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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 68 回 申し入れ（項目 717・～748・）  実施日 2017 年 6 月 21 日 

 
 

≪戸塚区役所≫ 

７１７・大正・原宿地域の交通困難の解決へ、行政の本腰入れた取り組みを要望 

大正・原宿地域の交通困難は、この地域の住民にとって長年の大問題です。 
根本的な解決にむけた行政の本腰入れた取り組みを要望します。 
国道一号線の渋滞を原因とする地域全体の交通マヒ状態は、この地域の住民に３５～４０

年前から現在に至るまでの長い間、がまんを強いてきています。 
この困難をさらに続けないために、行政の果敢な取り組みが必要です。 
今回の日本共産党市会議員団による「市民アンケート」への回答で大正・原宿地域の住民

から交通関連の要望として「国道一号線の渋滞解消」、「バス路線の再編・バス増便」、「狭隘

道路の整備」など切実な要望が数多く寄せられました。 
関係地域住民の切実な声が現れたものと考えます。 
本項目では、大正・原宿地域の交通困難問題に対する「本市の認識」及び「抜本的解決の

ための考え方・方針」を回答されるよう要望します。 

 
なお、次の項目以降は、共通する要望をまとめて記述してあります。 
要望への対応、回答は、項目ごとにお願いします。 

 

【国道一号線の渋滞解消対策】 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７１８・原宿交差点・国道一号線の慢性的な渋滞解消へ根本的対策を要望   

原宿交差点周辺地域、国道一号線沿線地域の住民からの要望です。 

 
「原宿交差点の渋滞解消をぜひおねがいします。国道 1 号線・横浜新道等で事故があると

通常ならば戸塚駅までの所要時間は 30 分程度で行きるものが 2 時間位かかってしまう事が

ある。バスの専用道路（レーン）を作ってほしい。」 （5907） 

 
「国道 1 号線の万年渋滞を解消しなければ経済的損失が大きい。藤沢橋から戸塚警察の間

を何とかしなければいけない。戸塚警察前交差点の立体化が不可欠ではないか。原宿の地下

道整備だけでは効果が少ない。原宿交差点近辺の住人のほとんどが、そう思っている。」 
 （5930） 
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註：なお、（   ）内の数字は、岩崎事務所の整理番号。以下各項目とも同じ。 

【バス路線再編等の改善要望】 

≪戸塚区役所≫ 
７１９・俣野町（ドリームハイツ・薬大前）⇔上飯田方面 バス路線の大幅増便を要望（7612） 

ドリームハイツ及び深谷町など環状４号線沿地域の住民の要望です。 

  
「ドリームハイツ⇔上飯田行きのバスの本数がもっとあれば、戸塚行きのバスを利用する

よりも便利になる。大幅に便数を増やしてほしい。」 

 
「俣野公園、薬大前バス停から、下飯田駅、ゆめが丘駅までのバスの本数を増やして欲し

い。」 

 

    

集会所前バス停  （撮影 6 月 17 日）  集会所前・上飯田方面行時刻表 

 
 ◎ 同趣旨の要望が、多数寄せられています。 

 
≪戸塚区役所≫ 
７２０・戸塚駅⇔長後街道⇔環状４号線⇔原宿⇔戸塚駅循環バス路線新設を要望 

国道一号線沿いの原宿地域の住民からの要望です。  （5910） 

 
「戸塚駅バスターミナル～長後街道～環状 4 号線～原宿～戸塚駅バスターミナル循環バ

スを通して欲しい。朝夕の混雑時は上飯田駅、立場駅を利用できるようになる。一号線の混

雑対策にもなるので、ぜひ実現するよう要望します。」 

 
≪戸塚区役所≫ 
７２１・バス停・俣野観音堂前を経由するバス路線の増便を要望   （8819） 

俣野町 776 番地周辺地域の住民からの要望です。 



3 
 

  
「バスの本数が１時間に１～３本と少なく、病院等にかかるのに乗継ぎするのも不便で、

ひと苦労です。増便と乗継なしで行ける路線に改善を要望します。」 

 

   

