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要 望 書 

 

 本年４月の赴任以来、熱心に南区の行政に関わっていただきありがとうございます。 

 南区内で、手を携えて区民の福祉の向上と安心・安全な区民生活実現のために活動してい

る南区区民団体連絡会です。 

２～4 年毎に区民の立場に立った行政の推進をお願いする立場で、貴職への要望をお聞きい

ただいています。下記内容の要望をご検討いただき、実現するようにお願いいたします。 

 

要望事項 

 

緊急事項 

各団体で要望項目を検討中に、隣接する港南区で通学途中の児童が巻き込まれる痛ましい

事故が起こりました。関係者のみなさんの心痛を思うと胸が締め付けられます。通学路の安

全点検を学校・行政が責任をもっておこなう必要があると思います。 

本要望書の中には、横断歩道・（ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ）・路側帯・停止線などの道路白線標示が薄くな

っている場所の指摘が多く寄せられています。 

このような運転者への「注意喚起」が薄れているとしたら、事故責任は行政側に問われる

ことになります。行政として現場を確認し、率先して県警に申し入れる必要があります。こ

のような観点で私たちの「まち」の見直しをしていただくよう要望致します。 

 

（南区生活と健康を守る会） 

☆生活保護行政について 

①窓口で、口頭での生活保護申請を受けつけること。 

②家族に対し扶養義務を強要しないこと。 

③自立支援室設置に伴う就業強要はしないこと。 

④夏季・冬季加算支給を市（本庁）に要請すること。 

 



（全日本年金者組合横浜みなみ支部） 

 全日本年金者組合みなみ支部は平均年齢およそ 70 代半ばの高齢者で組織し、高齢者が地域

でいきいきと豊かな老後を過ごせるよう、活動を行っています。 

 さて、南区は他の区に比べ住民における高齢者率が大変高い地域と認識しています。高齢

者は活動の質・量ともに制限が多く困難を抱えている方も多くみられます。病気で入院して

いる方、介護をしている・されている方、老人施設に入所している方、一人暮らしで不自由

な生活を強いられている方、無年金・低年金で日々の暮らしに精いっぱいの方々もいます。

高齢者が楽しく元気で活動できることは若い世代にとっても重要です。 

 高齢者が安心してくらしていける地域社会づくりに自助・共助は当然ながら、自治体の高

齢者施策の充実は欠かすことはできません。下記内容の要望をご検討いただき、実現にお力

を発揮されるようお願い申し上げます。 

１ 特別養護老人ホームを待機者が出ないようにしてください。そのため、入居基準を緩和

し経費負担を軽減するとともに増設してください。 

２ 高齢者が気軽に集い、懇親会や誕生日会などで飲食が出来る備品(テーブルと椅子等席）

を設けてください。また、既存の公的施設でも、節度をもった飲酒を認められるように

してください。 

３ 高齢者が気軽に使用し、活発に活動できるような無料の施設を増設してください。 

４ 桜木町駅方面行の「三吉橋バス停」に屋根、椅子等を設置してください。 

５ 敬老特別乗車証の交付年齢を 65 歳に引き下げてください。また、負担率や負担金の軽減

をし、高齢者が利用しやすい条件整備を図ってください。 

６ 旧区役所の跡地活用については、区民の要望を取り入れてください。 

  そのため、跡地活用基本計画作成の際には、区民の声が充分反映されるよう区民参画の

システムを検討してください。 

 

（神奈川土建横浜中央支部） 

１ 南区には木造過密住宅地域が多く車が入らない道路や舗装もされていない道路もありま

す。地震などから火災がおきて延焼の危険性が高く危険です。建物の不燃化を推進し「仕

事おこし」につながるよう、地域の建設組合へ住宅相談窓口を開いてください。 

２ 南まつりで建設組合をアピールするため木工関係のブースなどで参加させてほしい。 

 

（南区革新懇） 

 

１ 横浜にカジノはいりません。 

教育や医療、福祉にお金がかかるからといって、ギャンブルであるカジノの誘致を進           

めるのは本末転倒です。 

２ ふれあい掲示板  公共掲示板の改修をしてください。 

３ 地区センターの予約を前々月の応答日に変更するようご指導ください。 



 

