
平成２９年度村政懇談会質問のその後の対応について

地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

石神
1 ○○について ○○部長 ○○部 ○○課

①当日終了

②継続検討等
・○○した（○月実施） 同左 同左

石神
事前

質問

石神城址公園整備について（１）汚染土壌の早

急撤去
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

石神
事前

質問

石神城址公園整備について（２）環境整備の検

討，（３）ベンチ等の交換
教育次長 教育委員会 生涯学習課 ②継続検討等

環境整備の検討については，史跡である
ため史跡整備計画を策定し，整備計画に
基づき対応する予定。また，傷んで既に
撤去したベンチについては，史跡を傷め
ないタイプのものを本年度中に設置する。

石神
事前

質問

久慈川右岸の水害対策・避難路確保について

（ハード面）
建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 地形測量、地権者情報の収集に着手し

た。
地形測量、地権者情報の収集が完了し、
最適な整備案を検討している。

水害対策に関する整備案を取り纏めたので，
自治会や関係地権者に向けた説明会を実施
し、意見を伺う。

石神
事前

質問

久慈川右岸の水害対策・避難路確保について

（ソフト面）
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

石神 1
石神城址公園の汚染土の線量，線量の測定につ

いて
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

石神 2
石神城址公園近くの斜面から染み出る水対策に

ついて
教育次長 教育委員会 生涯学習課 ②継続検討等

当該水路は，農業団体等が管理している
のではなく，下水道課管理の西部排水
路。柵渠が崩れていた箇所の補修時期の
確認を水路管理者にしたところ，本年度中
には改修できるとの回答であった。

石神 3 村内の汚染土壌の状況及び対策について 村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

石神 4 久慈川右岸に冠水しない道路を整備してほしい 村長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 地形測量、地権者情報の収集に着手し
た。

地形測量、地権者情報の収集が完了し、
最適な整備案を検討している。

水害対策に関する整備案を取り纏めたので，
自治会や関係地権者に向けた説明会を実施
し、意見を伺う。

石神 5 自治会のあり方について 村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等

平成27年から（仮称）まちづくり協議会の
提案を各地区にしてきたが，地区自治会
はさまざまな活動を行っており，機能して
いる。この先，5年後10年後に地域が困ら
ないようにするため，どのように支援した
らよいか，ふさわしい地域のあり方を模索
中である。

同左。 同左。

石神 6
原子力施設を今後どうするか，今後原子炉を作

る予定があるのか
村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

石神 7
コミセンの専門サポーター制について，地域住

民がやりやすい形態にしてほしい
村長 福祉部 福祉保険課 ①当日終了

石神 8 村からの敬老会のお祝い（記念品）について 村長 福祉部 介護福祉課 ②継続検討等 75歳以上の方すべてにお祝い（記念品）
を提供する案も含めて検討している。

75歳以上の方すべてにお祝い（記念品）
を提供する予定

７５歳以上の方すべてにお祝い（記念品
等）を提供していく。

対応状況



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

石神 9 村長選へ向けての意見を聞きたい 村長 村長 村長 ①当日終了

石神 10
シルバーリハビリ体操の効果を「広報とうか

い」に載せてほしい
村長公室長 福祉部 介護福祉課 ②継続検討等

体操の効果や指導士の役割等も広く知っ
てほしいため，指導士会と調整の上，広
報掲載に向け準備を進めていく。

体操の効果や指導士の役割等について
年度末までに広報紙面上で周知を図る

3月25日号広報紙２ページで体操の効果
や参加者・指導士のことについて周知す
ることができた。

石神 11
村内の汚染土壌近くに危険を示す表示をしてほ

しい
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ②継続検討等 最新の放射線量率を表示済み。（8月実

施）

石神 12 国体に向けたテロ対策について 村長 教育委員会 生涯学習課 ②継続検討等

平成29年9月25日(月），茨城県警国体対
策室による競技場現場地視察があり，防
犯カメラの設置やドローン飛行禁止等の
表示など，テロ対策の助言を受けた。
今後も茨城県警国体対策室と共に，国体
に向けてテロ対策の強化を進めていく。

