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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。) 

 
今回の申し入れでは、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」に寄せられた要望事項（自由記入欄）を整理して提出します。 
なお、寄せられている項目は、現時点で２００項目を超えています。 
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。 

 
◆ 第 40 回 申し入れ（項目 473・～503・）  実施日 2014 年 8 月 29 日 
 

【倉田地域の要望】 
 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７３・県道大船・停車場線の拡幅整備の促進及び現状での安全対策を要望 
県道大船・停車場線の拡幅整備の促進及び現状での安全対策については、これまでも再三申し入

れているところです。当該路線への要望は、アンケートでも多数寄せられています。あらためて、

拡幅整備の促進、安全対策の強化を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「長沼～アピタ間を週５回～６回、車で利用しています。道路が狭いだけでなく歩道が途切れ、

電柱もあり、乳母車の利用者が困っているのをよく見かけます。乳児が一緒だとハラハラします。

せめて蔵田寺付近のレベルまで早く整備してください。あわせて、安全対策にも力を入れて下さい。」 

 

      

県道大船・停車場線の状況（7 月 21 日撮影） 
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【舞岡地域の要望】 
 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４７４・旧和敬寮前交差点の形状変更後の状況に対する意見及び要望 
旧和敬寮前交差点は、都市計画道路下永谷大船線の事業進捗にともない交差点の位置を変える工

事がほぼ完了しています。元の道路敷と新たな道路が離れたために交差点周辺に大きな空地ができ

ています。整備目的が不明確なために出ている要望・意見と思われます。 

整備の目的、今後の計画等について地元への説明を要望します。 

 

住民要望及び意見は以下の通りです。 

「バス停・旧日立和敬寮前付近で集合住宅ばかり建設されるが、近くにス－パ－、コンビニが１

つもない。（以前交差点の角にコンビニがあった）コンビニ 1 件でも欲しい。（ちょっとした買い物

や銀行振込など出来る）母 86才がいつもぼやいています。」 

「旧和敬寮前交差点の変更工事は無駄づかい、改修前の方が利用者に便利。加えて言えば戸塚区

役所建屋、大踏切と合せ３大無駄づかいと言えるのではないか。」 

 

    

旧和敬寮前交差点形状変更後の状況（7 月 21日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４７５・舞岡公園までの小川アメニティの清掃・整備を要望 
舞岡町小川アメニティの日ごろの維持・管理状態を点検し、市民が安心して散策できる状態にす

ることを要望します。 

 

地元の住民要望は以下の通りです。 

「①舞岡駅から舞岡公園までの小川にポイ捨てが多い。②途中の水車の所でタバコを吸う人や夜

にたまる人がいる。③ハチが多数出る（スズメバチ）。④街灯が暗い。以上の状態を改善して欲しい。」 
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水車付近の状況（7 月 21 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４７６・舞岡公園入り口への通路に駐車させない規制を要望 
舞岡町 1550～1574・舞岡公園入り口への通路に、多数の無断駐車の車両があります。駐車しない

ように看板はありますが、無視されています。市が管理する公園区域であり、看板記載の通り厳格

に駐車を規制する必要があります。対応を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「舞岡公園入口前に駐車している多数の車は、公道ではないので違反にならないらしいが、私な

ど耳も目も良くない高齢者にとって、車道と人道の区別もないので後方からの車は怖いです。市の

管理する公園への道路であり、市の責任で何とか規制して欲しい。」 

 

    

舞岡公園入り口への通路の状況（7 月 21日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７７・舞岡台地域の住環境整備及び交通安全対策の要望 
舞岡台住宅地域の住環境、交通安全について、多岐にわたる要望が寄せられています。当該地域

については、バス通りについては路面整備の舗装工事が完了しています。また、住宅地内の生活道

路についても、老朽化による傷みが激しいことから、順次舗装改修を行う予定と聞いています。 

住環境整備に向けて当局が対応されていることを承知したうえで、新たに寄せられている要望を
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以下に述べます。 

 

住民要望は以下の通りです。 

 

