
 
 

 

 

岩崎ひろしの「駆けある記」 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行  日本共産党「なんでも相談」/ 日本共産党 岩崎ひろし事務所 

 

連絡先  横浜市戸塚区上倉田町 509-1 

電話 045-865-0074 Fax 045-865-0594 

                           ホームページ 

困った時には 

｢ な ん で も  相

談｣ 

 

岩 崎ひろし  検 索 



 
 

目 次 

◆ 第 42 回 申し入れ（項目 522・～538・）  実施日 2014 年 10 月 27 日 ...................................... 3 
５２２・戸塚区内のバス停に上屋設置を要望 ........................................................................................... 3 
５２３・戸塚町（下郷） 水路敷きの活用で歩道整備を要望 .................................................................. 4 
５２４・下倉田交差点付近 交通安全性向上の対策を要望 ..................................................................... 4 
５２５・自転車利用についての総合的な対策を要望 ................................................................................ 5 
５２６・深谷町・空き家対策を要望 ......................................................................................................... 6 
５２７・戸塚町 狭隘道路の拡幅整備を要望 ........................................................................................... 6 
５２８・上倉田町 下水溝等に溜った土砂の除去を要望 ......................................................................... 7 
５２９・上倉田第２架道橋（トンネル）出口付近 舗装タイルの改修を要望 ......................................... 8 
５３０・上倉田町・表付近 雨水排水溝の改修を要望 ............................................................................ 8 
５３１・下倉田町 道路にはみ出した雑草等の除去を要望 ..................................................................... 9 
５３２・舞岡町 水路に蓋かけを要望 ..................................................................................................... 9 
５３３・吉田町、外、１８号台風による土砂崩れ現場の事後対応を要望 .............................................. 10 
５３４・柏尾小学校正門付近 道路の改修及び安全対策を要望 ............................................................ 10 
５３５・柏尾町の三叉路 安全運転・注意喚起の標示設置を要望.......................................................... 11 
５３６・柏尾町 遊水池の管理と有効活用を要望................................................................................... 11 
５３７・市道（川上町 431 付近）歩道植栽帯の管理について苦情と要望 ............................................. 12 
５３８・国道一号線・品濃町 1-1 番地付近の歩道（？）上に大きな看板が設置されていて、歩行者の通

行の妨げになっています。適切な位置に移動させるように指導を要望します。 ................................... 13 



3 
 

[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 42 回 申し入れ（項目 522・～538・）  実施日 2014 年 10 月 27 日 

市民アンケートで寄せられた事項 ① 以下３件 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫  

５２２・戸塚区内のバス停に上屋設置を要望 
横浜医療センター前バス停は、立派な上屋が設置されています。また、吹上バス停（上り方向）

には、簡素な上屋が設置されています。 
区内のほとんどのバス停には上屋、ベンチがありません。地域の高齢化への対応や公共交通の利

用率を高めるためにも、バス停の上屋とベンチを設置して欲しいという、要望は増えています。市

に予算化を求めるとともに、区として独自の補助制度を作り、設置個所を拡大することを要望しま

す。 
住民要望は以下の通りです。 

「神奈中バス停留所に雨よけ，陽よけの屋根を設置して下さい。西横浜国際総合病院、大阪台と

か、できるだけ多くのバス停に、吹上のような上屋でよいので、設置してください。」 
 

    
    バス停・医療センター前            バス停・原宿 

   

バス停・吹上          バス停・西横浜国際病院前 
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≪戸塚土木事務所≫ 
５２３・戸塚町（下郷） 水路敷きの活用で歩道整備を要望 

戸塚町 2215 番地付近（熊野神社前）から戸塚町 1760 番地（ガス団地）に向かう市道は、通学路、

地域の生活道路です。しかし、道路は狭く、大変危険です。戸塚町 1711 番地付近にある水路沿いに、

歩行者用通路を整備することを要望します。 
 
住民要望は以下の通りです。 
「小学生の通学路、地域の生活道路である、加藤ハカリからガス団地に向う市道沿いに、蓋かけ

するなど水路を活用して歩行者専用の通路を確保して欲しい。」 
 

    

戸塚町 1760 番地付近の状況 
 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５２４・下倉田交差点付近 交通安全性向上の対策を要望 

