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Ｎｏ．１   

件 名  信号機の設置について 

内 容 

 

 小美玉市役所西側交差点（県道１４５号）通称納場口はＹ字路に近く、通量が多い

割に信号機がない。納場方面からの一時停止しても右側が非常に見づらい。 

事故にあいそうになったと、何人の方から聞いています。 

小美玉市役所西側（納場口）の交差点に設置してほしい。 

 

回 答 

 

 この度は、地域の交通事故防止に対してご意見をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

交差点等において車両や歩行者が安全に道路を通行するための信号機等の設置に

つきましては、その道路の種類、交通量、道路周辺環境や使用状況（通学路・歩行者

の通行量が多い）など、諸々の条件によって茨城県公安委員会が判断し設置しており

ます。 

信号機等の設置までの流れといたしましては 

①  信号機等設置要望 

行政区長等の要望を受けて、管轄する警察署（石岡警察署）と協議し、要望を申

請いたします。 

 ↓ 

②  管轄する警察署（石岡警察署） 

交通事故発生状況や交差点・道路の条件などを総合的に判断して、設置の必要性

があれば茨城県警察本部へ上申します。 

 ↓ 

③ 城県警察本部 

茨城県警察本部では、上申された内容を検討します。 

 ↓ 

④ 城県公安委員会 

最終的に茨城県公安委員会が設置を決定することになります。 

   

この度のご意見については、まず市役所から地元堅倉区の区長さんに、当該交差

点に市政モニターさんから信号設置についてのご要望があった旨をお伝えいたし

ます。 

 

今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見をお送りくださいますようお願い

いたします。 

 

回答部署【防災管理課】 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．２   

件 名  歩道の設置について 

内 容 

   

いつ  

どこで 小美玉市羽刈（遠州池）～江戸（北浦入口）県道２７９号 

何が 道路が狭い割に歩道がない 

どうな

ってい

るか 

羽鳥から遠州池までは歩道があるが遠州池から江戸は交通量が

多い、自転車や歩行で通行していると、恐い思いしている。 

改善案 住民の安全確保のためにも早急に歩道（約５００ｍ）の設置を

望みます。 

平成２５年の市政モニターでも問題提起しているがはっきりし

た回答を得ていない。 
 

回 答 

 

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

歩道の設置については、その道路の交通量や、通学路として利用されているか、歩

道を設置するための用地が確保できるかなど、様々な要因から判断されます。 

ご指摘の道路は県道（羽鳥停車場江戸線）であり、管轄は茨城県水戸土木事務所と

なります。 

平成25年度にいただいたご意見についても、茨城県土木部に要望をいたしておりま

す。 

今回ご意見をいただいたことについて、水戸土木事務所に確認したところ現在事業

化していない路線であり、今後周辺の交通状況や他事業の進捗状況、地元行政区等か

らの要望状況等を見ながら事業化を検討してまいりますとのことでした。  

今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見をお送りくださいますようお願いい

たします。 

回答部署【 幹線道路推進課 】 

 

 

Ｎｏ．３   

件 名  道路の修理 について 

内 容 

 

森屋農場へ行く途中の道路のデコボコが気になります。 

途中、段差注意の看板はあるのですが、もう少しきれいにしてはもらえないのでし

ょうか？ 

半年前？に比べれば大きなくぼみはなくなっていますが。  

 

 

 

 

 

 



回 答 

この度は、道路補修について貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 

 ご指摘の道路は、大型トラックが通行することや雨水が滞留するため傷んでいる箇

所もあり、市においても時折補修をしておりますが、しばらくすると穴が開いたり路

肩が崩れたりしてしまい、根本的な解決にはなっていないのが現状でございます。 

 

 この道路をきれいにするには、道路上の水を流すための水路を整備する必要があり

ます。この整備には地権者の同意が必要になりますので、行政区長から地権者の同意

書を添付して申請書の提出をお願いすることになります。 

この道路につきましては、現在のところ申請をいただいておりませんので、市役所

から行政区長に対して、市政モニターさんから道路整備の要望があったことをお伝え

いたします。 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

回答部署【 管理課・建設課 】 

 

 

Ｎｏ．４   

件 名  カーブミラーの新設及び補修（改修）について 

内 容 

 倉数の小川鉾田線 松島さん宅 林さん宅等から出る場合が見づらいので、カーブ

ミラーの新設をお願いします。また、ミラー部の割れた物、鉄柱の曲がった物等、カ

ーブミラーの役目をしてない物は補修をお願いします。 

 

