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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。) 

 

《戸塚区役所への要望》 

 

１２７・戸塚駅東口から舞岡町を通り柏尾富士見台地域を循環するバス路線の開設について、関係地域の町内会、自治

会が連携して要望してきましたが、一部地域の同意が得られずあと一歩のところで実現できなかったと聞いています。な

ぜ、実現できないのか、説明して下さい。 

当該地域には、バス路線が是非必要なので、どうすれば通してもらえるのかご指導下さい。 

 

１２８・前記項目と同様の要望は、これまでの「申し入れ」でもお伝えしているとおり、区内各地域から出ています。地域

の高齢化、戸塚区内道路網の整備の遅れなどの事情を考慮すれば、きめ細かな区内の交通・移動手段の構築が不可

欠と考えます。 

交通困難地域における交通手段確保を区政の重要課題に位置付けていただくことを強く要望します。 

 

１２９・川上第１団地（県営）内は、駐車スペースがまったくありません。来客者の駐車、病人の搬送などのための待機中

駐車などが必要な時に、日頃から大変困っています。 

最小限必要な駐車スペースを確保することを要望します。 

 

１３０・戸塚区の災害対策・防災計画の検討にあたっては、相模湾に津波が来襲した場合を想定し、柏尾川・宇田川沿い

の地域への影響を考慮したものになることを要望します。 

 

１３１・太陽光発電システムの設置に当たって、戸建て住宅への助成制度はありますが、共同住宅については、横浜市

の助成制度がありません。共同住宅に対する助成制度を要望します。 

 

１３２・公共施設の輪番休館の実施は、曜日で定期利用している活動団体にとって、様々な不都合が生じます。 

曜日で利用している団体にとっては、その地域で利用施設が無くなることになります。 

地域で活動している団体やサークルに対する丁寧な説明、及び、代替施設の斡旋等の相談窓口の設置などを要望しま

す。 
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１３３・汲沢１丁目１１ 県営汲沢団地６号棟付近に、防犯灯の設置を要望します。 

 地域の要望として、かなり以前から出ているものです。 

なぜ、実現できていないのか理由があればお示し下さい。 

    

  写真 住民が指さすあたりに街灯設置を要望      上の方向から見た同地点 

 

１３４・戸塚図書館の閲覧机の照明が不十分です。デスクライトの設置を要望します。 

 

《戸塚土木事務所への要望》 

 

１３５・県営原宿団地隣接地にある「公園」（原宿５丁目９５０番地付近）の管理を責任もって行ってほしい。 

樹木の剪定、雑草の刈り取りなど防犯上の観点からも是非お願いしたい。 

現状は、団地に住む小さい子どもを持つ母親が、大変な思いをして剪定、草刈を行っています。 

   

写真 植栽がのびて目隠し状況になり見通しが効かない     同一個所の遠景 
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１３６・原宿５丁目１８付近に、蓋かけされていない深い水路があります。 

水路沿いの住宅地、道路との高低差がかなりあり、柵の隙

間から幼児や夜間の通行人が転落の危険があります。安

全対策を要望します。 

 

 

 

 写真 原宿５－１８付近の状況 

 

 

 

 

 

１３７・下倉田町４７７付近から４５０付近に通じる道路の階段部分（下倉田町４５９付近）に手摺の設置を要望します。 

この道路は、バス停「下倉田」へのルートとして地元住民の多

数が利用しています。 

 坂の途中にある「階段」で高齢者、障害者が、大変つらい思

いをしています。 

 

 

 

 

 

 写真 下倉田町４５９付近 階段 

 

 

 

１３８-１・都市計画道路下永谷大船線整備事業の進捗状況と今後の見通しについてお聞かせ下さい。 

 

１３８-２・大船停車場線整備事業について 

①上倉田郵便局前付近の電柱移設工事がいまだに完了しない。 

一刻も早く完了させるよう要望します。 

②上倉田２６８番地付近の未整備区間は相変わらず危険な状況にあります。 

用地買収の進捗状況はどうなっているのか。一刻も早く整備することを要望します。 
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１３９・上倉田町９９９番地付近の道路の路面の整備を要望します。 

 

高齢者が歩く際に躓き、雨の日は各所に水溜りができ

るなど困っています。 

 

 

 

 

 

 

 写真 上倉田町９９９番地付近 道路の状況 

 

 

 

１４０・上倉田町５００番地付近 吉倉橋たもと柏尾川右岸 草刈りと清掃を要望します。 

雑草がのびて見通しが悪い状態になっています。以前にもお願いしている箇所です。 

適切な時期を選んで、対応をお願いします。 

   

          写真 上倉田町５００番地付近の現状 

 

