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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 69 回 申し入れ（項目 749・～816・）  実施日 2017 年 7 月 14 日 

 
前回（第６8 回 「申し入れ」 2017 年 6 月 21 日）に続き「市民要望アンケート」で寄せら

れた要望・意見を整理して提出しますので、対応をお願いします。 
なお、回答・対応については、「通し番号の付いた項目」に対してお願いします。 

 
注：（   ）内の数字は、岩崎事務所の整理番号。以下各項目とも同じ。 

 

【下郷地域の要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７４９・戸塚町・八坂神社前と下郷入口交差点付近 歩道上の電柱の移設を要望 

要望の所在地は、①戸塚町 3842 番地付近（下郷入口交差点の中）、②3903 番地付近（八

坂神社前交差点付近）です。 
歩道真ん中にある電柱が、歩行者の通行を妨げています。電柱の移設を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （4463） 

 「歩道をふさぐように立っている電柱があります。場所は、①国道 1 号線戸塚町・下郷

入口交差点（戸塚町 3842 付近）の歩道。②八坂神社前交差点（戸塚町 3903 付近 コンビ

ニ・ピアゴ前）の歩道です。電柱を移設して歩行者の歩きやすさと安全を確保してほしい。」 
 

   

下郷入口交差点（戸塚町 3842 付近） 歩道の真ん中に電柱（7 月 6 日 撮影） 
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八坂神社前交差点（戸塚町 3903 付近） 歩道上に電柱 （7 月 6 日 撮影） 

 

 

八坂神社前交差点（戸塚町 3903 付近） 歩道上に電柱 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７５０・ヒルズ南戸塚発 戸塚バスセンター行の増便を要望 

本件は、バス停・ヒルズ南戸塚から戸塚バスセンター行バスの増便を要望します。 

 
市営南戸塚住宅付近（戸塚町 2101 番地）の住民からの要望です。  （9104） 
「昼の時間帯の戸塚バスセンター行の便数を増やして欲しい。現状の 1 時間に 3 本では

ディーサービスの人や学生が通学時間外に乗るととても混みます。」 

     

バス停・ヒルズ南戸塚（戸塚町 2101）    バス時刻表  （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 
７５１・バス停・ヒルズ南戸塚経由路線  戸塚ヒルズ、市営住宅まで延伸を要望 

本件は、バス停・ヒルズ南戸塚経由のバス路線を、ヒルズ南戸塚、市営南戸塚住宅の地

域まで延伸することを要望します。 

 
市営南戸塚住宅の住民からの要望です。  （10330） 

 「年をとってきたのでバス停・ヒルズ南戸塚までのバスを、市営住宅の方まで上げてほ

しい。歳をとって坂が辛くなって来た。」 

 

 

ヒルズ南戸塚、市営南戸塚住宅 （7 月 6 日 撮影） 

 
 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７５２・南戸塚小通学路の安全対策強化を要望 

本件は、南戸塚小通学路の拡幅、スクールゾーン表示、カラーベルト等の整備をはじめ、

児童の交通安全対策の強化を要望します。 

 
戸塚町 2820 付近の住民からの要望です。  （7587） 
「セブンイレブンの裏の車道が通学道なのに、表通りに出るところに、車の止まれの字

が書いてなく、ぶつかりそうになっている状態です。朝、南戸塚小学校への通学路で子供

は危険です。」 

 

バス通りの手前（戸塚町 2808 付近）に「止まれ」の「標識」なし（7 月 6 日 撮影） 
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バス通りの手前（戸塚町 2751 付近）に「止まれ」の「標識」なし（7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７５３・熊野神社前交差点付近 道路の拡幅、歩道確保等の安全対策を要望 

熊野神社前交差点（戸塚町 2215）付近は通学路です。道路の拡幅で歩道の確保等、通学

路の安全対策を要望します。 
本件は、申し入れ項目№３３０（2013 年 5 月 21 日付）、№５１５（2014 年 9 月 17 日

付）他、度々、改善を要望しています。 
具体的に対策を進めることを要望します。 

 
下郷地域の住民からの要望です。  （8689）  
「小・中学校への通学路で危険な箇所があります、道幅が狭く危ないです。地域の方の

見守りにはとても感謝です。熊野神社周辺から南戸塚中学校へ向う道です。通学路の安全

対策をお願いします。」 

 