回 答 

この度は、カーブミラーについて貴重なご意見をいただき誠にありがとうございま

す。 

まず、カーブミラーの新設設置につきましては、設置希望個所を行政区（自治会）

内で調整のうえ、行政区長さんからの申請をお願いしております。 

その後、市（都市建設部管理課）で現地を調査し、設置が可能かどうか後日回答す

ることとしております。 

設置箇所は、公道から公道にかけて見通しの悪い箇所としております。 

設置箇所の用地について、道路上に設置できない場合は行政区の中で設置場所を用

意していただくことになります。 

なお、個人宅出入口の見通しが悪い場合は、個人で設置していただくことになりま

すので、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、カーブミラーの破損につきましては、市においてもパトロールなどにより発

見した際には補修を行っておりますが、基本的には行政区長さんからご連絡をいただ

くことになっております。 

破損にお気付きの場合は行政区長さんにご連絡くださいますようお願いいたしま

す。 

今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見をお送りくださいますようお願いい

たします。 

 

 

回答部署【 管理課 】 

 



Ｎｏ．５   

件 名  関東鉄道（旧）四ヶ村～小川間の整備 について 

内 容 

小川駅はバスターミナル等改良されましたが、そこに至る間は計画があるのでしょ

うか？ 

 

回 答 

 日頃より、本市の市政運営に関しましては、格別なるご支援を賜り厚くお礼申し上

げます。 

この度は、かしてつバスにつきまして、ご意見をいただきありがとうございました。 

かしてつバス事業については、2009年に「かしてつ沿線地域公共交通戦略会議」を設

立し、運行計画や利用促進策の検討が進められました。 

バス専用道路の整備区間については、沿線住民を対象としたアンケート調査や需要

予測を行った結果、石岡駅から小川駅間の7.1kmについて事業の効果が期待できると

の判断から事業の全体区間を石岡駅から小川駅間とし、まずは国道355号の渋滞がバ

スの定時性に特に影響を及ぼす石岡駅から四箇村駅までの5.1km区間を整備し、残り

の2kmについては今後の運行状況等を考慮のうえ、検討することとなっております。 

現在のところ、未整備となっております四箇村～小川駅間につきましては、バスが

運行されている国道355号線沿いに民家や商業施設が多いため利用者が多く、また未

整備区間沿線には民家等が少なく需要が見込めないことなどにより、事業の計画が立

っていない状況でございますので、ご理解願います。 

今後とも、石岡市や沿線地域の方々とともに、かしてつバスの利用促進に努めてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

回答部署【 企画調整課 】 

 

 

Ｎｏ．６   

件 名  道路側溝への蓋の設置 について 

内 容 

地域や場所によって、側溝に蓋のない所が見られる。（玉里地内の東宝ランド等）

道路を若干広く使用できるようになるので、蓋のない側溝には蓋をのせてくださ

い。 

回 答 

 この度は、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。 

道路に設置してある側溝につきましては、蓋の設置を想定した側溝と、最初から蓋の

設置を想定していない側溝があります。 

蓋の設置を想定した側溝であれば蓋を設置することが可能ですが、蓋の設置を想定し

ていない側溝の場合には設置に問題がある場合があります。 

 

しかしながら、側溝を整備した当時は蓋の設置を想定していなかった場所でも、利

用状況に違いが生じ現在は蓋の設置が必要な地域もあるかと思われます。 

側溝の蓋設置も含めた道路等の補修等につきましては、区長さんに地域の意見を取り

まとめて要望を提出していただいた後に、現地を市が確認し今後の対策等を報告させ

ていただいております。 

まずは区長さんにご相談していただきますようお願いいたします。 

回答部署【 管理課 】 



Ｎｏ．７   

件 名  航空祭の渋滞について 

内 容 

 10月17日付の茨城新聞「航空祭の大渋滞 真摯に改善策を」 を読み少々ビ

ックリするやらがっかりするやらでした。もう数十回開催されている航空祭、

私も数回観に行ってはいます。確かに凄い渋滞です。でもこう言うことはとっ

くに近くの住民の方達とは話し合いがつているものとばかり思っていました。

この催しは町おこしにも繋がっていて年一回のものです。皆さん楽しみにして

いる航空祭が中止にならないよう良い対策を進めて頂きたいものだと思いま

す。 

 

