
意見・アイディアの一覧

北部・東柏ケ谷地域

項目 意見分類 意見内容

地図 魅力 他地域に比べて交通の便が良い！！

地図 魅力 川で遊んでいる人がいる

地図 魅力 秋葉山古墳群はすばらしい（もっと知られてよい）

地図 魅力 相鉄線の車庫がありいろんな電車を見れる

地図 魅力 相鉄線の駅が近くにあるので便利だ

地図 魅力 小学校が近くにあるので、自治会の活動で便利です。

地図 魅力 駅近くにスーパーなど施設が多く便利（かしわ台）

地図 魅力 様々な人が利用している

地図 魅力 緑が多い

地図 魅力 北部公園の施設目久尻川ぞいの樹々（桜！）

地図 魅力 水害の心配が少ない

地図 魅力 景色がいい

地図 魅力 子供との散歩には公園等が多くて良い

地図 魅力 駅が多い

地図 魅力 買物大型店が多い

地図 魅力 買物大型店

地図 魅力 買物大型店

地図 魅力 地盤が強く地震に強い

地図 課題 小学校区からは柏中が遠いので通学に時間がかかる

地図 課題 ＜東柏ケ谷地区＞人口増に対して施設の数が少ないのでは？

地図 課題 通学時間中にルールを無視して進入してくる車がいる

地図 課題 渋滞している

地図 課題 イベントや利用方法が不明（コミュニティセンター）

地図 課題 本屋がない

地図 課題 大塚本町交差点が渋滞する

地図 課題 大塚本町大通り歩道がせまく歩きにくい

地図 課題 上今泉、坂が多く交通不便地区、高齢化

地図 課題 中学校と小学校の間なのに歩道が狭く片側しかない、自転車が通れない

地図 課題 傾斜地が多いため土砂災害想定地域が多い。

施設 意見 自然・文化についてのPRをもっとすべき！

施設 意見 文化財を分かりやすくまとめて、見られる施設がほしい。（温古館では不足）

施設 意見 コミセンが少ないので増やしてほしい

施設 意見 小学校の教室が空いてきたら、老人福祉施設の検討をお願いしたい。

施設 意見 交通整備

施設 意見 交通量が多いので通学時の事故が無きようにガードレール等の設置して欲しい。

施設 意見 施設が充実している地域とそうでない地域の差が目立っている。

施設 意見 望地北の新しい住宅地には公共施設が何もない。

施設 課題 景色を楽しめる、写真スポットなどを作る。

施設 課題 球技ができるスペースが欲しい。

施設 意見 街灯の増設

施設 意見 スケボー等も含む平面で遊べるスペース

サービス 意見 コミュニティバスでは大きいのでキャラバンサイズでも良いのでは？

サービス 意見 現在桜号があるが本数が少ないのと停留所が少ないので検討してほしい。

サービス 意見 丘陵地区交通の便

サービス 意見 移動販売車充実、高齢者の買物サポート

その他 意見 通学時に交通ルールを無視して進入する車両を減らして欲しい。

その他 意見 さがみ野駅付近のふみ切りの渋滞をどうにかして欲しい。



その他 意見
近隣公園でグランドゴルフを楽しんでいるが、大木の根が地上に出て危ないので何とかして

欲しい。

その他 意見 地域での子供向けの祭りが減っているので増やして欲しい。

その他 課題 道路の整備、歩道の確保、通学路の安全

その他 課題 飲食店誘置（かしわ台駅付近）

海西・国分地域

項目 意見分類 意見内容

地図 魅力 自然が多い、子どもを遊ばせるのに良い

地図 魅力 市外の方の利用多い

地図 魅力 アクセスが便利

地図 魅力 商業施設

地図 魅力 商業施設

地図 魅力 歴史を感じられる

地図 魅力 駅周辺は楽しい場が多い

地図 魅力 駅周近で用事が済む

地図 魅力 海老名駅多路線化

地図 魅力 交通の便が良い

地図 魅力 駅至近

地図 魅力 便利！！

地図 魅力 駅も多い（交通便利）

地図 魅力 商業施設が多い、スーパー、その他

地図 課題 大雨時危険

地図 課題 相模川沿いの洪水浸水が心配

地図 課題 浸水心配

地図 課題 運動公園遠い

地図 課題 他市に比べると飲食店が少ない（気がする）

地図 課題 コミバスの路線及び時間

地図 課題 交通手段少ない

地図 課題 駅への交通手段が多い

地図 課題 渋滞

地図 課題 移動手段

地図 課題 水害

地図 課題 自家用車に頼りすぎ

施設 意見 地いき交流の場をつくる気軽にいける

施設 意見 ①市民対象　②他市訪問者対象（うまく融合したい！）

施設 意見 オシャレなかがくかん、歴史館作る（ロマンスカー　ミュージアム的な）

施設 意見

集客（人を集める）施設

・文化、学習

・映画、ボーリング、カラオケなど

施設 意見 運動施設（+時間規則）

施設 意見 児童・生徒が自由に使える場が欲しい

施設 意見 学生のたまり場ほしい

施設 意見 学習施設の充実

施設 意見 市がイベントや施設の利用方法を展開

施設 意見 水遊びができる公園

施設 魅力 コミュニティの場が必要

施設 魅力 タタミの部屋

施設 魅力 既存ストックの活用（現在はサービスが良くない）

施設 魅力 えびな運動公園駅がない！

施設 魅力 文化施設が必要



施設 意見 若者が自由に活動できる施設（音楽・演げき・撮影）

施設 意見 市民ニーズがあるのか？

施設 課題 古くなって時代に合わない