（新日本婦人の会南支部） 

1 区役所に公衆電話を 2 カ所位、置いてください。 

2 区役所一階の受付の上などめだつ所に時計を付けて下さい。 

3 区役所の一階フロア―に椅子など置いて休憩スペースを作って下さい。持ち込みの軽食な

ど食べられると助かります。 

4 南区役所の移転に伴い、さらに永田地区は遠くなりました。行政サービスコーナーを南区

内の交通便の良い所に設置して下さい。井土ヶ谷駅又は周辺にお願いします。 

5 横浜橋商店街そば公園の公衆トイレの荷物フックが高すぎて、かけることができません。

低い位置にもフックを付けて下さい。 

6 横浜橋商店街そばの大通公園でポケモンゴーのゲームで若い人が多くうろうろしていま

す。 

何かあったら交番に駆け込み、助けを求められるよう交番内に必ず警察官がいるようにし

て下さい。 

7 219 系統弘明寺巡回バス・9 系統滝頭行きバスについて 

 ＊219 系統バスは新築住宅 108 戸(岡村)マンション(大岡 1 丁目)人口増加の為、朝の時間と

3 時から最終バスは満員の為取り残されることもあり、増便して下さい。 

 ＊219 系統の弘明寺バス停を屋根付きのバス停にして下さい。 

 ＊9 系統・219 系統・弘明寺バス停付近の植え込みを含め、清掃をして下さい。蚊やその他

の虫の増加に困惑しています。 

8 区役所行きのバスの本数をもっと増やして下さい。 

9 別所方面から直接弘明寺、井土ヶ谷、南太田など区内を巡るバス路線を新設して下さい。

南センターや大岡地区センターなど南区内の施設に行くのに困ります。 

10 神奈中東戸塚～蒔田循環バスは、土・日、祝日も運行して下さい。 

11 区役所行き始発が混んでいるので 2 回位増やして下さい。 

12 神奈中バスの「大池下り」「上六ッ川下り」「六ッ川上下」のバス停に屋根を付けて下さ

い。 

13 三春台、清水ヶ丘地域のバスなど公共交通を新設して下さい。 

14 市営バス久保山停留所の階段のところにエレベーターを設置して下さい。 

15 磯子区岡村町 4－15 外語短大跡地公園建設について。大岡一丁目一部住民にとって磯子

区・南区の区境とは言え、大事な避難所と言えます。また、周辺には公園がなく一日も

早い完成が待たれます。着工日程、建設完了日程などお知らせください。 

16 南土木事務所跡地の進行状況を教えて下さい。 

17 個人の所有地(特に緑地など多く広い所)で後継者のいない所がありましたら、緑地保全の

一環として、市側から積極的に提供を勧めて下さい。 

18 旧区役所の跡地利用の状況を教えて下さい。 

19 旧区役所の跡地に区民が気軽に集える場に、軽食など取りながら楽しめる小ホールなど

も施設の中に設置して下さい。 



20 三春台地域にコミュニテイハウスなど住民が集まれる公共施設をつくって下さい。運輸

省官舎跡地など横浜市が買い取り、住民利用施設を作って下さい。 

21 ごみ置き場のカゴ式ネットの普及に市の予算をつけ、住民の負担を軽くして下さい。 

22 燃やすごみの回収日を夏場(6～9 月)週 3 回にして下さい。 

23 地下鉄弘明寺駅、下り車線にタクシー乗り場を設けて下さい。 

24 勝国寺にカーブミラーを 2 カ所設置して下さい。見とおしが悪く、車が出合い頭にぶつ

かりそうになります。 

25 道路白線標示について 

＊元イト―ストアー前から進む方向の道路の止まれの線がかすんでいます。白線が見える

ように直して下さい。 

＊鎌倉街道の中村整形外科前・和風ラーメンほうさく前の横断歩道の白線が、うすくなっ

ています。直して下さい。 

＊花見橋から進んだ道路の止まれの白線が薄くなっています。直して下さい。 

＊永田山王台地域全体の横断歩道と止まれの白線が薄くなっているのではっきりと書き直

して下さい。 

26 別所 3 丁目西、4 丁目境の道路が、5 丁目側からの右折や大久保方面への進入が特に危険

です。狭い道幅の割に進入、進出(出入り)する車両が多く、信号の工夫やカーブミラー設

置など希望します。 

27 別所 1･２丁目サイゼリア付近の道幅、白山神社付近の道幅が狭いので広げて下さい。（別 

紙写真） 

28 浦舟町から藤棚への道路の西中町から西区赤門町にかかる歩道橋を利用する人が少なく、

道路を直接渡る人がいて危険です。交通量も多くスピードをあげる車も多いので、信号

機付きの歩道を作って下さい。高齢者も多く、歩道橋を利用するのは困難です。 

29 六ツ川 3 丁目公園にチャイムを付けて下さい。12 時と 17 時の２回ならして下さい。 

30 中学校給食を実現して下さい。 

31 京急黄金町駅に急行を停めて下さい。 

 

