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は じ め に 

 

この冊子は、岩崎ひろし事務所が、日本共産党 「なんでも相談」で受

けた相談や要望について、どのように対応してきたのかについての記録で

す。 

２０１０年８月～２０１１年２月の間に、「市民アンケート」や岩崎ひ

ろし事務所に直接寄せられた要望・意見・相談を取りまとめています。 

 

岩崎ひろし事務所は、この間、戸塚区役所、戸塚土木事務所、戸塚警察

署などに、毎月「申し入れ」を行ってきました。 

申し入れた項目に対する「回答・対応」については、つぎの「申し入

れ」の際に「受ける」ようにしてきました。 

「解決したこと」、「引き続き対応を要すること」、「現時点ではできない

こと」など様々です。 

 

どの項目も、関係する「行政機関」では、きちんと受け止めています。 

岩崎ひろし事務所は、受けた「相談・要望」について、結果が出るまで

継続してとりくみます。 

 

この冊子を「参考資料」として、ご活用くだされば幸いです。 

 

困った時には、「なんでも相談」・岩崎ひろし事務所を、これからも気軽

に、ご利用いただきたいと思います。 

 

 

2011 年 2 月 27 日 
 

元横浜市会議員 岩崎ひろし 
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 [駆けある記] 

戸塚のまちづくり  戸塚区役所、戸塚土木事務所、戸塚警察署へ申し入れ  

 

区役所への申し入れ １０月２０日 

 

      

戸塚区役所へ申し入 9 月 22 日   戸塚土木事務所へ申し入 9 月 22 日 

 

 

１・原宿交差点・戸塚警察前交差点等の渋滞対策 

  

 

 

 ≪写真≫ 

合流地点付近（原宿交差点から数百メートル戸塚警察署側）の 2009 年 12

月ごろ）午前 7 時台の状況 

 

 原宿交差点の立体化事業の進捗で渋滞状況に変化が出てきています。たとえば、上り線では原宿交差点の

ポイントの流れが改善された分、戸塚警察署前の交差点までの渋滞がひどくなっています。 

 国道 1 号線を中心にした渋滞は戸塚区の大きな課題になっています。 

 渋滞を解消して戸塚駅までの所要時間を短縮していただきたい。 

 特に、通勤・通学の時間帯の改善を要望します。 

 

[戸塚区役所]の「回答」 

 戸塚区の大きな課題と考えている。 

 国道事務所、神奈川県警察等と連携して引き続き対応していく。 

 関係地域の地区懇談会でも住民の意見をくみ上げるようにしていきたい。 
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[戸塚土木事務所]の「回答」 

 土木事務所の所管事項ではありません。戸塚警察への要望が必要です。 

 

[戸塚警察署]の「回答」 

 原宿交差点の立体化工事の進行で、12 月中に上下線とも開通する。 

 上下とも開通した時点で、1 号線上の渋滞状況、周辺道路の状況を調査したい。 

 そのうえで必要な対策を順次講じていく予定にしている。 

 

 

２・明治学院大学←→戸塚駅循環バス  

 「バス停時刻表を見やすく改善」 申し入れ・・上倉田・下永谷大船線沿い 

  

変電所前 バス停             変電所前・時刻表 

 

 明学行きのバスの本数が飛躍的に増大し、沿線住民の利便性が向上していることは喜ばしいことです。 

 地域の高齢者が利用する際に、「時刻表が読みにくい」との声があります。 

 「乗りたいバスの時刻を見つけるとき、時間帯を間違えてしまう」「1 時間ごとに欄の色を変えれば、区別できて

読みやすくなるのに」などの意見が寄せられています。下永谷大船線沿いバス停時刻表の表示の改善を要望し

ます。 

 たとえば、「７時台の欄」は「白色」、「8 時台の欄」は「青色」の帯にする等、色で分ける様にすれば見やすくなる

のでは。 

 

[戸塚区役所]の「回答」 

 区政推進課バス路線担当から｢江ノ電｣に連絡をした。 

 「沿線全部は対応できないが、戸塚駅始発時刻表などから工夫したい」というのが｢江ノ電｣側の受け止めでした。 

 利用者の方からも是非｢江ノ電｣に申し入れてください。前向きに受け止めると思います。 
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３・吉倉橋際から戸塚駅東西通路「地下道」への入り口付近の安全対策 

  

 地下道側から撮影             大通り側から撮影 

 上倉田交差点から戸塚駅東口に向うと、吉倉橋の手前で「地下道」に向かう通路と交差します。 

 駅に行きかう歩行者の流れは膨大です。その人の流れを横切って車両が出入りします。 

 スポーツセンター、男女共同参画センターをめざす車両が、この通路に頻繁に迷い込みます。（行き止まりであ

るにもかかわらず） 

 そのため、この交差点は人と車が、頻繁に交差し大変危険です。 

 そこで、次のような改善を要望します。 

 「この先行き止まり」の看板の設置、「カーブミラー」の設置などで、歩行者の安全を確保する措置を要望します。 

 駅への大通りとの交差部分に安全対策が必要。 

 

[戸塚土木事務所]の「回答」 

 橋際に｢この先、行き止まりです｣の看板を設置。（９月２４日現在で設置済み） 

 駐輪場との間の草刈りを実施します。 

 

雑草刈り取り、「通り抜けられません」看板設置 できました 

 10 月 15 日、雑草狩り作業。9 月 24 日、「車の通り抜けできません」の看板設置作業。 

 10 月 26 日現在、写真のとおりきれいに刈り取られ、見通しも良くなりました。「車の通り抜けできません」看板が

設置された状況。 

   

雑草刈り取りですっきりした現場       見通しが良くなった現場     「自動車は通り抜けられません」看板 
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４・上倉田交差点 「斜め横断禁止」看板について申し入れ 

 上倉田交差点は、信号のサイクルが改善され、歩行者横断専用時間帯が設けられたことで大いに改善されまし

た。 

 ところで交差点の脇に「斜め横断禁止」看板が２枚（２か所）立っています。 

 この看板は何を「指示」しているのでしょうか。 

 信号のシステムは、スクランブル交差点と考えてよいと思われますが、現場では看板を見てまごつく歩行者が結

構います。 

 看板が「指示」している「意図」が歩行者に分かるように改善することを要望します。（日ごろ、看板は「傾き」、あ

らぬ方向に向いている状態です。危険でもある。） 

 さらに、スクランブル交差点ならばそれがわかる表示を路面にしてほしい。 

 

≪写真≫ 看板は右手前と左側・信号の下付近に設置されている 

    

上倉田交差点（アピタ前）          「斜め横断禁止」看板 

 

 「斜め横断禁止」看板。車道に向いて立っている。 

 「戸塚警察署」「戸塚区交通安全協会」が、設置したことが記されている。 

 

［戸塚警察署］の「回答」 

 この交差点は「スクランブル式」ではなく「歩車分離式」です。対角線方向（斜め）の横断はできません。 

 「斜め横断禁止」看板は、古くなってしまったが、一度外すと新たに付けることが難しいので、引き続きたててお

きたい。 

 

 

５・アピタからの車の出口前 交差点と信号 安全対策の要望 

 上倉田町７６９-１および吉田町１３０-１付近（紳士服・コナカ店舗前）交差点は、戸塚駅方面から舞岡駅に向か

う大きな道路と上倉田町８００番地・上倉田第五公園方面からの道路が交差する変形Ｙ字型の交差点です。 

 交差部分にアピタ駐車場からの出口が取り付けられています。 

 湘南とつかＹＭＣＡの建物に沿って歩く人は、この交差点の信号に関係なく通行できるのですが、実際には、ア

ピタから出てくる車のながれと交錯し、危険な場面に度々遭遇します。 

 歩行者の安全第一に対策を要望します。 
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≪写真≫ 

・左側中央付近がアピタからの車両出口 

・出ようとする車をコントロールする信号はどれか 

・左の歩道を駅に向う場合、信号のコントロールは受けない 

・中央の横断歩道の歩行者は信号に従う 

 

 

 

 ［戸塚警察署］の「回答」 

 交差点の形状が複雑なために問題があるのは事実です。 

 公道の幅員が狭く問題の個所では有効な歩道が確保できない。 

 車の出口部分は車道と民地が接する形になっている。 

 ビル管理者側が、誘導員の配置、民地内に緑色で歩道マークを設置するなど一定の配慮をしている。 

 信号機の位置など県警とも協議し、改善の余地があれば努力したい。 

 

 

６・バスセンター前交差点の信号 歩行者横断の時間を増やすことを要望 

 バスセンター前交差点の歩行者信号が短く高齢者や障害者が渡りきれない。 

 歩行者「青」の秒数が、短いために渡りきれない歩行者がたくさん交差点内に残されます。 

  歩行者横断の「時間」を大幅に伸ばすことを要望します。 

 

先日、現地調査をしたときのことですが、電動式車いす利用者が「青」で渡り始め「赤」になるぎりぎり手前でや

っと渡り終えました。 

 計測したところ「青」信号の間隔は 25 秒程度でしたが、高齢者、障害のある人にとっては安心して利用できま

せん。 

 

 

≪写真≫ バスセンター前の交差点 歩行者の横断時の状況 

 

［戸塚警察署］の「回答」 

  歩車分離式交差点であり、スクランブル式交差点ではないので、斜め横断はできません。 
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 歩行者横断の時間を増やすことは、車両の流れに影響大きく渋滞が激しくなるため、これ以上は難しい。 

  （当初歩行者横断の時間は 15 秒程度でしたが、渡りきれない人が多く、時間を延ばしてほしいとの要望で、現

在は 25 秒程度に改善されている。） 

 

 

７・戸塚小学校前交差点安全対策 

当事務所では、本件について８月６日付で「戸塚小学校通学路の安全対策についての要望」を戸塚区役所に

提出しました。（要望書は別紙のとおり） 

 本件は、「スクールゾーン安全対策協議会」の会合で何回も提起され、議事録にも記載されています。会合には

「戸塚区役所地域振興課」「戸塚土木事務所」「戸塚警察署交通課」が参加しています。早急に対応することを要

望します。 

 

 

 ≪写真≫ 左側戸塚小学校校門 右側の道路が 1 号線方向 ここに車が進入禁止時間帯に入ってくる 

 

  [区役所]の「回答」 

 申し入れを受けて、あらためて警察に改善検討を要請した。 

 警察としては、取り締まりの強化などできることは実施するとのこと。 

 区役所は、土木と連携して「どういう工夫ができるか」検討中。 

 

［土木事務所］の「回答 

 警察との協議は行った。 

 土木事務所は、「安全対策として、交差点が確認できるように、交差点部分をベンガラ色で着色し、併せて交差

点マーク(交差点中心部に赤色が点滅するマーク)を設置」しました。 

 

｢戸塚警察署｣の「回答」 

 標識の形状は決められているので、変更することはできない。 

 現状の標識は、規定通り設置されている。注意して通行し規制を守ってほしい。 

 進入禁止時間帯の取り締まりを強化する。違反であることを体験してもらうことで再発を抑え、それが周囲に伝

わることで「規制」が周知される効果がある。 

 ｢申し入れ｣の主旨は貴重な意見であり、今後の参考にさせてもらう。 
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８・ 「戸塚町新沢池地域にミニバス路線新設」の要望 

 戸塚町３３００から３５００＝新沢池公園周辺地域は、バス路線がなく交通困難地域になっています。 

  東戸塚地域や矢部・上矢部地域などで運行されている「ミニバス」路線の新設を要望します。 

  

  [区役所]の「回答」 

 バス事業者(神奈中央)に、｢ミニバス路線新設の要望が上がっている｣ことを伝えた。 

 神奈中としては、｢ミニバスの運行は採算が取れないので、ミニバスでの路線新設は計画しない｣とのことであっ

た。 

 バス路線新設は、地元沿線住民の総意として、｢バス事業者に働きかける｣ことが必要。事業者は、「採算がとれ

る見込み」が、判断基準になる。 

 区としては、地元と事業者の仲立ちの役割を果たしたい。 

 

 

９・汲沢団地バス折り返し付近の交差点の安全対策についての要望 

汲沢町１４００番地付近の交差点（店舗・ヤマザキＹショップ前）は、信号機がなく見通しが悪いため事故が多発

しています。有効な安全対策を取るよう要望します。 

 

    

汲沢団地バス折り返し付近 交差点   汲沢団地バス折り返し付近 交差点  

（広い道路から撮影）            （優先道路から撮影） 

≪写真左≫中央が交差点の中心点 手前の道路が広く、左右の見通し悪い。交差する狭い道路が優先道路。 

 

 

 [土木事務所]の「回答」 

 現地を調査したところ、止まれの標示・標識が設置されている。注意喚起をするために、ドットも追加されている。

交差点鋲もあることから、すでに対策ができていると思われる。 

 これに対して、住民側の意見として｢優先道路の方が道路が狭い。そのため地元住民でない運転者が急停止す

ることが多く、追突事故や渋滞が起きる｣などの問題があることを説明。 

 土木事務所は、「そのことは今聞いて初めて認識した」。対応策を検討したい。 

 

［警察署］の「回答」 

 状況、問題点は承知している。近くに交差点がいくつもありそれらとの関係もあり、現状では、新たな対策はない。 

経過観察のうえ、必要に応じて対応したい。 
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１０・矢部町 線路わき道路の拡幅・整備の促進の要望 

 矢部町６１５番地付近、ＪＲ線路脇道路は狭くて危険です。 

 拡幅・改修の工事が順次行われているようですが、６１５番地付近は拡幅された道路とこれまでの狭い道路の

接点になっています。ここから戸塚駅側が、狭く大変危険です。朝夕は通

勤・通学の人と車のトラブルが頻発しています。 

 拡幅工事を急ぐとともに、拡幅までの安全対策を緊急に要望します。 

 

 

矢部町 線路わき道路 

 

