
阿見地域づくり会議　各行政区の要望一覧
番号 行政区 項目 内容・理由・場所など 対応内容

1 中郷西

125号バイパス中郷東交差
点にカメラを設置
（フードスクエアカスミ阿見
店前）

125号バイパスの交通車両には信号を
無視するドライバーがいるため、横断す
る多くの歩行者が危険な目に遭ってい
る。現状を把握できるように監視カメラ
を設置するか、注意喚起のための看板
設置等、安心して横断できるよう安全
対策を要望する。

地域予算要望としてこの要望が選ばれました。
令和4年度中に、125号バイパス中郷東交差点に防犯カメラを設置します。
(生活環境課)

2 中郷西
中郷児童公園の整備
（砂の入替）

砂場の砂が少なくなっているため、幼
児、児童が安心して遊べるよう、砂の入
替をお願いしたい。

今年度中に砂の補充を実施します。
(都市整備課)

3 中郷西
公園及び沿道の除草回数の
増

昨年、今年とコロナ禍に伴うクリーン作
戦の中止により、草の繁茂が目立って
いる。また、地区内居住者の高齢化に伴
い除草等作業が難しくなっており、今後
も自主的な対応が難しいため。

本町における公園の草刈は、予算等の都合上、年2回から3回を基本に実施
していますので、回数を増やすことは困難であります。そのため、雑草が繁茂
してしまうなど、公園利用に支障が生じる場合は、町の公園里親制度をご活
用いただき、地域のボランティア活動により草刈を行っていただいている状
況であります。ぜひ、当制度をご検討いただくとともに、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。
(都市整備課)

4 北
子育て環境、住民のふれあ
いの場及び子ども達の広
場・公園の整備

地域に公園などがなく、住民のふれあ
いの場及び子ども達が自由に遊ぶため
の場の整備が必要である。

広場や公園の整備は、多額の費用や事業用地の確保が必要となります。その
ため、新規の公園を整備する場合は、町の総合計画等で検討していく必要が
あります。このようなことから、早期の公園整備は困難な状況であります。ご
理解のほどよろしくお願いいたします。
(都市整備課)

5 北
公会堂内の照明をLED化
し、快適な会合の場とする
ための整備

公会堂は築三十有余年になり、あちこ
ちに老朽化が目立ってきた。区費等を
利用して改善したり、役場の補助を受け
て公会堂内の改善をしてきたが、資金
繰りを考え要望事項に入れた。（もちろ
ん補助金申請ということで解決できそ
うだが、今回の趣旨から考えてこれを
加えてもよいのではないか）

地域予算での対応とはなりませんでしたが、ご指摘の通り、集会施設整備補
助金を活用できます。行政区の負担が発生しますので、行政区の中でご検討
ください。
【補助金の内容】
・経費の１／２を補助・上限100万円
(町民活動課)

6 北
フタムラ化学周辺道路の交
通安全対策（単年度でなく
複数年で対応）

近年、大豊建設及び三菱化学跡地への
大型倉庫の建築に伴い大型車両の交通
量が増えている。この大型車両は交通
規制により北区に通じる道路を通行し
ているが、地域住民の散歩道路並びに
子ども達の通学路にもなっているた
め、危険性の高まっている当該道路の
交通安全対策が必要である。

小中学校の通学路の安全対策は、阿見町通学路交通安全プログラムにおい
て、毎年、各小中学校から通学路の危険個所の報告を受け、阿見町通学路交
通安全対策推進会議（町、学校、県、警察等）において合同点検を実施し、対
策必要個所に応じて具体的な対応方針を検討しています。
若栗地区の子ども会育成会の保護者と通学路の変更を協議しましたが、防
犯上等の観点から変更は難しいとの回答があったことから、これからも通学
路として安全に利用できるよう、対策を検討していきます。
(学校教育課)

7 宿 薬師如来のお堂の修復

2000年3月発行の「阿見昔ばなし」に
載っている薬師様の老朽化が進んでい
る。阿見町の大切な文化財であり、是非
修復をお願いしたい。
【若栗1598-2】

現在、町の文化財に対する補助制度は指定を受けたものを対象としていま
す。未指定の文化財については、基本的には所有者や管理者が修繕するべ
きものと思われます。修繕の方法や由来等で不明な点がある場合、地域の事
情により管理者が不明である場合には、生涯学習課にご相談ください。
(生涯学習課)

