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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。) 

 

今回の申し入れは、前回（8 月 29 日）につづいて、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、岩崎ひろし事務所としての申し入れる要望内容は、各項番号に続いて記述している部分で

す。対応・回答は、これに対してお願いします。 

各項目の後半に、「住民要望は以下の通りです。」として「 」内の記述は、市民アンケートで寄

せられた意見・要望を、ほぼ、そのまま紹介したもので、行政の関係部署のみなさんに、市民の声

をリアルにお伝えするためです。 

ぜひ、市民の気持ちをくみ取って対応していただくようお願いします。 

 

◆ 第 41 回 申し入れ（項目 504・～521・）  実施日 2014 年 9 月 17 日 

 

【大正地域の要望】 

 

≪戸塚区役所≫ 

５０４・俣野町地域に子供用の公共プール設置を要望 

 

住民要望は以下の通りです。 

「大正地区（俣野）にも子供だけで行ける公共プ－ルを作ってほしい。小学生は湘南台（秋葉台）

のプールまで自転車で行っています。戸塚に出るのも遠いです。不便な場所の子どもたちはかわい

そうです。」 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

５０５・深谷小東側（元深谷郵便局跡付近）から三信団地までの道路の拡幅等を要望 

深谷小東側（元深谷郵便局跡付近）から三信団地までの道路があまりにも狭く、車のすれ違いさ

えできません。道路の拡幅、交通安全対策等を要望します。（さらに、団地内道路も狭く不便してい

ます。） 

 

住民要望は以下の通りです。 

「深谷小横から三信団地・東山自治会館前までの道路がせまく、人も車も通行しづらいです。歩

行者も、車も危険を日々、感じています。さらに、来客時の駐車もできない。」 
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深谷小東側（元深谷郵便局跡付近）～三信団地の道路状況（8月 27 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

５０６・市営原宿住宅階段付近のゴミを散らかす若者たちへ対応を要望 

市営原宿住宅階段付近にたむろして、ゴミを散らかす若者たちがいます。自治会等での対応には

限界もあり困っています。学校関係者等とも連携して適切な指導・措置を行うことを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「〇〇中学生の悪がきには本当に頭にきます。住宅内に入りゴミを散らかし、やり放題です。自

治会がありますが、手も足も出ない次第です。中学生～若者の立入禁止！（住宅内立入禁止に出来

なのか）なんとか対策してほしい。」 

 

  

若者たちがたむろしてゴミを散らかす市営原宿団地内の場所（8 月 27 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

５０７・「ウィトリッヒの森」周辺道路の夜間、明るい照明を要望 

俣野町７番地付近にある「ウィトリッヒの森」周辺（深谷共同住宅団地との間の道路等）は、樹

木で昼間でも薄暗い状況です。夜間、周辺道路は街灯も少ないために、地域住民は大変怖い思いを

しながら通っています。夜間でも安心して通れるように照明を明るくする対策を要望します。 

また、「ウィトリッヒの森」入り口付近は、薄暗く人目につきにくいため不法投棄物がいつも放置
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されています。合わせて対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「深谷町在住です。近くにウィトリッヒの森があります。緑が多く鳥の鳴き声も聞こえ、環境と

しては申し分ないのですが、夜間になると少し恐いです。バス停からの帰り道、街灯も少なく、森

のすぐ横をずっと歩くので、電話で話すふりをしたりして自分なりに防犯には心がけていますが、

何か対策があればありがたいです。」 

「ウイットリッヒ公園入り口は、人目に付かないことをいいことに、不法投棄物が絶えません。な

んとかして欲しいです。」 

 

   

夜間、周辺は街灯が少く、大変怖い思いで通っている道路の状況（8 月 27 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

５０８・大正公園（原宿四丁目２６番地付近）にゴミ箱設置等の措置を要望 

芙蓉ハイツ（原宿四丁目２６番地付近）と県営深谷共同住宅に囲まれた大正公園は、地域の多く

の人が利用している公園です。 

公園自体は良く管理されていますが、子供たちがごみを散らかし困っています。自治会のみなさ

んが奉仕的に清掃し何とかきれいになっています。ゴミ箱を設置を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚原宿に大正公園があります。大ぜいの子供が集まりとてもにぎやかで、いい事だと思って

