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桜町桜町桜町桜町連区の「市長を囲む懇談会」連区の「市長を囲む懇談会」連区の「市長を囲む懇談会」連区の「市長を囲む懇談会」【概要】【概要】【概要】【概要】    

 

日 時 平成 30 年 10 月 17 日（水）午後 7時 

場 所 桜町地区市民館 

参加者 連区長始め 117 名 

    竹本副市長、田中副市長、企画部長、財産管理監、子ども健康部長、 

産業部長、建設部長、都市対策監、教育部長 

 

桜町桜町桜町桜町連区長連区長連区長連区長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

みなさんこんばんは。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

本日、急遽、市長が風邪のために欠席となりましたが、両副市長をはじめ各部長

さんにはお忙しいところ足をお運びいただいております。 

さて、桜町連区では、様々な課題を抱えています。桜町連区の各町内会の諸問題

の解決に繋がればとの思いから本日の懇談会を開催いたしました。桜町の今後の発

展のためにこの懇談会を大きなチャンスと捉え、有意義なものにできればと思って

おりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

日頃は、豊川市におかれましては、桜町連区の活動に対しご理解、ご協力いただ

き、ありがとうございます。本日は、各町内会から質問をいたしますのでよろしく

お願いします。 

 

（（（（出席者の紹介出席者の紹介出席者の紹介出席者の紹介））））    

    

竹本副市長竹本副市長竹本副市長竹本副市長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

あらためまして、こんばんは。市長は本日、熱があり、声の発生も悪く、早退し

ています。市長より桜町のみなさんの意見を聞き、誠実に対応するよう仰せつかっ

ておりますのでよろしくお願いいたします。本日は、私と田中副市長、各部長で対

応させていただきます。事前に質問等もいただいておりますので、このあと部長か

ら順番に答えさせていただきますが、以前より桜町連区の皆様には新市民病院の建

設にご理解をいただき、また、豊川市の将来を担う八幡地区のイオンの誘致、文化

会館の建設も今後予定しております。皆様の意見を拝聴し、できる限り予算に反映

できるように努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

    

議議議議    題題題題    

Ｑ（Ｑ（Ｑ（Ｑ（1111））））桜町小学校区の諸問題について桜町小学校区の諸問題について桜町小学校区の諸問題について桜町小学校区の諸問題について    

（（（（小田渕町小田渕町小田渕町小田渕町内会内会内会内会    佐竹佐竹佐竹佐竹顧問顧問顧問顧問））））    

①ブロック塀に対する補助について 

 未来を担う大切な子ども達の命を守るために事故への対策は最優先でなければ
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ならない。児童は通学団ごとに各地の集合場所に集まり、通学路を通って小学校に

通学しているが、通学路は危険がいっぱいであり、つい先日には、大阪で地震によ

り登校時にブロック塀が倒れ、子どもが亡くなるという悲しい事故が起きている。

そこで、ブロック塀や万年塀などの改修等に対する対策はないのか伺う。 

 

Ａ（１）－①都市対策監（建築課Ａ（１）－①都市対策監（建築課Ａ（１）－①都市対策監（建築課Ａ（１）－①都市対策監（建築課））））    

    お話にありましたように、去る６月１８日に発生しました大阪北部地震では、倒

壊したブロック塀により、人命が失われるという痛ましい事故が起こっております。 

この地震により倒壊したブロック塀には、現行基準に合わないものや、老朽化して

いる塀などが多く、問題視されておることから、建設部では密集市街地である、豊

川・牛久保・国府・御津の駅周辺地区において、危険ブロック塀等の緊急調査を実

施しております。 

ここで、ブロック塀の安全点検のためのチェックポイントが、国より示されてお

りますのでご説明します。 

まず１点目として、塀の高さは地盤から２．２ｍ以下であるか？ 

２点目、塀の厚さは、高さが２ｍ以下の場合１０ｃｍ以上、高さが２ｍを超え２.

２ｍ以下の場合は１５ｃｍ以上あるか？ 

３点目、高さが１.２ｍを超える場合、控え壁があるか？控え壁は、塀の長さ３.