8 西方
県道竜ケ崎阿見線の歩道整
備

鈴木2-55（民地）の一部の樹木や土留
等を撤去し、暫定的な歩道として民地
内を通行できるようにする。（通学路の
安全対策）

小中学校の通学路の安全対策は、阿見町通学路交通安全プログラムにおい
て、毎年、各小中学校から通学路の危険個所の報告を受け、阿見町通学路交
通安全対策推進会議（町、学校、県、警察等）において合同点検を実施し、対
策必要個所に応じて具体的な対応方針を検討しています。県道竜ケ崎阿見
線は竜ケ崎工事事務所が管理していることから通学路の安全対策を要望し
ていきます。
(学校教育課)

9 西方 監視カメラの設置

ゴミ置場に不法投棄が多いため、監視
カメラを設置いただきたい。　　　N＝2
箇所
（若栗1339-1、若栗2638-5【西方区
公会堂脇】）

町が設置している監視カメラについては重大事案が懸念されるような場所
であり，また，現在設置している箇所数を増やすことについては，管理運用
上困難な状況であるため，ごみ集積所に監視カメラを設置することは困難で
あります。
ごみ集積所への不法投棄は，違反ごみステッカーを貼ってしばらくそのまま
にして，違反者に対し注意喚起いたします。また，注意喚起看板が必要であ
れば町で提供いたしますのでご理解ご協力をお願いします。
(廃棄物対策課)
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番号 行政区 項目 内容・理由・場所など 対応内容

10 中央東 五本松公園内にトイレ設置
遊びに来ている子ども達が使用できる
トイレがない。

トイレの設置につきましては、悪臭や防犯面、多額な工事費が必要となる等、
様々な課題により規模の大きい公園以外については、原則設置していない
状況であります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(都市整備課)

11 中央東 傷んでいる道路の修繕
トラックが通るたびに振動がひどい。
【中央六丁目576-103（22-1）、同所
576-79（23-1）地先】

現地において道路のひびわれの状況を確認いたしました。道路のパトロール
を行いながら、道路路面の補修方法、補修時期を検討してまいります。
(道路課)

12 中央南
防犯カメラを設置する費用
に充てる

夜間だけでなく、日中も人通りが少な
い場所で犯罪が起きやすくなっている
ため、未然防止も兼ねて防犯カメラを
設置してほしい。
（中央南公会堂：区の車のスピーカーが
盗まれた。）

町では、主要交差点への街頭防犯カメラの設置を進めておりますが、地域予
算により設置することもできますので、次年度以降、改めてご提案いただけ
ればと思います。
(生活環境課)

13 中央南
除草作業のための資材購入
等の費用に充てる

空家等の除草が十分ではないため、地
区有志で除草作業をするために必要な
機材を購入したい。

除草作業のための機材についての対応は行っておりませんので、ご理解の
程よろしくお願いいたします。除草に関してですが、空家や空き地の雑草の
繁茂については、引き続き生活環境課から土地所有者へ通知を送ることで
土地を適正に管理していただくよう対応してまいります。
(生活環境課)

14 中央南
阿見小学校区全体で「児童
生徒の見守り活動」を行う
ための組織作りに充てる。

組織作りに必要な経費及び隊員確保の
ための経費として活用したい。

組織づくりの経費及び隊員確保に対する補助などは行っておりませんが、児
童生徒の見守り活動に関して、町では自警団に対し、防犯活動のための物品
を申請により交付しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(生活環境課)

15 中央西
公園に背もたれ付き長椅子
の設置

学校区児童公園を中央西区の高齢者が
グランドゴルフ等のサークル活動で使
用しており、休憩用として使用するた
め。

地域予算要望としてこの要望が選ばれました。
令和4年度中に学校区児童公園にベンチを1基設置します。
(都市整備課)

16 中央西 水路の蓋掛け

㈱ヨコタから南側に設置されている水
路に蓋を掛け、歩行者の通行を可能と
することで、通学時等の安全性の確保
及び生活環境の改善を図る。
（要望箇所は水路沿いの道幅幅が狭い
ため、通学時の児童・生徒に対する安全
対策。）

小中学校の通学路の安全対策は、阿見町通学路交通安全プログラムにおい
て、毎年、各小中学校から通学路の危険個所の報告を受け、阿見町通学路交
通安全対策推進会議（町、学校、県、警察等）において合同点検を実施し、対
策必要個所に応じて具体的な対応方針を検討しています。当水路の蓋掛け
につきましては、水路の幅が広く、また、水路上を通行することは構造上困
難でありますので、道路幅の中で安全対策を検討することになりました。
(主：学校教育課、副：都市整備課)