下倉田交差点から豊田中学校方面に向かう道路は、バス通りで、スクールゾーンでもあります。

道路が狭いために歩行者の交通安全が脅かされています。 
グリーンべルト設置等の安全対策を要望します。 

 
住民要望は以下の通りです。 
「交通量がかなりあり、通学路でもある下倉田交差点付近は、道路が狭く、歩道もありません。

こどもを歩かせるのはとても不安です。グリーンベルトの設置等の交通安全対策を要望します。」 
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下倉田交差点付近の状況 

 
市民アンケートで寄せられた事項 ② 以下１件 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５２５・自転車利用についての総合的な対策を要望 

自転車の利用者は、引き続き増えています。駅周辺などの放置自転車対策、運転マナーの向上、

安全対策など様々な課題があります。 
全市的にも、重要な課題として取り組まれていると思われますので施策に反映させることを要望

します。 
併せて、戸塚区として対応できる取り組みについては、具体化することを要望します。 
自転車交通については、市民アンケートにもたくさん意見が寄せられています。その中から、い

くつか紹介します。 
 
① 自転車が安全に通行できる道が少ない。自転車専用道路・レーン等の整備をしてほしい。 
② 歩道を我物顔にスピ－ドを出して走る自転車の無謀運転を取り締まってもらいたい。 
③ 自転車の無灯火をなくしてほしい。先日もぶつかりそうになりました。 
④ 自転車は車道を通行することになったはずだが、近隣（国道側）は相変わらず自転車で歩道を走

る人が多い。小・中・高など学校で徹底指導して欲しい。学生だけじゃなく家族や職場でも同様。

歩道を走るときは歩行者への配慮や危険性など、また、万が一の補償金などを知ることで事故は

減少するのでは？ 近隣に限らずいたるところで見かけます。横浜市内全域でお願いしたい。 
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８月～１０月の間 事務所に寄せられた要望事項  以下１３件 
≪戸塚区役所≫ 
５２６・深谷町・空き家対策を要望 

深谷町 1572 番地付近の空き家住宅は、長期に放置されているため、庭の樹木や草が伸び放題で、

周辺の住宅に、悪影響を与えています。申入れ項目２４４・、（2012 年 6 月 12 日付）以来、事態は

いっそうひどくなっています。 

近隣に被害が出てからでは、取返しがつきません。早急に対策を要望します。 

 

      

深谷町の空き家住宅（左側・樹木が茂った部分）    ブロック擁壁に空隙 

     
深谷町の空き家の近隣の状況（右・老朽化した隣家の外壁） 

 

≪戸塚土木事務所≫  
５２７・戸塚町 狭隘道路の拡幅整備を要望 

戸塚町 4983～4962番地付近の道路は極めて狭く、軽自動車さえ通れません。 

地域の安全、安心のために拡幅整備が必要です。道路わきに国有地があるようです。国有地の活

用等により道路の拡幅整備を要望します。 
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戸塚町 4983～4962番地付近 道路の状況 

 

≪戸塚土木事務所≫  
５２８・上倉田町 下水溝等に溜った土砂の除去を要望 

上倉田町 507-3 付近・吉倉ビルの前面道路が、台風１８号の大雨により冠水しました。原因は、

下水溝と排水口が泥で詰まって、排水できなかったためです。早急に土砂の除去を要望します。 

 

   

 
台風 18 号で増水した柏尾川と上倉田町 507 付近、道路の冠水状況 
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≪戸塚土木事務所≫  
５２９・上倉田第２架道橋（トンネル）出口付近 舗装タイルの改修を要望 

上倉田町 461 番地付近・東西連絡トンネル（上倉田第２架道橋）の出口付近、舗装のタイルが大

変滑りやすく、危ないので、改修を要望します。 
 

  
上倉田町 461 番地付近・東西連絡トンネル（上倉田第２架道橋） 出口付近 

 
≪戸塚土木事務所≫  
５３０・上倉田町・表付近 雨水排水溝の改修を要望 

台風 18 号の際、上倉田町 1029（バス停・表）付近で、前面道路のマンホールの蓋が噴き上がり、

猛烈な水が出て道路が冠水し、水が店の床上まで浸水し、被害が出ました。 

7 年前にも同様の浸水があり、土木事務所に対応してもらったことがありました。今後、被害を繰

り返さないために、万全の処置を要望します。 

 

  
上倉田町 1029（バス停・表）付近 
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≪戸塚土木事務所≫  
５３１・下倉田町 道路にはみ出した雑草等の除去を要望 

