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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≫  

３７６・ 区役所３F 多目的スペースの利用規程について 

懇親会の会場として多目的スペースを申し込んだ団体の方から、「飲食（アルコール）はできな

いと断られた」、「地域会議室でやれたことができなくて困っている」との相談が寄せられました。 

飲食可能な地域会議室が終了になるのに伴い、「多目的スペースの利用形態を検討する」とした

経過があったと承知しています。 

本件相談がありましたので、あらためて多目的スペースの利用形態についての考え方を伺います。 

≪戸塚区役所≫ 

３７７・ バス停・聖母の園前に上屋とベンチの設置要望について 

前回申し入れの際、事業者との相談を先行することになりましたので、当事務所は、１２月１３

日（金 14：00～15：00）、地元の市営住宅自治会役員及び周辺住民代表とともに、神奈川中央交

通本社を訪ねました。 

神奈中本社では、運輸計画部 計画課長 永山氏、係長 鈴木氏が対応されました。 

地元代表から、「地域住民をはじめ、聖母の園、地域ケアプラザなどの施設管理者からも上屋・

ベンチ設置の要望があること、実現のために募金を呼びかけ、地元負担分を準備したいこと」など

詳しく話されました。 

永山氏からは、「地元の要望が大変強いことがよく理解できた」、「設置しないとしているのでは

ないが、他の市や町で助成・補助があるところがどうしても優先になる｣、「横浜市にもそうした制

度があるとありがたい」、「広告主を募集して設置、維持管理まで行う広告型上屋を専門に設置して

いるエムシードゥコ―株式会社と言う事業者がある。この活用も考えてみたが、歩道の幅員等の制

約もあるようだ」、「戸塚区役所にも今日の話があったことは伝える」、「地元の熱意もあるので、バ

ス事業者、横浜市、戸塚区役所、地元のみなさんによる共同事業として実施できるとよいと考えて

いる」等の話がありました。 

バス停・聖母の園前に上屋・ベンチの設置要望が実現するように、戸塚区役所として 大限尽力

していただくことをあらためて要望します。 
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バス停・聖母の園前 付近 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３７８・ 戸塚町 1274 番地付近にカーブミラー設置要望について 

申し入れ項目３７１・（2013 年 11 月 23 日付）、及び、２４２・（2012 年５月 22 日付） 

当事務所は、１２月１６日、午前７：３０～８：３０ 地元住民のみなさんと一緒に現地調査を行

いました。 

カーブミラー設置の必要性が確認できたことに加え次のような課題があることが分かりました。 

戸塚町９９５番地付近はメーン通りがカーブしているところにいくつもの道路が交差しているた

めに以下のような問題があります。 

①バス停に向かう歩行者と車との接触の危険。 

②横断歩道が信号から１００メートル付近にあり、金井高校の生徒が自転車で横断する際の危険。 

③同上地点の住宅地に入る道路は７：００～８：３０左折禁止にもかかわらず、多くの車両が左

折して進入して来ることによる地域住民の危険。 

④その他 

戸塚町 1002～1077 番地付近の地域（下郷町内会第５～８班）の交通状況、地元の住民の意見等

を把握しこの地域の交通安全対策を検討することを要望します。 
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戸塚町９９５番地付近 交差点の状況 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚区役所≫ 

３７９・ 戸塚町 3389 番地・小林宅付近の道路整備について 

戸塚町 3387 番地～3389 番地の市道は、未舗装、未整備の状況です。小林さんの話によれば、「1990

年の自宅建替え時に、近所の住民のみなさんから道路整備のために 1ｍほどセットバックして欲し

いと言われそのようにした。しかし、それ以来、市からはなんの対応も無く今日に至っている。こ

の道路を上った先には一定数の住宅があり、住民はもちろん、郵便配達、宅配便のオートバイ、自

転車、車等も通る道路です。先日も自転車の人が転倒しけがをしました。大雨の時は道路が川のよ

うになるのでこのように荒れている。ここを整備する場合、道路沿いの地権者は、市との協議に応

じる意向である。」とのことです。現地の状況を把握した上で、整備に着手することを要望します。 

 

  