［土木事務所］の「回答」 

 了解がいただけない地権者が残っているため拡幅・整備を進められない。 

 できるだけ早く了解が得られるように、交渉を進めます。 

 

 

１１・柏陽台団地にバスを通してほしい 

 柏陽台団地住民の高齢化が進み、急坂を登ることが困難になっている人が多くなっています。柏陽台団地では、

かねてより路線バスを団地内に乗り入れてほしいという要望が出されています。 

 あらためて、路線バスの乗り入れを要望します。 

 

 [区役所]の「回答」 

 バス路線新設は、地元沿線住民の総意として、｢バス事業者に働きかける｣ことが必要。事業者は、「採算がとれ

る見込み」が、判断基準になる。 

区としては、地元と事業者の仲立ちの役割を果たしたい。 

 

１２・「川上団地第二」バス停の安全対策を要望します。 

 東戸塚駅付近から大池・二俣川方面に通じる道路は、このあたりの幅員が大変狭く、バス停は路肩に置かれて

いる状況です。この道路は、新道に出入りする車両も多く、バス待ちの人々は、常に危険にさらされています。 

 付近に農地や宅地などで余裕のある土地もみられます。バス停を前・後いずれかに移動し、バス利用者の安全

を確保することを要望します。 

 

   

バス停・「川上団地第二」 、「バスをおまちのお客様へ 車には充分注意して ご利用ください」との貼紙が・・ 
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  [土木事務所]の「回答」 

 バス停は３０ｍ以内の移動は可能ですので、バス会社に安全な場所への移動を要望してください。 

 

 

１３・平戸電々団地にバス路線開設してほしい 

 平戸４丁目・５丁目地域（いわゆる「平戸電々団地」）では、住民の高齢化もあり、バス路線の新設を切望する声

が上がっています。 

 バス路線の新設を要望します。 

 

[戸塚区役所]の「回答」  

 神奈中としては、｢ミニバスの運行は採算が取れないので、ミニバスでの路線新設は計画しない｣とのことであっ

た。 バス路線新設は、地元沿線住民の総意として、｢バス事業者に働きかける｣ことが必要。 

 事業者は、「採算がとれる見込み」が、判断基準になる。 

 区としては、地元と事業者の仲立ちの役割を果たしたい。 

 
 
１４・区役所の窓口対応の「改善」を要望します。 

 何か「困ったこと」、「わからないこと」に遭遇した時には、「『区役所』に行って相談してみよう」と区民が考えるよ

うな、気軽に頼れる区役所であることを期待します。 

 「どこに相談に行けばよいのか分からないとき、いくつもの窓口を訪ねることになる。

相談内容を受け止め、適切に振り分けをしてもらえると助かる」との声があります。 

 どんなことでも相談できる「総合相談」のような「窓口」設置の検討を要望します。 

 

 

≪写真≫ 

区民のよりどころ 戸塚区役所庁舎 

  

 

[戸塚区役所]の「回答」 

 区政推進課は、庁内の案内に関する業務を行っております。また、所管がわからない場合も可能な限りお調べ

しております。 

 

 

１５・東俣野町８０－１・旧住友家別邸跡（建物及び庭園を含む）公園整備事業について 

 旧住友家別邸は、国の重要文化財の指定を受けた建造物（建築物と庭園、門・塀など含む）です。 

 建物は、残念なことに２００９年３月に火災で焼失してしまいました。 

 横浜市は、「（仮称）旧住友邸庭園整備計画」を再開し、「２２年度は、園地の下段部分の駐車場、園路等の整備

及び花木の植栽を予定している」、また、「公園として市民にできるだけ早く開園する」と表明していました。 

 しかし、現場は、事業が進められている様子はありません。 
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この事業は、近隣住民はもとより、広く市民から待たれている事業です。 

 本事業の進捗状況、市民への公開の見通しについて説明を求めます。 

             

白井正子横浜市会議員と現地視察 ４月７日 撮影  写真下と同一地点の現状 １０月１９日 撮影 

 

  [戸塚区役所]の「回答」 

 本件は、環境創造局の所管となります。 

区役所としても進捗状況をつかむとともに、早期に市民に公開できるよう要望を伝えます。 

 

 [戸塚土木事務所］ 

 本件は、環境創造局の所管となります。 

 旧住友家別邸の工事は再開することになっており、12 月 4 日地元説明会を行う予定と聞いている。 

 

 

１６・「下倉田地域における忍び込み・空き巣被害の増加」その原因と対策 

  「下倉田交番だより 平成 22 年 9 月号」が町内の回覧板で回りました。 

 町内会からの「注意喚起」の文書とともに配られた「交番だより」には、空き巣被害、

忍び込み、建造物侵入などの事件・事故件数が紹介されていました。 

 他地域の「交番便り」と比べ、件数の多さは明確です。 

 実際、倉田地域では、被害の発生、不審者を見かけたなど、心配の声が広がって

います。 

 下倉田、上倉田地域でこうした事態が広がっていることを、どのように把握し対応

されているのか、また、地域住民はどうすればよいのか説明を求めます。 

 

≪写真≫ 

「下倉田交番だより」（H22 年 9 月号） 

 

 

 [戸塚区役所]の「回答」 

 本年８月から９月ごろ、下倉田町で忍び込み事件が発生していたことは承知しています。 

 戸塚区では、区民が安心・安全に暮らせる街を目指して、戸塚警察署と連携して啓発活動を行うとともに、地域

での自主防犯活動に対して、助成や物品の配布などを通じて支援しています。 

 地域での防犯力の強化には、地域の皆様の協力が不可欠です。今後も、地域の皆様との協働により防犯の取
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り組みを進めてまいります。 

 

 「今年度の取り組みとして、｢『地域防犯拠点』づくりを進めている。これまでに５３か所できた。」との説明があり

ました。 

 

 [戸塚警察署]の「回答」 

 本件の｢忍び込み｣については、その後、犯人は逮捕された。 

 防犯意識の啓発活動を強めるとともに、地域の皆様との協力をさらに強めていきたい。 

 

 

１７・戸塚駅西口地域の再開発計画にかかわる項目 

（１）「西口再開発一部完成後 6 カ月」の「総括」を伺います。 

  戸塚駅西口第 1 地区再開発は４月２日、商業施設（トツカーナ、戸塚パルソ）のオープン、第一交通広場一部

供用開始など、新しい街が一部区民に見え、利用できるようになりました。 

 この間、利用者、区民からは、「トツカーナの中がよくわからない。迷子になってしまう」「交通広場が利用しにく

い。」「タクシー乗り場が遠くて不便」などの声が聞かれました。お店の経営者からは、「売り上げが落ちた」「商売

を続けられるか心配」などの声も上がっています。 

 このように、苦情、心配・不安、の声がたくさん出ています。 

 私どもの事務所では、利用者の声を聞くとともに、入居店舗、再開発区域

外のお店を訪問し、状況を聞くなど「調査活動」に取り組みました。 

 一部オープンから 6 カ月が経過しました。 

 横浜市は、地元権利者の営業・生活再建の状況、再開発区域外の地域の

状況、利用者の声等、「西口再開発の一部完成から 6 カ月」を、どのように

総括しているのか見解を伺います。 

バスセンターから商業施設を見る 

 

 [戸塚区役所]の「回答」 

 横浜市戸塚駅西口再開発事務所の所管となります。 

 

（２）西口第 1 地区再開発区域外の「市有地・市有資産」について 

戸塚駅西口地域に市が保有している土地（旧バスセンター跡地、戸塚駅西口第 16 自転車駐車場・市有地、現

区役所の移転後の跡地、他）は、「区民の意見・要望をくみ上げた活用計

画にしてほしい」、「民間への売却など安易な処分をしないでほしい」など、

区民の声を踏まえた対応を要望します。 

 

≪写真≫ 

旧バスセンター跡地 
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戸塚駅西口第 16 自転車駐車場    現戸塚区役所 

 [戸塚区役所]の「回答」 

  全市的な市有財産の有効活用の観点や市民の皆様からのご意見やご提案もふまえながら、関係区局と連携

し検討を進めてまいります。  

 

 ｢岩崎ひろし事務所のコメント｣ 

 跡地について現時点では、「跡地活用の方向は未定」であることが明確になりました。 

 

（３）バスセンターの移転で、近隣商店に重大な影響が出ている問題について。 

 人の流れが激変したことで、「閉店した」、「今後、閉店の予定」というお店が多くなっています。 

 安心して商売が続けられ、街も活性化する対策が必要ではないでしょうか。 

 市・区としての見解と対策をお示しください。 

   

旧バスセンター出口階段下・旭町通り     図書館通り 

（人の流れがなく、様相一変の旭町通り周辺）（10 月 19 日 撮影） 

 [戸塚区役所]の「回答」 

 まちの活性化には地域の皆様の協力が不可欠です。今後も、地域の皆様と｢ともに｣、より一層｢つながり｣を大

切にしながら｢活気ある街づくり｣を進めてまいります。 

１８・大船停車場矢部線・上倉田地域沿線の交通安全確保について 

（１）郵便局から表バス停手前までの間 道路幅員が狭く、十分な歩道幅員が確保

できていません。 

  歩道上に太い電柱が設置されていて、歩行者同士のすれ違いさえできない危険

な状況です。長年にわたり電線地中化等の要望が出ていたとおりです。 

最近、電柱の移設工事が始まっていることは、一歩前進と評価しています。そこで、

移設工事の計画概要と進捗状況を説明ください。 

≪写真≫ 上倉田郵便局前付近 歩道と電柱 
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   水道局前付近左中央に新設電柱架線無 

 [戸塚土木事務所]の「回答」 

歩道幅員確保のため、移設のための電柱は設置済みですので、ガソリンスタンド前の電柱移設が終了次第、

既設電柱は撤去となります。 

 

 

（２）上倉田地区沿線は、拡幅・整備が順次進められていますが、上倉田町２６８番地付近の一部（バス停上倉田

南・戸塚駅へ約３０M 手前）で工事ができず狭いまま残されています。 

 進まない原因と今後の見通しについて説明を求めます。 

 

 

 

 

≪写真≫ 

 バス停・上倉田南から２６８番地方向 左側中央が残された個所 

 

 

 [戸塚土木事務所]の「回答」 

  戸塚方面から引き続き用地交渉を進めています。ただし、一部公図混乱地区など問題が多くあるため時間を

要しています。今後は、終点側からも用地交渉を進め、協力が得られた個所から随時、整備を進めてまいります。 

 

（３）上倉田町２７０番地付近の道路標識の設置個所について 

 「横断歩道」の標識が設置されています。道路が狭く、自転車、歩行者が車道中央側に出て標識を避けるため、

車と接触する危険性があります。  設置場所の変更など対策を要望します。 

 

 

 

 

≪写真≫ 

 横断歩道手前の「標識」  

 （１０月１９日午前１１時３０分ごろ撮影） 
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 [戸塚土木事務所]の「回答」 

  横断歩道の標識となりますので、警察署への要望となります。 

 

 [戸塚警察署]の「回答」 

  横断歩道標識の位置が、民地との境界ぎりぎりでこれ以上外側に移動できない。横断歩道の標識であり、基

準どおり設置する必要がある。現状では、移動できない。 

 

 

１９・戸塚高校前道路の安全対策を要望する  

踊場駅～戸塚高校間は、通行量に比して道路が極めて狭い。 

生徒の登下校時は、駅への歩行者、送迎車も多く、人と車で大混雑になり交通事故が心配されます。 

現場の状況を踏まえ、適切な交通安全対策の強化を要望します。 

 

 

≪写真≫ 

 汲沢 2･8 丁目今美屋ストア前付近 歩行者は、近隣の「民地」で待機。 

 （１０月１９日 午前１１時００分ごろ撮影） 

 

 

汲沢 2･8 丁目今美屋ストア前付近 

 [戸塚土木事務所]の「回答」 

  戸塚警察への要望となります。 

 

 [戸塚警察署]の「回答」 

  本件道路の現状では効果的な規制は、考えられない。 

長後街道からの流入は、通勤、通学の時間帯は、規制している。今後も、状況を見ながら安全対策は進める。 

 

 

２０・日立戸塚工場正門前から BASF 工場手前までの間・柏尾川沿い道路の歩道を雑草が蔽い、カーブの見通し

が悪く、歩行者と自転車の安全通行を妨げています。 早急に刈り取ることを要望します。 

 

  

BASF 工場前カーブ 柏尾川から     歩道を蔽う雑草             歩道にかぶさる雑草 
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[戸塚土木事務所]の「回答」 

 道路境界を確認し、市有地について除草します。 

  

｢岩崎ひろし事務所のコメント｣ 

 このカーブの所は、日立工場敷地、東電鉄塔敷地、市道が入り組んでいるので、それぞれが責任を持って除

草することが必要であることを伝えた。 

その後、土木事務所、日立工場が草刈りを実施した。 

残っていた東電が、１１月３０日に草刈り作業を行った。 

１２月１日時点では写真の通り見通しが確保されるようになった。 

 

 

 

東電鉄塔脇のカーブ（12 月 5 日撮影） 

 

 

２１・選挙公報について 

 選挙公報を、視覚障害者に対応できるよう改善を求めます。 

 

 視覚障害者の方から｢市民アンケート｣で、次のような要望が寄せられました。 

 「市議選の公報。視覚障害者は、点訳や音訳が頼りです。きちんと横浜市で手当てして市議選の公報では、障

害者に対応できるようにして欲しい。」 

 現行の｢公報｣のあり方は、どのようになっているか説明してください。 

市として検討していることがあれば説明して下さい。 

 