回 答 
 櫻井様からご意見をいただいた航空祭の渋滞につきまして、回答をさせていただき

ます。 

「百里基地航空祭」は、百里基地で3年に一度開催されている「観閲式」の合間にお

こなわれます。 

毎回たくさんのお客様が県内外から訪れており、平成25年開催時は約10万人、平成

27年は約6万6千人の来場者がありました。 

航空祭当日は、基地へたくさんの方々が車で訪れますので、渋滞がおきているのは

事実ですが、毎回、事前に百里基地から基地周辺地元区長へ交通渋滞緩和に向けての

説明会が実施されています。 

説明会では石岡警察署、小美玉市同席のもと、渋滞緩和に向けて、基地へは反時計

周りでの誘導、来場時の信号機の切替え、基地周辺の違法駐車の規制等について話し

合いをおこなっております。 

航空祭がより良い催し物になるよう、市も百里基地と協力しながら、交通渋滞の改

善に向けて年々工夫を凝らしておりますので、ご理解の程お願い申し上げ、回答とさ

せていただきます。 

回答部署【基地対策課】 

 

Ｎｏ．８   

件 名  ごみの出し方一覧 について 

内 容 

【現 状】 
いつ 常時 

どこで 各家庭 

何が ごみの出し方の一覧表 

どうな

ってい

るか 

現在、一覧表は各家庭に一部ずつ配布されているものの、見づ

らくわかりにくい。 

一枚で大きく壁に貼るのが難しい。 

【改善案】１．長年住んでいる家庭にとっては、慣れてしまえば大丈夫なのかもし

れないが、もっとコンパクトにできないか？ 

２．冊子の形状にすると見やすく、アパート等に住む人たちも配布しや

すくなるのではと思います。 



 

回 答 

家庭ごみ収集カレンダーにつきまして、ご意見をいただきありがとうございます。 

 現在、小美玉市におけるこの「家庭ごみ収集カレンダー」は、美野里地区と小川・

玉里地区とに分け、２つの形態で作成しております。（どちらの形態も小美玉市のホ

ームページに掲載してありますのでご確認ください。）この内、堤さんがお住まいの

美野里地区のカレンダーにつきましては、茨城町と共通の形態で「茨城美野里環境組

合」が作成しております。これは、茨城美野里環境組合が小美玉市の美野里地区と茨

城町全域における家庭ごみの収集及び処理を担っていることによるものです。 

 美野里地区の家庭ごみ収集カレンダーの形態・構成については、11月末に来年度

のカレンダー作成に向けて小美玉市・茨城町・茨城美野里環境組合の3者による打合

せ会を予定しております。 

また、現在小美玉市・石岡市・かすみがうら市・茨城町の4市町においてごみ処理

広域化事業も進めており、平成33年度からはこの4市町において家庭ごみ収集カレン

ダーの形態も一本化する予定です。（詳細はごみ処理広域化のホームページをご覧く

ださい。市のホームページからリンクできます。） 

堤様からいただいた「もっとコンパクトに」「冊子の形状に」というご要望は、市

民からの貴重なご意見として、11月末の美野里地区カレンダー打合せ会だけでなく、

ごみ処理広域化に伴う家庭ごみ収集カレンダー作成の検討会の際にも、一案として報

告し調整させていただきます。 

ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

回答部署【環境課】 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．９   

件 名  みのり橋下のスペースの利用 について 

内 容 

【現 状】  

いつ 常時 

どこで 小美玉市羽鳥 

何が みのり橋下のスペース 

どうな

ってい

るか 

脇山側は駐車スペースとして利用されているが、羽鳥側は放置

自転車の搬入及び一時保管スペースとしてしか利用されていな

いように思う。 

【改善案】 

 羽鳥側も収入を得られる駐車スペースとして活用できないでしょうか？ 

 

 

 

 

 



回 答 

 公共施設の有効利用について、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございま

す。 

美野里橋下のスペースにつきましては、建設当時関係する行政区とのヒアリングを

行ったところ、脇山区は現状の通り区で利用し、羽鳥区は区として使用しないとのこ

とでした。 

なお、それを受けて市では羽鳥側を土木用建設資材並びに放置自転車のストック場

として利用しておりますが、その後羽鳥区からの要請により祭りの山車を収納した物

置も置いている状況でございます。 

脇山側は有料駐車場としての利用はしておりませんし、羽鳥側も現在のところ、ご

提案をいただいたような利活用は計画されておりませんので、ご了承くださいますよ

うお願いいたします。 

今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見をお送りくださいますようお願いい

たします。 

回答部署【 管理課 】 

 

