
答申 2－2（2006.1.12） 

『みずき野町内会』 発行； 明日のみずき野を考える会 

会長 岡本 透 殿 会長 岡島 保夫 

第二次答申書－２（みずき野の表示板） 

1. 対象項目 ； みずき野地区の表示板 

対象は下表の通りである。 

写真番号 表示板製作元 性格、表示内容 表示板の形状等 設置数量 
1－① 三井 住宅案内、地図 案内板（金属枠取付け） 1 箇所、1 枚 

1－② 三井 住宅案内、地図 キュービック型 5 箇所、5 台 

1－③ 三井 住宅案内、地図 案内版（バス停裏側） 8 箇所、14 枚 

1－④ 三井 現在地表示 トーテムポール型 6 箇所、10 本 

2－① バス会社 

（三井） 

バス停名、行先表示 

（やまゆり号バス停併設） 

スタンド型 8 箇所 

2－② バス会社 バス停名、行先表示 スタンド型（新規追加） 1 箇所 
3－① 警察 交通標識、現在地表示 信号機ポールに併設 4 箇所 
4－① 守谷市 街灯管理責任（守谷市） 街灯ポールに貼付け 約 40 本 
5－① 企業、医院等 商業看板、地名入り 鉄板（電柱取付け） ７枚 
5－② 企業連合 商業看板、地図入り 案内板（木枠、特定部） 1 枚 

５－①の商業看板は、みずき野の現在地表示が入っているもの、又、３－①の交通標識は十字 

路等の名称が入っているもののみを対象とした。 

２. 調査日 ； １０月２５日（午後）、１１月２９日（午前） 第二分科会メンバーによる。 

３. 調査結果詳細 

添付の別表を参照下さい。 

４. 調査結果の考察 

４.１ 総 論 

1） みずき野地区は他の街に比べて商業看板等も少なく、すっきりしている。特にメイン通り 

以外の居住地域は殆ど表示板がなく、地区の建築協定が功を奏していると考えられる。 
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2） 一方、この街の開発を担当した、三井が設置した各種の表示板はその後メンテされず、 

又、守谷市からの支援がなされていない為に、在住の住民はもとよりよそから着た来訪者 

にとって、現在地及び行先の方向判断がつかなくなってきている。 

特に、個人情報保護の観点で実施された各種策（町内会発行の住民録配布の中断、個 

人の家での住所名プレートの削除）が、この事に拍車をかけている。 

４.２ 各 論 
1） 三井が開発時に設置した各種表示板は、地区の全体図を表す、１－①の大型案内版、 

1－②、1－③の小型案内板（地区の地図）と交差点部に設置され、現在地と方向を示す 

１－④の柱状表示板（ここではトーテムポール型と称す）に区分されるが当時としては 

非常にモダンで金をかけたものになっている。 

これらは、これまでに町内の意向で相当数撤去された（経過不明）と聞いているが、現在 

残っているものの総数が、別表に示す通り、非常に少なく又、メンテナンスされていない 

為に腐食、汚れ、破損が進んでいる。 

更に、これらの表示内容は、開発当初の名称（例. パークシティ守谷、パークスケア等） 

が使われているため、現状に則しないものになっている。 

2） バス会社設置の表示板 

これらの内、大半は三井が開発時に作成した（経費の分担は不明）バス停及び表示板を 

そのまま継続使用されてきている。（一部、みずき野７丁目は新設） 

又、やまゆり号のバス停名を従来のバス停に併設して設置している場所もある。 

現在表示の判読には問題はないが、三井開発時に設置したバス停名表示板（写真 2－ 

①参照）は表示が薄くなってきている。 

3） 警察の表示板 

これらは、交差点部の交通信号取りつけポールに併設されたもので、交差点の名称を表 

している。 

ただし、白地に青文字で表示されており、遠くから見ても鮮明である。 
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4） 守谷市設置の表示板 

