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伊勢原市長 高山松太郎様 

 

                         2015 年 1 月 26 日 

                                                 日本共産党伊勢原市会議員団   

                                                日本共産党伊勢原市委員会 

       市民要求書 

 

 日頃伊勢原市民のくらし、福祉、教育等のため努力されている貴職に敬意を表します。

私ども日本共産党市議団と市委員会は、昨年市民アンケートを実施し、市民から４１８

通の回答を戴きました、それを整理し市民要求３２２項目にまとめました、それぞれの

項目は、市民の切実な願い・希望です。これらを 27 年度予算を始め市政に生かしてい

ただくことを強く要請いたします。尚、市民要求に対する回答は 3 月予算議会までにお

願いいたします。 

 

１．道路・道路側溝・舗装等の道路及び排水路等に関する要求 

①道路のいたみがひどい。（市内全域） 

②横断歩道を作って欲しい、事故が多いし交通量が多い時間帯は子どもが渡るのに危な

い（地図あり） 

③道路が狭い。沼目５丁目周辺  

④住んで 30 年以上経ているが、道路の整備が行われていない為、クラックや表面のデ

コボコ、ライフラインの損傷（水漏れ）などが発生している。（沼目２丁目） 

⑤アスファルト舗装（枝大島入り口から枝橋の間）小稲葉 3025 付近  

⑥市道、排水路 号線沿いの側溝整備による道路の拡張 

⑦小稲葉地区の新屋自治会に住んでいます。家の前の用水路は今だ土掘りで、水の流れ

は悪く、不衛生です。コンクリート用水路にして欲しい。 

⑧大雨が降ると、水はけが悪く、道路の水があふれて、車が走れない。（下小稲葉） 

⑨河川敷は市や県が管理すべきなのに、小稲葉小金橋の上下土手の草刈りを小稲葉一部

の住民が草刈りを行っている。市や県の土木は草刈りをやらない。市や県にさせるべき

だ。（地図あり） 

⑩県道下糟屋・平塚線（重田酒店横から北方の道路と和田氏前、麻生一郎前の道路）を

駐車禁止にして欲しい。朝ごとに学校に行くに、車が止まっていて危険。毎日５台も止

めてある。このことは必ず行って下さい。 

⑪カーブミラー等の道路標識で、ベビーカーやお年寄りのカートが通れない。ガードレ

ールもなく右左ちぐはずな歩道。（コジマ電気からローソンの信号までの歩道）コジマ

から西方向の道路について歩道は狭い道で混んでも平行できません、時々人は自動車道
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に移行し、危険と思います。 

⑫ごみ収集場所の移動、道路上にあって狭くて危険。（地図あり） 

⑬自転車が歩道を走っている。 

⑭馬渡の消防小屋。怖い思いを何度もしています。 

⑮交通量が大きく危険、横断歩道の増設、2 カ所に高齢者事故～」とかいてあるが、歩

行者にとって横断歩道まで歩くのはよてもやっかいです。そこで横断歩道を設置して欲

しい（地図あり、駒形橋付近） 

⑯道路工事の際、歩行者がもう少し安全に通れるように交通警備をしっかりしてほしい

です。ベビーカーで歩いているので、たびたびこわい思いをしながら通っています。他

の市に住んでいるときは感じませんでしたが、伊勢原はそういう工事現場が多いと思い

ます。 

⑰旧大山街道の川の整備及び大山街道（旧道）歩道を広くして欲しい。（下子易～大山

ケーブル駅までの道） 

⑱歩道の整備、バスが走行する道は歩道が必要ではないか。 

⑲河の緑地を生かしたらどうか？ 

⑳高森台 1-10 当たりの横千原公園わきの道に「止まれの」線がないので車が一時停止

せずスピードを出してくる事あり。（地図あり） 

㉑高森郵便局近く、下り坂はスピードがでて危険。 

㉒東名高速道路北側の測道の車両通行量が大変増えて、朝夕ラッシュ時は大渋滞してい

ます。交叉する道路の２～３の通行量の少ない信号をセンサー付若しくは、時間差を最

大、最小に調整するようご検討ください。 

㉓車道は壊れるとすぐ工事するが、歩道の段差やデコボコは直っていない。車いすやベ

ビーカーを使用する方は困っている。市内全般に言える。 

㉔下落合サークル K 前の道路、大型車通行禁止道路に入ってくる。（地図あり） 

㉕小安神社経由する道路、夜くらすぎる実際痴漢騒ぎも起こっている。（地図あり） 

㉖歌川などの川の土手の除草。年１回だけなので真夏は草ボウボウ。 

㉗幅員の拡張－現在歩行者と自転車が通行するのに、大変危険である。事故が起きない

のが不思議である。（地図あり） 

㉘高森台１－１０番地当たりの横手原公園わきの道に「止まれ」の標識がないので車が

一旦停止しない。スピードを出してくるときがある（地図あり） 

㉙車道は壊れるとすぐ工事するの、歩道の段差やデコボコは直っていない、車いすやベ

ビーカーを使用する方は困っているのでは。（市内全域） 

㉚大雨で道路が冠水するときがある（串橋）。 

㉛雨が少しひどく降ると水の流れが悪い所の排水をよくしてもらいたい。すぐに水たま

りになる。地図あり。 
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㉜美化センターの西側の川の件。川か草原かわからない状態で市に（前市長）の時に手