 

熊野神社前交差点（戸塚町 2215）付近 通学路の状況（7 月 6 日 撮影） 
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熊野神社前交差点付近 通学路の状況（7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７５４・法務局前の道路  歩道の幅員確保を要望 

本件は、法務局前道路（戸塚町 2810～2833 付近）を拡幅して、歩行者が安心・安全に

通れる状態に歩道整備を要望します。 

 
戸塚町 2833 付近の住民からの要望です。  （9101） 

 「片側一車線のバス道路（法務局前の通り）で、歩道が狭くて危ない所がいくつもある。

広いと思って歩くとある所から狭くなったり、その逆側は広かったり 直せばどうにかな

りそうなところが多い。戸塚駅西口から下郷方面、大船西口方面へ続くバス通りだが、南

戸塚小入り口、下郷小入口等改善できる個所はあると思う。通学路の安全対策に位置付け、

ぜひお願いしたい。」 

 

    
法務局前道路（戸塚町 2810～2833 付近） 歩道の状況 （7 月 6 日 撮影） 
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【土木事務所・新沢公園・戸塚小学校等周辺地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７５５・戸塚小正門前交差点 交通規制の改善を要望 

戸塚小の正門前交差点（戸塚町 132 付近）、交通規制と取り締まり等に改善を要望しま

す。 
本件は、申し入れ項目№６０７（2015 年 11 月 20 日付）他、度々、改善を要望していま

す。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （4463） 
「市政ではないが警察の取り締まりに疑問を感じる。戸塚小学校の前は時間帯により 1

号線から進入禁止となるが、脇道からは進入することができる。安全確保の面から考えれ

ば細い脇道からの侵入も禁止すべきだし、取り締まりのときも進入の手前で注意すべきで

あり、進入した後で取り締まるのはおかしい。また 小学校が休みの日もやっており本来

の目的からずれていないか。反則金かせぎをしているとしか思えない」 

 

 
戸塚小正門前交差点（戸塚町 141 付近）（7 月 6 日 撮影） 

 
戸塚小正門前交差点（戸塚町 132 付近）（7 月 6 日 撮影） 
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戸塚小正門前交差点（戸塚町 120 付近）（7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７５６・戸塚町全域 自転車を運転する時の安全ルールの徹底を要望 

戸塚駅に近い戸塚町全域は、狭隘道路や坂道が多い地域です。しかし、地域の条件に合

わせた自転車の安全ルールがまもられていません。 
安全ルールの徹底を要望します。 

  
戸塚町（大坂台付近 国道 1 号線沿い）の住民からの要望です。 （4005） 

① 「戸塚警察署の近くに住んでいるが、警察官の取り締まりが車両に偏り過ぎている。も

っと自転車の取り締まりを強化して欲しい。ルール無視がいかに多い事か。是非、要望

する。」 

 
戸塚町（平成横浜病院近く）の住民からの要望です。  （7535） 

② 「歩行者と自転車が歩道を一緒に通ります。歩道を歩いて大変恐怖を感じた事がたびた

びあります。友人も自転車(大学生)にぶつけられ頭を何針も縫ったそうです。自転車に

ハッキリわかる番号をつけてすぐわかる様にしたらどうでしょうか。あて逃げもあるそ

うですので。」 

 

 

戸塚町（大坂台付近 国道 1 号線沿い）の状況 （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
７５７・戸塚町全域 生活道路の舗装改修を要望 

戸塚町全域にわたって身近な生活道路の整備、舗装の改修を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （4457） 
「生活道路がデコボコでベビーカーにくるしい。やさしくない。戸塚町は坂が多く大変

なのだから道の舗装くらいもっとやるべきだ。何のために税金を戸塚区（市）に払ってい

るのか。だんだん不満がたまってきた。」 

 
 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７５８・戸塚町・「戸塚地下道⇔丘の上保育園」間の道路の交通安全対策を要望 

戸塚町・宮ﾉ谷町内を通る市道は、カーブが多く、見通しの悪い坂道道路です。ここを車、

自転車等がかなりのスピードを出して通ります。 
注意看板の設置、スピード制限等、交通安全対策を要望します。 

 
戸塚町 3300 付近の住民からの要望です。  （5878） 
「宮ﾉ谷町内会の通りは、通学路になっているのですが、我が家の前の急な坂道から下り

て来る車、バイク、自転車等、朝はかなりのスピードで来るので、地元の老人等はゴミ出

しの時でもヒヤヒヤしながら出しています。何度も事故もありました。減速させるなど安

全対策を切望します。」 

 