村松
事前

質問

村松地区の国道245号線拡幅を含めた将来計画

について

①高齢化が進んでいる地区への対応策と将来像

③２４５号拡幅計画を始め様々な計画がある

が，その方向性

村長公室長 村長公室 企画経営課 ①当日終了

村松
事前

質問

村松地区の国道245号線拡幅を含めた将来計画

について

②照沼小児童の減少化への対策と将来像

教育次長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

村松
事前

質問

常陸那珂港北線の延長計画の現状について

①照沼地区に大きな影響が予想される北線整備

の現状と方向性

建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

村松 13 歴史と未来の交流館について（賛成意見） 村長 教育委員会 生涯学習課 ①当日終了

村松 14
歴史と未来の交流館について（反対意見，他に

建替える施設があるのではないか）
村長 教育委員会 生涯学習課 ①当日終了

村松 15
子育て支援に関する相談窓口，相談方法につい

て
村長 福祉部 健康増進課 ①当日終了

村松 16 照沼小の特認校制度について 教育次長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

村松 17
定住促進策，土地利用計画の策定見直しについ

て
村長，副村長 村長公室 企画経営課 ①当日終了



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

村松 18 村松地区の一部市街化区域化について 村長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

村松 19 議会政務活動費の使い道，執行率について 議会事務局次長 議会事務局 議会事務局 ①当日終了

村松 20
国道２４５号拡幅に伴う久慈川大橋の改修，国

道６号の拡幅について
建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

村松 21 阿漕ヶ浦の整備について 村長公室長 村長公室 企画経営課 ①当日終了

村松 22 照沼小に子どもを増やしてほしい 教育長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

村松 23 コミセンの運営方法について 村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等
住民が活動しやすいということをベース
に，コミセンのあり方も含め来年度以降の
体制を検討中。

住民が活動しやすいということをベース
に，コミセンのあり方も含め来年度以降の
体制を，関係各課で調整中。

住民が活動しやすいということをベース
に，専門サポーターの所管課を地域づくり
推進課（旧自治推進課）へ戻すこととし
た。

村松 24 国道245号の歩道に張り出した竹の枝について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 枝払いを実施した。

村松 25 トラクターの泥対策について 建設農政部長 建設農政部 農業政策課 ②継続検討等 真崎浦土地改良区だより（10月号）にて周
知する。

真崎浦土地改良区だより（10月号）の「組
合員へのお願い」コーナーにて，田の耕
起や代掻き時にはトラクターの泥を落とし
てから公道を走行するよう周知を行った。

村松 26 防災無線の運用について 村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

村松 27 外国語指導講師の専任化について 教育次長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎
事前

質問
小学校区と自治会区域の整合性依頼について 教育次長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎
事前

質問
地区自治会の事務局のあり方について 村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等 No.23に同じ。 同左。 同左。

真崎 28
公共施設総合計画をふまえた施設のあり方につ

いて
村長 総務部 総務課 ①当日終了

真崎 29
阿漕ヶ浦と真崎古墳群の中にある除染廃棄物の

処分について
村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

真崎 30 根崎地区に集会所を設置してほしい 村民生活部長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等

集会所の設置・管理には，住民の負担
（自治会費，寄付金等）も必要となること
から，真崎区自治会の皆さんとも話し合い
たい。集会所ありきではなく，地域の課題
解決に必要なものが何なのかについて，
時間をかけて共に検討していきたい。

同左。 同左。

真崎 31 高齢者の移動手段について 村長公室長 村長公室 まちづくり推進課 ①当日終了



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

真崎 32 緊急通報システムについて 福祉部長 福祉部 介護福祉課 ①当日終了

真崎 33 「日本で一番危険な村」の看板について 村長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

真崎 34 いじめ問題について 教育長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎 35 学校の先生のオーバーワークについて 教育長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎 36
図書館の本が破かれた件数，本の差し込みの回

収について
教育長 教育委員会 生涯学習課 ②継続検討等

【図書館の本が破かれた件数】
修理ボランティアに依頼した件数
Ｈ２７年度　2,429
Ｈ２８年度　2,893
このほかに，修理ができない状態で利用
者に弁償してもらう，破損が軽微なため職
員が簡易に修理をしたケースもあります。
【本の差込の回収】
本来は利用者の貸出資料明細なので，利
用者にお渡ししていますが，利用者から
申し出があった場合には廃棄することとし
ました。

真崎 37
阿漕ヶ浦周辺などの村松地区周辺活性化計画に

ついて
村長 村長公室 企画経営課 ①当日終了

真崎 38
学校の先生の勤務状況と子どもの関わりについ

て
教育長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎 39 子どもの貧困率について 教育次長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

真崎 40 老々介護について 福祉部長 福祉部 介護福祉課 ②継続検討等

地域包括支援センターに相談窓口を設
置。また，2025年に向けた医療・介護をは
じめとする多職種の連携，地域における
支え合い体制の構築に向け，各関係機関
や団体等の協議・検討を進めている。

医療や介護等，多職種同士の顔の見える
関係づくりや相互の連携，情報共有の在
り方，手段等について，医師をはじめ医
療・介護関係者等による意見交換等の機
会を設け，協議を行っております。