紙を出したところ、伊勢原の管轄ではないとの返事。だったら平塚の市のほうに連絡を

してきれいに清掃するとか少しは市民の声を大切にしてほしい。 

㉝自転車道がない。地図アリ。（無・男） 

㉞段差、でこぼこ。視力障害者にやさしくない歩道ばかり。 

㉟比々多地区（特に串橋）は道路上（端ではなくやや中）に電柱、標識が立っているの

で邪魔なことがある。 

㊱大住台のＧＥＯ（レンタルビデオ屋）の駐車場の出口は一方通行であるにもかかわら

ず、侵入しようとする車両が多く、学童や他の歩行者が引かれそうになることがある（頻

発）。店でチラシを配布するなどして欲しい。店に要請したが無視。引かれそうになっ

てドライバーに威嚇されたとき 110 番に連絡したが無視（2 年ほど前）。（地図あり） 

㊲補修サイクルが遅いので路面が荒れている。 

㊳子ども達のために歩道を整備して欲しい（高森）。先生達は動かず、子どもが接触事

故に遭っています。（地図あり） 

㊴大田小までの長いたんぼ道の歩道が通学路とは思えない道。フェンスをつけて欲し

い。雨の時は車の水はねがすごくて歩いて学校には行けない。市道 4 号線、（小稲葉～

大田小に行くバスどおり）デコボコ道、歩道が狭い、子どもの通学が怖い。10 月の台

風の時、水がたまり通行が大変だった、川の中を走っているよう。断念して U ターン

している車もあった。通学路でもあるため、何とかしていただけないでしょうか。小稲

葉~大田小までのバス通りの歩道が狭い。道も悪く、雨の日は、子どもがびちょびちょ

になる。ガードレールくらい付けて欲しい。とにかく小稲葉~大田小学校に行直線道路

を直して欲しい。車で通ってもがたがたなのに、自転車や歩きで通う子どもが危ない。

下谷亀井酒店より、小稲葉に向かう道路は市内では最悪の道路である。小稲葉から大田

小学校に行く道が、私が通っていた 50 年近く前と変わらないひどい道路。厚木のエリ

アに入るといきなり道路がきれいになるのを見ると、伊勢原は住む場所じゃないと思

う。 

㊵八幡台 2丁目（県営住宅））付近道路の舗装をして下さい。（地図あり） 

㊶自転車で車道を走るのはかなり危険が伴うので躊躇している。 

㊷歩道道路の整備、側路が凸凹です。伊勢原北 

㊸自宅前の側溝のふたが従来の簡単なものであるため自動車が通ると落ちることがあ

る。田中・伊勢原北 

㊹道路舗装、ひび割れがはじまっている。八幡台 2 丁目 県住宅前 

㊺電柱の移設、電柱が歩道がなく、老人の歩行、乳母車の通行困難、非常に危険である。

（地図あり） 

㊻コジマからローソンまでの道路が狭くて歩道もなく歩行者は大変危険です。 
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㊼横断歩道の増設過去交通事故があったカ所に｛高齢者の事故」との注意書きがあるカ

所に横断歩道を設置して欲しい（駒形橋付近地図あり） 

㊼点字ブロックがはがれていても、そのままになっている。 

㊽自宅近くの道路が過去の工事区間の関係で、つなぎ目が段差があり使用不可能改善を

要望します。  

㊾歩行者用の道路整備。路面の凸凹が多い。足の悪い老人が転倒し負傷した場合、治療

費は市で負担。 

㊿舗装して欲しい道が多々ある。 

❶246 号の歩道が狭い所が多い。 

❷郵便局（本所）の所の信号を通りやすく改善してほしい。 

 

２．カーブミラーに関する要求 

①鶴巻公民館の上のカーブミラーがゆがみ、見えづらい。 

②大半の車道にカーブミラーをつけて欲しい。 

③カーブミラーの設置、10 年前より要望しているのに、設置していない。いままで 4

回の車の事故が発生、人が死なないとむりなのか？（板戸９６９地図あり） 

④カーブミラーが欲しい。（岡崎６６７８地図あり） 

⑤竹下歯科前にカーブミラーをつけて欲しい。（地図あり） 

⑥カーブミラーを希望したが、設置されていない。（岡崎） 

⑦新しいまちなので街灯は多いが、カーブミラーが少な過ぎると思います。（みらいヶ

丘） 

⑧カーブミラーが欲しい。フレックス近く（地図あり）成瀬地区 

⑨カーブミラーが欲しい。（地図あり）伊勢原南 

 

３．街灯に関する要求 

①伊勢原に来てビックリ、街灯が少なすぎる。（高森） 

②夜くらい、せめて街灯をもう少し増やして欲しい。（笠窪、串橋、その他） 

③下平間の街灯が少なすぎて真っ暗です。 

④街灯を全て LED に。 

⑤街灯がなく夜道が暗い、明るくして。（高森台）   

⑥道路に外灯が欲しい。特に小さな道路、脇道に明かりが欲しい。（高森団地周辺） 

⑦街灯が少ないように感じる。帰りが遅いと、暗くて、気分が不安になるので、もう少

し増やして欲しい。（高森台～愛甲付近） 

⑧街灯が少なく夜道が暗い、明るくして欲しい。夜間での街灯の充実。（全域） 

⑨鶴巻温泉から大住台への道が暗い。街灯が足らない。実際不審者による被害を受けた。
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（地図あり）。 

⑩⑪街灯があまりにも少なすぎる。通勤経路のため、必ず通らなければいけないので夜

遅いときは真っ暗で怖い。ただでさえ人気も少ない所なので防犯上も危ない。笠窪・東

名の側道。地図アリ。 

⑫街灯が少ない。串橋 

⑬街灯が暗い、平均に。（伊勢原北） 

⑭街が安全ではない。街灯が不備である。道が暗い。不審者への対策が悪い。大住台 

⑮街灯を増やして欲しい。（高森 2 丁目 （地図あり） 

 

４．市民の買い物、公共交通の利便性に関する要求 

①交通不便で場所を決めて、車での販売願いたい。 

②郊外大型店では車のない人たちは大変、街売りの小売店の生業ができるようにして。 

③高齢者になりつつの年齢です。公共交通を利用しなければ、生活できなくなります。

公共機関の整備を、病院まで行く・買い物に行く・生活するのに一番不安なのは交通手

段です。 

④バスの運行回数増を、車で駅まで出るのに混むので。 

⑤厚木市みたいな大型ショッピングビル（ミロードみたいな）を作って欲しい、愛甲石

田にデパートがない、買い物が不便。 

⑥マイカーのない老人の為にバスを無料にして欲しい。 

⑦バスの本数が少ない。時間帯によるが、１時間に１本、神奈中バスのような大型のバ

スでなく、小型で巡回してくれる乗り物が欲しい。 

⑧老人になってもどうしても行く必要があるところ（病院・役所・図書館等）で、かな

ちゃん手形への厚木市と同様の助成を。１年券、9,850 円のうち、1 人 1 回 6,000 円を助

成、 

⑨バスの本数を増やしてほしい。伊勢原市は車がないと不便なところなので通勤等で駅

までの利用、病院、買い物でバスは重要な交通機関だと思う。なので 30 分に 1 本とい

うのは少なすぎる。（比々多・大住台） 

⑩シルバー対象の公共バス利用のバス代補助があるとよい。 

⑪坂が多い所に住んでいるので、病院、買い物などにコミュニティバス（9 時～15 時頃

1 時間に 1 本など）があると助かるのですが。 

⑫特に大山の観光シーズン時、神奈中バスが新道、旧道どちらを通るか分からない、ど

ちらを通るのか情報公開して欲しい。 

⑬バス停が不便 

⑭交通の便が悪い。市道に歩いて１０分なのにバスが１時間に１回。伊勢原北 

⑮石田循環バス一律１８０円は高い、バス停以外でもどこでも止まれば利用する人が多
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くなる。 