施設 課題 避難所

サービス 意見 コミバスの時間の改定（早い時間、おそい時間）

サービス 意見 コミバス等の路線整備

サービス 意見 バス路線増やす→渋滞へる

サービス 意見 ビナスポ、ビナレッジは交通手段を考えて行きやすくする

サービス 意見 施設への交通手段

サービス 意見 ホームページの充実（もう少しわかりやすく）

サービス 課題 広告・情報不足

サービス 魅力 運動公園駅（無人駅）

サービス 魅力 ＩＯＴ、ＡＩ活用、自動運転モビリティ

サービス 魅力 子育て、子ども達が利用する施設を

サービス 魅力 文化発信の場

サービス 意見 コミバス？乗りあいタクシー（車なくても行ける手段）

サービス 課題 シリウス（大和）みたいなものがない

サービス 課題 同じレベルのスーパーしかない

サービス 課題 新旧市民、自治会活動

サービス 魅力 海老名の魅力を上げるような場が必要

サービス 魅力 立体施設は水害対策になる

その他 意見 相模川増水（予測）地点の定点カメラ設置

その他 意見 治水工事

その他 意見 災害への対策

その他 意見 水害対策

その他 課題 渋滞（道路交通）

その他 意見 景観を守るという視点も大切

南部・大谷地域

項目 意見分類 意見内容

地図 魅力 大谷かぶきの施設

地図 魅力 富士、丹沢の景勝地が多い

地図 魅力 道路（高齢者にとって）足が、交通機関がとぼしい

地図 魅力 緑がいっぱいある地域

地図 魅力 富士、丹沢の景勝地が多い

地図 魅力 うるさくない

地図 魅力 自然が多く残されてすばらしい、このまま残したい

地図 魅力 ストロベリーロードなどいちご狩りが出来る

地図 魅力 神興を川に入れるめずらしい祭りがある

地図 魅力 圏央道ができて便利になった

地図 魅力 大きい公園が多い、バーベキューできる、運動公園・中野公園

地図 魅力 イベントがある→家族で来る

地図 魅力 有馬地区（有馬小）は高台のため、水害時の災害時に助かる

地図 魅力 地元の食材、野菜、お花、温室の活用

地図 魅力 緑が多い

地図 魅力 有馬図書館とコミセンが一体化

地図 課題 周辺に店が少ない気がする。

地図 課題 高齢化が進み、高齢者が暮らしにくくなっている

地図 課題 歩道が狭い。

地図 課題 高齢者が多い

地図 課題 交通の便が悪い



地図 課題 交通が不便

地図 課題 門沢橋駅には駅員がいない

地図 課題

・高齢化が進んでる

・働いているママが多い（学どう多い）

・子どもの活動にかかわりにくい（子供会、ＰＴＡ）

地図 課題 高齢世代と生産世代と一緒に活動するための連携

地図 課題 有馬高校、社家付近、お店がない、飲食店、スーパーもない

地図 課題 大谷・南部、小学校が古い、子どもが減っていく、統廃合必須

地図 課題 水害、浸水地域のそなえ

地図 課題 有馬　古い昔からの地主が多い、家（ポスト）が分かりにくい、再開発が進んでいない

地図 課題 門沢橋、有馬、調整区域が多くて、再開発が進まない、人口が増えない

地図 課題 交通の便が高齢者にとって不便になる

施設 意見 移動販売所、無人販売所の設置（自販機利用）

施設 意見 高齢者施設が必要（高齢者が多い）

施設 意見 ＳＡに隣接した「道の駅」を作り、ＳＡ利用者を活用する

施設 意見 中野地区　コンビニ・スーパー・カフェ・飲食店ほしい

施設 意見
コミセン

・駐車場足りない・有料化したらガラガラ？

施設 意見 有馬高校内コンビニほしい

施設 意見 サードプレイス、居場所作り（国分寺台商店街、いこいスペース、よりみてぃ）

施設 意見
・子供あそべるところ、子育て支援センターが近くにほしい、駐車場がないといきづら

い、とほけん内にほしい。

施設 意見 若い学生世代の居場所、音楽、アートなど、自由に使える場所が欲しい

施設 意見 高速の下、トンネルが暗い、照明つけてほしい

施設 意見 コミセン、ビナレッジ等、図工室、工作室がほしい

サービス 意見 相模線の複線化

サービス 意見
東名海老名ＳＡを利用し、海老名ＩＣまでの回遊性をよくする。ブルーベリー、いちご、

バラ、ｅｔｃ

サービス 課題 買い物難民の解除、スーパーマーケットが必要

サービス 課題 相模線の複線化

サービス 意見 移動支援が必要（高齢者が多い、坂が多い）

サービス 意見 相模川を渡る船があれば

サービス 意見 農業の後継者の育成が必要

サービス 意見
・コミバスの本数が少ない

・スクールバスが欲しい（校区が広い）

サービス 意見 買い物難民の解消

サービス 意見 運動公園の活用、バーベキュー、予約方法

サービス 意見 花火ができるところ、公園等の解放

その他 意見 イチゴ、バラ、ストロ

その他 意見
・地域の食材などを使った調理WS

・地元のお花でアレンジメントWS

その他 意見 小学生・中学生、当事者の意見を聞く

その他 意見
・農地の活用

・田植えの農業体験、地域差がある、全校でできるといい

その他 意見 農育、持続可能な農体験

その他 意見 市内・市外から人流（都心部との連携）、農体験・農育ができる場所として整備

その他 意見 文化、おはやし、おみこし、おおやっ子歌舞伎


