平成２５年度
No.
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緑区対話集会開催概要（８月）

「質問・要望・提案」の内容

「回答・見解・処理方針」の内容

道路の「止まれ」の文字及び停止線の両方が消えてしまって
道路標識は道路幅により設置の大きさを変えています。道路幅が大きくはないの
いるので、大変危険。「止まれ」の標識も小さく、高さも高いの
で、現在設置されている大きさの標識を設置しました。また設置の高さですが、ある
で、子どもや自転車には見えにくい。他にも同様の箇所がある。 程度の高さがないと自動車と接触し曲がってしまうので、現状の高さに設置してい
早急に調査して、全く消えているものは直してほしい。
ます。ご理解をお願いします。
③の「止まれ」の標識ですが、現場を確認したところ支柱が曲がっていましたので修
《場所》
繕をいたします。【浦和東警察署】
①芝原1丁目4-19付近交差点
②芝原1丁目1 スーパー北東角の丁字路
ご指摘のありました①〜③の道路標示を含め、平成２５年７月中に塗り直しを行
③芝原1丁目2 個人宅南東角の丁字路。「止まれ」の標識も曲 いました。【緑区役所くらし応援室】
がっていて、木の枝に隠れている。
※いずれも、別添資料に写真・地図あり。
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平成25年7月4、5日において低木剪定(約50ｃｍ）を終えております。また、笹の処
芝原1丁目12-1・個人宅西側の植え込みの高さがあるので、
車が出ようとする時、あるいは子どもが道路を渡ろうとする時に 理につきましては、客土に笹の根があることから、客土の入れ替えが必要になりま
すが、現段階では考えておりません。笹が伸びた段階でご連絡をいただければ現
見通しが悪く、危険。道路の反対側も同様の状態。
そこで、植え込みを長さ10m程を、高さは極端に低く刈り込む 地を確認し、対応いたしますので、よろしくお願いします。【緑区役所くらし応援室】
か抜いてほしい。また、笹がすぐ伸びるので、その処理もお願い
したい。
※別添資料に写真(植え込みの高さ142cm時点で撮影)・地図あ
芝原1丁目12-1・個人宅西の交差点他において、運転席から
平成２５年７月１０日に、カーブミラーの鏡面角度の調整を業者に依頼済です。ま
見ると、カーブミラーの角度が合っていないので、死角ができ
た他のカーブミラーの角度調整につきましても、緑区くらし応援室に電話をいただけ
る。車を更に前に出してみようとするので危険なため、調整をお れば、修理を行います。【緑区役所くらし応援室】
願いしたい。他の所も、点検をお願いする。
※別添資料に写真・地図あり。
芝原1丁目24・芝原西公園南東角のカーブミラーの支柱が折
れ曲がっているので、修理をお願いしたい。

※別添資料に写真・地図あり。
芝原1丁目・松木南公園付近箇所において、信号機の設置、ま 現状では交通量が少なく信号機の設置に至っていません。横断歩道及び「止ま
たは、横断歩道・一時停止「止まれ」の修正と道路の色づけをお れ」の塗り直しについては、平成２５年度に埼玉県公安委員会に要望いたします。
【浦和東警察署】
願いしたい。
道路がクランクになっており、自動車の進行方向が分かりづら
ご指摘の交差点付近の道路標示の塗り直しを、平成２５年７月に実施しました。
く、子どもを横断させにくいため。
併せて運転手に対する注意喚起の看板の設置を行います。
【緑区役所くらし応援室】
※別添資料に写真・地図あり。
芝原3丁目13番地付近において、矢印信号、または時差式信
南北の道路についての右折信号及び時差式信号の設置の要望ですが、右折車
号の設置をお願いしたい。児童が横断中でも、減速せずにすぐ 線を作る道路幅がありませんので、設置することができません。
側までせかすように進入してくる車がおり、大変危険であるた
【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】
め。
※現在約150名の生徒が利用。過去に死亡事故が起きた現場
だと聞いている。
※別添資料に写真・地図あり。
三室中学校前には横断歩道があるが、交通量が増え、子ども
達の横断も多い。子供たちの安全のため、三室中学校北、馬場
1-37、2-3番地先の十字路(20m道路)付近に横断歩道を設置し
てほしい。
※三室中学校長、地元住民、三室地区交通安全協会からの要
望
※別添資料に地図あり。
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①清水橋、②馬場橋の下排水路沿いの雑草刈り、及び③馬
場東公園裏側の低木の刈り込みをお願いしたい。
※①〜③それぞれ、別添資料に地図あり。
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平成２５年７月１０日に、カーブミラーの支柱修繕を業者に依頼済です。
【緑区役所くらし応援室】