⑯老齢者の足であるバス代の割引（７０歳以上）制の適用。今はテクテク歩いています。

一乗り老人パス割＠１００円ぐらいにならないものか。駅まで買い物に行くのがつら

い。当市政は何かをしているという雰囲気がない。 

⑰最近、北口駅からのバス（日向薬師行き等）が急に路線が変更になり、非常に不便を

感じています。何故、急に行政センター方面へ変わったのか合点がいきません。せめて、

日中の便の本数を増やして欲しい。 

⑱買い物、バスの利用を考えているが、平塚に行く本数が少なく 1 日何本かしかでは利

用できません。もう少し頻繁に運行していただけると近くだけでなく、遠くまで行って

みようと意欲がわくのですが 

 

５．公園に関する要求 

①緑のある公園が少ない小さい。子どもの遊べる公園整備を近い所に（小稲葉） 

②つきみの公園の遊具を増やして欲しい。   

③南コミュウニティと沼目団地近くの公園に水道設置して欲しい。設備はあるのにでな

いようになっている。 

④公園のトイレの臭い、汚さが場所に激しい。市内のトイレを点検し対策を。 

⑤運動公園の自由広場に４００m コース×３レーンを作り、誰でも自由に記録が計れ

るように。 

⑥どこの公園もボール禁止でボール等体を使って遊べる所をつくって欲しい。思い切り

ボール遊びができる公園を近くに作って欲しい。 

⑦鈴川テニスコートはもうボロボロ。２面を現在のコンクリ－ト製ハードコートから人

工芝のオムニコートに改修を 

⑧周辺自治体には市営温水プールがあるが、伊勢原市にはない。作ってほしい。 

⑨健康のためソフトボールをしているが、グラウンドがもっと欲しい。 

⑩公園整備に以前から無駄金を使っている、業者に儲けさせることは止めてほしい。

（例、武道館のコンクリート公園・渋田川沿いの太田道灌公の墓・円山城址公園） 

⑪金山公園の雑草が多い、虫刺されが心配子どもを遊ばせられない。整備して遊具をキ

レイにして欲しい。 

⑫近くの公園に行ったら必ず蝶やトンボ小鳥や玉虫など昔懐かしい物に出会う事がで

きること。 

⑬公園の管理ができていない。草が伸び放題、シーズン前には整備を。 

⑭古い公園の遊具はメンテしているのか？子ども達が自由に遊んでも安全か心配。 

⑮大根公園との利用提携をしてほしい（割引サービスの対象にならないか）。大住台 

⑯高森団地の南側の東名高速道路沿いにある住宅跡をきちんとした公園にして下さい。
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現在フェンスで囲まれていて入れないし、草が伸び放題になっています。厚木市側は公

園になっています。 

⑰見通しを良くしてもらいたい。（千津公園） 

⑱大きく、遊具が充実している公園がない。 

⑲砂遊びのできる公園がない。（はだの大根公園みたいな）。 

⑳近隣には公園がない公園が欲しい。伊勢原市は公園が整備されていなかったり、遊具

が少ない。（沼目） 

㉑子ども達がのびのび遊べる場所が欲しい。整備された公園より、自然な木の残る場所

孫を遊ばせたい。 

㉒子どもが安心して遊べる公園がないので、室内でゲームをしている。遊具が充実した

公園が少ない、公園を増やし遊具も。公園をきれいにする、安全にするにはまず草刈り、

遊具の点検をしっかりする。 

㉓遊具を撤去された後、補充されない、安全な遊具を。場所？ 

㉔大山に公園が少ない。 

㉕サッカー場、陸上競技場、テニスコートが欲しい。 

㉖陸上競技場がないこと 中学校の大会、市の大会、他市の競技場をお借りている。 

㉗おおね公園、ぼうさいの丘公園のような車で行ける大きな公園を。 

㉘自宅より車で行きたいのですが、駐車場がなく、一度駐車違反で捕まってしまいまし

た。駐車禁止の看板はないのですが、規則違反ということでした。市の駐車場を作って

下さい。（地図あり）千津公園近くに。 

㉙公園がない。公園を作って欲しい。 

 

６．防災・無線等防災に関する要求 

①防災施設が少ない。 

②災害が発生した場合の付き添いは？避難場所を障害を持った人が可能な限りの小区

域にしぼって、わかりやすいマップが欲しい。 

③防災無線が聞こえにくい（岡崎・沼目団地）、市役所に電話したが 1 基 600 万円かか

ると言われた。防災無線が反響が多くて聞こえない。ご近所の方の親切で、情報をえて

いる状態です。 

④防災放送が家の中に入るとほとんど分からないので、家の中でも分かるようになって

欲しい。要求したが「予算がない」の一点張り。 

⑤高齢者の家庭に（一部負担でもＯＫ）市役所からの直通の機器を付けて緊急時に対応

できる施策を考えてほしい（戸別受信？）。防災放送が家の中に入るとほとんどわから

ないので、家の名でもわかるようになってほしい。 

⑥防災、台風の時の冠水通行止め、台風の時、いろんな方面から、情報を入れて欲しい。
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（HP）に何もアップされていなかった。防災の知らせをもっと早く知りたい。スマホ

利用は？  

⑦１０月の台風以来、雨が降った翌日は必ずマンホールからチョロチョロ水があふれて

いるカ所がある、修理した方が良いと思います。（地図あり） 

⑧水がすごいカ所がる。（地図あり） 

⑨小稲葉在住です。大雨が降ると、玄関前まで水が来ます。道路の排水を改善して欲し

いです。 

⑩伊勢原の耐震対策は富士山の噴火の際、灰の問題、活断層はどうなるのか、対策は？ 

⑪緊急時スピーカーの放送で伝達していますが、聞き取りにくい。（台風時などは殆ど

聞こえない）緊急避難を要する合図などはサイレンなどで、知らせるなどの工夫を考え

た方が良くないか。 

⑫町内道路の消防車専用の消火栓を震災時、一般に使用できるようにホースを自治会単

位に備えるなどの施策をご検討ください。（必ず、火災発生し、市消防車が不足するこ

とは必至） 

⑬河川の水害、特に歌川。はんらん水位がぎりぎりであり、河川の土砂をさらってもら

いたい。平塚土木事務所へ何回も TEL してもいっこうに工事がない。このままだと、

歌川河川の東西の地区は、床下床上浸水がでる。 

⑭防災、板戸川が毎年２～３回溢れ庭まで水が入ってきた。（板戸 969-6 森下敦） 

⑮市内の防災無線放送が聞き取りにくい。もっと聞こえるように工夫（改善）をするこ

とを望む 

⑯10 月の台風で住居前の道路が水没（20～30ｃｍ位）した。串橋 

 