17 中央北
公園及び町民の森にベンチ
を設置

利用者が休憩できるようベンチを設置
したい。
【中央地区緑地及び町民の森（中央地
区）】

今回は地域予算の対象として選ばれませんでしたが、地域予算を活用して設
置することは可能です。
来年度、改めてご提案いただければと思います。
また、ベンチの利用頻度が高いなど、必要性が高いと認められる場合は、地
域予算以外での対応も可能な場合がありますので、担当課までご相談願い
ます。ただし、町民の森については借地のため、土地所有者の同意が必要に
なります。
(都市整備課、都市計画課)

18 中央北
バス停留所に屋根付ベンチ
を設置

バス利用者が休憩できるようにベンチ
を設置したい。
【N＝2箇所　　中央一丁目4668-13
付近
　　　　　　　　　中央三丁目3937-6付
近　】

設置する場合の用地や手続きも含め、バス事業者に対応いただく必要があ
るため、当該要望はバス事業者にお伝えいたします。
(都市計画課)
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番号 行政区 項目 内容・理由・場所など 対応内容

19 中央北 シルバーカーの貸し出し
町民の高齢化が進み、希望する高齢者
に貸し出せるよう、役場で購入し管理す
るか、各行政区に貸与する。

シルバーカーを各行政区に対して貸出するのは管理上難しいと思わます。町
では現在、住民税非課税世帯等の対象者に対してシルバーカーを購入した
場合は上限5,000円の補助金を支給しております。
ご理解、ご協力をお願いします。
(高齢福祉課)

20 鈴木 未舗装道路の整備

地区内に未舗装道路が多く在るので、
車両がすれ違える道路幅（4.0ⅿ以上）
を確保し、舗装及び側溝を敷設する整
備を要望する。

道路の拡幅が必要な整備については、地区からの要望書、隣接地権者の方
の同意書が必要です。道路課にご相談ください。
(道路課)

21 鈴木

土地区画整理事業で確保し
た街区公園に背もたれの付
いたベンチの設置
（背もたれの無いベンチは
設置済。）

高齢者が気軽に集まれる場を創り、地
区のお年寄り同士が自然に交流できる
ようにしたい。

今回は地域予算の対象として選ばれませんでしたが、地域予算を活用して設
置することは可能です。
来年度、改めてご提案いただければと思います。
また、ベンチの利用頻度が高いなど、必要性が高いと認められる場合は、地
域予算以外での対応も可能な場合がありますので、担当課までご相談願い
ます。
(都市整備課)

22 鈴木

さわやかセンターの広場（イ
ス等が設置されている所）
に健康遊具や子どもが遊べ
る遊具の設置

子どもが大人と同じ場所で遊んだり、
運動ができるような場所創りを要望す
る。
同じ場所で、大人は健康維持のため、子
どもは大人の目が届くところで遊べる
環境があると良い。

さわやかセンターの広場は，さわやかフェア主会場など多目的に利用するこ
とが想定されるため，遊具設置にはなじみませんので，ご理解をお願いいた
します。
ご要望にある『大人の目が届く子どもが遊ぶ環境』については，今後の行政
運営の中で参考とさせていただきます。
(健康づくり課)

23 三区上 三区公会堂の水道の新設

公会堂の井戸水は水質検査において飲
用水には不適切と判断された。このた
め、区民の健康を考え公営水道を使用
できるようにする必要がある。

三区公会堂の前面道路に水道管が敷設されましたので、公会堂に水道を引
くことは可能と考えられます。その際には町の集会施設補助金を活用できま
す。行政区の費用負担も発生しますので、行政区の中で、また、三区下区と
の間でご検討いただければと思います。
【補助金の内容】
・経費の１／２を補助・上限100万円
(町民活動課)

24 三区上
交差点へのラバーポール及
び右折矢印式信号機の設置

交差点近くにスクールバスの停留所が
あり、集団児童への自動車突入を防止
するため。また、信号を無視する右折車
両が多く危険であるため。
（阿見4666-1459地先：クラモチ商店
前）

