平成2４年度
№

「皆様から寄せられたご提案などの回答」
件名・内容

2_環境・安全・みどり

回答

歩車分離信号について

自転車は、道路交通法により軽車両と定められているた
め、歩行者用信号機ではなく車の信号に従って車道を走行
歩車分離式信号機のある交差点での自 するか、あるいは、自転車から降りて歩き、歩行者用信号
転車マナーを改善すべきである。
機に従って横断歩道を渡らなければなりません。これは、
歩車分離式信号機のある交差点に限らず、横断歩道を渡る
（受付№）24_2184
場合にも守っていただく交通ルールです。
（受付日）平成24年9月4日
市では、自転車利用者のマナーアップのために、交通安
全教育事業を定期的に実施しているところです。この事業
内容は、市内の小学生を対象に実施している交通安全教室
の開催、小学３年生を対象に自転車利用のリーフレットを
配布、各地域での夏休み交通安全映画会の開催、ＰＴＡの
22
保護者を対象とした自転車点検講習会の開催、自転車安全
利用推進街頭キャンペーンの実施などで、交通マナー・
ルールの周知を図っております。また、日常的な交通マ
ナーの順守を継続するには、地域での声かけも非常に重要
であると考えます。
現在、自転車による交通事故が増加している状況です。
「自転車も走れば車の仲間入り」を意識し、被害者にも加
害者にもなり得るということをご理解いただけるよう、自
転車利用者のマナー向上、ルールの徹底を図っていきたい
と考えております。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
「野良猫の去勢・避妊手術費用の補助
本市では、野良猫の不妊去勢手術費の助成制度はありま
について」
せんが、埼玉県において今年の7月1日に「埼玉県地域猫活
動推進事業費補助金交付要綱」が制定され、「地域猫活動
野良猫の去勢・避妊手術費用の補助金 のモデル地区」として県から指定されると補助金が交付さ
について、さいたま市や東京都では補助 れるという制度が始まりました。
金の制度があるが、上尾市ではどのよう
「去勢・避妊をして、各地区での餌やりや汚物を始末す
になっているのか。
る」ということは、この「地域猫活動」の一部に該当する
21
と思われますが、補助金の交付を受けるには、各種の申
（受付№）24_2178
請、ボランティア団体や地域の方々との協力も必要となる
（受付日）平成24年8月31日
ことから、一度、担当課までお問い合わせください。
また、11月には県職員を講師として、この制度のしくみ
や猫に関係する様々の問題についての説明会を開催する予
定ですので、是非ご参加ください。
（担当）生活環境課（直通）775-6940
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平成2４年度
№

「皆様から寄せられたご提案などの回答」
件名・内容

環境美化推進員について
平成２４年度に環境美化推進員の予算
が計上してありますが、どのような仕事
で、活動をしているのか教えてくださ
い。また、文書によって活動業務を報告
しているのか教えてください。活動して
いるのを見たことがありません。
20

（受付№）24_2173
（受付日）平成24年8月27日

2_環境・安全・みどり

回答
環境美化推進員の主な職務は、環境美化活動の推進、ご
み集積場の適正管理の調査・啓発、一般廃棄物の減量化・
リサイクルの推進、不法投棄及び収集不適物の市への通
報、空き地の環境保全、地域の衛生害虫の駆除の推進等で
す。中でも、環境美化活動の推進では、市内に散乱するご
み、空き缶等を一掃する「クリーン上尾運動」を、地域の
住民のご協力をいただきながら、推進員が中心となり実施
しております。
推進員からの活動報告については、個別の報告ではなく
地区単位で事業報告をいただいております。
推進員の活動がみえないとのことですが、地区や事務区
によっては、委嘱を受けた推進員だけでは環境美化の推進
等、地区業務の活動に支障をきたすとのことで、推進員と
は別に地区の負担により環境部員を増やしているところも
あります。地区等により活動状況に多尐の違いがあります
が、地域の環境美化活動にご尽力いただいております。
（担当）生活環境課（直通）775-6940

