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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 54 回 申し入れ（項目 617・～629・）  実施日 2016 年 1 月 21 日 

 

今回の申し入れ項目には、日本共産党横浜市会議員団が行った「市政アンケート」（昨年 12 月中

旬実施）に応えて寄せられたものの中で、戸塚区に係る要望項目（要望者が特定できる項目のみ）

を含んでいます。 

 

≪戸塚区役所≫ 

６１７・県営深谷共同住宅区域内の階段坂道のスロープ化を要望（アンケート要望項目） 

斜面地につくられた県営深谷共同住宅の高齢の住民からの要望です。 

「団地内は、階段坂道が多く、外出、移動に不便をきたしています。足が悪い人や高齢者は、日

常生活で困っています。安心・気軽に外出できるように、スロープ化を要望します。」 

 

   
県営深谷共同住宅区域内の階段坂道の状況（1 月 18 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

６１８・戸塚町 2438-10 付近市道の排水施設の清掃・改修を要望 

戸塚町 2438-10 付近の「不動山子どもの遊び場」敷地の法（のり）部分から、下の市道に土砂が

流れ出るため排水施設が泥で埋まってしまい機能していません。土砂流出の原因は、雨水によるも

のと、子どもたちが「法」の所で遊ぶこと等によるものです。 

雨の時に坂道に水があふれ、道路沿いの住宅に入ります。さらに大雨の際には被害が大きくなる

可能性があります。排水施設が機能する状況に改修を早急に行うことを要望するとともに、日常的

な清掃・管理を要望します。 

 

    

戸塚町 2438-10 付近市道の状況（1 月 18 日撮影） 

 

  

戸塚町 2438-10 付近市道 排水施設の状況（1 月 18 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

６１９・戸塚町 2438-11 付近、複数の住宅の裏山の土砂崩れ防止対策を要望 

当該住宅の背後に「戸塚公園」があり、その緑地（のり）下が境界であり、法は大きな崖になっ

ています。土砂崩れ防止の応急措置の土嚢が積まれています。崖に接する住民から「この状態が何

年間も経過し劣化も進んでいるので、何時大きく崩れるか大変心配です。安心できるように早急に

対策をしてほしい」との声が寄せられました。 

  

戸塚町 2438-11 付近、住宅裏側の崖地の状況（1 月 18 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

６２０・「戸塚公園」（戸塚町 2442-1 付近）の防火、防犯対策を要望 

「戸塚公園」（戸塚町 2442-1 付近）で、1 月５日、午前 10 時頃、火事が発生しました。この火事

は、付近住宅に被害の及ぶ前に消し止められましたが、現場は枯れ葉が敷き詰められたような状態

であり、発見が遅れるか、風向きによっては、隣接する住宅に被害が及ぶ危険なものでした。 

人目の届きにくい大きな公園区域のため、周辺住民は、事態を深刻に受け止めています。 

今回の火事の原因、発生から鎮火までの経緯と対応、再発防止対策を含む今後の課題等について説

明を求めます。同時に、本件を教訓にするとともに、地域住民の意見をよく聞いて、当該地域の防

火・防犯対策の強化を要望します。 

  

「戸塚公園」（戸塚町 2442-1 付近）の火事現場の状況（1 月 18 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 

６２１・トツカーナ１階のベンチ撤去の代替措置を要望（アンケート要望項目） 

アンケートの回答で、一番多く寄せられた内容です。 

「トツカーナ 1 階のベンチがなくなったことで、歩き疲れた人、買物の荷物整理の時など老人に

とって、大変不便・不自由になった」、「一息つける場所があることで、安心して買い物に行けるの

で、ぜひ、なんとかして欲しい」等々、申入れ項目・６１４、・５８８と同じ要望が引き続き、多数

寄せられました。 

ベンチ未設置のバスセンター乗り場にベンチを設置することを含め、戸塚駅西口周辺に腰を下ろ

せる施設整備を急ぐことを要望します。 

（申入れ項目・614、・588 と同様の要望） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

６２２・戸塚町 5030 番地付近（旧日立ソフト工場）の L 型側溝欠損部の修復を要望 

狭隘な線路際道路ですが、車道は車、自転車、オートバイが入り乱れて通行しています。 

旧日立ソフト工場側の L 型側溝が十数か所にわたって欠損しています。それを避けて自転車、オ

ートバイが通行するため、車道に入り込んできます。非常に危険です。 

欠損部分の補修を早急に行い、通行の安全を確保することを要望します。（申入れ項目・５８９と

同様の要望） 

 

  

戸塚町 5030 番地付近（旧日立ソフト工場）の L 型側溝欠損部の状況（1 月 19 日撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

６２３・戸塚駅東口バス乗り場のエレベーター（トイレの横とラピス１前）（アンケート要望項目） 

「戸塚駅東口のエレベーターが汚い」との苦情が引き続き寄せられます。 

現状を「良しとせず」、改善を要望します。（申し入れ項目・４４２と同様の要望） 

  