 

Ｎｏ．１０   

件 名  平日以外の日の市役所の窓口の開け方 について 

内 容 

 

現在、小美玉市役所では水曜日は午後7時までの窓口対応が可能だと思います。 

しかし、平日が仕事があり、土・日しか休みがない人にとっては、平日休みを取って

市役所に来る事が難しい人が多いかと思います。 

 

【改善案】 

  市役所の土・日の対応が大変難しいとは思います。 

  人数が制限されている中で、週末の対応のやりくりをするのは大変だとは 

思いますが、月１回でもかまいませんので何とか週末の窓口を開けていただ 

く事はできないでしょうか？ 

 

回 答 

 

この度は、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

当市の休日対応といたしましては、日直制度を導入しており、職員が電話でのお問

い合わせや、婚姻届・出生届・死亡届等戸籍に関する届出書の預かり、埋・火葬許可

証発行の対応を行っておりますが、内容は限定的となっております。  

次に、勤務時間以外の証明書発行についてご案内いたします。 

 

1.毎週水曜日（祭日は除く）は午後７時まで窓口業務を延長しております。 

2.マイナンバーカードを所有されている方については、平成28年10月よりコンビニ

エンスストアでの証明交付（住民票の写し、印鑑登録証明書（印鑑登録をされて

いる方）、当年度所得証明書、課税証明書）を開始しました。これにより、土日

を含む6：30から23：00までの証明書発行が可能となっております。 

3.郵送での証明書交付請求ができます。 

また、平日の窓口業務時間帯においても、委任状をお持ちいただくことで代理人



への交付を行っています。（代理人の方の本人確認要） 

今後の休日対応につきましては、市民の皆様のニーズ等を調査しながら、住民サ

ービスの向上を目指して検討して参りたいと存じますので、ご了承くださいますよ

うお願いいたします。 

回答部署【総務課・秘書広聴課】 

 

 

Ｎｏ．１１   

件 名  ごみ拾い中の立て看板 について 

内 容 

今更ではありますが数年ゴミ拾いをやっていますが、道路沿いのゴミを拾っている

とき車がスピードを落とさず走り過ぎます。私も後期高齢者でもあり、後どのくらい

ボランティアを出来るか分かりませんが、道路上で作業する時に運転者に注意を促す

ためにも、作業前に「ゴミ拾い中」とかの立て看板を作って頂けないものでしょうか。

そう大きくなく運転者に目に入るようなものでお願いしたのですが、検討し別にいい

ものがあればそちらでも構いません。宜しくお願いします。 

 

回 答 

 

 この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

また、数年にわたりごみ拾い等を通じて、小美玉市の環境美化にご尽力をいただき、

深く感謝申し上げます。 

 

 さて、ごみ拾いの作業中、道路上に立て看板を設置する場合、法律上の手続きが必

要となり、その都度道路法に基づく「道路占用許可」と、道路交通法に基づく「道路

使用許可」を取得する必要があります。看板が設置できるようになるまでに非常に手

間が掛かるのが事実でございます。 

 

 従いまして、市では道路上のごみ拾いをする際には、「ごみ拾い中」の立て看板を

作成し配布するのではなく、作業する方になるべく目立つ服装をしていただいたり、

安全反射ベルトを身に付けたりすることで、運転者がごみ拾い作業中であることを認

識できる格好で作業を実施していただくように呼び掛けております。そうすること

で、立て看板を設置するより手間を掛けずに、作業時に運転者に注意を促しながらご

み拾いに専念していただくことができます。 

 

また、危険な箇所につきましては、無理をせず遠慮なく環境課までご連絡ください。

環境課の不法投棄物回収作業員が、代わりましてごみ拾い作業を実施いたします。 

 

櫻井様におかれましても、くれぐれも交通事故にはご注意いただき、今後とも市の

環境美化活動にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

回答部署【環境課】 

 

 

 

 