≪戸塚区役所≫ 

４７７・－（１）生活の利便性向上の要望 

「南舞岡 4 丁目は街灯・防犯灯が少ない。深夜バスがない。買い物が不便。病院がない。住みや

すいまちにしてください。」 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４７７・－（２）団地内生活道路の老朽化による傷み改修の要望 

①「舞岡台団地内のほとんどの道路（主要道路は除く）の舗装の痛みがひどく、割れ目がたくさん

あり、砂利がどんどん浮いて舗装からはずれ、ますます歩きにくく老人や子供が足をつっかけてい

ます。安心して歩けるように直してほしい。」 

②「南舞岡 4-44-4～12付近（南舞岡 4丁目の下の方）の道がガタガタです。道がほじくれていて止

まれの道路にかかれている字がうき上がり読めません。自転車のハンドルがとられころぶ人がたく

さんいます。なんとかして欲しい。」 

 

      

舞岡台団地内の道路舗装の傷み状況（7 月 21日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７７・－（３）信号機設置の要望 

「南舞岡 4丁目 41-45・4-45-10付近の交差点に信号機設置か、速度減速させる方策をとってもら

いたい。（下り坂で見通し悪い、又、公園からくる車が見通し悪く改善する必要のある場所です）」 

「南舞岡 4-39-20・道路標識が（止まれなど）見えにくくなっているところなど補修して下さい。子

ともたちが自転車で止まらずスピ－ド出していくのであぶない。」 
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南舞岡 4 丁目 41-45・4-45-10付近の交差点の状況（7 月 21 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４７８・バス停・桜堂横のゴミ集積所を清潔に保つ対策を要望 
通りに面したごみ集積所の共通する問題だと思いますが、近隣住民利用者でない一般の通行人が

無責任に置いていく問題があると考えます。改善方要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「（京急ニュ-ウタウン・舞岡台行き）桜堂停留所側のゴミの集積所の汚いのには閉口しています。

なんとかしてください。」 

 

      

バス停・桜堂横のゴミ集積所の状況（7 月 21日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ 

４７９・舞岡町長泉寺前交差点の信号機改善を要望 
舞岡町長泉寺前交差点を道岐橋方面からの車が環２・般若時方面に右折するのが大変困難です。

右折車がスムーズに流れるように信号機のシステムを改善することを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「舞岡町長泉寺前交差点右折が出来ないので時間差信号機にしてほしい。金を掛けて指示方向を

付ける必要はない。長泉寺側を止める時間差でよい。右折をしようとすると直進車（対向車があり）

のため２、3 台しか右折することしか出来ず、夕方はリサ－チパ－ク入り口まで渋滞してしまう。」 
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舞岡町長泉寺前交差点の右折状況（7月 21日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４８０・横浜伊勢原線・舞岡町 3465～3398 付近道路整備及び交通安全対策を要望 
舞岡町 3465～3398番地付近の道路拡幅や歩道等の整備、交通安全対策については、これまでに何

度も要望しています。今回の市民アンケートでも同様の要望がいくつも寄せられています。対策を

急ぐことを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

≪戸塚土木事務所≫ 

４８０・－（１）電柱の地中化を要望 

「舞岡車庫から般若寺橋へ抜ける坂道の歩道について。舞岡車庫側の（登り）坂の歩道が狭いの

で電柱を地中に埋めてほしいと思います。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４８０・－（２）歩道の整備を要望 

「西港南台郵便局より戸塚方面への道路に歩道の確保。戸塚舞岡マルエツ店より戸塚ダイエ－方

面への道路に歩道の確保。以上を要望します。」 

 

        
横浜伊勢原線・舞岡町 3465～3398付近の道路状況（7 月 21 日撮影） 
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【上矢部地域の要望】 

 

≪戸塚警察署≫ 

４８１・迂回通過車両の規制を要望 
上矢部町 2471（バス停諏訪久保）付近の道路は、県道瀬谷・柏尾線の渋滞回避の迂回路になって

いて、昼夜を問わず沿道の住民は悩まされています。通過車両の流入を抑える対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚区上矢部町周辺の朝昼夕、夜問わず、車の通りぬけに困っています。静かな日は、1 月 1