バス停・観音堂前 ドリーム方面時刻表（撮影 6 月 17 日） 藤沢方面時刻表 

 
≪戸塚区役所≫ 
７２２・藤沢方面、大船方面のバス便増発を要望   （7541） 

  バス停・諏訪神社前付近地域の住民からの要望です。 

 
「国道一号線・諏訪神社付近は交通不便地域です。運転免許返却したが、足の便が悪く大

変です。コンビニもなく、買物も不便・ほしいものが手に入らない。本当に困る。国道一号

の渋滞は連休や夏休み等には半端でない。朝夕は、藤沢、大船に出やすいルートがありがた

い。大船行・バス停（東俣野町 982 付近）、藤沢行・バス停（影取町 128 付近）のバスを朝

夕だけでも増便してほしい。せめて運行間隔を 20 分から 15 分位にしてほしい。改善を要

望します。」 
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バス停・諏訪神社前 藤沢行   （撮影 6 月 18 日）    藤沢方面行時刻表 

 

  
バス停・諏訪神社前 大船、戸塚駅方面行（撮影 6 月 18 日）薬大前、大船、戸塚駅方面時刻表 

 
≪戸塚区役所≫ 
７２３・影取町 鉄砲宿⇔藤沢駅のバス路線 所要時間短縮と増便を要望   （7658） 

影取町の住民からの要望です。同様趣旨の要望が多数寄せられています。 

 
「藤沢方面は道路が混み、どのバス便も１０～２０分遅れます。駅まで混むのであまり乗

りたくない。鉄砲宿付近での折り返し路線とするのも改善策の一案ではないか。また、もっ

と本数を増やすこともお願いします。」 

 

  
バス停・鉄砲宿 藤沢方面行  （撮影 6 月 18 日）   藤沢方面行時刻表 
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バス停・鉄砲宿 薬大前、大船、戸塚方面行（撮影 6 月 18 日）薬大前、大船、戸塚方面行時刻表 
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【まちづくり関連要望項目】 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７２４・深谷台小⇔谷戸橋間 市道拡幅を要望  （9413） 

深谷町（ドリームハイツ）地域の住民からの要望です。 

 
「環状４号線から深谷台小学校（左）・右側（旭マート）に至る市道（俣野町 1404-1）は、

通学路であり、地域住民の日常生活道路です。急坂で狭いため大変危険です。谷戸橋⇔旭マ

ートまでの道幅を拡幅し、旭マート側に歩道の設置を要望します。」 

 

   
深谷台小前・市道 途中から狭くなる（撮影 6 月 17 日） 深谷台小前市道 右側歩道なし 

 
≪戸塚区役所≫ 
７２５・地域防災拠点・深谷台小学校の防災備蓄品・資機材の充実を要望  （9413） 

深谷台小学校周辺住民からの要望です。 

  
「地域防災拠点・深谷台小学校の防災備蓄品・災害時生活物資など不十分だと思う。炊き

出し釜は旧式、周囲の人口が増えつつある状況からすれば、至急、備蓄品、生活資機材の量

の見直しが肝要です。拡充を要望します。」 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７２６・俣野公園バスタ－ミナル前公衆トイレの清潔管理を要望   （3568） 

ドリームハイツ住民からの要望です。 

 
「俣野公園バスタ－ミナル前の公衆トイレ（俣野町 1367）の異臭がひどく、この春、せ

っかくの花見が台無しでした。公衆トイレを清潔に維持してくださるよう要望します。」 
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俣野公園トイレ （撮影 6 月 17 日） 

 

   
俣野公園トイレ （撮影 6 月 17 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７２７・バス停・ドリームハイツ（県）集会所前付近の歩道の改修整備を要望  （7650） 

ドリームハイツ住民からの要望です。 

 
「ドリームハイツ集会所（県）バス停（俣野町 1403）近く、歩道の街路樹の根が発達し

て盛り上げっている為、足にひっかけて転んでしまいケガをしました。舗装の老朽化の改修

工事はしていただいたようですが、こんもりしたままのため、凸凹がひどく歩きにくいです。

高齢者も歩きやすい状態に整備を要望します。」 
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集会所（県）前歩道の状況   （撮影 6 月 17 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７２８・深谷小前の市道路線の拡幅整備を要望    （9090） 