１４１・戸塚駅東口バスターミナル（広場・戸塚町１番地）は、一般車の乗り入れができません（６時から２４時） 

そのため、障害者を送迎する車が進入できず、エレベーターに近づけません。 

ところが、駅に荷物を運んでくるトラックなどは、交番脇の歩道スペースに乗り入れて、荷物の搬出入作業を行っていま

す。許可を受ければ利用できるスペースがあるのが実態です。 

障害者を乗せた車両が、交番脇まで乗り入れできるように関係機関で調整することも可能ではないかと考えます。高齢

者、障害者などの利便性を考えた措置をとるよう要望します。 

また、現在は、バスレーンの横断は禁止されています。そのため地上を歩いてきた利用者が、タクシー乗り場に行く際は、

地下に一旦降りて、タクシー乗り場プラットホームにまた上がるという大回りを強いられ、健常者でも大変な思いをします。

この問題の改善を要望します。 
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        写真 戸塚駅東口バスターミナル（駅前広場）上倉田側からの全景 

 

１４２・南舞岡バス通りの路面整備の工事が始まりました。早速の対応ありがとうございます。 

沿線住民から工事について、次の意見が出ています。説明をお願いします。 

①アスファルトの厚さは約５㎝と説明を聞いているが、その程度の厚さで大丈夫なのかどうか。 

②外周工事は始まりましたが、団地内のバス通りの工事はいつ行われるのか。 

   

   写真 南舞岡バス通り舗装工事の状況           舗装工事完了した路面状況 

 

１４３・舞岡町１５１２番地付近（道路向かい側 南舞岡４丁目４

６付近）の歩道が損壊しているので補修を要望します。 

 歩道の故障箇所（舞岡公園への道路）の補修・修理を土木事

務所に要望したが、まだ１箇所が直っていない。（要望箇所は

２箇所 うち１箇所は修理工事完了している） 

写真 損壊個所の状況 
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１４４・舞岡町２０番地～柏尾町１０２７番地の階段のある急な坂道に、手摺の設置を要望します。 

高齢者の利用が多いこと、雨、冬の雪の日に滑って危険なため、大変困っています。 

   

    写真 当該箇所を下の方から見た状況           途中下から見た階段の状況 

 

 

１４５・「福寿歩道橋」（環状２号線に架かる歩道橋）へ

の平戸４丁目側入り口付近の放置自転 

対策を改めて要望します。 

 

前回「申し入れ」（１２２項）後、対応して頂き、一時改善

しましたが、臨時駐輪場が満車状況になり、以前以上

に違法駐輪が増えています。 
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《戸塚駅周辺開発事務所への要望》 

 

１４６・トツカーナ清源院前入口、一階に下りる階段が危険です。 

手摺の設置など改善を要望します。 

トツカーナの他の出入り口の階段と比較して、踏み面が狭く、勾配がきつく思えます。 

 

      写真左 上から見た状況 

            写真右 下から見た状況 

 

１４７・トツカーナには、駅への通路にエスカレーターが数多く設置されています。 

先の大震災の際は、緊急停電で、どのエスカレーターもいきなりストップしました。 

こうした事態のときに、エスカレーターでの転倒事故が心配です。 

手摺につかまっていれば、緊急の際にも対応できて安全だと思われます。 

日頃から「（急停止の場合など、とっさの時の）安全のため手摺につかまって利用して下さい」とのアナウンスを日頃から

行うよう要望します。 

 

１４８・障害者の立場からのお願いです。 

トツカーナのタクシー乗降場にエスカレーターの設置を要望します。 
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《戸塚警察署への要望》 

 

１４９・深谷町２３４番地（ヨークマート）付近（道路向かい側 

原宿３丁目５８付近）で、深谷交差点方向から来て右折す

る車両が多い。 

ここは、対向車線は下り坂でカーブを過ぎてスピードが出る

ところです。 

深谷交差点からの車両は、上り坂でアクセルを踏み込んで

いる時にあたります。 

こういう状況で、ヨークマート付近で右折車があるのは大変

危険です。 

右折禁止等、交通安全対策を要望します。 

 

写真 中央の車が右折のため停止 左のダンプは車線変更してかわした直後 右側道路から出てくる車 

右車線の前方から直進の車 

 

１５０・国道 1 号線「聖母の園」前信号の下り車線の「停止線」位置を数メートル原宿交差点側に移動・後退させるよう要

望します。 

原宿団地方面から 1 号線に出る車両が、停車車両があるため出られず困っています。 

 

１５１・戸塚駅西口側大踏切際の交差点の交通安全対策を要望します。 

 

バスターミナル（日立ソフト工場）から駅方向に向かっている車の運転者は、横断者を優先させながら、踏切を通過してく

る車両を優先させ、横断歩道以外を歩く歩行者の動向など、注意すべき事が多く、大変な緊張を強いられます。        

写真 大踏切そば交差点の状況 
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１５２・東俣野町１７４１番地付近 元杉本金属工場跡を大規模墓地として開発する計画があります。環境を守ろうと地域

