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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 85回 申し入れ（項目 946・～950・）  実施日 2018年 11月 21日 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

９８４・BASFジャパン（元日本油脂工場）付近～高島橋、歩道の雑草刈取を要望 

BASF ジャパン（元日本油脂工場）付近～高島橋にかけての柏尾川沿い道路の歩道（片側

のみ）は、旧日立工場敷地との境界側、車道との間ともに雑草が生い茂り、歩行者の通行を

妨げている状態です。 

当該個所は、毎年刈り取りを要望している箇所ですが、今年度はいまだに刈り取りされて

いない状態です。雑草の刈り取りを要望します。 

なお、本件に限らず、区内の道路沿いの雑草は、いたるところで手つかずのままの状況で

す。なぜ、こうした事態になっているのか、その理由について説明を求めます。 

 

   

BASF ジャパン（元日本油脂工場）付近の雑草の状況 （11 月 19 日 撮影） 

   
BASF ジャパン（元日本油脂工場）付近 ハママーク入り「方向杭と境界杭」（11 月 19 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 

９８５・上倉田町 590付近 ゴミ集積所のネットの張替等に支援を要望 

上倉田西町内会の役員からの要望です。 

「当該ゴミ集積所は、県道大船停車場矢部線に斜めに交差する道路の角に設置されている

ため、変則形です。そのため、ネットのあちこちに隙間が生じ、カラス等の進入は防げてい

るものの、猫等の進入を防げずゴミを荒らされます。隙間を生じないように改善しなければ

なりませんが、変形の枠組みを作りネットを張り替える必要があります。一定の費用が必要

です。町内会の会計も厳しい状況下にあり、何らかの補助をいただけないか」との要望です。 

現地を確認するとともに、当該ゴミ集積所を日ごろから管理している方と今後の対応策に

ついて、相談していただくことを要望します。 

 

  

上倉田町 590 付近 ゴミ集積所の状況 （11 月 19 日 撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

９８６・上倉田町 957-1付近 歩道の急傾斜  歩きやすい平坦な状態に改善を要望 

上倉田町 957-1 付近の歩道は、ビルを取り壊し新たな建物の建設工事中です。その影響で

歩道が狭く、車道との高低差が大きいため、歩く面が車道に向かって急傾斜しています。 

そのため、歩行中の高齢者、障害のある方などの通行を困難にしています。 

上倉田交差点から水道局事務所付近までの区間は、戸塚駅東口に近く、多くの人が通ると

ころです。現場を確認のうえ、早急に改修することを要望します。 

また、県道大船停車場矢部線は、上倉田交差点から栄区境まで、ほぼ全沿線の歩道が「狭

く、凹凸・急傾斜」で、歩行者にとって歩きにくく、危険性の高い難所続きの幹線道路です。

道路改善事業中の路線ですが、進捗状況は遅々としています。 

戸塚区役所として、関係部局に事業の推進を強く働きかけることを強く要望します。 
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上倉田町 957-1 付近 急傾斜・段差・凸凹の歩道の状況 （11 月 19 日 撮影） 

   

上倉田町 957-1 付近 急傾斜・段差・凸凹の歩道の状況 （11 月 19 日 撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

９８７・上倉田地下道 路面のタイルのはがれ及び蛍光灯の故障等の修復を要望 

上倉田地下道（上倉田町 509 付近）の路面のタイルが何箇所もはがれています。 

また、天井の蛍光灯が故障（現時点で 1 箇所・№6）しています。 

さらに、築年数が相当経過しているため、ヒビや落書き等で汚れ、傷みが目立ちます。 

故障個所の修復とともに、老朽化に伴う対策も併せて検討していただくことを要望します。 

          
上倉田地下道（上倉田町 509 付近）の状況 （11 月 19 日 撮影） 
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上倉田地下道（上倉田町 509 付近）の状況 （11 月 19 日 撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

９８８・秋葉町 529付近 横断歩道の路面標識が劣化で見えないため改修を要望 

秋葉町 529 付近の横断歩道の路面標識が劣化して、よく見えない状態になっています。 

現場は交通量が多く、道路が狭く、カーブ内の変形・複雑な交差点であり、交通安全に細

心の注意が必要な箇所です。 

運転者、歩行者ともに横断歩道がしっかり認識できるよう、路面標示の標識の塗り替えを

要望します。 

 

  

秋葉町 529 付近 横断歩道標識の劣化状況 （11 月 19 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

９８９・芹が丘住宅地内の道路  桜の木の倒木防止対策を要望 

本件は、11 月 3 日、通行者から通報のあったものです。 

「芹が丘住宅（平戸町 1097 付近）に倒れそうな桜の木があります。住宅地の真ん中を通

る道路で車、歩行者の通行量がかなりあります。倒木による事故が心配されます」との内容

でした。現場を確認の上、速やかに倒木防止策を要望します。（以上、11 月 17 日 記述） 

 

なお、当事務所は、11 月 19 日、現地調査を行いましたが、その際、「本日、午前中に対

応工事が実施された」と、地元の方から知らされました。したがって、本件は対応済みです

ので、回答は不要です。 

 

  

芹が丘住宅（平戸町 1097 付近）の桜の木 （11 月 19 日 撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

９９０・芹が丘住宅地域内道路 交通標識、道路標識等の適切な設置を要望 

芹が丘（平戸町 1087～1088 周辺）住宅地域内道路には、交通標識、路面標示等が、適切

に設置されていません。 

交差点に「止まれ」や、停止線等が設置されていないため、優先道路があいまいなため、

出会いがしらの衝突、こどもの飛び出しによる事故等が多発しています。 

住宅地内の道路（自治会区域案内図 6～9 区画の範囲）は「私道」ですが、スクールゾー

ンに指定されています。事故の未然防止対策が切望されています。 

現地を確認のうえ、交通標識、道路標示等の適切な設置を要望します。 

 

＊ なお、地元は、「私道」の公道移管の取り組みを、長年にわたり続けていることも聞い

ています。この件については、別途、相談することになります。 

その際は、改めてお願いします。 
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芹が丘自治会区域図        芹が丘住宅地内の交差点の状況（11 月 19 日撮影） 

 

   

芹が丘住宅地内交差点の状況（11 月 19 日撮影） 

  

芹が丘住宅地内交差点の状況（11 月 19 日撮影）  芹が丘住宅地内交差点での事故（2017 年 4 月頃） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

９９１・新手の詐欺行為が多発 万全の予防対策を要望 

例えば、「『総合消費料金未納分訴訟最終告知書』と標記した書類が『民事訴訟管理センタ

ー』から送られてきた。どう対応したらよいのか？」と言った問い合わせ、相談が区民から

多数寄せられています。 

こういった「詐欺行為」の働きかけについての問い合わせや相談が、当事務所だけでも

10 月中旬以降だけで 10 件以上あります。 

当事務所では、「役所が個人情報や負債に関する事項をはがき等で通知することは絶対に

ない」、「詐欺であることは間違いない」、「差出先に連絡を取ってはいけない。無視すること」、

「心配な時は、警察や区役所に相談するように」等、対応しているところです。 

戸塚区内での被害が報道されているように、広範囲に｢詐欺行為｣が行われていると思われ

ます。 

区民が被害に遭わないように警察、区役所など関係機関と行政が、最大限の未然防止対策

を講じることを要望します。 

 

       

「詐欺行為」を働きかけるハガキ （事例） 

 

 

 

２０１８年１１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 

 

 