現地を確認しましたが、横断需要が見受けられませんでしたので、横断歩道の設
置申請まで至っておりません。また三室中学校南に信号がありますので、そちらの
信号を使い安全に渡ってください。【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

①②につきましては、平成25年8月8日に作業を終えました。③につきましては、毎
年8月に刈り込みを行っており、平成25年度も8月に施工済みです。
【都市局南部都市・公園管理事務所管理課及び緑区役所くらし応援室】

バス通りを横断する歩行者用の信号はあるが(写真①)、通学
路である北⇔南への横断歩道に信号機(歩行者用)がない状況
(写真②)である。
横断する児童の目線からは見えにくく(写真③)、車道の信号を
歩行者用の信号を平成２４年１０月に埼玉県公安委員会に申請済です。
見て渡るように、子どもには説明するしかない現状である。
住宅も増加しており、この通学路を使用する児童も増えている 【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】
中、低学年にも分かりやすく見やすい歩行者用信号の設置を要
望する。
※別添資料に写真・地図あり。
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緑区対話集会開催概要（８月）

「質問・要望・提案」の内容

ゾーン３０は、ある一定の範囲内(ゾーン)の生活道路において歩行者の安全を確
保するため、自動車の最高速度を３０Km/ｈに設定し、歩行者等の通行を最優先に
考える交通安全対策です。この事業は、平成２３年９月に警察庁より出された通達
を受けて、本市においては２６地区のゾーンが決定され、平成２４年度から平成２８
松木自治会エリアの道路が、幹線道路出入りの抜け道となっ 年度までの５ヶ年で全地区の整備完了を目標に、現在進めております。
ているため、朝夕の通行量が著しく増加している。登下校時に
緑区においては、東大門２・３丁目地区、東浦和５・６丁目地区、東浦和７丁目地
は、児童生徒が危険にさらされている。当初川口市で社会実験 区の３地区が位置づけられておりますが、新規区域指定につきましては、現在２６
として実施され成果をあげ、後に本格実施となった生活道路の 地区の整備が進められており、新たに区域を追加することは、埼玉県公安委員会
最高速度制限30km/hを施行し、危険回避の措置を早急に実現 による最高速度３０キロメートルの速度規制を伴うものであることから、警察との調
してほしい。
整が必要であり、平成２８年度までの期間中では難しいものと考えられます。しか
し、個別箇所の道路安全対策につきましては、交通管理者である警察と調整を図っ
て参りたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
【建設局土木部道路環境課】
松木3丁目35番地23先の不変的5差路交差点について、信号
機の設置、または路面表示等をお願いしたい。
この箇所は、急カーブで見通しが悪く、車通りが激しい。5差路
の為、四方八方から車が出てきて危険。通学路になっているに
も関わらず、歩道が狭い。
対策として、信号機の設置、あるいは速度が落ちるような路面
への施工、歩道へのガードレールの設置等のご検討をお願いし
たい。
※子ども達の登下校時に危険を感じ、芝原小学校PTAより要
望。
※別添資料に写真・地図あり。
松木1丁目31番地28、芝原1丁目32番地先の横断歩道表示、
または危険箇所注意表示等をお願いしたい。
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※子ども達の登下校時に危険を感じ、芝原小学校PTAより要
望。
※別添資料に写真・地図あり。
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新しい道が開通し、スピードを出して直進してくる車が非常に
多くなった。たくさんの子ども達が通学などで通る道なので、横
断歩道もしくは道路標識の設置を希望。
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※別添資料に地図あり。
抜け道になっているため、車、自転車がかなりのスピードで曲
がってくることがある。ぶつかりそうになったりと非常に危険なた
め、カーブミラーの設置を希望。
※別添資料に地図あり。
宮本朝日坂信号に歩行者信号を付けてほしい。
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「回答・見解・処理方針」の内容