無いに等しいが、強いて挙げれば写真４－①の街灯ポールに貼付けの守谷市の表示で 

あるが、これは街灯の管理主管を表し、地区の表示としては役に立つものではない。 

5） 商業看板 

商業看板は概して少ないが、この内、別表に記載した、商業看板は特定の看板メーカー 

（電柱広告情報検索サイト）が作成した看板のみが、商業広告と共に現在地を表示してお 

り現在地表示板が少ないみずき野においては、来訪者の手助けになっている。 

５. 現状と改善目標 

課 題 現 状 改善目標 分担、担当 

課題 1 
表示板の定期的調査 

とメンテナンス計画立 

案と実行 

殆ど実施されていない 

（破損物の撤去実施） 

・ 定期的な調査の 

実施（1 回／5 年） 

及び必要時 

・ 更新、修理計画の 

立案（1 回／5 年） 

・ 更新、修理作業 

・ 町内会 総務部 

・ 町内会 総務部 

・ 行政、警察、企業 

課題２ 

現在地の表示 

（丁目、番地まで） 

現在地が解り、判読可 

能な表示板は商業看 

板の 7 本のみ 

（バス停表示を除く） 

・ ５ ０ ｍ 以 内 に 丁 

目、番地が解る 

表示板の設置 

・ 期限；２００７年迄 

・ 市役所 

課題３ 

みずき野内の住居の 

所在地（丁目、番地）、 

公共物の所在と方向 

が解る地図表示板 

・ 案内板 ；１台 

・ 表示板 ；約２０台 

（既存物は番地表示 

の不鮮明、現状に則し 

ない表示） 

・ 丁目毎に最低２台 

の地図付きの案内 

板を設置 

・ 期限；２００７年迄 

・ 市役所 

取手市の例からも行 

政が分担すべき 

・ 町内会 総務部 

設置場所指定 

課題４ 

みずき野地区をアピー 

ルする、デザインの優 

れた表示板 

開発当初は、キュービ 

ック型、トーテムポール 

型の斬新なデザインの 

表示板があったが、維 

持されていない。 

・ 継続検討 

実質的な必要性、み 

ずき野の資産価値向 

上の両面から検討す 

る必要がある。 

・ 町内会 総務部 

課題５ 

既設表示板の撤去 

（写真 1－①～④） 

清掃、補修、移し変え 

をする必要がある。 

課題２、課題 3 の計画 

が明らかになった時点 

で対処 

・ 市役所（町内会） 
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６. 改善策 

５項に示す改善目標についての改善策の案を示す。 
6.1 定期的調査とメンテナンス 

２０年前のみずき野開発当初から一部破損物の撤去以外は調査、メンテナンスが実施され 

なかった。場当たり的でなく、継続的であるべきであり、５項に掲げた周期で町内会総務部 

が調査、計画を作成し行政に実行させるシステムを築く。 

6.2 地域表示の表示板更新、新設における必要要件 
1） 現在地及び公共物、住居の現在地から見た方向と位置が解る。 
2） 街の美観にマッチしている。 
3） 表示が明確に読みとれる。 
4） 設置後のメンテナンスがやり易い。 
5） 設置スペースが少なくて済み、手軽に設置できる。 
6） 制作、設置及びメンテナンスコストがトータル的に見て安い。 
7） 適切な間隔で設置されている。 

6.3 現在地表示板 

住民が生活していく上で、最低限度の投資であるが現状は非常にプアであり早期に改善、 

実行すべき課題である。 

これまでは、みずき野地区の開発時の資産である表示に頼ってきたが、その資産が老朽化 

してきた現在、行政の問題として改善要求できる課題である。 

『改善策（案）』 
(ア) 電柱に取付ける現在地表示板（みずき野 X 丁目・Y 番地）を 50ｍ以内で設置する。 

最低でも番地単位に１枚ある事。； １８０枚 

条件； 堅牢（鉄板製）、判読できる大きさの文字、デザインに優れる（白地に青、緑 等） 

みずき野内で統一された表示板（住所の号表示はしない） 
(イ) 商業看板は、メイン通りのみとし、広告内容と共に現在地表示（みずき野X 丁目・Y 番地） 

があるもののみに設置を許可する。 

６.4 住居所在地、公共物所在地を示す地図のある表示板 

みずき野への来訪者はもとより、みずき野住民であっても、丁目は頭の中にインプットされて 

いても、該当番地の位置が解らない。 

これを解決するのが地図のある表示板であるが、現状は撤去等で数がすくなく、表示内容が 

不鮮明、公共物名が現状に則しないものになっている。 
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取手市の例を見ても、行政が設置する義務を負うべきものと判断される。 

『改善策（案）』 
1） 6.2 項の条件を満足する表示板を取手市の例に習い新規に制作、設置する。 

（設置に要する場所が少なくて済み、堅牢でメンテナンス費用が少なくて済む利点） 

2） 現在のキュービック型、バス停裏に設置の地図付き案内版を現状に則して見直し、新規 

にみずき野内の住所（みずき野 X 丁目・Y 番地）と公共物の位置を示す表示板を各丁目 

に２台程度設置する。 

問題は、表示板の取り付け場所、方法（表示物よりも設置に金がかかる）であるが、屋根 

付き、照明付きの掲示板（例えば、戸頭団地内の掲示板）とし、ここに地図情報と共に、行 

政、みずき野の広告物を張り出すことにより、情報の住民への浸透が図れる。 

７. 参 考（取手市戸頭地区の表示板） 

７.１ 戸頭地区の表示板の種類と内容 
1） 現在地表示板 

電柱に鉄板を貼付け（取手市戸頭 X 丁目 Y 番地まで表示） 

設置はメイン通りのみでなく、住居地区にも約 50ｍ間隔で設置 

2） 現在地、公共物の案内（方向表示）及び周辺案内図（地図）を示す表示板 

・ 路面埋め込み型の柱に 1 種類～２種類の表示板を取り付け 

・ 地図は案内版に貼付けられ、戸頭地区全体の公共物の位置と住居区分（丁目）が 

解るようになっている。 

・ デザインは戸頭地区全体で統一されている。 

・ これらは、約５０ｍの間隔で、公共地（歩道、公園等）に設置されている 

・ 上記とは別に、公団が設置した地図及び取手市が設置したと思われる地図表示板 

がある。 

７.２ 設置、管理の主体 

上記の設置は取手市が行ったものと思われる。7.１項 2）の表示板には取手市管財課 

の名前が入っている。 

Ｐ ５／5