[戸塚区役所] の「回答」 

  選挙公報については、公職選挙法１６９条２の規定により、選挙管理委員会は掲載文またはその写しを原文

のまま掲載しなければならない、とされているため、現行法上、点訳または音訳して発行することはできないもの

と解します。 

なお、啓発活動の一環として、選挙公報を点訳または音訳した「選挙のお知らせ版」を発行することは認められて

おります。 

 前回平成１９年の統一地方選挙における市議会議員一般選挙では、戸塚区を含む一部で、地域のボランティア

が自主的な活動として発行実績がありますが、全区での発行は、候補者が多く、短い準備期間の中で点字・録音

版を作成するのが困難なため、これまで発行できていない状況です。 

しかしながら、市議会議員選挙においても、候補者の政見等を知ることができるようにすることは極めて重要であ

ると認識しております。 

 来春の市議会議員一般選挙においては、各地域のボランティア団体や社会福祉協議会及び福祉団体の協力を

いただきながら、選挙公報を点訳・音訳した「選挙のお知らせ版」が発行できるよう、努力してまいります。 

 平成２２年１２月２７日    戸塚区役所 総務課 
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２２・区役所の業務のあり方についての提案 

 区役所は、「何か聞きたいこと、相談事があるときには、気軽に立ち寄れるところ」になって欲しいと、前回の「申

し入れ」の時に提起したところです。 

 ｢市民アンケート｣で、区民の方から次の意見が寄せられました。 

 「区役所の事務室は，仕切が多く職員の仕事振りが身近に感じられない。仕切はとっぱらうべきではないか」。 

 区民の声を区役所の業務改善にぜひ活かして下さい。 

 

[戸塚区役所] の「回答」 

 区政推進課では、市民の皆さまからのご提案・ご意見を、｢市民からの提案｣や「戸塚区お客様の提案箱」など

様々な方法でお受けして、市政・区政の運営、新しい施策の検討、業務改善等に生かしております。 

   平成２２年１２月２７日 

    戸塚区役所  区政推進課 

 

 

２３・戸塚駅西口再開発について 

（１）戸塚駅周辺再開発の事業の目的のひとつに、｢戸塚宿を含む歴史を感じられる街づくり｣があります。 

・再開発事業の現在までの進捗状況において、この観点はどのように反映 されているのか伺います。 

・公益施設など今後の建設計画の中には、どのように反映されるのか説明を求めます。 

 

「市民アンケート」で次の声が寄せられました。 

「現在の戸塚駅周辺は多方面の利害が絡むのか再開発しても『東海道歴史 を感じさせる風情あふれる街』とい

う景色からは程遠く残念です。」 

 

（２）「トツカーナ」のトイレを安心・快適に利用できるように改善を要望します。 

 以下の要望が寄せられました。 

 「トツカーナのトイレは、『狭い・位置が分かりにくく探しにくい』 何とかならないか。安心・快適に利用できるトイレ

に改善して欲しい。」 

 

（３）大踏切=開かずの踏切を一日も早く解消してほしい。 

 以下の要望が寄せられました。 

 「戸塚駅の開かずの踏切を一日も早く解消してほしい。」 

 

 [戸塚区役所] の「回答」 

（１）は、戸塚駅周辺再開発事務所への要望となります。 

（２）は、戸塚駅周辺再開発事務所への要望となります。 

 本件ご要望については、戸塚区役所として再開発事務所に伝達します。 

 

バスセンター方向から見る大踏切（11 月 22 日撮影） 
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（３）は、戸塚駅周辺再開発事務所の対応になります。 

 アンダーパスは平成 26 年度、大踏切に替わる歩行者用デッキは平成 24 年度に完成する見込みです。 

 

［戸塚土木事務所］ の「回答」 

（１）、（２）、（３）は、都市整備局再開発事務所・戸塚駅東口区画整理事務所への要望となります。 

 

 

２４・東戸塚駅の「混雑緩和対策及び安全対策」の強化について 

 東戸塚駅の「混雑緩和対策及び安全対策」について、戸塚区・横浜市としてどのように取り組んでおられるのか

説明を求めます。 

 

 「東戸塚駅の混雑具合」、「ホームからの転落事故の危険・列車との接触の危険など危険性の増大」については、

ご承知のとおりです。 

 地元では、町内会・自治会を中心に改善を求める声が、繰り返し出されています。 

また、市民の自主的な運動では、｢東戸塚駅を利用する有志の会｣のみなさんが、系統的に取り組んでおられます。 

 

 ｢市民アンケート｣で寄せられた要望・意見です。 

 「東戸塚駅に、全ての湘南新宿ラインを停車させて欲しい。通過列車が多すぎます。急激な人口増加に駅のキ

ャパがあっていません。」 

 

 [戸塚区役所] の「回答」 

 利用者の方から同様の要望が区役所に届いており、戸塚区の重要課題と認識しています。 

 都市整備局が、全県の鉄道輸送網にかかわるＪＲへの要望項目として要請を重ねています。 

 ＪＲ側からは、「駅のキャパシティ不足から対応が難しい」と伺っている。 

 

 

２５・戸塚区に複数の図書館を建設することを要望します。 

 戸塚区とほぼ同じ規模の人口である平塚市では、市立図書館が４館あると聞いています。戸塚区には、戸塚図

書館(戸塚町・戸塚公会堂、戸塚地区センターとの併設)のみです。 

 

次のことを要望します。 

１、戸塚区に複数の図書館を建設することを要望します。 

２、東戸塚駅周辺に図書館をぜひつくって下さい。（「市民アンケート」で寄せられた要望） 

３、戸塚区における図書館の配置計画をお聞かせ下さい。 

 

 [戸塚区役所] の「回答」 

  図書館の設置については、市の方針が「各区１館」となっていて、この方針は完了しています。したがって、今

後、追加建設の計画はありません。 
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２６・米軍深谷通信隊の跡地利用計画について 

 米軍深谷通信隊の跡地利用計画について、横浜市・戸塚区役所の基本方針をお示しください。 

  

 ｢市民アンケート｣で寄せられた要望・意見です。 

 「米軍深谷通信隊の跡地を有効活用して欲しい。」、「周辺の交通の便をよくして欲しい。」 

 

 

深谷通信隊中央・バス停から見た「通信隊」 （11 月 22 日撮影） 

 

[戸塚区役所] の「回答」 

 ２６、は、都市経営局基地対策課への要望となります。 

 深谷通信隊跡地利用「行動計画」があり、現在その「計画」の改定作業中になっております。 

 深谷通信所跡地利用アイデアコンペを実施し、報告書に取りまとめました。 

 基地の返還の見通しはわかっておりません。 

 より詳しくは、市基地対策課ホームページをご覧下さい。 

 

 

２７・戸塚の街づくりにかかわる要望・意見・・以下の項目は、｢市民アンケート｣で寄せられたものです。 

 １、街灯の増設を要望します。 

・夜は暗くて怖いところがたくさんあります。街灯を増やして、明るく安心な街にしていただくよう要望します。 

・町を散歩又、行く先などで感じる事はとても夜暗い所があります。 

婦女子、老人は恐いくらいの所があります。勤め人や塾帰りの人が不安を抱かせるような所は、街燈を増やした

ほうが良いと思います。 

・街灯をもう少し増やして明るくして欲しい。 

神明台分譲地内は全般的に、特に坂になっている角とか暗い。 

 

 ［戸塚区役所］ の「回答」 

 横浜市では、自治会町内会からの申請により、平成２２年度から従来の蛍光灯のものに替わりＬＥＤ防犯灯を設

置しております。又、設置に際しては一定の基準を設けております。 

 このため、防犯灯設置の要望につきましては、当該地域の自治会町内会へご相談いただきますようお願いしま

す。   平成２２年１２月２７日  地域振興課 
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２、学校低学年くらいまでの子供が、室内で遊べるスペースが欲しい。 

 

 [戸塚区役所] の「回答」 

 学童保育、踊場ログハウス、公共施設内のプレイルーム等があるので利用して欲しい。 

 低学年の遊べる室内施設が足りないとのご意見は、「児童館をたくさん作って欲しい」等の声として伺っている。 

 

３、戸塚駅がベビーカーでは動きにくい。駅までの道も狭く不便。 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 駅周辺の整備は、さまざまな事情で遅れているので、対応の強化に努める。 

 駅構内についてはＪＲへの要望となります。 

 

４、戸塚駅東口 小田急分譲地行き・バス乗り場の雨よけ屋根を大きくする 

ことを要望します。 

  次の要望が寄せられました。 

  「戸塚駅東口 8 番のバス停で小田急分譲地行きの列は、雨降り時には

テントから外れて待つ事になります。４列に並んで待つことになるのですが、

今のテントを「もう１列」濡れずに待てるように幅を広げて下さい。折り畳み

式にでもなればといつも考えています。ご一考下さい。」 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 駅前広場のバス乗り場部分は、バス事業者に貸与しています。 

 雨よけの屋根等の増築などはバス事業者への要望となります。 

戸塚駅東口 舞岡台行 乗り場付近 

 

 

２８・明学生の通学途上のマナーの改善について要望 

 区役所として、大学側、江ノ電側に「注意喚起」「対策強化」を厳しくおこなって頂くことを要望します。 

 

 以下の意見が寄せられました。 

「戸塚駅から、明治学院大学への道を歩く学生のマナーが悪い。小学生は道の端を歩きます。大学生はみっとも

ないです。 

 バスも明治学院行きは学生が一杯で、一般人は乗れない事もあり不便です。 

 バスは前から乗り満員で移動も困難な中、小さい子供二人を連れていても、絶対、後ろから降りるように言われ、

嫌な思いをしました。 

 学生は、通う数年ですが、住んでいる者は、一生・通年付き合わなければならない困った問題です。」 

 

 [戸塚区役所] の「回答」 

 明治学院大学、江ノ電バス会社への要望となります。 

 地域住民、バス利用者のみなさんから直接要望して頂きますようお願いします。 
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２９・上倉田町１８５０番地付近 下水溝の改修について 

 「両側の住宅から雑排水が流れ込む水路（ドブ川）、蓋もなく不安全で流れが悪く蚊の発生源になっています。

改善してほしい。」 

 

         

水路の状況（11 月 23 日撮影）     水路・・異臭が漂っている （11 月 23 日撮影） 

 

[戸塚土木事務所] の「回答」 

 現場を調査した結果、雑排水が流入しておりますので、原因者には雑排水を流入させないように指導します。 

 

 

３０・上倉田町１６７３番地付近 カーブミラーの改善・整備について 

 次の要望が寄せられました。 

 「明治学院大学正門近くのカーブミラーが全く見えない。坂道なので、スピードも出て怖いです。通学路でもあり、

子供たちに被害が出る前に対応して頂きたい。」 

 当事務所で、現地を調査したところ指摘の通りでした。 

 ミラーの角度がよくないように見受けました。 

 

[戸塚土木事務所] の「回答」 

 現地を調査し、１１月２６日に調整しました。 

≪写真≫ 

中央奥が問題のカーブミラー 

 

３１・小田急団地 第３公園前バス停に「日除け」、「ベンチ」を設置することを要望します。 

次の要望が寄せられました 

「小田急団地、第 3 公園バス停留所に日除けになるものが欲しいです。 

今年の夏は特に早朝よりカンカン照りで待っている間に熱中症で倒れてし

まいそうと皆さんで話しています。街路樹などあると助かります。出来れば

2 本程欲しいです。老齢化が著しく、老人の多い分譲地となりました。バス

停に 2～3 人用のベンチを考えてはいかがでしょう。」 

 ≪写真≫第 3 公園前バス停付近 
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[戸塚土木事務所] の「回答」 

 要望内容については、歩道幅員に余裕（3.5ｍ以上）がある場合には、バス会社が設置して(市が)許可すること

があります。 

 しかし、当該個所は歩道幅員が狭いため設置はできません。 

 

 

３２・「舞岡台から舞岡公園を抜けて本郷台に至る道路」の安全対策を要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「舞岡公園を抜ける道が狭く、くねくねしていてとても危ないです。」 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 港南区の区域になるため港南土木事務所への要望となります。 

 

[戸塚警察署] の「回答」 

 道路幅員など現状を変えることは困難です。 

 都市計画道路の整備が予定されています。 

 開通した時点で安全対策を検討することになります。 

舞岡公園の中を通る市道      利用者のみなさんの安全通行の配慮をお願いいたします。 

 

 

３３・舞岡町３３００番地付近の「行き止まり道路」の安全対策・交通規制を要望します。 

 現地の実態に合った、「何らかの対策、交通規制」を要望します。 

 

 「リサーチパーク入口交差点から舞岡町３３００番地付近までに至る「公道」は、行き止まり道路である。なお、駐

車禁止等の交通規制がありません。           

 この地域は最近、住宅が増えたために、行き止まり道路にもかかわらず、車の通行が増えました。そのうえ、新

しい住民の所有する車など、路上駐車が目立ちます。そのため、宅配便や工事用のトラックなどが、反転の際、住

宅の塀(角の部分)を壊すなどの被害が多発しています。交通規制がない道路のため、警察に通報しても何も手

が打たれません。」 

 

[戸塚警察署] の「回答」 

 現時点では、新たな交通規制は、予定していません。 

 関係地域住民の総意で対応策が提案されれば、検討します。 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 地元利用者の了解が必要となりますので、町内会からの要望があれば

｢この先行き止まり｣の看板等、設置をします。 

町内会による「駐車禁止」の看板 
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３４・舞岡台 バス路線の道路の補修・整備を要望します。 

 「バスの通過時、家が揺れて困っている」との相談が寄せられました。 

 

 当事務所は、南舞岡の現場を訪ねて調査を行いました。 

バス路線の通る道路の沿線の住宅１５ポイント（軒）を選んで聞き取り調査をおこないました。バス路線沿線では、

ほぼ同様の声が聞かれました。 

 現地を調査し、必要な対策を講じることを要望します。 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 現場を調査を行い、状況は把握しましたので、補修・整備を検討します。 

 

 ≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

 土木事務所は、現地調査を行い、状況を把握しており、道路改修を平成

２３年度にも行う意向です。 

 工事は外周部分（舞岡保育園まで）から着手するようです。 

「家が揺れる」との「声」が 

寄せられた 付近の交差点 

 