４ｍ以下ごとに、高さの１／５以上突出したものとなっているか？ 

４点目、コンクリートの基礎があるか？ 

５点目、塀に傾きやひび割れがなく健全か？ 

最後６点目、塀に鉄筋が入っているか？ 

以上、６点のチェック項目が示されておりますが、１つでも不適合があれば危険

ということになりますので改善する必要がございます。 

次に、危険なブロック塀の事例を紹介させていただきますが、向かって左写真１

では、塀の下側に穴、ブロックが抜けており鉄筋も入っていない状況、右側の写真

２では、塀にクラック（ひび割れ）が起きており、両方とも大変危険な状況となっ

ております。 

先ほど、密集市街地４地区において危険ブロック塀等の緊急調査を実施したとお

話しさせていただきましたが、４つの地区内には合計で８４５件もの塀があり、そ

のうち約５６％の４７２件が危険との結果がでております。ちなみにこの４７２件

の約９割は控えの壁のピッチや突出長さの不適合となっております。 

この様な調査結果から市では、危険なブロック塀等の減少を目的として、ブロッ

ク塀等の撤去費に対する補助制度を、この１０月１日から創設しております。 

それでは、どのような場合に補助が受けられるのか、補助制度の概要について説

明させていただきます。この補助制度は、塀の倒壊による不特定多数の通行者への

被害を軽減するため、ブロック塀等の数を減らす事を目的としており、対象となる

工事は、道路や公共施設の敷地に面した、コンクリートブロックの塀やレンガ、天

然石などを積み上げた塀など、また、いわゆる万年塀と言われるコンクリート製品
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の塀も対象といたします。ただし、塀の高さが１ｍ以上のものを対象としておりま

す。 

補助金額は、撤去工事費の総額の２分の１、または撤去するブロック塀等の延長

１ｍあたり１万円の基準単価を乗じて得た金額の２分の１のいずれか少ない額と

し、上限を１０万円としております。 

なお、この補助制度は、２年半の時限措置としておりまして、期限は平成３３年

３月３１日までとなっております。 

この補助制度をご利用したい方、またお問い合わせ等ございます方は、市役所の

建築課が窓口となっておりますので、何なりとご相談いただけたらと思います。 

ここで取り壊しの補助を受けたいとお考えの方に１点、ご注意を申し上げますと、

市への申請手続きが終わる前に、塀の取り壊しを行ってしまうと補助金を受け取る

ことができなくなってしまいますので、窓口である建築課とよくお話をいただいて、

確実に申請手続きを行うよう、宜しくお願いします。 

この補助制度を通じまして、危険な塀などの減少が進めば、通学路などの安全確

保にもつながるものと考えますので、町内会の皆様にご周知いただき、活用をお願

いしたいと思います。 

 

②通学路のカラー舗装について②通学路のカラー舗装について②通学路のカラー舗装について②通学路のカラー舗装について    

 子ども達の登下校時は会社に急ぐ通勤車や通学の自転車の通行時間帯と重なり、

狭い道路で車と自転車をよけながら通学している。本来は歩車道分離が一番望まし

いと思うが、狭い生活道路では難しく、進入抑制もできない。カラー舗装を充実す

る考えについて伺う。 

 

Ａ（１）－②建設部長（道路維持課）Ａ（１）－②建設部長（道路維持課）Ａ（１）－②建設部長（道路維持課）Ａ（１）－②建設部長（道路維持課）    

桜町小学校区の路肩カラー舗装につきましては、６箇所、延長１，６０９メート

ル、面積３２２平方メートルを実施しております。設置箇所の選定につきましては、

平成２１年４月に定めたカラー舗装設置に関する取扱要綱の基準に基づきまして、

豊川警察、小学校の通学路担当職員、見守隊の方などから意見をお聞きして設置し

ております。この要項では、市が管理する道路で小学校などの要望を基に、平成２

２年度に作成されたヒヤリマップなどを活用しながら、職員による現地調査を行い、

歩行者の安全確保、あるいは交差点部等で見通しが悪い箇所など、緊急性などを考

慮しまして、カラー舗装を設置することとしております。また、小、中学校から半

径１キロメートル以内で、２０人以上の児童及び生徒が通学する通学路を優先的に

実施することとしております。 

これは｢あんしん歩行カラー舗装事業｣と言いまして、平成２２年度から順次市内

の２６小学校区の整備を行っており、平成３３年度に一巡する予定でおります。 

したがいまして、追加要望の対応につきましては、３４年度以降となりますが、

３４年度以降につきましては要綱の基準の見直しを行うなどをし、事業の拡充をし

ていきたいと考えております。なお、３４年度以前についても、周辺の交通環境の
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変化に応じ、柔軟に対応していきたいと思いますので、現地での立会い等ご要望が

