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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。) 

 
今回の申し入れでは、日本共産党横浜市会議員団が５月から行っている「市民意見アン

ケート」に寄せられた要望事項（自由記入欄）を整理して提出します。 
なお、寄せられている項目は、現時点で２００項目を超えています。 
整理できたものから順次、申し入れますので対応をお願いします。 

 
◆ 第 40 回 申し入れ（項目 443・～472・）  実施日 2014 年 8 月 29 日 
 

【大正地域の要望】 
 

≪戸塚区役所≫ 

４４３・元ドリームランド入り口付近に飲食店等の誘致を要望 
元ドリームランド入り口付近（深谷町 1287付近）には、当時、小規模な商店街があり、地域にと

って大変便利でした。現在は、状況が大きく変わりコンビニが 1 店舗あるだけです。地域住民や薬

科大学生等が利用できる店舗、飲食店等の出店の可能性について検討を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「衣料品・食料品・ドラッグストア等はありますが、気の利いた飲食店、日用雑貨などのお店が

ありません。マック、ミスタ－ド－ナツなど以前は近くにありました。今は、薬科大があります。

多くの学生、地域の方々も利用すると思いますのでぜひ検討願います。」 

 

       

「元ドリームランド入り口付近」 現在の状況（8月 9日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４４・戸塚西公園の清掃、雑草刈り取り等の維持管理を要望 
深谷町 1044の戸塚西公園は、土木事務所が管理する公園です。現状は、雑草が伸び放題です。子

供たちに人気の長い滑り台もやぶに囲まれた状態です。トイレも施錠されたままです。 

一方、斜面の上にある広場は地域の老人会がゲートボールで使用しているため、自分たちで草刈

り、ゴミ拾いを定期的に行っていてよく管理されています。 

市が管理する公園であり、維持管理をきちんと行うことを要望します。 

 

住民要望は、以下の通りです。 

「戸塚西公園は、良い公園なのに、維持管理がされないため雑草が伸び放題で、利用を敬遠した

くなります。戸塚西公園の雑草の処理は、どうなっているのですか。市民が利用したくなる公園に

してください。」 

 

    

戸塚西公園の現状（8月 9日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４４５・深谷町 1213 付近にできる大型店の入・出庫車両の規制を要望 
深谷町 1213 付近に大型店が建設中です。開店後、車の出入りは深谷町 964～966 付近の市道にな

る計画と説明されています。当該道路は住宅地の幅員の小さい生活道路です。 

大型店からの出庫車両は、当該生活道路を通らず、すべて駐車場の出入口（敷地東側）から環状 4

号線に出るように事業者に指導することを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「元高田工業跡地（深谷町 1213）にヨ―クマ－トとホ-ムセンタ-が建設されるのですが住宅地の

道路を駐車場から出る客の車を通すと言われました。そうなると、住宅地の生活道路を大量の車が

通ることになり子供達の安全確保ができないので困っています。土日は特に子供達がいるので危険

です。住民だけでは対応できず非常に困っています。」 
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深谷町 1213付近 工事中の状況（8 月 9日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４６・俣野町 467 付近の水路上部通路の舗装・整備を要望 
俣野町 467 付近の水路上部を利用した通路があります。この通路は地域の高齢者、買い物に出か

ける人、子供もたくさん通ります。通路は砂利敷のままで、舗装されていません。そのため、高齢

者や自転車の人が転ぶなどの事故もあります。最近、この通路沿いに有料老人施設もできました。

高齢者も安心して散策できるように路面の舗装整備を要望します。 

なお、本件については地元町内会から、整備の陳情が提出されているようです。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「俣野町 467 前の道路がジャリ道で遊歩道や隣接する養護老人ホ－ム（シニアホレスト横浜戸塚）

のご老人の方が散歩するのに危険な状況にあります。又、自転車の方が転んだりしていますので安

全のためぜひ舗装していただきたい。宜しくお願い致します。ぜひ一度見に来て下さい。」 

 

     

俣野町 467付近の水路上部通路の状況（8 月 9 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４７・深谷町 115 付近・県指定健康保安林による近隣被害防止措置を要望 
深谷町 115 付近に県が指定する「健康保安林」があります。樹木が生い茂り近隣への影響が出て

