
 様式 B  

８ 

（問）市役所 5階広報プロモーション課 

TEL 25-5003  FAX 22-6372 

E-mail koho@city.kameoka.lg.jp 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（ 薭田野町自治会 ） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 
スクールゾーン内の安全対策について 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 薭田野小学校のスクールゾーンを設定していただき、コーンポストも増やし

てもらっ 

たのでその効果がみられるところですが、相変わらず通行車両が多く、児童の

登下 

校の安全確保が大きな課題であります。  

 つきましては、スクールゾーン内の安全対策を充実するため、下記の内容に

ついて 

対策を講じていただきますよう、お願い致します。 

① ゾーン内の市道に緑色のカラー舗装を実施 

② 白線の消えかかっている所の白線の引き直し 

③ 「速度注意」、「学童横断注意」等の路面標示の書き直し・充実 

④ 交差点のカラー舗装化 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 
 

 

優先順位      １  

提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 
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令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 

茶屋大池の漏水対策について（上佐伯

区） 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 佐伯地内に所在する茶屋大池については近年、漏水が著しく常に池下部の水

路 

及び田畑に水が流出している状況である。 

 このまま放置していると堤体の弱体化が進み、堤防の決壊等により、大災害

が発生 

することが想定され、住民も不安を抱えている。過去には漏水防止シートを池

の堤体 

内側全体に張り、漏水対策を実施された事があるが、そのシートも老朽化によ

り機能 

を発揮していない状況である。 

 この状況下にあることから、防災対策として茶屋大池の漏水対策を早急に実施

して 

いただくよう、お願い致します。 

 

 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 

 

提出締め切り 

優先順位      ２  
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令和４年６月２４日（金） 
 
 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 
市道の路面改修（鹿谷区内）について 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 鹿谷区内を通る市道が経年劣化し、舗装の剥がれ、ひび割れ、轍が長い区間

で生 

じています。 

 鹿谷地内では区内にある貿易会社や運送会社の大型車両の通行が多いことか

ら 

道路の劣化に与える影響が大きく、道路劣化からの振動音も発生し、苦情を受

けて 

おります。近隣住民の安眠を保証し、静かな生活環境を維持するために路面の

舗装 

全面改修を要望します。 

 特に劣化の激しい区間を別紙地図に示します。 

 

 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 

 

提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 

優先順位      ３  
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令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 

小学生登下校時の安全確保について 

（鹿谷区） 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 小学生の通学安全確保のために町を挙げて「子ども見守り支援」として登下

校時の 

見守り活動に取り組んでいます。区内の通学路においては極力通行量の少ない

安 

前な市道で通学していますが、一部交通量の多い市道を横断する箇所において

は 

現状、横断歩道や道路標識等がなく、危険な状態です。 

 通学時の安全確保のために横断歩道、学童横断等の道路標識、街路等の安全

対 

策を実施していただきたい。 

 該当箇所を別紙地図に示します。 

 

 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 

優先順位      ４  
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提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 

 

 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 

国道３７２号線の交通量の増大に伴う 

公害実態調査の実施並びに公害対策に

ついて （柿花区） 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 当地域の中心部には国道３７２号線が通っており、平成２６年以降自動車の

通行量 

が倍増し、車の速度規制も最高４０キロから５０キロに速度アップされ、地域

の生活環 

境は著しく損なわれています。 

 こうした中、交通事故の多発をはじめ、住民からは「振動や騒音が激しく、

夜も眠れ 

ない。」「イライラして落ち着いた生活ができない。」「大型トラックが増え、家

がガタガ 

タになる。」等の苦情も多く出ています。 

 これらの国道に伴う公害は地域や場所、時間帯等によっても異なり格差もあ

ります 

ので一概にその程度を推し量ることはできません。従いまして、公的な立場か

ら速や 

優先順位      ５  
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かに車の通行量や振動、騒音等について、その実態調査を行っていただきたく

要望 

いたします。 

 また、その実態調査に基づき、自動車の速度規制の強化や信号機の設置など、

地 

域住民が安全で安心な生活を送れますよう、対策を講じていただきますよう、

要望い 

たします。 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 
 
提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 
 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 

願成寺川の府道東掛小林線以東の 

河川整備について  （太田区） 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 願成寺川の河川整備については２年前に住宅付近の市道床版橋の架け替え及

び 

護岸の嵩上げ、昨年度には川に昇降用の梯子・階段等の設置がなされ、応急的

な一 

定の改善は図られてきた。 

 しかしながら、河川の氾濫防止対策としてはもっと抜本的な治水計画が必要

である 

優先順位      ６  
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と考える。 

 ついては願成寺川の府道東掛小林線以東の継続的な河川整備を進められたい。 

 

 

 

 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 
 
提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 
 
 
 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 
奥条区の道路整備について 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 薭田野町奥条区R372の鉱山道入口より入って鉱山橋の手前が右側の田の方へ 

傾き、ひび割れができている。その先のガードレールの足元が穴も開いていて

八木 

様宅前よりひび割れし、傾斜。昨年の要望時よりひどくなっている。昨年の要

望通過 

時にやっていただいたのはひび割れ一か所にコールタールを塗っただけで他の

対策 

優先順位      ７  
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行ってもらってないようです。これから梅雨台風の時期が来ると心配です。一

度崩れ 

てるので補強をお願いしたいです。その先の墓山入口付近もひび割れし、少し落

ち込 

んでいるので心配です。また、上記と同じルートですが墓山登り口～鹿谷方面

への 

電線に枯れた竹や木の枝が引っかかり、強風の時に擦れ合い切れないか心配で

す。 

関電（近電）に電話しても取り扱ってもらえませんでした。勝手に切るわけに

もいかず 

高所のためもあり、どうすればいいでしょうか。防護カバーを取り付けるか、

剪定を 

お願いしたい。 

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 
 
提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 
 
 
 

令和 4年度 地域こん談会 

地域のまちづくりに関するこん談案件 

（薭田野町自治会） 

地域のまちづくりに関する案件をご記入ください。 

※最上部「優先順位」の欄に数字をお書きください。 

地域のまちづくり

に関するテーマ 

薭田野小学校の通学路の安全確保 

について （小学校 PTA） 

※主旨・課題・具体例などを箇条書きにしてご記入ください。 

 薭田野町では「子ども１１０番見守り活動」により、町内の交差点や危険個

所で登下 

校時に見守り活動を実施し、子ども達の安全確保に努めているところです。 

優先順位      ８  
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 その中で、ＰＴＡから下記の地点について別添資料のとおり改善を要望しま

すので 

是非ともよろしくお願い致します。 

 ・上佐伯区・・・湯の花温泉線の歩道未設置区間にガードレールがなく、登

下校時は 

車が多く、危険なため、ガードレールを設置してほしい。 

 ・天川区・・・亀岡市立人権福祉センター（ミルキーウエイ）の歩道の縁石

に子ども達 

が乗って遊ぶので注意はしているのであるがガードレールを設置してほしい。 

 

※ 別添資料添付  

※こん談案１件につき本用紙１枚にご記入ください。 
 
提出締め切り 

令和４年６月２４日（金） 
 
 
 