（日本共産党南区委員会） 

１ 南区役所行きのシャトルバスの運行を継続してほしい。あわせて、弘明寺商店街前にバ

ス停を作ってほしい。 

  〈理由〉区役所前での乗り降りをカウントしているが、中里、六ツ川地域の買い物難民

が、イトウヨーカ堂、上大岡商店街に行くときに大変重宝している。立派にコミュニテ

ィバスの役割を果たしているので、可能なら便数を増やしてほしい。 

２ コミュニティハウスなど、公共施設の利用を有料化しないでください。地域の輪の広が

りに役に立っている。現状を評価して、気軽に利用できる施設として、無料を維持して

ください。 

３ バス停のベンチが３人掛けができる大きさなのに、中央にシキリが設けられて２人しか

座れません。３人掛けができるよう改善を（特に市大病院前のベンチ） 



４ 三春台地域に地区センターもしくはコミュニティハウスの設置を。 

５ 霞橋にエレベーターの設置を。 

６ 道路の白線が見えにくくなっている所が多いので、白線（止まれ、横断 停止線など）

をはっきり判るようにして欲しい。（中里地区） 

７ 中里４－４３の根本宅前の階段の上の方が欠けていて危ないので修理してほしい。 

８ 中里３・４丁目別所中里台地域でミラーが傾いて見えにくいところがあるので、点検し

て欲しい。 

９ 南区役所行きのシャトルバスのおかげで、高齢者の方はスーパーでの買い物や途中下車

して用事ができると、とても助かっているので廃止しないでほしい。途中利用者もカウ

ントして貰もらえば利用者がおおいことが判ります。 

10 空き家が増え、植木が外まで伸びて雑草も多く小動物の住み家になっている。防災・防犯

上危険きわまりないので、対処をお願いします。 

11 日枝橋～中村橋商店街入り口までの歩道、前回要請後に舗装していただきましたが、波乗

り状態は解消されておらず、改善をお願いしたい。車道の方が歩きやすく、危険です。 

12 神奈中央バス１１系統のバス停に、屋根・椅子を設置してほしい。鎌倉街道側のバス停も

同様です。 

13 南区の銭湯は減り続け、現在９軒きりありません。利用者はバスや自転車で通っています。

高齢者はそれもできずに困っています。現存している銭湯を存続できるように市や区から

の援助・後援をお願いしたい。 

14 蒔田から磯子区岡村に抜ける道は、狭いため小学生の通学の安全確保のため時間指定の一

方通行になっています。車通勤者や医者通い（医者は９時からが多い）デイサーヒスの車

が遠回りしてとても不便をしています。実情に合わせて指定時間を変更して欲しい。 

     朝 7:00～9:00 を 7:30～9:30に  夕 3:00～7:00 を 3:00～4:00に 

15 南区内に区役所出張所をいくつか造ってほしい。 

16 南永田団地行きバスが、団地周囲を一周して欲しい。終点から永田山王台の市営住宅に向

かう途中に坂がある。団地を回ってくれれば住民は帰宅時に坂を昇らなくて済むようにな

る。 

17 永田山王台地域全域で、横断歩道や停止線等の道路表示が薄く見えづらくなっているから

再塗装してほしい。 

18 京急弘明寺駅の駐輪場がいつも満車で使いにくい。駐車台数を増やして欲しい。 

19 弘明寺１０５ 弘明寺北ノ前公園のわきの通り、中央に５センチほどの穴があり夜間など

非常に危険なので直して欲しい。 

20 蒔田公園の整備 ☆盛り土が風雪で削れてきて、コンクリート片・石・欠けた瀬戸物など

が露出して危険です。 ☆人の集まるベンチ廻りは土が削れて、雨で水溜まりができ使用

不能となる。砂を入れるなどの処置をお願いしたい。 

21 蒔田公園愛護会の再編 ☆清掃・除草は愛護会の仕事になっていますが、やられておらず

に現在は「花壇愛好会」になっています。最近、花壇を増設しましたが、意味が判りませ

ん。園庭がなくて遊びに来る保育園児が使いやすいように工夫してあげてください。 



22 蒔田公園の「工事現場」はどうしてなくならないのでしょうか？完成記念の「現地見学会」

までやっておきながら、また、２年延長の看板がでました。理由を告示すべきです。 

23 南区役所行きのシャトルバス運行を乗降客の多少にかかわらず2017年度以降も実施して

ください。 

24 旧区役所跡地利用について、単なる公設民営化ではなく、大震災に備え、地域住民の避難

施設に転用できるものを作ってください。 

25 急速な高齢化社会の到来に備え、年金、医療、介護を充実させてください。 

26 六つ川三丁目公園にトイレを設置してください。 別紙地図 ④ 

27 六つ川ゴルフ練習場前の交差点にカーブミラーを設置してください。現地町内会は「市道

移管」する取組中です。先行実施できないでしょうか。 別紙地図 ⑥ 

28 交通標識制限速度の文字消失。制限速度20㎞の標識 別紙地図 ⑦ 

29 児童遊園地道路沿いの歩道の設置と拡幅。以前、地元大丸町内会が保土ヶ谷土木事務所に

要請し際に、「工事計画あり」と説明受けたが施行されていない。 別紙地図 ⑧ 

30 上記の道路沿いの箇所。横断歩道の白線はあるが薄くなっている。交通量が多いので安全

確保のため、歩行者用（車両用）信号を設置してほしい。 別紙地図 ⑨ 

31 六ツ川3-62-4 宮森荘前、ＫＭタクシー間道路、横断歩道表示の白線が消えています。白

線の引き直しをお願いします。 別紙地図 ⑩ 

32 大池交差点角の家屋、足場パイプが崩れそうな家がある。下が歩道でパイプ落下の危険あ

り。区が居住者に申し入れてほしい。 別紙地図 ⑫ 

33 相鉄ローゼン東側通路、植樹撤去跡に切り放し有り。つまづきの原因になるので、平面に

整地してほしい。 別紙地図 ⑬ 

34 年１回の商店ゼミナールを継続してほしい。 




