
これまでの通報と対応方針（令和３年度）

No. 通報年月日 場所 不具合の内容 対応方針 担当課

1 R3.4.26 淡輪６区

道路補修部分が更に全体的に沈んでおり
降雨後大きな水溜まりとなり車通行時玄関
先に泥はねして困っています。この団地内
の道路の凹凸も激しく自転車の子供たちも
危険です。部分的にアスファルトを盛る補修
ではなくカッターでの削除後外観良く補修し
ていただきたい。

危険な箇所については、応急的に常温合
材にて穴埋めをし補修いたします。
また「カッターでの削除後外観よく補修」と
の事ですが、町内の道路で老朽化してい
る箇所も多くあるため、今後、限られた予
算の中で、計画的な舗装の打ち換え等を
今回の通報箇所も含め検討して参りま
す。

土木下水道課　土木係

2 R3.4.26 淡輪６区 公園内の照明、点灯しません。
電球を交換し、現在照明が点灯するよう
になりました。

子育て支援課

3 R3.5.30 深日緑３

下水道掘削工事に伴い、停止線が再記入さ
れていない。 元々薄かったが、現在は完全
に存在しない状態。 高所に一時停止の標
識はあるが、ドライバー目線ではない。

対応が遅くなっておりますが、7月中に対
応予定です。

土木下水道課　下水道係

4 R3.6.6 深日北出
カーブミラーの鏡の位置がずれているので
はないか？

現場を確認し、鏡の向きを修正済みで
す。

土木下水道課　土木係

5 R3.6.13
みさき公園海側

（町道岬海岸番川線）
車止めがなくなり危険

現場確認し、補修が必要と判断したた
め、近日中に補修工事を発注予定です。

土木下水道課　土木係

6 R3.6.15 みさき公園駅周辺

ゴミの放置 みさき公園駅の高架下から歩道
橋にかけて、食べた後のゴミが捨てられて
います。
みさき公園噴水付近にも、ゴミがあります。

現場を確認し、ゴミを回収しました。
土木下水道課　土木係
産業観光促進課

7 R3.6.20 淡輪１１区 樹木が伸びてカーブミラーが見えない。
現場を確認し、支障となっている樹木の
枝を伐採しました。

土木下水道課　土木係

8 R3.6.20 淡輪１１区 樹木が伸びてカーブミラーが見えない。
現場を確認し、支障となっている樹木の
枝を伐採しました。

土木下水道課　土木係

9 R3.6.26 みさき公園駅周辺 道路に穴が数ヶ所空いている。
７月２６日の週に、穴を塞ぐ修繕工事を予
定しています。

産業観光促進課

10 R3.7.3 淡輪１４区

側溝の蓋が割れていて、下に落ち込んでき
ている。割れた隙間の穴が大きくなってきて
いる。 大きい道で往来も多く、子供の通学
路にもなっているので直してほしい

安全処置（カラーコーン立てる）をして、業
者による蓋板取替を予定しています。

土木下水道課　土木係

11 R3.7.15 淡輪６区
淡輪6区の海岸通りの防犯灯（A06-10）に木
の枝が覆いしていませんので対応をお願い
いたします。

現地を確認したところ、樹木が防犯灯の
障害となっていたので伐採しました。

土木下水道課　土木係
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12 R3.7.18
淡輪ランプ入口付近
（府道和歌山阪南線）

淡輪ランプの北行き車線の区割り。 右折専
用での道の駅入店レーンと、左直でのバイ
パス進入及び旧国道進入となっているが、
右折道の駅レーンからバイパス直進する連
中が多い。 お盆シーズン、不慣れな他府県
ナンバーによる事故も懸念。 何度かここで
事故を見かけている。 左の緩衝帯は不
要！ 旧国道直進レーン、バイパス進入レー
ン、道の駅レーンに分け直すべき。 今のま
までは死人が出ます。あの区割は本当に危
険。府や国の関係省庁と連携取って、真摯
な対応を求めます。