チューインガムのポイ捨てについて
駅周辺の路上でチューインガムの跡が
目立ち、見苦しいです。条例化も視野に
入れて検討してほしいです。また、駅周
辺での禁煙効果についても、具体的な測
定結果があれば知りたいです。なければ
１度測定してほしいです。
19 （受付№）24_2170
（受付日）平成24年8月24日

駅周辺のガムのポイ捨てについては、清掃業者が定期的
に清掃していますが、対応が追い付いていないのが現状で
す。市としては、チューインガムのポイ捨てを含めた「上
尾市ポイ捨て等の防止及び環境美化の促進に関する条例」
を制定し、様々なポイ捨て防止啓発活動を行うことで対応
しています。
今後も、広報・ホームページを通して啓発していきたい
と考えていますので、ご理解いただきますようお願いしま
す。
また、禁煙効果については、測定条件を統一することが
難しく、具体的な測定は行っていませんが、路上喫煙パト
ロール員が確認した喫煙者数の報告を参考にすると、５月
４８５人、６月４６０人、７月３１６人と減尐傾向にある
ということがわかります。しかし、この値は必ずしも同一
条件下での値ではないため、今後、路上喫煙パトロール員
の巡回効果について、検証する方法を検討していきたいと
考えています。
（担当）生活環境課（直通）775-6940
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上尾市

平成2４年度
№

「皆様から寄せられたご提案などの回答」
件名・内容

2_環境・安全・みどり

回答

簡易おりたたみ式ゴミ集積ボックス設
集積所の清掃や管理については、使用者の皆さんにお願
置について
いしておりますが、ご指摘のとおり集積所に乱雑に置かれ
たゴミがカラスよって荒らされ、美観を損ねるといったこ
ゴミ集積所へのボックス等の製品の斡 とがあり、地区によってはその対応に苦慮しているとのこ
旋や、それに伴う助成制度を設けてほし とです。
い。
そこで、ご提案の一つ目「折りたたみ式ごみ箱」等を有
効に活用いただけるよう、積極的に情報提供をしてまいり
（受付№）24_2163
ます。ただし、歩道もなく狭い道路上に「折りたたみ式ご
（受付日）平成24年8月15日
み箱」を設置することは、交通安全の観点から難しいと考
えております。
18
また、ご提案の二つ目「折りたたみ式ごみ箱」等の助成
金制度につきましては、今後の検討課題とさせていただき
ます。
なお、本市は、「地域リサイクル事業」を積極的に推進
しており、自治会やPTAなどの団体が資源物として回収し
た新聞紙・雑誌・段ボールの重量に応じて、報償金をお支
払いしております。この報奨金を地域の環境美化やごみ集
積所の整備費等に活用していただけたらと考えておりま
す。
（担当）西貝塚環境センター（直通）781-9141
北上尾駅前の交通について

北上尾駅東口の交差点は、PAPA上尾ショッピングセン
ターの開業（平成12年）や国道17号東側の緑丘南線の開通
北上尾駅前の信号を上尾駅東口のよう （平成14年）を経て、平成16年3月に押しボタン式信号機
に「歩車分離」方式にしてください。
から定周期式信号機に変わり、平成23年11月には車の右折
用矢印機能を追加と、日々改善されてきました。
（受付№）24_2162
信号機は、都道府県公安委員会が設置及び管理すること
（受付日）平成24年8月13日
になっていますが、「歩車分離式信号機」は、「車両用」
（東西、南北方向）と「歩行者用」とで、合計3回の信号
17
処理がなされ、現在の定周期式と比較した場合、1回多く
信号処理が加わりますので、歩行者の安全確保が図られる
反面、周辺の交通事情に影響を及ぼすことになります。
今後、周辺の交通事情を勘案しながら、信号機の制御、
系統のより適した周期等について、所轄の上尾警察署と協
議し、周辺の混雑・渋滞解消等、道路交通環境の整備に努
めてまいりたいと考えております。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
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№
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件名・内容

