阿見第一地域づくり会議 各行政区の要望一覧
番号 行政区
項目

1

2

3

4

内容・理由・場所など

対応内容

岡崎

場所：岡崎公民館脇の十字路からセイ
コーマート間
理由：道路幅が大変狭いうえに民家の
阿見第一小学校通学路の歩 植え込みが飛び出している。また、カー
道拡張整備
ブになっているので見通しが悪く通学
時は危険である。
改善案：道路脇の農業用側溝に蓋をし
て歩道部分を拡張する。

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。その結果、当水路
の蓋掛けにつきましては、水路の左右の高さが20ｃｍくらい違いがあり、蓋
がけができない状況になっていることが分かりました。蓋がけをするには排
水構造物の布設替えが必要となることから、今後、別な対応策を検討してい
くことになりました。
(学校教育課)

岡崎

場所：東京医大前の歩行者用信号から
出光GSまでの清明川脇歩道
理由：歩道が弓なりに傾き、インター
歩道が弓なりに傾いている
ロッキングブロックの隙間が大きく開い
ので補修を要望する。
ており危険。
内容：東日本大震災時に盛り上がった
まま修繕されていない。

当該道路の管理者である竜ケ崎工事事務所に要望内容を伝えました。「予算
が少ないため、すぐに対応は厳しいですが、予算要望していきます。」との回
答をいただいております。
(道路課)

中郷東

不法投棄やカラスの害によりゴミが散
区長からの申請により、ごみ集積所設置補助金交付が対応可能と考えられ
乱している。新しい集積所があればゴミ
ごみ集積所ケージの新規設
ます（設置費用2万円以上が対象、設置費用の1/2、最大5万円）。ご理解ご
当番もやりやすいと思う。違う班の人も
置（改修等）
協力をお願いします。
かなりゴミを出していると思われる。ま
(廃棄物対策課)
た、ケージを新設してほしい。

中郷東

当該地区は、車両の往来が多く、かつ児
童生徒の通学路になっているが、外灯
県道34号線(霞台～東京医
が少なく夜間は大変暗いので、新規設
大間)の防犯灯設置
置を望む。（日本生命～ラーメンしらか
ば）

防犯灯は、区長からの申請により整備を進めております。申請には、土地所
有者等の同意書が必要となっておりますので、地域予算ではなく、通常業務
で対応していきたいと思います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(生活環境課)

5

中郷東

公会堂へのAED設置

地域予算での対応は可能となるため、次年度以降改めて要望を出していた
だく、または行政区による設置の場合、防災危機管理課主管の自主防災組織
公会堂に高齢な方が多いため、AEDが
補助金による補助も可能となります。（1/2補助、上限15万円、申請は10年
あると安心します。
に1度：2023年より使用可能。ただし、AEDは購入に限る）
(防災危機管理課)

6

立ノ越

林間散策道の管理

立ノ越の後背地を通る旧町道を、林間 町道であれば、通行に支障がでない程度の最小限の草刈等は実施できま
を通る散策道として管理。法面の除草、 す。道路課にご相談ください
通行困難箇所の除草や枝払いを行う。 (道路課)

7

立ノ越

不法投棄対策

大型の不法投棄抑止看板を、必要な箇
所に設置。花室川の両岸など。

8

青宿

現在、青宿ふれあい広場を寿会（老人
会）のグランドゴルフ、子供会の夏休み
のラジオ体操、花壇づくり、住民の休憩
所等として利用しているが、グランドゴ
グランドゴルフ会場作り、芝
ルフのホールが4ホールしかとれず、
植え、簡易トイレ作成
もっと広い場所で10ホールくらいとれ
る場所があるので（個人所有を無償提
供）、グランドゴルフ会場として作成し
たい。

1 ページ

看板の具体的な設置要望個所を示していただき、区長及び設置個所土地所
有者等と協議のうえ判断いたします。ご理解ご協力をお願いします。
(廃棄物対策課)

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整
備することは可能です。しかし、整地及び芝生化に多額の費用がかかるた
め、コストを抑えた形での整備になりますが、来年度以降、改めてご提案いた
だければと思います。
(生涯学習課)

番号

行政区

9

新町

10

11

項目

内容・理由・場所など
バス、トラックなどの大型車が通ると振
動でものすごく揺れる。夜間の睡眠に
も影響がでています。竜ケ崎工事事務
所に応急処置はしてもらっていますが、
阿見坂下交差点の道路を修
交通量が多いのですぐにガタガタに
繕してほしい。
なってしまいます。隣接する理容室で
は、顔剃り中の客がびっくりして飛び起
きてしまい顔を切りそうになったことも
あるそうです。