住民が反対運動を行っています。 

地域の環境を守り、住民意思を大切にする観点から、区役所としても可能な限りの対応をされるよう要望します。 

      

 

１５３・深谷町１９００番地付近 市街化調整区域にもかかわらず樹木が伐採され、事実上の開発工事が行われています。

このままでは貴重な森が丸裸になってしまいます。緑を守れるように急いで手立てを講じていただくよう要望します。 

   

 

１５４・「国民健康保険料の滞納額について、区役所の窓口とも相談の上で、分納していたのに、突然『全額払わないと

差し押さえる』との連絡が届いた。全額納付はとてもできない。困っている。」 

 このような事例が、６月後半から相次いで寄せられています。 

 国保料の滞納には、それぞれ背景に様々な事情があり、一律に扱うことはできない問題です。 

 相談のあった事案については、担当部署に個別に問い合わせます。 

 区長におかれては、戸塚区における「国保料滞納処理の業務が区民の立場に立って丁寧に行われているのかどうか」、

検証していただくよう要望いたします。 
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１５５・戸塚町３８９９付近の町内会役員の方からの声です。 

「家の前の道路を毎朝清掃している。煙草の吸殻が何本も捨てられている。行政でもマナーの向上に力を入れて欲し

い。」 

 この地域に限られる問題ではないのが実態だと思います。区役所としての対応、対策をお示しください。 

 

１５６・戸塚駅東口の江ノ電バス降車場所（駅側から 1 番目、3 番目のプラットホーム）でバスを降りると階段しか無く、障

害者、高齢者など交通弱者が大変困っています。改善を要望します。 

 

   

 

１５７・川上団地→東戸塚 通勤時間帯のバスの本数を増やして欲しい。 

現在のダイヤは写真の通り。 
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戸塚土木事務所 

１５８・原宿５－１２－２０付近の狭隘道路は、公道と聞いていますが、未舗装の路面は泥が流され大きくくぼみ、Ｕ字溝

は蓋が壊れています。 

 利用者は、乳幼児を連れた人、子供、買い物に行く近所の住民など、多くの人が通ります。ここを通るのは危険です。 

安心して通れるように急いで改修していただくよう要望します。 

    

 

１５９・原宿５丁目１３－８付近の道路（環状 4 号原宿六浦線に交差する道路）の真ん中に下水溝があり、その下水に沿

って舗装面に「深さ 3 センチメートル程度の溝条」の段差があります。歩行者は躓き、自転車のタイヤが引っかかって転

倒するなど困っています。 

 安全に通行できるように路面の補修を要望します。 
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１６０・戸塚西公園（深谷町１０４５番地付近）のトイレが使用できない状態（施錠）が続いています。 

大きな公園で子供たちに人気の長い滑り台がある素晴らしい公園です。 

立派なトイレがあるのに使えないのは困ります。安心して利用できません。 

使用できるようにしていただくよう要望します。 

 

   

 

１６１・深谷町２５番地付近の歩道 雑草が生い茂り、その中にゴミが捨てられています。通学路であり危険なので、急い

で雑草刈り取りを要望します。 

  

     

 ＊早速、対応していただき、きれいになっていました。(７月３１日時点) 
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１６２・汲沢町４００番地付近 汲沢御所水公園のトイレが長期間閉鎖されたままになっています。（トイレと水飲み場が

壊されたままになっている状況です。） 

 公園のトイレ・水飲み場は、是非必要で、貴重です。 

安心して使えるように修理、復活することを要望します。 

 

   

 

１６３・大船停車場線拡幅整備事業の進捗を急いで下さい。 

未整備区間は、歩行者、自転車の通行の安全が脅かされています。 

解決は急を要します。 

上倉田町２６８番地付近の用地取得が、ネックと聞いていますが、あまりにも時間がかかりすぎです。速やかな対応を要

望します。 
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１６４・吉田町１０６３番地付近 坂道の階段部分に手すり設置を要望します。 

 

     

 

１６５・戸塚駅西口デッキ トツカーナ側の階段が使えません。ふさがれています。通れるようにすることを要望します。 

それとも別の用途が考えられているのでしょうか。 

そうであるならば、その計画をお示しください。 

 

   

 

戸塚警察署 

１６６・「汲沢２丁目１０番地付近 夜中に家の窓が開けられそうになり、気になって出てみたら、壁が汚され、窓の下に古

い雑誌が数冊散乱しているなど、だれかが敷地内に侵入したことが明らかにわかる状況でした。静かな住宅街なので、

それ以来、毎日不安な気持ちですごしています。 

こうした心配の声が、いくつも寄せられています。 

この地域の最近の事情を説明いただくとともに、パトロールの強化など対応をお願いします。 
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１６７・下倉田町１３５０番地付近 都市計画道路（信号・遠望橋）から幸ケ丘地域へ入ってすぐの三叉路は、どの方向か