７．まちづくりに関する要求 

①税の負担増、減税し、人口増をうみやすくすべき。税金が安く、老人や子どもがすみ

やすい市。 

②企業を誘致し税を増やす。第２東名、２４６バイパス路線周辺を税収が上がる地目変

更は必要。 

③商業が活性化しないと街の活力が生まれません。 

④年間数万人もの観光客が来る大山の登山道整備して下さい。大山トイレをキレイに観

光客の人が困っています。 

⑤空き家が目立っている怖い。空き家の有効利用。 

⑥市内コミバスができれば、できるだけＣＯ２を少なくして、乗り合いバスを利用すれ

ば地球環境に良い。車１台に 1 人、2 人はもったいない。 

⑦駅と大山、七沢、比々多方面を結ぶ循環・路線バスの運行を。 

⑧伊勢原駅出張所２人勤務するほど仕事はない、人件費が無駄。 
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⑨小稲葉のような所に住んでいると、不便な事だらけです。今は車に乗る（運転）事が

できますが、病院など近くにはありません。とても将来が不安。 

⑩観光課、駅北口階段に売店がありますが、５時に閉店です。お役所仕事の商店は必要

ありません。もっと時間延長してください。 

⑪路上駐車が多い、警察に連絡しても身にも来ない。小稲葉 

⑫伊勢原は農道を拡張、整備した道路が多い。狭い、自転車歩行など全く考えられてい

ない。（市内全域） 

⑬調整区域をなくして欲しいです。農業をやらない 2 男３男がなんで恩恵を受けられる

のか。家が出来れば、地域が発展し、明るい町となる。私たちの周囲は農家の古い考え

が未だにはびこっていて、調整区域解除の言葉が出せません。家がたてられないため、

トラックの駐車場だらけで、エンジンの音でとてもうるさいです。 

⑭県の排水路の草刈りをして欲しい、ドブさらいも。今までは自分たちでやってきたが、

年齢的に無理になってきました。（小稲葉、地図あり） 

⑮小稲葉~下谷間、横内~下落合間、下落合~石田間、道路の側溝が、畑の土が流れ出て、

側溝が土で埋まって、水の流れを悪くしている。市がパトロールして、畑の地権者に土

が流れないよう指導すべきだ。 

⑯小稲葉、西屋、新屋地区は準工業地区か住宅地か調整区域にしても、小稲葉~下落合

の農業用水の西側は駐車場、産業地域、廃棄物処理があるが、この敷地にすべて排水施

設がない為、雨水が道路に流れ出ている。道路の冠水が多い。 

⑰駅北口のトイレの改修を。再開発などいつの事か分かりません。観光事業としても急

務だと思います。 

⑱通勤・通学路に路上禁煙標識をわかるようにして下さい。（伊勢原南）路上禁煙が徹

底されていない、特に通勤通学（伊勢原駅、愛甲石田駅では高校生が通るところで）で

守らない人が外多い。もっとＰＲをすべき、歩きタバコは禁止になったはずが、道路に

吸い殻が多い。 

⑲点字ブロックがはがれていてもそのままになっている。 

⑳ゴミの収集順番を変えないで欲しい、順番を決めないと収集時間の予測ができないた

め、清掃当番日は予定をたてる事ができない。9 時から 17 時に間１７０ｍも離れた場

所に４回も足を運んだことがある。（地図あり） 

㉑回覧板などに宗教（神社のお札の斡旋等）回ってくる。自治会として妥当なのか。 

㉒東電柱の移設、歩道が狭く乳母車の通行困難、非常に危険。（桜台１、地図あり） 

㉓市内の野焼き禁止。野焼きが多く。 

㉔坂道が多い市、道ばたに高齢者が休憩できるベンチ等があると良いのですが。 

㉖街路樹の背丈を電線より高さを低くして欲しい。桜台 1 丁目 

㉗公民館一つの団体の利用回数に制限があること。 
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㉙精神面で観光客に得するような大山方面信仰によるパワースポット（口コミ）＋地元

の人、聞き込みでの集客。 

㉚市営駐車場料金が少し高いかな。買い物するものがあればよいが、少額の買い物だと

駐車料金が高くつき、伊勢原で買い物する気にならない。（秦野ジャスコとかに行って

しまう) 

㉛子ども（小学生）中学生の自転車の乗り方マナー、山王中に高部屋に抜ける道、とく

に山王中生徒達 

㉜駅北口開発計画が必要。街づくりの計画性。駅北口をロータリー化し、交通の便宜を

図る。駅前（北口）の整備、駅前（特に北口）におしゃれなカフェ、雑貨屋さん、レス

トラン等で大山観光帰りのお客さんを引きつけたらどうでしょうか（九州由布院、鎌倉

小町通のにぎわいがあるといいですね） 

㉝東名下の緑地帯を年寄りや子どもが散歩できるよう歩道にしてほしい。 

㉞今年２回大雪でしたが、娘がアルバイトで帰ってくる夜、バスの運行がありませんで

した。雪の中を歩いて（駅から和田内まで）帰ってきました。宿泊施設もいっぱいでし

た。公共施設を「避難場所」としてもらえるとよいと思いました。 

㉟きれいなトイレであってほしい。トイレはその市（各市の？）顔になると感じる。 

㊱せっかく大山があるのにいろいろな面でもったいないと思うことがある。例えば大山

には電車で来る人が多いので、駅前か大山のふもとに銭湯でもあればいいのかもと思

う。 

㊲１０万人ぐらいが良い。厚木は不便。１０万人都市の限界を認識し、将来像を描くべ

き、広く意見を聞く環境を整えるべき！ 

㊳在宅介護の充実改善を希望 

㊴回覧板などで、宗教（神社のお札斡旋）等が回ってくるが自治会として妥当なのか？ 

㊵高森台児童館、老朽化して、老人が多い団地なので安全な建物及び隣りの公園の整備

を願う。 

㊶自転車の使用者（大人・学童・子どもなど全て）安全教育を受けさせて、教育修了証

を持たない者は利用できない制度を作る。携帯電話・スマホの歩行中・自転車での使用

を禁止させる（罰則付にして厳しく）。自転車が歩道を走っている。 

㊷公民館、児童館等の老朽化。 

㊸道路標識やガードレールにあるスプレー落書きをけしてもらいたい。 

㊹市財政が厳しいと言っていながら副市長２人制はおかしい。現在どの担当を行ってい

るのか議会中継をネットで見ていても答弁者が一定していない。 

㊺50 年後の街を想定して町おこしを進めるべき。共産党もそんな政策を出すべきであ

る。（例：歩道、サイクリングロードの整備、本来の川の復活） 

㊻市職の人数減らす。市役所の窓口の対応悪い。市政を携わる人々は、市民ではなく、
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自分自身の生活を重きにおいている。 