2_環境・安全・みどり

回答

空地等の緑地化について

市では、市域の約三割が緑地となっていますが、駅を中
心とする市街地域では、空き地や緑地が尐なくなっていま
高温対策として、補助金を出して空地 す。
に芝生を植えてもらうなど、緑地を増や ご提案いただきました「緑地の面積を増やす」ことにつ
してほしい。
いてですが、市の取り組みとしては、地権者と合意形成を
図りながら、保存樹木・樹林の指定を5.0haさせていただ
（受付№）2155
いており、他に「ふれあいの森」5.4ha、空閑地として
（受付日）平成24年8月3日
5.5haを借地させていただき、奨励金や補助金を活用して
緑の保全に取り組んでいるところです。また、土地区画整
16
理事業や用地買収などで公園用地を確保し、順次整備して
いるところです。
空き地の芝生化とそれに伴う補助金支給についてです
が、芝等の緑地の管理は大変な労力と費用を要することか
ら、現在は考えておりません。
今後も、木々による日陰や空間を提供しつつ、緑地の保
全、創出について推進してまいりますので、ご理解を賜り
ますようお願いいたします。
（担当）みどり公園課（直通）775-8129
地域の交通手段について

丸建自動車㈱が独自でコースを設定して運行しておりま
した「けんちゃんバス」の上尾駅西口循環（向山・ニッサ
丸建自動車が運行していた「けんちゃ ン先回り、今泉・第一団地先回りの2路線）は、利用客が
んバス」の廃止に伴う交通不便地域の公 伸びず赤字運行が続いていたことを原因として、今年の5
共交通を充実してほしい。
月20日をもって廃止されました。
市では、従来より市内循環バス「ぐるっとくん」の事業
（受付№）24_2146
を展開しており、今回の「けんちゃんバス」の廃止路線の
15
（受付日）平成24年7月23日
付近にも、「ぐるっとくん」及び東武バスウエスト㈱のバ
ス路線が一部重複しながら通っている状況です。
市といたしましては、誰もが便利に利用できる「ぐるっ
とくん」を目指していきたいと考えておりますので、今回
のご意見を参考にさせて頂きたいと思います。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
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回答

「原市(中)」歩道橋下への横断歩道設
横断歩道の設置につきましては、駐車禁止、車両進入禁
置について
止、信号機の設置などの交通規制と同様に道路交通法の規
定に基づき、都道府県公安委員会が設置、管理する権限を
高齢者や自転車、車いすでは、急な歩 有しております。所管する上尾警察署に確認したところ、
道橋の階段を上ることは難しいため、横 横断歩道に関しては、歩道橋があること、また横断する道
断歩道を設置してほしい。
幅がたいへん広く、道路形状から横断歩道の設置は不可能
であるとの回答でした。
（受付№）24_2080
また、以前から交差点内に自転車横断帯を設置すべきで
（受付日）平成24年6月25日
はないかという意見があり、平成２４年１月に、国道１６
号線の管理者である国土交通省の大宮国道事務所、県道第
二産業道路の管理者である北本県土整備事務所、交通管理
者である上尾警察署が上尾市役所に集まり、対策会議を行
いました。その中で上尾警察署より、自転車も通行できる
歩道橋がある交差点には、基本的に自転車横断帯は設置し
14
ない。また原市（中）交差点は、３つの道路が立体交差す
る大規模交差点となっており、車線の幅も非常に広く、道
路形状的に自転車横断帯を設置することができないとの結
論となり、設置が見送られた経緯がございます。
このたび、あらためて上尾警察署交通課規制係に確認し
ましたところ、上記の理由に加えて、埼玉県内では自転車
横断帯を廃止する方向であること、ご要望の交差点は第二
産業道路からの交通量が極めて多く、左折専用の車線もあ
り、自転車が横断するにはたいへん危険であると考えられ
るため、自転車横断帯の設置は非常に難しいとの回答でご
ざいました。以上、ご理解をいただきますようお願い申し
上げます。
（担当）市民安全課（直通）775-5138

