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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。) 

◆ 第 47 回 申し入れ（項目 559・～570・）  実施日 2015 年 5 月 28 日 
 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５５９－①・戸塚町 1002 番地付近（下郷町内会区域内）交差点の安全対策を要望 
戸塚町 1002 番地付近の交差点は、変則的・複雑な交差点です。金井方面から環状 3 号線への抜け

道になっている道路です。最近、周辺に新しく戸建て住宅ができたことで、登下校の小学生が多く

なり、横断する際、車に気付かず衝突しそうになるなど、危険です。 
この交差点は、どの方向からの車にも規制がありません。停止線等の設置を要望します。 
＜本件は、項目№３７８・（2013 年 12 月 19 日付）で申し入れています。＞ 

   
戸塚町 1002番地付近（下郷町内会区域内）交差点の状況（5月 20日 撮影） 

５５９－②・戸塚町 1007 番地付近（下郷町内会区域内）交差点の安全対策を要望 
 戸塚町 1007 番地付近の交差点は、これまで地区内道路と歩行者だけが利用する狭隘道路が交差す

るところでした。新しい住宅の開発で道路が拡幅され、多くの車両が通ることになりました。既存

道路との交差部分に規制するものはなく、車は、スピードを出して交差点に進入します。そのため、

子どもたちはもちろん付近住民も危険を感じています。 
安全確認する停止線やカーブミラーの設置等、状況に見合った安全対策を要望します。 

   

戸塚町 1007番地付近の交差点の状況（5 月 20日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 
５６０・バス停・「日産前」、「アザリエ団地入口」は、急行バスも乗降可に見直しを要望 
汲沢団地発・バスセンター行及び弥生台発バスセンター行の路線が、大踏切アンダーパスの開通

を機に急行運行されるようになり、バス停・「日産前」、「アザリエ団地入口」は、通過してしまいま

す。 
この 2 路線のバスが通過するため、停車するバスが極端に少なく、当該バス停利用者が大変困っ

ています。特に、始発の汲沢団地で乗車、「日産前」、「アザリエ団地入口」で降車したい高齢者や障

害のある利用者はどうすればよいのでしょうか。 
運行内容の変更後、一定期間経過して、問題点が明確になったわけです。 
「日産前」、「アザリエ団地入口」にバスが止まるように再度、見直すことを要望します。 

 

         
 

バス停・日産前 同時刻表＜3 月 14 日時点＞ （5月 26日 撮影） 

 

            
 

バス停・アザリエ団地入口 同時刻表＜3 月 14 日時点＞ （5月 26日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５６１・大踏切アンダーパス開通に伴う駅東西の交通規制等の見直し要望 
大踏切のアンダーパス開通後、周辺交通の流れが大きく変わりました。トンネル部分はスムーズ

ですが、上り線・下り線とも出口付近（バスセンター前交差点付近、吉田大橋付近）で渋滞するこ

とが多くなりました。 

駅周辺の交通の流れをスムーズにするために、「抜本策を具体化する」ことをたびたび申し入れて

きたところです。 

この件では、先に「駅周辺の交通の流れは、アンダーパス開通後、一定期間の経過を見ながら、

信号や他の規制について全面的に見直す」との回答（市及び警察）を得ています。 

アンダーパス開通から 2 カ月ほど経過しました。西口、東口それぞれの交通対策について、検討

状況及び今後の計画について説明を求めます。 

   

バスセンター前交差点付近の状況 （5月 27日 撮影）   吉田大橋付近の状況 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
５６２・高島橋架け替え工事現場の下手付近に、川べりに通じる階段等の通路設置の要望 
高島橋架け替え工事が進められています。架け替え工事の現場から下手方向の一定区間は、川に

下りる通路や、川の中の遊歩道が閉鎖されています。 
工事現場下手～次の通路（階段とスロープ）までは相当の距離があります。閉鎖区間をもっと短

くして欲しいとの要望が相次いでいます。 
閉鎖区間をもっと限定するとともに、川べりに下りる階段等の設置（仮設で可）を要望します。 

   
高島橋架け替え工事現場の下手付近 （5 月 20 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
５６３・上倉田町表付近跨線橋（盛徳寺跨線人道橋）の安全点検と改修の要望 
上倉田町・表付近（上倉田町 544 番地）の跨線橋は、老朽化で大変危険な状態です。この跨線橋

は土木事務所の管理と看板が出ています。 

東海道線外たくさんの電車、列車運行にとっても、一定数の利用者にとっても、安全は絶対に確

保されなければなりません。 

 管理にあたっている市の現状認識を伺うとともに、今後の課題と改善のためのスケジュールを明

らかにすることを要望します。 

   
上倉田表付近跨線橋         橋上部（歩く部分）の状況 （5月 20日撮影） 

   
跨線橋 橋上フェンス土台部分の状況      雨水排水口の腐食 （5 月 20 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
５６４・上倉田町 571 番地付近交差点に停止線設置等の安全対策を要望 
上倉田町 571 番地付近交差点は、県道大船停車場線と、2方向からの道路が合流する変則的な交差