日と 8月 15日位です。ここは住む所ではありません。」 

 

       

上矢部町 2471（バス停諏訪久保）付近道路の状況（7 月 14 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４８２・親水エリアへの階段の改良を要望 
名瀬町１付近、阿久和川と平戸永谷川の合流地点の親水エリアに降りる階段がありますが、段差

が大きすぎるので、高齢者でも利用できるように改善することを要望します。 

住民要望は以下の通りです。 

「川辺に降りる階段の一段一段が高過ぎるので年寄りにはかなりきつい、高齢者にも安心して水

辺で憩うことができるよう段差を低くして下さい。」 

 

     

名瀬町１付近・阿久和川と平戸永谷川合流地点の状況（7 月 14日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４８３・阿久和川沿遊歩道の街灯について「修繕」及び「増設」を要望 
阿久和川の両岸（上矢部町 270 付近、名瀬町 237 付近）の遊歩道に設置されている街灯が切れて

いたり、数が少ないために夜間は暗くて危険です。修繕と増設を要望します。 

（太陽光パネル付きの街灯がついているところもあるが、天候に左右されるのではと思われる。） 

 

住民要望は以下の通りです。 

「名瀬町の阿久和川の歩道の街灯が夜つかないので真っ暗な日があり怖いので確認し、常に明る

い安全な歩道にして頂きたいです。」 

 

     

阿久和川沿遊歩道の状況（7 月 14日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４８４・県道瀬谷・柏尾線の慢性的渋滞解消へ対策を要望 
県道瀬谷・柏尾線の慢性的渋滞、及び、柏尾川沿いの戸塚駅西口に通じる道路の安全対策を要望

します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「瀬谷柏尾道路の渋滞の緩和、特に不動坂の信号で混みすぎる。対策の一つとして、かもめ橋の

信号を車と人で信号を分けて欲しい。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４８５・街灯、防犯灯の増設を要望 
上矢部町３３９～５５０～５１６番地付近・かもめプロペラ工場出入り口付近に街灯がなく、工

場の明かりが消える夜間は大変暗く、通行する住民が不安を感じています。街灯の設置（増設）を

要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「この間、（かもめプロペラからかもめ橋に向う辺り）街灯が全くなく、とても困ってます。」 
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上矢部町３３９～かもめプロペラ工場出入り口付近間の状況（7 月 14 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４８６・上矢部町 1400 番地（バス停・下岡津）付近に横断歩道設置を要望 
県道瀬谷・柏尾線、上矢部町 1400 番地（バス停・下岡津）付近に横断歩道の設置を要望します。

阿久和川にかかる五軒橋方面から、上矢部あおぞら公園に行く子ども、高齢者、鳥が丘方面への買

い物に行く人など大勢の人が、道路を横断して行き来します。この地点はカーブになっているため

大変危険です。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「カーブになっていて大変危険です。横断歩道の設置をお願いします。」 

  

    

県道瀬谷・柏尾線・バス停・下岡津 付近の状況（7月 14日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４８７・柏陽台団地にバス路線の延長を要望 
柏陽台団地にバス路線の延長を要望します。これまでにも再三出ている要望事項です。 

 

住民要望は以下の通りです。 
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「柏陽台団地の住民ですが、１号線を通って、団地に帰ってくる時、バスから降りて、又は（自

転車）で帰る時、登り坂がとてもきつくて大変で途中、何回か休みます。特に買物をしてきた日は

……。バスが通ったらいいのにといつも思っています。一号線を通るバスの何本かを団地に立ち寄

らせてほしいです。」 

 

     

１号線から団地への坂道状況（7月 14 日撮影） 

 

【東戸塚地域の要望】 
 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４８８・環２・国道一号線立体交差高架下交差点の横断信号時間の延長を要望 
平戸町１７２番地付近の交差点（環２・国道一号線立体交差高架下）、一号線を横断する歩行者信

号が短いため渡りけれない。歩行者信号秒数を延長することを要望します。 

環２下道路を横断（一号線に沿って横断の場合）する歩行者信号は十分な秒数が確保されていま

す。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「平戸立体交差点の信号が短く、渡りきれないうちに赤になってしまうので、お年寄りや子ども