対応内容

当該道路の管理者である竜ケ崎工事事務所に要望内容を伝えました。「交差
点内の舗装が悪いことは把握しており、予算要望し対応を検討していきま
す。」との回答をいただいております。
(道路課)

廻戸

美浦方面側の入口から入って右側のス
霞ヶ浦平和記念公園(廻戸 ペースで中高生、大学生がバスケット
バスケットゴールにつきましては、夜間の騒音等の問題があり、現在町では
地区近隣公園)にバスケット ボール（ドリブル）をして遊んでいる。国 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。
ゴールを設置してほしい。
道側は危険だがせめて1基だけでも設 (都市整備課)
置できないか。

廻戸

当該道路の管理者である竜ケ崎工事事務所に要望内容を伝えました。「除草
阿見坂の中ほどに「旧海軍道路桜並木」
工事を年１回（7月～８月頃）に実施しております。予算が少なく１回しかでき
「旧海軍道路桜並木」の桜及 案内板があり、その桜は歴史的遺産で
ておりませんができる限り、対応させていただきます。」との回答をいただ
び歩道の除草整備
もありますので、周辺の除草を定期的
いております。
に実施してはいかがでしょうか。
(道路課)

公園を訪れる人が安心して利用できる
ように。昼間はもとより、夜間の防犯対
策にも役立つのではないでしょうか。ト
イレ、駐車場、遊具、広場など3～4箇所
程度。

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、防犯カメラの設置の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)

12

廻戸

霞ヶ浦平和記念公園(廻戸
地区近隣公園)へ防犯カメ
ラを設置

13

霞台

宮ノ下第三公園に土中固定 現在は置き型の物があるが、強風等で
式のベンチ2基を設置して 動いてしまう恐れがあり安全安心が担
欲しい。
保できていない。

令和４年度にベンチを１基設置いたします。
(都市整備課)

14

霞台

宮ノ下第三公園に設置して
あるブランコのフレームが 触れると汚れてしまう。また、環境美化
錆びているので修繕してほ を維持したい。
しい。

今年度に補修を実施いたしました。
(都市整備課)

大室

大雨時、次の場所の冠水に
ついて心配があるため早急
に改善してほしいとの強い
要望あり。
①大室バス停付近（国道
125号と旧125号の間）。
長靴をはかないと歩けない
状況になる。
②旧公会堂前の町道。車や
人の出入りができなくなる
ことがある。
③4班地内から旧125号へ
の間の町道。町道の排水路
から水が押し出してきて庭
先まで来る。床下浸水の心
配がある。

大室

区内7班付近の竹林で枝が
地主に対して、車道にかかる部分だけ
垂れてきており車両にぶつ
でも伐採することを促す行政指導をし
かる心配がある、雨の日は
てほしい。
特に。

15

16

数年前から陳情しているが、一向に改
善されない。本件については、実地検
分、排水路の経路確認、排水路の現在
状況の確認を地域住民立会のもと状況
報告を受け、実情の把握に努めてほし
現地を調査して、対策を検討させていただきます。
い。高台にレイクサイドタウンができて
(道路課)
からは、舗装、急坂からの水の流れが変
わり、浸透、保水する場所が以前より確
保されていないためもあるのかと思わ
れるので、この状況が顕著に表れてい
ると推察する。

2 ページ

山林等を適正に管理していただくよう地権者に対し通知を発送いたしまし
た。
（農業振興課）
農地管理の適正化に係る通知を発送し、所有者に改善を促すよう実行しま
す。
(農業委員会)
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行政区

項目

内容・理由・場所など

大室

多くの猫に餌付けをしてい
る家が2件あり、付近住民、
区内住民から苦情が出てい
る。

町では、広報や町ホームページの掲載により、飼い主へ犬や猫の適正な飼養
についての啓発を行っています。糞尿被害を受けている方に対しては、「ペッ
トによる迷惑をなくそう」とい文言の書かれた看板の無料配布を行っていま
す。ご相談いただければ、該当行政区への回覧をお願いすることで周知いた
します。
(生活環境課)

国道125号線(バイパス)か
ら左折して白鷺団地に進入
白鷺団地
する各T字路にガードレール
及び車止めポールを設置。

左折する車両等により歩行者を巻き込
む等の人身事故が発生する恐れがある
当該道路の管理者である竜ケ崎工事事務所に要望内容を伝えました。「埋設
ため。
物調査を行い、設置可能か検討します。」との回答をいただいております。
①旧動物病院前T字路
(道路課)
②ラーメン屋前T字路
③学習塾前T字路