います。大量の落ち葉で雨樋を詰まらせる、大きな枝が落下して屋根を傷める、さらに、台風で樹

木が倒れ住宅に被害を与えないかなどです。 
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近隣住宅の心配を解消するために、被害防止の措置を要望します。 

同時に、山林所有者の方の立場から見ると、広大な山林の維持・管理は大変困難なことであると

考えられます。緑・環境の保全に貢献されている側面を考慮して、維持管理に対する公的支援が必

要と思われます。被害防止対策を求めるだけでなく、所有者が安心して山林を維持していけるよう

に、本市として支援策を検討することを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「住宅地の周辺の山林の樹木が生い茂り、大雨、大風、台風などの時、家に被害が出ないか心配

です。周囲に被害が出ないように対策して欲しい。」 

 

       

深谷町 115付近 県指定健康保安林 近隣の状況（8月 9 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４４８・原宿郵便局～深谷町 110 番地付近の狭隘道路に街灯、防犯灯等の増設要望 
原宿郵便局・深谷町 238～深谷町 110 番地にかけての狭隘道路を夜間も安心して通行できるように

街灯、防犯灯の増設、及び、防犯パトロールの強化を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「深谷町 130 ハイツパイン・ハイツ梅の木の前の通りは、街灯が切れていたり、少なかったりで、

防犯上良くない、夜、真っ暗すぎる。明るくして安心できるようにお願いします。」 
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原宿郵便局前の狭隘道路の状況（8 月 9日撮影） 

 

≪戸塚警察署≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４４９・深谷町 234 付近（ヨークマート原宿店前）交差点の横断者安全対策を要望 
バス停・三叉路のすぐ近くの信号機のある横断歩道は、深谷交差点からの車は上り坂のため勢い

をつけて上ってきます。また、医療センター方向からの車は、カーブで見通しが悪い下り坂をスピ

ード出しています。こうした条件が重なり、横断者が青で渡っているにもかかわらず、信号を無視

して突っ込んでくることがたびたびあります。（実際、これまでに何度も事故が起きています。） 

横断者の多くが子供、高齢者です。万全の安全対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「深谷交差点近くのバス停・三叉路にある横断歩道は信号を無視して突っ込んでくる車が多く、

年寄や子供が青信号で進んでいる前を通過していく状況が非常に多い。運転マナ-の悪い車はしっか

り取りしまってほしい。歩くスピ-ドが遅い年寄りも多いので信号の長さを長くしてほしい。また、

歩道を通行する自転車も非常に危険です。」 

 

   

（ドリームハイツ方面から） ヨークマート前横断歩道の状況  （医療センター方面から） 

（8月 9 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５０・原宿三丁目１－１～６－２３間の道路拡幅及び交通安全対策を要望 
原宿三丁目１－１～６－２３の間の市道の整備、歩行者の交通安全対策は、これまでにも申し入

れているところです。通学路であり、地域の中心的な生活道路でもあります。大正消防出張所が交
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差点角にあり、歩道の整備等は困難と思われますが、交通規制などの工夫も取り入れて安全対策を

講じることを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「大正消防出張所の道路は、学童の通学路、地域の主要な生活道路で歩行者が多いにもかかわら

ず、永い間、狭く、危険なままになっている。一方通行にしてでも、歩道を確保して欲しい。」 

 

     

原宿 3-1-6～3-6-23付近狭隘道路の状況（8月 9日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５１・原宿三丁目３９－２６番地付近交差点にカーブミラー設置を要望 
原宿三丁目３９－２９番地付近交差点に、えのき公園方向から来た時に左右確認できるカーブミ

ラーの設置については、４月１６日付の申し入れ項目４０９・、でもお願いしていますが、この間、

交差点角に戸建て住宅が新築され、その陰になって見通しが一層悪くなっています。 

当該交差点に「えのき公園」方向から来た際に確認できるカーブミラーの設置を要望します。 

 

住民要望次の通りです。 

「原宿３丁目のえのき公園付近の交差点の見通しが悪く、交通量も多いため、ミラ－を付けてほ

しい。事故につながりかねない場面（車対車・車対人）を何度も見かけました。えのき公園で遊ぶ

子供達のためにも、よろしくお願いします。」 

 

     

原宿三丁目 39-26番地付近交差点の状況（8月 9日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４５２・深谷町 644 付近の道路沿い斜面地の崩落防止対策を要望 
深谷町 644 付近の市道沿い斜面が、日ごろからぼろぼろと崩れています。大雨や地震で大きく崩