います。でもゴミ箱がないのでお菓子、カップラ-メンのゴミがすごい事になっています。近くの自

治会で掃除をしていますが、近所のお店から買ってきたものですのでゴミ箱を置いてほしいと思い

ます。躾にもなります。ぜひ設置をお願いします。」 
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ごみが散らかされ困っている大正公園（8 月 27 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

５０９・原宿四丁目５－１１番地付近の不法投棄対策を要望 

原宿四丁目５－１１番地付近のゴミ集積場所のそばには、大量の不法投棄物が放置されています。

ゴミ集積場所は町内で整理・清潔に管理されていますが、不法投棄はどうにもならない状況になっ

ています。不法投棄を防止するために抜本的な対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「ゴミの不法投棄が横行している箇所（原宿四丁目５－１１番地 ドンキホーテ店舗付近）があり

ます。防犯カメラの設置等によって防止して欲しい。」 

 

    

原宿四丁目５－１１番地付近の不法投棄物の状況（8 月 27 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

５１０・原宿交差点下り線右折専用レーンの流れの改善要望 

原宿交差点（下り線）を右折する車が多いにもかかわらず、右折専用レーンが短いために、車列

が長く延びます。そのためＵターンしようとする車も長く待たされることになります。左折・直進

専用レーンと右折専用レーンの二車線部分の距離を延ばす等の改善を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 
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「原宿十字路近くのＵターン道路は、車が混んでＵターンに時間がかかる。改善して欲しい。」 

 

     

原宿交差点下り線右折専用レーン・Ｕターン用部分の状況（8月 27 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

５１１・原宿交差点手前のバス停・「原宿四ツ角」付近さらなる改善要望 

原宿交差点手前のバス停・「原宿四ツ角」付近（環状４号線・原宿五丁目６番地付近）は、整備中

ですが、幅員に限界があり、バス停でバスが止まると後続の車も止まってしまいます。そのためラ

ッシュ時は渋滞の列が延々と大船方面に延びます。整備計画の、さらなる改善を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「原宿交差点手前（大船側から進行してきた場合）の渋滞がひどい。２車線の交差点前の道路の

歩道を広げたのは良いが、バス停でバスが止まれば、道はばがせまいため、次の車が通れず渋滞す

ることがひんぱんにある。歩道を広げすぎたのではないか。」 

 

      

原宿交差点手前のバス停・「原宿四ツ角」付近の状況（8月 27 日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ 

５１２・原宿五丁目交差点、の信号を時差式に変更を要望  

原宿五丁目１５番地付近交差点 県営原宿方面に右折しやすくするために、時差式信号に変更を

要望します。 
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住民要望は以下の通りです。 

「（手書き地図に）右へまがる信号を時差式にしてほしい。」 

      

原宿五丁目交差点の信号の状況 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

５１３・原宿二丁目地域に子どもの遊び場の設置、及び、迂廻路の交通規制を要望 

原宿二丁目地域は国道一号線とその迂廻路になっている狭隘な市道が並行して通っています。近

くに公園がなく、遠くの公園に行くには、交通量の多い市道を通らざるを得ないので危なくていけ

ません。そのため子供たちは市道で遊ぶことになり、一層危険です。 

四丁目地域に子どもの遊び場を設置するとともに、迂回道路の交通規制を合わせて要望します。 

 

住民要望は以下の通り 

「公園までの距離が遠く、又、公園まで子供と遊びに行きたいが、車にとって渋滞のう回路のよ

うに使われている細い道（市道）を通らなければならず、危険なため行くことができない。結果と

して、家の前の道路（私道）で遊ばせねばならず、なにより危なく困っています。ご近所の方にと

っては、子供の遊ぶ声などが、うるさく感じられていることもわかるので心が痛いです。」 

 

    

