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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≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３３６・ 汲沢七丁目建売住宅(３戸)建築現場の現況について 

本件は、申し入れで何度か状況をお知らせしてきましたので、 終段階の状況について報告しま

す。 

現場は３棟の住宅がほぼ完成に近い状態になっています。 

市建築局の指導により、無許可・違反の擁壁は約８０㎝削って低くなり、建物の地盤面は従前の

地盤面とされたため建物の高さも両隣の住宅とほぼ同じ程度となりました。 

６月１３日、近隣住民と建築主の不動産会社が現場で協議を行いました。協議では、「事業者が一

連の乱暴な工事のやり方、近隣の被害等に対して謝罪するとともに被害の補償を行うこと」につい

て合意。合意内容は文書にして取り交わすとなりました。 

  

写真左側 80cm 擁壁切り下げ部分      屋根の高さ隣の住宅とほぼ同じに 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３３７・ バスセンター前交差点の視力障害者用の歩行者横断中の音声信号が夕方 6 時で音が出な

くなるようにセットされています。 

視力障害の人は、「18 時以降、出歩くなと言っているようなものではないのか。せめて 21 時まで、

音を出して案内してほしい」との要望がおりました。 

 当事務所は、6 月 24 日午後 5 時 50 分から 6 時 10 分の間、実地調査を行ったところ、指摘のあっ

たとおり午後 6時で音声信号は、聞こえなくなりました。 

バリアフリー法の趣旨に照らし、このまま放置できませんので、至急改善を要望します 
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バスセンター前交差点             斜め横断者の状況 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫  

３３８・ 戸塚駅東口ぺデストリアンデッキ「喫煙コーナー」(ラピスⅡ手前)について 

以前から何度か要望している課題です。 

戸塚駅東口ぺデストリアンデッキ ラピスⅡの手前にある｢喫煙コーナー｣のところを通行する方

から、「東口喫煙場所の煙がひどい 撤去か場所移動等の対策をしてほしい」との意見が引き続き多

数寄せられています。 

 近の状況としては、喫煙のために立ち寄る人が非常に増えているように見受けます。平日朝・

夕の時間帯では入れ替わり立ち替わり喫煙する姿があり、常時 20～30 人が喫煙中状態になり、あた

りに煙がたちこめます。 

こうなるとラピスⅡに行くにも、地上階への階段を使う場合も煙草の煙を避けられない状況です。

色々経過があると思われますが、受動喫煙が健康に与える影響が問題になっている時です。対応・

改善策を要望します。 

  

6 月 24 日昼 12：00 頃  ｢喫煙場所｣の状況  6 月 24 日 17：40 頃 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

３３９・ 吉倉橋たもと～戸塚駅南側東西地下通路(トンネル)入口にかけての河川管理道路の清掃及

び管理について 

 

①上倉田町 500 番地付近（吉倉橋たもと～吉倉ビルにかけて）の雑草の清掃を出来るだけ速やかに
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実施することを要望します。 

  

雑草の状況（6 月 25 日） 

 

②吉倉橋たもと～戸塚駅南側東西地下通路(トンネル)入口にかけて、不動産会社の宣伝用のぼり旗

が道路施設を利用して多数掲出されています。 

この通りには飲食店、利用店、美容院、介護事業所、その他、多数の事業者の店、事務所があり

ますが、これらの事業者は、これまである程度の節度をもって｢お店の宣伝｣をしています。 

のぼりを多数掲出しているのは５月ごろに入居してきた不動産会社です。 

現状を放置すれば、どこの店も同じように出せることになり、収拾がつかなくなります。既存のお

店からは、「商売を営む者のマナーとしても許されない」との声が上がっています。 

 また車の駐車を写真のようにしているため、地下道を通る歩行者、自転車の交通安全を阻害して

います。（写真後ろの白い車は介護事業者のもの） 

道路管理者として、当該不動産会社に厳しく指導し、改善させるよう要望します。 

 

  

看板・ノボリの状況          ノボリ・看板、駐車の状況 
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ノボリの状況             ノボリ・看板、駐車の状況 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３４０・ 申し入れ項目「１５６・」について再度要望します。 