 

３５・舞岡町８００～１０００番地付近 「田の端を通る道」の夜間照明を明るくするよう要望します。 

以下の要望が寄せられました。 

「舞岡町の田の端を通る道が夜暗すぎて不安。星空が見えるので、キレイではあるが、近辺で犯罪もあったと聞

いている為、あぜ道ではなく、道路側に灯かりを増やして欲しい」 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 区役所(地域振興課)と調整のうえ防犯灯の設置を検討します。 

 防犯灯を設置する場合は、20～25ｍ間隔となります。 

 

 ≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

 都市計画道路［下永谷大船線］の事業が並行する位置で行われています。 

 土木事務所としては、その事業との関連、地元の町内会との調整等を行

田んぼ右側遊歩道 左道路が要望の道路      って、要望の道路に「防犯灯」を設置する方向で検討に入っています。 

 

 

３６・バスセンター前交差点 歩行者横断用・信号青の時間を長くすることを要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「戸塚駅前の信号（サクラスの目の前）ですが、歩道の青信号が短すぎます。青になった直後に渡り始めても渡

りきる前に点滅し、赤になってしまいます。信号の改善をお願いします。」 
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 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 警察署への要望となります。 

 

 [戸塚警察署] の「回答」 

 当該の交差点は、「歩車分離式」になっています。歩行者信号は、当初の

間隔より大幅に長く改善しています。横断歩道に沿って渡れば、十分渡り

きれる秒数になっております。歩行者信号が赤に変わった瞬間 たくさん人                    

歩行者信号が赤に変わった瞬間      が残されている。 

交差点内に何人も残されている。       この交差点は、スクランブル式ではありません。斜め横断はできません。                                                     

 

 

 ≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

交通量が多い幹線道路の交差点のため、歩行者横断の信号の秒数をこれ以上増やすと、現在でもひどい渋

滞が、いっそうひどくなる恐れがあるようです。 

 当事務所としては、次の 2 つのことを戸塚警察署に提案しました。 

 ①障害者、高齢者等、横断に時間がかかる方が、ボタンを押すと「歩行者横断の秒数を長くできる」方式の信

号にする。 

 ②斜め横断ができない事を歩行者に理解してもらえるように、周知方法を工夫する。 

より良い提案・ご意見があれば、ぜひお寄せください。 

 

 

３７・戸塚駅西口から横浜方面に向かう線路沿いの道路＝「戸塚駅大踏切～富士橋付近」の安全対策について 

 「前々回申し入れ（９月２２日付）項目１０・矢部町 線路わき道路の拡幅・整備の促進」と同じ主旨の要望が、そ

の後、相次いで寄せられています。 

 この道路を利用している区民のほとんどの思いが共通しているのだと思

われます。この切実な思いを受け止めていただき、速やかに問題を解決

して頂くよう強く要望します。 

 

≪写真≫ 

狭くて危険といわれる線路脇の市道（11 月 22 日撮影） 

 

以下に、新たに届いた声を紹介します。（「市民アンケート」記入のまま） 

 １、戸塚駅西口側の線路沿いで一部歩道が無いため、（日立の並び、駐車場前）子供連れの時に危険を感じ

ます。また、日立前の歩道も狭いため子供の自転車の通るスペースが無く結局車道に出ることになり危険です。 

 

 ２、戸塚駅から線路に沿って、横浜方面に進む道路の渋滞が目立つ事。 

道が狭く、歩道がないのでかなり危険です。 

開発工事の影響か、駅方面へ向って線路踏切手前を左折するのが大変です。 
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 ３、日立ソフト前の先の線路脇、道路の拡巾が一部分（現在駐車場）が出来ないため通勤、通学の人達が狭

い所をはちあわせして歩く状況で大変困っている。早急に解決して欲しい。 

 

 ４、不動坂を下りて左に行くと戸塚駅西口に行ける道があるのですが、両サイドに歩道が無いため自転車の

方があぶない。特にお年寄りの自転車はフラフラしていて車で抜かすのもドキドキしてしまいます。狭い道です

が、何とか出来ればと思います。 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 現在、蔵坪交差点から戸塚バスターミナルまでの区間で改良事業を実施しておりますので、整備の進捗状況

を見ながら、検討してまいります。 

 

 

３８・戸塚警察署前交差点 戸塚町側からの右折車両による渋滞の解消を要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「戸塚警察署前交差点、国道 1 号線を上りに向かう右折車両で渋滞。時差式にして欲しいです。」 

      

警察署前交差点付近 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 警察署への要望となります。 

 

 [戸塚警察署] の「回答」 

 原宿交差点立体化の完成で状況が大きく変わってきている。 

 現状調査をふまえ、戸塚警察署前交差点を含む総合的な対策・対応をすすめます。 

 

 

３９・長後街道の踊場方面から新道（上り線）に入る車両による渋滞の解消を要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「長後街道（日産前→戸塚バスセンタ－）が雨の日に渋滞して非常に困る。横浜新道に向かうトラックとの車線を

何とかして欲しい。」 

 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 当該個所は既に 22ｍに拡幅整備されていますので、これ以上の拡幅整備の計画はございません。 

 渋滞解消については対策を交通管理者(戸塚警察署)と協議してまいります。 
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 [戸塚警察署] の「回答」  

 戸塚駅周辺の再開発・整備が進行中であり、現状では有効な手立てが考えられない。アンダーパス、西口再開

発の工事が完了した時点で、新たな対応を行いたい。 

 

 

４０・矢部町７７１付近～８１１付近に至る山道（公道）の安全対策（街燈設置など）を要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「山道（公道）の整備。戸塚区矢部町内会の一部７７１付近～８１１付近に至る道路の足場が悪く、特に夜は危険

です。安全対策を要望します。 

        

       山道 途中           山道の下りる口 

[戸塚区役所] の「回答」 

 横浜市では、自治会町内会からの申請により、平成２２年度から従来の蛍光灯のものに替わりＬＥＤ防犯灯を設

置しております。又、設置に際しては一定の基準を設けております。 

 このため、防犯灯設置の要望につきましては、当該地域の自治会町内会へご相談いただきますようお願いしま

す。     平成２２年１２月２７日  地域振興課 

  

[戸塚土木事務所] の「回答」 

 防犯灯となります。 

 町内会を通じて区役所(地域振興課)への要望となります。 

 

４１・品濃町５２４－１１番地と品濃町５２５－５番地の交差点 見通し悪いので対策を講じることを要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

  「東戸塚駅から一方通行の道。環 2 に向かってコンビニの次の角から右折していく時、アパ－トのブロックがじ

ゃまで左から来る車が見にくい。ブロックが無いと見やすい。」 
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左の擁壁で見通せない              交差部分 

[戸塚土木事務所] の「回答」 

 現地調査の結果、停止線及びカーブミラーが設置されておりますので、安全対策はできていると思われます。 

 

 [戸塚警察署] の「回答」 

 現状では、優先道路の変更等は行いません。 

 カーブミラー、横断歩道・止まれ・等の標示がされている等、安全施設は設置されている交差点ですので、通行

者が安全に十分注意して通行して下さい。 

 

４２・東戸塚駅前広場（東、西とも） 雑草の刈り取りと広場の清掃・整備を要望します。 

 次の要望が寄せられました。 

 「東戸塚駅広場（西口・東口とも）の雑草が処理されていない。雑草の刈り取り、清掃をして欲しい。」 

     

東戸塚駅東口広場入り口付近         西口広場階段途中付近 

 [戸塚土木事務所] の「回答」 

 現地調査のうえ、対応します。 

 

４３・藤沢バイパスと国道 1 号線の交差点（藤沢バイパス出口）の歩行者横断用の信号の改善を要望します。 

藤沢バイパスと国道 1 号線の交差点（藤沢バイパス出口）で信号が新しく

設置されたが、渡りにくいので子供一人では心配。車もスピードが出てい

て不安なので、歩行者と車を完全に分離した形か、歩道橋にしてほしい。 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「歩行者の安全な横断に危険性があることは現場を調査して理解できた。 

対策を検討するが、１号線の通行量の多さ等、難しい条件が多く具体化に

困難がある。原宿交差点の立体化の工事が終わったことで周辺の事情も        

藤沢バイパス入口交差点        変わってくるので、引き続き検討したい。」 
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４４・戸塚区東俣野町１００番地代周辺地域に「郵便ポスト」を設置して下さい。 

 この地に移り住んで４０年。年をとるとともに足・腰が弱り、横浜市とはいえ、片田舎に住んでいると不便さが身

にこたえます。 

 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「郵便局への要望となります。」 

 

 

 

 

 

４５・戸塚区東俣野町１88 付近 Ｕ字溝の補修を要望します。 

 Ｕ字溝が沈んで両側からの水がたまってうまく流れません。夏場は汚れがひどく困っています。 

 7 年前にもお願いしました。区役所から直接来てくださり「一応補修の件は聞きました。また連絡します」とのこと

でしたが、それっきりです。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を調査しました。水がたまる箇所については補修を行います。」 

 

≪岩崎ひろし事務所のコメント≫「１月２２日に現地を調査に行きましたところ、工事

が行われており、水は順調に流れていました。」 

「早速、改修されて良かったですね。」 

 

 

 

４６・東俣野地域にバス路線の新設を要望します。 

 東俣野地域にはバス路線がありません。この不便さを解決して頂きたい。 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「戸塚区区政推進課では、関係局と連携し、地域の交通機関を地域の力で実現するための取り組みを支援してお

ります。公共交通機関の新設等には地域の皆様の協力が不可欠となりますので、よろしくお願いいたします。」 

 

 

４７・影取町交差点（戸塚区影取町１８２付近）の歩行者横断時の安全対策

を要望します。 

 歩行者信号が青に変わっても、鎌倉方面から来る車が、かなりのスピー

ドで右・左折するので、横断者は恐くて足がすくみます。 
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[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「大きな交差点であり、指摘の問題があると認識しています。１号線の交差点のため、歩車分離式信号などにす

ると、渋滞の原因になりますので、現状では、対応が困難です。運転者の交通ルールの順守を中心に、安全マナ

ーの啓発に努力します。」 

 

 

４８・交差点の信号の間隔の改善を要望します。 

 １、ドリームランド前交差点 歩行者（俣野町側と深谷町側を横断する場合）の「待ち時間」を短くする改善を要

望します。 

（２分間待って渡れる時間は１５秒） 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「変形交差点であることから、信号機の運用が難しい箇所です。原宿交差

点の立体化が完了したことに伴い、周辺の交通事情に変化が出ています。

状況を調査し原宿交差点を中心に周辺の信号、交通規制など総合的に対

応することを検討することになります。」 

 

 

 

２、三叉路（深谷交差点） 原宿から横浜薬科大方向の流れを良くする改善を要望します。 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「原宿交差点の立体化が完了したことに伴い、環状４号線の交通量が増え

るなど、周辺の交通事情に変化が出ています。状況を調査し原宿交差点を

中心に周辺の信号、交通規制など総合的に対応することを検討します。」 

 

 

 

 

４９・深谷町 1061 付近 （深谷中学校付近）の暴走族対策を要望します。 

 数か月になるが、週末他バイクの空フカシ、異常な音を出して生活に支障をきたしている。（子供が寝ない、電

話・テレビが聞きづらい）。 

１１０番しても来てくれない。警察も分かっているのに見ぬふりをしているようです。 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「環状４号線沿いに暴走族の集合する場所があることは認識しています。

対策は行っているが、取り締まりにも限界があります。冬季は比較的少な

いが、温かくなってくると、動きが活発になることも考えられるので、状況を

把握しながら対応します。」 
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５０・深谷小学校～ヨークマート（深谷町 238～234 原宿 3 丁目 58）付近の交通安全対策を要望します。 

 原宿交差点から環状 4 号線で深谷交差点に向かう途中の下り坂で急カ－ブになっている所が危ない。近くにス

ーパーもあり、人も車も出入りが多い。 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「危険性の高い箇所であるとの認識は持っていますが、現時点では、有効

な対策は困難です。」 

 

 

≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

当事務所としては、「高齢者、障害者等横断に時間を要する方が、信号の横断時間を少し長くすることを選択でき

る方式の信号機があるようなので、ここにその信号を付けて改善してはどうか」と提案しました。 

なお、この方式の信号機は、「戸塚消防署前」に設置されています。 

 

 

５１・原宿 3 丁目 大正団地出入り口～大正消防出張所の通りの交通安全対策を要望します。 

 毎日、国立横浜医療センターの前の通りを通っているが、道路幅が狭く車が多く不安。道幅を広げて欲しい。 

歩道（ラインのみ）に車が駐車している事が多く安全に歩けない。白ラインを黄ラインにするとか、縁石を置くなどし

て欲しい。 

スクールゾーンでもあるので急いで対策を立てることを要望します。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

｢横浜医療センターの改築工事に伴い、医療センター側に新たに歩道が築造されましたので、今後は安全に通行

できると思われます。｣ 

 

≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

当該箇所の道路は、一部（幅員の約半分）は国立横浜医療センターの敷地の一部であって、市有地ではありませ

ん。 

医療センターの改築に伴い、国有地の部分に一般の歩行者も通れるスペースを作ったものです。 

 当事務所は、１０月の申し入れの際、「医療センター側に土地の提供を求めてはどうか」と横浜市に提案してい

ました。 

結果として、この提案が生かされました。 

 

 

５２・「藤沢行きバス」の便数を増やすことを要望します。 

 原宿から藤沢に通勤しています。戸塚～ドリーム路線に比べ藤沢行きバスの本数が少なく、なかなか時間通り

には来ない。戸塚行きはバスの上を歩いて行けるほど本数があるのに！公平にして貰いたい。 
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[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「バス事業者への要望となります。」 

「戸塚区区政推進課では、関係局と連携し、地域の交通機関を地域の力で実現するための取り組みを支援してお

ります。公共交通機関の新設等には地域の皆様の協力が不可欠となりますので、よろしくお願いいたします。」 

 