れる心配があります。崩落防止の対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「深谷町 644 付近の道路沿いの崖は、土砂崩れの心配があります。時々土砂がくずれ落ちていま

す。大変あぶない。対策をお願いします。」 

 

     

深谷町６４４番地付近の状況（8月 9日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５３・深谷町 667～668 間の狭隘道路の安全対策を要望 
深谷町 667～668間は狭隘道路です。特に当該区間の中間個所は片側住宅、片側金網フェンス（約

70 メートう程度）になっていて、軽自動車でもすれ違いはできません。通学路、通勤、買い物の生

活道路です。通行車両が多く、危険です。歩行者、学童の安全確保が最優先です。交互通行など有

効な交通規制を要望します。 

住民要望は以下の通りです。 

「子供の通学路は是非整備してほしい。非常に狭い道路に歩道もなく、通学時間に、ひどいスピ

－ドで走行する車もある。実際に、子供が車に接触しこともあり、この放置した状態に怒りさえ憶

える。（吹上から松竹台に行く途中の道）対策を急いでほしいです。」 
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深谷町 667～668 狭隘道路の状況（8月 9 日撮影） 

 

【戸塚町地域の要望】 
 

≪戸塚土木事務所≫ 

４５４・南戸塚地域ケアプラザ周辺道路沿い雑草刈り取りを要望 
南戸塚地域ケアプラザ（戸塚町２６２６－１３番地）周辺道路沿いの雑草がガードレールを超え

て生い茂っています。また、ガードレールが老朽化して赤くさびて傷み、汚れています。 

雑草を刈り取るとともに、ガードレールの取り換え・整備を要望します。 

なお、８月１１日に現地調査を行った時には、雑草刈り取りは完了していました。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚町郷和台の地域ケアプラザの建物にそった道路にあるガ－ドレ－ル附近の草の刈り取りを

誰もしないでそのままである。老人がケアプラザに通所して、散歩しています。現状では、見た目

にも悪く早く刈り取ってほしい。又、ガードレ－ルがサビていて茶色に変色し、見た目にも悪いの

で塗装をしてほしい。」 

 

        

南戸塚地域ケアプラザ周辺道路沿いの状況（8 月 11日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 

４５５・工場騒音による近隣被害の解消を要望 
地域にある林精鋼ＫＫの第二工場（戸塚町５０７番地）から昼夜区別なく大きな騒音、振動が出

ます。 

近隣住民から聞き取ったところ、「会社に対して苦情を申し入れても、無視されている」とのこと

です。近隣住民の平穏な生活ができるよう、必要な対応を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚町の林精鋼第二工場の騒音が大きく困っています。（マンション・グランシティパレ･ド･リ

ウアージュジュの柏尾川側付近） 特に午前中に大きな騒音を発する設備や夜間でも鉄の塊を落と

し動かす地響きの様な音がする時がある。何とか行政指導が出来ないでしょうか。」 

 

      

林精鋼ＫＫの第二工場と隣接マンションの状況（8 月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５６・戸塚駅周辺・柏尾川沿いエリアを安全・快適・便利に改善することを要望 
戸塚駅周辺・柏尾川沿いは、プロムナードとして整備がすすめられています。戸塚駅周辺と柏尾

川沿いが、快適な憩いの場として、改善・改良を進めてほしいとの区民の期待の声が数多く寄せら

れています。より良い環境整備を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５６・－（１）「戸塚町柏尾川沿いに自転車用道路がありますが、街灯が全然少ないと思います。

駅近く迄は明るくても、離れていく程少し恐いです。娘が通っていますが、金井公園に向かって走

る道路についての件です。そして、狭くて走りにくいです。自転車利用者が多いのに整備がとても

不充分な気がします。」 
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戸塚町柏尾川沿い自転車用道路の状況（8 月 11 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４５６・－（２）「柏尾川沿い（特に戸塚駅～高島橋間）の禁煙強化。あの辺りは保育園児等の散歩

コ－スになっている。桜橋近くのベンチにたむろする高齢者が吸うタバコの煙を多くの人が毎日吸

わされている。又、ハトにエサをやる人も多く、近くの住人はフン害に悩まされています。禁煙及

びハトのエサやり禁止等の看板の設置を是非お願いします。」 

 

    