和歌山阪南線は大阪府管理道路なので
大阪府と協議し以下の回答を得ました。
現在、淡輪ランプの大阪行きでは、交差
点手前に行先案内の看板を設置してお
り、また、右折レーンにも「道の駅入り口」
の路面標示を行うことにより、交通の安全
に努めているところですが、国道２６号線
へ直進する不慣れなドライバーが右折
レーンに誤進入しないよう、新たに交差点
手前に「国道２６号直進」と「予告矢印」の
路面標示を行うことで交通の流れを整え
事故防止に努めてまいります。

土木下水道課　土木係

13 R3.7.27 淡輪６区

道路上の暗渠の数か所のグレーティングに
ガタがあり、自動車の走行時、騒音が発生
します。 近くの高齢者の方から、夜間の睡
眠中に異音騒音を聞くと、非常に驚かれる
そうです。 私共が、グレーティングの隙間に
ゴムライニングを施工しましたが、しばらく
は、静かになりました。 グレーティングに歪
が有るかもしれません、根本的に修理をお
願いします。

現場を確認し、グレーチングの交換が必
要な箇所については近日中に工事発注
予定です。

土木下水道課　土木係

14 R3.8.1
みさき公園海側

（町道岬海岸番川線）
ブロックの下が穴が空いている。

現場を確認し、補修が必要と判断したの
で、近日中に補修工事を発注予定です。

土木下水道課　土木係

15 R3.8.1 淡輪１２区

道路に、木の枝、草が覆い茂り、車での通
行の妨げになっています。側溝には、枯葉
などが詰まり、生活排水が溢れ出てきてい
ます。

個人地から生えている木の伐採であるた
め地権者に伐採を指導しました。

土木下水道課　土木係

16 R3.8.13 淡輪８区

淡輪黒崎地区付近の土砂災害特別警戒区
域内のコンクリート壁の亀裂から水があふ
れ出ています。土砂災害の危険性があるた
め、情報提供します。

当該擁壁は民間事業者の所有となってい
ますので、管理者にコンクリート壁から水
が溢れ出している状況を伝えました。

建築課　建築係

17 R3.9.18 深日緑８
アスファルトが盛り上がって、段差になって
いる。陥没の可能性もあるので早めの確認
願います。

大雨当日に、現地を確認し、業者発注を
行い完了しました。

土木下水道課　土木係
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18 R3.10.7 みさき公園駅周辺
アスファルトのひび割れが多数見受けられ、
ところどころ凸凹している。

みさき公園内のアスファルトのひび割れ
につきましては、レディミクストコンクリート
の打設などによる応急復旧を重ねながら
不具合対応をさせていただいております。
また、今後につきましてはみさき公園の選
定事業者などと協議を行い、道路整備を
含めたみさき公園内の整備を検討したい
と思っております。

産業観光促進課

19 R3.10.8 淡輪６区
淡輪下水中継ポンプ場の裏側の法面に草
が繫茂しており里道側に被ってきているの
で草刈りをお願い致します。

現地を確認しました。近日中に対処する
予定です。

土木下水道課　下水道係

20 R3.10.9
みさき公園海側

（町道岬海岸番川線）
柵が折れており危険

応急的にトラロープで安全対策を行いま
した。今年度中に、補修工事を予定してお
ります。

土木下水道課　土木係

21 R3.10.12 みさき公園駅周辺

犬のフン未処理、不衛生
他人の犬のフンは、片付ける人いないと思
います。今月初めの同様のも、未だ未処
理。同様の区域、駅に近い方に数日前のフ
ンもあります。
ドッグランで、犬を呼ぶならば、マナーを守
るよう考えて見て欲しいです。以前より散歩
をしていると、コロナ禍以来海岸線のフンの
放置増えてきた様に感じてます。

みさき公園内の犬のフンの処理につきま
しては、現在委託している維持管理業者
へ処理を依頼しております。また、今後に
つきましては犬のフンの処理に関する啓
発看板を付近に設置するなど、園内環境
の美化に努めます。

