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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。) 

 

今回、提出する項目は、私の事務所に２月２５日～４月２１日の間に寄せられた要望です。 

なお、日本共産党横浜市会議員団は、３月中旬から市民意見をお聞きする『アンケート』を実施

しています。市会報告を掲載した「横浜市政新聞」にアンケート用紙（返信用はがき）をつけたも

のです。 

これに応じて４月２１日までに寄せられた要望のうち戸塚区にかかわる項目の一部を整理して記

述しましたので対応をお願いします。 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３０９・原宿市営住宅 １国（上り）・聖母の園前バス停（原宿 4-36 付近）がケアプラザ前に移る

予定と聞いています。 

既に車道沿いにバスベイのスペースが確保され、歩道の幅員も広くなっています。ケアプラザは市

営原宿住宅敷地内の施設であり、市の裁量で工夫できる場所です。バス待ち用のベンチ及び上屋の

設置を要望します。 

 

  

現在の「聖母の園前」バス停        バスベイが出来ているケアプラザ前 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３１０・原宿３丁目 60-１～34-1 付近の道路の安全対策を要望します。 

大正消防出張所から大正団地入口方面に向かう道路は、歩道のない狭い道路です。 近、医療セン

ターの整備に伴い、公有地が一部提供され歩行者空間が確保され改善され安全性が向上しました。

しかし、車両の交通量が大変多く、歩行者、自転車利用者にとって大変危険な状況が続いています。

一方通行にする等安全対策を要望します。 

 

  
大正消防出張所（右の白い建物）      消防出張所（左の建物）奥が歩行者空間 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３１１・立場駅に通じる鎌倉道の深谷小入口交差点、深谷交番前交差点、通信隊東側交差点（深谷

町 840 番地～汲沢町 483 番地付近）は、幅員が狭く歩道がありません。 

歩行者、自転車利用者にとって大変危険です。安全対策を要望します。 

 

  

深谷小入口交差点から立場方面           深谷交番前交差点から立場方面 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３１２・バスセンター前の歩行者信号をスクランブル方式にするよう要望します。 

たびたび取り上げている項目ですが、今回の申し入れ項目を整理する中で、同様の要望が多くの区

民から寄せられましたので、改めて検討をお願いします。 

 

 
バスセンター前交差点 歩行者信号「青」の時の様子 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３１３・旭町商店街と再開発区域の接点、戸塚町 44 番地付近（バスセンター広場下の公衆トイレ付

近）の道路に横断歩道が無く、実態は車優先になっています。 

買い物や通院の高齢者が横断する機会も多く大変危険です。歩行者優先になるよう横断歩道を設置

することを要望します。 

 

  
旭町商店街との交差部（1 号線側から）        旭町商店街から見た交差部 
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≪戸塚区役所≫ 

３１４・西口再開発地区は、「区役所の入り口が分かりにくい」、「タクシー乗り場に行きにくい」等、

「利用勝手が悪い」との声が、大変多く聞かれます。 

また、商業者からは、入居店舗も周辺の店舗も再開発完了した現段階でも営業が苦しいとの声が

多数聞かれます。 

旧・区役所周辺からは、「人の流れが激減して商売がやっていけない」、「街の活力がなくなった」

とのつぶやきが出ています。 

再開発事業が完了し、区役所も新庁舎に替わり戸塚駅西口地域は大きく変化が起こっています。 

この際、市・区役所として戸塚駅西口地域の現状及び街の声を正確に把握することが必要ではな

いかと考えます。現状・実態把握についてどのように考えておられるのかうかがいます。 

 

  

区役所 1 階入り口付近             タクシー乗り場入り口付近 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３１５・「富士橋から戸塚駅西口間（矢部町）の道路にグリーンゾーンが設置されました。しかし、

車が平気でその中に進入してきて、歩行者が大変危険です。ガードレールを設置する等、安全対策

を要望します」との声が届いています。 

 土木事務所としては、センターラインを無くし、今のように変更したところですが、この措置に

ついて周辺住民・利用者からどのような評価になっているのか、土木事務所としての評価と合わせ

てうかがいます。 

 

