
地区別市政懇談会　当日質疑応答用紙一覧　大根地区
平成28年11月6日（日）　大根公民館
第１部：地域のまちづくりについて

質問内容 当日の回答 回答者 補足、現在の状況・今後の対応等 担当課
　南矢名１丁目、新川クリニック付近の
浸水対策事業として、平成２６年度に、
水路の横に雨水管（φ８００）を埋設し、
大根川へ直接放流する管きょの整備を
行いました。
しかし、整備完了後の平成２６年１０月６
日の台風１８号では、道路冠水と４件の
床上浸水など、浸水被害が発生してい
ます。
そのため、昨年度、本地区の浸水対策
を総合的に検討するため、その発生原
因と有効な対策等について、大根第9
雨水幹線の流域全体を対象に詳細な
調査を行いました。
　調査結果を基に検討を加えたところ、
当地区の浸水被害の主な発生原因
は、降雨によって大根川の水位が高く
なると雨水幹線等からの流入が阻害さ
れている事でした。
　最も効率的な対策として考えられる事
は、降雨時の大根川の水位の低下であ
るため、河川管理者である、神奈川県
平塚土木事務所に調査・検討結果等を
提出し協議すると伴に、本地区の浸水
解消のため大根川の河川改修工事の
施行を要望していきたいと考えていま
す。

1

南矢名１丁目の水害被害対策の推
進状況について
　豪雨による大根川からの氾濫（大
根川の堰堤の問題）について、大根
第９雨水河川の対策と整備はどこま
で進んでいるか。特にマンホールか
ら逆流してくるので不安である。対策
として８００ｍの管きょを敷設して大根
川に放流する対策はしていただき安
心していたが、時間当たり４０ｍｍ以
上の豪雨となるとマンホールから吹

下水道施設
課

下水道施設
課長

当日の回答と同じ
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　しかしながら、河川改修工事の実現に
は、長い時間が掛かる事が予想されま
すので、少しでも浸水被害を軽減する
ために、今出来る対策として、浸水区域
に流れ込む雨水量を少なくするバイパ
ス管の整備に着手しました。
　施工場所は、小田急線沿いの市道５
３１号線で、内径６００ｍｍの管を１７５ｍ
敷設しています。本年８月から工事着
手し、１２月の完成の予定となっていま
す。次年度以降も継続して対策工事を
行い、大根川の河川改修が実現したと
きに、その能力が最大限発揮できるよ
う、計画的に進めて行きたいと考えてい
ます。
　また、台風などの接近により、水害の
発生が予測されるときなどには、浸水区
域に仮設の水中ポンプを設置するなど
の対策を実施しているところでありま
す。

2

小田急線ガード下の通路の対策に
ついて
　当地を流れる大根蛇久保烏鳴雨
水幹線の小田急線ガード下の通路
について、降雨の流量が増大すると
通路から川に人が吸い込まれる恐
れがあるので至急対策をお願いした
い。
　現在は、テープで通行止めを行っ
ているが、夜中は対応できない。

　工事執行を行い、受注業者が決定し
ております。
　現在のところ、資材等の調達や関係
機関への許可申請を行い工事の準備
をしています。
　工期は、平成２８年１２月１５日までを
予定しています。
　工事内容としては、現在設置されてい
るフェンスの隙間が広いので、水路が
増水したときに通行人が吸い込まれる
ことを防ぐため、既設フェンス下部に鋼
板を設置するものです。
　また、駐輪場付近のフェンスも老朽化
しているため、一部の区間張り替えも行
います。

下水道施設
課長

　当初の予定通り平成２８年12月に工事は完了
いたしました。地元のみなさまにはご協力いた
だき、ありがとうございました。
　工事完了後、水路が増水するような大雨は
降っていませんが、降雨時には効果の確認を
含めパトロールをしたいと思います。

下水道施設
課

上の豪雨となるとマンホールから吹
き上がる。
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3

公園、公共施設に公衆トイレの設置
について
　高齢者・身体障害者、リハビリ実施
者等、朝晩多くの人が散歩してお
り、途中でトイレに行きたくなれば、コ
ンビニを借りるしか対応がない。
　小さな公園は別として大き目の公
園には公衆トイレの設置をお願いし
たい。