には危ないと思う。もうすこし長めの設定にして頂けると良いと思っています。」 

 

        

環２立体交差高架下・一号線を歩行者が横断する状況（7 月 14日撮影） 
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≪戸塚警察署≫ 

４８９・芹ヶ丘団地内通学路について通行時間規制を要望 
芹ヶ丘団地（平戸町３３７～１１２０番地地域）では、地域住民の協力で登・下校時に交通安全

の見守り活動を行っています。 

児童の安全確保のために地域内通学路への車両通行について時間規制を要望します。平戸町３３

７番地（芹ヶ丘団地入口信号・交差点）付近から規制を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「地域住民一体で、現在、私達有志でも毎日少人数であるが無償で、交通安全の見守り活動を行

っています。しかし、段々と年をとり体力的に弱ってきているのですが、代わりが居ない為、少人

数になってきている始末です。子どもたちの安全のために、せめて、通学時の通行車両の時間制限

を検討して頂きたい。」 

 

      

芹ヶ丘団地内通学路の状況（8 月 27 日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ 

４９０・生活道路での大型車両の駐車について規制を要望 
平戸町４９４番地付近 生活道路に大型トラックの駐車が頻繁です。駐車の原因は、同地域にあ

る木材会社での材木の積み下ろしのためです。 

周辺地域住民の通行の妨げになるとともに、交通安全上も問題があります。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「木材の積み下ろしをする大型車両の駐車が多すぎる。地域住民の交通の妨げ、交通安全の心配

がある。やめてほしい。」 
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平戸町４９４番地付近（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９１・バス停・坂下口と山谷の中間あたりにバス停の新設を要望 
平戸五丁目地域（平戸小学校周辺）の住民は、通勤、買い物等出かけるときは、バス停・坂下口

を利用します。バス停まで坂道でかなりの距離があり、地域の高齢化もあり難儀しています。バス

停・山谷との中間点に、バス停の新設を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「平戸小学校周辺地域から、国道 1 号線のバス停・坂下口に行くには、坂道でありかなりの距離

もあります。老人としては駅や買物に行く等で非常に不便を感じて居ます。より近くにバス停が欲

しいです。」 

 

          

バス停坂下口付近から平戸小学校入り口方面の状況（8月 11 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９２・平戸一丁目地域からのバス路線新設を要望 
平戸一丁目地域は、国道一号線と平戸・桜木道路により戸塚区と切り離された状況になっていま

す。日常の生活圏は南区六つ川地域とほぼ同じです。バス路線は六つ川台団地からありますが、平

戸一丁目からは急な坂道を登らなければなりません。 

平戸一丁目地域を経由して上大岡駅に行けるバス路線の新設を要望します。 
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住民要望は以下の通りです。 

「平和台バス折り返し場所周辺地域から、上大岡方面へのミニバス路線が欲しい。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９３・高齢者が外出しやすいまちづくりを要望 
平戸一丁目地域の高齢者が外出しやすいまちに改善・整備を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚区平戸地区は、平戸 2丁目～5丁目が国道 1号線の北側に広がり、1丁目だけが国道 1号線

の南の高台に在ります。町内会館、地域ケアプラザなどの施設に行く場合は、国道に下り、また、

坂道を登らねばならず老人の体力では無理な場合が多くなっています。飛鳥田市長時代から訴えて

来ましたが今からでも南区六ッ川 5 丁目などと一緒になれれば、高齢者の生活も改善されると考え

ます。町内会館は、増えてきている空き家等を活用して利用できるようにしてほしいです。」 

 

     

平戸一丁目地域の状況（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９４・平戸一丁目１５番地付近ゴミ収集場所の整理、清潔確保を要望 
国道一号線平和台交差点付近（平戸一丁目１５番地）のゴミ収集場所が、いつも整理・清潔にさ

れてなく、通行するにも迷惑しています。 

場所を移動するか、整理・清掃をきちんとやるか適切な対応を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「国道１号線平和台交差点近くのゴミ置き場は、民間アパ－トの真前です。住民以外の通りがか