点です。合流部分は、どの方向からの車両にも停止線などの規制がないため、車は、停止せずに本

線に入ることが多く大変危険です。 

停止線を設置する等、道路の優先順位をはっきりさせる安全対策を要望します。 

  
上倉田町 571 番地付近交差点の状況 （5 月 20 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
５６５・吉田町 1903-10 外の開発現場（税務署前道路）付近の歩道拡幅を要望 
吉田町 1903-10 外（戸塚税務署上手裏側）で小規模な開発が行われようとしています。通学路で

もある税務署前の道路は、片側のみに歩道のある狭い道路です。しかも歩道は、歩行者がすれ違う

ことが困難なほど狭く、結果として多くの人が車道を歩くことになり大変危険です。開発がおこな

われるのを機会に、歩道の拡幅をして欲しいとの声が上がっています。 

開発事業者と協議の上、歩道の幅員を拡幅することを要望します。 

  
吉田町 1903-10外の開発予定地（税務署前道路）付近の状況 （5月 20 日 撮影） 

  



6 
 

≪戸塚土木事務所≫ 
５６６・上倉田町 509 番地付近（上倉田隧道東側出口付近）、車止めの形状改善を要望 
 上倉田町 509 番地付近（上倉田隧道東側出口付近）の車止め形状の現状は、車いす利用者の通行

に支障があります。 

車椅子やバギーを利用する人たちが、安全に安心して通行できるように車止めのあり方を改善す

ることを要望します。 

 

  
上倉田町 509 番地付近（上倉田隧道東側出口付近）の車止め （5月 26 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
５６７・上倉田町 506 番地付近の緑地の雑草刈り取りを要望 
上倉田町 506 番地付近の緑地の雑草がのびてきて見苦しくなっています。通行する人が多く、駅

への通路であり、大変目立つ箇所であり、いつも綺麗にしておく必要があります。 
年に 2 回以上の手入れが必要です。早急に、雑草の刈り取り・清掃を要望します。 

 

  
上倉田町 506 番地（吉倉橋際）付近 緑地の状況 （5月 26 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
５６８・舞岡町下谷公園を安全で安心して利用できる公園にリニューアルを要望 
舞岡町下谷公園（舞岡町 556 番地付近）は、緑豊かで埋蔵遺跡が豊富に眠る良い環境にある公園

です。市街地から隔離されたところにあるため、認知度が低く地元の人だけが利用しています。 
維持・管理が十分でないためせっかくの公園が十分活用されていません。 
地元からは、より有効に利用できるように整備の要望が出されています。 
現地には、６月１日～整備を行うとの土木事務所の告知看板が立てられていました。 
周辺の環境を生かした公園整備が速やかに行われることを要望します。 

   

舞岡町下谷公園の状況 入口付近から      公園内から入口方向 （5 月 26 日 撮影） 
 

≪戸塚土木事務所≫ 
５６９・上矢部インター下り線出口設置要望に対する回答を求める要望 
上矢部町在住の区民から、以下のとおり要望が届きましたので対応をお願いします。 

「以前（2007 年 4月）、上矢部インター出口付近に下り線出口を設置する要望を市に提出し回答を

いただきました。回答は、以下のとおりです。『横浜新道上矢部インターチェンジ下り線の出口部の

整備につきましては、県道瀬谷柏尾線との接続にあたり、安全性・走行性の確保や、必要な用地の

取得など幾つかの課題があります。今後、これらの課題を整理しつつ警察等の関係機関との協議を

行った上で、地域の方々に整備計画をお示ししてまいりたいと考えております。』 

回答から 8 年たっています。課題の整理や関係機関との協議がどのように進んでいるのか説明を

求め要望します。」 

     

上矢部インター下り線元出口付近の現況 （5 月 26日 撮影）  
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
５７０・秋葉町（元住友ベークライト跡地）の開発事業は、周辺住民の納得を得て行うよう指導強

化を要望 
秋葉町 495 番地付近・元住友ベークライト跡地で宅地造成工事が進められています。同地先の日

鉄戸塚団地と敷地を接していることから、周辺住民は、開発事業を近隣と協議し納得を得たうえで

工事を行うことを求めています。現状は、強引な工事推進に対して、周辺住民は、心配を募らせて

います。 

具体的には、団地を囲む花壇が一方的に取り壊されることや、団地内を大型の工事車両が通るこ

となどが懸念材料です。 

周辺住民からは、さまざまな意見、要望が出されていますが、事業者は、個別に説明するとして、

周辺住民への説明会や出された要望への回答・対応を避けています。 

周辺住民との誠実な協議を行うよう、早急に強力な指導をしていただきたく要望します。 

 

  
秋葉町 495番地付近開発計画現地 及び 日鉄戸塚団地の「花壇」（何れも一部） 

（4月 29日 撮影） 

 
 
 
 

２０１５年５月２８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 
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