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令和 2年 12月 13日
恵み野西町内会会員 各位

恵み野西町内会

会長  武藤 光一

令和 2年度 「生活環境改善要望の市担当課からの回答」について

初冬の候、会員皆様におかれましては、益々ご清祥の事とお慶び中し上げま
す。

本年 7月 の 「回覧」において、令和 2年度 「生活環境改善要望事項」の提出
をお願いしましたところ、 11件の要望事項の提出がありました。
先 日、恵庭市より令和 2年度 「生活環境改善要望の市の担当課からの回答」

が届きましたので、「恵み野西町内会 1分を抜粋 し「回覧」として会員の皆様に
確認 して頂く事にしました。

なお、例年実施 してお ります質問事項に対する市担当課の説明会は、現下の

状況から実施せず、回答に対 しましてご意見等がある場合には、下記の方へ直
接お問い合わせ下さいとの事です。

町内会としましても、会員の皆様方からのお問い合わせにつきまして、恵み
野出張所とも連携をとりながら対応 して参 ります ,
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(問 合せ先) 恵庭市生活環境部恵み野出張所

所 長    南  浩  之

36-8200(電  話 )



恵み野地区生活改善要望及び対応状況 範 み野西)

ぬ 地区 担当課 題名 質問・ 要望・ 提案内容 生活環境改善要望の回苔

野み
西

壺
〔 市民生活

課

「止まれJをなくしてほし
ハ

旧イトーヨーカドー駐車場で入リロがあつた為、「止めれ」になっ
ていたと思いますが、今は交通の流れを上める意味がないと思いま
す。「lL議れ」の廃止をお願いします。

当該箇所の一時停上規tllは廃止されるとの通矢0を千歳警察署より受けましたので周辺の町庵会
へ周知しました。

2
恵み野

西
市民生活

課
歩行者横断歩道の設置

恵み野西 1■ 日の西町内会館前の通りから「よこい撻局 」の交差点
にぷつ /」 る場所がとても危険です。

車の一時停止ラインよ19す っと手前に歩行者通路があり、車が 一時

停止ラインにつく前に歩行者にぶつかる恐れがあります。付近は子

供も多く、この通りは駅の F00こうのダイイチに行く車がたくさん通

るのでいつもf心配です。
一時停止ラインの手前に歩行者の横断歩道を道路に書いて頂ければ

たぶん改善されるかと思います。早急に検討頂きますよう、よろし

くお願い tノます。

横断歩道は、交通懲が多く歩行者の横断が非常 |こ困難な場所へ設置されると千歳警察響へ確認
をしています。
当該箇所 こは、歩行者が横断するであろう道路の音3分について別の色で塗装をそ]うなど、車両
や歩行者 |こ対 して注意を喚起できる方法を検討 します。

3
野み

西
薔
い 適路管理

課

灯
採

街

伐
(防犯畑)を覆う枝の 衝燭 (防犯灯)を嶺う枝により衛灯 (防ZB月 )のLl1/1Nり が周辺を1

分に照らし′ていないので枝の伐採を要望します。
防犯灯を獲う悪み野両緑地の枝を勇定 します。

み

西

壺
一 道路管理

課
草花の遮られて走行車両が

見えません

車で岡0病院前、チビッ⊃公園7a通 り、突き当りで一時停止後団地

環状通と含流 しますが、一時停上位置で右方向からの車が街路様

'局りの草花に違られて確認 しにくい状況です。
お手数

“

/11車花除去の検討をお顕しヽします。

本年度中に
'」

,3します。しかし、本要望箇PIIは市で橿えた福で1まないため、植えた万の理解と
協力が必要となります。今後植栽される際には、交差点付近の視界が確保できるようお願tlし

ます。

恵み野

西

道路管理

課

道略の雨水桝の補修につしヽ
て

E学年度、憲み野西4丁目 11-17と 18の間にある (録地帯鍵 )