  
宮ﾉ谷町内（戸塚町 3329～3452 付近）の市道の状況 （7 月 6 日 撮影） 

  



9 
 

≪戸塚土木事務所≫ 
７５９・高島橋（戸塚町 216⇔上倉田町 250）架け替え工事の早期完成を要望 

高島橋（戸塚町 216⇔上倉田町 250）架け替え工事の早期完成を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （3599） 
「高島橋を早くつくり替えてほしい。」 

 

 

高島橋 架替工事の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７６０・戸塚町・日立工場跡地 新たな建物は低層にすることを要望 

戸塚町・日立工場跡地に新たに建築される建物は、低層にすることを要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （3599）  
「戸塚工場の跡地に中外製薬が建つと聞いていますが、新たな建物は、低い高さにして

もらいたい。」 

 

 
旧日立工場跡地 新たな建設工事（柏尾川の両側）の状況 （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７６１・戸塚町・宮谷西公園 野良猫対策で清潔に保つことを要望 

戸塚町 3261 付近の宮谷西公園は、野良猫の糞で公園全体が、不衛生になっています。

公園の管理のあり方の検証、見直しを行い、衛生の点からも、美観の点からも清潔に保つ

ことを要望します。 

 
戸塚町・宮谷地域の住民からの要望です。  （6266） 

 「宮谷西公園（戸塚町 3261 付近）の野良猫対策が必要です。公園とその近隣でエサを

あたえる人が多いためか、公園が糞だらけで小さい子供を遊ばせるには不潔すぎます。近

隣の家も猫への対策をしている家庭が多いようで、外からみてもわかるくらいです。有効

な手立てをとって下さい。」 

   
宮谷西公園（戸塚町 3261 付近） いたるところに野良猫の糞  （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚警察署≫ 
７６２・大坂上⇔戸塚駅バスセンター間の信号機  交通量に応じた改善を要望 

「大坂上⇔戸塚駅バスセンター」間の信号機のサイクル・系統を歩行者、車の交通量に

見合ったシステムに改善することを要望します。 
 現地調査の結果、大坂上信号機（戸塚町 2402 付近）の歩行者「青」信号は、約 40 秒で

した。 

 
戸塚町・大正地域の住民からの要望です。  （8817） 
「原宿方面から戸塚駅の間の信号機が多すぎる。さらに、信号機のタイミングが適切で

ない。例えば、大坂上の信号は歩行者数と“青”の時間（約 40 秒）が合っていない。歩行

者用の青が長すぎる。」また、「大坂上からバスセンターまでの区間をトータルでコントロ

ールするように改善して欲しい。」 
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大坂上信号機（戸塚町 2402）付近の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚警察署≫ 
７６３・戸塚町八坂神社前交差点 歩行者用「青」の秒数延長を要望 

戸塚町八坂神社前交差点（国道 1 号線）の歩行者用「青」の秒数延長を要望します。 
現地調査の結果、国道に沿って横断する歩行者「青」は約 25 秒でした。歩行者「赤」に

変わってから車「青」が約 45 秒でした。その結果、車「青」は計約 70 秒でした。 

 
戸塚町 5 丁目の住民からの要望です。  （4415） 
「戸塚町八坂神社前交差点の歩行者用の信号『青』は、自動車用とくらべて極端に短く

精神衛生上よろしくない。歩行者『赤』になってもわたる人がいてかえって人身事故の要

因になりかねない。通常の形態が良いと思います。」 

 

 
戸塚町八坂神社前交差点（国道 1 号線）の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 

戸塚町八坂神社前交差点（国道 1 号線）の状況 （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 
７６４・戸塚町・旧区役所跡地は、戸塚小の用地として活用すべきだった（意見） 

戸塚小学校では、グランドの一部をつぶして増築したが、隣の旧区役所跡地を学校用地

として活用すべきだったとの意見です。  （9544） 

 
戸塚小学校の地元の住民からの意見です。 
「旧区役所の土地はもともと戸塚小の土地だった。教室が足りないと言われていたのだ

から、小学校の敷地に合筆して、小学校用地として活用してほしかった。」 

 