ございましたら、道路維持課までご連絡いただきたいと思います。ご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

    

    

Ｑ（２）桜町小学校及び桜町Ｑ（２）桜町小学校及び桜町Ｑ（２）桜町小学校及び桜町Ｑ（２）桜町小学校及び桜町保育園の施設について保育園の施設について保育園の施設について保育園の施設について    

    （くじ目桜町区長）（くじ目桜町区長）（くじ目桜町区長）（くじ目桜町区長）    

①桜町小学校の建替計画について①桜町小学校の建替計画について①桜町小学校の建替計画について①桜町小学校の建替計画について    

    桜町小学校は、建築後５０年近く経過していると思うが、耐久性が心配される。

そこで、今後の整備計画について伺う。 

    

Ａ（２）Ａ（２）Ａ（２）Ａ（２）－①教育部長－①教育部長－①教育部長－①教育部長（教育庶務課）（教育庶務課）（教育庶務課）（教育庶務課）    

桜町小学校の校舎等の建替計画の見通しについてお答えします。 

桜町小学校敷地内の北側には、建築年度が古い順に、昭和４４年度建築の北側校

舎①、昭和４６年建築の北側校舎②、昭和５１年度建築の北側校舎③が連なり、そ

の南側には平成１１年度建築の南校舎が、また、東側には昭和５３年度建築の体育

館が建っております。 

学校施設の改修は、今までにも、北側校舎①、②では、平成７年度に大規模改修

を、平成１８年度には耐震補強工事を実施しておりますし、体育館につきましても、

平成１２年度には屋根・外壁塗装工事を、平成１８年度には耐震補強工事を実施し

ており、児童にとって安全・安心な教育環境が保てるよう老朽化の度合いに応じた

改修を行ってまいりました。 

また、東三河で唯一、昨年度から普通教室へのエアコンの設置を始めております。

昨年度は中学校で、今年度と来年度で小学校に設置してまいります。桜町小学校は

今年度、普通教室エアコン設置や校舎トイレ洋式化改修工事など、夏の猛暑対策や、

生活様式の変化に対応した教育環境の整備も行っています。 

なお、今後の見通しですが、校舎の中でも、特に北側校舎は、いずれも建築後４

０年以上が経過し、外壁や屋上防水等の劣化が進行していることから、平成３２年

度を目標に、校舎外壁等改修工事を実施して、施設の安全性を高めてまいりますの

で、北側校舎の建替えは、この改修工事後１５年を目途に実施してまいりたいと考

えております。 

ただ、文部科学省から他の公共施設同様、学校施設においても長寿命化していく

方針が示されておりますので、建替えについては校舎等の劣化状況を注視しながら

検討していきたいと考えております。 

 

 

②桜町保育園の建替計画について②桜町保育園の建替計画について②桜町保育園の建替計画について②桜町保育園の建替計画について    

 桜町保育園も同様に今後の整備計画について伺う。 
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Ａ（２）Ａ（２）Ａ（２）Ａ（２）－②子ども健康部長－②子ども健康部長－②子ども健康部長－②子ども健康部長（（（（保育保育保育保育課）課）課）課）    

桜町保育園の園舎の建て替え、整備計画ですが、桜町保育園につきましては、社

会福祉法人豊川市保育協会が運営する施設ですので、豊川市保育協会の計画につい

てお答えさせていただきます。 

現在、豊川市保育協会では、新道町にございます、中部保育園の園舎の建て替え

を今年度（平成３０年度）と来年度（平成３１年度）の２ヶ年にかけて実施する予

定ですので、この中部保育園の建て替えが完了した後、桜町保育園の園舎の建て替

えを予定しているとのことです。建て替えにつきましては、国の助成制度を活用し、

市も補助をする予定です。 

現在の桜町保育園は、昭和４７年度に建設された築４５年となる、鉄骨造平屋建

ての園舎と昭和５４年度に建設された築３８年となる、鉄筋コンクリート２階建て

の園舎があります。今回の建て替えにつきましては、鉄骨造の園舎の建て替えをし

ていく予定です。鉄筋コンクリート造の園舎につきましては安全面も確認されてお

り、引き続き利用していく予定です。 

また、現在の平屋建ての園舎には事務室・乳児室・調理室が配置されており、建

て替えにあたっては、近年３歳未満児の入所申込が増えていることから、乳児室の

面積を増やして行う予定です。 

 

 