㊼下水道が無いので整備してほしい。伊勢原北 

㊽協同病院の跡地を２４時間明るいところにしてほしい。あそこが公園になると、真っ

暗になって危なさそう。お店がいっぱい集まったところにしてほしい。 

㊾板戸川が終わり小田急の北側に続く使われていない水路特に西側は車が通るので観

光の街としてキレイでない。ゴミの投げ捨てが多い。板戸川に沿ったサイクリングコー

ス。（公園緑地課、地図あり） 

㊿ゴミの収集順番を決めてかえなないで欲しい。清掃当番日は予定を立てることが出来

ない。9 時から 15 時の間に１７０ｍ離れた収集場祖に 4 回も足を運んだことがある。

（地図あり）伊勢原北 

❶伊勢原市の観光（財政）を活性化のため、道の駅・サービスエリアを作るべき。（第

二東名高速道路の開通に間に合うよう。） 

❷近くの店が閉まり、老人が買い物に不自由している。中小の店が商売が成り立つ様な

環境であって欲しい。 

❸郵便局の時間外対応の時間が短すぎる（特に日曜日） 

❹桜台に、耳鼻科が欲しい。 

❺医療都市にするとか、1 つの方針を立てて誘致して市の活性化を図って欲しい。 

❻大住台地区に郵便局がなくて困っている。 

❼共同墓地の建設を、大きな公園を兼ねたもの。 

❽エコ・減災助成制度の継続（住宅リフォーム。 

❾板戸川が終わり小田急の北側に続く使われていない水路、特に西側は車が通りので観

光のまちとしてキレイではない、ゴミの投げすが多い。 

 

 

８．教育・子育ての要求 

①子どもの教育。子どもは発達障害です、教育現場の人的不足が問題です。知的に高い

為、支援が受けづらい状況です。正教員増員、ヘルパー支援員の確保を希望します。 

②学童保育が６時半までなのでいつもバタバタです。朝７時 30 分から夜 7 時までの開

所を望みます。多少費用がかかってもかまいません。学童の預かり時間が短い。保育園

代が高い。 

③私は高機能自閉症の子どもを２人育てています。そこから感じたことを書かせていた

だきます。上の子は言葉の遅れは多少あったものの小学、中学と通常級で過ごしました。

特徴上難しい部分はあったものの今は、公立高校の２年生となり、頑張っています。小

学校の時には言葉の教室でフォローを受けました。さて息子です。息子は特徴上通常級

では難しいだろうと、小学入学と同時に支援級を勧められ、悩みはしたものの支援級で
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スタートしました。実際、マイペースなところが多かったので良かったのですが、でも

年齢を重ねて行く上で、友だちと合わせることができるようになったり、将来のことを

考えると、中学は通常級で、その為には小学高学年には、通常クラスに移したいと考え

ていました。でも、支援級では当然ながら、通常クラスに入って行ける勉強は出来ませ

ん。支援級の社会面を育てる個々に合わせる部分は賛成ですが、息子はデイケアと日中

一時支援で、つくしんぼを利用していたので、つくしんぼの先生とも話し合いをして、

学年相応の学習に力を入れて、本人の状態や学校との調整を重ねて小５より通常級へ。

今は成瀬中学の通常級に通っています。勿論本人に出来ない無理をさせるつもりはあり

ませんし、必要なら退く覚悟もきちんとあります。私は、子どものために選んだ支援級

で将来の選択肢が殆どなくなることに疑問を感じます。グレーゾーン・ボーダーゾーン

の子どもに的確な指導をして、１人でも多くの子どもたちに将来を選ばせてあげたいと

思います。支援でそういう形をきちんととれれば、必要な子どもたちにちゃんと受けさ

せる親御さんも増えるのではと思います。支援級に対する偏見や将来の不安を感じて支

援級にいれない親御さんが多いと聞きます。でも一番可哀想なのは、子どもです。通常

クラスになじめずに、主張の仕方が分からずにクラスで騒いで浮く存在になっているよ

うです。もっと厚いフォローを望みます。 

④英語を小５からと言うニュースがあったので思ったことを書かせてもらうなら、中学

校での英語授業において、英会話の時間を設けたら、と思います。経験上、中学、高校

の英語では全く使えません。ヒアリングすら難しい。ならば、必要な英会話に力を入れ

るべきではと、外人講師が難いのなら、県内、市内に住む方で仕事で英語を使っていた

方や、海外に住まれて英会話をできる方を頼ってみては？と感じました。全ての小中学

校で英語教育を徹底させ、伊勢原市域の独自性、子どもの将来性を築いて欲しい。（現

在の英語教育では全く通用しない） 

⑤公立学校の質の低下、施設の改善、職員のレベルアップ 

⑥子どもマナーが悪くなった。中学、高校生、逆に低学年生はきちんとあいさつができ

る。 

⑦教員人事に意義あり。校長→公民館長に天下り 小学校長がクラブ指導者の出身者が

多いのが目につく。(一生懸命頑張っているのは理解した上で) 教員人事に他市との交

流を望みます。 

⑧子ども虐待を防いであげて欲しい。可哀想で胸がつぶれる思いがする。 

⑨小児医療費の小６や中３まで引き上げてほしい。せめて小学校卒業まで援助して欲し

い近隣市町村で最も低い。厚木並みに、道一本でこんなにも違う。（２８件） 

⑩中学校給食実施。（１５件） 

⑪伊勢原には無い、厚木市並みの子育ての補助を。 

⑫学童保育。成瀬小のものは、せま過ぎるので、もっと広いところ（別の教室等）にし
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て、のびのびとさせて欲しい。 

