
　遠藤 みつひろ　地域要望　実績一覧

No 場　　所 内　　　　　容

1 幸町地域 水道水汚れ対策。水道管内洗浄と太い管への布設替え修繕工事

2 幸町 一乗院脇 階段の蛍光シールの修繕

3 幸町 栗原整形さん入口 カーブミラーを電柱へ新設(整形外科より出て右側)

4 幸町 第四小周辺 とびだし注意、スピード落とせ看板2ヶ所設置

5 幸町 第四小付近 カーブミラー新設

6 幸町 中央公園通り 自転車専用道路の水溜りある為、道路舗装修繕

7 幸町 中央公園内 ジョギングコース、歩行者とすみわけの看板設置

8 幸町 中央公園内 ジョギングコース、通勤通学者への迂回路設置

9 幸町1-1-13 県道ひざおり通りに道路照明灯を新設

10 幸町1-1-39小学校前 小学校正門前の植え込み変更、通学路拡幅

11 幸町1-9-9 枝剪定、街灯確保、安全ロープ修繕

12 幸町1-11-20階段付近 階段上、LED街灯へ変更、階段下は街灯新設

13 幸町1-7-25 道路脇陥没を舗装修繕

14 幸町1-9-3 注意喚起、道路標示設置

15 幸町2-2-9 注意勧告の看板設置

16 幸町2-2-27 縁石破損修繕

17 幸町2-3-8 排水溝のつまり清掃及び一部パンチングへ変更

18 幸町2-3-18 交差点安全対策、ベンガラ塗装、看板設置

19 幸町2-11-4 交差点の安全対策

20 幸町2-13-1 四小横通学路のＴ字路路面にベンガラ塗装

21 幸町2-13-7 四小に突き当たる全面、道路舗装修繕

22 幸町2-13-18 集水桝修繕

23 幸町2-14-45 四小裏門付近、電柱に街灯新設

24 幸町2-14-47 水路冠水対策、グレーチング集水桝設置

25 幸町2-14-32 道路標示及び安全対策

26 幸町2-16-28 路地安全対策、路面標示

27 幸町2-16-40 道路舗装修繕

28 幸町2-18-21 ガードパイプ修繕

29 幸町2-18-25 県道へ側溝蓋をグレーチングへ変更

30 幸町2-18-27 境界印改善

31 幸町2-18-27 路面陥没修繕

32 幸町2-18-45 ガードパイプ移設

33 幸町3-1-11 幸町団地の抜け道の安全対策

34 幸町3-2-48 豪雨対策、集水桝設置

35 幸町3-5-28 路地の安全対策、看板設置

36 膝折市民センター前 注意喚起の道路標示施工

37 膝折町、北浦公園前 道路標示と出入り口にとまれのシール設置

38 膝折町、北浦公園内 公園奥が暗いため照明増設

39 膝折町、北浦公園横 歩道縁石の段差解消、とまれ（彩夏ちゃん）シール

40 膝折町1交差点付近 側溝のふた陥没のため舗装修繕

41 膝折町1-2-38 街灯新設
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42 膝折町1-3-42 カーブミラー視界不良位置修繕

43 膝折町1-3-43 ﾊｰﾄｽｸｴｱ前、街灯LEDの新設

44 膝折町1-4-30 交差点安全対策、ベンガラ塗装、看板設置

45 膝折町1-7-2 道路冠水対策、グレーチング集水桝設置

46 膝折町1-13-20 注意喚起の看板設

47 膝折町2交差点 歩行者用信号機増設の申請中(H24年1月)

48 膝折町2-3-51 側溝ふたのガタつき騒音を修繕

49 膝折町2-4-30 道路陥没の為、舗装修繕

50 膝折町2-7-26 雨水対策、側溝をグレーチングへ変更

51 膝折町2-8 道路標識根本の道路修繕

52 膝折町2-9 団地公園前 飛び出し注意の看板設置

53 膝折町2-13-19 国道254ﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｰﾗｰ手前入った住宅地に注意看板2ヶ所設置

54 膝折町2-14-6 雨水対策、集水桝フタ変更

55 膝折町2-14-47 とびだし注意の看板設置

56 膝折町2-15-41 道路陥没の為、舗装修繕

57 膝折町2-15-33 横断歩道修繕

58 膝折町2-18-19 横断歩道標示修繕、雑草の刈込

59 膝折町2-21 道路照明灯新設

60 膝折町3-2-31 集水桝横路面陥没修繕

61 膝折町3-3-2 集水桝内清掃

62 膝折町3-3-64 樹木の枝の剪定、街灯確保

63 膝折町3-3-64 トンネル内街灯交換

64 膝折町3-6 交差点安全対策、カーブミラー移設

65 膝折町3-6-21 歩道へとまれ、注意喚起シール

66 膝折町3交差点 安全対策、縁石へ反射板設置

67 膝折町3交差点付近 歩道確保する外側線標示新設

68 膝折町3-7-30付近 道路ひび割れ、小さい陥没の舗装修繕

69 膝折町4-1 ミラー 交差点安全対策、道路標識移動、ミラー視認性確保

70 膝折町4-1 横断歩道 歩道縁石の段差解消

71 膝折町4-1-46ﾊｲﾗｲｽﾞ本多さん前 通学路の安全対策、歩道新設

72 膝折町4-2-44 道路照明灯新設

73 膝折町4-3-5 道路修繕

74 膝折町4-5-6 路面へこみ修繕

75 膝折町4-5-13 横断歩道部路面陥没修繕

76 膝折町4-5-13 交差点の視野が悪いためカーブミラー増設

77 膝折町5-1-5 歩道にグリーンベルト施工

78 膝折町5-5-24 カーブミラー新設

79 膝折町5-7-1 カーブミラー新設

80 膝折町5-7-1 カーブミラー両面へ改善（右側追加設置）

81 膝折町5-9-20 交差点安全対策、看板新設

82 膝折町5-9-56 道路陥没の為、舗装修繕
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83 溝沼 滝の根公園前 神明坂、自転車に注意うながす看板設置