　市内の公園の数は２０７箇所、その
内、地域の身近な街区公園と呼ばれる
ものは、１７６箇所、大根地区には４５の
公園があります。
　その中で、比較的大きい公園ですと、
「つくだ公園」、「みやた公園」、「とりい
まつ公園」などがあります。
　これらの公園は自宅から公園まで徒
歩圏内の利用者を対象としています。
　公衆トイレとなると、広域から集まる不
特定多数の方々も利用になると思いま
す。
　公衆トイレは、衛生的に管理し、防犯
上も十分配慮する必要がありますことか
ら、その公園周辺の市民の方々の御理
解も必要となってきます。
　維持管理面や設置位置も含めた地元
自治会の皆様のご協力が大きな要素で
あります。
　設置費及び維持管理費用を考慮しま
すと設置することは難しいと考えており
ます。

建設管理課
課長代理

当日の回答に同じ 建設管理課
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4

道路の拡幅について
　東海大学前駅から秦野マンション
の間の線路脇の道路が狭くて、車の
すれ違いが困難である。小田急と交
渉して、あと３０ｃｍ拡幅すればすれ
違いも楽になると思われる。小田急
との交渉をお願いしたい。

　東海大学前駅から秦野マンションの
間の線路脇の道路ですが、現況の幅
員は狭いところで４．２ｍ位であり、乗用
車同士がすれ違うときは最徐行をする
必要があります。御質問のとおり道路を
３０ｃｍ拡幅することにより乗用車のすれ
違いが容易になり、利便性は向上する
と思います。
　御質問をいただき、小田急電鉄に可
能性を確認しましたが、線路側に道路
を拡幅することにより、現在あるＵ型側
溝、電気通信ケーブル、防護柵を移設
する必要がありますが、物理的には、可
能であるとの回答を頂きました。
　併せて事業費を確認したところ、積算
等をしていない概算額ですが、数億円
単位の金額とのことでした。
　工事につきましても、終電から始発電
車までの短い時間の夜間作業となるた
め、工事も通常より長い期間が必要とな
るなどの多くの課題があり、現時点で
は、事業化は難しいと思っています。
　この道路の南側には、幅員　６ｍの道
路がありますので、今までどおりなるべ
くこちらを利用していただければと思い
ます。

道路整備課
長

　同日の回答と同じ 道路整備課

　井戸窪バス停前の浸水対策について
説明します。
　平成２６年度より、旧髭取橋からの雨
水枝線整備工事を市道９号線歩道設
置工事と合わせて着手し、今年度も現
在施工中です。
　今年度の工事が完成いたしますと、
井戸窪バス停まで残り約１９０ｍとなりま
す。現在の計画では、残りの区間は、
平成２９、３０年度の２ヵ年で完了できる
と考えています。

下水道施設
課長

当日の回答と同じ

井戸窪橋前と詩音教会付近の道路
の冠水について
　井戸窪橋バス停付近の浸水対策
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　井戸窪橋バス停付近の道路舗装につ
きましては、ただいま説明がありました、
下水道の雨水工事に合わせて行う予
定でありますが、日々の補修対応は、
随時行って、安全を確保してまいりま
す。
　次に、詩音教会付近の道路冠水につ
きましては、大雨の時に道路面の排水
処理先である大根川の水位が上がるた
め、川の水が道路へ逆流しないような
対策を行いました。
　しかし、降雨の状況によっては、道路
冠水が発生していることから、今後は局
部的な箇所の検討だけでなく、周辺の
地形等も考慮した中で道路全体の対応
策を考えていきたいと思います。

建設管理課
課長代理

当日の回答と同じ

質問事項 当日の回答 回答者 補足、現在の状況・今後の対応等 担当課

6

　総合体育館の第３会議室を１回３
時間で、年７０回くらい借りている。
受益者負担には賛成だが、５０円が
２００円になるのは上がりすぎではな
いか。

　バランスをとるための若干の調整はあ
りますが、基本的には面積按分により金
額を算出しております。たくさんの方に
利用はしていただきたいと思いますが、
利用料の算定には基本的には利用頻
度は加味しておりません。

政策部長 当日の回答に同じ
公共施設マネ
ジメント課

5

　井戸窪橋バス停付近の浸水対策
はいつ行われるのか。改善時期の
明示をお願いしたい。
　道路は２年ごとに補修されている。
毎年抜本的な対策をお願いしてい
るが、現在まで着手されていませ
ん。補修費の無駄使いと思われる。

下水道施設
課

第２部：市政全般についての意見交換
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①公民館はなぜ２００６年までは無料
だったのか。
②公民館の使用料の値上げをしなく
てはいけない市の財政上の理由は
何か。
③大根公民館の５つの部屋の稼働
率はどのくらいか。
④１２月議会で議案提出される予定
か。