≪戸塚区役所≫ 

３１６・上倉田地区保健活動推進委員会から、10 月 13 日（日）の上倉田連合まつりの企画で使用

するとして「骨密度測定器の貸し出しのお願い」（４月３日付）が区福祉保健課宛に提出されていま

す。 

上倉田連合まつりにおける骨密度測定は、これまでに５回の実績を重ねている恒例の活動で地域

住民から評価を受けています。まつりの企画において骨密度測定器は是非必要な機材です。まつり

の企画・内容を決める必要があります。従来通り貸し出しが受けられるよう、担当部局として速や
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かに手続きしていただくよう重ねてお願いします。 

なお、本件は、即刻手続きし今週中（４月２６日まで）に結果を回答することを求めます。 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３１７・上倉田町 230 番地付近（横浜自動車学校横 ＪＲ線路沿い道路とＬ字路で交差する付近）

の道路は、地盤沈下等で道路が波打ち、路面に大きな穴が出来ています。 

この道路は、コンフォール上倉田団地から男女共同参画センターに至る地域住民が車で入るための

道路です。道路の改修を要望します。 

  

    路面に出来た「穴」              線路沿い道路の凹凸状況 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３１８・県道・大船停車場線のバス停・下倉田（下倉田町 250 付近）～バス停上倉田南（上倉田町

268 番地付近）は、拡幅整備事業が止まったままです。 

歩行者、自転車の通行が毎日危険にさらされています。道路整備事業の進捗状況と今後の見通しに

ついてお聞かせください。特に、なぜ進捗しないのかその原因を明確にしてください。 

  

バス停・「下倉田」から見た状況      交差点から戸塚駅方面を見た状況 
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≪戸塚土木事務所≫ 

３１９・舞岡町 1297 付近の竹やぶ（市有地と聞いている）の清掃・手入れを要望します。 

  
    竹やぶの現状                    竹やぶの現状 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３２０・南舞岡・舞岡台団地内バス道路の沿線住民は、路面・舗装改修工事（第４期分）に大変期

待し工事着手を待っております。今後の計画・スケジュールをうかがいます。 

 

  
舞岡台バス通り 未改修の部分          「5 月 7 日頃から工事予定」の看板 
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≪戸塚土木事務所≫ 

３２１・国道１号線・吉田町 910 番地付近（読売センター戸塚東部前）から不動坂に向かう約 300

ｍの間は、歩道路面の傷み（舗装の剥がれ、波打ち）がひどいため歩きにくく、自転車の通行にも

支障が出ます。改修を要望します。 

 

  

歩道路面の傷み具合           歩道路面の凹凸状況（ダイエー前付近） 

 

≪戸塚区役所≫ 

３２２・ゴミ集積場所（上柏尾町 254-2）でカラスによる被害（散乱、他）がひどいので、ゴミの

分別用箱設置等の改善を要望します。 

あわせて、「ゴミ出しルール」について啓発活動を一層強化することを要望します。 

 

  
神社前バス停付近のゴミ集積所          神社前バス停付近のゴミ集積所 

 

≪戸塚区役所≫ 

３２３・東戸塚駅は、利用者サービスがないがしろになっていて 20 年来ほとんど改善されていませ

ん。東戸塚駅を利用者の立場で、安全性、利便性を向上させるための改善を要望します。 
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３２３－① みどりの窓口の営業時間を戸塚駅と同じように延長すること、および、1 箇所しかな

い窓口を複数にすること等を要望します。 

３２３－② 改札口のあるフロアーの売店配置の変更等を行い、改札口を反対側に、もう 1 カ所設

置することを要望します。 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３２４・平戸 2 丁目 20-11～21-30 付近（平戸平和台地域）にある階段（周辺には同様の階段が何カ

所もある）が急なため大変危険。蹴上げが大きく、踏み面が狭い等のため何回も転び落下した体験

があります。急斜面地住宅地域の階段の改善を要望します。 

 

  

平戸 2 丁目・平和台地区の急階段（下から）     同 急階段（上から） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３２５・名瀬町 2303-5 付近の道路は、実際利用する人はほとんどいません。この道路の舗装が行わ

れている理由をうかがいます。 

 

  

名瀬街道側から            コンクリート舗装部分 
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≪戸塚土木事務所≫ 

３２６・緑園都市～上矢部方面を結ぶ道路（中田さちが丘線）は、長期にわたって事業がストップ

しています。進捗状況と今後の計画をうかがいます。 

 

 

 

２０１３年４月２４日      
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