 

５３・新しく建て替えとなった横浜医療センターの敷地は、建物の建っていない部分がおおきく残っています。医療

センターの残余地の利用計画について教えて下さい。 

 来年、横浜医療センターに公園が出来るらしいと聞きました。楽しみです。 

ウイトリッヒ公園が暗く、入りたくないので、安心して散策出来るようになると嬉しいのですが。 

 

[戸塚土木事務所・戸塚区役所]の｢回答｣ 

「独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センターへの要望となります。」 

「医療センターの残余地の活用については『医療センター』にお問い合わせください。」 

 

 

５４・国道 1 号線原宿交差点の渋滞の抜け道として、「原宿２丁目・環状４号線～小雀第２公園」の道路が、朝夕

の交通量が多く危険です。 

 歩行中、何度も車に接触されています。 

何らかの規制を要望します。（参照図あり） 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「原宿交差点の改良によって、周辺の状況が変わってくると思われます。

状況調査過程にあるので、しかるべき時期に、信号、交通規制等について

総合的な、見直しを行うことになります。」 

 

 

≪参照図≫  小雀第２歩道橋付近 

 

 

５５・「大正少年野球グランド」（原宿 2 丁目 43 付近）周辺道路の幅員を広げることを要望します。 

 現在は一車線のみで対向走行出来ません。そのため対向車同士の喧嘩が絶えません。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「用地取得が伴う拡幅整備は難しいと思われます。ただし、用地の無償協力が得られれば、拡幅について検討し

ます。」 
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５６・横浜環状道路計画の見直し（必要ない）と買収用地の管理の適切化を要望します。 

（吹上交差点周辺の状況を観察して） 

 意見は次のとおりです。 

①収用した土地の維持管理費は、税金の無駄使いにあたる。 

②草ぼうぼうで周辺環境を悪化させている。 

③枯れ草による火災の心配が常にある。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

｢横浜市道路局横浜環状道路調整部事業調整課への要望となります。要望事項を 1 月 4 日に（戸塚土木事務所

から）連絡しました。｣ 

 

 

５７・汲沢町 9－3 付近にカーブミラーの設置を要望します。 

 吹上交差点から入りすぐ（汲沢町 9－3 付近 参照図あり)の狭隘道路にカーブミラーが設置されると安全対策

が改善されます。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を確認しましたが、視認性から問題ないと思われます。したがって、

新たに設置はいたしません。」 

≪参照図≫ 汲沢町９番地付近 

 

 

５８・県営原宿団地周辺道路が国道 1 号線渋滞を避ける車の抜け道になっている。何らかの規制を要望します。 

 車が多く速度もかなり出して通行するため朝夕の通勤時間がかなり危険です。時間に応じて一方通行にする事

や「関係車両以外は侵入禁止」とするとか、何らかの解決策を要望します。 

（県営原宿団地周辺 参考図あり） 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「原宿交差点の改良によって、周辺の車の流れが変わってくると思われま

す。状況調査過程にあるので、しかるべき時期に、信号、交通規制等につ

いて総合的な、見直しを行うことになります。」 

 

≪参照図≫  原宿団地周辺道路 

 

 

５９・原宿団地周辺が、夜間も安心できるように街灯の増設等、安全なまちづくりを要望します。 

 原宿団地に住んでいます。廻りの道が夜になると暗くて女の子が通るときには危険を感じます。近くに痴漢の出

る場所もあり不安です。子供たちが安心して歩けるようにして頂きたいと思います 
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[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「防犯灯となりますので、区役所への要望となります」 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「横浜市では、自治会町内会からの申請により、ＬＥＤ防犯灯を設置しております。また、設置に際しては一定の

基準を設けております。このため、防犯灯の設置につきましては、当該地域の自治会町内会へご相談いただきま

すようお願いします。  平成 23 年 1 月 28 日 横浜市戸塚区役所 地域振興課  」 

 

６０・「まさかりが渕周辺の道路」(深谷町 690～700) が整備されました。 

 車いすの人も利用できる配慮を要望します。 

「まさかりが渕周辺の道路が整備されましたが、車椅子の人も動けるように車止めをはずすべきだと思います。」 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「ご要望の道路は、宇田川を管理するための河川管理用通路です。車止めの間隔は狭い所で 90 ㎝はあります

ので、現状でご了解ください。」 

 

≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

「90 ㎝の幅があると車いすが通れるとのことです。日頃利用される上でさらにご意見があれば連絡下さい。」 

 

６１・戸塚町 3509-13 付近にカーブミラーの設置を要望します。 

 戸塚町 3509-13 付近で、車が通りに出る際、非常に危険です。（参照図あり） 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「設置希望の位置が駐車場となっていますので、地権者の了解が得られれ

ば、設置します。」 

 

 

≪参照図≫ 戸塚町 3509 付近 

 

 

６２・戸塚町２３６付近交差点に信号機の設置を要望します。 

 戸塚町２３６付近交差点は、人と車の往来が多く危険。特に朝は通勤・通学、小さい子供がとても多く危ないと感

じます。(日立工場塀際 地図参照） 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「危険な交差点であると認識していますが、１号線の交差点（日立入り口）

との距離が短く信号機の設置は困難です。都市計画道路『桂町戸塚遠藤

線』の事業中の個所でもあるので、付近の工事が完了することで状況が大

きく変わると思われます。その時点で交差点のあり方も含め対応となりま

す。」 

参照図 戸塚町 236 付近 
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６３・戸塚町、戸塚区役所近辺に気軽に遊べる公園の整備を要望します。 

 １、戸塚区役所近辺に気軽に遊べる公園がなくて困っています。少し離れた 所に行ってみても木がうっそうとし

ていて人気もなく遊びにくい。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「区役所周辺で用地を取得して公園整備することは、大変難しいと思われます。」 

 

 ２、戸塚公園（戸塚町 2445 付近 下郷小学校裏手）に、ぜひ、木蔭を作って欲しい。特に、砂場の所にぜひ作っ

て欲しい。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を調査したところ、砂場近くのベンチ後ろに樹木がありますので、成長し木蔭が出来るまでには時間がかか

ると思いますが、現状でご了承ください。」 

 

 

６４・戸塚駅周辺に自転車専用コースをつくることを要望します。 

 自転車に乗る人が多いのに自転車専用道路がなく危ない。自転車に子供を乗せていると柵が必要以上に多く、

通る時、倒れて子供が怪我をする。程々にして欲しい。(戸塚駅周辺) 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「柏尾川プロムナードはオートバイが違法に通行して危ないとの要望により歩行者の安全確保を図るため、車止

めを設置してありますので、ご理解をお願いします。」 

 

 

６５・戸塚区は、東海道（国道１号）、ＪＲ東海道線、柏尾川によって区域を東西に分けられている。それにかかわ

る意見・要望。 

 １、ＪＲ戸塚駅の大踏切の改造・改善・解消 

大踏切を大改造して、歩行者の通行無遮断、歩行者用の高架橋及び地下路を一日も早く作って欲しい。  

 ２、戸塚駅の大踏切の待ち時間が長くてなかなか渡れない。歩道、地下道の工夫を要望します。 

 ３、ＪＲ東海道線・柏尾川の「戸塚→大船」間に、自転車と歩行者用の橋を複数作って下さい。渡れる道路が少な

く非常に不便です。 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「１、２、は、戸塚駅東口区画整理事務所への要望となります。」 

「３、は、道路局建設部橋梁化への要望となります。」 

 

６６・戸塚駅西口再開発事業にかかわる意見・要望。 

 １、戸塚駅西口再開発施設は高齢者には使いにくい。トイレが遠い。商店の内容がわかりにくい。若者風の食べ

物屋ばかりで日用品の買い物をする所が少ない。もっと買い物をする人の事を考えて商店街を作って欲しい。味

（あじ）のない高層ビルなどいらない。 
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 ２、トツカーナや東急プラザ等とても利用しにくい。駅に行くルートも一杯あるようでどれも不親切。以前の商店街

の方が利用しやすい。縦に並んでしまうと面倒になる。だいたいこの建物計画は、何年も前に始まったもの。今に

そぐわない。また戸塚の街をどうしたいか、住民がここでどう生活したいかが見えない寂しさがある。発想の出発

点や方向が違うのではないか。 

改善点：西口駅前交差点の歩行者横断時間短すぎです！是非改善を！！ 

 

 ３、戸塚駅西口の開発が完了したが、開発の狙い、目的が何だったのかはっきりしない。はっきりさせて欲しい。 

 

[戸塚区役所、戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「１，２，３、は、戸塚駅周辺再開発事務所への要望となります。」 

 ４、長後街道と国道交差点、スーパー前の横断ラインを作って下さい。交差点が幅広く信号が早く変わり横断者

にとって大変危険です。特に戸塚駅近所の再開発工事が大幅に遅れて、大変危険かつ不便です。 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「交通量の多い交差点で同様の要望を多数いただいています。歩行者信号を長くすると渋滞が一層深刻になり、

現状で秒数を増やすことは困難です。」「戸塚駅西口再開発事業及び大踏切の地下化事業が、完成すると状況

が大きく変わると思われます。そうしたことも総合的に把握しつつ対応していきます。」「なお、当該交差点は、歩

車分離式信号になっております。スクランブル交差点ではありません。したがって斜め横断はできません。」 

 

 

６７・汲沢地域に「ミニバス路線」の開設を要望します。 

汲沢地域は、高齢者の外出手段が、奪われている地域になっています。 

 ≪踊り場駅→戸塚高校→汲沢小学校→中村三叉路≫の巡回ミニバスを要望します。 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「バス事業者への要望となります。戸塚区区政推進課では、関係局と連携し、地域の交通機関を地域の力で実現

するための取り組みを支援しております。公共交通機関の新設等には地域の皆様の協力が不可欠となりますの

で、よろしくお願いいたします。」 

 

 

６８・汲沢８丁目地域に「郵便ポスト」の設置を要望します。 

 汲沢８丁目に住んでいます。この付近に郵便ポストがなく不便です。郵便局に相談したのですが、申請は個人で

は無理との事。中田駅付近には、いくつもあります。踊場駅付近に設置して頂きますようお願いします。 

みんなの希望です 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「郵便局への要望となります。」 
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６９・戸塚区汲沢５丁目・７丁目の境付近にカーブミラーの設置を要望します。 

 戸塚区汲沢５丁目、７丁目の境にある大丸会館前の横断歩道にミラーをつけて欲しい。横断するときに戸塚高

校からくる車が見えず、子供がぶつからないか心配です。 

 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を調査したところ、すでにカーブミラーは設置されております。」 

 

 

汲沢 5 丁目・7 丁目 大丸会館付近 

 

 

７０・県営汲沢団地の４階、５階に住む高齢者世帯が、１階に移りたいと要望した時に、希望が速やかにかなう対

応を要望します。 

 「県営住宅の五階に住んでいるのですが、もう８０歳を過ぎ買い物、ゴミ捨て等階段の上り下りが大変になります。

１５年前から下階に下りるように申し込んでありますが、いくら催促してもまだです。転んだりしたら大変だし、もう

どうでも良いと思っていますけど、何か良い方法はないでしょうか。大変困っております。」 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「神奈川県への要望となります。」 

 

 

７１・汲沢地域・戸塚高校から中村三叉路に至る通りの交通安全対策（特に歩行者の）を要望します。 

 戸塚高校から中村三叉路の通りの歩道が中途半端でベビーカーで通るのが困難なため車道を歩いています。

特に汲沢読売新聞店近くの駐車場前の歩道。（読売とは反対の道）道が狭いので、危険を感じながら歩いていま

す。安心して通行できるようにして下さい。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を調査しましたが、道路の両側に家屋がれんたんしていますので、連続しての道路拡幅や歩道設置を行う

ことは難しいと思われます。」 

 

７２・矢部町 線路わき道路の拡幅・整備の促進 

 矢部町６１５番地付近、ＪＲ線路脇道路は狭くて危険です。（申し入れ項目「１０・」の追加要望） 

戸塚区矢部町、歩道の整備を急いで下さい。雨の日などは車との接触事故が危険です。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「早期完成に向けて、整備を促進します。」 
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７３・下倉田町・宮谷交差点の交通安全対策を要望します。 

 交差点角に庭木が張り出していて、明学から来る人に、宮谷バス停方面からカーブしてくる車が、明学方向から

来る人に気付かず、ぶつかりそうになる。逆に右折する際も信号待ちの人に気付かないで、勢いよく来る車もある。

通学路にもなっているので子供の安全が心配です。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「道路上に張り出している植木については、所有者に選定をお願いしま

す。」 

 

 

 

 

７４・県道「大船停車場・矢部線」の交通安全対策を要望します。 

 戸塚から大船に向かう県道大船停車場・矢部線の歩道ですが、昨年広くなったにも関わらず、以前からある会

社が歩道を自分の道のように独占して使用しています。ひどい時はその会社の車が止まって通れず車道にでな

ければいけない時もあります。早朝から通勤のじゃまになっております。また、歩道が広くなった所は、他の所でも

夜、車を歩道に乗り上げて止まっています。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「違法駐車は警察署への要望となります。」 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「状況を把握し。対応を検討します。」 

 

 

 

７５・上倉田町 1700 付近交差点（実方塚付近）に信号機の設置を要望します。 

 戸塚区上倉田町付近、明治学院大学そばのスリーエフ（コンビニ）前の大きな交差点です。横断歩道はあります

が、信号がないので車やバイクがスピードを出して通過します。何回も子供

と恐い思いをしました。信号を付けて下さい！ 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「当該箇所は道路局建設課において事業中ですので、要望内容について

連絡します。」 

 

 