りの人、車で乗りつけて廃材や飲食のごみなどを大量に、曜日に関係なく、捨てていくので、歩く

のも困難な時もあります。ゴミ置場を１号線添いにしないでほしいです。」 
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平和台交差点付近のゴミ収集場所の状況（8月 11 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４９５・平戸一丁目２番地付近、国道一号線・歩道沿の雑草刈り取りを要望 
平戸平和台市営バス折り返し場所付近から保土ヶ谷区方面に向かう国道一号線の歩道沿いに雑草

が生い茂り歩きにくくて困っています。 

歩行が困難な高齢者・障害者にとっては、本当に困ります。早急に刈り取りを歩願いします。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「平和台から保土ヶ谷に向かう時の一号線歩道沿の雑草刈り取りを要望します。」 

 

     

平戸一丁目付近、国道一号線・歩道沿の状況（8月 27日撮影） 

≪戸塚区役所≫ 

４９６・平戸二丁目３３番地付近地域における日常生活の移動手段検討を要望 
市営平戸住宅周辺地域は「山の上」にあります。地域の高齢化の進行にともない、外出の困難が

増しています。 

地域交通サポートシステム等の活用など地域住民と協同して、日常的な生活の足を確保できるよ

う手立てを講じることを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「市営平戸住宅に居りますが何しろ坂ばかりで閉口しています。少しでも何とかなるものならば

考えて頂きたく御願い申し上げます。」 
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市営平戸住宅周辺地域（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９７・平和台地域バス路線の増便・延伸を要望 
平戸二丁目～三丁目（平和台）～東戸塚駅循環バス路線の増便及び平戸四丁目まで延長すること

を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「平戸２丁目又は公務員住宅行のバス便増加、平和台行でなく公務員住宅をまわる中型バスによ

る路線をふやしてほしい、特に朝と夜、雨の日たいへんです。」 

「東戸塚駅からの市営バス、小さいバスで境木中学校行きがあるが、それをすべて平戸２・３丁

目循環にしてほしいです。」 

. 

     

平戸平和台・バス停付近（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９８・平戸三・四・五丁目にミニバス路線の新設を要望 
平戸三・四・五丁目（通称・電電団地）にミニバス路線の新設を要望します。地域の高齢化は深

刻です。 

東戸塚駅～境木中学～平戸平和台を循環しているバス路線を平戸三・四・五丁目まで延伸するな

ど、工夫して新路線の設置を要望します。 
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住民要望は以下の通りです。 

「電電団地にもミニバスの乗り入れを希望します。高齢者が多いため買い物、通院が不便でなり

ません。よろしくお願いします。」 

 

      

電電団地地域の状況（8 月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・東戸塚駅の利便性、安全性の向上を要望 
東戸塚駅の利便性向上及び安全確保について早急な対策を要望します。東戸塚駅の混雑緩和、安

全対策については、再三要望しているところです。駅施設の改良工事が具体化されつつあると聞い

ています。改札や階段の増設、湘南新宿ラインの全便停車、ホームドアー設置など、早急に実現す

るようスピード感を持って推進することを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・－（１）駅施設の安全対策を要望 

「東戸塚駅利用しています。駅を新設する際、東海道線も止めるという事だったが実現しなかっ

た。ＪＲが反対した為ときく。その際に将来に東海道線を止める為に用地を確保したはずなのに、

その用地を売却してしまった為、住宅が建ち、その結果、東海道線はダメになってしまった。……

途中略……東戸塚駅のラッシュ時の改札やホ-ムの様子見た事ありますか？調べてみて下さい。いつ

事故が起きてもおかしくない状況です。ホ-ムがいっぱいの人であふれて危険極まりない。……以下

は省略……！！」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・－（２）列車停車数増加のため早急な対策を要望 

住民要望は以下の通りです。 

①「東戸塚駅の混雑解消、横浜駅でもかなり混雑している。横須賀線の利用のほとんどが横浜⇔東

戸塚であることをふまえ、列車停車数（ダイヤ）を考えるべき。湘南新宿ライン（東海道線）はと
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めるべき。」 

