
写真No． 地域 実施時期

1 和田岬 平成19年5月

2 大　開 平成19年10月

3 夢　野 平成19年10月

4 平　野 平成19年11月

5 和田岬 平成19年11月

6 和田岬 平成19年12月

7 市内全域 平成19年12月

8 夢　野 平成19年12月

9 和田岬 平成20年1月

10 夢　野 平成20年1月

11 北　区 平成20年2月

12 和田岬 平成20年2月

13 荒　田 平成20年4月

14 和田岬 平成20年5月

15 平　野 平成20年5月

16 荒　田 平成20年6月

17 大　開 平成20年7月

18 夢　野 平成20年7月

19 和田岬 平成20年7月

20 荒　田 平成20年10月

21 大　開 平成20年11月

22 荒　田 平成20年12月

23 大　開 平成20年12月

24 和田岬 平成20年12月

25 中央区 平成21年2月

26 平　野 平成21年3月

27 荒　田 平成21年3月

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

ガードレールの補修 浜中町1丁目

兵庫駅南公園、歩道沿いの雑草木を伐採 駅南通5丁目

側溝の雑草木等を撤去 湊川町10丁目

歩道に飛び出した雑草木を伐採 五宮町

市民花壇の新設 吉田町1丁目

街路樹の剪定　(信号機を見やすくするため) 御崎本町3丁目

マタニティマークの推進　 市営地下鉄・市バス

階段の手すり、雨水排水路の新設 里山町

吉田町公園の階段に手すりを設置 吉田町1丁目

ガードレールの補修 熊野町4丁目

鵯越墓園内(さくら地区)のトイレを水洗化へ 鵯越墓園(さくら地区）

カーブミラーの補修 御崎町1丁目

市営荒田住宅集会所の入口にスロープを新設 荒田町3丁目

街灯の設置　(暗がり解消のため) 浜中町1丁目

歩道に飛び出した樹木を剪定 千鳥町3丁目

街灯を3か所新設　(夜間の防犯のため) 湊町1丁目

明親小学校の運動場外壁に防犯ネットを設置 須佐野通4丁目

車道脇の雨水路整備 小山町

市営御崎西住宅の渡り廊下の段差解消 御崎町2丁目

歩道の段差解消 荒田町2・3丁目

川崎重工兵庫工場の引き込み線路の安全対策 御所通2丁目

障がい者用トイレへの誘導地図を設置 荒田公園

横断歩道の全面改修　(段差解消のため) 松原通3丁目

金平集会所前の階段に手すりを設置 金平町2丁目

老朽化した消防署の改修整備を推進 中央消防署山手出張所

デコボコした坂道の改修整備 五宮町

公園地下駐車場の障がい者用トイレ改修 荒田公園



写真No． 地域 実施時期

28 夢　野 平成21年5月

29 荒　田 平成21年6月

30 夢　野 平成21年7月

31 和田岬 平成21年9月

32 大　開 平成21年11月

33 荒　田 平成21年11月

34 荒　田 平成21年11月

35 大　開 平成21年11月

36 和田岬 平成21年11月

37 夢　野 平成21年11月

38 荒　田 平成21年12月

39 大　開 平成21年12月

40 平　野 平成21年12月

41 夢　野 平成22年2月

42 平　野 平成22年3月

43 夢　野 平成22年3月

44 平　野 平成22年4月

45 荒　田 平成22年4月

46 和田岬 平成22年4月

47 和田岬 平成22年4月

48 和田岬 平成22年4月

49 和田岬 平成22年4月

50 和田岬 平成22年4月

51 夢　野 平成22年4月

52 大　開 平成22年4月

53 平　野 平成22年4月

54 夢　野 平成22年4月

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

通り抜け車両に高架の高さ制限を示す看板を設置 湊川町10丁目

湊川パークハイツ駐車場前の歩道を改修 新開地1丁目

横断歩道前に歩行者横断の注意看板設置 熊野町3丁目

歩道(亀裂部)の改修 御崎本町3丁目

歩行者の安全を守るため見通しの悪い街路樹を伐採 塚本通7丁目

街灯の設置　(震災後無くなっていた街灯) 新開地5丁目

カーブミラーの新設　(見通しの悪い交差点に設置) 湊町1丁目

小学校のせせらぎ池の改修　(ビオトープ教育の推進) 兵庫大開小学校

歩道の段差解消 御崎本町3丁目

老朽化した雨水排水の側溝を改修整備 熊野町4丁目

市営住宅横の駐輪場に街灯を設置し、雨樋も改修 市営松本住宅

倒壊しかけた郵便ポストの改修 芦原通4丁目

五宮公園北側にある溝蓋の改修 五宮町

老朽化したガードレールの改修 氷室町1丁目

側道入口に貨物車通行困難の看板を設置 湊山町(石井橋東詰)