７６・舞岡→柏尾地域にミニバス路線の開設を要望します。 

 １、急な坂がおおく、大変疲れます。せめて買い物の時間帯だけでもバスを通すことをお願いします。 

 ２、現在、県営柏陽台団地に住んでいますが、高齢者の家庭なので、生活の足となるバス路線から遠い高台に

あるため、上り下りが体にこたえる状態です。市でも県でも良いのですが、便宜を図って貰いたいです 
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[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「バス事業者への要望となります。戸塚区区政推進課では、関係局と連携し、地域の交通機関を地域の力で実現

するための取り組みを支援しております。 公共交通機関の新設等には地域の皆様の協力が不可欠となります

ので、よろしくお願いいたします。」 

 

７７・上柏尾町２４７付近（バス停「神社前」）にカーブミラーの設置を要望します。 

 道路が狭く、カーブが続く所です。車がスピードを出して通り過ぎるので小

学生が危険。カーブミラーを設置してほしい。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現地を確認しましたが、視認性からカーブミラー設置の必要はないと思わ

れます。」 

 

 

７８・上矢部町 47－3 ラムーナマンション地域の状況に合った駐車違反の取り締まりを要望します。 

 上矢部 47－3 ラムーナマンション付近は、公道になっています。子供を夜、急いで病院に連れて行き、朝、掛か

り付け医院に行き、帰って子供を、家に連れて行き、車に帰ってきたら駐車違反が貼られていた。機械式なので、

大変。一寸道路に置くことがある。 

[戸塚警察署]の「回答」 

「個々の車両の事情で交通ルールを変えることはできませんので、交通法規の順守をお願いします。」 

 

７９・上矢部地区センターから工業団地に至る通り 道路に被いかぶさる竹の処理を要望します。 

 上矢部地区センターから上矢部高校への道路、竹やぶの竹が道路の方に被いかぶさっている。台風の時期な

ど電線にかかるし事故になるのではないかと心配（参考図あり）ゴミの不法

投棄も多い。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「土地の所有者に処理をお願いします。」 

 

 

 

８０・上矢部町 かもめ橋付近の交通安全対策を要望します。 

１、県道瀬谷・柏尾線のかもめ橋信号付近は、歩行者が安全に通行できる道路にして欲しい。 

歩道が狭く、その上、電信柱がじゃまでベビーカーが通れない。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「現在のところ拡幅工事の計画がありませんので、阿久和川の河川管理用

通路をご利用ください。」 
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２、かもめ橋のたもと（阿久和川の左岸）の遊歩道。 

自転車の前後に「子供用乗せかご」をつけています。しかし、バイク進入禁止のポールを三つ取りつけているため、

自転車が進入出来ません。自転車が通れる状態に改善して下さい。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「ご要望をいただいた遊歩道は、阿久和川を管理するための河川管理用

通路です。オートバイが進入できないように車止め間隔を狭くしてあります。

要望がありましたので一部改良（中央のパイプを外します。）いたします。」 

 

 

 

３、名瀬方面からかもめ橋付近に出る道路。 

下りでカーブが連続するので危険なところです。子供たちの通学路になっています。子供の登下校時、車が止ま

ってくれず危険。下り坂が平たんになる手前付近に２か所ある、横断歩道のどちらかに信号機の設置を要望しま

す。（押しボタン式でいいので） 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「警察署への要望となります。」 

 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

「現在の道路の状況（狭くカーブしている坂道）では、信号機の設置などは

困難です。」 

 

８１・秋葉町地域の歩行者と自転車の交通安全対策を要望します。 

 秋葉町地域は、「歩道が狭い」、又は、「歩道がない」。いつも危なくて自転車に乗れない。安心して歩行者、自

転車が通行できる道路に改良することを要望します。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「戸塚区は秋葉町だけに限らず、旧市街地のため狭い道路幅員の中に家屋がれんたんして建設されております

ので、歩行者の安全対策には苦慮しております。このため、各小学校のスクールゾーン安全対策協議会や町内

会などからの要望書などにより、現地を調査し、対策の出来るところから安全対策を実施しております。」 

 

８２・東戸塚駅の混雑解消と安全対策を要望します。 

 ・東戸塚駅のホームが狭く危険。駅舎の拡充及び東海道線の停車を希望 

 ・東戸塚の混雑の事はこれから改善していって欲しいと思います。 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「東戸塚駅利用者のみなさんから同様の要望が区役所に届いており、戸塚区の重要課題と認識しています。都

市整備局が、全県の鉄道輸送網にかかわるＪＲ東日本への要望項目として要請を重ねています。」 

ＪＲ側からは、「駅のキャパシティ不足から対応が難しい」と伺っています。 
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≪岩崎ひろし事務所のコメント≫ 

岩崎ひろし事務所は、区役所に対して、「東戸塚駅の混雑緩和・安全対策については、地域住民、利用者の緊急

かつ強い要望事項であることを行政として受け止め、横浜市・戸塚区役所として、ＪＲ東日本側に強力に働きかけ

る方策を検討すべきではないか。｣と強く要望しました。 

 

８３・前田町５００付近（天王山橋信号交差点付近）のスクールゾーン対策の強化を要望します。 

 天王山橋付近交差点～グランドメゾン東戸塚間の道路の路肩部分のグリーンゾーン化この道は坂がきつい上

に狭いにも拘らず、ベビーカーを押して通行する人、小学生が多く大変危

険です。歩道が無理ならせめて路肩に緑のペンキを塗って欲しいです。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「カラーベルトを設置します。工事を１月下旬に予定しております。」 

 

 

 

８４・名瀬町・川上町・川上団地の地域に、交番の設置を要望します。 

 ネオポリス（名瀬町）、川上町（川上団地）に交番がなく、近所の交番は、駅の東口、矢部、国道一号線にしかあ

りません。この地域が交番のエアーポケットになっています。 

この地域に「交番」の設置を要望します。 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

 「警察への要望となります。」 

 

８５・川上第１団地入口の交通規制（時間帯の右左折禁止等）の改善を要望します。 

 川上インターから戸塚カントリーに行く道の信号二か所がいずれも午前 7：00～8：30 左折・右折禁止のためネオ

ポリス、川上第１団地に入るには、かなり遠廻りせざるをえず不便。改善を要望します。 

（通学路のためと思われるが、学童は裏道を通っていくのがほとんどで

す。） 

[戸塚警察署]の｢回答｣ 

｢地元のみなさんに一定の不便さがあるとのことですが、スクールゾーンで

もあり、現在の道路構造のもとでは、現在の規制が必要と考えますので、

ご理解・ご協力をお願いします。｣ 

 

８６・秋葉町 バス停「秋葉」付近 道路に被いかぶさる草木の処理を要望します。 

 道路も狭く上から草、枝が伸びており、小さい子供など車と接触しそうで怖いです。バスも多く危ないです。草、

木をまめに刈って頂きたいです。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「土地の所有者へ処理をお願いします。」 
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８７・平戸２丁目３１付近（平和台交差点を入ってすぐ）にカーブミラーの設置を要望します。 

 右折する車が、左側から来る車を殆ど見えない。この交差点は大変危険です。いつ事故が起きるか不安です。 

年寄りや子供が通行するので改善して欲しい。すぐカーブミラーが必要で

す。 

 

[戸塚土木事務所]の｢回答｣ 

「平戸２丁目町内会からも同様の要望があり、カーブミラー設置の必要性

があるので、近日中に設置します。」 

 

 

８８・図書館を増やすことを要望します。 

 「横浜市は図書館が少なすぎます。小さすぎます。各駅に作って欲しい。戸塚区に 4～7 館程あっても良いと思う。

人口に対して少なすぎです。」 

 

[戸塚区役所]の「回答」 

「図書館の設置については、市の方針が『各区１館』となっていて、この方針は完了しています。したがって、今後、

追加建設の計画はありません。」 

 

８９・区役所の業務についての意見・要望 

 １、「区や市でいろいろな催しや取り組み、ボランティア活動など行われていても区民にはほとんど伝わって来な

い。市民、区民の動きをもっと知りたい。」 

 ２、「市の広報はどこで配布していますか。４～５年前は入っていたがここ何年か来ていません。市民税を払って

いるのでみたいです。」（汲沢４丁目－２３在住の方からのもの） 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「１、２、公報について・・市・区が主催しているイベント等は、公報よこはまや市・区ホームページでお知らせしてお

りますのでご覧ください。なお、『公報よこはま』は、自治会・町内会などを通じての配布の他、地域の実情に応じ

ていくつかの配布方法がありますので、もし届いていない場合は戸塚区・区政推進課広報相談係までご連絡くだ

さい。 平成２３年１月２８日  戸塚区役所・区政推進課 」 

 

 ３、「おばあちゃんが精神疾患で生活保護を受けていたが、『区役所』の担当者の対応が悪くいらだちを感じまし

た。もっと『人の命』を大切に思って下さい。」 

 

[戸塚区役所]の｢回答｣ 

「生活保護の実施に当たっては、これまでもそれぞれの保護世帯の実情にあわせ個別支援の充実に努めている

ところですが、今回いただきましたご指摘を真摯に受け止め、今後も市民に信頼される生活保護業務の遂行に組

織的に取り組んでいきます。 平成２３年１月２８日 戸塚区役所 保護課 」 
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戸塚のまちづくり  ｢市民アンケート｣に寄せられた戸塚区民の意見 

 以下の項目は、市段階で対応すべき事だと思われます。 

 横浜市の施策に反映させるとともに、区民の意見・要望として貴職においても、参考にしていただくよう要望しま

す。 （記述については、出された要望・意見を、ほぼそのまま掲載しています。） 

「９０・ ～ ９６・」の項目については、今後の市政運営の参考にするように要望したものです。 

 

「戸塚区役所」の「回答」 

「今回の（以下の）ご意見・ご要望は、真摯にうけとめ今後の市政運営の中で参考にさせていただきます。」 

 

９０・「中学校給食」に関する意見・要望 

 １、「とにかく中学校の給食を実施して欲しい。個人的ではありますが・・ 

子供の部活の朝練の時間に間に合うように弁当を作るのは非常に大変です。 

子供が中学生になると働く（働かざるを得ない）人も多いので、この負担がなくなると助かります。」 

 ２、「中学校給食は是非お願いしたいです。好き嫌いをなくすのに給食はとても役に立ちますし、子供同士で配

膳や同じ物を食べる経験はとても良い事だと思います。」 

 ３、「中学校の給食を横浜市も必ず実現して欲しいです。お弁当の方もみんなで心を一つにして実現して頂きた

いと心から願っています。私は事故の後遺症で数年も辛い思いをしながら子供のためにお弁当を作っています。

辛い事もあります。給食なら好き嫌いをせず食べると思います。健康のためにも良いと思います。」 

４、「中学の完全給食を強く希望します。育ち盛りなのに、弁当では持っていく食材や量にも限りがあるし、栄養の

バランスも悪くなる。また、夏は危ない。」 

５、「地方で育った私としては、中学校の給食がないのは信じられませんでした。育ち盛りの中学生は栄養のバラ

ンスがちゃんと考えられた給食のほうがいいと思います。」 

６、「中学校の給食制度も助かります。食べ盛りの子供たちに給食制度を横浜市は考えて欲しいと思います。」 

７、「他県から来たが、中学校の給食がないのに驚きました。」 

 

９１・「子育て・教育」に関する意見・要望 

 １、「出産費用が高すぎる。」「私の周りには、子供を、又産みたいというママ達がたくさんいます。医療費の無料

化や子育ての負担を少しでも少なく出来れば産みたい人も出てくると思います。子供は未来の国の宝となる存在

です。本当に意味のある所に税金を使って欲しいと心から思います。」 

２、「公立の幼稚園を作って欲しいです。」 

３、「公立の幼稚園があるといい。あるいは幼稚園の費用を援助して欲しい。お金がかかって２人目が産めない」 

４、「保育所の増設でなく、女性が自らの手で育児している人。しようとしている人に目を向けて欲しい。入学前、

入園前くらいまで、親と過ごし、親もママ友達を作り、ネットワークを広げるほうが良いと思う。親から離れて夕方ま

で預けられる子供の気持ちが取り残されている。長い人生のほんの数年間、我慢できないか。周りを見ていると

育児からの逃避、ワンランク上の生活をしたい為にパートや働いている人が多いような気がする。片親ｅｔｃ、本当

に困っている人を助けてあげて欲しい。」 

５、「子供手当で思う事！給食にして所得制限で給食費や学費で供給すべきでは？子供がいる人だけに手当とい

うのは疑問だ！」 

６、「小学校の給食無料化！！クーラーをつけるべき。年々暑くなっているのにクーラーがないのは横浜市だけ。
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早くつけて欲しい」 

７、「他の地域（街）に比べて子供支援が少ない。公立の幼稚園もないし補助金も少ない。東京から引っ越してき

たが、中学校の給食がないのに愕然とした。どこをとっても横浜市は子育てにやさしくないと思います。」 

８、「大学生、高校生の子供がいます。市営地下鉄の定期代が相鉄や京急と比較にならない程高いです。希望す

る学校があっても定期代の事を考えると悩みます。学生に対する割引をもう少し考えて頂けないでしょうか、心か

ら望みます。」 

 