雨水桝が道路より路面が高くなつているので改善 してほ し′いと要望
したところであり散す。 しか しながら、市が発表 した「令禾0元年度
生活環境改善要望回答報告書 J(回 答以降の市の対応、取り組み状

況)によれば、「令不D元年 10月 17日補修 しま しノた。」とな つてい

ますが現時点では補修されておりません。

昨年の区長が集まつた会議で市のIB当者からその時点での経過につ

いて説 3Flがありま tノたが、その時 {こ私は要望があつた時l_は略す現

地を確認するよう要望 しました。今回、改修をしていないのに市の

ホームベージで補修が完了したことltな つています。予算の都合で

今年度補修ができるかわかりませんが、行政の役害」として要望の回

答前に必ず現地確認をすることを要望 します。また、こう7rdつ た経

過について正式な回答を求めます。

本年度補修 しました。

6
恵み野

西
道路管理

課
蓮路のアスファル ト

恵み野西4-3-13・ 14あたりが雨が峰つたり、雪解け水など
/3Nな りたまります。地盤沈下 しているのではないかと思つてます。
しヽつ迄も水たまりがかわかないので不潔です。

現状ではぶ溜まり等に対する効果的な補修が技術的に無いため、地区補修で範囲を広く施工 し
なくてはなりません。範囲の広い施工は恵み野地区補修等により通行の支障を及ほしている箇
所から順次補修を検試 /ます。

恵み野
西

道路管理
課

雨水初の改修について
縁石の改修について

雨水桝が浮き 11が つた状態となつて麗りのアスフアル トが 1ザ襲がれ

雨水が流れiAみづらくな つてます。
また、交差点部分の縁石も経年劣化等の影響lcよ って欠け落ちてお

り破片の処理に困っています。

恵み野地甚稲諺等 により順次補修を検討 します。また、縁石に|よ役割 (導水機能)が損なわ1■

ている場薔から順次選定 しています。

8
恵み野

西
道路管理

課
道路のアスファル トの補修
工事

西3丁 目212番 ～ 13番周辺は道路使用開始以来30数年経過、降雨

後の水たまりが出来、車の走行時には待避に苦労 します。

現状では氷溜まり等に対する効果的な補修が技術的に無いため、地区補修て範囲を広く施■し

なくてはなりません。範囲の広い施Iは恵み野地区補修等l_よ り層行の支障 を及ぼ している箇

所から順次補修を櫛 lLノ ます。

9
恵み野

西

遭略管理

課
排水 臼の不隔

毎年、雪解け時期や降水量の多い時は、排水口付近の道路が水浸 し
にな り大変不便なrtRい をしてきましt瓜 先日、ガス配管工事の方
:こ「道路より排水口の方が高くなつているので水が浴れるのだ」と

お閲き しま した。
大至急直して正常な状態にしていただきたいです。

恵み野地区補修等により順次補修を検討 します。

恵み野
西

道路管 IFF

課

排水1]に雨水や水が流入しノ
ていかない

恵み野西6丁 目1015
10年以11前から在記状態であり願いを (要望を)今回初めてしまし
た。この道路は専P3学校生徒の通学路でもあり、スリップしたり雪
解けが選くなつています。ぜひアスファルトそのfじで排水□に水/D・

流れるように改修してください。 (lll図 )

恵み野地嘔補鬱等により通行の支障を及ぼ している動P7rか らlr軟補修を検言」します。

恵み野

白

廃繋物管
理課

コンポスト改造による近鱗
の悪臭

コンポストに煙突をさし姓肥を作る為、悪臭がひどく夜間は発酵が
進む為か特にひどく窓を開けら檎ない。
近隣の方もFoJじ様lc感 じられている方もおり、クーラー完備の家ば
かりでないのでコンポスト本来の通切な使用を求めます。

市ホームベージのコンパス トに関するベージ (「生ごみの リサイクル情報」)にコンポス トの
適電な使署に係る注意喚起を掲載 しました。
固別の悪臭事案についてはご相談いただければ町内 l●贋 や個別訪問等の対応を検討 します。