深谷小通学児童の保護者、沿線住民からの要望です。 

 
「深谷小学校前の道路（深谷町 1688-2 付近）は、環状 4 号の抜け道になっており、交通

量がここ数年で増加しました。特に朝夕のラッシュ時間帯は、子どもの通学時間に重なり非

常に危険です。道巾が狭いので自動車は常に路肩いっぱいですれちがっています。一方、こ

の道の両側は畑や空き家がならんでいるので用地買収をすれば充分に道路巾が確保できる

条件があります。児童、住民の安全第一の視点から、早急に道路の拡幅整備を要望します。」 

 

    
深谷小前狭隘道路の状況   （撮影 6 月 17 日） 
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深谷小前狭隘道路状況   （撮影 6 月 17 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７２９・俣野町地域の通学路の安全対策の抜本的強化・充実を要望    （2446） 

深谷台・大正小学校児童の通学路の安全対策等の要望です。 

  
「子供の通学路の交通状況が危険なので改善をお願いします。 Ａ･ドリームハイツ交差

点信号（俣野町 480-2）は、通学時(7：45～8：15)混雑するにもかかわらず、歩行者青信号

が短い。Ｂ･遊歩道から来た大人が、道路（俣野町 467～20 付近）を平気で横断することが

多く、子供がまねして渡ろうとする。『横断歩道』及び『信号機』の設置を希望。C･通学路

（深谷町 1234）の外灯が少なすぎる。ふやして明るくしてほしい。以上の項目を要望しま

す。」 

 
７２９－Ａ・「ドリームハイツ交差点信号（俣野町 480-2）は、通学時(7：45～8：15)混雑

するにもかかわらず、歩行者青信号が短い（約 15 秒）。改善を要望します。」 

 

   
ドリームハイツ交差点・信号の状況（俣野町 480-2 付近）  （撮影 6 月 17 日） 
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７２９－Ｂ・「遊歩道から来る大人が、道路（俣野町 467～20 付近）を平気で横断すること

が多く、子供がまねして渡ろうとする。『横断歩道』及び『信号機』の設置を要望します。」 

 

     
市道 俣野町 467～20 付近の状況    （撮影 6 月 17 日） 

 

  
市道 俣野町 467～20 付近の状況 （撮影 6 月 17 日） 渋滞の車の間を横断する高齢者 

 

７２９－Ｃ・「通学路（深谷町 1234）の外灯が少なすぎる。増設して明るくしてほしい。」 

   

C･通学路（深谷町 1234）の状況 この間約 200ｍ街灯なし  （撮影 6 月 17 日） 
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＊ 現地調査（６月１７日）の結果を記します。 
A・「歩行者青」は、約１５秒でした。押しボタンを押して「青」になるまで相当まちます。 
B・№４８（2010 年 9 月付）で申し入れています。当時と自体は何も改善されていません。

住民の指摘通りです。俣野小が深谷台に統合される際にも問題になっていた箇所です。早急

な対策が必要です。 
C・写真のとおり街灯はありません。冬季の夕方は指摘のとおりと推察できます。 

 
≪戸塚区役所≫ 
７３０・俣野町地域 アライグマ棲息域拡大への対策を要望   （8819） 

俣野町 776 番地付近の住民からの要望です。 

 
「俣野観音堂（俣野町 776）周辺でアライグマが棲息域を広げており、家の屋根を歩きま

わるなど、住民の日常生活に不安を与えています。アライグマ棲息域の拡大を食い止める対

策をお願いします。」 

 

     
アライグマが出没する俣野観音堂（俣野町 776）付近の住宅街  （撮影 6 月 17 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７３１・ドリームハイツ・大規模団地の生活環境に係る要望   （10665） 