らも停止標識がありません。交わる道路に高低差がある為に交差点付近の見通しが悪く、事故の危険があります。 

交通安全のため現場の状況に合わせ、どちらかに「止まれ」標識の設置を要望します。 

 

   

 

１６８・上倉田町２１００付近（東電舞岡変電所前）の信号機(上倉田北)について。 

歩行者用信号の設置角度が適切でなく、変電所側で待っている歩行者が、誤って「赤」信号で横断しようとして車道に出

ることがあり大変危険。適切な角度に直すことを要望します。 

 

     

 

≪戸塚区役所≫ 

１６９・戸塚駅東口駅前広場（デッキ部分を含む）を安心、便利な駅前広場に改良することを速やかに実施するよう要望

します。 

 一日に何万人もの市民が利用・通行する戸塚駅東口駅前広場は、使い勝手が悪く、とりわけ交通弱者にとって事実上

利用できない状況が長期に続いています。 

 困難な理由をあれこれあげるのではなく、一刻も早く改善策を具体化、実施する必要があります。そのために区役所が

関係部局との調整機能を発揮すべき課題と考えます。 

 戸塚駅東口広場が、安心・便利に改善されることを重ねて要望いたします。 

 

１７０・第３地区以西（国道１号線・旧バスセンターから日立入り口交差点と柏尾川で囲まれる区域）のまちづくりについて

は、区役所跡地、旧バスセンター跡地、スーパー石黒前の土地など市有地の有効活用を含め、地域の歴史やつながり
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を十分考慮し、地元の合意をはかり、地域の活性化を図れる「まちづくり」を推進することを要望します。 

 

１７１・建築相談が、何時でも気軽にできる窓口を区役所に設置することを要望します。 

建築確認手続きが民間でできるようになり、それに伴い各区の建築主事が廃止されました。その結果、市民が建築にか

かわる身近な相談を持ち込む窓口を失うことになっています。この間、市民からは、建築にかかわる相談が多数寄せら

れています。 

具体的な事例をいくつか紹介します。 

・「隣に新築住宅が建つことになったが、事前に何の挨拶、連絡もなく工事が始まった。境界ぎりぎりに基礎がつくられ、

工事の時には自分の敷地が掘り返された。」 

・「工事中の作業は、越境して自宅敷地内を勝手に使われ、庭は泥だらけ、水道を許可なく使われた。」 

・「工場跡地にパチンコ施設建設計画が明らかになった。近隣住民で反対署名を始めたが、今後どう対応すればよいの

か」 

・｢市街化調整区域内で開発工事が行われ、そこに鉄骨の建物がたてられ始めた。｣ 

・｢ミニ開発で建売住宅 10 数棟が出来るようだ。事前の説明もなく工事が始まる。｣ 

 

こうした相談事があるにもかかわらず相談するところが無く、悩んでいる市民が多数いるのが現状です。家の新築や改

修の時にも、また近隣に建築工事が行われる場合にも、市民はいろいろな事を感じます。その時に、すぐに相談できる

行政の窓口が必要です。 

 

１７２・戸塚区の「災害対策・防災計画」を見直すにあたっては、「戸塚区の地域的特性を十分考慮し反映させる」とともに、

「区民の日常生活の現場(地域・学校・職場等)から発した計画の具体化を図り、それを積み上げることを要望します。 
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１７３・「深谷通信隊基地に放射能汚染土が持ち込まれている」との情報がありますが、その「真偽及び事実関係」の確

認を要望します。 

「深谷通信基地に野球用グランドが新たにつくられ、そこに、相模補給廠から放射能汚染土が持ち込まれている」との話

が、通信隊周辺の地域に広がっています。事実とすれば、周辺には保育園、幼稚園、学校があり、幼い子供もいる。通

信隊の中で遊ばせる機会も多く心配なので事実関係を調査し、公表されたい。 

 

   
 

１７４・バスターミナル（日立ソフト工場前）までのバス路線を、バスセンター（第一交通広場）が終点とすることを要望しま

す。 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

１７５・上倉田郵便局付近の電柱移設の作業を一日も早く完了させ、既設電柱を撤去し、歩行者の安全をはかることを

要望します。 
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１７６・障害者をはじめ交通弱者とされる利用者が、安心して利用できる東口に改良することを緊急・切実に要望します。

（１６９項目と共通） 

ラピスⅠ・１階通路北側出口にあるスロープは、道路との接点部分の段差が大きく利用できません。実際ここを利用する

交通弱者は、皆無の状況です。 

この段差を解消し利用しやすくする。または、地下に下りる階段左側通路にある階段の片側を「スロープ化」し、その前面

の「車道と歩道の段差を解消する」など、現状でも改善の余地はあると考えます。 

 