Ｎｏ．１２   

件 名  

【現 状】 

いつ 台風等、激しい雨や猛烈な雨天時 

どこで 一般道路 

何が 過去に降雨による冠水が度々おこっている道路 

どうな

ってい

るか 

通勤・通学等で通り慣れている人は知っていますが、たまたま

通る人、車には分からず、冠水による急な通行止めに戸惑い、

迂回路にも困っています。 

補足 

詳細 

備考 

このあたりは冠水するところだからと、前もって知らせる注意

板が日頃から目に付くところにあれば、心積もりし安全な判断

ができると思います。 

【改善案】 

 「この先、激しい雨天時に冠水することがあります。降水量予報30ｍｍ～50ｍｍ以

上の時はご注意願います」等の看板を設置する。 

     
回 答 

 道路冠水にかかる注意喚起等に関するご意見をお送りいただきありがとうござい

ます。 

現在、小美玉市で把握している、降雨時に冠水するおそれのある箇所は、市道部分

では以下の通りでございます。 

 

①  花木園芸センター近接地      （看板あり） 

② 羽鳥駅西側通路          （看板なし） 

③  脇山中継ポンプ場近辺       （看板なし） 

④ 小川支所近辺クリーニング店脇集水桝（看板なし） 

⑤  小川長島内科医院前面側溝     （看板なし） 

 

県道部分では以下の通りでございます。 

①  県道羽鳥停車場江戸線ヨークベニマル羽鳥店付近一帯（看板あり） 

② 県道玉里水戸線小岩戸地内むさし食品工場前    （看板あり） 

 

菅原様からの貴重なご意見に基づいて、看板がないところには道路冠水時の注意喚

起看板を設置してまいりたいと思います。 

なお、県並びに市では看板設置もさることながら冠水箇所の解消に向けて鋭意排水

処理施設の整備検討を進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

回答部署【 管理課 】 

 



Ｎｏ．１３   

件 名  健康麻雀クラブの開設について 

内 容 

先日TVのニュースで放映されていましたが、老人クラブて゛高齢者の方達が 麻雀

を楽しくやっていました。これは高齢者にとってボケ防止にいいそうでやっ ている

ということでした。若し当市等で行われているとしたら教えて頂きたいのと、まだ 

開設されていないとしたら是非開設に向けて検討して頂きたく提案致します。 

回 答 

 この度は、貴重なご提案をいただき誠にありがとうございます。 

現在、市内の老人クラブにおける活動の中で麻雀を行っているクラブについては、

美野里地域内の単位老人クラブ「北浦シニアクラブ」の1クラブのみとなっておりま

す。 

この度のご意見をいただき、早速、市老人クラブ連合会に相談したところ、今後老

人クラブ連合会の活動の一環として、健康麻雀への取り組みを検討していく旨の回答

をいただきました。 

さらに、高齢者大学の講座等においても検討していきたいと考えておりますので、

ご了承くださいますようお願いいたします。 

回答部署【 介護福祉課・生涯学習課 】 

 

Ｎｏ．１４   

件 名  食育に関する提案 について 

内 容 

【現 状】 

いつ 常時 

どこで 小美玉市内の小中学校及び公立幼稚園 

何が 学校給食 

どうな

ってい

るか 

残食について子どもたちはどう思っているのでしょうか？生活

が洋式に変わってきていると感じるのですが、それに伴い各家

庭での食事も親が共働き家庭が多くなり、家族揃っての食事が

なかなか難しくなったり、食材への関心が低くなってきている

と思います。学校給食においても洋風や外国の食べ物には喜ん

で食べている姿が見られますが、和食の時には残す子どもが多

いように思います。 

 

【改善案】 

地産地消を推進している学校給食では、少しでも残食を減らすため学校給食センタ

ーの方の勤務中で、給食を作り終えて忙しくない時間帯に、職員の方に学校を訪問し

ていただき、食材がどこから来るのか、また作る時の苦労、子どもたちへの想い等を

話していただく機会を設けてはどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 



回 答 

この度は、食育について貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございます。 

現在市では、小美玉市内産を含め、茨城県内産の「学校給食の地場産の使用割合」

は約５０％であり、極力市内産並びに県内産を使用するよう努めているところでござ

います。このうち市内産の食材の一部につきましては、市の認定農業者の組織である

「小美玉市認定農業者協議会」から毎月１回、小中学校に無償で食材を提供していた

だいております。 

 