医療や介護を含めた多職種同士の顔の
見える関係づくりを積極的に展開して行く
とともに，地域住民と多職種との関わりに
ついても身近なものと感じられるよう自治
会や関係団体等と連携を図り講座等の開
催も行っていく。

真崎 41 女性活躍推進会議について 村長 村長公室 広報広聴課 ①当日終了

白方
事前

質問

亀下区から岡交差点までの幹線道路の拡幅整備

について
建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 地形測量、地権者情報の収集に着手し

た。
地形測量、地権者情報の収集が完了し、
最適な整備案を検討している。

拡幅整備に関する整備案を取り纏めたので，
自治会や関係地権者に向けた説明会を実施
し，意見を伺う。



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

白方
事前

質問
コミセン内に居場所開設をしてほしい 福祉部長 福祉部 介護福祉課 ①当日終了

白方 42 原子力政策について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 43 自治会員の減少について 村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等

自治会自身の魅力を積み上げるにはどう
したらよいか，若い人たちの気を引くよう
な何らかのインセンティブを作ることを含
め，自治会が対策を行えるように共に検
討していきたい。

同左。 同左。

白方 44
原発の取水口のトラブルについて原子力規制委

員会では議論されていない
村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 45 広域避難計画の実効性について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 46 コミセン入口の道路の拡幅について 村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ②継続検討等 来年度の予算化に向けて内部で調整中。
自治推進課，学校教育課及び関係者と調
整中。

コミセン南側から敷地に入れるように，駐車場
整備の設計を平成31年度に行う予定。

白方 47 原発の再稼働について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 48 常磐線西側の環境整備について 村民生活部長 村民生活部 環境政策課 ②継続検討等

当該地の村道付近については，8月下旬
には除草作業が完了し，不法投棄されて
いるごみも回収済（都市整備課確認・現場
確認済）である。監視の目が行き届くよう
に東海交番には，当該地付近一帯を強化
的にパトロールして貰えるよう要請済であ
る。また，当該地はJRの所有地としても関
係しているため，行政だけの努力では一
向に改善される見通しが立たないことか
ら，協力依頼（法面の除草）を出したところ
である。

10月に，JRの関係者と直接現場確認を行
い，定期的な除草管理を再度要請したと
ころである。

白方 49 前谷津公園について 村民生活部長 村民生活部 環境政策課 ②継続検討等

岡区自治会・内宿２区自治会との「協働の
事業」協定により実施することになってい
たH29.9.2の除草作業が雨天中止になっ
た。今年度の活動が実施できるか，今後
前谷津地区をどのように利活用できるか
について地区の自治会長を含め協議す
る。

雨天中止になった除草作業については，
平成30年3月17日に実施することで，岡区
自治会・内宿2区自治会と日程調整した。
利活用についても，自治会でどのような活
用があるか，既存で活用している団体は
あるか等について，自治会と役場職員で
改めて意見交換することとした。

平成30年3月17日に予定通り除草作業を実
施するとともに，参加者に対して前谷津
の活動に関する経緯等を記載したチラシ
を配布し活動への理解啓発に努めた。利
活用等についても両自治会長と除草活動
前に情報共有，意見交換を実施したとこ
ろである。

白方 50
しめきり坂の竹が覆っている村道，防犯灯につ

いて
建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 竹の伐採、防犯灯の移設を実施し対応し

た。



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

白方 51 （仮称）まちづくり協議会の進捗状況について 村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等 No.5に同じ。 同左。 同左。

白方 52 はなみずき通りに隣接した児童公園について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

白方 53 空き家対策の進捗状況について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

白方 54
コミセン内の高齢者の居場所作りを形にしてほ

しい
― 福祉部 介護福祉課 ②継続検討等

コミセン内の居場所づくりは当日回答済。
コミセン外の居場所づくりは地域住民や社
協等と協力しながら取り組んでいく。

コミセン内の居場所づくりは当日回答済。
コミセン外の居場所づくりは集会所の積極
的な活用を含めて地域住民や社協等と協
力しながら取り組んでいく。

白方 55 信号新設の進捗状況について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

白方 56 広域避難訓練について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 57
子どもたちが将来ＡＩに勝てるような教育につ

いて
村長 教育委員会 学校教育課 ①当日終了

白方 58 人材の掘り起こしについて 村長 村長公室 企画経営課 ①当日終了

白方 59 村松幼稚園北側の道路について 村長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等
既に「速度落とせ」の注意喚起を行ってい
るが、新たな対策が出来るか検討してい
る。