戸塚町 3389 番地付近の道路の状況 



 4

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３８０・ トツカーナ地下通路（エスカレーター～ＪＲ改札口） タイルの不具合について 

戸塚駅西口地下通路（トツカーナ地下部分 エスカレーター～ＪＲ改札口）の床タイル数枚（柱

列中心線から 7枚目あたり）が浮いています。つまずく危険があるので、点検、補修を要望します。 

 

  

トツカーナ地下通路（エスカレーター～ＪＲ改札口） 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３８１・ 西横浜国際病院前バス停（下り線）の位置を、戸塚駅側に約 30 メートル（歩道橋付近）

移動することを要望します。 

現在バス停の位置は、「東急ドライブイン前・バス停」であった時のままです。病院側に渡るには

歩道橋の所まで戻らなければなりません。上り線のバス停は歩道橋下にあります。下り線のバス停

も歩道橋下が一番都合が良いと考えます。 

  

西横浜国際病院前バス停（下り線）付近 
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≪戸塚土木事務所≫ 

３８２・ 汲沢二丁目１番地付近・プライマルシティーマンション東側敷地内通路の階段について 

通路の先にある階段は、「15 段と踊り場」を 5回繰り返し全部で 75 段あります。 

この階段には手すりも無く、高齢者や子どもを連れた人などは、通行するのに相当ストレス（危

険性や苦痛）を感じています。 

手すりの設置等、安全・安心の対策を要望します。 

 

  

プライマルシティーマンション東側敷地内通路と階段 

≪戸塚土木事務所≫ 

３８３・ 谷矢部池公園横の道路側溝蓋１枚破損の補修について 

矢部小学校付近・谷矢部池公園横（矢部町 1959 番地付近）の道路側溝の蓋１枚が破損していて危

険です。補修を要望します。 

 

  

谷矢部池公園横（矢部町 1959 番地付近）の道路側溝蓋破損状況 
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≪戸塚土木事務所≫ 

３８４・ 下倉田町 1695 番付近 ガードレール等の安全対策について 

下倉田町 1695 番付近の道路カーブ外側の一部にガードレールがありません。夜間上の方から来た

人、バイク、自転車、車が気づかず直進した場合、転落の危険があります。周辺を点検のうえ必要

な安全対策を要望します。 

 

  

下倉田町 1695 番付近 ガードレール等の状況 

≪戸塚土木事務所≫ 

３８５・ 下倉田町 1744 番地付近の階段に、手摺り設置の要望について 

下倉田町 1744 番地付近（坂道の途中）の階段に、手摺りの設置を要望します。 

 

  

下倉田町 1744 番地付近の階段 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３８６・ 上倉田町 350 番地付近の隧道（バス停・表付近 表側～コンフオール上倉田への通路）

の照明灯が数か所故障（点灯していない）しています。 

補修・取り換えを要望します。 

 

  

上倉田町 350 番地付近隧道の状況 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

３８７・ 上倉田町 509 番地付近の隧道（吉倉橋側～西口朝日橋側への通路）の照明灯が数か所故

障（点灯していない）しています。 

補修・取り換えを要望します。 

 

 

上倉田町 509 番地付近の隧道 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

３８８・ 上倉田町 381 番地付近、ＪＲ線路敷柵の老朽・破損状態について 

上倉田町 381 番地付近、ＪＲ線路敷を囲っている柵が老朽化し壊れています。誰でも容易に線路内

に立ち入ることが出来る状態になっています。子供や鉄道マニアが、立ち入る危険があります。大

事に至る前に、早急に改修・整備することを要望します。 

 

  

上倉田町 381 番地付近 ＪＲ線路敷柵の老朽・破損状態 

≪戸塚区役所≫ 

３８９・ 東戸塚駅の混雑緩和・安全対策について 

東戸塚駅の混雑緩和と安全対策については、かねてより改善を求めてきたところです。 

東戸塚駅の利便性の改善にかかわって、 近、本市と JR 東日本の間で「協定」が締結されたと

聞いています。繰り返し改善を申し入れてきた当事務所に対して、「協定」締結の経過や内容につ

いて、現時点までに横浜市及び JR 東日本横浜支社からの説明がありません。 

あらためて、経過及び内容について報告・説明を求めます。 

 

２０１３年１２月１９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 