柏尾川沿・戸塚駅～高島橋間の状況（8 月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４５６・－（３）「新しくできたばかりの戸塚駅西口５号機エレベ－タ－は、篭の中は美観も考えず

にやたらとベタベタガムテ－プ（両面テ－プ）で貼り物が貼られている。汚い限りです。特にガム

テ－プなどでは跡が残り見苦しい。せっかくきれいになった西口の各施設、公共部分であればある

程、メンテナンスをやる土木事務所に美観的センスをもって頂きたい。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５７・戸塚駅西口再開発完了後の街づくり 市民の期待にこたえる改善を要望 
区役所の移転が完了し再開発事業が終了しています。新しい戸塚駅西口地域のあり方については

これまでも、さまざまな意見・要望がありました。アンケートでもたくさんの声が寄せられていま
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す。 

戸塚駅西口再開発完了後の街づくりが、市民の期待にこたえて改善、改良が推進されるように要

望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４５７・－（１）「桜並木は住民地域の利用場として便利にして欲しい。現在通学路として利用され

今は不自由な所です。以前、便所もあった。便所、水道など設置して欲しい。」 

 

    

桜橋付近の桜並木の状況（8 月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４５７・－（２） 再開発完了後の戸塚駅西口地区のまちづくりへの要望 

①「区役所の案内表示の改善、無計画な再開発の結果戸塚区役所横（周辺部）のビル風対策、ゾ－

ニング無視したトツカ－ナの迷路化を克服する改善策等を要望します。」 

②「戸塚駅周辺の開発が本当に中途半端で使い勝手が悪い。今からでも改善できることはやって欲

しい。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５７・－（３）「雨の日に戸塚駅前トツカ－ナから車を出そうとすると大渋滞、道路、信号がうま

くつながらない、道路整備、信号調整してほしい、再開発したばかりなのになさけない。踏切のト

ンネルがなかなか開通せずまだるっこいです。」 
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トツカーナ駐車場出口付近の状況（7月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５７・－（４）「バスセンタ－で座って待てるように、すべての乗り場に椅子を設置して欲しい。

椅子があるところはもっと増やしてほしい。」 

 

       
トツカーナ側から一番目（写真右）二番目（写真左）バス乗り場の状況（7 月 11 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５７・－（５）「戸塚駅を起点とする周辺道路の整備が遅れている。昔よりは改善されたけど、新

道と国道一号が混んだら、戸塚区内は全て大渋滞。駅近くに車を止められない。ずっと駐車するわ

けじゃなく、送り迎えの為でも止められない。自転車置場も少ない。早急に改善して欲しい。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４５７・－（６）「近くに子ども達が安心して遊べる場所がありません。旧戸塚区役所跡に屋内＆屋

外の遊び場を作ってほしいと、市が実施したアンケ－トで意見を出したのですが、前向きな検討は

されなかったようです。少子化の今だからこそ、子ども達の交流、憩いの場所が必要なのではない

でしょうか。」 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５７・－（７）バスセンター前交差点については、ほぼ共通で次の要望があります。 
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①「戸塚西口バスセンター前の交差点は、歩行者信号が短く渡りきれないため、大変危険です。そ

ういう光景をよく見かけています。ハラハラします。」 

②「サクラスの前の交差点をスクランブルにしてほしい。渡る時間が短い。スクランブルでないの

は現実的でない。」 

③「バスセンター前の大きな交差点は、歩行者横断用信号が、とにかく短くて渡りきれない時があ

ります。せめてあと、3～5秒長くして欲しい。」 

 

    

バスセンター前交差点・歩行者横断中の状況（7月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５８・戸塚駅西口駅前道路の違法駐・停車対策及び歩行者安全対策を要望 
戸塚駅西口駅前道路の現状に対する様々な意見、要望が数多く寄せられます。トツカーナ側から

駅側への横断歩道を設置して欲しい、駅前に駐車スペースを作って欲しいなどです。こうした意見

は、戸塚駅西口地区の平面計画がどのようなものかよく知られていないことから出てくるのだと考

えられます。 

バスの運行を妨げないために区役所一階に一般車の待機スペースがあることや、横断は極めて危

険であること、横断禁止にすることにともない歩行者の安全を確保できるエレベーター等が設置さ

れていること、これらの情報が周知されていないことからのものです。 

新しくなった西口エリアを安全・便利に利用できるように関係部署が協力して、駅周辺を訪れる

方に、的確な情報を周知する一層の努力を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚駅前西口に一般車の降車スペ－スほしい。戸塚駅前西口 1Ｆに（駅側⇔トツカ－ナ側）歩行