対応内容

掲示板の設置

広報誌や回覧による配布物があります
が、区民のどれくらいが閲覧しているか
わかりません。
お知らせ、重要な事項の伝達方法とし
て集積所付近に何箇所か掲示板を設置
していただきたい。

地域予算要望としてこの要望が選ばれました。
令和4年度中に曙東地内に２基、立ノ越公会堂に1基、合計3基の広報掲示板
を設置します。
(秘書広聴課)

曙東

滑り台のコーティング

町営北公園及び県営アパート内遊具（滑
り台）のコーティングをお願いしたい。
地元の子供や、他の地区から遊びに来
ている子供たちが使用できない状態で
す。早急に対応願います。

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
コーティング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。
また、コーティングの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。
なお、県営住宅の滑り台につきましては、茨城県の管理となりますので、町
から茨城県に情報を伝えます。
(都市整備課)

曙東

「まほろば」はありますが、施設が古く子
供たちや50歳代の世代は利用しづら
温水プールや温泉施設の施 い。
工計画
また、昨年度は水郷プールが土浦市民
限定になり、阿見町の子供たちは利用
できず悲しい思いをしていたようです。

施設の整備、維持管理には多額の費用がかかることから、地域予算での対応
はできません。今後の町政運営へのご意見として参考にさせていただきま
す。
(政策企画課)

曙南

高齢化が進むと運転免許を返納する人
ふれあいバスを時間を決め
も増え、買い物や役場などへの用足し
て定期的に運行してほしい。
が困難になってきています。お店や公
ふれあいバスに準ずる乗り
共施設を通るコースを考えて乗降でき
物でも良い。
るように要望します。

当該事業を地域予算で運営することは難しいと思われます。
町では、令和3年度から2か年計画で公共交通の状況を検証し最適な交通
ネットワークづくりに取り組んでおります。本要望も現状の公共交通におけ
る課題として検討させていただきます。
(都市計画課)

曙南

主に幹線道路に設置してあるゴミ集積
ゴミ集積所に防犯カメラを
所に。あきらかに区民・班員と違う人・
設置してほしい。防犯カメラ
車両が来てゴミを投入して立ち去るの
設置の看板も一緒に。
を頻繁に見るため。

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)

曙南

災害の多い昨今。行政区においても災
害に対して強い関心を持ってきていま
す。もしも大きな災害が発生し、避難の
通達が生じたときに通信網も混雑しな 災害時において町と行政区を結ぶ通信手段の確保は重要と考えます。
ワイヤレス無線機の配付。各
いとは限りません。そのようなときに行 今後、町と行政区との通信手段の確保について検討してまいります。
行政区に2台。
政区と役場、行政区内3役と速やかに連 (防災危機管理課)
絡・行動ができるのではないか、まいあ
みまつりでレンタルしている無線機程
度で良いと思います。

曙東

3 ページ

番号

内容・理由・場所など
１．内容
例として、筑見自治会では、高齢者や障
害者が無料で利用できるボランティア
による送迎システム「ふれあい」がある。
高齢者等送迎サービス専用
利用者会員、協力会員（運転者）、賛同
車両購入
会員、各会員をつなぐオペレーターによ
行政主体のデマンドタク
る組織を編成。
シー「あみまる」は予約、料
２．理由
レイクサイ 金等利用しにくい。地域の
25
団塊世代が75歳以上となる2025年
ドタウン 人が、地域の高齢者等の病
までに、地域で高齢者を支える「助けあ
院・買物など日常生活支援
い」、「お互い様」の仕組みを作ることが
のために利用できる第一小
必要。
学校地区専用の車を購入す
３．その他
る。
当面、一つの行政区のボランティア組織
では利用率が低いので、第一小学校区
の複数の組織を立ち上げ利用できるよ
うにする。

26

行政区

項目

レイクサイ 公会堂前の公園に待合所
ドタウン (休憩所）を設置

移動販売車を利用しているのは高齢者
が多いので、これからの強い日差しや
風雨の際、安全面を考慮して待合所(屋
根付きベンチ)が必要。公園での外遊び
や練習等の一休みにも活用できる等、
利用価値が高く、地域コミュニケーショ
ンの場としてぜひ設置願います。

4 ページ

対応内容

高齢者等送迎サービス専用車両の購入は費用の問題等があるので地域予
算での対応はできません。町としましても公共交通の不便さは認識しており
ますので、関係各課と連携し、調査研究していきたいと考えております。ご理
解、ご協力をお願いします。
(高齢福祉課)

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、屋根付きベンチの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)