既に「速度落とせ」の注意喚起を行ってい
るが、新たな対策が出来るか検討してい
る。

村道1315号線の安全対策に関しては，既に
規制標示として「30」路面標示が9ヶ所，注意
喚起標示として「速度落せ」3箇所及び「ス
クールゾーン」1箇所が設置してありますが，
小松原笠内線の入口付近には注意喚起標示
がないため「速度落せ」の路面標示を設置し
ていく。

白方 60 防災活動の補助金について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ②継続検討等 来年度の予算化に向けて内部で調整中。
平成31年度の補助金一括化に向けて自
治推進課と調整中。

平成31年度の補助金一括化に向けて自

治推進課と調整中。

白方 61 原発，避難計画全般について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 62
定期的な放射線測定，除染土の撤去や処分につ

いて
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

白方 63 要支援者の安心サポーター確保について ― 福祉部 介護福祉課 ②継続検討等

地域での自治会加入に向けた所々の課
題を担当課と共有するとともに，災害時の
迅速な避難における地域や安心サポー
ターの協力の必要性を理解していただくよ
う改めて周知を図っていくことで安心サ
ポーターの確保につなげていく。

安心サポーターの成り手が中々いないと
言う声もある中，その役割や必要性につ
いて，広報とうかいやホームページで改め
て掲載したり，出前講座や防災訓練の場
で説明をするなど地域における必要性を
促していく。

村政懇談会以降，３回の出前講座で災害
時要援護者避難支援制度や安心サポー
ターの重要性について説明した。安心サ
ポーターの役割や必要性について広報と
うかいやホームページへの掲載について
今後対応する予定である。

中丸
事前

質問
ＪＲ東海駅プラットホームの屋根の設置 村長公室長 村長公室 まちづくり推進課 ①当日終了

中丸
事前

質問
東海村ふるさと納税の返礼品について 総務部長 総務部 総務課 ①当日終了



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

中丸 64 東海駅に自転車置き場を整備してほしい 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

中丸 65 避難訓練実施と原子力推進について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

中丸 66 原子力事業所の対応について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

中丸 67 太陽光発電に関する事業の事前把握について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

中丸 68
高齢者の自発的な免許返納に対する優遇措置に

ついて
村民生活部長 村民生活部 防災原子力安全課 ②継続検討等

現在，9月の政策会議で了承を得て，補正
予算を9月議会に上程している。年度内の
制度開始に向け要綱作成等の準備を進
めている。

平成29年12月1日からの実施に併せ，Ｈ
Ｐ・広報に記事を掲載，警察署をはじめ関
係機関に事業ポスター・チラシを配布し
た。申請書の受付，支援品の発送も実施
している。

中丸 69 公共施設に行くバスのルートを作ってほしい 村長公室長 村長公室 まちづくり推進課 ②継続検討等

地域公共交通会議を中心に本村における
最適な公共交通網の検討を継続してい
る。

【地域公共交通会議】
第16回：8/30
第17回：10月下旬（予定）
第18回：12月下旬（予定）
第19回：H30.2月下旬（予定）

地域公共交通会議を中心に本村における
最適な公共交通網の検討を継続してい
る。

【地域公共交通会議】
第16回：8/30
第17回：12/26
第18回：H30.1月下旬（予定）
第19回：H30.3月下旬（予定）

地域公共交通会議を中心に検討を重ねた結
果，平成30年4月から公共交通網を拡充する
こととなった。

▽JR東海駅西側を運行する路線の新設（実
証実験）
▽東海駅東口～茨城東病院線の増便
▽東海駅東口～F須和間循環線の増便
▽デマンドタクシー「あいのりくん」平日30分
延長（実証実験）

※広報とうかい（3/25号）に掲載するとともに
公共交通マップを全戸配布

中丸 70 肥料作りの悪臭について 村民生活部長 村民生活部 環境政策課 ②継続検討等

村政懇談会で要望があった夜と翌日を含
め，数回に現場を確認したが，悪臭は確
認できなかった。当該ハウスからの悪臭
は確認できなかった。悪臭の現場確認を
した時点で，事業者に申し入れをしたいの
で，お手数ですが，悪臭を感じた時に担当
課へご連絡をお願いします。

中丸 71 道路に出た土埃，伸びきった草の処理について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等 土埃の撤去を実施した。草の処理につい
ては，所有者に依頼した。

中丸 72 歴史と未来の交流館のボランティアについて 教育長 教育委員会 生涯学習課 ①当日終了

中丸 73
保育所と学童クラブの受け入れ環境の整備につ

いて
福祉部長 福祉部 子育て支援課 ①当日終了



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

中丸 74 絆裏の調整池の計画について 建設農政部長 建設農政部 下水道課 ②継続検討等
現在，委託している雨水管理総合計画の
結果を基に今後，調整池の最適な箇所の
一つととらえ検討していく予定でいる。