   

 

１７７・矢部町６１５番地付近・拡幅整備が出来ないで残っている地点(駐車場のところ)の整備をすすめ、歩行者、自転車

利用者の交通安全をはかることを緊急・切実に要望します。 

 

１７８・上矢部町２６３９番地～２６８３番地付近（JR 線路わき道路）の電柱７本程度を道路わきに移設して有効幅員を広

げ、少しでも安全性を高めることを要望します。 

この道路は、歩行者、自転車利用者にとって、狭く大変危険です。 

 

   



 19/30 

 

≪戸塚駅周辺開発事務所≫ 

１７６（区役所と重掲）・障害者をはじめ交通弱者とされる利用者が、安心して利用できる東口に改良することを緊急・切

実に要望します。 

ラピスⅠ・１階通路北側出口にあるスロープは、道路との接点部分の段差が大きく利用できません。実際ここを利用する

交通弱者は、皆無の状況です。 

この段差を解消し利用しやすくする。または、地下に下りる階段左側通路にある階段の片側を「スロープ化」し、その前面

の「車道と歩道の段差を解消する」など、現状でも改善の余地はあると考えます。 

    

 

１７９・戸塚駅西口再開発公益施設に出来る「市民ホール」が、１０００席以上の規模となるよう要望します。 

公益施設に出来る市民ホールは、４５０席規模と聞いていますが、戸塚公会堂や男女参画センターホールなどと同規模

であり疑問を感じます。１０００席以上の規模のホールが必要だと思われます。可能な限り規模を拡大するよう計画の変

更を要望します。 

 

１７０（区役所と重掲）・第３地区以西（国道１号線・旧バスセンターから日立入り口交差点と柏尾川で囲まれる区域）のま

ちづくりについては、区役所跡地、旧バスセンター跡地、スーパー石黒前の土地など市有地の有効活用を含め、地域の

歴史やつながりを十分考慮し、地元の合意をはかり、地域の活性化を図れる「まちづくり」を推進することを要望します。 
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≪戸塚警察署≫ 

１８０・上倉田交差点の「斜め横断禁止」の看板を所定の位置に設置し直すこと、及び、「歩車分離式信号」であることを

周知する工夫をすることを要望します。 

上倉田交差点については、「歩行者信号青の間隔をさらに延ばして欲しい」との要望が多数寄せられます。しかし、歩行

者「青」は、２５秒程度で短いわけではありません。短いと感じるのは、歩車分離式をスクランブル方式と勘違いしている

からではないかと思われます。 

歩車分離式は、「斜め横断ができない」ことを周知する必要があります。 

現場を見ると２枚ある「斜め横断禁止」の看板は、一枚は倒れて道路わきに裏返しになり、一枚は交差点から離れたとこ

ろに立っている状況です。歩行者の安全のために改善をお願いします。 

 

   

 

１８１・戸塚駅東口駅前通りの違法駐・停車の排除を要望します。 

駅前広場から通りへの出口付近（ラピスⅠの脇）に、違法駐車・停車の車両が並び、危険であり渋滞の要因ともなってい

ます。朝のラッシュ時間帯の深刻な状況を解消するために早急に手立てを講じることを要望します。 



 21/30 

≪戸塚区役所≫ 

１８２・深谷町１９００番地付近の森では、10 月 1 日現在、写真のとおり「開発行為」が行われています。周辺住民にとっ

て貴重な森でありこれ以上、緑が削られないことを切望しています。 

区役所として取りうる最大限の手立てを尽くして、森を守ることを要望します。 

   

         市街化調整区域内ですすめられる「開発」行為（10 月 1 日撮影） 

 

１８３・西口駅前にバス降車場が出来ました。終点はこれまで通りバスセンターと聞いていますが、車内での案内が不十

分なため、駅前で下りなければならないと思ってほぼ全員下りてしまいます。旭町へ買い物に行きたい時には、遠回りに

なって困ります。高齢者にもわかるように、「車内でのアナウンス」を丁寧にしてほしい。（戸塚町での「会合」で、参加者

から出た要望） 

     

       西口駅前に出来たバス専用降車場 



 22/30 

 

１８４・上倉田町２０１８－２番地付近 戸塚駅方面バス停・変電所前 バス待ちスペースが小さく困っています。新しく住

宅が出来て、バス停を挟んで車の出し入れが行われます。 

歩道にある植え木を退けるか縮小できれば、ゆとりが出来ると思います。改善を要望します。 

 

   

植え込み手前と停留所先から車が出入りする 

 

１８５・戸塚バスセンターの「バス待ちスペース」にイスの設置を要望します。 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１８６・小雀町 1913 遠藤宅 隣の宅地が元の所有者から他の人に所有権が移ったと聞いているが、建物は解体され宅