９２・敬老パスに対する意見・要望 

１、「敬老乗車証の件ですが、ただ乗りなんて思ってもいませんが、遠方でも苦にならず、気軽に出かけられる事

に喜びを感じます。現在をお守りください。私は横浜に骨を埋めるので孫の代まで良い市であるように。」 

２、「敬老パスについて：朝夕のラッシュには、通常料金を支払うようにして 

混乱解消を。高齢者は混雑時、バスや地下鉄は危険でもあるので、乗車の時間帯を設けては？ それに加えて、

収入に応じて額を決めるのに、一定以上の収入のある人に支給しないようなもっと細かい区分けをしたら？超金

持ちがパスを使うのを見て違和感があります。」 

３、「高齢者のパス券はとても良い制度です。なくならないように頼みます。運動不足解消がてら買い物もできます

し、家では邪魔に扱われる人も多数あると聞きます。老後の楽しみに展示会や博物館、画展、習字展といろいろ

な趣味を楽しむ人、映画を見る、友人宅へ、孫訪問、病院通いをする等。又、勉強しようと通う人もあると思います。

活力源です。多少は金銭を払っても制度を無くさないよう、御努力をお願致します。」 

４、「高齢者のパス、その他で思う事！ 65 歳でも 70 歳でも良いが現在のシステムには問題あり・・・ある年齢に

達したらシルバー証明書を発行し子供料金で利用できるようにしてはどうか（所得制限あり）」 

５、「高齢者の敬老パスは現状のままとする。」 

６、「敬老パス今とても便利です。週に何度か老人施設の夫の面会時使用しています。横浜市は高齢者の増加を

理由になし崩しに減らそうと思っているようですが、なんとか存続するよう希望します。」 

７、「敬老パスの継続をお願いします。」 

８、「高齢者は一番大切な存在ではないでしょうか？子供を社会に送り出し，又，定年まで働き、定年後穏やかな

生活を送りたくても年金は削られ、病院代も増加。場合によっては敬老パスも有料となったら楽しみは減るばかり

です。せめて高齢者には毎日が楽しく安心した生活が送ってもらうではないでしょうか」 

 

９３・高齢化に伴う課題についての意見・要望 

１、「坂の多い地区に住んで居て、今更こんな事はいえないと思いますが 

生活用品を買い求めるに 1 週間まとめ買いしているのですが、それは、それは 

重労働です。議員の方、何か良いアイデアがありませんでしょうか？」 

２、「高齢者になると歩行が困難となり病院、買い物と大変困っております。」 

３、「階段から一人で下りることができず、手すりも途中までしかついていませんので、外出がしにくい。又、バス停

が近くにない。タクシー代は低年金では不可。介護タクシーも高い。」 

 

９４・ゴミ収集に関する意見要望 
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 １、「ゴミの削減に協力していたら、ゴミの量が減ったということで夏のゴミ収集日が 3 日から 2 日になった。今年

の夏はとても困った。家の外にゴミ箱を用意出来ない我が家は結局ビニール袋で 2 重３重に入れてしのいだ。」 

 ２、「ゴミの収集を多くして欲しい。生ごみの収集を週３回にして欲しい」 

 

９５・生活道路一般 

１、「バス通りの幅が狭い上に歩道のない道路が多い。幹線道路の新設に予算をつぎ込むのではなく、住民が日

常的に利用する道路の事を考えて欲しい。」 

２、「神奈川県住宅供給公社（深谷共同住宅）に住んでいますが、道路に車を停めてよく駐車違反をする車があり、

切符を切られています。しかし、戸塚深谷共同住宅には来客用の駐車場がない。路上駐車をせざるを得ないのに

切符を切られるとはどういう事か！公社であれば利用者の事を考えて来客用の駐車場を作るべき。神奈川県住

宅公社の対応も非常に悪い。遠方の方は“車で来るな“というのはどういう事か！何とかして下さい。」 

 

９６・ドリームハイツ内の階段をスロープにして欲しい 

「エレベーター前までをスロープに改修して階段を解消し、バリアフリー化して、どの世代も住みやすい地域にして

欲しい。」 

    

県公社棟 階段 5 段             スロープがついた市公社棟 

 

９７・東俣野中央公園の砂場が、安心して使えるように管理を要望します。 

「近くに東俣野中央公園がありますが、砂場に犬・猫の糞が多く子供を遊ばせるのに困っています。公園担当に

意見を投書しましたが（利用者数人で）何の対応もありません」 

    

二つある砂場のひとつ          こちらの砂場が猫の糞が多くて困っている 

 

９８・原宿４丁目１２及び１３付近（大正中学校プールそば） 交差点の安全対策を要望します。 

「車が右左折する際、歩行者がとても危ない。通学路でもあるので、いつか事故が起きてしまうのではないかと心

配です」（参照図有） 



44/53 

     

右側人の立っている角の所が特に危険   ≪参照図≫ 

 

９９・大正地区センターの蔵書を新しい本を加える等、充実して欲しい。 

「大正地区センターの図書、古い物ばかり。改善して欲しい」 

「近くに大きな図書館が欲しい」 

 

１００・原宿４丁目２８、２９、３０付近（大正第二公園前付近） 道路幅員が狭く危険です。歩行者、子供たちの安

全対策を要望します。 

「戸塚原宿 4 丁目の大正中学校の校庭側の道の歩道が狭く危険です。子供達の通学路なので、歩道をもう少し、

広くして頂きたいです。公園の前の道路なのに歩道が狭いのはとても危険です」（参照図有） 

               

左・公園入口 歩道なし ガードレール等の安全柵なし     ≪参照図≫ 

 

１０１・宇田川沿いの遊歩道を利用する歩行者の多くが、深谷町１００付近・俣野町４００付近側から深谷町１０００

付近側に横断し、大変危険です。（韮橋の所） 

「歩道がないのによく人が渡っていて危険です。車がカーブを過ぎてすぐの

ためよく見えないので、歩道を作るか信号をつくったほうがよいと思います。

現地を見ていただければ判ると思います。」 

 

≪写真≫ 

遊歩道入口・道路の向こう側（写真左奥）へ、手前のガードレールが切れて

いる所から、歩行者が横断する 
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  ≪参照図≫ 

 

１０２・深谷共同住宅、芙蓉ハイツ地域にバス路線を要望します。 

「横浜市戸塚区深谷共同住宅に住んでいます。住宅の隅にはバス停があるのですが住宅内（団地内）にバス停

がなくとても困っています。坂も多く妊娠中、とても大変でした。」 

 

１０３・ドリームハイツ、深谷町、俣野町地域から地下鉄「下飯田駅」方面へのバスの大幅増便を要望します。 

「薬大前～上飯田方面のバスの増便してほしい。近くに地下鉄ができても現実には利用できないので通勤、通学

に不便しています。」 

 

１０４・国道１号線から原宿１丁目１で左折する車両について、住宅地内の安全を確保するために、何らかの交通

規制を要望します。 

「大型車の規制があるにも関わらずダンプカーなどが進入してくる。警察は殆ど取り締まりをしていなのが現状で

す。」「通学、通園の道路でもあり大変危険です」（1 号線から左折し、戸塚台を抜けるコース）（参照図有） 

       

1 号線からの左折車両の規制標識       １号線から左折で入ってすぐの地点 

車はこの先右折していくのが多い 

正面に大型車通行禁止の標識 

  ≪参照図≫ 

 

１０５・戸塚町・ハローワーク前の通りの交通安全対策を要望します。 

「戸塚区西口より国道一号線を藤沢方面に向かい、八坂神社を右折したハローワークなどがある通りです。通学

路になっていますが細くカーブが続く道で、グリーンベルトもありますが、グリーンベルトにのらないと車のすれ違

いが出来ないのであまり意味がありません。雨の日など本当に危険で心配です。せめて通学の時間帯だけでも

一方通行にして頂けないかと思います。」 
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トラックが通ると道路いっぱいになる        狭いカーブがつづき見通しが悪い 

 

１０６・トツカーナを含む戸塚駅西口再開発にかかわる要望・意見 

１、戸塚駅西口の新しい交通広場のタクシー乗り場を、高齢者をはじめだれもが安心して利用できるように改善を

要望します。 

 ・「駅の出口から遠くて不便」「エレベーターが、朝 7 時から夜 10 時 30 分しか使えない。電車は 5 時ごろから動

いているのに。大きな旅行の荷物を持って本当に困った」 

 ・「戸塚駅西口の新タクシー乗り場の場所は年寄りや体の不自由な方を全く無視したひどいもの。新交通広場が

出来るまでとの事だが思いやりがない。」 

２、「戸塚駅に隣接して建設されたトツカーナモールよりも先に JR 戸塚駅

の開かずの踏み切りを立体的にして貰った方が戸塚区民にとっては生活

が便利になっていたのに！」 

３、「トツカ―ナモールよりも以前の商店街の方が、買い物もし易かったとい

う人が多数います。」 

４、「戸塚駅西口のバスターミナルが階段の昇り降りばかりで年配の方や

ベビーカーを押す子供連れには不便でしょうがない。もう少し、バス利用者 

 バスセンター前交差点の様子    の身になって作って欲しかった。バスを待つ間、たくさんのバス利用者が不

満を言っていました。」 

５、「戸塚バスセンター前の信号、トツカーナが出来て交通量、通行人が増

えているのに歩行者信号の長さが短く危ない。高齢者、小さい子供、妊婦

は点滅までに渡りきれない。車歩分離になって、対角線上の横断歩道ない

のに斜め横断・・・というのも疑問」（参照図有） 

６、「戸塚区のサクラスとアピタ前の信号、歩行者の青信号をもう少し長くし 

   ≪参照図≫             て欲しい。 

７、トツカーナ自転車置き場（大踏切近くの２時間無料・それ以上有料の駐輪場）の出入り口通路は自転車と歩行

者の区分が無く、混雑する時間帯は人と自転車が交錯して困る。歩行者通

路を確保するなど改善して欲しい。 

 

 

≪写真≫ 

駐輪場で入り口 歩行者の通路は確保されていない 
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８、「戸塚駅西口バスセンター前の歩道橋について。サクラス側から戸塚駅への橋だけでなく郵便局から戸塚駅

の橋を作っていただきたい。」 

 

 

 

≪写真≫ 

郵便局前から撮った状況 （1 月 25 日撮影） 

 

９、「トツカーナのトイレの表示が不親切。壁に貼り付けた形の標示しかない。通行者は前方を向いて歩くので見

つけられない。壁から張り出す（出っ張る形）ように表示板を取り付けて欲しい 

  トツカーナ 1 階トイレの案内表示の状況 

 

１０７・「踊場公園」（汲沢８丁目１１） 周辺住宅に迷惑がかからないよう利用者に注意を喚起するとともに草刈り

など管理を適切に行うことを要望します。 

「南側に隣接する踊り場公園から子供がうちの庭に入り込むので困っている。また、その位置は道路から５ｍ以上

の高さがあり危ない。 

       

柵の下がえぐられ、子供ならくぐり抜けることが出来る 

フェンスの外、柵の中で、通常入れないと思われる場所に 子供たちが遊ぶ仕掛けを作っている。子供にとって貴

重なスペース 

フェンスを設置するか花壇を作るなどして人が入らないようにして欲しい（石を投げる子もいる）戸塚土木に事情を

説明しても対応してくれない。草刈りもしてくれない」 

 

１０８・踊場交番前交差点付近に大型量販店がオープンしたことに伴う交通問題に対応することを要望します。

「踊場交差点→戸塚高校前→中村三叉路に至る道路は、狭く、交通量が多い。出退勤の時間帯、登下校時間帯

は、とりわけ危険な状況になります。日頃から、交通安全対策が要望されている通りなので、適切な対応を切にお

願いします。」 
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１０９・「矢部跨線人道橋」西側階段下りたところの横断歩道が危険。横断する歩行者の安全対策を要望します。 

 「矢部東公園西側の跨線橋西側の横断歩道に押しボタン式信号をつけてほし

い。現状園児の送り迎えの際に危険を感じます。」 

                          

 

 

 

≪写真≫ 

 階段下の横断歩道 この道路の前後と

もカーブで見通しが悪い 

 

≪参照図≫ 

 

１１０・戸塚駅東口入口交差点から矢部東公園に至る通りの夜間の照明を明るくすることを要望します。 

「街灯が少なく夜は真っ暗になり危険です、街灯を増やして下さい。警官のパトロールにも限界があると思います。

抑止力として街灯を増やしてください。」 

                  

正面奥が戸塚駅東口入口交差点 左側が              工事現場の裏側にあたる通り 

「中央土地区画整理事業」の工事中 新しくつくられた道路 

 

１１１・戸塚駅東口入口交差点の信号を改善することを要望します。 

・「戸塚駅東口の交差点の信号のシステムが全くよくないです。実際の交通量、人通りの多さや渡り易さにマッチ

していません。図でＡと B の間、Ｂと C の間はとても待たされます。車歩分離式（でしたっけ？）にしてもいいと思

いますし、矢部団地及び大踏切方面は、交通量が少ないので、不動坂方面と駅方面だけ 

・「矢部の湯側から１号線を横断する信号が短い。通学時間は交通指導員が出て、信号自体をスクランブル交差

点として欲しい。」 
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         ≪参照図≫   

 

１１２・ラピス戸塚２と戸塚町駐車場の間を通って元吉倉橋に至る通学路の安全対策を要望します。 

「通学時間帯に戸塚町駐車場に出入りする車が多いため危険、ガードマン

を出して交通指導をしてほしい。」 

 

 ≪写真≫ 

左・ラピス 2 右・戸塚町駐車場 この通りは通学路 手前に元吉倉橋が架

かっている 

 

 

１１３・柏尾川に沿って上倉田交差点から吉田大橋に至る道路 駒立橋付近の歩行者の安全対策を要望します。 

１、「柏尾川沿いの歩道の幅が狭すぎます。現在の道路を柏尾川方向に横シフトして歩道幅を現在の２倍にして

下さい。」 

２、「駒立橋に信号を付けて下さい。通学・通勤と多くの人が使っています

が車は傍若無人にスピードを出して通ります、事故が起きてからでは遅い

です。」 

 

 

左・駒立橋 通勤通学時間帯横断者多い 

 

 

１１４・戸塚駅東口一般車ロータリーを使いやすく改良することを要望します。 

・「戸塚駅東口の一般車ロータリー 現在工事中だが、そうでなくても狭くて困っています。全体を拡張してもらいた

いが、何とかならないのでしょうか。」 

・「戸塚駅東口の道路は通勤時間帯、雨天の時の送迎の車で大混雑する。 

利用者の量に見合った駅前整備の抜本的な検討を望みたい」 

 