 

戸塚町・旧区役所跡地と戸塚小敷地の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７６５・柏尾川の「桜橋」 安全性確保のため改修を要望 

柏尾川の桜橋（戸塚小学校⇔コンフオール上倉田間の人道橋）は、路面舗装が経年劣化

でひび割れ等、老朽化しています。 
安全性確保のため路面の舗装の改修、及び、本体の点検補修を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （7646） 
「柏尾川の桜橋の舗装にひび割れがあります。雨水がしみ込んで基礎の鉄部が錆びるの

ではと気にしています。」 
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桜橋（戸塚町 132 付近）の路面の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 

経年劣化・錆による腐食（上倉田側 橋路面裏）の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７６６・戸塚町・大坂下公園プール存続を要望 

戸塚町 3011 付近（土木事務所近く）の「大坂下公園プール」を存続させることを要望

します。  （7536） 

 
戸塚町の住民からの要望です。 

 「大坂下公園プ－ルをつぶさないで下さい。こどもたちにプ－ルを満足にさせるにはぜ

ひとも必要!！です。よろしくお願いします。」 
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「大坂下公園プール」（戸塚町 3011 付近 土木事務所近く）の現況 （7 月 14 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７６７・柏尾川プロムナード自転車通行帯のポール 安全性の考慮を要望 

柏尾川プロムナード（戸塚町 132 戸塚小裏門付近）の自転車通行帯のポールは、安全

性を考慮した位置に設置し直す等の対応を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。  （8091） 

 「柏尾川沿いの自転車レーンにポールが所々にたっています。歩行者のために減速させ

る目的でしょうが危険すぎます。減速させるなら段差をつける等他に手段があるはずです。」 

 

 
柏尾川プロムナード（戸塚小裏門付近）の状況（7 月 6 日 撮影） 

 

高島橋上手 自転車・歩行者通行帯の状況（7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７６８・戸塚町 626 付近に横断歩道設置を要望 

戸塚町 626 付近に、新たな横断歩道の設置を要望します。 

 
戸塚町の住民からの要望です。    （8390） 
「戸塚町 626 付近（パーカーの前）に横断歩道を作って欲しい。朝、通学、通園等の子

ども達がなかなか渡れず、車の通りも激しいので危ないです。」 

 
戸塚町 626 付近の状況  （7 月 6 日 撮影） 

 

【矢沢立体周辺地域の要望項目】 

 
≪戸塚警察署≫ 
７６９・矢沢交差点～バスセンター前交差点 路上駐・停車対策を要望 

「矢沢交差点～バスセンター前交差点」間の路上駐・停車対策を要望します。   

 
戸塚町在住（戸塚駅西口方面）の住民からの要望です。   （9412） 
「矢沢立体⇔サクラス手前（戸塚町 4820～4253 付近）にかけて、路上駐車が多く困り

ます。見通しも悪く、危険です。路上駐・停車を無くしてください。」 

 

 
「矢沢交差点～バスセンター前交差点」間の道路の状況 （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７７０・矢沢交差点⇔バスセンター前交差点 喫煙禁止区域指定を要望 

矢沢交差点⇔バスセンター前交差点」の区間の歩道は、喫煙禁止区域に指定することを

要望します。  

 
踊場方面から通行する住民からの要望です。  （9412） 
「タバコのポイ捨て（ゴミの投げ捨ても）が多く、路上を喫煙場所と考えている人も多

く、困っています。喫煙禁止エリアに指定してほしい。」 

 

  
矢沢立体付近 コンビニ前の吸い殻入れ （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚警察署≫ 
７７１・矢沢立体交差点 歩行者信号の改善を要望 

矢沢立体交差点の歩行者信号（戸塚駅西口に向かって左側）の秒数を増やし、道路 2 つ

を渡りきれるように延長する改善を要望します。 
具体的には、駅に近い方から渡る場合、手前の信号「青」は、約 60 秒です。踊場側の信

号は、それから約 5 秒遅れて「青」になります。「赤」には、同時に変わります。踊場側か

ら駅に向かう場合の「青」は、約 55 秒です。つまり、二つの道路を横断する「青」は約

55 秒と言うことになります。 

 
踊場方面から通行する住民からの要望です。   （5181） 
「長後街道沿いの横浜新道へあがる矢沢の交差点に、歩行者用の２つの信号機があるの

ですが、青が短く２つの道路を渡りきれません。歩行者専用信号の青をもっと長くしてく

ださい。」 
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矢沢立体交差点の歩行者信号 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７７２・矢沢立体交差点 排水溝の清掃・改修を要望 

