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[駆けある記] 

戸塚区役所･戸塚土木事務所･戸塚駅周辺開発事務所･戸塚警察署への申入れ項目 

申し入れ項目 (各項目の頭の番号は、従来からの通し番号です。) 

 

◆ 第 39 回 申し入れ（項目 428・～442・）  実施日 2014 年 7 月 25 日 

今回の申し入れでは、これまで同様に私の事務所に寄せられた項目、及び、日本共産党横浜市会

議員団が５月から行っている「市民意見アンケート」の要望事項（自由記入欄）で寄せられた項目

を加えて、整理した項目を提出いたします。 

なお、寄せられている項目は、現時点で１４０項目を超えています。 

今後、整理できたものから順次、申し入れますので対応をお願いします。 

 

 戸塚区役所・戸塚土木事務所・戸塚警察署への申し入れ項目 

≪戸塚土木事務所≫ 

４２８・ 影取町４２番地、東俣野町３５番地（国道１号線と藤沢バイパスの分岐点）付近、道路

敷雑草刈取の要望 

昨年度も要望のあった影取町２４番地、４２番地付近の国道沿、雑草が生い茂り、見通しが悪く

交通安全の妨げになっています。 

見通しをよくするために早急に雑草の刈り取りを要望します。 

   

       影取町・東俣野町 国道一号線沿い 雑草の状況（7 月 21 日現在） 

    
影取町 24 番地付近 雑草の状況（7 月 21 日現在） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４２９・ 深谷町１７１５番地、汲沢町４７５番地付近（二軒家・深谷交番周辺）かまくらみちの

整備・安全対策の要望 

深谷町８５８番地、汲沢町４７６番地付近・二軒家・深谷交番周辺、かまくらみちの整備・安全

対策を求める要望がアンケートの回答で多数寄せられています。 

内容は、次のとおりです。（代表的なもの） 

「用地の買い上げもネックになるだろうが、もっと積極的に住民中心に考えて歩道及びガードレ

ール等の整備をしなければだめだ。いつまで住民が不便を続けなければいけないの。『かまくらみ

ち』の通信隊東側信号から深谷交番までの歩道らしき道路はおよそ歩道とは言えない。」 

「通学路になっている深谷小学校入り口交差点付近は、道路が狭く大変危険。電柱の移設、ガー

ドレールの設置など、安全対策を講じて欲しい」 

「深谷小学校から小学校入り口交差点を直進で抜ける道路は、一方通行になっているが、狭いた

め歩行者が危険。道路の拡幅等安全な道路にして欲しい。」、他多数。 

これらの要望にこたえる、抜本的な対策の検討を要望します。 

 

   

   深谷町 858 番地、汲沢町 476 番地付近・深谷交番周辺 道路状況（7 月 21 日現在） 

 

   

深谷町 858 番地、汲沢町 476 番地付近・深谷交番周辺 道路状況（7 月 21 日現在） 
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≪戸塚区役所≫ 

４３０・ 汲沢町１１５８番地付近に建設中の大型商業施設の周辺環境への影響に関する調査要望 

汲沢町１１５８番地付近（戸塚警察署斜め向かい側）に建設中の大型商業施設による周辺環境へ

の影響について調査を求める要望がアンケートの回答で寄せられています。 

内容は、次のとおりです。 

「汲沢東ハイツ横で現在工事中の商業施設の営業時間帯が深夜におよぶと説明を受けていますが、

住宅環境地なので交通音が心配です。何時まで営業時間になるか確認及び騒音に対する調査をお願

いしたいです。（事業者の行った説明会では）机上の計算では騒音に問題はない範囲と説明があり

ましたがそれは？だと感じましたので」 

地元説明会は行われているようだが、こうした要望が現に出ているので、事業者から地元への丁

寧な説明を行うよう建築局担当部署から改めて指導することを要望します。 

 

  

汲沢町 1158 番地付近 建設中大型商業施設（7 月 24 日現在） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４３１・ 汲沢３丁目 14 番付近から汲沢小学校への道路拡張を要望 

道路の拡幅についての要望がアンケートの回答で寄せられています。内容は、次のとおりです。 

「汲沢３丁目 14 番ウエストン横浜テニスクラブより汲沢小学校へ向う道路拡張してほしい。地域

生活道路、通学路なので道路の拡張できないのか？せめて車、一台通行分だけでも。」 

   

汲沢三丁目 14 番付近から汲沢小学校へ向う道路の現状（7 月 21 日現在） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

４３２・ 汲沢団地の団地内道路の歩道部分について改修の要望 

県営汲沢団地の住民から、道路・歩道部分の改修の要望がアンケートの回答で寄せられています。

内容は、次のとおりです。 

「汲沢団地に住んでおりますが、両側の歩道がだいぶいたんでいて、あぶないです。」 

 

  

汲沢団地内道路の歩道部分の状況（7月 21 日現在） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４３３・ 踊場地区センター付近、暗い道路区間に街頭の設置を要望 

汲沢２丁目２３番地付近（踊場地区センター前～戸塚高校前バス停）約１００ｍの区間は、街灯が

なく深夜通行が安心できるよう街灯設置の要望がアンケートの回答で寄せられています。内容は次

のとおりです。 

「防犯灯の設置をして欲しい。（踊場地区センタ-の前、戸塚高校前バス停のところ）」 

 

    

踊場地区センター付近約 100 メートルの間 街灯がなく暗い（7 月 21 日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４３４・ 踊場駅～戸塚高校の狭隘道路の安全対策について要望  

踊場駅～戸塚高校までの狭隘道路の安全対策の要望がアンケートの回答で寄せられています。内

容は、次の通りです。 

「踊場駅から今美屋ストア-に向かう道路は、道が狭く、交通量も多いので子供を連れて歩くのが危

険、道路の拡幅、電柱移設等の安全対策をお願いします。」 

  

