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日 時 平成２９年８月３１日（木） 午後７時～午後８時３０分 

場 所 生涯学習センター荻会館 ３階大会議室 

 意見 市回答及び対応 

１ 県道池東松原線の拡幅及び歩道整備と危険防止柵の設置につい

て 

伊豆東海バス伊東事業所から荻幼稚園までの区間の歩道整備

と、危険防止柵の設置をお願いします。 

当該箇所の整備及び防護柵設置については、引き続き県へ要望してまいります。 

２ 道路整備費用助成金の増額について 

城の木戸町内の生活道路はほとんどが私道のため、町内会費を

使って修繕を行っています。市からの上限２０万円の材料支給で

は不十分であるため、増額をお願いします。 

本制度は数多くの自治会等による要望があり、少しでも多くのご要望に応えられるよ

う、２０万円の上限を設けさせていただいていますので、ご理解の程をよろしくお願いし

ます。 

 

３ 道路整備費用の増額について 

かどの原町内の生活道路のうち９０％程度は私道のため、町内

会費もしくは町内会の有志により修繕を行っています。市からの

上限２０万円の材料支給では不十分であるため、増額をお願いし

ます。 

４ 市営住宅防犯灯のＬＥＤ化について（角折住宅） 

市営住宅の防犯灯については敷地内外とも数が多く、かつＬＥ

Ｄ化されていません。ＬＥＤ化をしていただければ、電気代が安

くなるので対応をお願いします。 

防犯灯については、町内会・自治会で設置・管理をお願いしています。防犯灯を新設す

る場合、既設の電柱等に設置する場合は１灯につき最大１２，０００円、ポールから新設

する場合には１灯につき最大２２，０００円の補助を行っています。また、既設の防犯灯

をＬＥＤ防犯灯に改修する場合、総事業費の２分の１以内（上限額１灯につき６，０００

円）の補助を行っています。 

５ 町内会費について（角折住宅） 

町内会費の未納に困っています。市の方から町内会費を払うよ

うに働きかけてほしいと思います。 

市では、『市営住宅 入居者のしおり』に、「自治会は団地内での快適な生活環境のため

に活動しています。自治会活動に協力してください。」と記載することで、入居の際に、

自治会活動へのご協力をお願いしております。このため、自治会または町内会の役員の皆

様のリードのもと、入居者の皆様で協力し合っていただくことで、快適な共同生活を過ご

されるようお願いいたします。 

６ 町内会費について（新山町内会） 

同じく、町内会費の未納に困っています。 
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昨年度、区長会で町内会加入促進チラシを作成し、区長や公共施設に配架しています。

区長に対しては、町内会長等に配付するよう依頼していますので、未加入世帯の加入促進

のためにご活用いただきたいと思います。 

７ 市営住宅防犯灯のＬＥＤ化について（新山住宅） 

昨年度、町内の防犯灯が３灯程度ＬＥＤ化しましたが、残りの

１４か所程度については、市の方で整備していただけるのでしょ

うか。 

防犯灯については、町内会・自治会で設置・管理をお願いしています。防犯灯を新設す

る場合、既設の電柱等に設置する場合は１灯につき最大１２，０００円、ポールから新設

する場合には１灯につき最大２２，０００円の補助を行っています。また、既設の防犯灯

をＬＥＤ防犯灯に改修する場合、総事業費の２分の１以内（上限額１灯につき６，０００

円）の補助を行っています。 

８ 住宅内緑地の整備（草刈、剪定）について（角折住宅） 

 毎月１回定例の清掃を行っており、生存確認にも役立っていま

すが、高齢化が進み、人員確保が困難になっています。樹木が多

く敷地も広く、行き届かない点もあります。入居のしおりにも清

掃等は自分たちで行うこととの記載をするなど、入居者への啓発

を進めてほしいと思います。 

『市営住宅 入居者のしおり』の１４頁に、「【緑地】子どもの遊び場、緑のための広場

として、入居者の方に共同で使用していただく場所ですので、当番を決めるなどしてお互

いに除草・清掃につとめてください。」と、また、１８頁の負担区分では、「高木の剪定は

市の負担で、それ以外は入居者の負担。」と記載していますとおり、低木などの手入れは、

入居者の皆様で協力し合うことで、対応をお願いしたいと考えています。 

なお、入居者の皆様の負担が多いということであれば、町内会から伊東市シルバー人材

センター等に委託することも方法の一つとして考えられます。 

なお、これらの緑地を草が生えてこないように有効利用する計画は、今のところござい

ませんので、当面は、緑地としてご活用いただきたいと考えています。 

 