⑬インフルエンザワクチンの無料化。 

⑭.2 人目が生まれ、今の保育園を一度退園しなければならない。2 歳以下のため、もう

一度入れるか不安。一度実績があれば復元して欲しい。マンションが増え（成瀬）若い

世帯が増えたから成瀬地域に保育園を増やして欲しい。 

⑮幼稚園の保育料が負担、年長だけでも無料に。 

⑯小学校の修学旅行が日光に戻った、子どもを被爆させないため、参加させたくない。 

⑰働くお母さんのサポートのため、学童保育を金銭的な負担無く受け入れられること。 

⑱公園、遊び場がつまらない。小学校等の校庭解放小学校の校庭開放。（見守りは PTA）

子どもたちが自由に遊べる場所が無い。自由広場を作るべき、娘は平塚に住んでいます

が、平塚は子どもを遊ばせる公園がいくつもありますが、伊勢原はそれに比べると数が

少なく、孫を遊ばせる所がありません。（２３件） 

⑲保育園代の軽減（３人もいるので大変です。３番目の子は全額負担です。） 

⑳通学バス定期の減額。 

㉑公立保育園が少ない。公立保育園を減らさないでほしい。 

㉒学校にエアコンの設置を早急に 

㉓教育について。私自身が受けた教育についてですが、生命を守る術、生活の知恵をも

っと重視してほしかった。微分・積分などは学業を終えて専門的に始める段階でも身に

つく。命を守る教育の充実を。 

㉔病児一時預かりの充実を希望する。孫が熱を出したら教育機関より（保育園含）引き

取りの連絡があったとき子どもを保護する場所がない。とも働きのため。 

㉕妊婦健診、子育ても高いので、子どもをつくるのをためらいます。 

㉖私立小に通っている子は自治会費を払っていても自治会の行事に参加資格がないの

は不公平です。（40 代・無） 

㉗保育園。待機がないようにしてほしい。 

㉘障害を持つ子が大人になって、その成長を支え仕事に就くまで相談できる所はある

が、仕事がなかなか無い、ようやく研修に行けるようになった。障害者がそれぞれの障

害が理解され生きていけること。 

㉙家庭境域の基盤が弱い（一人親家庭への支援、精神＆教育的サポート） 

㉚学校のＰＴＡ負担が大きい、気軽に引き受けられるような内容に。 

㉛子どもの虐待、子どもの貧困とか社会問題になっている。親が経済的に疲弊している。

若い人の雇用の確保、将来への安心感がないと子育ても安らかにできない。（ 

㉜おむつを 2 人目、3 人目以降は援助して欲しい（少しでも良いので…） 

㉝幼児が参加できる公民館等の催しがない。子育て支援を充実させて欲しい 

㉞児童館の設備が悪く内容も充実していない。児童館に管理人がいないので、子ども達
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が遊びたくても遊べない状態。 

㉟子どもを授かった時から成人するまでの支援体制の構築。 

㊱子どもは社会の宝物、子育てしやすい様に、子どもを産み育てる環境に税金を使って

欲しい。無償の奨学金制度で、教育力を未来の若者に。 

㊲歯のフッ素塗布の無料化。 

㊳障害があるため、保育園には入れない。受け入れ体制をつくって欲しい。 

㊶子育ては母親、祖母がするような事が良いとおもうような世間の考え方を変えて欲し

い。 

㊷小５の子どものアレルギー・ぜんそくの治療費。 

㊸孫の男の子が中学生の頃、不良グループと交友があり、児童館で火遊びをして市教育

委員会に面倒をかけた事があった。 

㊹支援センターが狭くて古い。 

㊺産後の就職期間が短い。産後２ヶ月での仕事は女性の体に負担。産後２ヶ月から就職

しないとダメと言われているが、それは女性に負担をかけているとしか思う得ないせめ

て半年から。 

㊻子育て支援については、24 時間とは言いませんが、深夜 23 時、24 時まで子どもを預

かる幼稚園をつくって欲しい。 

㊼今の市長は保育・老人・福祉など何もしていないのではないか？ 

㊽この地区の子どもが２５０人くらいになっています（幼稚園児、小学生、中学低学年）。

→健全な遊び方問題。親がいかに忙しくても、子ども教育に目を向けないと、大切な教

育時期を逸してしまう。 

㊾小学校への通学、ある程度学区を選べるとよいのだが、今は選べない。学区の境に居

住しているのが悩み。 

 

 

９．医療介護の要求 

①医療・介護は国の負担で運営してもらいたい。 

②国民健康保険税・介護保険料の軽減、上げないで、無料に。（４６件） 

③医療費が高い。（２６件） 

④老人ホームに入居するのに高すぎては入れないのでは？特養など高齢者施設の増設、

公共の高齢者介護施設の充実。老人ホームの不足、増設を望む。特別養護老人ホーム施

設の不足、特別養護老人ホーム施設を増やして欲しい。特養ホームが少ない。 

⑤病院が混んでいて、あまりにも自分の時間が無駄になっていること。 

⑥両親の介護、障害を持つ両親の行き場がない。自分も仕事を辞めることはできない。 

⑦.自分で買い物に行っている人が、デイケアサービスを受けている。しっかり審査し
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てほしい。 

⑧老健入所条件緩和。行政の相談窓口、知識の拡大（相談しても何の解決にもならない） 

⑨老人にも相当（相応？）の負担が必要。若い人に必要以上の負担を負わせないこと。 

⑩主人（87 歳）の足・腰が弱ってきて、このままだと、近いうち歩けなくなるのでは

ないかと言う不安。「らんの里」でこのような人を対象にアドバイスがあるらしいので

すが、ちょっと遠くて利用できない。特別養護老人ホームのキャパシティについて関心

がある。 

⑪義母が左半身不随になって身障者１級です。何の改善もないのに、介護度が５から４

へ変更されました。財政難が原因で、利用料を安く抑えための原因と推測します。超え

る部分は、当然私たちの負担増加になります。 

⑫高齢者医療について、親と同居しているが、介護する余裕がないです。安心して安い

料金で介護していただける施設を増やしてください。 

⑬インフルエンザの予防接種が減額で接種できる医療機関が少ない。 

⑭障害者などの施設に従事する人を増やす。時々見かけますが、正常者と一緒に遊んだ

り、スポーツを楽しめれば良いと思う。 

⑮これから年金も少なくなるので、お金のかからない福祉でお願いします。 

⑯.高齢者の医療費負担について、年収に応じて１割負担と３割負担の区分となってい

るが、段階的に何故２割負担の区分がないのか？年収規準をわずかに超えただけで、３

倍負担は極めて不平等と言わざるを得ない。 

⑰末期がん患者がいるが、受け入れ先がみつからない。 

⑱毎月、利用料が安く、低い生活でも入居できるホーム。具合が悪くなっても、介護保

険を使って施設に入りたくても何百人待ちなど、高い病院には入りたくないし。皆が老

後安心に、年金で。 

⑲どこにどんな施設があるのかわかりやすいパンフレットを作って欲しい。 

⑳.公の援助を多く、個人の負担を少なくなる様にしてもらいたい（60 代・女） 

㉔介護職員が施設で定着しない。労働条件を良くして欲しい。（給与等） 

㉕介護保険料を払っている者がこの制度を利用せず、死亡した場合、支払った何割かは

返還すべきである。 

㉑特養は何百人待ちらしい。毎月 25 万円なんか払えない。10 万円前後で預けられる施

設をもっと増やして。自分たちがホームを利用するときになって受け皿はあるのか？順

番待ちではなく、特養老人ホームを増やしてほしい。お金のある人はいくらでも入れま

す。特養の順番待ち。特養ホームと有料老人ホームの中間が作れないか？老人ホームに

入りたい時、市内ではすぐ入れるのでしょうか。入居の経費が年金で賄えることを望み

ます。 

㉒歩くことが不自由になってきた。寝たきりにならないように努力するしかない。 
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㉓病院に入院している母の退院後どうなるか、特養に入りたいが、多分無理なので、有