①受益者負担の考え方についてこれまでい
ろいろと議論がされてきたと考えています。
その中で、社会教育施設についても利用者
に一定の負担をしてもらってもいいのではな
いかということで、有料化が始まったと考え
ています。
②秦野市だけではありませんが、厳しい財
政状況にあり、人口減少による税収の減、
一方で少子高齢化により保育所の建設や、
医療や介護に税金を配分しなくてはいけな
くなってしまいます。そうなると、申し上げに
くいですが、公共施設の維持管理は後回し
にされてしまうため、受益者負担の程度を考
えていかなくては、公共施設を将来に渡っ
て利用していただけるような状況で維持する
のは難しくなってくるだろうということで、見
直しの検討をさせていただいております。学
識者の中では３分の１程度を利用者に負担
してもらうのが良いのではないかとの意見を
いただいてますが、現状では１０％程度の
負担に留まっていますので、その部分の見
直しについて、提案させていただいておりま
す。
③大根公民館の各部屋の稼働率について
は資料がありませんので後で回答します。
④地区懇談会や各団体、利用者からも意見
をいただき、とりまとめた段階で、議会に提
案したいと考えておりますが、事務方として
は、意見等を早く取りまとめて、いつでも提
案できる準備をしていきたいと考えておりま
す。

政策部長

①②④当日の回答に同じ
③平成27年度の稼働率は次のとおりです。
ホール　63.5％
会議室　26.5％
学習室　28.6％
調理室　21.1％
和室　36.5％

公共施設マネ
ジメント課

⑤公民館について、利用者は高齢
者が多いと思うが、値上げにより外
出する機会が減ってしまうのではな
いか。社会教育法の理念に基づい
て値上げをしてほしくない。

（要望） - 当日の回答に同じ
公共施設マネ
ジメント課

⑥東海大学前駅のダイエーの前の
信号について、右折車両が多くて渋
滞してしまう。対応策について市と警
察でどのような協議がされているの
か。

平塚市との行政境にあり、平塚市でも
交差点の改良について鋭意努力いた
だいていると聞いておりますので、我々
としても良く監視しながら、信号機につ
いても秦野警察署も十分承知している
ところでありますので、タイミングを逃さ
ず進めていきたいと考えております。

道路整備課
長

当日の回答に同じ くらし安全課

7
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8
　南矢名一丁目と四丁目の水害対
策については、前向きに対応いただ
いて感謝している。

（意見） ー 意見として承ります。
下水道施設
課

市長
（道路整備
課）

　市長に就任してから鶴巻大根に集中的に資金を投入して雨水対策等実施しております。財政的にど
の地区にどれくらい投入しているかは後で見ていただければわかりますので、不公平はことはしていな
いということをご理解いただきたいと思います。
　私が市長になったときに鶴巻の南口の件で、職員に「できないような大風呂敷を引いた計画ではな
く、中風呂敷、小風呂敷で良いから実現可能な計画を持ってきなさい」といいました。当時財政調整基
金は３億円、今は４２億円となっています。また借金も１４０億円ほど減らしました。無駄を省いて無理を
しないようにやってまいりました。私も今６９歳でございます。確かに高齢化しておりますけども、秦野市
にはごみを拾ってくださる人がたくさんいらっしゃいます。皆さん自分の体力気力に応じて地域社会に
貢献しようと。昔は道普請というのがありました。市会議員になりました４２年前は、材料は提供するけれ
ど仕事は地元でやってもらいたいよと言って、地域の皆様のお力を借りてやってきたのを覚えておりま
す。秦野市は担税力は政令市を除く１６市中下から３番目ですが、日本一の仕事をいっぱいしていま
す。公共施設再配置、地下水の保護、大根の乗り合いタクシーなど公共交通、このようにして市民の皆
さんのお力と職員の努力によって、貧しいながらも輝けるまちづくりをしてきておりますので、是非ご理
解をいただきたいと思います。できないことについては、努力をいたしますのでよろしくお願いします。

9

大根川、市道、農道について、草が
伸びて地元から苦情が来ており、市
へ相談したが予算の都合でできな
いと言われている。宅地が多くなり、
また、高齢化で草刈をしてくれる人も
減っている。年２回の草刈を是非お
願いしたい。
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10

　大根地区は山、坂の多い場所だ
が、高齢化により車や自転車に乗れ
ず、買い物もままならない方もたくさ
んいる。自治会で車を出してくれな
いかという意見も徐々に出てきてい
るが、燃料費、日当、補償の問題も
出てくる。市として生活が不自由な
高齢者に対する対策を何か考えて
いるかお聞きしたい。