原宿二丁目地域及び迂廻路の状況（8月 27 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

５１４・小雀町４４６番地付近市道の「大型車通行規制」を要望 

小雀町４４６番地付近に土砂を搬出入する事業所があり、当該道路を大型トラックが頻繁に通り

ます。しかし、この道路は大型車進入禁止の道路です。（常勝寺前信号からは大型車進入禁止の標識

あり） 

近くの幼稚園の通園道路であり、地域住民の生活道路である市道への大型車の通行は、危険です

ので大型車の通行規制を要望します。 

また、住環境保全の見地から、事業者にたいし営業時間、騒音等について適正化の指導を要望し

ます。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「小雀町に住んでいます。矢島幼稚園の近くに、土砂を取扱っている置場（会社？）があります。

その前の道は狭く、スク－ルゾ－ンです。大型車は進入禁止です。が、大型のトラックが１日中走

っています。とても恐いです。朝早くから夜遅くまで営業（？）しているのでうるさく、明るすぎ

ます。」 

 

       

小雀町４４６番地付近市道の状況と大型車（8 月 27 日撮影） 

 

         

大型車進入禁止の標識（8月 27 日撮影） 
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【戸塚町地域の要望】 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

５１５・熊野神社前交差点（戸塚町 2215 番地付近）付近の道路整備、安全対策を要望 

戸塚町１６８８番地付近（熊野神社からガス団地方面に向かう区間）の道路拡幅、歩道の設置、

交通安全確保対策等については、たびたび申し入れているところです。現場付近では、環状３号線

整備事業が進行中です。この事業に合わせて本件の解決を図ることを要望します。 

また、現状において安全上危ない事態です。交通安全対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「児童、学童の通学時の安全確保のため、歩道の確保・市の土地の有効利用・改善を要望します。

問題は、ここの箇所（交差点から戸塚町２２１５番地地点の水路に蓋かけしている区間）だけ道路

に歩道がない。もし、補修、整備していただけたなら子供達がより安全に通学できると考えました。

出来れば早急に改善していただきたい。」 

 

       

熊野神社前交差点（戸塚町 2215 付近）付近道路状況（9月 5日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

５１６・戸塚駅西口再開発エリア周辺の駐輪対策を要望 

戸塚駅西口再開発エリア周辺を調査したところ、旭町商店街と接する付近、トツカーナの周囲な

ど、いたるところに自転車が置かれていました。一方、大踏切傍の駐輪場は空スペースが目立つ状

況でした。視覚障害者にとって大変危険です。車いすの通行の障害になります。 

駐輪場の追加整備や自転車利用者のマナー啓発の強化など、抜本的な対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚駅西口方面に一時利用できる駐輪場を増やしてほしいです。ここ６ケ月で２度も移動させら

れ３０００円徴収されました。そもそも駐輪場が少ないのに取締ばかり増えてしまい、困っていま

す。」 
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戸塚駅西口再開発エリア周辺の違法駐輪の状況（9月 5日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ 

５１７・戸塚駅西口バスセンター前交差点手前の右折車両対応の改善を要望 

戸塚駅西口バスセンター前交差点の手前に区役所方面への進入道路（旧バスセンター沿い道路）

があります。朝の時間帯、多数の車両が戸塚駅西口に向かうために右折します。これらの車が、大

きな交差点用の右折専用レーンに並び、後続のバスの進行を妨げます。 

国道一号線～旭町通りや図書館通り～駅前に向かうルートは、時間規制で進入禁止になっていて、

この道路以外にルートがないからです。 

図書館通りからの進入禁止時間規制を解除するなどして、国道一号線から区役所、駅西口方面へ

の別のルートを確保して、バスセンタ交差点手前での右折車両対応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。 

「ドリ－ムハイツ方面から戸塚駅へ行くバスに通勤で利用するのですが、戸塚駅へ行く際にバス

は右折します。ただ、交差点の手前にある角を右折する車が多く、バスが信号で右折できない事が

多くなり、特に雨の日に渋滞の原因になっています。せめて朝の通勤、通学時間帯だけでも右折禁

止にできないでしょうか。」 
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戸塚駅西口バスセンター前交差点手前の道路と右折の状況（9月 5日撮影） 

 