料老人ホームに入れるかどうか、出来たら入れたい。 

㉖介護認定を受けている者が病院に入院した場合、おむつ代が介護保険を使えない 

㉚他県で介護タクシー券を配布しているところがある。伊勢原も補助してくれると助か

ります。 

㉗１人暮らしだが安価で栄養バランスの取れた夕食、昼食の提供の場（市役所の食堂の

ように）がもっとあるといい 

㉘利用料。老人ホームのスタッフ減少。1 割負担のままで。建物はできていますが、ス

タッフは足りない。 

㉙市や NPO、ボランティアで高齢者（特に単身世帯）のケアを希望。 

㉚保険外の漢方で医療費が高くつく。漢方も保険対象にしてほしい。 

㉛伊勢原市民の施設入居率の拡大。 

㉜乳がん、子宮がん検診のお知らせを定期的にして欲しい（5 年ごととか）検診意識を

高めるためにも。 

㉝身体障害 3 級で目がダメで運転もできない、仕事もできない。ガソリン代もでない。 

㉞在宅サービスが心配。特養ホームの入居が大変なこと、施設の増設と在宅サービスの

充実をして欲しい。母は 90 歳。特養ホームに 1 年以内に入居できるようにして欲しい。

在宅サービスの訪問回数の充実。 

㉟在宅介護はもっと地域（自治会等）でボランティアを養成し、サービス業務に参加す

る方法を考えては…。 

㊱予防医療とともに健康寿命の増進を強化して下さい。もって、医療費の軽減を図る（皆

がハッピー）新潟県の予防活動、長野県のウオーキング活動等伊勢原でも行って医療費

削減を。 

㊲何時も受診している個人病院が休診の時、大病院に紹介なしで行くと痛いのに最低４

～５時間待ち、なんとかならないか。 

㊳国税が高い。資産割があって現在の土地・住宅所有者には辛い。何とかできないか。 

㊴現在私は、伊勢原市の国民健康保険に加入し、年金生活者にしてはかなりの高額を支

払っている。ここ数拾年、個人負担、保険負担を合わせても保険納税額の１／３も使つ

ていない、それでも医療費が年々膨らみ、健康保険制度が曲がり角に来ていて不足の負

担金をどうするかが問題となっている現状です。この問題は、年配者が増えるからと言

っているが、実際は間違いで、薬価や医療費を決めている人の問題だと思う、薬屋、薬

局の政治献金は非常に多く、彼らは優遇されているようで、この辺を改善すれば、３０

％位の医療費が削減できる。例を言うと、伊勢原で風邪で病院に掛った時の薬代、薬代

金￥８８０円、調剤技術料￥1, 3 5 0 円 薬学管理料￥４１０円と成る、東京文京区の

個人医院で同じ風邪で掛った時の薬代は、薬代￥９１０円のみです。病院の費用は、伊
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勢原、文京区共同じくらだが、文京区は病院で薬を出してくれる。又、水虫で医者に掛

り、伊勢原の指定薬局でチューブに入った薬をもらうと、薬代￥430 調剤技術料￥８

４０円、薬学管理料￥４１０円を取られる。現在の薬は、薬メーカーで錠剤にパックさ

れ、又チューブに成って、直ぐに取り出せる状態で有るのに調剤技術料を取るのはいか

がなものか、チューブに入っているのを取り出すのに、調剤技術料とは何だろうか、薬

学管理料とは何だろうか。東京都、伊勢原両方とも、もらった薬の内容はほとんど同じ

であるのに、薬価以上に、こじつけた費用請求を無くせば、全医療費の３０％は削減で

きる。又、薬の服用の仕方は、お医者で薬の服用指示もあるし、薬の種類ごと一回何錠

何日分と袋に書けばいい事でしょう、東京はそうなっている。この事は、一般に市民は

無関心で、保険で掛れば、１割負担か３割負担なので、その時の支払いは少ない為、気

にする人はあまり居ないようです。 

㊵母が足腰が悪くなり、父母に痴呆が始まってきたので、仕事を続けながら介護ができ

るか心配。気軽に相談できる所、支援してくれる所を知りたい。（桜台） 

㊺支援 1・2 又は介護１・２の人にタクシー券を出してくださると良いと思います。市

は「介護 5 になったらだします」といわれた、それは寝たきりの人だそうです、何故そ

うなのか知りたい。 

㊶インフルエンザ等予防は無料に。 

㊷娘は障害２級（精神）です、年金とパートでは生活が苦しい、なにか障害者への補助

があれば本当に助かる。74 歳で働くのも現実です。 

㊸特養ホーム等の施設の充実。.老人ホームを沢山作って、70 歳以上は医療費ゼロにし

て。.施設の増設。（2 人）80 歳以上は 1 割又は無料にする。 

㊹介護保険使わず死ぬと思いますので、そんな人には少しでも還元をして。 

㊻老人が参加するイベントに送迎があれば良い、一人では行かれない。母は要支援１に

なり、ディサービスが週１回になり、歩行する機会がすくなくなり、足が弱っている、

又他人と話しをする機会も減った。 

㊼他市ではシルバー人材センターと書かれたものを着ているが、伊勢原でも同様にした

ら。 

㊽老人ホームにお世話になりたいが、今の年金では残された 1 人は年金では生活できま

せん。せめてホーム費が半分になればと思います。 
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大田地区③ 

 

 

 

 

 

大田地区④ 

 

 

 

 

 

大田地区⑤ 

 

 

 

 

 

 

大田地区⑥ 

 

 

 

 

 

大

田

 雨の日、ピンクの箇所は水がす

ごい。 

大田小までの歩道通学路とは思

えない、雨の日は学校に行けな

い、フェンスをつけて。 

横断歩道を設置して。事故も多

い、交通量が多くて子どもが渡る

のに危ない。小稲葉２１０５ 

  道路幅員が一部せまく、用水

路とのたかさもあり法面が崩れ

危険。 

周辺は汚いし、側溝に汚水、汚

物を流すので臭すぎる。 

保健所様さに来て！ 
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地区⑦ 

 

 

 

 

 

大

田

地

区

⑧ 

 

 

 

 

 

成瀬地区① 

 

 

 

 

 

成瀬地区② 

 

 

 

 

 

成瀬地区③ 

 県の排水路の草刈り、ドブさら

いをして欲しい。今までは自分

たちでやってきたが、」年齢的

に無理になってきた。 

 幅員の拡張、現在歩行者と自転

車が通行するのに大変危険。事

故が起きないの野が不思議。 

新しいまちなので街灯は多い

が、カーブミラーが少なすぎ
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成瀬地区④ 

 