産業観光促進課

22 R3.10.17 淡輪１２区

NO15のご対応、有り難うございます　2ヶ月
以上経過しますが、改善されていません。
近隣にご高齢者が住まわれ、救急車で救急
搬送をお願いすることもあります。今後、救
急車両も通りにくくなることも考えられます。
小学生、高校生の通学路にもなっていま
す。生活排水の溢れも不衛生です。

個人地から生えている木の伐採であるた
め再度地権者に伐採を指導しました。

土木下水道課　土木係

23 R3.10.21 淡輪９区
草が生い茂っており、歩行に影響がある。ま
た、草の背丈が高く死角にもなってしまう
為、防犯上も良くない。

お待ちいただいておりましたが、令和3年
11月15日現在、ようやく作業に取り掛かる
ことができました。

子育て支援課
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24 R3.11.1 岬中学校周辺

水路にゴミが詰まり、水が流れにくくなって
いる。時々拾えるゴミは拾っているが、いつ
もお弁当の空き箱が落ちている。衛生上や
環境美化においても良くないし、今回のよう
にゴミで水路が詰まった場合、大雨の際に
水路が溢れてしまう可能性もある。その為、
水路にゴミが捨てられない為の対策も検討
してほしい。

現場確認したところ、ゴミが溜まり流れを
阻害していたため撤去しました。

土木下水道課　土木係

25 R3.11.3 岬中学校周辺
岬中学校の体育館横の擁壁の水だし穴か
ら土砂流出。危険。点検お願いいたします。

現場を確認したところ、土砂が流出してい
たため、近日中に清掃を行います。

学校教育課

26 R3.11.8 岬中学校周辺 穴があいている。（道路） 現場確認し、アスファルト補修をしました。 土木下水道課　土木係

27 R3.11.8 岬中学校周辺
岬中学校のフェンスが数か所破れ倒れてい
る。防犯効果なし。荒れた学校に見える。

フェンスの破れた箇所に関しては、ネット
で塞ぎました。今後、フェンスの更新を検
討してまいります。

学校教育課

28 R3.11.10 淡輪６区

比較的大きな水路に土砂が流れ詰まり隣接
する低い畑(体験農園)に流れ出していま
す。大雨時には畑一面ダムと化し野菜は全
滅。未だに流入しており災害状態です。

現場確認を行い、当該箇所の不具合内
容を確認いたしました。不具合内容を解
消すべく水路や通路、会所清掃など対応
を検討中です。

産業観光促進課

29 R3.11.25 淡輪６区

みさき公園北側の水路に雨の都度土砂が
溜まり道路が水路に。同時に土砂も道路に
流れ道路の下の下水溝に落下、溝が詰まり
全く流れなくなっています。みさき公園閉鎖
による建造物撤去時期から災害が発生して
きた様子。目視確認できる範囲で下水溝の
土砂を取り除いていただいたようですが効
果なく土砂詰まりは更に悪化、下水溝は全く
機能していません。山から土砂が流れる要
因調査、山崩れによる災害防止策など抜本
的な見直しが必要ではないかと思われま
す。下水溝の下側に面する市民農園は川に
なっており水没に、被害も甚大です。

現場確認を行い、当該箇所の不具合内
容を確認いたしました。不具合内容を解
消すべく水路や通路、会所清掃など対応
を検討中です。

産業観光促進課

30 R3.12.2
府道７５２号線
昭南橋付近

標識たまぎれ
泉南警察へ報告し、警察にて近日中に対
応予定です。

土木下水道課　土木係
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31 R4.3.6 望海坂4号公園
公園の水道の水が出ません

昨年の2/15に、住民から望海坂4号公園
の水道の水がでないとの電話がありまし
た。その方に内容確認後のお返事をした
く、連絡先を教えていただけなかったと記
憶しています。
業者に原因、内容確認をしていただいた
ところ、元々水道メーターをつけていない
ため、水道水が出るようにはなっていない
とのことで、水道水がでるように工事をす
ることとなれば、工事費、加入権等でかな
りの経費がかかるとのことでした。
今回、おおよその経費を算出をし、工事を
行うかどうかについては検討中です。

子育て支援課

※対応方針が決定したものを記載しています。