ドリームハイツ住民からの要望です。 

 
 「集合住宅ではベランダでの寝具たたきを禁止するよう行政として指導するよう要望しま

す。」 

 
≪戸塚区役所≫ 
７３２・俣野町・ドリームハイツ周辺など既存緑地を守る施策の推進を要望  （8819） 

俣野町周辺住民からの要望です。 

 
 「戸塚区の俣野公園周辺（俣野町 700～776 付近）は緑が多く、環境が守られているよう
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に思う。こうした既存の緑をしっかり守っていけば、緑税は必要なくなるのではないか。私

たち市民は自宅の庭木剪定に費用をかけて緑を維持しています。緑税を徴収しながら、実際

には、市内全体では緑が少なくなっているとの報道を見ます。これでは不公平ではないでし

ょうか。緑の環境を確実に維持し、拡大していただきたいと思います。」 

 

   
俣野公園～俣野観音堂周辺の緑地（俣野町 700～776 付近）  （撮影 6 月 17 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７３３・深谷町 722 付近の遊歩道 車いすが安全に通れるよう改善を要望   （8403） 

深谷町 722 周辺の住民からの要望です。 

 
「妻を車いすに乗せてスーパーハーモス等に行く際、遊歩道をバイク自転車が通るので大

変危ない。車椅子が安心して通れるように改善措置を要望します。」 

 

   

深谷町 722 付近の遊歩道の状況  （撮影 6 月 17 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７３４・旧ヨークマート前（深谷町 237 番地付近） 信号機の改善を要望  （7630） 

深谷町 237 番地付近の住民からの要望です。 

 
「旧ヨークマート前信号が歩行者用に切り替わるのが遅くて困ります。年をとり買い物帰

りに重い袋を持って信号を待っているのが大変つらい。もっと早く信号が変わるようにして

もらいたい。」 

 

  
旧ヨークマート前（深谷町 237 番地付近）   （撮影 6 月 18 日） 

 
＊ 現地調査（６月１７日）の結果を記します。 
・押しボタンを押してから、歩行者「青」に変わるまでは、５５～６０秒でした。 
・歩行者「青」の秒数は、２３～２５秒でした。 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７３５・深谷町 94 付近 歩道の「段差」、「車道側への傾斜」の解消を要望   （5918） 

深谷町 94 番地付近の住民からの要望です。 

 
「健康な人なら問題ないが歩行器を使っている者にとって歩道の段差（急傾斜スロープ状）

や車道側へのかたむきは、安全でないことに加え、歩くのに結構大変です。バリアフリーに

なるよう改修を要望します。」 
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大正小学校前の歩道の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７３６・大正中付近（原宿四丁目） 小・中学生の通学路の安全確保を要望   （7620） 

大正中学校周辺地域の住民からの要望です。 

 
「大正中近く大川金物からの斜めの市道（原宿四丁目 10-17～11-23）は、小・中学生の

通学路ですが、道路が狭く大変危険です。ボランティアの方が立って見守ってくれています

がご高齢と言うこともあり、いつまでも甘えられません。せめて『この道路は子どもが通り

ます』と車側に知らせる策をとっていただきたいです。例えば、交差点の所の色を変え目立

たせる等。原宿地区はこどもも、ご高齢の方も多く、その上、裏道利用で住宅街をスピード

を出して走る車も多いです。子供たちにも交通ルール(横並びで歩かない、端を歩く)を教え

ていますが、車もル－ルを守っていただくよう、道路標識や車線の工夫などを要望します。

事故があってからでは遅いです。」 

 

   
市道（原宿四丁目 10-17～11-23 付近）の状況   （撮影 6 月 18 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７３７・原宿交差点・環状 4 号線に入る上り側道 拡幅整備を要望   （6267） 

原宿交差点付近の住民からの要望です。 

 
「原宿 4 丁目 3 付近、原宿交差点の環状 4 号線に入る側道（上り方向）の道路巾をあと 1

メートルくらい広げてもらいたい。場所はスーパードンキーより四つ角付近までの車道で

100 メートルほど。国道一号線の混雑を避ける抜け道になっているため、交通量が多くなり、

地元住民の通行に支障が出ている。安全対策として対応していただきたい。」 

 
 

    

原宿交差点・環状 4 号線に入る上り側道の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７３８・ゴミ集積所（原宿 4-5-11 付近）への大型ごみの不法投棄防止対策を要望  （8399） 