Ｑ（３）多目的グラウンド（ソフトボール場）の設置についてＱ（３）多目的グラウンド（ソフトボール場）の設置についてＱ（３）多目的グラウンド（ソフトボール場）の設置についてＱ（３）多目的グラウンド（ソフトボール場）の設置について    

（野畔自治会（野畔自治会（野畔自治会（野畔自治会    福田会長）福田会長）福田会長）福田会長）    

 枕町小学校区周辺にはソフトボールなどができるグランドがない。以前は、スズ

キ豊川工場のグランドを借用していたが、市民病院の建設により無くなった。現在、

市体育大会の予選等については御津浜グランドを使っているが、遠方のため不便で

ある。そこで、ソフトボール等が行えるグランドを整備していただきたく、その考

えを伺う。 

 

Ａ（３）教育部長（スポーツ課）Ａ（３）教育部長（スポーツ課）Ａ（３）教育部長（スポーツ課）Ａ（３）教育部長（スポーツ課）    

豊川市は、宝飯郡４町との合併により多数のスポーツ施設を保有することとなり

ました。それらを今までのように維持管理していくのは難しいということで、「豊

川市公共施設等総合管理計画」という計画を定め、老朽化が進む各施設の維持管理

や統廃合といった課題に取り組んでいます。 

こうした状況ですので、すでに整備に取りかかっている千両町のスポーツ公園な

どを除いて、あらたなスポーツ施設を新設することは難しい状況となっております。 

ただ、市民体育大会の校区予選など、地域でのスポーツ活動でご不便をおかけし

ておるとのことですので、現在２期工事で整備中のスポーツ公園にソフトボール場

ができましたら、ご活用いただければと思います。 
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Ｑ（４）二級河川西古瀬川などの河川対策についてＱ（４）二級河川西古瀬川などの河川対策についてＱ（４）二級河川西古瀬川などの河川対策についてＱ（４）二級河川西古瀬川などの河川対策について    

（小田渕町内会（小田渕町内会（小田渕町内会（小田渕町内会    佐竹顧問）佐竹顧問）佐竹顧問）佐竹顧問） 

 一昨年の台風１８号の時に西古瀬川の川田橋から越水した水が１号線から県道

を経て小田渕の用水路に入り２丁目から８丁目までの一帯が一時冠水した。車が浸

かりエンジンがかからなくなり、また、住宅への床上・床下浸水はなかったものの、

工場では一部冠水したところもあった。最近、工場の跡地には新しい住宅が建ち、

引越ししてきた方から不安の声も出ている。 

 

①二級河川音羽川水系河川整備計画について①二級河川音羽川水系河川整備計画について①二級河川音羽川水系河川整備計画について①二級河川音羽川水系河川整備計画について    

 小田渕町は佐奈川、白川、西古瀬川の３つの河川に挟まれた町内会であり、白川、

西古瀬川は近年の豪雨等で水位の上昇が目立ち、住民も不安に思っている。 

 そこで、平成１６年に愛知県が策定した二級河川音羽川水系河川整備計画の現在

の進捗状況について伺う。 

 

Ａ（４）－①建設部長（道路維持課）Ａ（４）－①建設部長（道路維持課）Ａ（４）－①建設部長（道路維持課）Ａ（４）－①建設部長（道路維持課）    

 二級河川音羽川水系河川整備計画の進捗状況ですが、今回桜町連区に関係する白

川と西古瀬川における河川整備計画、進捗状況について、河川管理者である愛知県

へ確認をしておりますので、報告させていただきます。 

 河川整備計画は平成１６年に策定され、概ね３０年の期間に整備をする区間や整

備目標を定めております。河川工事の施行場所の区間につきましては、スクリーン

に表示させていただいております。大まかではありますが、河川毎の施行区間がお

わかりになるかと思います。 

 二級河川白川につきましては、整備を行っている事業区間は、御津町の下佐脇地

内音羽川合流点から姫街道線の白川橋付近までの約５．０km で、平成７年度から

河川整備が行われております。 

次に、二級河川西古瀬川につきましては、整備を行っている事業区間は、小田渕町

８丁目地内の白川合流点から平尾町地内の中田橋付近までの約４．５㎞で、平成５

年度から河川整備が行われております。 

それでは白川と西古瀬川について、整備の進捗状況について報告させていただき

ます。 

白川の整備状況について県に確認しましたところ、現在は、河口から一部未買収

区間箇所を除き、県道小坂井御津線の新白川橋の下流付近まで整備が完了しており

ます。 

今年度は、新白川橋の橋梁の架け替えのための測量及び詳細設計、水質調査、物

件調査等を進める予定とのことです。 

また、用地取得が難航している箇所においては、平成２９年度に引き続き、今年

度も用地買収を進める予定と聞いております。 

その他、市田町、平尾町において、河道を円滑に流水するため、土砂の堆積して

いる箇所の浚渫を行う予定と回答をいただきました。 
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続きまして、西古瀬川の整備状況につきましては、筋違橋から中田橋までの約１．