※芝小子供会要請で、平成24年〜継続提出。
※別添資料に地図あり。
馬場方面から北宿通りを渡り、当自治会内へ入る道路が完成
すると、交通環境が変わる。その点について、以下のとおり要望
する。
①住宅内大通りにある横断歩道をはっきりと書き直してほしい。
小学生の通学路になっている。
②大通りに速度制限の標識を見やすいよう設置してほしい。
③過去に事故が数件起きている、5班Bと6班の十字路は、今以
上に危険になる。南北に走る車への停止標識も設置できない
か。殆どが、坂道を下ってくる自転車と南北に走り抜ける車の接
触事故である。
④5班B通りの速度制限標識を見やすい位置に。または、道路
表面に書いてほしい。

ご要望いただきました交差点につきましては、平成２４年８月に浦和東警察署と合
同現場診断を行い、平成25年度中に、区画線、ラバーポールの設置、歩車道境界
ブロックの改良等の工事を行い、交差点を改良する予定です。交差点から北側の
歩道につきましては、すでにブロックで歩車道が分離されていること、住居への出
入り部が多いことから、今回はガードレールの設置を見送ることとしています。
【建設局南部建設事務所道路安全対策課】
信号機の設置につきましては、交差点形状が複雑なことから、信号での交通整理
が難しいので、設置出来ません。【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

横断歩道２ヶ所の設置要望ですが、松木1丁目31番地28先の丁字路交差点に、
横断歩道の設置申請を県公安委員会に行います。また併せて丁字路を北に向かう
道路につきまして、駐車禁止の申請を県公安員会に申請します。
【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

現場の公園付近につきましては、平成２４年度に三室小学校から要望があり、公
園の東側に横断歩道の設置を埼玉県公安委員会に申請済です。
【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

現場確認し自治会長と協議により、カーブミラーではなく減速をイメージする道路
標示と、外側線を平成２５年７月に設置しました。【緑区役所くらし応援室】

平成２４年度の地区懇談会でも要望がありました。また平成２４年度の通学路点
検のなかでも要望がありましたことを受け、既に埼玉県公安委員会に申請済です。
【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

①横断歩道の塗り直しですが、平成２５年４月に埼玉県公安委員会に申請済み
です。
②速度制限の標識についてですが、標識の大きさは変わりませんが見づらくなっ
ていますので、要望場所以外も含めて平成２５年４月に埼玉県公安委員会に申請
済みです。
③現在は４方向の一時停止の標識設置は行っていません。理由としては、通過
する運転手が４方向とも一時停止と判ると、相手が停止するだろうと考え、停止しな
いで交差点に入り、事故となるケースがあるためです。
④速度制限標識を見やすい位置にということですが、現状の設置場所でご理解
いただきたい。また、速度の道路標示ですが、早急に埼玉県公安委員会に申請い
たします。【浦和東警察署】【緑区役所くらし応援室】

※別添資料に詳細な状況を載せた地図あり。
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住居表示のプレートにつきましては、市内全域より地区を選定し、毎年一定量ず
電柱に掲示してある住居表示のプレートで、永年劣化等により
つ付け替えを行っております。
キズが付く、取れる、取れそうになっている等のものがある。付
道祖土地区につきましては、経年劣化等による損傷が激しいことを承知しており
け替えをお願いしたい。
ますので、他地区の状況を踏まえながら、できるだけ早く付け替えを実施したいと
考えております。【市民・スポーツ文化局区政推進室】
※別添資料に写真あり。
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No.