【柏尾・上矢部地域の要望】 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

５１８・大山跨線橋下（名瀬町 47、秋葉町 578-1 付近）市道の交通安全対策を要望 

柏尾・瀬谷線を戸塚方面に向かって大山跨線橋北側信号を左折し、名瀬町 47、秋葉町 578-1 付近

に通じる狭い市道は、抜け道ルートになっていて車の交通量が大変多いところです。 

付近には既存住宅、マンション等が立地していて、子ども、乳幼児を連れた人、高齢者等の歩行

者も多数います。横断歩道、歩道等がないため歩行者の安全が脅かされている状況です。早急に安

全対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚駅からのバスを富士橋で下車し、ふり返ればスリ－Ｆがあるスリ－Ｆ左側道路、道巾が狭

いのに行きかう車が多く高齢者は道も渡れない程だ、何とかしてほしい、以前は車は少なかったが、

近年は、抜け道として何かに載ったらしく一段と多くなった。」 
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    大山跨線橋下（名瀬町 47、秋葉町 578-1 付近）市道の状況（9月 6 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

５１９・道路の補修等の整備を要望 

柏尾町９５５～９０１～８７７番地付近の道路（国道一号線・バス停・ポーラ前～柏陽台団地間）

は、柏陽台団地住民をはじめ地域の生活道路です。舗装改修、街灯設置など、安心して利用できる

よう整備を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「歩道の凸凹が多いので整備修繕等お願いしたい。また、夜、暗いので街灯の取り付け増設をお

願いしたい。」 

 

    

国道一号線・バス停・ポーラ前～柏陽台団地間の道路の状況 

 

【東戸塚地域の要望】 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

５２０・川上川の清掃、防災上適切管理を要望 

川上町663～105番地付近の川上川は、川幅が狭く川底が深い、曲がりくねった形状の小河川です。

川底や切り立った川岸には雑草が茂り、狭い川が一層狭くなっています。川沿いに住宅地が開発さ

れ、大雨の際には、一気に水位が上がります。ゲリラ豪雨の際には、川の蛇行が悪条件になって溢
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れる危険があります。雑草の刈り取り、河川敷の清掃を行うこと、また、急な増水に対する対策を

併せて要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「川上川の清掃、災害（台風、地震 etc）への対策（川上川・山鳥橋などの見直し等）をお願いし

ます。」 

 

   

川上川（川上町 663～105 番地付近）の状況（9 月 6日撮影） 

  

川上川（川上町 663～105 番地付近）の状況（9 月 6日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

５２１・焼餅坂付近の歴史的景観の保全を要望 

焼餅坂（品濃町１８３５付近及び平戸三丁目５３付近）付近は、旧東海道の街道沿いに当たりま

す。戦後しばらくは江戸時代の東海道街道筋の景観が残っていました。近年、この付近の旧東海道

沿いも開発され、住宅、マンションがたくさん建設されています。それでも、焼餅坂沿いは、大き

な樹木や山がまだ残っています。また道路沿いには、焼餅坂のいわれや周辺の歴史などを記した横

浜市教育委員会の標識が設置されています。 

わずかに残されている旧東海道・焼餅坂付近の歴史的景観を大切に保全する措置を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「旧東海道・焼餅坂近くに住んでおります。街道沿いの山が、どんどん無計画に木を切られ、自

然破壊と共に景観も損なわれようとしています。長く旅人の姿を見守ってきたであろう古木も無残
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な姿です、電線のある車道沿いの木はきれいに整え、上部の木々は守ってもらえないでしょうか？

無計画に木が切られる音を聞くたび心が痛みます。 

区や市で保護して美しく守ってもらいたくお願いいたします。（→ＮＴＴの土地かもしれませんが） 

東海道を歩く方達や保土ヶ谷方面からも多く訪れる所で、歴史的にも重要な所です。訪れる方達に

恥ずかしくないよう、保全と整備をおねがいいたします。いつも心を痛めておりましたが、どこへ

陳情すればよいかわからず困っていました。どうかよろしくおねがいいたします。以前はもっと木

があり、春には山桜も咲く美しい所でした。⇒手書き地図あり」 

 

     

焼餅坂付近の歴史的景観（9月 6日撮影） 

 

     
焼餅坂周辺の歴史などを記した横浜市教育委員会の標識（9月 6 日撮影） 

 

 

 

２０１４年 ９月１７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 