６㎞は、豊川西部土地区画整理事業などに併せて、暫々定の断面により整備が完了

しております。 

平成２８年度からは、白川との合流部から名鉄名古屋本線までの区間における詳

細設計及び地質調査を進めていると聞いております。 

今年度は白川合流部から荒原橋に向かう左岸側における土地の評価及び用地補

償を進める予定と回答をいただきました。 

また、白川、西古瀬川の両河川とも、流下能力の向上の検討業務委託も行うと聞

いております。 

最後に、愛知県の河川整備の考え方について報告させていただきます。 

河川事業は下流から改修することを原則としておりますが、白川、西古瀬川両河

川ともに、下流に比べ上流部に市街地が形成されている特徴があります。 

また、下流部には、道路橋、鉄道橋、河川の堰など重要な構造物が多く存在し、

河川改修と併せて、これら構造物を改築していくためには多大な事業費及び事業期

間がかかります。そのため、上流部における道路改良事業に併せた橋梁の改築など

のネック点解消にも対応しつつ、流域の浸水被害が少しでも軽減できるよう改修を

おこなっています。 

本市といたしましても、愛知県に対し、今後とも白川、西古瀬川における早期の

改修を強く要望してまいりたいと考えております。 

 

②西古瀬川及び白川への水位計、ライブカメラの設置について②西古瀬川及び白川への水位計、ライブカメラの設置について②西古瀬川及び白川への水位計、ライブカメラの設置について②西古瀬川及び白川への水位計、ライブカメラの設置について    

 音羽川水系河川整備計画は計画されてから１３年が過ぎているが、整備が進んで

いない。今年は台風が発生し、近年においては集中豪雨も多発している状況であり、

河川氾濫に対し不安を感じている。白川や西古瀬川は音羽川水系だが、音羽川に設

置された雨量計は御油町にあり、水位計は森町地内にある。河川整備が当面難しい

状況であるならば、西古瀬川へ河川監視カメラが設置できないか伺う。 

 

Ａ（４）－②建Ａ（４）－②建Ａ（４）－②建Ａ（４）－②建設部長（道路維持課）設部長（道路維持課）設部長（道路維持課）設部長（道路維持課）    

まず、現在の河川監視カメラの設置状況につきましては、スクリーンの設置位置

図をご覧ください。 

豊川市で設置している河川監視カメラは、現在、愛知県の管理している６つの二

級河川に７箇所設置されております。内訳としましては、佐奈川の四ツ谷橋付近と

佐奈橋付近に１箇所ずつ、音羽川の豊成橋付近に１箇所、御津川の御津橋付近に１

箇所設置されております。また、紫川の丸山橋付近に１箇所、白川の新屋橋付近に

１箇所、山陰川の岩田２号橋付近に１箇所設置されております。 

河川監視カメラは、豊川市のホームページから閲覧が可能となっており、５分お

きに画像が自動更新される設定になっております。 

今回、桜町連区様からご要望のありました、二級河川西古瀬川への水位計、監視

カメラの設置につきましては、昨今のゲリラ豪雨などの異常気象に対する防災の観
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点や河川整備が早急に望めないこと、西古瀬川には監視カメラが設置されていない

ことを考慮し、市としても監視カメラが必要であると考えておりますので、平成３

１年度の予算に１箇所設置の要望を行ってまいります。 

また、監視カメラにつきましては、降雨時に河川の水位が上昇しやすい箇所や、

護岸等に水位表示計のある箇所を優先的に設置しておりますので、設置箇所につき

ましては、現地の状況を確認し、河川管理者や地元の皆様と相談しながら、検討し

ていく予定であります。 

なお、今回監視カメラの設置状況の参考としまして、スクリーンに佐奈橋付近、

四ツ谷橋付近及び新屋橋付近の３箇所の監視カメラの設置状況の分かる写真を添

付させていただきました。 

また、四ツ谷橋付近には護岸に水位表示計のある箇所の写真も載せておりますの

でご覧いただければと思います。 

 

