
 大根地区　質問事項一覧

項番 提出
自治会

質問の内容 回答 担当課

1 大根地
区連合

　地区別市政懇談会を開催してきた中で、道路に係る
課題は前進が図れていない。
①現在、対策が進められていることは何か。
②対策を進めている課題で中断しているのは何か。
③必要性はあるが、諸事情により手がつけられていな
いものは何かを区別して示してほしい。

①現在、対策が進められていることについて
・民地の樹木が適正な状態に維持されていない場合、
市で地権者に対し、適正な管理を文 書でお願いして
ますが、交通事故を誘発する恐れがあるなど通行に著
しく支障が出ている場合、道路管理者として、枝葉等
切除を行ってます。【建設総務課】
・詩音教会の前につきましては、道路冠水の対策とし
て、来年度は窪地となっている路面高を嵩上げする工
事を実施予定として、検討を進めております。また今
年度は道路の工事の前段として、雨水管整備工事を実
施しております。【建設管理課】
平成２２年度より引き続き実施している市道９号線
（歩道等）整備、今年度より実施している、東海大学
前駅北口エスカレーター、エレベーターの設置工事、
既に改善された東海大１号踏切となります。【道路整
備課】

②対策を進めている課題で中断しているものについて
　市道下大槻５号線の拡幅改良については、測量や境
界立会いは完了していますが、隣接地権者の同意が得
られず事業を進めることができていません。
　自治会長から地元の皆様にお伝えしていただいてい
るところであります。【道路整備課】

建設総務課
建設管理課
道路整備課
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項番 提出

自治会
質問の内容 回答 担当課

1 大根地
区連合

③必要性はあるが、諸事情により手がつけられていな
いものについて
南矢名５丁目９号線拡幅改良については、東海大学前
駅から秦野マンション間の線路脇道路の拡幅でありま
すが、小田急電鉄に確認したところ、事業費として数
億円単位の金額となり、運休時の夜間作業から、長い
期間の工事となること等多くの課題があり、着手は難
しいと考えております。
　南側にある６ｍ道路のご利用をお願いしているとこ
とです。【道路整備課】

建設総務課
建設管理課
道路整備課

2 大根地
区連合

　市の窓口では要請に対して予算措置がないため、手
がつけられないとされ、そのまま放置されている課題
がある。各窓口における市民要請リストとその対応に
ついて、どの程度、積み残しがあるのか、確認して示
してほしい。

　市民から受けた要望は、予算措置の検討を含めて課
題として認識しています。昨年度の地区別市政懇談会
における要望事項は５３件で、そのうち検討課題と認
識しているのは４４件となっています。

広報広聴課



 大根地区　質問事項一覧
項番 提出
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3 東映団
地

東海大学駅前交番付近の整備について
（1）交番の移設がほぼ決定されたようで良かったが、
周辺は夜間、暗いので、防犯灯の増設をお願いした
い。
（2）駅北側のエスカレーター、エレベーターの設置時
期はいつ頃か。

(1)　交番の設置予定地周辺には、商店街灯や街路灯
が設置されております。現時点では、交番設置後の周
囲環境が不明瞭であるため、具体的な設置の内容が確
定次第、街灯の必要性や種類、場所について協議して
いきます。
(2)　エスカレーター、エレベーターの設置工事は、
令和４年１月の完成を目標に工事を進めています。

地域安全課
道路整備課

4 東映団
地

市からの各種提出資料の見直しについて
　各種提出資料について、特に４月、５月頃は、作成
に手間がかかるので、各部署で調整し、簡素化してほ
しい。自治会役員は高齢化してきており、なり手も少
なくなっている。

　各部署で調整のうえ、省略できるものを精査し書類
の簡素化に努めます。

市民活動支援
課
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5 東映団
地

東海大学北門横の道路の拡幅について
　東海大学と平塚市との関連もあるが、さなだ幼稚園
と東海大学との間の道路が狭いので、拡幅してほし
い。

　平塚市の市道（北金目真田線）であるため、平塚市
役所建設部道路整備課に確認したところ、今年度及び
来年度で工事予定との回答をいただいています。
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6 南矢名
下部第
三

　車両の通行が比較的多い道路で、歩道が整備されて
いない箇所について、登下校の児童・生徒をはじめ、
歩行者の安全確保を図るため、車道と歩道の区分（歩
道の整備）をお願いしたい。
※市道9号線の東海大学前５号踏切から井戸窪バス停西
側辺りまでの道路について歩道整備をお願いしたい。
線路と既存の住宅の間にある道路なので整備は難しい
と思うが、歩道や横断歩道等の白線が消えている箇所
もあるので、きちんとした対策をお願いしたい。

　市道９号線の歩道設置事業は、今年度から市道８号
線との交差点から東海大学前駅までの区間について、
用地買収及びこれに伴う工作物の補償を行っていま
す。
　事業完了までには、しばらく時間を要する状況です
が、この区間の事業完了後、東海大学前５号踏切から
井戸窪バス停西側区間における歩道整備等について検
討していきます。
　路側線の白線は道路管理者が管理する区画線ですの
で、引き直しを行います。なお、横断歩道や停止線の
ような白線は秦野警察署が管理する区画線ですので、
自治会から秦野警察署（交通総務係）に要望していた
だくことになります。今回、御要望いただいた箇所の
横断歩道は補修済です。

道路整備課
建設管理課
地域安全課
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7 南矢名
オレン
ジヒル