原宿 4-5-11 付近の住民からの要望です。 

 
「ゴミ集積所（小雀町 2327 付近）に、大型ごみや雑多なものが不法投棄されて困ってい

ます。ゴミ捨て場にカメラを設置する（ＴＶなどが捨ててある場所を重点的に）など、実行

者を特定するなど対策の強化を要望します。 
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原宿 4-5-11 付近 ゴミ集積所への大型ごみの不法投棄の状況   （撮影 6 月 18 日） 

 
＊ 本件は、項目№５０９（2014 年 9 月 17 日付）の申入れと同じ案件です。 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７３９・大正団地方面住宅地から国道一号線への歩行者用通路の整備を要望  （8084） 

原宿三丁目・大正団地側住宅地域の住民からの要望です。 

 
「原宿三丁目・大正団地側住宅地域から、バス停・『大運寺前』（原宿三丁目 9）へ行くた

めに、マクドナルド、クリエイト等の敷地を経由して通っています。近隣の家の庭先やお寺

の境内を通る道がありますが、勝手には通れないですから非常に遠回りしなければなりませ

ん。だれもが自由に通れる通路の整備を要望します。」 

    

大正団地方面から一号線への歩行者用通路が無い状況・この先行き止まり （撮影 6 月 18 日） 

   

大正団地方面から一号線への歩行者用通路が無い状況・通路状民地は通行不可 （撮影 6 月 18 日） 
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＊ 現地調査（６月１８日）の結果を記します。 
大運寺裏門に通じる通路は、1 号線手前で行き止まりになります。大運寺の塀と駐車場で

遮られているからです。 
原宿三丁目側から大運寺バス停に行くには、指摘のとおり相当の距離を歩く必要がありま

す。 
途中に通路状の民地がいくつかありますが、ここを通ることはできません。 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７４０・汲沢第２歩道橋の老朽化で危険 補修工事を要望  （5948） 

国道一号線沿いの原宿地域住民からの要望です。 

 
「国道 1 号線にかかる汲沢第 2 歩道橋（汲沢町 90 番地⇔戸塚町 1983 バス停・西横浜国

際総合病院付近）は、老朽化が激しく、かなりサビて階段の所々に穴が開いています。この

付近で一号線を横断できる唯一の陸橋なので、通る人はかなり多いです。安心して安全に通

れるように、早急に改修を要望します。」 

 

      

汲沢第２歩道橋の老朽化の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 

      

汲沢第２歩道橋の老朽化の状況  （撮影 6 月 18 日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７４１・国道一号線、環状 4 号線等での暴走族の取り締まりを要望   （6286） 

原宿交差点周辺（大正団地含む）地域の住民からの要望です。 

 
「国道一号線、環状 4 号線において暴走族の活動が活発化しています。 近では、安眠妨

害、交通安全の阻害等、周辺住民の生活にも悪影響を及ぼしています。原宿交差点、大正団

地周辺等における暴走族の取り締まりを要望します。」 

 
「金曜日や連休など暴走族が深夜に多く、うるさくて眠れない。なんとかして欲しい。」 

 
◎ 同様の要望がいくつも寄せられています。 

 
≪戸塚区役所≫ 
７４２・東俣野町の街区整理を要望   （7525） 

東俣野町地域の住民からの要望です。 

  
「東俣野町は国道一号線に沿った広い地域です。町が大きいため町内の横のつながりが無く、

寂しい思いです。町内を適切に区分して（たとえば何丁目とか）小さな町内にして住民のつ

ながりが強まるようにしていただくよう要望します。」 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７４３・原宿五丁目付近 沿線住宅の振動を防ぐ路面整備を要望    