下倉田町 505 付近の市道に雑草、樹木の枝等が、はみ出すように伸びています。見通しが悪くな

り、交通安全上も危険があります。除去することを要望します。 
 

   
下倉田町 505 付近 市道に雑草、樹木・枝等のはみ出し状況 

 
≪戸塚土木事務所≫  
５３２・舞岡町 水路に蓋かけを要望 

舞岡町 439～441の水路の一部を暗渠にする改修工事が終わりました。 
しかし、上流部に蓋がないため、枯れ葉、枯枝、ゴミ等が流れ込み、困っています。蓋かけを要

望します。 
 

   
舞岡町 441付近 水路の状況 
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≪戸塚区役所≫ 
５３３・吉田町、外、１８号台風による土砂崩れ現場の事後対応を要望 

吉田町 1545番地付近のがけ崩れ現場は、緊急処置は取られましたが、再発防止の万全の対策にな

っていません。また周辺宅地に流入した土砂等の除去が進んでいません。事後処理・対応に責任を

負う、地権者・事業者に対し、早急に対処するよう指導を要請します。 

なお、区内には、多くの土砂崩れ、浸水、冠水した現場が多数あります。再発防止に向け、市役

所と連携した、万全の対応を要望します。 

 

   

吉田町 1545番地付近 土砂災害現場 

   

下倉田町擁壁崩落現場          浸水口になった駐輪場入口 

 

≪戸塚土木事務所≫ 
５３４・柏尾小学校正門付近 道路の改修及び安全対策を要望 

柏尾小学校正門出入り口（柏尾町 1317 番地）付近の道路は、歩道が狭く、安全施設も整備されて

いないため、児童の登下校時の安全が確保されていません。早急に、改善されるよう要望します。（写

真は、改修工事完了後のもの） 

 

   

柏尾小学校正門付近 改修後の状況 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５３５・柏尾町の三叉路 安全運転・注意喚起の標示設置を要望 

柏尾町 1381付近の三叉路は、傾斜地にあり、柏尾富士見台方面からは下り坂・カーブで見通しの

悪い変則形状、交差点です。 

交通量もかなりあり、通学路、住宅地内道路ということで大変危険です。 

車の運転者が、注意深く通行するように、必要な路面標示や標識等の設置を要望します。 

 

    

柏尾町 1381付近 三叉路の状況 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
５３６・柏尾町 遊水池の管理と有効活用を要望 

柏尾町 1352付近にある遊水池（元は、付近の田んぼの水ガメとしての溜め池だったところで、蓮

池としても楽しめていました）は、大雨の際に重要な機能を発揮しています。しかし、日ごろは特

に管理されることもなく、放置状態で葦が生い茂っています。堆積土砂の除去、周囲の清掃・整備

等を行っていただき、防火用水としての活用や蓮池の復活等の改善を図ることを要望します。 

 

   

柏尾町 1352付近 遊水池の状況 
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柏尾町 1352付近遊水池の管理責任 道路局河川管理課・土木事務所の表示 

 

≪戸塚土木事務所≫ 
５３７・市道（川上町 431 付近）歩道植栽帯の管理について苦情と要望 

資源循環局戸塚事業所前の市道（川上町 415～431付近）の歩道脇植栽帯は、花を植え、日常的な

清掃・管理を長年にわたって行ってきた地元の方がおられます。ハマロードサポーターとして始ま

った活動を引き継ぎ、すでに１５年ほど続けてこられたものです。 

この植栽帯で最近、土木事務所の作業が行われ、これから咲こうとしている小菊をはじめ、植え

られた草花が刈り取られてしまいました。 

あまりにも乱暴で、一方的なやり方だと、怒りの声が届いています。 

長年貢献されてきた当事者への、丁寧な対応が求められます。そのための協議の場を設けること

を要望します。 

 

  

資源循環局戸塚事業所前市道（川上町 415～431付近） 歩道脇植栽帯の状況 
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≪戸塚土木事務所≫ 
５３８・国道一号線・品濃町 1-1 番地付近の歩道（？）上に大きな看板が設置されていて、歩行者

の通行の妨げになっています。適切な位置に移動させるように指導を要望します。 
 

 

  

国道一号線・品濃町 1-1 番地付近 歩道上（？）大看板設置状況 

 

 

 

２０１４年１０月２７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 
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