緑区対話集会開催概要（８月）

「質問・要望・提案」の内容

「回答・見解・処理方針」の内容
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道祖土小学校正門前道路に2ヶ所ある「子供注意」の道路標
横断歩道の塗り直しにつきましては、平成２５年度に埼玉県公安委員会に要望い
示、学校北側通用門前の道路に1ヶ所ある「横断歩道の表示」
たします。【浦和東警察署】
について、何れも薄くなり、消えかかっているので、早急に塗り
直し等の処置をお願いしたい。
道祖土小学校東側に、合計３ヶ所にある道路標示の「子供注意」につきましては、
昨年も要望したが、最近の通勤、通学時の交通量の増加に伴
平成２５年７月に２ヶ所の塗り直しを行いました。また、もう１ヶ所のシェトワ浦和の
い、住民から再度要望があった。
東側にある「子供注意」につきましては、隣接工事が終了後、路面状況を確認し検
討します。【緑区役所くらし応援室】
※別添資料に地図あり。
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緑区の実態を勘案し、的を絞った現実的な防災対策を検討願
本市においては、地震等の災害が起きた場合の一般的なガイドラインとして「避難
いたい。
場所運営マニュアル」、及び各避難場所における施設の利用状況や鍵の所持者等
を示した「避難場所施設との協議事項」を作成しており、避難場所運営員会にもお
《理由》
緑区内で想定される大規模災害で、津波、土砂崩れ、河川の 示ししております。
それらを用いて各地域において実践に即した訓練を実施していただき、さらに訓
氾濫等によるものは基本的には考えにくく、最も懸念されるの
は、避難する時間的余裕のない突発性の大震災だと思われる。 練の結果を踏まえて「避難場所施設との協議事項」の内容や対応方法を更新して
その場合、緑区区長マニフェストに謳われている現状の『避難 いくことがご提案の現行避難施設の体制整備、また地域の防災力の向上になりま
場所訓練』がどれだけ有効に機能するか。発生直後の大混乱 すので、引き続き御協力をお願い申し上げます。
また、防災倉庫の設置につきましては、原則設置を希望する自主防災組織にお
の中で500m、1kmと離れた指定場所に住民が即避難するとは
考えられず、また仮に家屋倒壊後に生存者が避難するにして いて、地域内の状況等を勘案し、設置に適した場所を検討していただく形になりま
も、当該施設開放に対する連絡体制や収容能力、備蓄規模は すのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
【総務局危機管理部防災課】
現実性を欠いているのではないかと危惧する。
確かに、突発性の大震災に全て対応できる体制は困難だとし
ても、より現実的な備えは最低限必要と考える。一つは、対応エ
リアの細分化であり、一つには現行避難施設の体制整備であ
る。前者については、発生直後に必要となる救助担架や簡易ト
イレ等を収納した防災倉庫を、例えば、50〜100世帯単位の細
分化したエリア内に設置し、それに即した最低限の実践訓練が
必要と考える。ただ、倉庫や備品は行政の補助金で対応可能だ
が、倉庫の設置場所の確保は自治会単独では難しい。行政と
自治会が連携して、設置場所の確保(ex.コンビニや店舗、駐車
場の一角)を検討、交渉できないか。後者については、例えば突
発災害が深夜に発生した場合、現行避難施設の入口や防災倉
庫の鍵を誰がどのように開け得るのか、防災無線は機能するの
か等、想定される様々なパターン毎に、対応すべき現実的な防
災ガイドラインを行政として検討いただきたい。
そうした前提が整備されれば、現行の『避難場所訓練』はより
有効に機能するのではないかと考える。
第二産業道路沿いの歩道に ハナミズキ を植樹し、併せて、
街路樹のメンテナンスを定期的に実施願いたい。
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《理由》
緑区の花・木は サクラ と ハナミズキ であり、『区長マニフェ
スト』では、「花と緑あふれる心豊かな町づくり」が主要な取組事
項となっております。
第二産業道路は緑区の中心部を南北に縦断しているにも関
わらず、シンボルツリーがない。植樹スペースはまだまだあり、
道祖土２丁目周辺では樹木の立ち枯れや消失も目立つ。
是非、ハナミズキを植樹して、区長マニフェストで謳う「花と緑
あふれる心豊かな町づくり」を加速いただきたいと考える。