者が渡るための横断歩道ほしい。」 

（なお、同様の意見・要望が多数寄せられています。） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４５９・西口バスターミナル周辺道路の安全対策を要望 
当該道路の安全対策は、これまでも再三要望しています。今回のアンケートでも同様の要望が多
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数寄せられています。通行量、利用者数の大変多いルートです。財源対策も含め、対策を強力に進

めることを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

①「ＪＲ戸塚駅西口側から矢部町方向へ向う道路のうち、住宅展示場（旧日立ソフト工場）付近

の歩道が狭く、朝夕のピ－ク時は人のすれ違いに苦労しています。歩くスピ－ドが遅い人を抜かそ

うと車道へいきなり降りて小走りで行く人がいると、今度は車の渋滞も引き起こしています。大変

危険です。なぜ日立から住宅展示場に代わる時、そういう整備をしなかったか疑問です。ぜひ歩道

を拡げて下さい！」 

②「住宅展示場脇の歩道が狭く電柱が歩道の上にあって行き来が困難、早急に拡幅をして欲しい。」 

③他にも、同様の要望が多数寄せられました。 

    

ＪＲ戸塚駅西口～矢部町～富士橋間道路・住宅展示場付近の歩道の状況（7 月 11 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４６０・西口バスターミナル終点路線を西口バスセンター終点に延伸を要望 
現在、戸塚駅西口バスターミナルを終点とする路線がいくつかあります。戸塚駅西口バスターミ

ナルで降車すると駅まで遠いので不便です。路線の終点を戸塚駅西口バスセンターに揃えるよう延

伸を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「バスターミナル発着の矢部循環バスを戸塚駅のバスセンタ－と一緒にして乗降を駅で出来る様

にして欲しい。」 

      

戸塚駅西口バスターミナル（7 月 11 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４６１・戸塚町４９６４付近狭隘道路の整備及び街灯、防犯灯等の増設を要望 
サクラス裏・お医者通り～柳作町内会館に通じる狭い坂道（戸塚町４９６４～４９７７間）は、

広い区域の住民が利用するため、毎日、大変多くの人が通ります。 

夜間、照明が少なく暗いことや路面が痛み凸凹になっていて、転倒する人もいます。 

道路沿いの街灯、防犯灯等を増設すること、及び、安全な路面に補修することを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「サクラスから国道 1 号線あたりまで行く裏道（坂道）は他の場所と比べて街灯が少なく、夜間

に通るときにとても危険で、防犯面でも不安になります。道もでこぼこしていて歩き辛いです。周

辺に住む人にとっては利用頻度の高い道なので、是非改善して頂きたいです！！」 

 

       

戸塚町４９６４付近狭隘道路 状況照明灯が少ない状況（8月 20日撮影） 

        

戸塚町４９６４付近の狭隘道路の路面の傷み状況（8 月 20 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４６２・戸塚町４９６４番地付近市有地の雑草刈り取りを要望 
戸塚町４９６４番地付近に市有地があります。従来は、近隣の方が雑草の刈り取り等を行ってい

たようですが、高齢化にともないできなくなっています。 

土木事務所に連絡して「雑草の刈り取りをやります」と返事をもらっているようですが、現時点

（８月２０日時点）では、雑草刈り取りは行われていません。 
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早急に、刈り取ることを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「裏の市有地の雑草刈り取りを土木にお願いしたが、いまだにできていない。一日も早くして欲

しい。」 

 

       

   戸塚町４９６４番地付近市有地の状況（8月 20日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４６３・東電戸塚変電所脇道路の照明機器の増設を要望 
東電戸塚変電所脇の道路（戸塚町４２７２番地付近）は、道路沿いに住宅がないので夜間は暗く

寂しい通りとなります。先の方は、道路に沿って住宅街が広がる地域であり、通行者が大変多いル

ートです。夜間、明るく、安心できる状況にする必要があります。街灯、防犯灯等の増設を要望し

ます。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「近所の住民はもちろん、小さい子どもや学童が多く通る通学路です。ところが、うす暗く、夕