９ 市営住宅内緑地の整備（草刈、剪定）について（新山住宅） 

 緑地の草が生い茂っている状態です。町内会で草刈りの器械を

何台か揃えていますが、草刈りをする人がいません。市の方で定

期的に草刈りを行っていただくか、草が生えてこないような利用

方法を検討していただきたいと思います。 

10 市営住宅へ若い入居者を増やす対策について 

高齢化が進み、防災訓練のテント張りや運搬などが困難になっ

ています。市営住宅に若い世代の方が多く入居することで地域に

活気が生まれると思いますので、対応をお願いします。 

市営住宅の空室については早急に整備をし、希望する方の入居を進めていきたいと考

えています。その際に、町内会への加入や清掃への協力についても事前に説明していきた

いと考えています。 

11 県道池東松原線の荻入口バス停付近の歩道設置について 

歩道とガードレールの間が５０ｃｍ程度しかなく、歩行に危険

引き続き県に対し要望をしてまいりますが、応急的な処置として、市で仮設の歩道を設

置していきたいと考えています。 
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が生じていますので、早期の対応をお願いします。    

12 前田川フェンス設置について 

 大雨が降ると水嵩も増え、川の流れも速くなり危険であるた

め、フェンス等の設置をお願いします。また、ガソリンスタンド

横の河川ガードパイプも腐食や取付箇所のコンクリートにひび

があり危険なため、修繕をお願いします。 

この水路につきましては、事前に現地確認をし、課題があると認識していますので、段

階的に修繕及び設置を進めていきたいと考えています。 

13 前田・日無久保線の側溝蓋について 

かどの原町内に通じる市道日無久保線の交通量が増えていま

す。一部にグレーチングをしてありますが、車のすれ違い時に側

溝に脱輪する恐れがありますので、グレーチングの増設をお願い

します。 

現地確認の上、対応を検討してまいります。 

14 市道の側溝蓋の老朽化について 

荻山神社裏から新山住宅に通じる市道沿いの側溝蓋が老朽化

しており、車が通過すると大きな音がするため、早急に対処をお

願いします。 

ゴムを下に敷く方法や、清掃で開けることがない箇所であればコンクリートを打つ方

法等、地元の皆様と協議の上、対処してまいります。 

15 一碧湖荻水門からロワジールまでの水路整備（コンクリート化）

について 

当該区間の川が浅くなり、被害が出ることが想定されますの

で、早急にコンクリート化するよう要望します。 

 水門近くの大池から十足に通り抜ける橋の下などに、ゴミや倒

れた木が散乱しています。 

当該水路につきましては、自然護岸及び自然河道となっており、環境面からコンクリー

トでの整備は現在のところ考えておりませんが、河床の浚渫を行うとともに、じゃかご等

を活用するなど、環境に配慮した修繕等を実施してまいります。 

また、水門付近から十足に通り抜ける橋の下のゴミや倒木については、現地を確認した

上で、清掃等を実施してまいります。 

16 城の木戸側溝改良について 

碧の園付近の市道で、大雨の際に雨水があふれ道路が冠水しま

す。隣接家に流入する恐れがあるので、早急な対処をお願いしま

す。 

現地は排水施設が無いため、今後は整備計画を策定し、排水施設の整備を実施してまい

りたいと考えています。 
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17 防犯灯ＬＥＤ化補助金の期間延長について 

