
地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ １ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 松倉町内会 

課題項目 市道柏木野線への歩道整備について          【新規】 

課題内容 

 市道柏木野線の一部の幅員が狭く、通行車両と歩行者の接触の危険性が 

あるため、ガードレール等の安全柵を整備するとともに、歩行者専用の通路を整備

してほしい。 

 ※この通路は、地域住民や甲子小学校児童が生活道路として徒歩での利用が多い

道であるとともに、地域住民以外の車両の通行も比較的多いことから、接触事故の

危険性が懸念される。 

 なお、市道西側の地権者からは、通路又は車路を確保するためなら用地の寄付に

ついて同意又は検討する旨承諾を得ている。 

課題場所住所 
甲子町第10地割 市道柏木野線 

 

課題場所 

写真又は地図 

国道283号線接道地点から約８０ｍ区間 

 

  
 

  
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 建設課 担当者名 山崎 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 一部待避所の設置、歩行者通路のカラー塗装等実施してまいりましたが、歩行者専

用通路の整備等について早期の実施は困難です。 

処理対応経過  

 

最終対応結果  

 



別紙 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 



地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ２ 課題日時 令和 ３年 ６月 ２２日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大松町内会 

課題項目 大松児童遊園フェンス取替    【新規】 

課題内容 

 フェンス支柱が腐食のため倒壊する恐れがあり、児童が倒れたフェンスの下敷き

になり、怪我を負う恐れがある。 

現地調査のうえフェンス取替等の対策を要望する。 

課題場所住所 
甲子町第3地割地内 大松児童遊園 

 

課題場所 

写真又は地図 

 
 

 
 

 

２．市担当課記入欄 

担当課名 子ども課・甲子生活応援センター 担当者名 樋岡・佐々木 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 令和3年8月20日に町内会・子ども課・甲子地区応援センターとの３者で現地調査を

実施し、フェンス支柱の腐食箇所を確認しました。児童や地域住民が安全に利用で

きるようフェンスの取替について、令和４年度の実施に向け、遊具との安全配置を

確認・検討しつつ対応してまいります。 

処理対応経過  

最終対応結果 令和4年2月28日付、フェンス取替等対応済みです。 



 

別紙 
 

 
 

 

 
 

  

 

 



地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ３ 課題日時 令和 ３年 ６月 ２９日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大畑団地自治会 

課題項目 登坂道（歩行者専用道路）改修工事について        【新規】 

課題内容 

整備後の経年劣化により、手摺の傾き、階段の一部破損等、また、歩道の穴凹及

び側溝の破損・亀裂が相当箇所ある。高齢者、児童・生徒をはじめ地域住民が利用

していることから、早急の改善を要望する。 

課題場所住所 甲子町第9地割（大畑団地地内） 

課題場所 

写真又は地図 

 

  

    
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 資産管理課・甲子生活応援センター 担当者名 菅原・佐々木 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 歩道の凹凸については、アスファルトやモルタル等で今年度対応する予定です。ま

た、手摺の湾曲部や階段の一部破損部については、業者と修繕・改修方法について

の検討や予算を確保する必要があることから、実施時期については、次年度になる

可能性があります。 

処理対応経過  

最終対応結果 令和3年10月に一部歩道のアスファルト補修（穴埋め）、階段・側溝部分のコンクリ

ート補修作業を行いました。また、令和4年3月に手摺補修工事を行いました。令和

4年度は、残りの歩道部分のアスファルト補修を行う予定です。 



 
地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ４ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 洞関町内会 

課題項目 道路の補修について                 【新規】 

課題内容 

私道、赤線、青線が重なった道路で、舗装の破損が激しいことから、私道も含ま

れているが補修をお願いしたい。 

私道部分は、過去に住民が舗装したところである。現在は、新築した方を含める

と15家族で道路を使用している。 

 

課題場所住所 甲子町第5地割3－11の付近 

課題場所 

写真又は地図 

 
 

 

  

 

２．市担当課記入欄 

担当課名 建設課 担当者名 山崎 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 赤線部の補修については、補修業務にて対応してまいりますが、私道部の補修を実

施することは困難です。 

処理対応経過  

 

最終対応結果  

 

 



 

 
地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ５ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大畑町内会 

課題項目 旧大明電気から上大畑バスターミナル間下水道本管工事  【新規】 

課題内容 

大畑地区の下水道工事が現在進められているが、東日本大震災前に計画されてい

た旧大明電気から以西の下水本管工事が、10年を経過しても実施されていないこと

から、早期実施を要望する。 

課題場所住所 甲子町大畑地区内国道283号線 

課題場所 

写真又は地図 

 
旧大明電気から以西 

 
上大畑バスターミナル以東 

 
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 下水道課 担当者名 千葉 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針  

処理対応経過  

最終対応結果 大畑地区国道283号の下水道工事については、令和3年9月に道路管理者である岩手県と事前

協議・令和4年3月に本協議を実施し、同月道路占用工事許可を取得したところである。そ

れを受け、令和4年4月に「大畑第1地区国道283号汚水管布設工事(その1)」を発注。年度計

画により、随時整備していく予定としている。 



地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ６ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大洞自治会 

