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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 67 回 申し入れ（項目 703・～716・）  実施日 2017 年 5 月 23 日 

 
 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７０３・ 深谷町 1358 付近 生活道路への車流入を抑える規制を要望 

次の要望が、深谷町 1358 付近の住民の方々から寄せられました。 
「深谷町 1213に所在するロイヤルホームセンター及びヨークマートの駐車場から左折で

出る車が私たちの生活道路（深谷町 964～1358 区域）に多数入ってきます。 
特に、土日は自宅前の道路の交通量が非常に多く、スピードも出ていて大変危険です。せ

めて土日だけでも交通規制をかけるなど対応をお願いします。」 

 
本件の要望は、申し入れ項目№４４５（2014 年 8 月 29 日付）で、戸塚区役所、戸塚警

察署に提出した経過があります。その後の実態に係っての要望になります。 
大型商業施設計画にあたって地元住民と事業者との間には、「生活道路に車が入り込んで、

近隣住民に迷惑をかけることが無い様、適切な措置を講じる」旨の約束が交わされました。

その結果、現在、交通整理員が現場に配置されています。 
問題は、整理員の案内を無視して左折する車が多いことです。 
大型商業施設の事業者に対して、「左折出庫を無くす」ために必要な対策をとるように、

市として改めて指導することを要望します。 

 

   
敷地内には「右折出庫」の案内看板なし      出口正面 「右折出庫」の案内看板 
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         （写真撮影：5 月 21 日） 
左折出庫の車が流入する生活道路（深谷町 964～1358） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７０４・深谷交差点 渋滞緩和対策を要望 

次の要望が、深谷町、東俣野町など環状 4 号線沿地域住民の方々から寄せられました。 
「深谷交差点（深谷町 200 番地付近）は、慢性的な渋滞に悩まされています。特に、朝

夕の渋滞は深刻です。抜本的な対策を要望します。」 

 

   （写真撮影：5 月 21 日） 

深谷中前から深谷交差点・医療センター方面の状況 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７０５・戸塚駅西口仲通 一方通行道路等の交通規制を要望 

次の要望が、仲通りを通勤、買物などで利用する地元の方々から寄せられました。 
「戸塚駅西口地区の仲通り（戸塚町 43～4028 付近）は幅員が狭いにもかかわらず、車両

は双方向通行が可能です。対向車があると身動きが取れず車が立ち往生することがあります。

特に問題は、この通りの歩行者が多く、大変危険なことです。一方通行道路とするなど安全

対策を要望します。」 
Ｔ字に交差する道路（国道から区役所方面への道路）に、「右折禁止」標識（規制）を設

置すれば、ここから仲通への進入は無くなり、一番狭い入口付近の問題が少々緩和できると

思われます。何らかの改善策を要望します。 

  

仲通り（戸塚町 43～4028 付近）の状況 

 （写真撮影：5 月 21 日） 

この道路に「右折禁止」標識設置で、仲通へ進入不可となるが 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７０６・トツカーナ１階中央通路 ベンチ復活の要望 

次の要望が、西口地区を利用する高齢者から多数寄せられています。 
「戸塚駅西口・トツカーナ１階にあったベンチが撤去されたため、休む所がなくて老人は

みな困っています。ベンチの再設置を切に要望します。」 

 
本件は、申し入れ項目№236（2012 年 4 月 20 日付）、№588（2015 年 9 月 14 日付）を

はじめ何度も要望しています。 
ソファー撤去後、一定期間が経過しています。撤去の理由とされた問題の解決にもめどが

ついているのではないでしょうか。 
西口周辺は、地下一階の地下鉄への通路に、椅子等の設置要望があります。 
戸塚駅周辺地区を高齢者などにやさしく、便利なエリアとなるよう、早急に「ソファーの

再設置」、「ベンチ等の新設」を要望します。 

 

   
ソファーが置かれていたトツカーナ１階通路付近        撤去理由を記した看板 

（写真撮影：５月２１日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７０７・戸塚駅東口タクシー乗り場 高齢者が利用しやすく改良を要望 

