
         令和元年　空地・空き家の調査報告 （１１月１５日点検結果）

自　治　会：藤巻町自治会

調査員氏名：岩瀬　啓一

場　　所
地　域　活　動　欄 区　処　理　欄

No. (空地・空き家の位置) 調査日 草丈 問題と思われる事項

住宅
地図
表示

・住宅地図番号を付与し
・場所を明確にすること
・私有地・市有地・に関
係
　なく問題があれば報告

月/日
m

(cm)

・敷地全体に雑草、雑木が蔓延して
　いる・害虫・悪臭が発生
・竹の侵入・枯れ枝・落ち葉・はみ
　出し雑草・雑木、倒木の恐れ
・防犯・防火面で不安な空き家・
　立ち枯れ大木・放置伐採木

実態
調査

調査日 草丈
依頼
勧告

特記事項

1 3-1 ・私有地 6/18 ・自転車が不法投棄（赤色・折り畳み式） 一次

・3組田嶋宅横の私道脇 二次 11/15
未処理
（放置自転車あり）

2 4－1
・公道上（名東ー千種区
境道路）

6/18 ・業務用駐車場の緑色フェンスの
  外脇に放置

一次

・不法投棄
・ホースリール1個＆廃土（プラスチック
  袋入り）3袋 二次 11/15 撤去済

3 4-2 ・市有地 6/18 2m
・敷地全体に雑草が蔓延し

一次

・雑草繁茂
・竹の侵入
・定期的な除草を希望 二次 11/15

未処置
（来春再確認）

4 4-3 ・私有地 6/18 15〜20m
・古木の大木が道路上および隣接
　住宅敷地へはみ出している
　強風による倒木又は枝落下危険性

一次

・枯死した古木が道路へはみ出し
　倒木の危険
・過去に枝落ち繰り返しあり

二次 11/15
未処置
（朽木の撤去要急）

5 5-1 ・市有地 6/18 10m ・景観不良 一次

・倒竹あり。 二次 11/15 未処置

6 5-2 ・道路沿いのトラ柵破損 6/18 100m
・景観不良

一次

・トラ柵に代えて風致地区にふさわしい
　見栄えのよいフェンスにして欲しい 二次 11/15

未処置
（破損部放置のまま）

7 5-3 ・市有地（道路沿い） 6/18 (80cm) ・雑草が道路へはみ出し 一次

二次 11/15 刈込み済

8 11-1 ・私有地（空き家） 6/18 20m
・道路沿いの高木（古木）が道路
　へはみ出し

一次

・倒木や枝落ちの危険 二次 11/15 未処置

9 11-2 ・市有地 6/18 20m
・道路沿いの高木（古木）が道路へ
　多数はみ出し

一次

・倒木や枝落ちの危険 二次 11/15 未処置

10 12-1 ・私有地（空地） 6/18 15m
・大木の枝が隣家にはみ出し。
　落ち葉が堆積

一次

・アベマキの古木1本とシュロ1本 二次 11/15 未処置

11 13-1 ・市有地 6/18 3m ・雑草と竹が繁茂 一次

・定期的に除草されるが、すでに
　繁茂している

二次 11/15 除草済

12 13-2 ・私有地（竹林・雑木） 6/18 15m ・竹と雑木を伐採してほしい 一次

・隣接住宅４軒敷地へ侵入・覆い被さっている 二次 11/15 未処置

13 13-3 ・私有地(雑木林） 6/18 15m ・雑草・雑木・が繁茂 一次

・道路上へ倒木
  過去3度実績あり。

・古木の伐採撤去と道路沿いの除草
  してほしい

二次 11/15 未処置
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特記事項

14 14-1 ・市有地 6/18
・放置してある伐採大木の残材を撤去
  して欲しい

一次

・景観不良、不衛生、火災不安。 二次 11/15 未処置

15 14-2 ・市有地 (雑木林) 6/18 15m
・住宅の北西角の北側に大木あり、
  住宅屋根に被さっている
　落ち葉被害あり
　落枝・倒木被害が心配

一次

・大木を伐採してほしい
二次 11/15 伐採済

16 14-3 ・市有地 (雑木林) 6/18 15m
・住宅の北西角の西側に大木あり、
  住宅屋根に被さっている
　落ち葉被害あり
　落枝・倒木被害が心配

一次

・大木を伐採してほしい
二次 11/15 伐採済

17 15-1 ・私有地 6/18 5m
・雑草・雑木・竹が繁茂

一次

・隣家敷地へ進入する
二次 11/15 除草済

18 15-2 ・空き家 6/18
・建屋周りに竹が繁茂し見通し悪い。
  周囲の防犯上、不安あり

一次

15m
・敷地内の大木が枝折れ落下のまま
　放置。整理を要望

二次 11/15 未処置

19 15-3 ・同上の敷地（私有地） 6/18 20m ・隣家の建屋へ、落枝、落葉著しい 一次

・隣家の境界に古い
  大木多数 ・隣家との境界にある大木その他

  樹木を伐採して欲しい
二次 11/15 未処置

20 15-4 ・私有地（竹林） 6/18 5〜10m
・竹が隣家の建屋へ被さっている
  （建物被害の可能性）

一次

・景観不良、不衛生、火災不安。 二次 11/15 未処置

21 15-5 私有地 6/18 (150cm) ・道路沿いに雑草繁茂 一次

・竹林内に倒竹放置 二次 11/15
道路沿い部は住民
の
ボランティアで処置

22 15-6 私有地 6/18 (150cm) ・道路沿いに雑草繁茂 一次

・竹林内に倒竹放置 二次 11/15
道路沿い部は住民
の
ボランティアで処置

23 14-4 市有地 11/15 不法投棄（マット状の物２枚） 一次

(新) 二次 11/15 不法投棄

24 5-4
市有地
（散策階段の森の中）

11/15 不法投棄（マット状の物１枚） 一次

(新) 二次 11/15 不法投棄
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