課題項目 市道大洞線の補修について              【新規】 

課題内容 

①清風園下道路舗装の補修（改修を考えてほしい） ②菊池別荘下補修 

道路全般に穴凹や路面の劣化等がみられることから全面改修を要望する。 

 

課題場所住所 甲子町内 市道大洞線 

課題場所 

写真又は地図 

 

 
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 建設課 担当者名 山崎 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 全面改修の早期実施は困難ですが、劣化の著しい箇所は維持補修業務にて順次対応

してまいります。 

処理対応経過  

 

最終対応結果 R3年度に一部舗装補修を実施いたしました。 

 

 



地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ７ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大畑町内会 

課題項目 甲子林業センター前道路側溝蓋掛け          【新規】 

課題内容 

甲子林業センター入口専用道路西側に雨水側溝が敷設されているが、自動車の脱

輪や、土砂・草類の入り等の問題があり、安全上、管理上問題となっている。 

※水産農林課へは別件で依頼済み（令和3年4月13日） 

課題場所住所 甲子町第9地割34-4 

課題場所 

写真又は地図 

 

  
利用者車両の脱輪が多い       土砂・枯草類の詰まり 

 

 

２．市担当課記入欄 

担当課名 水産農林課 担当者名 互野 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 令和３年度の予算で実施予定です。 

 

処理対応経過  

 

最終対応結果 令和３年度の予算で実施完了いたしました。甲子林業センター前道路側溝にコンク

リート製の蓋を取り付けました。 

 

 



 
地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ８ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 洞関町内会 

課題項目 「釜石」地名発祥地への立て札と歩道の整備       【新規】 

課題内容 

釜石の地名発祥地とされている、大きな石のある場所に、立て札や歩道を整備し

ていただきたい。 

※釜石の地名は、アイヌ語のクマ、ウシ平岩のあるところというのがその語源であ

ると言われ、水辺や川の中に平たい岩があり、魚が沢山集まる場所に名付けた地名

であると伝承されている。 

 

課題場所住所 甲子町第5地割14-1ビレッジハウス2号棟の南側 

課題場所 

写真又は地図 

 

 
 

 

 

２．市担当課記入欄 

担当課名 文化振興課 担当者名 手塚 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針  「釜石石」は、甲子川内に所在しており、河川管理者である岩手県に確認したと

ころ歩道整備は管理上難しいとの回答を得ています。また、隣接する土地は民地で

あることもあり、調整が困難であると思われます。なお、案内板の設置については

文化財保護審議会の調査結果を踏まえて検討いたします。 

 

処理対応経過  

最終対応結果  



 

 
地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ ９ 課題日時 令和 ３年 ６月 ２２日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大松町内会 

課題項目 廃建物の解体撤去    【新規】 

課題内容 
 所有者不明の廃建物の破損が著しく、強風が吹くと周囲に破片が飛散し危険な状

況である。所有者の特定と建物の解体、撤去を速やかに進めていただきたい。 

課題場所住所 甲子町第3地割11-1 

課題場所 

写真又は地図 

 
 

 
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 生活環境課 担当者名 川上 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 当該物件は平成30年度から特定空家等候補物件として、経過観察を行うとともに、

所有者の確認を進めています。今年3月に実施した空家等物件調査では「前回調査

結果から、建物の著しい劣化進行は見受けられないが、柱等構造部位・外壁欠如に

より、風雨による腐朽等の進行が懸念される」との結果になったことから、応急措

置の実施や特定空き家認定について、検討していきます。 

処理対応経過  

最終対応結果  



別紙 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



地域課題（要望）カルテ 

１．地域会議記入欄 

地区№ １０ 課題日時 令和 ３年 ６月 ３０日 

地域会議名 甲子地域会議 町内会名 大畑町内会 

課題項目 坪内機械金属工業団地北側法面下用水路周辺清掃・整備  【新規】 

課題内容 

坪内機械金属工業団地北側は甲子川河川敷となっているが、団地との河川敷との

間に道路（県管理）が通っており、団地法面と道路（県管理）の間に用水路が通っ

ているが、その用水路にゴミが散乱しており、また、草木も生い茂っていることか

ら、環境上悪くなっている。 

なお、坪内機械金属工業団地関係者から清掃、整備の要請が出ている。 

課題場所住所 甲子町第9地割及び第10地割（坪内地区） 

課題場所 

写真又は地図 

 

  

  
 

２．市担当課記入欄 

担当課名 下水道課 担当者名 黒澤 

処理区分設定 ①実  施      ②実施調整      ③実施困難 

処理対応方針 現地水路を調査し検討しましたが、緊急性や優先順位が低いことから改修・清掃は

困難です。引き続き庁内で検討してまいります。 

処理対応経過  

 

最終対応結果  

 

 