防犯灯ＬＥＤ化については町内会の予算の関係で一度にはで

きないので、補助金の期間延長をお願いします。 

防犯灯ＬＥＤ化につきましては各町内会で進めていただいており、進捗状況も異なる

ことから、自治会・町内会の皆様の意向も踏まえながら補助金制度の期限を新たに検討し

てまいります。市内の防犯灯が１００％ＬＥＤ化するよう、支援をしていきたいと考えて

います。 

18 荻池田川（農協から荻入口まで）の道路整備について 

あいら伊豆農協荻支店横付近の池田川から荻入口バス停付近

まで、昔は歩くことができましたが、県道の舗装整備により、現

在は通り抜けができません。昔のように誰でも通行できるよう道

路を整備していただきたいと思います。 

池田川の川幅が狭く１ｍほどしかありません。大雨時に溢れそ

うになるので、川幅を広げる等の整備をお願いします。 

当該箇所は農協横から一部赤線があり、その先は個人の方の土地ですので、現状では道

路を整備することは困難な状況です。 

池田川については、雨天時の調査を行い、改修等の必要の有無を検討してまいります。 

19 県道池東松原線の竹藪伐採について 

 荻田之上町の竹藪について、下側のみ伐採していただきました

が、本年も引き続き伐採をお願いします。 

下側の伐採については応急処置として行いましたが、上側の伐採については県とも協

議をする中で、早めに進めていきたいと考えています。 

20 荻地域内への警察派出所設置について 

この地域は居住者が多く、中伊豆バイパスがあることから交通

量も多いため、警察の派出所が必要です。早急に派出所を誘致で

きるよう働きかけをお願いします。 

「伊東警察署協議会」という伊東警察署長の諮問機関があり、この協議会は定期的に開

催され、公安委員会から委嘱された委員の方たちが、様々な意見や要望について、審議を

しております。 

当協議会委員に、今回の御要望を伝えたところ、意見交換を行いたいということでした

ので、調整を進めてまいります。 

21 市営住宅来客用駐車場について 

角折住宅では迷惑駐車により緊急車両の通行に支障が出てい

ます。役員等で見回りをしていますが改善されない状況です。来

客用の駐車場も無く、駐車場が不足しているようですので、増設

していただきたいと思います。 

敷地内の通路等への迷惑駐車が多い現状では、限られた敷地の中に来客者用の駐車ス

ペースを設けても、常駐されてしまうことが考えられます。 

臨時的な来客者用駐車スペースを設けることは管理上、困難であると考えていますが、

住民の皆様のご提案をいただきながら解決策を模索していきたいと考えています。 

22 防犯灯設置について 防犯灯につきましては、自治会・町内会に設置・管理をお願いしていますが、当該地域
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 門野中学校校門からかどの球場まで、防犯灯の設置をお願いし