5/10

上尾市

平成2４年度
№

「皆様から寄せられたご提案などの回答」
件名・内容

2_環境・安全・みどり

回答

丸山公園の芝生について

上尾丸山公園は、昭和５３年５月５日に「水と緑の調
和」をテーマに市制２０周年記念事業として開園いたしま
芝生広場の芝生の状況が悪いため、芝 した。園内には、四季の変化にあわせて、春は桜、つつ
生の設置をお願いします。
じ、初夏の花しょうぶ、夏の水遊び、秋には紅葉、冬の陽
だまり、また小動物コーナー、児童遊園地などがあり、訪
（受付№）24_2067
れる人々に楽しんでいただいております。
（受付日）平成24年6月11日
「芝生広場の芝生がほとんどない」とのことですが、市
といたしましても現状は把握しており、こうした状況を憂
慮しております。芝生をきれいな状態で保つためには、芝
刈り、病害虫防除、施肥、灌水、除草、目土かけ、転圧、
エアレーションなどのきめ細かな管理作業が必要となり、
芝の状態によっては冬期に立入り禁止とし、養生しなけれ
ばならなくなることもあります。
本公園には、市内外から四季を通して多くの来園者があ
り、芝生広場においても、お弁当をひろげたり、走り回っ
13
たり、転げ回ったりと自由にご利用いただいております。
このような中で維持管理することは、大変難しいところで
す。
また、踏圧に強い芝生への張り替えも考えられますが、
本公園は、開園してから３０年以上経っているため、順次
修繕や改修を行っている所であり、早急な対応は難しいと
考えております。
芝生には景観上だけでなく、環境改善や飛砂の防止、ケ
ガの防止や自然教育等、様々な効果がありますので、今後
ともよりよい管理が行えるよう努めてまいります。
参考までに、市内の芝生広場をご紹介しますと、上平公
園や瓦葺ふれあい広場がありますので、ぜひご利用くださ
い。
（担当）みどり公園課（直通）775-8129
プラスチックごみの分別収集について

西貝塚環境センターのごみ焼却施設は、プラスチックを
可燃ごみと混合して焼却処分することを前提に計画され、
プラスチックごみの分別収集を実施し そこから発生する熱を発電等に利用する目的で建設されて
てください。市で無理なら、他市へ処分 います。そのため、プラスチックを分別するための作業ス
を委託してください。資源の再利用をお ペースを確保することが難しく、現状では、分別収集の早
願いします。
期実施は困難であると考えております。
しかし、資源の再利用・再資源化を考慮すると、プラス
12
（受付№）24_2064
チックの分別収集は望ましいことなので、今後の検討課題
（受付日）平成24年6月6日
とさせていただきます。
また、上尾市民が排出するごみは、上尾市内で処理する
ことが法の定めで原則となっておりますので、他市へ処分
を委託することは難しいと考えております。
（担当）西貝塚環境センター（直通）781-9141
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件名・内容