小中学校の通学路の安全対策は、阿見町通学路交通安全プログラムにおい
て、毎年、各小中学校から通学路の危険個所の報告を受け、阿見町通学路交
通安全対策推進会議（町、学校、県、警察等）において合同点検を実施し、対
策必要個所に応じて具体的な対応方針を検討しています。その結果、ラバー
ポールの設置を検討することになりました。
(学校教育課)

25 三区上
交差点への横断歩道及び手
押し信号の設置

見通しが悪く、交通事故等の危険から
子ども達を守るため。
（鈴木65-5地先：ヘアサロンクラモチ
前）

茨城県警察本部の管轄になりますので、所轄の牛久警察署に要望内容をお
伝えしました。
なお、信号機の設置は，予算の範囲内において新設道路など優先を決めて
行われております。
(生活環境課)

26 三区下
三区公会堂における公営水
道の使用

三区公会堂の井戸水は昨年度の水質検
査で飲用水に不適切と判断され、現在
はトイレ、手洗い等に制限し使用してい
る。コロナ禍終息後の利用者の増加や
区の防災拠点として唯一の避難場所で
あることを考慮すると、飲用水として不
適切は問題である。三区上区と共同で
使用している三区公会堂への公営水道
の新設を強く要望する。

三区公会堂の前面道路に水道管が敷設されましたので、公会堂に水道を引
くことは可能と考えられます。その際には町の集会施設補助金を活用できま
す。行政区の費用負担も発生しますので、行政区の中で、また、三区上区と
の間でご検討いただければと思います。
【補助金の内容】
・経費の１／２を補助・上限100万円
(町民活動課)

27 三区下 井戸水の水質検査費の補助
公営水道整備が進まない中、使用して
いる井戸水の水質検査は毎年実施しな
ければならず、負担が大きいため。

今回は地域予算の対象として選ばれませんでしたが、地域予算を活用して井
戸水の検査を行うことは可能です。
来年度、改めてご提案いただければと思います。
(生活環境課)
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番号 行政区 項目 内容・理由・場所など 対応内容

28 三区下 公営水道整備の早急化

三区下区では基本的な生活基盤整備が
遅れており、市街地と周辺部の地域間
格差が大きく不公平感を感じている。
生活水は命・健康にかかわる切実な問
題であり、早急な対応をお願いしたい。

令和3年度に三区下地区内、都市計画道路　寺子飯倉線の南側歩道部の一
部に配水管を布設する工事を発注しております。その他の路線につきまして
は、町の基本計画に基づき整備を進めてまいりますので、ご理解願います。
(上下水道課)

29 富士団地
減速ロードハンプ【減速帯：
3～4箇所】（及びセンターラ
イン）の設置

富士団地と中央六丁目の境界を走る道
路は40㎞/h以上のスピードで走行す
る車両が多く、子供や高齢者等の歩行
者の安全確保と事故発生の未然防止を
図るため減速ロードハンプを設置いた
だきたい。

減速ロードハンプを設置できる道路は、最高速度が30km/hに規制されて
いる道路に限られるほか、自動車の速度が高いことや、通過交通が多いこと
が条件となっています。そのため、速度規制を行う牛久警察署に要望内容を
お伝えしました。警察からは、この道路を速度規制する場合は、地区から要
望書、地域住民の同意書、総会で議決されたことの分かる書類の提出が必
要とのことです。またハンプを設置することによる振動、騒音などの近隣住
民への悪影響が副作用として心配されます。ご要望される場合は、生活環境
課までご相談ください。
(道路課,生活環境課)

30 富士団地
歩行者用グリーンベルト（及
びセンターライン）の設置

富士団地内には歩道が明確化されてい
ない場所が多いため、子供や高齢者等
の歩行者が安心して歩けるように歩行
者用グリーンベルトを設置いただきた
い。

具体的な要望箇所について道路課にご相談ください。小中学生の通学路で
あれば、学校教育課と連携して阿見町通学路交通安全プログラム事業で対
応していきます。
(道路課)

31 富士団地 富士団地内に掲示板の設置

重要な連絡事項は各戸配布若しくは回
覧でお知らせしているが、忘れて伝わら
ないことがある。ゴミ集積所(7箇所)に
掲示板を設置することで、気付きの機
会が増え伝達効果が期待できる。(情報
共有機会の創出)

今回は地域予算の対象として選ばれませんでしたが、地域予算を活用して設
置することは可能です。
来年度、改めてご提案いただければと思います。
(秘書広聴課)

4 ページ