階段横の側溝前に転落防止柵を設置 菊水町9丁目

街灯の新設　(地域防犯のため) 神田町

荒田グラウンド入口前のスロープを全面改修 荒田町1丁目

街灯の補修 吉田町1丁目

ノエビアスタジアム前歩道橋の街灯整備 御崎町1丁目

浜山まちづくり仮設住宅前に街灯設置 金平町2丁目

車両通り抜け自粛の看板を設置 金平町2丁目

キャナルプロムナードにペットのマナー注意看板設置 切戸町

鵯越地下道にコンクリート崩落防止対策 菊水町9丁目

不法投棄された大型ごみを撤去 東出町2丁目

平野老人いこいの家前のマンホール淵の改修 上祇園町

カーブミラーの改修 熊野町5丁目



写真No． 地域 実施時期

55 夢　野 平成22年4月

56 荒　田 平成22年5月

57 夢　野 平成22年7月

58 中央区 平成22年8月

59 和田岬 平成22年8月

60 荒　田 平成22年9月

61 和田岬 平成22年9月

62 夢　野 平成22年9月

63 荒　田 平成22年10月

64 市内全域 平成22年10月

65 和田岬 平成22年10月

66 夢　野 平成22年11月

67 和田岬 平成22年12月

68 荒　田 平成23年2月

69 和田岬 平成23年2月

70 荒　田 平成23年2月

71 和田岬 平成23年3月

72 中央区 平成23年3月

73 和田岬 平成23年7月

74 夢　野 平成23年7月

75 和田岬 平成23年7月

76 和田岬 平成23年7月

77 会下山 平成23年8月

78 会下山 平成23年8月

79 夢　野 平成23年8月

80 平　野 平成23年9月

81 夢　野 平成23年9月

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

歩道・雨水排水路の整備 小山町

側溝整備 新開地6丁目

山麓線の側道沿いに落下物防止柵を設置 菊水町9丁目

かもめりあ中突堤に転落防止柵を設置 かもめりあ

市バス操車場前の歩道整備 御崎町1丁目

坂道の歩道整備　(東山商店街入口の真向かい) 東山町4丁目

シーサイド金平住宅の錆びついた扉を全戸改修 金平町2丁目

湊川北公園の整備　(グラウンドゴルフなど利用拡大) 湊川町10丁目

側溝整備　(転落防止のため) 湊町1丁目

市内の全体育指導委員にビブスを配布 　　　　ー

街路樹の剪定　(落葉対策のため) 御崎本町2丁目

歩道・側溝の整備 熊野町4丁目

兵庫津の道沿いの歩道改修 切戸町

歩道整備 東山町3丁目

大輪田橋上の歩道整備 出在家町2丁目

新開地商店街路地の段差解消 新開地1丁目3

御崎北ビル前の側溝整備 浜山通1丁目

中央消防署山手出張所の改築整備 中央消防署山手出張所

住吉橋東側の側溝整備 御崎本町1丁目

T字路にカーブミラーを設置 氷室町2丁目

ガードレールの整備 浜中町1丁目

道路拡張整備 浜中町1丁目15

転落防止柵の設置 会下山町3丁目

防犯用有刺鉄線の整備 松本通8丁目

夢野台公園の整備 滝山町

平野交差点前の歩道整備 下祇園町24

市営夢野住宅3号棟前の側溝整備 湊川町8丁目



写真No． 地域 実施時期

82 夢　野 平成23年9月

83 和田岬 平成23年9月

84 夢　野 平成23年11月

85 大　開 平成23年11月

86 三石通2丁目 和田岬 平成23年12月

87 平　野 平成23年12月

88 菊水町10丁目 夢　野 平成24年1月

89 中道通5・6丁目 会下山 平成24年1月

90 御崎町1丁目 和田岬 平成24年2月