 ≪写真≫ 

一般車ロータリー 自転車置き場設置工事中で一層狭くなっている 
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１１５・舞岡公園周辺における、リス、ハクビシン、タヌキ等による農作物の被害を防止する対策を要望します。 

「舞岡公園周辺でリス、ハクビシン、タヌキ等の野生動物による農作物への

被害が多発しています。農家の自助努力だけでは限界があり、有効な対

策が打てません。行政の適切な対応をお願いしたい。」 

 

 

舞岡公園方向の景観 

 

 

１１６・神奈中舞岡営業所から環状２号線に至る道路（横浜・伊勢原線）の舞岡町３４００番地付近の歩行者の安

全通行の対策を要望します。 

 「この道路は、環状 2 号線が出来てから車の交通量が多くなりましたが、歩道の一

部無く、有っても狭く、非常に危険です。歩道の整備を要望します。 

また、宅地と道路の境界がわかりにくい。飲み物の自動販売機、ごみ置き場があり

歩行困難」 

 

 

フエンスの所から歩道が途切れる 

 

 

１１７・柏尾バス停付近、１号線を横断する歩行者が多く大変危険。安全対策を要望します。 

「戸塚区柏尾のバス停・「柏尾」のもう少し近くに横断歩道を作って欲しい。朝や日中も国道一号線で交通量が多

いのにも関わらずバス停の位置付近で、人の横断（横断歩道が無い所）が

よく見られ危険です。」 

 

 

 

≪写真≫ 左・ヤマザキパン工場 中央奥に東戸塚方面行バス停 

      

 

 

 

 

≪参考図≫ 

 

 

１１８・上矢部地域（かもめ橋～かもめプロペラ～東戸塚駅）にミニバス路線の開設を要望します。 

「戸塚区上矢部地区にミニバスを設けて欲しい。（かもめ橋からかもめプロペラの前を通り東戸塚方面に抜ける

道） 何回も自治会で交渉したが却下された（理由もなく）」 
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１１９・上矢部地区センター付近の地域から緑園都市駅へのバス路線を要望します。 

「現在、上矢部地区センター付近の地域や鳥が丘方面では、緑園都市行きのバスがありません。数年前からなく

なって大変不便を感じております。ぜひ路線を作ってほしいです。」 

 

１２０・東戸塚駅の安全性と利便性の向上を要望します。 

１、「東戸塚駅の改善。駅を利用する人数が増加しているのにホームやエスカレーターのスペースが狭い。」 

２、「東戸塚駅の混雑がひどく、上り下りの到着時刻が近いと降りたい人が降りられないほどひどいので改札口を

増やし、階段を増設する等の対応をして欲しい。押されて倒される人を見た事があり自分でも身の危険を感じ

る。」 

 

１２１・上品濃橋の路面の水たまり状態を直すことを要望します。 

「横須賀線東戸塚駅から上品濃公園に向かう道で、横浜新道に向かう道を渡る橋があります。この橋の一部がし

ずんでおり、雨が降ると大きな水溜りが出来ます。この水溜りの上を車が通る事により歩行者に水がかかるという

事故が多発しています。大きな水溜まりが出来る事は安全上好ましくないと考えます。宜しくお願いします。」 

   

道路の状況       道路左右の排水口 詰まって機能せず       道路左右の排水口 詰まって機能せず 

 

１２２・「福寿歩道橋」（環状２号線に架かる歩道橋）への平戸４丁目側入口付近の放置自転車対策を要望します。 

 「品濃町 534-19 平戸４丁目 36-18 付近 環状 2 号線を渡る歩道橋が近くにあり、東戸塚駅東口利用者、オ

ーロラモールやスーパーに買い物に行く人が利用している。これらの人々

が、歩道橋手前の該当地番付近に自転車、オートバイを駐輪していく。市

道が狭く歩行者も車も通過するのに障害になり困っている。事故になる危

険もある。違法な駐輪を無くす有効な対策を要望します。」 

 

左・環 2、東戸塚駅方向 午後の買い物時間帯はさらに置かれるので、車

も人も困る状態 

 

１２３・名瀬町ネオポリス地域の生活道路の交差点にカーブミラーを設置する等、安全対策を要望します。 

「私は名瀬住宅に住んでいます。ボランテイアで配食を届けに行く所は、曲がり角が多いのですが、昔はカーブミ

ラーがあった場所に今はなく、なぜかといつも考えています。ネオポリス等は、道も狭く、カーブミラーは絶対あっ

たほうが運転する人に安心できるのではないかと思っています。」 
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１２４・名瀬下第二公園の滑り台廻りの安全対策を要望します。 

「名瀬下第二公園（ネオポリス公園）の滑り台階段下のコンクリートがむきだしになっているので子供が転落した

時が心配。緩衝材を敷くなど安全対策が必要。」 

「出来れば小さい子供が遊べるアスレチック道具など欲しい。 土地はある

ので。」 

 

≪写真≫ 

はしごの下は基礎コンクリートがむき出し状態 

 

 

１２５・平戸一丁目 大郷山公園付近狭い生活道路に車が入り込み危険です。安全対策を要望します。（参照図） 

１、「住宅地を裏道として使用するタクシーや非居住者がものすごいスピードで通行する。住宅地なので、小さな子

供が遊んでいる事も多く危険。スピードを出せないように道路にバンプを設置するなどして欲しい」 

２、「歩行者が歩くスペースがない。電柱を地中に埋めて欲しい。」 

３、「大郷山公園前は複雑な交差点、しかも、坂道が交差する等、特に危険です。安全を第一に適切な交通規制

をお願いします。」 

 

       ≪参照図≫ 

 

 

 

 

 

 

平戸一丁目 大郷山公園前の複雑な交差点 

 

 

１２６・以下の項目は、戸塚区のまちづくりにかかわる内容ですが、場所が特定されていません。戸塚区民からの

意見として、今後の参考にしていただきたいと思います。 

１、住宅地の路上駐車を取り締まってほしい。特に交通量の多い道。（夜間は特に増える。いつも同じ車がとまっ

ているので駐車場がないのかとおもう）通報しても一度きりの注意でその後も引き続きやってほしいと思う。 

２、一号線の原宿トンネルが開通しましたが、戸塚警察署前の信号を検討して頂かなければ渋滞はなくならない

と思います 

３、生活道路の街灯が暗く夜道は、非常に危ない。 

４、路肩の草は早めに刈り取って欲しい。歩道は車椅子で通る場合、段差があり、凸凹で狭い。何とかして欲しい。 

５、戸塚の殆どの公道に自転車専用レーンがありません。通行するときは歩行者と同じところを走っています。し

かし、日ごろ、車と同じところを通らなければいけない時は、ガードレールもなく、狭いので正直怖い。歩行者との

接触事故を防ぐためにも、ガードレール付の自転車専用レーンを作って頂きたい。 

６、全体的に見て、歩道の狭い所が多い。自転車が安心して走れる専用道路が欲しい（歩道は基本的に走っては
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いけないので。車道に出ても道路が狭いため、怖い思いをする事が多い 

７、「歩道」の整備状況ですが、東戸塚は良いのですが、戸塚駅東口、矢部町、上倉田町は狭くてひどいので、安

全を確保するよう整備してほしい。 

８、戸塚区も大船で行っているように、まず駅周辺地域は禁煙にして欲しい。 

あまりに野放しでタバコポイ捨て、歩きタバコ等を放置しているのは問題だと思う 

９、夜、帰宅時に子供が不審者に会い、警察に通報したが、何も起きていない通報は初めてだと言われた。具体

的は怪我や死なないと警察は動かないものなのか？事件が起きる前に情報提示やパトロールをして欲しいと思

っただけなのに、夜中とても嫌な思いをした。警察内部の連絡の行き届かない所や仲の悪さも見えてしまいとても

がっかりした。 

１０、横浜市の予算縮小により今夏の生ごみの収集が一日減って困った（昨年は夏場だけ週 3 回）一戸建てでこ

の通りだからマンション、アパートではなおの事だと思う。 

１１、家の周辺に、個人が数人で借りている畑があるのですが、草など畑から出る物を燃やすので迷惑しています。

横浜市は煙害はタバコのみなのでしょうか？。 

 
―以上― 


	[駆けある記]
	戸塚のまちづくり　　戸塚区役所、戸塚土木事務所、戸塚警察署へ申し入れ
	「バス停時刻表を見やすく改善」　申し入れ・・上倉田・下永谷大船線沿い
	６・バスセンター前交差点の信号　歩行者横断の時間を増やすことを要望
	７・戸塚小学校前交差点安全対策
	８・　「戸塚町新沢池地域にミニバス路線新設」の要望
	９・汲沢団地バス折り返し付近の交差点の安全対策についての要望
	汲沢町１４００番地付近の交差点（店舗・ヤマザキＹショップ前）は、信号機がなく見通しが悪いため事故が多発しています。有効な安全対策を取るよう要望します。

	１１・柏陽台団地にバスを通してほしい
	何か「困ったこと」、「わからないこと」に遭遇した時には、「『区役所』に行って相談してみよう」と区民が考えるような、気軽に頼れる区役所であることを期待します。 　「どこに相談に行けばよいのか分からないとき、いくつもの窓口を訪ねることになる。相談内容を受け止め、適切に振り分けをしてもらえると助かる」との声があります。 　どんなことでも相談できる「総合相談」のような「窓口」設置の検討を要望します。
	≪写真≫
	旧住友家別邸は、国の重要文化財の指定を受けた建造物（建築物と庭園、門・塀など含む）です。 　建物は、残念なことに２００９年３月に火災で焼失してしまいました。 　横浜市は、「（仮称）旧住友邸庭園整備計画」を再開し、「２２年度は、園地の下段部分の駐車場、園路等の整備及び花木の植栽を予定している」、また、「公園として市民にできるだけ早く開園する」と表明していました。 　しかし、現場は、事業が進められている様子はありません。 この事業は、近隣住民はもとより、広く市民から待たれている事業です。 　本事業の...
	白井正子横浜市会議員と現地視察　４月７日　撮影　　写真下と同一地点の現状　１０月１９日　撮影
	「下倉田交番だより 平成22年9月号」が町内の回覧板で回りました。 　町内会からの「注意喚起」の文書とともに配られた「交番だより」には、空き巣被害、忍び込み、建造物侵入などの事件・事故件数が紹介されていました。 　他地域の「交番便り」と比べ、件数の多さは明確です。 　実際、倉田地域では、被害の発生、不審者を見かけたなど、心配の声が広がっています。 　下倉田、上倉田地域でこうした事態が広がっていることを、どのように把握し対応されているのか、また、地域住民はどうすればよいのか説明を求めます。
	戸塚駅西口地域に市が保有している土地（旧バスセンター跡地、戸塚駅西口第16自転車駐車場・市有地、現区役所の移転後の跡地、他）は、「区民の意見・要望をくみ上げた活用計画にしてほしい」、「民間への売却など安易な処分をしないでほしい」など、区民の声を踏まえた対応を要望します。
	≪写真≫
	旧バスセンター跡地
	人の流れが激変したことで、「閉店した」、「今後、閉店の予定」というお店が多くなっています。 　安心して商売が続けられ、街も活性化する対策が必要ではないでしょうか。 　市・区としての見解と対策をお示しください。
	１８・大船停車場矢部線・上倉田地域沿線の交通安全確保について
	歩道上に太い電柱が設置されていて、歩行者同士のすれ違いさえできない危険な状況です。長年にわたり電線地中化等の要望が出ていたとおりです。 最近、電柱の移設工事が始まっていることは、一歩前進と評価しています。そこで、移設工事の計画概要と進捗状況を説明ください。 ≪写真≫　上倉田郵便局前付近　歩道と電柱
	進まない原因と今後の見通しについて説明を求めます。
	「横断歩道」の標識が設置されています。道路が狭く、自転車、歩行者が車道中央側に出て標識を避けるため、車と接触する危険性があります。　　設置場所の変更など対策を要望します。
	生徒の登下校時は、駅への歩行者、送迎車も多く、人と車で大混雑になり交通事故が心配されます。 現場の状況を踏まえ、適切な交通安全対策の強化を要望します。
	２２・区役所の業務のあり方についての提案
	（１）戸塚駅周辺再開発の事業の目的のひとつに、｢戸塚宿を含む歴史を感じられる街づくり｣があります。
	・再開発事業の現在までの進捗状況において、この観点はどのように反映　されているのか伺います。
	・公益施設など今後の建設計画の中には、どのように反映されるのか説明を求めます。
	「市民アンケート」で次の声が寄せられました。 「現在の戸塚駅周辺は多方面の利害が絡むのか再開発しても『東海道歴史　を感じさせる風情あふれる街』という景色からは程遠く残念です。」
	米軍深谷通信隊の跡地利用計画について、横浜市・戸塚区役所の基本方針をお示しください。
	｢市民アンケート｣で寄せられた要望・意見です。 　「米軍深谷通信隊の跡地を有効活用して欲しい。」、「周辺の交通の便をよくして欲しい。」
	「両側の住宅から雑排水が流れ込む水路（ドブ川）、蓋もなく不安全で流れが悪く蚊の発生源になっています。改善してほしい。」
	次の要望が寄せられました。 　「明治学院大学正門近くのカーブミラーが全く見えない。坂道なので、スピードも出て怖いです。通学路でもあり、子供たちに被害が出る前に対応して頂きたい。」 　当事務所で、現地を調査したところ指摘の通りでした。 　ミラーの角度がよくないように見受けました。
	[戸塚土木事務所]　の「回答」 　現地を調査し、１１月２６日に調整しました。 ≪写真≫

	３２・「舞岡台から舞岡公園を抜けて本郷台に至る道路」の安全対策を要望します。
	３３・舞岡町３３００番地付近の「行き止まり道路」の安全対策・交通規制を要望します。
	３４・舞岡台　バス路線の道路の補修・整備を要望します。
	戸塚のまちづくり　　｢市民アンケート｣に寄せられた戸塚区民の意見


