する予定でおります。現在は道路の
新設や改良から橋梁等道路施設の維持管理に国の交付金がシフトし、継続事業の完了
に遅れが生じております。
　都市計画課において、小松洗橋などの調査設計と関係機関との協議を今年度より進め
ております。
　また、通学路の状況は岳洋中と該当地区ＰＴＡの代表者が話し合い、現状では今の道を
安全に通学するよう、学校や家庭で指導したり、交通立哨を行ったりして対応しています。

元 小笠南
ため池のハザードマップ
について

以前、市との意見交換が行われたが、その後どうなったのか。
避難所とか避難場所がどこかなどの現状や、ハザードマップはでき
ているのか。

市内には95のため池があるが80のため池に関してハザードマップ
の調書を作成した。９つのため池分は配布済である。残りについて
はハザードマップは作成したので、今年度中に配布する予定であ
る。

建設経済部 農林課
　浸水区域内の住居、店舗には２月25日付けで郵送しました。
　公民館用（Ａ1版）については、３月第２週までに各地区センターの自治会宛文書棚へ配
布する予定です。

元 小笠南
小笠高橋川の管理につ
いて

小笠高橋川の土手等が草が生い茂っており、河川の中も土が堆積
して草が生えており、子どもが遊ぶにも危ない状況である。

県管理河川なので浚渫等を要望している。具体的に場所を言って
もらえれば県の方に伝える。

建設経済部 建設課
　具体的な要望箇所が分かりませんが、本年度、静岡県で小笠高橋川の一部区間の浚
渫を実施していただいております。

元 小笠東

風水害時の指定避難所
について
（河城地区でも同様の質
問をいただいております）

以前、くすりんの北側の河川が破堤をしたという事実がある中で、
あえてこの場所を指定していることはいかがなものかと思ってい
る。ぜひ小学校の２階以上の所を指定してほしい。

　自治会や防災指導員の皆さんと話し合いをさせてもらいたいと
思っている。

危機管理部 危機管理課

　風水害時の指定避難所については、避難時の居住性や非常時の安全性を考慮の上決
定していますが、今後ご心配をいただいている地域の皆様と意見交換などを行っていきた
いと考えます。
　また、指定避難所以外にも身近な避難所として公会堂や事業所等に地域の皆様が自主
的な避難所を開設していただくなどの共助による取り組みについても提案させていただ
き、協議を進めていきたいと考えています。
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