91 御崎本町交差点前の歩道整備　(雨水除去のため) 御崎本町1・4丁目 和田岬 平成24年3月

92 今出在家町3・4丁目 和田岬 平成24年3月

93 荒田町1丁目 荒　田 平成24年4月

94 荒田町1丁目 荒　田 平成24年4月

95 北　区 平成24年4月

96 今出在家3・4丁目 和田岬 平成24年5月

97 夢　野 平成24年6月

98 房王寺町7丁目 長田区 平成24年7月

99 荒田町4丁目19 荒　田 平成24年7月

100 菊水町10丁目 夢　野 平成24年7月

101 湊川町10丁目 夢　野 平成24年7月

102 夢　野 平成24年7月

103 菊水町10丁目 夢　野 平成24年7月

104 湊川町6丁目 夢　野 平成24年8月

105 湊川町10丁目 夢　野 平成24年8月

106 小河通3丁目 大　開 平成24年10月

107 駅前通4丁目 大　開 平成24年11月

108 平　野 平成24年11月

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

夢野台公園周辺の落葉対策 滝山町

御崎歩道橋の接続部を補修 吉田町1丁目

夢野台バス停の新設を推進 菊水町10丁目

市営小河住宅北側の歩道整備 小河通4丁目

街灯の新設

平野バス停留所の改修 下三条町8

市営夢野台住宅前のガードレール改修

老朽化した中道歩道橋を解体撤去

市営御崎東住宅入口前にスロープ設置

歩道整備

荒田公園に多機能トイレを新設

荒田公園のレンガ花壇の整備

鵯越斎場園内バス　日・祝日運行へ拡大 鵯越斎場

猫のフン害対策

神鉄鵯越駅前のバリアフリー推進 里山町

右折注意の表示とカーブミラーの新設

道路(ガタガタ道)整備

市営夢野台住宅内の花壇整備

湊川北公園入口前に街灯新設

夢野台公園の雑草伐採 滝山町

市営夢野台住宅前に市民花壇を新設

市営夢野住宅1号棟前の歩道改修

側溝・雨水排水路の整備

市立小河保育所前の歩行者安全対策

市営兵庫駅西住宅5号棟の階段・通路整備

平野バス停前歩道の点字ブロック整備 下三条町8



写真No． 地域 実施時期

109 会下山 平成25年1月

110 和田岬 平成25年1月

111 菊水町10丁目 夢　野 平成25年2月

112 荒　田 平成25年3月

113 会下山公園 会下山 平成25年3月

114 兵庫区・長田区 ー 平成25年3月

115 高速入口に車両へ歩行者注意を啓発する看板を設置 阪神高速柳原入口前 大　開 平成25年4月

116 大　開 平成25年4月

117 荒　田 平成25年5月

118 羽坂通4丁目 大　開 平成25年5月

119 夢　野 平成25年7月

120 旧夢野中学校跡地、山側傾斜地の地滑り防止対策 夢　野 平成25年7月

121 下祇園町1　南側 平　野 平成25年7月

122 サブグラウンド前の側溝に転落防止ポールを設置 夢野中学校前 夢　野 平成25年7月

123 大　開 平成25年7月

124 平　野 平成25年9月

125 無人の老朽家屋の物干し台を撤去　(落下防止のため） 荒田町2丁目 荒　田 平成25年9月

126 市営大井住宅にエレベーターを新設 大井通1丁目 会下山 平成25年9月

127 南ゲート公園前の樹木を剪定　（落下防止のため） 小山町 夢　野 平成25年9月

128 上沢センター街に街灯を3か所新設 上沢通5丁目 会下山 平成25年9月

129 市有地（空地）を通り抜けする緊急避難対策 荒田町3丁目74 荒　田 平成25年10月