矢沢立体交差点の排水溝の清掃・改修を要望します。  （5181）  

 
踊場方面から通行する住民からの要望です。 
「雨の日は、交差点に水があふれます。以前、土木事務所に水はけの改善と排水溝を掃

除するよう依頼しましたがダメでした。」 

 

  
矢沢立体交差点の排水口付近の状況 横断歩道の両端に水がたまる（7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７７３・日産前、アザリエ団地前バス停に、急行バスも停車するよう改善を要望 

本件は、申し入れ項目№５６０（2015 年 5 月 28 日付）でも要望しています。神奈川中

央交通の回答は、「速達性の観点からの措置であり理解していただきたい。」「今後、利用者

の声をよく聞いて必要な改善はしていきたい。」と言うものでした。 
同様の要望が繰り返し寄せられます。 
公共交通機関の使命として利用者の声にこたえるよう、改めて事業者に強く働きかける

ことを要望します。 

 
踊場駅～アザリエ団地入口まで（長後街道沿い）の地域の住民からの要望です。 
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① 「日産前とアザリエ団地前バス停（長後街道沿い）に、急行バスが停車するよう改善を

要望します。」  （7640） 

 
② 「戸塚西口のバスは神奈中バス 1 社です。汲沢団地発と弥生台発のバスは急行で、日産

前、アザリエ団地前のバス停には停車しません。住民の足のはずのバスがどうして停車

しないのか？ 足の悪い人、お年寄りの方、時間通りに来ないうえ上飯田団地発から来

るバスだけではとても不便です。汲沢団地発だけでも停車していただきたく交渉お願い

します。」 

 

        

日産前・バス停付近の状況 （7 月 6 日 撮影）  時刻表 

       
アザリエ団地前・バス停付近の状況 （7 月 6 日 撮影） 時刻表 
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【汲沢町地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
７７４・深谷通信隊跡地活用 住民合意で活用計画の具体化を要望 

返還された旧深谷通信隊跡地の活用計画について、周辺住民からの意見、要望が寄せら

れています。 
住民合意で跡地活用計画が具体化されることを要望します。 
跡地活用計画の基本的考え方、及び、事業の今後の見通し、スケジュールについて回答

を求めます。 

 
深谷通信隊跡地周辺地域等の住民から寄せられている意見・要望です。 

 
汲沢町の住民からの意見です。  （2109）  

① 「地震対策は町内会の役員任せでなく、行政と地域住民が共同して目に見える形で行え

るようにしてほしい。そのために、通信隊の跡地は大震災が来るまで、そのままとし、

震災後の公営住宅の建設等にあてること。」 

 
 
通信隊跡地周辺住民からの意見です。  （3571） 

② 「旧深谷通信隊跡地の一角に、日常生活に役立つスーパーマーケットの建設を要望しま

す。周辺地域（汲沢中学校周辺 バス停・住宅前～通信隊前～泉区中田西４～５丁目）

は、交通不便地域で高齢者の住民が多い。広大な空地は、こうした地域事情の改善に役

立つものにしてほしい。」 

 
 

 
返還された旧深谷通信隊跡地の現況 （7 月 6 日 撮影） 
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返還された旧深谷通信隊跡地の現況 （7 月 6 日 撮影） 

 
返還された旧深谷通信隊跡地の現況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７７５・通信隊跡地内の道路（重要な日常生活道路） 路面の整備を要望 

本件は、申し入れ項目№６４１（2016 年 5 月 26 日付）他、で要望しています。 
一部舗装の補修はされましたが、現状は、通路の路面が劣化でひび割れ、凸凹もひどく、

舗装の欠損個所もあります。 
通信隊跡地内の道路は、地元住民の重要な日常生活道路になっています。 
現地を改めて調査のうえ、舗装の補修・改修等の措置を要望します。 