地が長期間放置され、荒れ放題になっている。 

雑草が生い茂り、火事や防犯の点から大変心配です。しかし、所有者が所在不明で連絡できません。雑草の刈り取りな

ど対策を要望します。 

 

   

雑草がそのままの空き地（小雀町） 

 

１８７・戸塚町３４８６番地付近 写真のとおり、道路の上を大きな樹木が蔽っています。 

先日の台風 15 号の時には、樹木が倒れ、大きな枝が折れて道路をふさぎ大変困りました。 

樹木の伐採など適切な安全対策を要望します。 

    

大きな樹木が、道路や電線に蔽いかぶさっている 



 24/30 

 

１８８・下倉田町５７８番地付近 近隣数軒の宅地が、道路面よりやや低いために、先の台風 15 号の際、床下浸水一歩

手前の状況になりました。 

その時は、近所で協力して対応し、事なきをえました。 

今後、大雨の時に被害が出ないように対応していただくよう要望します。 

 

   

左のコンクリートと右のブロックまで水が上がった 

 

１８９・舞岡町 20 番地～柏尾町 1027 番地付近の坂道に手すりを設置する件(申し入れ番号 144)について、現在の検討

状況をお答え下さい。 

    

手すり設置の要望箇所 
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１９０・舞岡町１４－５付近 公道と私道が連続していて、一般の通行がなされています。 

私道部分は固定資産税を払い続けています。何か軽減措置があるでしょうか、うかがいます。 

 

   

 公衆用道路として使われている「私道」 

≪戸塚警察署≫ 

１９１・川上町 4 番地付近・東戸塚地区センター前信号は押しボタン式です。 

地区センター、ケアプラザを利用する障害者は、歩行者横断の時間が短く困っています。 

１０月２日に計測したところ、約１３秒でした。 

健常者は大丈夫ですが、障害者、高齢者は間に合っていませんでした。 

障害者用信号方式に変更するとともに、歩行者横断時間を長くすることを要望します。 

 

   

東戸塚地区センター・ケアプラザの前の信号 
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≪戸塚区役所≫ 

１９２・戸塚町２００－１３付近 建築基準法第４２条第２項（いわゆる「２項道路」）と判断される道路上に、フエンスが構

築されていること、加えて、新たに何かを構築する準備が進んでいること等、通行できない状況がつくられています。 

２項道路の機能が確保されるよう、必要な措置を要望します。 

   

 

１９３・戸塚駅西口交番が従来の位置におかれています。再開発工事が進行中であることとも関係して、交番がどこにあ

るのか判らない実情にあります。 

駅前交番にふさわしく、わかりやすい交番にすることを要望します。 

また、場所を移動するなど、今後の見通し・計画があるのであれば、説明を求めます。 

 

   



 27/30 

 

１９４・１０月２０日 午後２時ごろに発生したことです。 

ＢＡＳＦコ―ティングスジャパン（旧日本油脂）工場付近の柏尾川土手中段のジョギングコースを、上流方向に歩いていた

女子高生が、自転車に乗り下半身を露出した男に追跡される事態が発生しました。男は、自転車で執拗に追いかけ付き

まといました。女子高生は、必死に逃げて、自宅（上倉田町）に駆け込み、難を逃れたものの、恐怖とショックで口もきけ

ない状況になり、数日間は、一人で外に出るのが怖いと閉じこもっていたとのことです。 

柏尾川の河川敷は、散歩、ジョギングなど、子供から高齢者まで、気軽に利用するところです。安心・安全確保のために

必要な対応を要望します。 

   

 

１９５・地域の公園、通学路などの放射能汚染状況を測定してほしいとの要望が、私どもの事務所に相次ぎ寄せられて

います。 

きめ細かな測定があってこそ、必要な対策が行えます。 

こうした地域住民からの、測定要望に応じられるよう、区役所に必要な測定機材の整備と体制の確立を要望します。 



 28/30 

１９６・柏尾町 875 番地付近 県営柏陽台団地の建設に伴い周辺住宅の電波障害対策として共同アンテナが設置され、

各住宅へのケーブルが敷設されました。 

しかし、今日では、この設備は不要となっています。 

柏尾町 875 番地付近には、ケーブルのための鉄製ポールが何本かそのまま残されています。ポールの腐食が進み、

今にも倒壊しそうな状況になっています。当該地点は、通学路であり、子供たちの集合場所でもあり大変心配です。 

ポール及び残っているケーブルの撤去を要望します。 

 

   

 

１９７・名瀬町 2914-5 番地他付近に建築中の住宅（建売住宅と思われる）は、建物の一部が、隣地及び市道に越境して

いると思われます。 

越境された隣地の所有者は、建築主と境界をめぐって紛争中となっています。 

市道への越境の疑いについては、市として厳正な対処を求めます。 

こうした建築にかかわる問題は、相談する窓口がありません。区役所に建築事務所をぜひ復活することを要望します。 

   