次の要望が、東口タクシー乗り場について寄せられました。 
「戸塚駅東口のタクシー乗り場を利用するには、一旦、地下に降りるか、デッキに上がる

かしなければなりません。不便で老人には利用しにくいです。タクシー乗り場を高齢者が利

用しやすく改良するよう要望します。」 

 
本件と同様の要望は、申し入れ項目№416（2014 年 5 月 20 日付）をはじめ繰り返し行っ

ています。 
高齢者、車いすの方が、地下鉄で戸塚駅に着き、タクシー乗り場に行く場合を想定して下
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さい。現状では、高齢者、障害者がタクシー乗り場に到達するのは極めて困難です。 
地下鉄の改札を出た付近に、タクシー乗り場の案内はありません。 
エレベータで地上階まで到着しても、そこにも案内はありません。右方向の少し先に大き

な駅周辺案内図に小さく書かれているだけです。 
二階デッキのタクシー乗り場の案内板は、デッキ中ほどまで行かなければありません。 
戸塚駅に初めて降り立つ高齢者や障害者の目線での対応がまったくできていません。 
この問題は、戸塚区にとって 30 年来の懸案です。 
東口駅前広場の改良事業は、期日を明確にしたスピード感のある取り組みとして推進する

ことを要望します。 
期日を明確にした事業計画の回答を求めます。 

 

   

地下鉄改札口前の周辺案内板 エレベータ横タクシー乗場案内なし   地上階の案内板 

 

   

地上階デッキに上るエレベータ   デッキ中央の案内板    デッキ中央のタクシー乗場案内板 
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デッキからタクシー乗場への案内板   ＪＲ橋上改札～東口デッキ方面出口 タクシー乗場案内なし 

 

（本項目の写真全部 撮影：５月２１日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７０８・吉倉橋袂の緑地 雑草の刈り取り要望 

吉倉橋袂の緑地（上倉田町 507 付近）は、雑草がのび放題になっています。夏に向かい

ますますひどくなります。 
見通しの改善、東口周辺の美観を守るために、早急に刈り取り・清掃を要望します。 

 

   
吉倉橋袂の緑地（上倉田町 507 付近）の状況 （写真撮影：５月２１日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７０９・柏尾町（不動坂付近）造成工事現場  がけ崩れ等の対策を要望 

次の要望が、当該地点を毎日通行している地元の方から寄せられました。 
「柏尾町 1005 付近（不動坂交差点近く）で、行われている造成工事の現場は、急角度で

土が削られているため、土砂崩れ及び大木（神奈川県指定・天然記念樹 モチノキ）の倒木

が心配です。災害の未然防止の対策を要望します。」 

 
市から事業者にたいして、事故の未然防止等の対応を強く指導することを要望します。 

 

    

柏尾町 1005 宅地造成工事現場の状況 （写真撮影：５月２１日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７１０・長泉寺前交差点 交通安全対策を要望 

次の要望が、現地で交通整理員をしている方から寄せられました。 
「長泉寺前交差点（舞岡町 3444 番地付近・神奈中舞岡車庫前）の信号に右折専用信号が

設置され渋滞が大幅に解消されました。一方、交差点の形状が複雑なため、信号も複雑です。

右折専用信号の「青」の秒数が短く（約 10 秒？）、信号を無視する車両が多く、重大事故

の危険があります。現状を調査の上、早急な安全対策を要望します。」 

 

  
長泉寺前交差点・右折→信号と車両の状況 （写真撮影：５月２１日） 
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≪戸塚区役所≫ 
７１１・東戸塚駅 混雑緩和・利便性向上へ保土ヶ谷駅側に改札口増設を要望 

次の要望が、東戸塚駅通勤利用者から寄せられました。 
「東戸塚駅の混雑緩和、利便性向上、安全対策の取り組みが、遅々として進んでいないよ

うに見えます。すぐにできることとして保土ヶ谷駅側に改札口の増設を要望します。」 

 
 現地調査を行いました。 
保土ヶ谷駅側に新たな改札口の設置条件はあると考えます。大船駅笠間口（北改札口）の

増設と同様の計画が可能ではないでしょうか。 
なお、戸塚駅側もほぼ同じ条件かと思われます。 

 東戸塚駅の混雑緩和、安全性と利便性向上の課題は、利用者の切実な要望です。本市もそ

の課題解決のために努力している過程です。事業費や地形等の困難性をあげての先送りは許

されません。 
今回の利用者からの提案なども参考にして、課題解決を急ぐことを要望します。 

  

     