84 溝沼 滝の根公園交差点 ぶつかりやすい縁石に自光式反射板設置

85 溝沼 ヤマユーさん横 交差点横断歩道上、街灯LEDへ変更

86 溝沼 ヤマユーさん前1 交差点カーブミラー割れ交換と１ヶ所移設

87 溝沼 ヤマユーさん前2 歩道のフェンス追加、飛び出し防止対策

88 溝沼 ヤマユーさん前3 歩道バリアフリー対策

89 溝沼氷川神社入口交差点 道路陥没の為、舗装修繕（H28年度道路全面工事予定）

90 溝沼二本松通り 道路修繕

91 溝沼1-7-23 戸建住宅内ドット線設置、安全対策

92 溝沼2 消防署前交差点 変則的な交差点の安全対策

93 溝沼2-1-7 道路修繕及び雨水対策

94 溝沼2-3-36 豪雨対策、集水桝設置

95 溝沼2-6-22 滝の根公園に抜ける見通しの悪いカーブの安全対策

96 溝沼2-9-17 道路段差解消、舗装修繕

97 溝沼2-8-33 カーブミラーの新設

98 溝沼2-10-8 安全対策、ミラー大へ交換

99 溝沼2-11-9 変則的な四差路交差点への安全対策

100 溝沼３丁目バス停 縁石切欠き拡大

101 溝沼3-5-8 道路修繕

102 溝沼3-5-56 変則四差路交差点の安全対策

103 溝沼4-1-9 センターライン他道路標示修繕

104 溝沼4-1-9マルエツさん前 歩道のバリアフリー対策

105 溝沼5-1-30 植え込みが高く安全確認しづらい為、低く剪定処理

106 溝沼5-2-28 階段手すり、安全強化のため全面交換設置

107 溝沼5-6-32 集水桝内清掃

108 溝沼5-10-20 ほそやさん横 道路冠水対策、側溝新設

109 溝沼5-15 安全対策、道路標示

110 溝沼5-15-17 カーブミラーの新設

111 溝沼6-19-14 道路舗装修繕

112 溝沼6-19-31 道路脇陥没を舗装修繕

113 溝沼6-6-8 Ｕ字溝フタ設置

114 溝沼6-19-14 水溜りがひどく引きが悪いので排水溝修繕

115 溝沼7-2-3 安全対策、道路標示他

116 溝沼7-6-21 線路下ガードへの照明新設（検討中）

117 溝沼7-13-12 暗い路地の入口に反射板設置

118 市役所駐車場内 ゲート付近の注意喚起及び安全対策

119 全市 防災ラジオの配布実現(H23年12月一般質問)

120 全市 防災行政無線音声確認ダイヤル(H24年6月一般質問)

121 全市 家具転倒防止器具設置補助(H24年6月一般質問)

122 全市 聴覚障害者災害援助用バンダナ作成（H24年12月一般質問）

123 全市 中央公園陸上競技場改修工事（H24年12月一般質問）
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124 全市 避難所で障がい者へ教室を臨時に使用（H25年6月一般質問）

125 全市 こころの体温計導入実施（H25年6月一般質問）

126 全市 健診受診勧奨通知を２回送付実施（H25年9月一般質問）

127 全市 メール配信サービス登録用ＱＲコード作成（H24年12月一般質問）

128 全市 市庁舎ロビーでの地域活動支援センターの物品配売(H25年9月一般質問)

129 全市 ボランティアバスの運行（H26年秋開始）

130 全市 選挙掲示板に市ＨＰ選挙公報にアクセスできるＱＲコード掲載（H27年）

131 全市 助けて詐欺等講座をおとどけ講座メニューに追加

132 全市 小学生向け「認知症キッズサポーター」終了証作成（H26年７月）

133 全市 「介護マーク」導入（H26年3月一般質問）

134 全市 豪雨対策、止水板設置補助金（H25年9月一般質問）

135 全市 ストリートライブ事業（H23年12月一般質問）

136 全市 障害福祉計画に当事者の声を反映（H26年3月一般質問）

137 全市 オレンジカフェ（認知症カフェ）の実施（H26年3月一般質問）

138 全市 植樹帯を低く刈り込むことを条項に追加（H27年3月一般質問）

139 全市 放課後児童クラブ緊急事業「放課後こどもルーム」開設(市議団要望書)

140 全市 放課後児童クラブ学校内教室等を利用し拡大（H27年9月一般質問）

141 全市 要配慮者のスペース確保など地域防災計画に反映（H27年9月一般質問）

142 全市 朝霞市ＰＲ動画に英語のテロップを挿入（H27年9月一般質問）

143 全市 朝霞市地域防災計画、障がい者への避難所スペースの確保(H27年9月)

144 全市 放課後児童クラブの拡大（H27年9月一般質問）

145 全市 朝霞市地域防災計画、避難所へペットとの同行避難（H28年3月）

146 全市 ヘルプカードの作成（H２６年3月一般質問）

147 全市 中学校の授業として認知症サポーター講座実現（H26年12月一般質問）

148 全市 聴覚障害者災害援助用バンダナを支援者へ配布（H28年12月一般質問）

149 全市 NET119緊急通報システム運用開始(聴覚障害や発話障害のある方の為に)

150 全市 小学校の授業として認知症サポーター講座実現（H29年10月実施）
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