回答
北上尾ＰＡＰＡ前歩道上の駐輪マナーにつきましては、
駐輪マナーについて
以前から多くのご指摘をいただいており、市といたしまし
ても、店舗に対して再三にわたり自転車整理のご協力を要
北上尾ＰＡＰＡ前歩道上の駐輪マ
望しています。
ナー、自転車の運転マナーが悪く、対策
現在、市では、朝の通勤時間帯である午前７時から午前
をすべきではないか。
１０時までの間、整理員を配置して注意を喚起しており、
また、長期間放置の自転車は、別の場所へ移動しています
（受付№）24_2057
が、店舗がオープンすると、自転車利用者個々のモラルの
（受付日）平成24年5月31日
問題から、現在も解消には至っておりません。日中の時間
帯は、店舗側の協力が不可欠であるため、これまでも店舗
側に自転車の整理等の対策をお願いし、混雑時には警備員
を増やして巡回、整理いただいている状況です。今後、さ
らに、駐輪場の増設や駐輪整理等について要望していきた
いと考えております。
自転車の交通マナーの悪化は、全国的に問題化してお
11
り、市では、市内の小学校や幼稚園を訪問して、子ども向
けに交通安全教室の実施や、ＰＴＡ向けの自転車点検講習
会などを開催して、自転車の安全教育を広く推進しており
ます。また、街頭での交通安全キャンペーンの実施、併せ
て市広報紙及び市ホームページへの啓発記事等の掲載によ
り、交通安全の意識の高揚を繰り返し呼びかけ、最近では
若い人たちをターゲットにTwitter等を利用して交通安全
の情報を発信しているところです。
日常的なマナーの継続には、地域での声かけも非常に重
要であることから、これからも、交通安全母の会、各事務
区及び子ども会などの関係機関と協力しながら、ルールの
周知徹底・マナー向上を図りたいと考えております。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
むさしのグランドホテル付近（大字原
むさしのグランドホテル付近（大字原市３１５番地付
市３１５番地付近）道路の安全対策につ 近）の国道１６号と交差するアンダー道路の安全対策でご
いて
ざいますが、近年、死亡事故も発生した箇所であり、ま
た、むさしのグランドホテル付近の交差点は、２市道と認
ホテル周辺の並道を走る四輪車、二輪 定外道路が交差する変則的な形をしているため、危険な交
車はもう尐し速度を落としてほしい。花 差点であることから、事故の再発防止対策を講じていると
咲の湯付近の道路に関しては２５ｋｍぐ ころです。
らいの速度に落として走って頂きたいも
この場所は、市道を通行する自動車の速度超過が目立つ
のです。
ことから、今年度、視覚的にドライバーへ減速を促す路面
砂団地、東大宮方向からの自動車は速 標示の施工を予定しています。むさしのグランドホテル付
10
度をゆるめてください。
近の交差点では、昨年度に路面標示の補修を行いました
この道路の三段階（赤・青・黄）の信 が、今年度につきましても、さらなる対策を検討している
号設置が無理なようであれば、橙色の点 ところです。
滅する信号でドライバーに知らせてくだ
なお、信号機の設置に関しましては、県公安委員会が設
さい。
置及び管理を行っていることから、平成23年12月14日に
「平成23年度学校周辺の危険箇所について(要望)」の中
（受付№）24_2044
で、上尾警察署長へ進達したところです。今後も、引き続
（受付日）平成24年5月21日
き安全対策を推進してまいります。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
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№

「皆様から寄せられたご提案などの回答」
件名・内容

2_環境・安全・みどり

回答

外出時の生活指針等について

9

上尾市では、市内の小学校、市立保育所、私立認可保育
所、私立幼稚園にて空間放射線測定を行っています。その
風が強い日の外遊びや体育の授業、外 結果、放射線レベルは、日常生活に支障のないレベルまで
出時のマスク着用など、市で指針のよう 下がっていると思われます。
なものを作れないか。
上尾市の放射線対策は、環境省、文部科学省、厚生労働
省などの指針に基づき対応しております。厚生労働省の説
（受付№）24_2042
明では、雤や子どもの外遊びなど心配しすぎる必要はない
（受付日）平成24年5月17日
としていますが、安全を見越して保育所におきましては、
雤や風の強い日は外遊びや散歩を控えるなど対策をとって
おります。
また、小中学校につきましては、学校敷地内の放射線量
測定や給食食材の放射線測定を行い、児童生徒の安心・安
全に努めております。それでもなお心配な保護者に対しま
しては、学校長に相談していただき個別に対応しておりま
す。
（担当）生活環境課（直通）775-6940
公共施設等での発電、蓄電について