原宿 5 丁目 47－1～6 付近の住民からの要望です。 

 
「国道 1 号線影取交差点から小雀町方面に向かう下り坂道の路面が、凸凹のため大型車の

通過のたびに振動で家が激しく揺れる。道路をなおして欲しい。ゆっくり寝ることも出来な

い切実な問題です。お願いします。」     （4853） 

 
「道路が、ガタガタのため車が通るたびにすごくうるさいうえに、家ががたがた揺れます。

ちゃんと舗装してもらいたい。お願いします。」   （5886） 

 
「道路が傷んで凸凹のためうるさく、家が揺れるので夜、眠れません。 道路舗装を至急

お願いします。」   （5949） 
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原宿五丁目 27 付近の市道・路面の状況   （撮影 6 月 18 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７４４・国道 1 号線（原宿 5-27 付近） 路面表示の横断歩道の設置を要望  （8398） 

県営原宿団地、原宿五丁目地域の住民からの要望です。 

 
「原宿 5-27 付近に、信号機のある平坦な横断歩道の設置を永らく希望しています。陸橋タ

イプは老人には無理です。近隣住民と県営原宿団地の方々が強く希望し続けて来ました。一

日も早く設置していただきたい。」 

 

     
国道 1 号線（原宿 5-27 付近）の状況  （撮影 6 月 20 日） 
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国道 1 号線（原宿 5-27 付近）の状況  （撮影 6 月 20 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７４５・小雀町 2327 付近 大型ごみの不法投棄防止対策を要望   （7552） 

小雀町 2327 付近住民からの要望です。 

 
「原宿団地近くのゴミ集積場所に、しょっちゅう大ゴミが捨てられます。道路に面した捨

てやすい所だからでしょうか。大変困っています。防ぐ対策を要望します。」 

 

  

小雀町 2327 付近 大型ごみの不法投棄の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７４６・影取町 69 付近 312 号線に抜ける狭隘道路に信号機等の設置を要望  （7561） 

影取町の住民からの要望です。 

 
「影取町で横浜方面から一号線できて『藤沢バイパス出口』の信号を 30 号線方向に進み、

次の信号で(財)杉山産業科学研究所を左折して、312 号線に抜ける道路についてです。急な

坂（影取町 3-30 付近）がある上、細い道が長くて、対向車が来ると、どうにもならなくな

ります。工事の時に使用するような信号があれば、本当に助かります。夜も交通量が結構あ

ります。対抗車同士でトラブルになることも多く、周辺にも深刻な影響があります。」 
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影取町 69 付近 312 号線に抜ける狭隘道路の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 

     

影取町 69 付近 312 号線に抜ける狭隘道路の状況  （撮影 6 月 18 日） 

 
註：本件は、2010 年以前にも、何度か申し入れた項目と同じ案件です。 
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≪戸塚区役所≫ 
７４７・小雀町 高速道路整備だけでなく生活道路の整備を要望    

小雀町の住民からの要望です。 

 
「小雀町や田谷町周辺は道路が狭く、山坂が多いです。住民は、毎日の生活、買物に不便

しています。近くで大規模な道路工事が行われていますが、高速道路より生活道路、自転車

専用道路の整備の整備に力を入れて下さい。」  （7621） 

 
「周囲の様子から、高速道路ばかりにお金をかけているように見える。歳をとってきて今の

所は何とか動けているが、車の運転ができなくなったらどうなるか心配している。年寄りで

も安心して移動できるように、身近な生活道路をバリアフリーにしてほしい。説に要望する。」  

（4416） 

 
＊ 同様の要望・意見がいくつも寄せられています。 

 

以上、「市民アンケート」に寄せられた「大正・原宿方面からの要望項目」

です。  （但し、5 月 31 日までに返信があった分です。） 
 

次の項目は、当事務所に寄せられた要望です。 
 
≪戸塚区役所≫ 
７４８・平戸町 地域にある空き家の対策について、行政の丁寧な指導・支援を要望 

 平戸町の芹ケ丘住宅地域（平戸町 1090 付近）の町内会役員からの要望です。 

 
「親族縁者が不明のため地域で対応に困っている空き家があります。火災や害虫類の発生

等を心配しています。しかし、地元では対策をしようにも出来ずに苦慮しています。行政（市）

の『空き家対策の基本的考え方は何か』、『相談できる窓口はどこか』等について、『丁寧な

説明』及び『相談できる窓口』について案内していただくことを要望します。」 

 
 
 

２０１７年６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 