項目１５６・は、「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。」と言う内容です。 

戸塚駅東口交通広場の使い勝手については、さまざまな苦情、要望が引き続き多数寄せられます。 

現時点は、戸塚駅周辺の再開発・整備事業の大詰めを迎えている時期でもあり、事業の完成に向

けた計画のなかに、東口交通広場の改善策を取り入れるべきだと考えます。 

これまでに区民から寄せられている様々な意見・提案・要望への対応をどのようにするのか伺い

ます。 

 

≪戸塚警察署≫ 

３４１・ 上倉田町 493～498 番地付近・アピタ前交差点（信号・上倉田）の横断歩道標示のペン

キが消えかかっています。 

横断する歩行者が非常に多い交差点ですので、速やかな修復を要望します。 

 

  

横浜銀行とアピタの横断歩道    アピタと吉田町側の横断歩道（写真中央） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３４２・ 実方宅の固定資産税の件について 

本件は、2012 年３月 26 日付の申し入れ項目（２２６・）です。その後、市道路局、財政局が対応

していただき、固定資産税の一部減額が５年間分遡及して適用されました。 

しかし、実方さんは、｢当方に落ち度はないのに５年間の遡及では納得できない。｣としています。 

 あらためて、本人との話し合いの場を設定し、納得できる解決策を示していただくよう要望しま

す。 

 

≪参 考≫ 

≪戸塚土木事務所≫ 

２２６・上倉田町 1932 番地 実方宅敷地内の下水（水路状になっている部分）について「調査」（公

私の区分、税の扱い等）をお願いします。 

  

懸案の水路部分 

 

≪戸塚区役所≫ 

３４３・ 申し入れ項目「１２７・」について問い合わせ 

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は、あと一歩のところ

で実現できなかったと聞いています。 

しかし、その後も、バス路線の開設を望む声は、繰り返し寄せられます。当該地域には、バス路

線が是非必要と思われます。 

その後、この案件についてはどのようになっているか、直近の状況について伺います。 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３４４・ 2013 年 2 月 21 日付の申し入れ項目「３０６・」について 

本件は、上矢部町５６７番地付近から５６０番地付近にかけての狭隘道路の安全対策の要望です。 

関係部局から回答をいただいている案件ですが、事態は、なんら変わっていないため、住民から

の改善要望が引き続き出ています。 

抜け道道路として通過する車両のマナーは一向に良くなりません。個人宅のフェンス等に損害を
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与えてもそのまま逃げ去ってしまったり、通学の子供たちが警笛を鳴らされて道路わきに追いやら

れたりと目に余ります。 

今後、交通事故や住宅の被害につながる問題が起こった場合は、関係機関に連絡するので、適切

な対応をしていただくよう要望します。 

 

≪参 考≫ 

３０６・上矢部町５６７番地付近から５６０番地付近にかけての狭隘道路の安全対策を要望します。 

この道路は上矢部小学校への通学路であり、地域の生活道路です。ここを「抜け道」としてたく

さんの車両が通ります。なお、「抜け道」問題は、この地点だけでなく地域一帯に関わる課題です。 

通学時の子供たち、地域住民の安全が脅かされています。また、沿道宅地に車が乗り上げるため

水道管が破裂するなどの被害が出ています。 

安全対策を早急に講じるよう要請します。 

 

  

該当狭隘道路の状況 

 

≪戸塚区役所≫ 

３４５・ 品濃町 547 番地付近 既存・日立独身寮が解体されマンション建築計画が進められてい

ます。 

解体工事以来、工事による騒音、振動、ほこりで近隣住民が被害を受けているとともに、マンシ

ョン建設工事が完了すると従前建物より高くなるため日照被害が出ることも確実です。 

こうした問題を解決するために、市の仲介で事業者との協議を行っているが、事業者・リスト株

式会社は、調整会社を代理に立てて、直接住民と話し合うことを避けています。 

権限のない代理会社との協議では、近隣の住民は納得できません。そのため現状は、協議が整わ

ないまま工事がすすめられています。 

事業者・リスト株式会社が、近隣住民との協議の場に責任を持って出るよう、市として強力な指

導をしていただくよう要請します。 
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被害を受けている住宅側から見た現場      前面道路側から見た現場 

 

 

 

２０１３年６月２５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 