8

公共施設での発電につきましては、本市では、西貝塚環
境センターでごみ焼却余熱による発電・売電を、自然学習
ゴミ処理場、上下水処理場、ポンプ
館、児童館こどもの城、西消防署、西消防署平方分署、そ
場、芝川、鴨川で発電・蓄電しています れから先月４月にオープンしました瓦葺ふれあい広場で
か？発電した電気を、街灯・信号や一般 は、太陽光による発電・売電を行っております。
家庭で使えるようになりませんか？
また、瓦葺ふれあい広場では、太陽光発電型ＬＥＤ照明
（発電のみ）を設置し、水道部では小水力発電等の新エネ
（受付№）24_2032
ルギーの利活用について研究しております。
（受付日）平成24年5月7日
これ以外の施設での発電や蓄電、発電した電気の利活用
につきましては、今後の課題とさせていただきます。
今後とも、市民の皆様の声を参考にさせていただきなが
ら、ＣＯ２排出削減対策、省エネルギー対策、新エネル
ギーの利活用について積極的に取り組んでまいります。
（担当）環境政策課（直通）775-6925
防災メールについて

7

防災行政無線でお知らせする情報の電子メール配信につ
いては、昨年の3月にシステムを改良した結果、音声放送
防災メールを防災無線と同時に受信で とほとんど同時にメール配信できるようになりましたが、
きるようにしてほしい。
電子メールでの配信を希望される登録者の方が4,000名以
上いらっしゃることから、現在のシステムでも最初に受信
（受付№）24_2028
された方から最後に受信されるまで方まで、5分から10分
（受付日）平成24年5月1日
程度の時間差が生じている状況です。
また、午後5時から翌日の8時30分までと、土日曜日や祝
日には、消防本部が業務を引き継いでおりますことから、
市民の皆様からの緊急通信（119番）と防災行政無線での
お知らせが重なってしまう場合には、通常よりも時間がか
かる場合があります。
防災行政無線は、市民の皆様に重要な情報をお知らせす
る手段となりますので、今後も一刻も早くメールが配信で
きるよう努めてまいります。
（担当）市民安全課（直通）775-5140
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2_環境・安全・みどり
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ぐるっとくんの運行本数について

6

現在、市内循環バス「ぐるっとくん」の路線は、各コー
スとも駅を出発して再び駅に戻る約１時間のコース設定を
市内循環バス「ぐるっとくん」の運行 しております。
本数を増やしてほしい。
このことから、バスを増便することがそのまま車両を増
やすことにつながり、費用面を考えますと大変難しくなっ
（受付№）24_2025
ております。
（受付日）平成24年4月27日
また、「ぐるっとくん」は、できる限り多くの便を運行
するため、バスの使用形態が、単一循環ではなく、大石循
環を回った後、大谷循環その後平方循環や東西順環など
と、1台のバスが1日に複数の経路を回っており、１０台の
バスで１日６９便を確保しております。
これからもより多くの方が便利に利用できるように、運
行ルートやダイヤの改正等、利用者数の動向を見ながらさ
らに研究してまいりたいと考えております。
（担当）市民安全課（直通）775-5138
動物の禁止場所での飼養について
犬や猫を飼うことを禁止されている団
地で犬を飼っている。また、犬の散歩時
に、リードを外している方がいる。犬が
苦手であり、犬からの危害を受けること
を考えると外出もできない。
（受付№）24_2020
（受付日）平成24年4月20日