自治会組織率の低下について
　南矢名オレンジヒル自治会の組織率が年々低下して
いる。自治会退会には個々の理由があるが、高齢化が
進み、参加したくてもできない家庭が増えてきている
ことが原因となっている。自治会内１７班では１年交
代で班長を担当しており、平均して１３年毎に回って
くる。高齢化のため、活動もできなくなるので、退会
されるケースもある。
　一方で、災害発生時を考えると退会することは不安
であるという意見も聞いている。若い家庭が代わりに
担当し続けることも、現役世代ゆえに不可能だと思
う。
　各自治会では、市役所業務の地域に関わる一部を分
担しているが、組織率が低下すると分担しきれなくな
る可能性がある。これらの業務について、デジタル化
等による簡便化、年間行事の見直しによる削減等で、
負担軽減することも方法だと思う。誰でも負担なく自
治会活動できるよう、活動の棚卸、検討をお願いした
いと思う。

　市全体でも自治会加入率の低下は、問題になってお
り、今年度から、自治会連合会が、専門委員会を組織
し、自治会加入促進に関する取組指針に基づいて、具
体的な取組を検討しています。
　今後とも、専門委員会で、各地区が抱えている課題
を抽出していき、今までの業務を見直して、誰もが無
理なく参加できる自治会の在り方や仕組み作り等を検
討していきます。
　デジタル化についても、ホームページ等を活用し
て、自治会の必要性を理解してもらい、加入しやすい
ような仕組みを検討していきます。

市民活動支援
課

8 南矢名
オレン
ジヒル

防災行政無線が聞き取れないことについて
　防災行政無線で流れる内容が、非常に聞き取りにく
くなっており、非常時に不安である。対応をお願いし
たい。

　無線の音量等の調整（節）対応しました。また、ス
ピーカーの劣化等も考えられますので、調査し必要に
応じて、交換等の検討をしていきます。
　なお、防災行政無線以外でも情報は、テレホンサー
ビス（℡81-5101）、緊急情報メール、ツイッター、
防災アプリ、ｔｖｋデータ放送と様々な伝達手段を用
意していますので、活用してください。

防災課
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9 南矢名
オレン
ジヒル

東海大学前駅のロータリーの整備について
　東海大学前駅の北口ロータリーを利用する人が多く
いる。夜間照明やLEDライトにしたことで、長寿命化が
図られた。しかし、光源の特徴により、広範囲を明る
く照らすことができなくなり、階段途中の明るさが十
分ではなく、転倒リスクがある。高さや角度の調整を
お願いしたい。
 また、植え込みがあるが背の高さが高すぎ、車に乗っ
ていると見通しが見にくいので、高さの調整をお願い
したい。

　この階段については、エスカレーターの設置工事に
伴い、間も無く取り壊しが始まります。工事期間中は
利用が出来なくなり、ご迷惑をお掛けしますが、エス
カレーター及び階段の新設にあたっては、十分な明る
さを確保した照明を設置します。
　なお、植え込みについては、定期的に確認のうえ、
高さ調整を行うなど適正に管理していきます。

建設総務課
建設管理課
道路整備課

10 南矢名
オレン
ジヒル

空家の草木除去について
　南矢名オレンジヒル内に空家が数軒あるが、庭の草
木が伸び放題となっており、近隣住民から苦情が出て
いる。特に道路へのはみ出しによる交通障害の苦情が
多く出ている。
　市役所に相談しているが、現在の民法では家の持ち
主に「刈り取りのお願い」をすることしかできない。
法改正等で対応を簡易にすることについて検討をお願
いしたい。

　民法上、所有者以外の者が所有者の同意なく草木の
伐採等を行うことは、認められていません。
　近隣住民よりご相談いただいた場合には、所有者へ
指導等を行い、適正な管理が図られるよう努めていき
ます。

交通住宅課
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11 秦野マ
ンショ
ン

　分別されたゴミがどのような経路を巡り、処理され
るのか知りたい。年１回でも見学ツアーを実施するな
ど、チラシを連絡所に置いてもらえるとありがたい。

　分別されたごみの行方については、分別ガイドや市
ホームページ「ごみと資源のゆくえ」で公開していま
す。また、実際に施設の見学を希望される場合には、
その都度、調整いたしますので環境資源対策課にお問
い合わせください。
　なお、周知についてはチラシを連絡所に置いてもら
うことも含めて検討いたします。

環境資源対策
課

12 秦野マ
ンショ
ン

　衣類と紙ゴミ（資源物）は雨の日に出さないでほし
いとなっているが、長雨の季節など、２回続けて雨が
降ると資源物が出せなくて困る。収集車に毎週来ても
らうことは可能か。

　資源物の収集体制につきましては、市内を１０地
区・２週に分けて収集しています。このため、毎週収
集する場合、車両や人員を倍にするなど収集方法の大
幅な見直しとともに、収集経費も増加します。
　昨年度、収集日以外にいつでも古紙類や衣類等の資
源物が出せるよう、市内１３か所に資源物ストックハ
ウスを拡充しました。片付けで多量に資源物が出たと
き、収集日に出し忘れたとき、長雨の季節など、資源
物を出すことができない際にご利用ください。

環境資源対策
課

13 秦野マ
ンショ
ン

　秦野マンションから東海大学前駅まで、１時間に３
本のバスがあり便利だが、昼間、乗客が少ないバスを
見ると、今後のバス路線の確保について少し不安にな
る。市ではバス路線の確保について考えがあるのか。

　市では、バス折返場の借地料の補助などをはじめと
した、バスの運行に関する設備等の支援を行い、路線
の確保及び運行の維持を交通事業者と連携して実施し
ています。
　また、バス路線の確保については、何よりも地域の
方に乗り支えていただくことが重要であることから、
今後も積極的な公共交通の利用をお願いします。

交通住宅課
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