②「東戸塚駅に東海道線が停車出来るようにして欲しい。朝の混雑はひどい。通学にも支障になっ

ている。」 

③「横須賀線の増便を、是非実施していただきたいです。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・－（３）駅施設の利便性・安全性向上のために改札口増設を要望 

「東戸塚駅の朝夕のラッシュ時の混雑は危険性は、すさまじいものがあります。改札口を戸塚駅

より（品濃小の方向）にもう１つ設置してくれたら乗客が分散されて、良くなると思います。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・－（４）安全性向上へホームドアーの設置を要望 

「東戸塚駅の安全対策、ホ－ムドアー設置、朝夕だけでも通過電車をなくす為湘南新宿ライン全

列車停車、ホ－ムの幅を拡大する、ＪＲはグリーン車がネックのようですがホームドアーがないと

今に人身事故がおこると思います、ＪＲの言いのがれはやめさせて下さい。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４９９・－（５）混雑解消のため駅舎の早急な改修を要望 

「東戸塚駅の朝夕時の大混雑は殺人的です。駅施設の改修工事をもっと急いでください。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

５００・品濃中央公園入り口付近交差点に信号機の設置を要望 
品濃中央公園（品濃町５５１番地付近）には入り口が４ヵ所あり、南西側と北東側入り口前交差

点には信号が設置されています。 

利用者の通行の多い南東側入り口前交差点及び北西側入り口前交差点には信号がありません。 

品濃中央公園は、子どもから高齢者まで大変多くの利用者があります。また、公園の四方が坂道

で囲まれていて交差点の見通しは良くありません。加えて、環２を利用する車両がスピードを出す

事情もあります。公園利用者の安全確保のために信号機の設置を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「品濃中央公園南東側の入口に信号がなく危険！！（路駐も多く視界を遮っている）その入口を

利用する子供が多いのにおかしい。環状２号からくる車がスピ－ドを出したまま通ることが多く心

配している。」 

「品濃中央公園北西側の入口・東品濃小学校側の交差点に信号機を設置してください。（他に、上

記とほぼ同じ意見記入）」 
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品濃中央公園・南東側入り口付近（8月 11日撮影） 

 

      

品濃中央公園・北西側入り口付近（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ 

５０１・品濃小前交差点の信号系統の改善を要望 
品濃小前の交差点（品濃町５０４番地付近）を東戸塚駅方面から進行してきて右折することが大

変です。信号系統の改善を要望します。 

なお、７月２５日時点で現地調査を行った際、歩車分離式に信号が変更されていて、その結果、

右折がスムーズに行われていることを確認できました。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「バスで品濃小前の交差点を右折しようとすると、対向車やら歩行者やらで、なかなか右折でき

ない。できれば右折専用の信号を設けてほしい。」 
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品濃小前交差点の状況（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

５０２・平戸町７２０番地付近ゴミ集積場所の整理・清潔を要望 
平戸７２０番地付近のマンション「ベルハイム２」及び「ベルハイム東戸塚」のゴミ集積場所が

いつも散らかっている。駅への通り道であり、通行人が勝手にゴミを置いていくという事情もある

ため、近隣住民だけの責任とは言えない面があります。ゴミ集積場所が整理・整頓・清潔になるよ

うに適切な対応を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「『ベルハイム 2』と『ベルハイム東戸塚』のゴミ置場が、いつも散らかっていて汚いです！！ ゴ

ミ収集の人が大変だと思います。なんとかしてください。」 

 

    

平戸町７２０番地付近ゴミ集積場所（8月 11日撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

５０３・名瀬町８００番地付近、市道沿いの崖の安全対策を要望 
名瀬町８００番地付近、市道沿い高い位置の駐車場があり、その擁壁が崩れそうです。崩落防止

対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「アンケートの文章・・名瀬町８００番地・名瀬第２公園付近のがけが崩れそう。大雨、地震の

時はもちろんですが、普段から崩れないか心配です。防止策を講じて下さい。」 

 

   

名瀬町８００番地付近、市道沿い崖の状況（7 月 14日撮影） 
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