雨水管理総合計画の策定に着手してお
り，その結果を基に今後，調整池の最適
な箇所の一つととらえ検討していく予定で
いる。

雨水管理総合計画の策定に着手してお
り，その結果を基に今後，調整池の最
適な箇所の一つととらえ検討していく
予定でいる。

中丸 75 絆裏の環境保全について 村民生活部長 村民生活部 環境政策課 ①当日終了

舟石川・船場
事前

質問
東海駅西での自転車貸出について 村長公室長 村長公室 企画経営課 ①当日終了

舟石川・船場
事前

質問
路線バスの運行見直しについて 村長公室長 村長公室 まちづくり推進課 ②継続検討等

地域公共交通会議を中心に本村における
最適な公共交通網の検討を継続してい
る。

【地域公共交通会議】
第16回：8/30
第17回：10月下旬（予定）
第18回：12月下旬（予定）
第19回：H30.2月下旬（予定）

地域公共交通会議を中心に本村における
最適な公共交通網の検討を継続してい
る。

【地域公共交通会議】
第16回：8/30
第17回：12/26
第18回：H30.1月下旬（予定）
第19回：H30.3月下旬（予定）

地域公共交通会議を中心に検討を重ねた結
果，平成30年4月から公共交通網を拡充する
こととなった。

▽JR東海駅西側を運行する路線の新設（実
証実験）
▽東海駅東口～茨城東病院線の増便
▽東海駅東口～F須和間循環線の増便
▽デマンドタクシー「あいのりくん」平日30分
延長（実証実験）

※広報とうかい（3/25号）に掲載するとともに
公共交通マップを全戸配布

舟石川・船場 76 原発事故の際の避難先について 村長 村民生活部 防災原子力安全課 ①当日終了

舟石川・船場 77 歴史と未来の交流館の住民投票の実施について 村長 教育委員会 生涯学習課 ①当日終了

舟石川・船場 78
東海駅西口から水戸駅へのバスが資料にカウン

トされていない
村長公室長 村長公室 まちづくり推進課 ①当日終了

舟石川・船場 79 東海駅西口の駅前広場の整備工事について 建設農政部長 建設農政部 区画整理課 ②継続検討等

沿線のフローラ通り商店会と協議を継続
している。
9/9　フローラ通り商店会にて先進地視察
の実施。

現状確認のために自転車利用者の交通
量調査を実施(H30.1)。調査結果に基づき
関係機関との協議や整備済みの自歩道
の活用など，道路整備効果について再検
討の実施。

自転車利用について交通量調査を実施
した結果，自転車レーン整備は行なわ
い。自歩道整備を実施する。

舟石川・船場 80 舟石川近隣公園の駐車場整備について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

舟石川・船場 81
舟石川コミセンの駐車場，多目的ホールの拡張

について
村民生活部長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等

舟石川コミセンの駐車場は，避難計画等
に基づき，来年度以降の拡張整備を予定
している。多目的ホールの拡張について
は，舞台を取り払うなどの増築を伴わない
形での対応を含め，拡張の是非を地区自
治会と共に検討する。

同左。 同左。



地区名 番号 質問内容 回答者 担当課 分類

①当日終了

（当日で回答が終了している）

②継続検討等

（継続的に対応が必要であるもの）

平成29年9月末現在 平成29年12月末見込み 平成30年3月末現在

対応状況

舟石川・船場 82 村道２２５４号線の舗装について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

舟石川・船場 83 舟石川近隣公園の注意書き看板について 建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ①当日終了

舟石川・船場 84
駈上り動燃線の正気館と五来クリーニング店前

の信号設置について
建設農政部長 建設農政部 都市整備課 ②継続検討等

ひたちなか警察と現地で協議したところ、
村道0201号線にセンターラインが無いこと
や現在の交差点形状では、安全が確保で
きないため、信号機設置は難しいとの判
断であった。今後、信号機設置に必要な
条件整理を検討していく。

信号機設置に必要な条件整理を検討して
いる。

信号機設置に必要な条件を取り纏めた
ので，自治会委員会にて説明し意見を
伺う。

舟石川・船場 85 富士山線の１車線化について 建設農政部長 建設農政部 区画整理課 ①当日終了

舟石川・船場 86
人材の掘り起こし，自治会の加入率を上げるた

めの対策について
村長 村民生活部 自治推進課 ②継続検討等 No.43に同じ。 同左。 同左。