 

 

 

 

 

 

成

瀬

地

区

⑤ 

 

 

 

 

 

 

成瀬地区⑥ 

 

 

 

 

成瀬地区⑦ 

 

 

 

 

下り坂でスピードが出て危険。 

高森郵便局近く、高森団地へ続

く道路。 

カーブミラーの設置を 

愛甲石田駅に続く子安神社を経

由する※の箇所①と②坂道が暗

すぎる痴漢騒ぎも起こっている

街灯増又は防犯灯を 

街路灯を増やして欲しい。高森

丁目 

高森台丁目１０番地当たりの横

手原公園わきの道に「止まれ」

の線がないので車が一旦停止せ

ず、スピード出してくることが

あり危険。 



- 21 -

 

 

成瀬地区⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

比々多地区① 

 

 

 

 

 

 

比々多地区② 

 

 

 

 

 

 

比々多地区③ 

ふたをして道路にする。 

ＧＥＯの駐車条出入り口は一方方

向にあるにもかかわらず、進入しよ

うとする車が多く、学童や歩行者が

ひかれそうになる ことが頻々にあ

る。進入禁止を徹底して！ 

街灯があまりにも少なすぎる、通勤

経路のため必ず通る。夜遅い時は真

っ暗で怖い。東名下側道。 
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比々多地区④ 

 

 

 

 

 

比々多地区⑤ 

 

 

 

 

 

 

比々多地区⑥ 

 

 

 

 

比々多地区⑦ 

 

 

 

美化センター西側の河川 

川か草原かわからないの清掃・改

善。 

雨が少しひどく降るとすぐ水たま

りができる排水をよくして。 

鶴巻温泉から大住台への道が暗い、

街灯が足らない、不審者による被害

発生。 

自転車道がない。 

土砂崩れが心配、最無線が聞こえな

い。三宮 1777-7 
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比々多地区⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

比々多地区⑨ 

 

 

 

 

 

比々多地区⑩ 

 

 

 

 

 

広場は砂利でけがをして帰ってく

る、遊具が欲しい、ボール遊びでき

るようフェンスが欲しい。道路がぼ

こぼこ。横断歩道（片側は歩道がな

く、ぎりぎりに車がくる、児童が多

い、ひやり体験。 

信号をつけて欲しい。大勢の人が危

険横断をしている。 

大磯線跨線橋近く売り出し中セキ

スイ。 

 笠窪公民館信号の右折れ禁止又は

通学通勤時間帯。 

246 にでる信号の時間をもっと長く

して欲しい。 
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比々多⑪ 

 

 

 

 

 

 

髙部屋地区① 

 

 

 

 

 

  髙部屋地区② 

 

 

 

 

 

髙部屋地区③ 

 

 

 

 

 

 

髙部屋愛育園南側道路整備拡張、入

り口付近で民地を勝手にアスファ

ルト舗装してあり使用者は当たり

前のように民地を通行している。 

雪の日 坂で危険です。 

○印の坂は虚血にして短いですが、

高齢化が進む中心配。 

道路の補修、全般。 

特に藤野の細道 

隣地が「売り地」になっている。

ブルーシートを一面に業者が敷

きこれが目障りである。雨水は

たまるし困っている。 
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髙部屋地区④ 

 

 

 

髙部屋地区⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢原北地区① 

 

 

 

 

 

伊勢原北地区② 

 

 

 

 

伊勢原北地区③ 

カーブミラー上粕屋１５１４の 

Ｔ字路 

東名北側の側道の車両通行量が増

えている、朝夕ラッシュ時は大渋滞

し、交差する道路する、通行量の少

ない道路の信号をセンサー付きも

しくは時間差を最大に調整するよ

う検討。して下さい 

「止まれ」の標識をつけて欲しい。

街灯が少なく、下水道がにおう、蚊

が多い 
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伊勢原北地区④ 

 

 

 

 

 

 

伊勢原北地区⑤ 

 

 

 

 

 

 

 伊勢原北地区⑥ 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区① 

 

事故が多い 伊勢原小入り口の交差

点から千津公園への道でくもん教室 

前の横断歩道で自転車と車の事故が

多い車からすると横断歩道の隣に電

柱があるため見えないらしい。 

側溝のふたが従来の簡単な物でるの

で、自動車が通ると落ちる。下水道

の整備を早くして欲しい。 

下水道を早くつくって欲しい。 

下水道を早くつくって欲しい。（田

コジマ電気周辺の歩道整備。側溝の

フタの上を歩かせる歩道なんて考え

られない。 
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伊勢原南地区② 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区③ 

 

 

 

 

伊勢原南地区④ 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑤ 

 

 

竹下歯科の前にカーブミラーを付け

て下さい。 

交通量（暴走車）が多く危険。改善

策を。 

道路の舗装を、ひび割れが始まって

いる。（八幡台２丁目、県住） 

横断歩道の設置。過去の交通事故発

生地に「高齢者の事故～」と注意書

きがありますが、そのような箇所に

横断歩道を設置して下さい。 
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伊勢原南地区⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑦ 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑧ 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑨ 

千津公園に駐車場を設置して下さ

い。．千津公園の路駐をどうにかし

ゴミ集積所の移動、道路上で狭くて

危険。 

カーブミラーの設置。露木家の植木

等で右から来る車が見えず事故が発

生４回。 
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伊勢原南地区⑩ 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑪ 

 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑫ 

 

 

 

 

 

 

伊勢原南地区⑬ 

 

 

カーブミラーが欲しい。岡崎 6678 番

地。 

電柱の移設。電柱が歩道を狭くし、

老人・乳母車の通行が困難、危険 

 桜台 1-20-1 

板戸側が終わり小田急北側に続く、

使われていない水路（特に西側は車

が通れるので観光のまちとしてキレ

イでない、ゴミの投げ捨てが多い。 

 板戸川に沿ったサイクリングコー

用水路にフタをして歩道にして欲し

い。 

東大竹跨線橋付近、道路の段差改善

を。 
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その他地区（伊勢原北）① 

 

 

 

 

 

 

その他地区（大山）② 

 

 

 

 

 

 

  その他地区（成瀬）③ 

 

 

 

カーブミラーが見づらい。 

赤点線のバス路線設置。図書館・文

化会館・市役所・病院等に行くのに、

現在は大山ケーブルで駅まで行き

さらにバス。片道 340 円往復 680 円

足が悪いので徒歩は無理。 

伊勢原に来てビックリ、街灯が少な

すぎます。子ども達のため歩道を整

備して欲しいと行ってもできず、子

どもが接触事故に遭っています。下

ってくる車が見にくい。高森４丁目