第二産業道路沿いの街路樹管理については、低木、中木、高木の剪定を年1回、
植樹帯の中の清掃を年４回、除草を年３回定期的に行っております。ご要望のハナ
ミズキの植樹につきましては、現在の植樹は高木のイチョウと低木のツツジが植樹
されております。これらは、同一間隔に同一植種で同形、同大の樹木を植栽してい
るものですので、現状では、裸地部分等にハナミズキを植えることは難しいと考え
ておりますが、街路樹管理の予算課であります、建設局南部建設事務所道路維持
課に要望を伝えます。
【緑区役所くらし応援室及び建設局南部建設事務所道路維持課】

支所及び市民の窓口の設置につきましては、平成１５年の政令指定都市移行に
伴い、各区に区役所ができたことから、区役所から1km以内にある支所等を整理・
統合させていただいた経緯がございます。また、本市の公共施設整備においては、
道祖土地区に市民の窓口(緑区役所の代行機関)設置を検討
新規のハコモノ整備を行わないことなどを原則とする公共施設マネジメント計画を
願いたい。あるいは、緑区の北部地域から緑区役所やプラザ
進めており、新規に施設を設置することは困難であると考えております。
イーストへ至るバス路線の新設を支援いただきたい。
大変ご不便をおかけいたしますが、既存の支所、市民の窓口の他、原則最終日
曜日の区役所休日開庁(8時30分〜17時15分)、住民票の写し等のコンビニ交付
《理由》
サービス等も行っておりますので、ご利用いただければと考えております。今後も利
緑区役所とプラザイーストは、区民にとって重要なスポットだ
便性の高い窓口サービスを提供するため、窓口業務の改善を図ってまいりたいと
が、道祖土地区からは約2kmの距離があり、高齢者には不便で
考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
ある。
【市民・スポーツ文化局区政推進室】
現在、緑区に設けられている市民の窓口は、三室、美園、東
浦和、原山、山崎のみであり、バス路線も、浦和駅と東浦和駅
これまでもバス事業者に路線の新設や拡充について要望してきましたが、バス事
からの国際興業バスしかなく、利用できるのは、緑区の南部地
業者からは明白な収益が見込めない限り、路線の新設や拡充は難しいと伺ってい
域に限定されている。
ます。
今後の高齢化の進展を勘案した場合、緑区役所とプラザイー
しかしながら、高齢化の進展等、社会情勢が変化する中で、公共交通は、これま
ストの利便性に何らかの手を打っていただきたい。
で以上に重要な役割を担っていくものと認識しておりますので、ご要望の内容につ
きましては、バス事業者に強く要望してまいります。
【都市局都市計画部都市交通課】

平成２５年度
No.

緑区対話集会開催概要（８月）

「質問・要望・提案」の内容

「回答・見解・処理方針」の内容
第二産業道路と北宿通りの交差点（通称北宿交差点）の拡幅工事はまだ継続中
です。現在は下水道や水道の移設工事を行っており、その工事が完成した後に最
終的な歩道整備工事に着手し、早期の完成を目指し工事を進めていきます。
【建設局南部建設事務所道路安全対策課】
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第二産業道路と北宿通りの交差点近辺の歩道が拡張された
ことに感謝します。更に、交差点から北宿通りを北浦和駅方向
に向かった、県営住宅前までの区間の右側歩道の拡幅工事も
是非進めていただきたい。

第二産業道路と北宿通りが交差する総合教育センター入口交差点につきまして
は、歩行者の安全確保、交通の流れの円滑化が急務であることから交差点改良事
業を実施しております。しかしながら、歩道の整備は沿線にお住まいの方々のご協
力をいただき、新たに道路用地を確保するなど多くの時間と費用がかかるものであ
り、主要幹線道路等で歩行者交通量が多く、歩道が整備されていない区間等を優
先して整備しております。ご提案にあります、交差点より西の北宿通り約100mの区
間につきましては、現在のところ、歩道整備の予定はありませんが、今後の計画の
参考とさせていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
【建設局土木部道路環境課】
県営住宅より西側200m程度は、大東土地区画整理事業において歩道（北側）を
整備したものですが、お問い合わせいただきました区間は、都市計画道路「元町三
室線」として位置づけられております。本市では、効率的かつ効果的に道路整備を
進めていくため、平成２０年度に「本市道路整備計画」を策定し、限られた財源の中
で路線を選定し、資金の集中投下を図り、事業を実施しているところでございます。
本路線の歩道部の拡幅につきましては、外の事業中路線の整備状況を見据えな
がら今後検討してまいります。【建設局土木部道路計画課】