踊場駅～戸塚高校の狭隘道路の状況（7月 21 日現在） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４３５・ 踊場駅のエレベーター付近にポスト設置の要望 

踊場駅前に郵便ポスト設置の要望がアンケートの回答で寄せられています。 

内容は、次のとおりです。 

「汲沢７丁目に住んでおります。この付近の住宅地の中にあったポストがなくなり、この付近の

方はとても不便を感じています。せめて踊場駅のエレべーターの前にポストがあったらとみなさん

で話しています。踊場郵便局は駅に出るのに道が遠廻りになりとても不便を感じています。中田駅

も立場駅も駅前にポストがありますが踊場駅はありません。郵便局に聞いてもまともに回答してく

れません。」 

    

踊場駅エレベーター付近（7月 21 日現在） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４３６・ 踊場駅裏側道路（坂道）の安全対策について要望 

中田南一丁目２－３付近・踊場駅裏側道路（坂道）の安全対策について要望がアンケートの回答

で寄せられています。内容は次の通りです。 

「何時も、踊場駅の裏側の道路（坂道）を利用しています。交通量がとても多く、見通しが悪いの

で大変危険です。安全のための何らかの交通規制をお願いします。」 

   

踊場駅裏側道路（坂道）の状況（7 月 21 日現在） 

≪戸塚警察署≫ 

４３７・ 踊場交番前信号の改善について要望 

踊場交番前交差点（汲沢二丁目１－６）信号の改善について要望がアンケートの回答で寄せられ

ています。内容は次のとおりです。 

「踊場交番前の信号が危険、歩行者と車の信号切り替えを分離して欲しい。長後方面から踊場交

番前信号を右折ではい入るところが危険。また、右折したときに、横断する歩行者がいた場合の危

険性はきわめて大きい。」 

「交通量が多く、なかなか右折できない。交差点の信号を時差式 or 歩車分離式にしてほしい。」 

現場調査の際に当方の車も右折したので、その危険性は実体験できました。歩車分離、時差式等、

安全対策の検討を要望します。 

  

踊場交番前交差点 戸塚駅に向かって右折車の状況（7月 21 日現在） 
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≪戸塚警察署≫ 

４３８・ 中田町東原信号について改善要望 

中田町東原（鳥が丘入り口・中田東一丁目４付近）交差点は、長後街道を優先しているため、特

に朝夕の時間帯は、鳥が丘方面から長後街道に出る車が渋滞します。渋滞を少しでも緩和するため

の提案、改善要望がアンケートの回答で寄せられています。 

内容は次のとおりです。 

「長後街道、中田町東原信号の鳥ヶ丘方面から戸塚駅方面の左折信号を希望します。現在時差で

長後方面行きの信号が長くなっていますが、その長くなっている間に左折を流してほしいです。」 

 

   

中田町東原（鳥が丘入り口・中田東一丁目４付近）交差点の状況（7 月 21 日現在） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４３９・ 上倉田町１０２９番地付近、雨水排水溝改修について要望 

上倉田町１０２９番地、住宅横の下水溝が沈下し泥で埋まってしまい機能せず、大雨の時は水溜

りになります。排水溝の機能を回復させる改修を要望します。 

  

上倉田町 1029 番地付近、雨水排水溝の状況（7 月 18 日現在） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４４０・ 上倉田町３８５、５９５付近の交差点について安全対策の要望 

狭い道路が交差する上倉田町３８５、５９５番地付近（表交差点から入って３０メートルほどの

地点）は、表交差点から入ってくる道路が優先道路です。当該交差点の四つの角は住宅になってい

て、交差する道路を駅方向から来ると見通しが悪く危険です。反対方向から来る場合は、カーブミ

ラーが設置されていて安全確認できます。「止まれ」の路面に書かれている「止まれ」の交通標識は

はがれてほとんど読めない状況になっています。 

明学方向からの車両、自転車等が、信号に向かってかなりのスピードで通行します。通学路でも

あり、安全対策を要望します。 

 

   

上倉田町 385、595 付近の交差点の状況（7 月 17 日現在） 

 

      

上倉田町 385、595 付近交差点の状況（表交差点に向かって撮影）（7 月 17 日現在） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４１・ 上倉田町 1117-５付近、敷地外に伸びた庭木、雑草の除去を求める要望 

上倉田町 1117-5 付近、管理を放棄している住宅があり、庭木、雑草が敷地外にのび放題で、道路

の通行を妨げ、隣の住宅を覆う状態になっています。 

道路の通行を妨げている状態、及び、隣家への迷惑を除去する適切な対応を要望します。 

 

   

上倉田町 1117-５付近、敷地外に伸びた庭木、雑草の状況（7月 17 日現在） 

 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４２・ 戸塚駅東口エレベーターを明るく清潔にすることについて要望 

戸塚駅東口エレベーター（公衆トイレ横）が薄暗い場所にあり、経年劣化も進み汚くなっていま

す。明るく清潔にすることについての要望がアンケートの回答で寄せられています。 

内容は次の通りです。 

「戸塚駅東口にあるペデストリアンデッキ２階と１階を結ぶエレベーターが非常に汚い。照明を

明るくし、乗降口周辺の改修を行うなどお願いします。」 

 

    

戸塚駅東口エレベーター（公衆トイレ横）乗降口周囲の状況（7 月 21 日現在） 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年 ７月２５日      

  日本共産党 横浜市会議員 岩崎ひろし 

連絡先 横浜市戸塚区上倉田町５０９－１ 

電 話 045-865-0074  Fax 045-865-0594 