ます。 

には町内会等が無く空白の地域となっており、補助事業者となる者がいない状況ですの

で、今後、どのような手法が取れるのか研究していきたいと考えています。 

23 大雨時の通行規制について 

県道伊東修善寺線中伊豆バイパス入口交差点から伊豆新聞本

社方面の大雨時の通行規制については看板も出ていますが見落

とす方も多く苦情が寄せられています。大雨時でも通行できるよ

うに早急に整備していただきたいと思います。 

県では落石防護柵設置に伴う測量設計等を行う予定であり、本市としては引き続き当

該箇所の事業促進を要請してまいります。 

24 県道池東松原線（井原の庄前カーブより奥野林道入口）県道から

水路の変更のお願い 

さくらの里方面から奥野林道入口に向かって、県道の側溝から

ため池下の河川へ大量の雨水が流れ込むため、下流にある水路へ

の処理が間に合わず、水路の氾濫により田畑に入水し作物への影

響を与えるため、現状を調査の上、水路の変更をお願いします。 

現地調査の上、県と相談しながら抜本的な解決方法を探ってまいります。 

25 同報無線増設のお願い 

十足広場付近で同報無線が聞こえにくいようですので対応を

お願いします。また、白木原地区には同報無線が無いと思います

ので調査をお願いします。 

同報無線は屋外拡声を主としており、位置によっては放送の聞き取りが困難な場所も

あります。難聴地域に対してはスピーカー角度や音量の調整を検討してまいります。 

なお、伊東市のメールマガジンにご登録いただくと、放送する内容が携帯電話等のメー

ルに届きますのでぜひご利用ください。 

26 市道十足一碧湖線の全線拡張歩道新設工事について 

通学路及び生活道路としての交通安全対策の整備を早期にお

願いします。工事の進捗状況はどのようになっていますか。 

当該道路につきましては、道路用地が確保できたところから道路整備を行っています。

本年度につきましては、９０ｍの整備を予定していますが、現在のところ用地が確保でき

ていない状況です。今後、地元の皆様の協力を得まして、用地確保及び道路整備の進捗を

図ってまいりたいと考えています。 

27 道路側溝の勾配のとり直しについて 

生活排水が低い箇所に溜まり、悪臭及び虫が発生して不衛生と

なっています。月１回の清掃の際にはかなりの労力を要していま

す。２９年４月に１箇所対応していただきましたが、他の箇所に

道路側溝内の水溜りの解消につきましては、４月に一部修繕を行っており、更に年度内

に修繕を予定している箇所があります。 

また、市道部分の側溝勾配を調査し、全体的な道路勾配の解消を検討してまいります。 
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ついても、迅速な対応をお願いします。 

28 市道の側溝蓋設置について 

辰新田自治会町内の市道において、大型車両とのすれ違いが難

しく側溝に脱輪することがありますので、側溝蓋の設置をお願い

します。 

安全面に考慮した側溝蓋の設置を進めていきたいと考えています。 

29 市道の舗装路盤の確認及び補修について 

辰新田自治会町内の市道について何度か補修をしていただい

ていますが、陥没や盛り上がり、ひび割れの箇所が多くなってい

ますので、下層路盤から補修をしていただきたいと思います。 

現地調査を行いまして、路盤改良等の検討を行ってまいります。 

30 防犯灯の設置について 

 辰野新田自治会南側の川沿いに防犯灯の設置をお願いします。 

防犯灯につきましては、自治会・町内会に設置・管理をお願いしており、ポールを新設

した上で防犯灯を設置する場合には、１灯につき２２，０００円を上限に補助を行ってい

ますので、活用を検討していただければと思います。 

31 十足龍雲寺前の横断歩道設置について 

以前から十足の竜雲寺前に横断歩道を設置していただきたい

と要望しておりますが、警察に状況を確認してほしいと思いま

す。 

伊東警察署に見解を確認したところ、横断歩道の利用が多く見込まれないことと、見通

しが悪い箇所であるという利用により横断歩道を設置しないとのことです。 

本市といたしましては、当該箇所において交通事故が発生しないよう対策を検討した

いと考えておりますので、現状を詳しくご教示いただければ幸いです。 

32 市内スーパーの買い物送迎バスについて 

高齢者が増えている中で、市内スーパーの買い物送迎バスの運

行再開をお願いしてもらえないでしょうか。 

伊東駅周辺の買い物の不便さ解消のため運行されていましたが、駅周辺にスーパーが

開店したことに伴い不便さが解消されたことから運行終了となりました。ご要望につい

てはお伝えしましたが、運行再開は難しい状況とのことです。 

33 県道池東松原線の拡幅等整備について 

県道池東松原線の伊豆東海バス伊東営業所から十足方面に向

けて、歩行者の安全確保を図るため、道路の拡幅や見通しを良く

していただきたいと思います。 

当該箇所の整備については、引き続き早期事業着手に向け県へ要望してまいります。 

34 県道の陥没箇所の修繕について 県へ修繕を要望いたします。 
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 意見 市回答及び対応 