③西古瀬川の用水堰について③西古瀬川の用水堰について③西古瀬川の用水堰について③西古瀬川の用水堰について    

    西古瀬川の川田橋の下流には多くの水田があり、桜町校区の農家の方が耕作をし

ているが、豊川用水の水量が不足している。毎年農家の方が川田橋付近に手製の堰

を設置しているが、高齢化が進み、人手が不足していることから、豊川用水の水量

を増やす計画はないのか。また、堰を新設することはできないのか伺う。 

 

Ａ（４）－③産業部長（農務課）Ａ（４）－③産業部長（農務課）Ａ（４）－③産業部長（農務課）Ａ（４）－③産業部長（農務課）    

まず、豊川用水の水量を増加する計画ということでありますが、豊川用水の豊川

市における施設管理者である豊川市土地改良区が豊川総合用水土地改良区に要望

活動をしていくとのことであります。また、地元の管理班長と調整するなかで、農

業用水の効率的な運用を検討していきたいと思います。 

次に堰の新設についてでございますが、市内各所にあります農業用の取水堰につ

いては、古くから地元で設置された施設で「利用者が限定されている」、「地元の耕

作者の方の施設」といったことから、施設の管理、更新については豊川市土地改良

区または、地元の方に対応していただいています。市としましては、豊川市土地改

良区の事業を支援するという形で、係わらせていただいているのが現状でございま

す。 

川田橋上流部の用水堰でありますが、堰付近の西古瀬川は現在、河川改修計画に

よる整備がされておりません。今、堰を新設となりますと、河川の改修計画に沿っ

た河川断面に合わせて堰を建設する必要があり、そのためには、用地買収も必要と

なり、また、新たに河川護岸を建設することも設置の条件となってきます。そのた

め、工事費が大きく増大する事が考えられます。さらに、堰のすぐ下流に川田橋も

あるため、堰の設置工事に際しては大きな支障となることが考えられます。今、堰

を新設するには様々な課題があると認識しております。 

現状で対応できることを豊川市土地改良区に確認したところ、地元の土地改良区

の管理班長と相談するなかで、堰板の補修を行う予定であるとのことであります。 
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補修の方法としましては、堰板の材質等を考慮して 1枚当たりの重量を軽量化し、

さらに堰板にパッキング等を施し、水密性を高めることにより、ブルーシートで覆

うことなく遮水が可能となるようにしていきます。また、河川の増水時には堰板が

水圧により倒れるような工夫ができないか検討を進めていると伺っております。 

 

 

関連質問関連質問関連質問関連質問    

ＱＱＱＱ    グランドのグランドのグランドのグランドの整備整備整備整備についてについてについてについて（３）（３）（３）（３）    

スポーツ公園を予約するにあたり、市体育大会のソフトボール予選は各地区同じ

次期に実施しているので、予約できるかどうかわからない。 

ＡＡＡＡ    教育部長教育部長教育部長教育部長（（（（スポスポスポスポーツ課ーツ課ーツ課ーツ課））））    

町内会などの優先予約が認められている団体は、一般予約に先行して予約ができ

るようになっているので、スケジュール調整をしながら予約をしていただきたい。 

 

 

ＱＱＱＱ    西古瀬川の河川監視カメラ設置の実現性について（４）－②西古瀬川の河川監視カメラ設置の実現性について（４）－②西古瀬川の河川監視カメラ設置の実現性について（４）－②西古瀬川の河川監視カメラ設置の実現性について（４）－②    

 平成３１年度に予算要望するとのことだが、実現性はどの程度か。 

 

ＡＡＡＡ    田中田中田中田中副市長副市長副市長副市長（（（（道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課））））    

 現状を確認する中で、平成３１年度予算で対応できるよう調整する。 

 

 

 

桜町桜町桜町桜町連区長あいさつ連区長あいさつ連区長あいさつ連区長あいさつ    

各区長からの熱心な質問に対し、丁寧な対応ありがとうございました。平成２４

年度に開催した懇談会よりも前向きなお答えをいただいたと思います。河川工事を

はじめ、桜町小学校通学路の諸問題など、桜町の住民が困っていることを理解して

いただき、早期解決に向け、ご尽力いただければと思います。 

本日は、お忙しい中、足をお運びいただきありがとうございました。本日の内容

を真摯に受け取っていただき、桜町地区の発展に向け今後ともお力添えをお願いし

ます。 

 

 