この問題は、区民の要望(緑地公園や避難所としての再活用)
が多いにもかかわらず、一向に進展が見られない。地区別懇談
会における平成23,24年度の進捗状況回答を見ても、毎年同じ
内容しか返ってこず、時間だけが徒に過ぎている。
市や県との間に入る区役所の苦労は理解するが、何が今ネッ
クになっているのか、区民として先の署名活動以外に何をすれ
ばよいのか、具体的に教えていただきたい。
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平成23年よりお願いをしている、教育センター跡地利用につい
て、話が進展しているようには思えない。要望に対する清水市
長の回答書(平成24年1月27日付け)以後、どの程度話が進展し
ているのか。 埼玉県に対し、「有効活用が図れない(計画がな
い)場合は、寄付した土地を返還していただきたい」旨、申し入れ
をしていることは聞いているが、歯車が一向に前へ回転していな
い。
県も市も、跡地の利用計画はないようで、また、土地の３分の
２は元々浦和市のものだったので、当時の経緯も踏まえ、県と
の譲渡交渉を真剣に取り組んでいただきたい。
書面で県に要望を申し入れただけでは、事は進まないと思う。
譲り受けるための条件等の提示がなされるかもしれないが、
丁々発止やってみていただきたい。
地域住民1万3千名余りの署名を添えて提出した要望書なの
で、重く受け止めていただきたい。
三室宿地区は、都市化が進み、住宅、住民が増え続けている
が、公園等の憩いの場所が少ない。そこで、埼玉県有地である
旧浦和三室教職員住宅跡地(三室2181番地・2,299.63㎡)を災害
時の避難場所としての機能を有し、安心して子供が遊べ、高齢
者の憩いの場所として、安全で使いやすい多目的公園が必要
である。また、教職員住宅が廃止され十数年が経ち、無人状態
が続き、防犯の観点からも問題が多い。
市が取得・活用できるよう、県に対し最大限の働きをしていた
だき、多目的公園を整備されるようにお願いする。

埼玉県総合教育センター跡地につきましては、旧浦和市が寄附した土地が含まれ
ていること、地域住民から当該地の利用に関して要望書が提出されているなどか
ら、県民サービス向上等、埼玉県として当該土地の有効活用について検討してい
ただきたいこと、また、有効活用が図れない場合については、寄附した土地を本市
に返還していただきたい旨、埼玉県に申入れをしております。
その後、土地を所管している埼玉県教育局財務課と、複数回（平成２４年度は３
回）にわたり協議等を行っておりますが、埼玉県といたしましては、内規により寄附
から２０年以上経過した土地の返還はできないことになっていること、本市といたし
ましては、現状が県有地のため活用が図れないことなどから現在に至っておりま
す。
また、埼玉県へは平成２５年5月に確認した際も、現時点での計画は何もないとの
ことでした。
今後も、埼玉県の動向に注視するとともに、必要に応じて協議してまいりたいと考
えております。【財政局財政部用地管財課】

本市では、歩いていける範囲に子供からお年寄りまで誰もが安心して遊べる身近
な公園整備を推進しており、公園の全くない地域を優先的に整備を進めておりま
す。
ご要望の埼玉県職員住宅跡地の周辺は、比較的近隣に公園が整備されており、
また、敷地形状が公園に不適であるため、現時点においては公園整備の予定はご
ざいません。
現在、全市的にバランスのとれた公園整備計画や公園空白地域の解消に向けた
検討に取り組んでいるところですので、ご理解いただきたいと思います。
【都市局都市計画部都市公園課】