5

近年のペットブームにより、上尾市においても、犬の登
録頭数は10,000頭を超え、それに伴い苦情件数も毎年増加
傾向にあります。ご指摘の犬の散歩時にリード等を外して
しまう問題もその一つです。犬の飼養方法等については、
埼玉県に「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」があ
り、この第7条に「犬の飼い主は綱若しくは鎖で確実に保
持し運動させる」との内容が規定されています。これによ
り、市としても鴻巣保健所と協力しながら飼い主に指導を
行っているところです。
今回のご相談の件に関して、犬の飼い主の方が特定でき
ている場合は、生活環境課までご連絡いただければ、飼養
方法などについて指導いたします。
なお、団地での動物の飼養については、地元自治会や団
地管理会社において、ペットを飼うようになった経緯や
ペットの飼養状況等を考慮し、飼養の可否等の判断をして
いる実情があると聞いております。
今後も、ペット等の問題につきましては、県動物指導セ
ンターや鴻巣保健所と協力して指導を行い、また、広報へ
の掲載やホームページでの掲示及びリーフレットの配布等
により、適正な飼養や飼い主のモラル向上に努めてまいり
たいと考えております。
（担当）生活環境課（直通）775-6940

震災がれきの受け入れについて

4

上尾市では、震災がれきに関しまして、条件が揃えば受
け入れたいと考えております。
上尾市は、震災がれきの受け入れをど
受入の条件といたしましては、次のとおりです。
うするつもりか。受け入れるべきだと思 ①地域住民の理解と協力が得られること
うが、受け入れるならば至急発表してく ②受け入れるがれきの種類や量、放射性物質の濃度などの
ださい。
安全面の確保がとれること
③上尾市では最終処分場を持っておらず、４つの最終処分
（受付№）24_2018
場に処分を委託しているため、がれきを受け入れた時の最
（受付日）平成24年4月18日
終処分場の不足の解消
④処分に係わる費用の国による予算的な補助
（担当）生活環境課（直通）775-6940
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土、日曜日の廃棄物の受付について

3

ごみの受け入れ日を増やすためには、近隣住民との協議
が必要であるため、現状では非常に困難であると考えてお
土、日曜日の廃棄物の受付をしていた ります。
だきたい。
しかし、以前から平日以外の受け入れを望む声をいただ
いているため、月曜日から金曜日にあたる祝日の午前中に
（受付№）24_2005
ついては、一般搬入ごみの受け入れを行っています。
（受付日）平成24年4月6日
受入れ方法等、今後の検討課題とさせていただきたいと
思います。
（担当）西貝塚環境センター（直通）781-9141
避難場所の設定について

2

上尾市地域防災計画では、発生１日後の避難者の数を最
大21,031人と想定しています。現在、上尾市で指定してい
避難場所の設定はこれでよいのでしょ る42箇所の避難所の収容人数は、19,610人となっており、
うか。また、食糧の備蓄はどれくらいの これだけでは不十分ですので、必要に応じて公民館等他の
日数を準備されているのでしょうか。
公共施設も開放していきたいと考えています。
また、食糧の備蓄についてですが、上尾市地域防災計画
（受付№）24_2003b
では、ピーク時避難人口（21,031人）の３日分に相当する
（受付日）平成24年4月2日
量を目標として、市、県、市民が備蓄するものとしており
ます。その中で、市は１日分の備蓄量として、21,031人の
3食分、63,093食分を目標としています。現在、21,410食
分を備蓄しておりますが、今年度中には目標の備蓄量に達
するよう努めてまいります。
（担当）市民安全課（直通）775-5140

1

「瓦葺ふれあい広場」の広報あげお記
瓦葺ふれあい広場（平成24年4月1日供用開始）の広報に
事について
際し、上尾市Webサイトにおける施設案内記事に、当初、
地図情報が掲載されておらず、後日、おって掲載した経緯
広報や上尾市Webサイトの記事に施設所 がございます。
在地の地図が掲載されていないなど 情
市の施策にかかるお知らせについては、今回いただいた
報不足であり、あまりにも不親切と思わ ご指摘を含め、市民の皆様の声を参考にさせていただきな
れるので、改善してほしい。
がら、市民の皆様の立場で考え、よりわかりやすい広報と
なるよう心がけてまいります。
（受付№）24_2001
（受付日）平成24年4月2日
（担当）環境政策課（直通）775-6925
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