　公共交通の不便な地域については、
大根台の乗り合いタクシーなどを使って
いただいております。また、介護や障害
者の方の移動を支援するために、福祉
有償運送を行っています。しかし、現制
度だけでは十分な対応ができないと認
識しております。こうした中で先月の１７
日に地域支えあい型認定ドライバー養
成研修を実施するなど地域住民による
支え合いによる外出支援などを秦野市
としても考えております。地域とともに解
決できるように取り組んでいきたいと考
えています。

地域福祉課
長

当日の回答に同じ 高齢介護課

　子どもたちの遊ぶ場所が周りにな
く、道路で遊んだりしている。子ども
たちが安心して安全に過ごすための
施策が市としてあるのか。

　秦野市だけでなく全国的な問題と
なっており、子どもたちが遊ぶ場所を確
保する必要性は認識しております。表
丹沢野外センターの隣地５０００平米を
買収しまして自由に遊べる場所をつくる
よう進めておりますが、ハードルはありま
すが街中にも遊び場を作りたいと考え
ております。先進事例を良く研究しまし
て進めてまいりたいと思っております。

こども育成
課長

当日の回答に同じ こども育成課

国が出した放課後こども総合プラン
を施策に取り上げて進めてもらいた
い。

（要望） ー 要望として承ります。
保育こども園
課

12
防災訓練で秦野の水が配られ非常
においしかったが、水道水には県水
も含まれているのか。

　ペットボトルのおいしい秦野の水は、
市水の地下水１００％です。北地区の羽
根で汲み上げて作っております。
　本市の水道水の７７％が地下水と河
川水、残りの２３％が県水となっておりま
す。県水は平塚から分水され、順番に
西の方へ送って、市水とブレンドされて
配水させていただいております。大根
地区は、じょうやま配水場と広畑配水場
から地域へ配水しております。

水道施設課
長

当日の回答に同じ 水道施設課

11
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ホームページに掲載はしているが、トッ
プページからわかりずらいので、明日に
でも修正しておきます。

広報課長 当日の回答に同じ 広報課

公共下水道について大根鶴巻地区に
ついては、伊勢原市の処理場にお願い
しており、大根鶴巻地区の整備率は平
成２７年度末で９４．９％、水洗化率は、
８４．７％となっており若干低くなってお
りますので、水洗化率の向上に努力し
ていきたいと思っております。

下水道施設
課長

当日の回答と同じ
下水道施設
課

踏切や信号など複合的な要因があると
思いますが、現在右折禁止の理由を承
知しておりません。今回のご意見につ
いて、市の国県事業推進課を通じて県
の方に申し入れをさせていただきたいと
思います。

道路整備課
長

当日の回答に同じ くらし安全課

14

①大根小学校の防災備品が収容人
数に比べて少ないのではないか。
②防災無線について、自治会館や
自治会長宅にあれば速やかに対応
できるのではないか。

①避難所として備えが妥当かどうかご
意見があったことを担当課に伝えさせ
ていただきます。
②連絡体制について、今日の意見を参
考にさせていただいて、より充実し、ま
た確実につながる体制ができるよう担
当課に伝えさせていただきます。

広報課長

①本市では、平成２７年３月公表された「神奈川
県地震被害想定調査」を基に、切迫性の高い
「都心南部直下地震」の被害を想定し、備蓄計
画を策定しています。
また、過去の災害を教訓に今後も備蓄倉庫の
物品について、備蓄強化を図って参ります。
②防災行政無線の戸別受信機は、自治会連合
会の会長様に配布し、各自治会館や会長様宅
については、配布していないのが現状ですが、
今後、防災行政無線のデジタル化対応の中で
検討して参ります。

防災課
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サンライフ鶴巻では、靴を脱いでス
リッパを履くのだが、障害者には大
変である。家を出るときに靴をきれい
にしてきているので、ぞうきんで拭く
ことではだめなのか。トイレも履き替
える必要があるので飲み物を我慢し
ている。その他の公共施設について
も障害者が靴のまま入れるように対
応してほしい。

　サンライフ鶴巻につきましては、対応
できるようにしてまいります。

市民部長

　サンライフ鶴巻では、ご意見を踏まえ、本年２
月から試行的に障碍者が靴のまま入館できるよ
うに見直しを行いました。
　また、これまでのスリッパに代わり、ご自宅から
お持ちの履きなれた上履きでもご利用いただけ
るよう、運用の見直しを行いました。

スポーツ推進
課
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①今日の市政懇談会の日程がホー
ムページに載っていないので載せる
べきではないか。
②ダイエーのそばの大根川から匂
いがしてくるが原因と対策について
聞きたい。
③東海大学前駅のロータリーから県
道へ出る際、右折禁止になっている
が、市の管轄ではないかもしれない
が、市としてどのように考えている
か。
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