方が心配です。昔は痴漢がよく出たという話も聞きます。最近、引っ越してきた人にとっては不安

です。安心して通れるように明るくしてください。」 
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東電戸塚変電所わき道路の状況（8 月 20日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４６４・戸塚町４３１５番地付近の階段横スロープをベビーカーが通れるように整備を要請 
戸塚町４３１５～４４４０番地付近に急な階段道路があります。階段のわきにスロープ状の部分

があります。道路の法を整備したものと見えます。しかし、幅員や勾配が不揃いで、ベビーカー等

が通れる状態ではありません。当該「スロープ状の部分」をベビーカー等が通れるように整備する

ことを要請します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「階段横のスロープ部分が狭すぎて、べビ-カ-で通れません。苦労しています。毎朝、子育て家

族は、皆苦労して通っています。少子化対策といいながら、まだまだ、子どもをそだてるには、や

さしくない世の中です。だから子供をつくらない夫婦もいると思います。」 

 

     

戸塚町４３１５～４４４０番地付近の階段（8 月 20日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４６５・新道ガード見通しの悪い「角の部分」の改修を要望 
新道ガード下（戸塚町３５９６番地付近のトンネル）に、見通しの悪い「角の部分」があります。

新沢池方面から国道一号線方面に歩いて行くときにその角が邪魔をして対抗してくる車や人が見え
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ません。あわや衝突という場面がたびたびです。 

見通しが良くなるように改修を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚町新道下が非常に危険です。よく車と人の接触事故があります。壁をけずって広くして、

見通しよくしてください。」 

 

       

戸塚町３５９６番地付近のトンネル 見通しの悪い「角の部分」（8 月 11 日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４６６・新沢池公園にトイレの設置を要望 
新沢池公園は地域住民の憩いの場として、幼児から高齢者まで、よく利用されています。ところ

が、利用者が多いにもかかわらずトイレがありません。 

トイレの設置を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「新沢池公園は老人、小児の利用が多いのにトイレがありません。設置して下さい。利用の少な

い宮之谷西公園には設置されています。」 

 

            

新沢池公園の状況（8月 11 日撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４６７・急傾斜の階段道路に、照明器具の増設を要望 
戸塚町４３５６番地付近の急な階段道路（通路）があります。新沢池方面への近道として地域住

民が通行しています。勾配のきつい階段で見るからに危なっかしい状況です。アンケートで寄せら

れている要望は、夜間、明るくしてほしいというものです。 

街灯、防犯灯等の照明器具設置を要望します。 

 

住民要望以下の通りです。 

「戸塚町 4356辺りの急な階段が夜間の照明が暗く防犯や利用するのに、危険です。明るい照明が

付くといいのにと思っています。」 

 

      

戸塚町４３５６番地付近の急な階段道路（通路）の状況（8月 11日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ 

４６８・戸塚町４５５４番地付近のゴミ集積場所の整理、清潔を要望 
元社宅跡（戸塚中学校近く）に、建売住宅団地が新しく誕生しました。そのこともあり、従来か

ら付近住民が利用していたごみ集積場所の事情に変化が生じ、管理が行き届かなくなり、ゴミが散

らかるようになっています。ゴミ集積場所の整理や清潔を保つよう適切な対応を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「新しいゴミおきばが出来るようですがとにかくきたない。ゴミ出しのマナー最悪。住民の品位

がとわれる。」（戸塚町地域の要望 戸塚中学校そば） 
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戸塚町 4554番地付近のゴミ集積場所の状況（８月 20日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４６９・浅間神社境内周囲の崖の安全対策を要望 
浅間神社（戸塚町 3494-9）の周囲を囲んでいる崖が大雨や大きな地震の時に崩れる危険がありま

す。普段でもぼろぼろと土が落ちています。周辺地域の安全のために崩落防止措置を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「戸塚町 3494-9 に浅間神社があります。壁（斜面）が崩れそうです。なおしてほしい。」 

 

    

浅間神社境内周囲崖の状況（8 月 11 日撮影） 

 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７０・アザリエ団地入口交差点、矢部方面からの車の停止線位置変更を要望 
アザリエ団地入口交差点（戸塚町４６６８番地）付近で狭い道路と交差します。矢部方面から来

る車の停止線が、その交差部分にひかれているために、停止した車が壁になって、狭い道路から車

が出られません。停止線を数メートル後退させることを要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「自宅付近の停止線の位置が悪くいつも車の出入りに手間取ります。見直しをお願いします。近