 29/30 

≪戸塚土木事務所≫ 

１９８・国道１号線から原宿１丁目・戸塚台住宅地域へのアクセス道路の改善を要望します。 

１号線上り方向車線から戸塚台住宅地域にアクセスするのは、大変困難です。 

周辺交差点で右折可能なのは、原宿交差点および大阪上出口を経てトンネルの先のみで、ここを利用した場合、住宅地

までは、狭い道路を通るルートになります。原宿１丁目周辺住民は、日常的に困っていますので、抜本的な改善策を要

望します。 

（別図・吹上交差点周辺地図 参照） 

１９９・戸塚町３２００番地付近 市道の一部から湧き水が浸み出しています。そのため、坂道状の路面が何時も濡れて

いて、夏場はコケで、冬は凍って滑って、転倒する歩行者もいます。 

安全な路面に改修することを要望します。 

   



 30/30 

 

２００・吉田町 1063 番地付近 市道（坂道階段有り）脇ノリ部分に大きな倒木があり、今にも下に崩れ落ちそうで大変危

険です。現状では、ロープで引っ張り支えていますが、何時までも耐えることはできません。 

倒れて落下する際には、株もろともとなるので、路肩の崩壊につながります。 

早急に安全対策を要望します。 
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	１５６・戸塚駅東口の江ノ電バス降車場所（駅側から1番目、3番目のプラットホーム）でバスを降りると階段しか無く、障害者、高齢者など交通弱者が大変困っています。改善を要望します。
	１５７・川上団地→東戸塚　通勤時間帯のバスの本数を増やして欲しい。
	１５８・原宿５－１２－２０付近の狭隘道路は、公道と聞いていますが、未舗装の路面は泥が流され大きくくぼみ、Ｕ字溝は蓋が壊れています。
	１５９・原宿５丁目１３－８付近の道路（環状4号原宿六浦線に交差する道路）の真ん中に下水溝があり、その下水に沿って舗装面に「深さ3センチメートル程度の溝条」の段差があります。歩行者は躓き、自転車のタイヤが引っかかって転倒するなど困っています。
	１６０・戸塚西公園（深谷町１０４５番地付近）のトイレが使用できない状態（施錠）が続いています。
	１６１・深谷町２５番地付近の歩道　雑草が生い茂り、その中にゴミが捨てられています。通学路であり危険なので、急いで雑草刈り取りを要望します。
	１６２・汲沢町４００番地付近　汲沢御所水公園のトイレが長期間閉鎖されたままになっています。（トイレと水飲み場が壊されたままになっている状況です。）
	１６３・大船停車場線拡幅整備事業の進捗を急いで下さい。
	１６４・吉田町１０６３番地付近　坂道の階段部分に手すり設置を要望します。
	１６５・戸塚駅西口デッキ　トツカーナ側の階段が使えません。ふさがれています。通れるようにすることを要望します。
	１６６・「汲沢２丁目１０番地付近　夜中に家の窓が開けられそうになり、気になって出てみたら、壁が汚され、窓の下に古い雑誌が数冊散乱しているなど、だれかが敷地内に侵入したことが明らかにわかる状況でした。静かな住宅街なので、それ以来、毎日不安な気持ちですごしています。
	１６７・下倉田町１３５０番地付近　都市計画道路（信号・遠望橋）から幸ケ丘地域へ入ってすぐの三叉路は、どの方向からも停止標識がありません。交わる道路に高低差がある為に交差点付近の見通しが悪く、事故の危険があります。
	１６８・上倉田町２１００付近（東電舞岡変電所前）の信号機(上倉田北)について。
	１６９・戸塚駅東口駅前広場（デッキ部分を含む）を安心、便利な駅前広場に改良することを速やかに実施するよう要望します。
	１７０・第３地区以西（国道１号線・旧バスセンターから日立入り口交差点と柏尾川で囲まれる区域）のまちづくりについては、区役所跡地、旧バスセンター跡地、スーパー石黒前の土地など市有地の有効活用を含め、地域の歴史やつながりを十分考慮し、地元の合意をはかり、地域の活性化を図れる「まちづくり」を推進することを要望します。
	１７１・建築相談が、何時でも気軽にできる窓口を区役所に設置することを要望します。
	建築確認手続きが民間でできるようになり、それに伴い各区の建築主事が廃止されました。その結果、市民が建築にかかわる身近な相談を持ち込む窓口を失うことになっています。この間、市民からは、建築にかかわる相談が多数寄せられています。
	１７２・戸塚区の「災害対策・防災計画」を見直すにあたっては、「戸塚区の地域的特性を十分考慮し反映させる」とともに、「区民の日常生活の現場(地域・学校・職場等)から発した計画の具体化を図り、それを積み上げることを要望します。