 
汲沢町（跡地周辺）の住民からの要望です。   

① 「神奈川中央交通のバス停・住宅前（戸塚区側）から住宅への歩道が凹凸で高齢者・少

年野球の児童らの転倒が多く危険です。旧米軍通信敷地内であるが生活道路として活か

していくため路面の全面改修を望みます。」   （3602） 

 
② 「住宅前のバス停から汲沢西団地へ向う道路が凸凹して歩きにくい。舗装・改修してほ

しい。」   （3620） 
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通信隊跡地内の日常生活道路の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 

 
通信隊跡地内の日常生活道路の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 

【汲沢 1～7 丁目地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
７７６・汲沢一～七丁目地域にコミニティーバスの新規開設を要望 

汲沢一～七丁目地域にコミニティーバスの新規開設を要望します。 

 
汲沢一～七丁目地域の住民からの要望です。  （3629） 
「戸塚区汲沢地域にもミニバス（コミニュティーバス？）をつくってほしい。」 

 
 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７７７・踊場駅⇔戸塚高校間の市道（戸塚高校通り） 安全対策強化を要望 

本件は、申し入れ項目№４３４（2014 年 7 月 25 日付）他で、繰り返し要望しています。 
今回アンケートでも地元住民から多くの意見・要望が寄せられました。 

 一方通行等の交通規制を行うなど、抜本的な措置を要望します。 

 
以下は、戸塚高校通り沿いの住民からの意見、要望です。 

① 「長後街道が拡大されてから交通量が増加するとともに家の近くの歩道も車が増加し
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歩行者ギリギリにスピードを出す車が通って危ない。通学路でもある。大型車がスピー

ドを上げて通る時もあります。」  （3985） 

 
② 「戸塚高校通りの狭さは危険を感じます。」  （4862） 

 
③ 「戸塚高校前通りのことです。道巾が狭く車と歩行者との交差さえ困難です。大変危険

です。」  （7589） 

 
④ 「戸塚高校通りの安全対策は、緊急にお願いします。踊場駅～戸塚高校迄は、通学時間

帯の交通規制が必要です。特に、7～9 時の時間帯は、一般、大型車両の制限又は歩道

確保を強く希望します。実際、その時間帯に引き逃げ事故にあいました。⇒通学時間帯

は非常に危険。」  （9655） 

 

 

踊場駅⇔戸塚高校間の市道の状況（戸塚高校通り） （7 月 6 日 撮影） 

   
踊場駅⇔戸塚高校間の市道（戸塚高校通り）の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７７８・東汲沢小学校区域に「学童保育所」等の設置を要望 

東汲沢小学校区域に「学童保育所」等の設置を要望します。 
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汲沢地区一丁目～七丁目地域の住民からの要望です。  （4447） 
① 「踊場学童保育が定員いっぱいで来年度の 1 年生が入所出来ない事が予想されます。

東汲沢小学校には はまっこしかないためキッズに移行するまで学童保育所の変わ

りになるような制度等を考えていただきたいです。」 
② 「中学校給食を是非実施していただきたいです。」 

 

 

東汲沢小学校正門付近 （7 月 6 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７７９・県営汲沢団地  耐震対策、設備更新等、安心・安全診断と改修を要望 

建設以来 50 年以上経過している団地です。団地居住者の安全と安心を確保するため、施

設・設備の点検・診断と必要な改修工事の実施を神奈川県に対して働きかけることを要望

します。 
神奈川県の老朽団地に対する基本方針について回答を求めます。 

 
汲沢団地の住民からの意見・要望です。  （4873）  
「汲沢団地に住む者ですが、クーラーをつけようにも壁に穴があいておらず皆（みんな）

サッシの小窓からホースを引き込んで使用しています。今時こんな団地があるでしょうか。

建物も古いし地震に大丈夫なのか調査してもらいたいと思います。」 

   
汲沢団地の現況 （7 月 6 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
７８０・汲沢七丁目 20-15 付近の私道  路面舗装の改修等を要望 

本件要望の所在は、汲沢 7 丁目 20-15 付近です。 
汲沢七丁目 20-15 付近の私道は、経年劣化等で相当傷んでいます。現地を調査しひどい

状態を確認できました。 
当該地点を中心とする周辺の私道の路面の改修等を要望します。 
私道の補修・改修への補助制度を適用すべきと考えます。市道対策の補助要件について、