学校給食の地産地消を進めることは、学校給食が生きた教材としての役割を果たし

ていると考えています。 

また、子どもたちに毎月発行しております「給食だより」では市の地場産物の生産

者を紹介し、子どもたちに生産者の苦労を伝えながら、毎日口にする食べ物の一つひ

とつから命をもらっているということを教え、「もったいない」、「ありがたい」とい

う心を育むことに努めております。ほかにも、各学校に配布しております「たべもの

教室」には料理の紹介や食品の知識、栄養などについてわかりやすくまとめ、給食の

時間に放送で紹介していただいております。 

 

 さて、食育に関する学校訪問につきましては、学校栄養教諭や学校栄養職員が定

期的に各学校を訪問し、給食時間や授業などの限られた時間の中で、食に関する指導

（食の重要性、望ましい栄養や食事のとり方、食の安全性等について食品を選択する

能力、食の大切さ食物の生産者等にかかわる人々への感謝の心、食事のマナー等の社

会性、食文化や食の歴史等の理解等…）を行っているところでございます。 

小美玉学校給食センターには施設見学用通路があり、幼稚園・保育園の子どもたち

や保護者の方などが社会科見学に訪れ、実際に見たり聞いたりの体験を通して食育に

つなげております。お申し込みいただければどなたでもご見学いただけますので、堤

様も機会がありましたらぜひご覧ください。 

 

 今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見・ご提案をいただきますようお願

いいたします。 

回答部署【 学校給食課 】 

 

 

Ｎｏ．１５   

件 名  やすらぎの里小川の駐車場の件について 

 

やすらぎの里駐車場に白線が引いてないため、自由に車を停めてしまう。 

７台停められる所も５台、１０台停められる所も８台しか停められない。 

順番に停めれば良いのですが、なかなかそのようにはいかず、お年よりにも、女

性にも優しくちょっと広めで白線を引いていただけたらと思います。 



回 答 

やすらぎの里小川の駐車場の件について、ご意見をいただき誠にありがとうござい

ます。 

ご意見にありましたように、やすらぎの里小川駐車場につきましては、開園以来白

線の引き直しをしておりません。したがいまして、白線が消えてしまい、駐車スペー

スが分かりづらくなり、利用者の皆様にはご不便をおかけしていることと思います。 

またご指摘のとおり、現白線跡で引き直すと、幅が多少狭く車からの出入りが困難

になることもあるかと思います。 

これらを踏まえ、利用しやすい駐車場の白線の引きなおしを検討してまいりたいと

考えております。 

市民の皆様に愛される施設運営を心がけてまいりますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 

回答部署【 生涯学習課 】 

 

 

Ｎｏ．１６   

件 名  野外トイレの改善 について 

【現 状】 

  

いつ 平成２８年 

どこで 納場小学校校庭 

何が 野外のトイレ 

 古く、暗い、狭い 

学校での行事（運動会・コミュニティ）などに出席してトイレ

を使用しますが、トイレ内の空間が狭く使用しづらい。特に女

子トイレが大人にとっては狭いようです。 

【改善案】 

学校の行事では、ほとんどの人が大人だと思います。 

トイレを確認のうえ、早急に改善を望みます。 

 

回 答 

 

 この度は、市教育行政に対して貴重なご意見をいただき誠にありがとうございま

す。 

納場小学校の屋外トイレの環境について、ご不便をおかけしておりますが、今年度

改修工事を予定しているところでございます。 

 今回の改修工事により、利用しやすい環境が整うものと思います。 

 今後とも、より快適にご利用いただけるよう努力してまいりますので、ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

回答部署【教育委員会 施設整備課】 

 

 

 



Ｎｏ．１７   

件 名 道路の補修 について 

 

いつ 平成２８年１２月 

どこで 江戸地内 

何が 市道の道路が悪い 

どうな

ってい

るか 

地図に記載してあるところの道路がでこぼこで水たまりがで

き、車でも通行に危険である。 

現状を確認して、早急に道路の改修を望みます。 

 

 

 

回 答 

 

日頃より市行政につきましては、深いご理解ご協力を賜り誠にありがとうございま

す。 

今回、ご指摘の場所でございますが、現況道路は道幅が約２．７ｍの砕石道路とな

ります。 

砕石道路の補修は、地元区長の申請となりますが、去年の１１月頃に地元区長から

砕石敷均しの申請があり、管理課の作業員が１２月中旬から作業を実施し、年明けの

１月上旬には砕石敷均しを完了したところでございます。 

お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

回答部署【 管理課 】 

 

 

 

 

 