県道池東松原線の伊豆東海バス伊東事業所から少し十足寄り

の箇所と、伊東修善寺線八代田橋付近の道路の陥没について、修

繕するように県へ伝えていただきたい。 

35 弁護士の法律相談の相談時間について 

１人当たりの相談時間が短いので、相談人数を減らしてでも時

間を増やしてほしいと思います。 

弁護士の法律相談については、毎月４回、１人当たり２０分、各回８人ずつ実施してお

り、大変多くの方にご利用いただいております。 

本事業の目的は、相談者へ問題解決のための手段や方法を助言するものであることか

ら、相談内容を聴取し助言する時間としては現状で妥当と考えております。 

ご利用に当たっては、相談時間を有効に使えるよう事前に相談内容をまとめ、弁護士の

判断材料となる資料があれば持参するよう案内するとともに、相談時間が超過しそうな

場合には、状況に応じた柔軟な対応をしてまいります。 

36 公共交通機関の充実及びバス停のベンチ、屋根の設置について 

バスの本数が少なく大変不便です。バス等の公共交通機関を充

実させるとともに、バス停にベンチや屋根の設置をお願いしま

す。 

伊豆東海バスでは、屋根やベンチ等バス停の付属物設置については、費用や通行への影

響を考慮し慎重に対応しているとのことです。 

なお、伊豆東海バスではお客様の利便性を向上のため、次年度からバスロケーションシ

ステム（運行中のバスの位置情報をスマートフォンなどで確認できるシステム）の運用を

検討しているとのことで、待ち時間の短縮が図られるものと期待しています。 

38 消防団夜警への市長激励について 

消防団の夜警に対して市長が激励で巡回するのであれば、方面

隊ごとではなく１７個分団をそれぞれ回っていただきたいと思

います。 

地域を守る消防団の皆様に敬意を表します。巡回については１７個分団を１箇所ずつ

丁寧に回ります。 

39 市職員の言葉遣いや挨拶について 

 市職員の言葉遣いや挨拶が良くないと感じています。市長自ら

各課、各施設を巡回して注意し、素晴らしい伊東市をつくり上げ

ていただきたいと思います。 

市長就任時の訓示の中で全職員に対し、市民の皆様の方を向いて仕事をするように話

しました。行政の既成概念を打ち破り、風通しの良い行政を作り、市民の皆様の満足度向

上を目指してまいります。 

「伊東市職員接遇マニュアル」に基づき接遇向上に努めるとともに、接遇担当課長の巡

回指導により接遇の改善を図ってまいります。 

40 火災発生時の分団サイレンの再自動化について 全分団共通の対応として、①駿東伊豆消防本部指令センターより送信される災害発生
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消防救急広域化されてから、火災発生時に分団のサイレンが自

動で鳴らなくなりました。現在は分団員がサイレンを鳴らしに行

くので対応が遅くなっています。以前と同じような対応ができな

いでしょうか。 

メールを分団長以下４人（迅速に出動態勢がとれ、サイレンを手動吹鳴できる分団員を分

団ごとに選定）が受信できる体制を整えていることに加え、②メールマガジン火災発生メ

ールの受信を全分団員に義務付けております。①②の受信差は約１分であり、災害発生時

には全分団員が迅速に対応できる体制を整えています。 

41 荻区内への企業誘致について 

荻区内には警察の派出所がなく、金融機関やスーパー等も少な

いため、企業誘致をして住みやすい荻・十足地区にしていただき

たい。 

民間企業の誘致につきましては、採算性等の課題もあるため、市が企業に働きかけを進

めていくとは言えませんが、市としましては、地域の諸課題に取り組むことで、荻・十足

地区の魅力を向上させるよう努めていきたいと考えています。 

42 同報無線について 

城の木戸町内の同報無線が非常に聞き取りにくいです。提供可

能な土地がありますので整備をお願いします。 

同報無線は屋外拡声を主としており、位置によっては放送の聞き取りが困難な場所も

ありますが、当該箇所の同報無線屋外拡声子局の位置関係は、屋外であれば聞こえる距離

となっています。 

伊東市のメールマガジンにご登録いただくと、放送する内容が携帯電話等のメールに

届きますのでぜひご利用ください。 

 