130 山麓線沿いの歩道整備 菊水町9丁目 夢　野 平成25年12月

131 車両通り抜け防止ポールを設置 上沢通6丁目 会下山 平成25年12月

132 坂道の老朽化した手すりを改修 湊川町9丁目 夢　野 平成25年12月

133 ノエビアスタジアム西側の歩行者用防御ポールを改修 御崎町1丁目 和田岬 平成26年1月

134 鵯越地下道内の壁面補修 菊水町9丁目 夢　野 平成26年1月

135 夢野台公園の全面改修 滝山町 夢　野 平成26年3月

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

道路改修 松本通5・6丁目

一時停止の標識等設置　(車両事故防止対策) 金平町1丁目

市営菊水西住宅の雨水排水対策

防犯灯の増設 湊町3丁目

老朽化した防犯灯を改修

市バス6系統(房王寺線)の新設推進

川重車両東側の踏切前にカーブミラーを新設 御所通２

うおぎん湊町店前の側溝整備 湊町1丁目

兵庫駅前北側バス停前の花壇整備

急こう配の坂道に手すりを設置 里山町

小山町

左折時歩行者注意の標識設置

兵庫駅周辺の違法駐輪対策で民間駐輪場設置を推進 JR兵庫駅周辺

楠谷川流域山間部の落石防御ネットを設置 楠谷町38



写真No． 地域 実施時期

136 湊川町8丁目 夢　野 平成26年4月

137 荒　田 平成26年4月

138 市内全域 平成26年5月

139 市道山麓線の落下物防止柵からの雨水漏れ対策 菊水町9丁目 夢　野 平成26年5月

140 鵯越地下道に向かう側道の補修 菊水町9丁目 夢　野 平成26年5月

141 業務スーパー兵庫店前に防犯灯設置 芦原通3丁目 大　開 平成26年5月

142 環境局兵庫事務所の防護フェンスの整備促進 御崎町1丁目 和田岬 平成26年5月

143 下沢通８丁目 会下山 平成26年8月

144 明治橋高架下道路の歩行者安全対策                                         (カーブミラーの改修及び歩行者ラインの新設)駅南通４丁目 大　開 平成26年8月

145 会下山公園山頂の雨水溝整備 会下山町３丁目 会下山 平成26年9月

146 市営御崎東住宅への進入路整備 御崎町１丁目 和田岬 平成26年12月

147 湊町公園に時計を設置 湊町３丁目 荒　田 平成26年12月

148 大　開 平成26年12月

149 熊野町４丁目道路の湧水対策 熊野町4丁目 夢　野 平成27年1月

150 老朽危険家屋の解体撤去を促進 湊川町8丁目 夢　野 平成27年2月

151 市営菊水住宅6号棟の樹木剪定 菊水町2丁目 平　野 平成27年2月

152 平　野 平成27年2月

153 老朽危険家屋の解体撤去を促進 湊川町8丁目 夢　野 平成27年2月

154 私道の放置自転車を撤去 菊水町9丁目 夢　野 平成27年3月

155 住吉橋北向き道路の補修 御崎本町4丁目 和田岬 平成27年3月

156 市内全域 平成27年3月

157 中部下水処理場跡地の外灯補修 上庄通1丁目 和田岬 平成27年3月

158 横断歩道の段差解消 浜山通2丁目周辺 和田岬 平成27年5月

159

160

161

162

教育委員会だより等脳脊髄液減少症の周知拡大

地下鉄上沢駅前バス停の違法駐輪対策

時計塔の整備 駅南公園

遊歩道のフン害対策 洗心橋付近

個人実績　一覧  (菅野市会議員)

　実績内容 場所

市営夢野住宅３号棟前の側溝改修

防犯灯の補修 平野町

ー神戸市みんなの手話言語条例制定を推進