	１７３・「深谷通信隊基地に放射能汚染土が持ち込まれている」との情報がありますが、その「真偽及び事実関係」の確認を要望します。
	１７５・上倉田郵便局付近の電柱移設の作業を一日も早く完了させ、既設電柱を撤去し、歩行者の安全をはかることを要望します。
	１７７・矢部町６１５番地付近・拡幅整備が出来ないで残っている地点(駐車場のところ)の整備をすすめ、歩行者、自転車利用者の交通安全をはかることを緊急・切実に要望します。
	１７８・上矢部町２６３９番地～２６８３番地付近（JR線路わき道路）の電柱７本程度を道路わきに移設して有効幅員を広げ、少しでも安全性を高めることを要望します。
	１７６（区役所と重掲）・障害者をはじめ交通弱者とされる利用者が、安心して利用できる東口に改良することを緊急・切実に要望します。
	１７９・戸塚駅西口再開発公益施設に出来る「市民ホール」が、１０００席以上の規模となるよう要望します。
	１７０（区役所と重掲）・第３地区以西（国道１号線・旧バスセンターから日立入り口交差点と柏尾川で囲まれる区域）のまちづくりについては、区役所跡地、旧バスセンター跡地、スーパー石黒前の土地など市有地の有効活用を含め、地域の歴史やつながりを十分考慮し、地元の合意をはかり、地域の活性化を図れる「まちづくり」を推進することを要望します。
	１８０・上倉田交差点の「斜め横断禁止」の看板を所定の位置に設置し直すこと、及び、「歩車分離式信号」であることを周知する工夫をすることを要望します。
	１８１・戸塚駅東口駅前通りの違法駐・停車の排除を要望します。
	１８２・深谷町１９００番地付近の森では、10月1日現在、写真のとおり「開発行為」が行われています。周辺住民にとって貴重な森でありこれ以上、緑が削られないことを切望しています。
	１８４・上倉田町２０１８－２番地付近　戸塚駅方面バス停・変電所前　バス待ちスペースが小さく困っています。新しく住宅が出来て、バス停を挟んで車の出し入れが行われます。
	１８５・戸塚バスセンターの「バス待ちスペース」にイスの設置を要望します。
	１８６・小雀町1913　遠藤宅　隣の宅地が元の所有者から他の人に所有権が移ったと聞いているが、建物は解体され宅地が長期間放置され、荒れ放題になっている。
	１８７・戸塚町３４８６番地付近　写真のとおり、道路の上を大きな樹木が蔽っています。
	１８８・下倉田町５７８番地付近　近隣数軒の宅地が、道路面よりやや低いために、先の台風15号の際、床下浸水一歩手前の状況になりました。
	１８９・舞岡町20番地～柏尾町1027番地付近の坂道に手すりを設置する件(申し入れ番号144)について、現在の検討状況をお答え下さい。
	１９０・舞岡町１４－５付近　公道と私道が連続していて、一般の通行がなされています。
	１９１・川上町4番地付近・東戸塚地区センター前信号は押しボタン式です。
	地区センター、ケアプラザを利用する障害者は、歩行者横断の時間が短く困っています。
	１９２・戸塚町２００－１３付近　建築基準法第４２条第２項（いわゆる「２項道路」）と判断される道路上に、フエンスが構築されていること、加えて、新たに何かを構築する準備が進んでいること等、通行できない状況がつくられています。
	１９３・戸塚駅西口交番が従来の位置におかれています。再開発工事が進行中であることとも関係して、交番がどこにあるのか判らない実情にあります。
	１９４・１０月２０日　午後２時ごろに発生したことです。
	１９５・地域の公園、通学路などの放射能汚染状況を測定してほしいとの要望が、私どもの事務所に相次ぎ寄せられています。
	１９６・柏尾町875番地付近　県営柏陽台団地の建設に伴い周辺住宅の電波障害対策として共同アンテナが設置され、各住宅へのケーブルが敷設されました。
	１９７・名瀬町2914-5番地他付近に建築中の住宅（建売住宅と思われる）は、建物の一部が、隣地及び市道に越境していると思われます。
	１９８・国道１号線から原宿１丁目・戸塚台住宅地域へのアクセス道路の改善を要望します。
	１号線上り方向車線から戸塚台住宅地域にアクセスするのは、大変困難です。
	１９９・戸塚町３２００番地付近　市道の一部から湧き水が浸み出しています。そのため、坂道状の路面が何時も濡れていて、夏場はコケで、冬は凍って滑って、転倒する歩行者もいます。
	２００・吉田町1063番地付近　市道（坂道階段有り）脇ノリ部分に大きな倒木があり、今にも下に崩れ落ちそうで大変危険です。現状では、ロープで引っ張り支えていますが、何時までも耐えることはできません。