西側から見た東戸塚駅ホーム保土ヶ谷側の状況 （写真撮影：５月２１日） 

 

      

跨線橋袂付近から見た東戸塚駅ホーム保土ヶ谷側の状況 （写真撮影：５月２１日） 
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≪戸塚区役所≫ 
７１２・県営平戸高層住宅⇔東戸塚駅バス路線 増便と定時運行を要望 

次の要望が、県営平戸高層住宅の住民から寄せられました。 
「東戸塚駅⇔県営平戸高層住宅路線は便数が少なく、運行時間が守れていない便も多くあ

ります。便数を増やすこと、及び、定時運行を守ることを要望します。」 

 
 移動手段が限られる交通不便地域の現状をふまえ、住民の利便性向上につながる改善を、

事業者（神奈中バス）に求めることを要望します。 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７１３・平和台地域 建売住宅事業者に近隣住民の声に応えるように指導を要望 

平和台地域（平戸 3 丁目 20-1 付近）では、小規模連続開発と並行して確認手続きによる

建売住宅建築工事が行われています。なお、現場の隣接地では、新たに同規模の開発計画も

明らかになっています。 
進行中の現場は、規制逃れの「3,000 ㎡未満の開発」と「個別の建築確認による工事」が、

同一事業者によって行われています。 
本来ならば、合計面積からして公益用地の提供や周辺道路拡幅などが求められる規模です。 
周辺住民は、道路の拡幅、交差点の隅切りなど安全対策を求めていましたが、事業者は無

視して進めています。また、事業者は、新たな街区の電柱設置工事を、近隣の声を無視する

横暴なやり方で進めています。 
こうした事業者の横暴、勝手が、放置されています。 
行政には、安全、安心なまちづくりを誘導する責任があります。 
事業者が、近隣住民の意見、要望を真摯に受け止めて対応するよう強力に指導することを

要望します。 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７１４・品濃町 503 付近狭い坂道歩道 自転車の通行への事故防止・安全対策を要望 

次の要望が、周辺のマンション住民から寄せられました。 
「品濃町 503 付近、坂道の歩道を自転車がスピードを出して通行します。歩道は広くな

いので、歩行者にとって大変危険です。狭い歩道でも自転車可としていることが問題と思う。

安全対策を要望します。」 

 
現地の調査をしました。 
現場は、要望の通りの状況です。 
当該区域で有効な措置（「自転車はゆっくり走ろう」等の看板設置など）を要望します。 
なお、狭い坂道の歩道を自転車が、「速いスピードで通る。大変危険。何とかしてほしい。」

との声は、ここだけに限らず各地域で出されます。 
こども、高齢者など誰もが安全・安心に通行できるように対策を講じることを要望します。 
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品濃町 503 付近 狭い坂道の歩道の状況（写真撮影：５月２１日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７１５・名瀬下交差点 新設横断歩道の歩行者信号「青」の秒数増を要望 

次の要望が、名瀬下交差点周辺の地元住民から寄せられました。 
「名瀬下交差点（名瀬町 545 番地付近）に新しい横断歩道が設置されました。安全性が

向上したと喜んでいます。しかし、歩行者信号『青』の時間が短く、渡りきれません。歩行

者の安全を確保できるよう『青』信号秒数を増やすよう要望します。」 

  
現地調査を行いました。歩行者信号「青」の秒数は約 25 秒でした。 

 

     

名瀬下交差点の状況 （写真撮影：５月２１日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７１６・戸塚駅西口付近 高齢者を狙う金員のだまし取り（未遂）事例・・・情報提供 

下倉田町在住のＡさん（83 歳）から、寄せられた情報です。 
戸塚駅西口トツカーナで買い物途中（５月８日お昼近く）、魚屋の前で見知らぬ男から、

「サバを安く売っているところを紹介するから」と声をかけられ、半ば強引に人気のない裏

の方（駐輪場横付近）に連れて行かれた。そこで男が、「お金はあるか」と言うので、これ

はおかしいと気が付き、「金は持っていない」と答えると、「それじゃ話にならない」と、そ

の場から立ち去った。とのことです。 
Ａさんは、「気が付いたからよかったものの、騙されてお金を取られていたのでは」、「ほ

かの人が被害にあわないように注意してあげてほしい」と、寄せられた情報です。 

 
 

２０１７年５月２３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 

 
 