所の方もみなさん困っています。」 
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アザリエ団地入口交差点・矢部方面からの停止線付近の状況（8 月 11 日撮影） 

 

【矢部地域の要望】 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７１・「戸塚駅西口～富士橋」間線路沿い道路の整備及び交通安全対策を要望 
「戸塚駅西口～富士橋」間線路沿い道路については、これまでにも再三要望の出ている路線です。

アンケートでも大変多くの区民の方から要望が寄せられています。 

これまでも、さまざまな改善・工夫をしていただいていますが、当該路線沿線の人口が増えてい

ることもあり、切実な要望になっていると思われます。財源確保の困難など諸事情があると思われ

ますが、地域住民にとっては、はるか以前からの切実な要望であります。 

あらためて、当該路線の整備促進及び現状での交通安全対策を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

≪戸塚土木事務所≫ 

４７１・－（１）当該道路は、歩道設置の要望が共通して寄せられています。 

同様の住民要望は以下の通りです。 

①「歩道はなく、路面を色分けしているが電信柱が邪魔して自転車での通行が危険。交通安全対策

の強化を要望。」 

②「戸塚駅より富士橋信号にかけて線路沿い道路は歩道もないうえ、車の通行も多く、あぶないの

で歩道を整備し、人も自転車も安全に車も通行しやすくして下さい。」 

③「戸塚区矢部町、上矢部町、蔵坪信号より先（富士橋方面）の歩道の整備をして欲しい。車で走

行していて歩行者が非常に危険です。」 

④「戸塚ボウル前の道に歩道が必要。自転車も！車が道ギリギリに行き違いするので歩行者、自転

車が危険。最近マンションが沢山できて交通量が多くなった。歩道の設置を切に要望する。」 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

４７１・－（２）「戸塚駅西口より富士橋方面への道路端に在る電柱が歩行者や自転車等の通行を妨

げ、大変危険を感じる。一部区間で緑色のラインを引いて頂いた事により少しは解消しました。尚、

同道路面は、後からの工事等ではがした部分を工事終了後に補修していて、路面と旧路面にすき間

や高低差があり自転車通行に支障があります。復旧時に丁寧にやる業者を選んで施工して下さい。」 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

４７１・－（３）「矢部地区に住んでいます。毎日、西口のバスを利用しているのですが道路がせま

いのに、自転車がスレスレを通ってすごくこわいです（特にお子さん乗せたお母さんとか、お子さ

ん１人で走っている時）土地取得や道路事情でどうしても仕方ないのかもしれませんが・・・。あ

とゴミ捨て場がせまい（カゴが小さい）プラゴミの日は満杯で、道路がせまいのに転がっていると

車の妨害になっています。安全対策の強化をお願いします。」 

 

≪戸塚区役所≫ 

４７１・－（４）「朝、バスが道路の混雑でなかなか来ない。来ても満員で乗れないことがある。そ

れなのにマンションは増加。上矢部インターから戸塚駅西口への路線ぞいを拡張してバスを走られ

て欲しい。ミニバスでもよい。」 

 

 

        
「戸塚駅西口～富士橋」間線路沿い道路の状況（8 月 27日撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

４７２・矢部町９６９番地付近に子どもの遊び場の整備を要望 
矢部町９６９番地付近は、国道一号・新道に沿った住宅街です。子どもたちが安心して遊べる広

場がないため、住宅街の道路で遊んでいます。 

現地調査をしたところ国道沿い・矢部町９６９番地付近に「子どもの遊び場」がありました。し

かし、この広場は住宅街から入れません。新道歩道に出て回り道する必要があります。そのうえ、

入り口はサッシの引き戸になっていて、子どもの力では開けられない状態で放置されています。 

この広場を使えるようにすれば、十分でなくとも子供の遊べる広場になります。この広場を住宅

街から通行できるようにするとともに、遊具等も改修して、今まで以上に安心して利用できるよう

に整備を要望します。 

 

住民要望は以下の通りです。 

「矢部町須田整形外科の近く辺りです。近くに児童公園がなく子どもたちは車道で遊んでいます、

危ないと思うことが度々あります。児童公園を作ってください。 
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 矢部町 969 番地付近・子どもの遊び場の状況（8月 11日撮影） 
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