地下鉄駅改札階（ラピス１ビル側）現況 （1 月 20 日撮影） 同左 エレベーター内部状況 

  
公衆トイレ横エレベーター現況   （1 月 20 日撮影）  エレベーター内部状況 
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≪戸塚警察署≫ 

６２４・上倉田交差点(アピタ前)の視覚障害者用音声信号の音量引上げを要望(アンケート要望項目） 

「上倉田交差点（アピタ前）の視覚障害者用音声信号の音量が小さいため、よく聞こえない。良

く聞こえるように音量をあげてほしい」との要望が寄せられました。 

当事務所で駅周辺にある、音声信号を調べました。指摘の上倉田交差点の音声は、確かによく聞こ

えません。駅東口やバスセンターの音声信号と比べても低いように思われます。 

同時に、音声信号の音量が全体的に低すぎるように感じました。 

交通信号は命にかかわる重要施設です。当該障害者がハッキリ認識できるように運用する必要が

あります。 

早急に、上倉田交差点（アピタ前）の視覚障害者用音声信号の音量引き上げることを要望します。

あわせて、社会の高齢化も考慮し、音声信号全般について点検、改善することを要望します。 

  

アピタ前交差点の視覚障害者用音声信号（歩行者用信号近くに設置）（1 月 19 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

６２５・豊田小の通学路 児童の安全対策を要望（アンケート要望項目） 

下倉田町の「バス停・小松が丘住宅～南谷付近」は、豊田小学校の通学路です。狭隘道路の県道・

大船停車場矢部線は、路線バス、大型車両が頻繁に通る幹線道路です。 

「豊田小学校の通学路である『バス停・小松が丘住宅～南谷付近』は、学校直前のため児童の通

る数も多く、 も危険な区間と言えます。何時、事故が起こるかと地元住民は心配が絶えません。

起こってからでは遅すぎます。児童の安全対策を急いでほしい」との切実な声が寄せられました。 

下倉田町の「バス停・小松が丘住宅～南谷付近」の児童の安全対策を要望します。 

 

  

下倉田町「バス停・小松が丘住宅～南谷付近」の状況（1 月 19 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

６２６・南舞岡・舞岡台住宅地域内生活道路の早急な補修整備を要望（アンケート要望項目） 

南舞岡一丁目の住民から、「家の前の道路が老朽化し路面が陥没している。そのため自宅の庭にま

で影響が出ている。庭のタイルに亀裂が入りどこまで広がるか不安です」との心配の声が寄せられ

ました。 

舞岡台地区内道路の補修工事は順次行うと回答を得ていますが、住民の多くが同様の思いでおら

れます。道路の補修工事を早急に進めることを要望します。 

同時に、工事の計画・見通しを示してください。 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

６２７・不動坂付近から柏尾小学校までの通学路の安全対策の強化を要望（アンケート要望項目） 

柏尾小学校への通学路（不動坂付近から柏尾小学校まで）は狭隘道路で、児童たちは通過車両と

接触しそうな状態で集団登校する毎日です。グリーンベルトの設置やスクールゾーンの看板設置な

ど地域と学校が協力して様々な安全対策を講じています。さらに、安全性を高めるための工夫、対

応に一層努力することを要望します。 

 

  

不動坂付近から柏尾小学校までの通学路の状況（1 月 18 日撮影） 

 

不動坂付近から柏尾小学校までの通学路の状況（1 月 18 日撮影） 
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≪戸塚警察署≫ 

６２８・環２から県道弥生台桜木町線に合流する交差点の車線規制の改善を要望 

本件は、日頃、この交差点を利用しているベテラン運転者から寄せられた意見・要望です。 

「環２から県道弥生台桜木町線に合流する交差点は、直進する車と左折する車が交錯、叉、直進

の２車線は交差点を通過するとすぐに一車線に絞られることなどから、車の流れが乱れます。特に、

不慣れな運転者の場合、車の動きが読み切れずヒヤリとすることがたびたびあり大変危険です。 

外側車線を左折専用とし、内側車線を直進と右折用にするなど、車線規制の改善を要望します。（申

し入れ項目・４１３と同様の要望） 

  

環２から県道弥生台桜木町線に合流する交差点の状況（1 月 18 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

６２９・東戸塚駅の安全性向上と混雑緩和の抜本対策を急ぐことを要望（アンケート要望項目） 

「東戸塚駅のホームが狭く、ラッシュ時危険を感じる、改善を急いでほしい」、「駅ホームの混雑

ぶりは大変、何時事故が起きても不思議でない、手直し程度の改善策では解決しない もう一つホ

ームを増やして東海道線を停車させてほしい、開通時に、『10 万人を超えたら対処する』との約束に

なっていたのに」、「東戸塚駅の混雑を何とかしてください、東戸塚駅は、開業当初の利用想定人数

から大きくかけ離れている、東海道線を停める・改札を増やすなど早急な対策が必要、事故が起き

てからでは遅すぎる」等々の意見・要望が多数寄せられました。 

東戸塚駅利用者の切実な声を受け止め、スピード感をもって改善に全力を挙げることを要望しま

す。（申し入れ項目・５９３をはじめたびたび取り上げたと同様の要望） 

 

 

２０１６年１月２１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 


