
元年度 R5年度

施工予定 R2 R3 R4 以降検討

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

浚渫は今年度施工予定
蓋の設置は、後退用地を取得後に検討

町

町

10 道路改良 坂下4-1 土木課

今年度工事予定

○

○

○

町

町施工済土木課

施工済 町

道路修繕 狭間30-1 土木課 ○
現道に私有地があり、用地協力の交渉中
施工は用地が整理されてから行う。

地権者と協議済
ブロック等の補償条件が提示され、町での対応がで
きない。

町

道路修繕 狭間3-2 土木課 ○

地権者と協議済
ブロック等の補償条件が提示され、町での対応がで
きない。

町

坂下32 土木課

町

道路修繕

道路修繕 坂下32 土木課

土木課

6

7

8

9

道路改良 大砂除11-15

舗装新設 坂下77

森腰80-1道路修繕

現在一部の用地で後退用地の買収手続き中（今年度測
量、R２年度用地買収予定）
一定区間の用地が確保されれば工事を計画していく。

町2

3

4

5

土木課
過去の経緯があり、用地交渉が難航し、未買収であ
る。
今後も、継続して関係機関と調整を行っていく。

町

道路修繕 弁財46 土木課 ○ 　

○
現在、業者と立会を行い施工方法を検討中
また、道路西側の土地を先行取得できるよう用地交
渉を行う。
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№ 種　別
町・県・警察

・国・他

1

場　所 関係課 施工済
計画予定年度

対　応　方　針　や　課　題　等

道路修繕 弁財116-10 土木課



元年度 R5年度

施工予定 R2 R3 R4 以降検討

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

  令和元年度地区実態点検報告書　　　　　　　　 （生路地区）　　　　土木　　№２

№ 種　別 場　所 関係課 施工済
計画予定年度

対　応　方　針　や　課　題　等
町・県・警察

・国・他

11 水路修繕 弁財56 土木課 ○ 今年度浚渫を施工予定 町

12 道路修繕 東午新田17 土木課 ○ ○
今年度は部分補修を行う予定
全体は計画的に予算を確保して施工する予定

町

13 道路改良 池上70-1 土木課
○

（草刈
り）

草刈りは、高校用地であるため高校に連絡済（施工済）
通行する車の数は限られていると思われるため、道路拡
幅の予定はない。

町

14 道路修繕 弁財7-2 土木課 ○ 今年度施工予定 町

15 排水路改修 浜起57 土木課
水路の蓋は設置予定はない。
現地を確認したが、土砂等の堆積はほぼなかったの
で、経過観察を行っていく。

町

16

17

18

19

20



元年度 R5年度

実施予定 R2 R3 R4 以降検討

土地所有者を確認したところ、私有地であったため、蓋設
置の予定はない。

町10 排水溝ふた設置 坂下41-5 土木課

○土木課狭間30-1道路幅の確保9 町

個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依頼を呼びか
け、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配布して呼びかけている（９
月実施）
区と協力をして、個人宅へ剪定のお願いをしている。
道路内私有地があるため、用地買収を依頼しているが難航している。

他地区との調整を図った後、施工する予定 町8
センターラインの再

塗装
折戸58-1 土木課 ○

警察とも協議し対策を検討する。 町7
停止線の短縮及び
センターラインの新

設
折戸61-1

防災交通課
土木課

○

個人地からの樹木の剪定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依
頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配
布して呼びかけている（９月実施）
区の働きかけにより、地権者が協力して樹木の伐採を計画している。

町6 道路の環境整備 坂下14 土木課 ○

知多建設事務所へ要望済 県5
道路安全帯の再塗

装
池下23-1 土木課 ○

防犯灯４箇所の新設について、明るさが確保されているた
め設置はしない

町4 防犯灯の新設 浜田90 防災交通課

町

地権者に連絡する。 町

車の減速を促す路面表示等を検討する。3
通行車両の減速対

策
大砂除11-15 土木課

【９月９日】警察に要望…通り抜けをする車両台数はどのく
らいか教えてほしい。（警察回答）

〇

半田警察署

2 コンクリートの撤去 弁財72-1 土木課 ○

実施済
計画予定年度

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

1 違法車両への対策 東午新田97-2 防災交通課 〇

対　応　方　針　や　課　題　等
町・県・警察

・国・他

  令和元年度地区実態点検報告書　　　　　　　　 （生路地区）　　　　その他　　№１

№ 種　別 場　所 関係課



元年度 R5年度

実施予定 R2 R3 R4 以降検討

  令和元年度地区実態点検報告書　　　　　　　　 （生路地区）　　　　その他　　№２

№ 種　別 場　所 関係課 実施済
計画予定年度

対　応　方　針　や　課　題　等
町・県・警察

・国・他

11 道路管理 弁財2 土木課 ○ 県から地権者に伐採の依頼をしてもらう。 町・県

12 道路管理 弁財2 土木課 ○

個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依
頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配
布して呼びかけている（９月実施）
現地確認を行い、地権者に依頼をする。

町

13
横断歩道有り注意
マークの再塗装

池上70-1 防災交通課
【９月９日】薄くなり分かりにくいため警察に要望…今現
在、横断歩道有り注意マークの再塗装は行っていない
（警察回答）

半田警察署

14
あったらいいな三丁

公園に
三丁公園 都市整備課 ○

・①ブランコおよび②鉄棒の設置予定はないが、児童用
の遊具（複合遊具）を設置
・③健康遊具は設置予定

町

15 停止標示の設置 上ノ山45-1 土木課 ○ 他地区との調整を図った後、施工する予定 町

16
標識及び道路標示

の設置
上ノ里83-1 防災交通課 〇

【９月９日】横断歩道並びに横断歩道標識及び停止線が
あり、一旦停止の標識を設置しても効果が少ない（警察回
答）

半田警察署

17 ごみ集積場の設置 上ノ里83-1 環境課
ごみステーションの設置要望場所について、生路地区か
ら地権者及び周辺住民の承諾を得ていただければ、ごみ
ステーション（移動式）の設置が可能。

町

18 道路管理 富士塚55-13 土木課 ○

個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依
頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配
布して呼びかけている（９月実施）
現地確認を行い、地権者に依頼をする。

町

19
ごみステーションの

修繕
富士塚75-6 環境課 ○ 今年度対応予定 町

町20
ごみ処理の有料化

について
- 環境課 ○

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

ごみの排出量の推移状況については、役場庁舎１階ロ
ビーに掲示しているほか、広報・町ホームページでも掲載
した。