あわせて回答を求めます。 

 
汲沢七丁目地域の住民からの要望です。    

① 「私道と言うことで道路は穴だらけです。道路行政が遅れているのではないか。引っ越

しして来て判りました。税金は同じく払っているのだから、身近な生活道路にお金をか

けてください。」  （7577） 

 
② 「自宅前の道路が一般の人にもどんどん利用されているにもかかわらず、一部の人がハ

ンコを押してくれないがために私道のまま。整備していただけないので大きな穴があい

ても放置されており、子ども、老人が足をとられたら大事故につながると心配でなりま

せん。」  （7584） 

 

  
汲沢七丁目 20-15 付近 私道路面の状況 （7 月 6 日 撮影） 

 

【矢部町地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７８１・矢部町 1064（矢部トンネル近く）付近 通学路の安全対策を要望 

本件現地は、矢部町 1064 番地付近です。 
矢部町 1064（矢部トンネル近く）付近の通学路の安全対策を要望します。 
地元では、スクールゾーン協議会等で、以前から要望を続けている懸案事項です。 
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通学路の安全対策の喫緊の課題として、早急に有効な措置を要望します。 

 
矢部町 1064 付近の住民からの要望です。  （3578）  
「小学生、中学生、高校生のスクールゾーンとして通学する道路ですが、ぬけ道になっ

ています。信号がないので、車はこの道を通っています。朝の子どもの通学の状況を見に

来て下さると（月～金 7:30～8:15 ごろ）助かります。よろしくお願い致します。歩道がな

いため信号が設置できないそうです。」 

 

  
矢部町 1064（矢部トンネル近く）付近の交差点（通学路）の現況 （7 月 6 日 撮影） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７８２・通学路（矢部トンネル近く） 未舗装部分の整備を要望 

矢部トンネル近くの通学路（この通路は通学路に指定されていないが、児童は安全確保

のために毎日、このルートを通っている。）の未舗装部分を通りやすく舗装・整備を要望し

ます。 

矢部町（当該通学路付近）の住民からの要望です。  （3621） 
 「戸塚駅より矢部トンネルを抜け上矢部高校方面に行く場所。矢部町 1066～1094 にか

けての狭い通路です。こどもたちは、指定されている表の道路は、道巾が狭く、車が多く

危険な為、この通路状の道路を通って通学しています。通路中ほどの部分が未舗装の為、

歩きづらく困っています。何故、この部分だけ舗装しなかったのでしょうか。未舗装部分

も舗装して下さい。」 

 

    
通学路（矢部トンネル近く）未舗装部分の現況（7 月 6 日 撮影） 
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通学路（矢部トンネル近く）未舗装部分の現況（7 月 6 日 撮影） 

 

【鳥が丘地域の要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ 

 
７８３・鳥が丘地区内バス道路 路面舗装、排水施設の補修・改修を要望 

鳥が丘地区内バス道路は、地域の造成から長年経っているため、路面舗装や雨水排水施

設が経年劣化しています。現地調査では、路面は傷んで無いように見えましたが、舗装が

波打っていたり、マンホールと段差があるなど、沿線の住宅が振動すると思われます。バ

ス通りを中心に地区内の道路を、点検、調査のうえ全面的な補修・改修を要望します。 

 
鳥が丘地域の住民からの要望です。  （5900） 
「鳥が丘地区内バス道路が、住宅地造成時から長年経たため、路面舗装、道路の雨水排

水施設等が、老朽化し傷んでいます。補修・改修事業の推進を願います。」 

 

 
鳥が丘地区内バス道路の路面舗装、排水施設等の現況（7 月 6 日 撮影） 
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【戸塚駅及び戸塚駅周辺地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
７８４・戸塚駅周辺地域の交通問題の根本的解決を要望 

市民要望アンケートでは、戸塚区民から約 850 通の回答がありました。（6 月 10 日現在） 
その内、道路、交通問題等のまちづくりの項目が約 300 項目ありました。地域別、内容

別に整理した結果、戸塚駅とその周辺地域に関する意見、要望だけで 62 項目になり、戸塚

駅周辺のまちづくりに区民の意見、要望が集中していることが明らかになりました。 
駅周辺道路の安全確保と渋滞解消等（11 件）、駅前道路西口交番前付近に横断歩道設置

（2 件）、バスセンター前交差点歩行者青信号秒数延長・スクランブル化（5 件）、西口駅前

諸施設の改善（8 件）、駅舎・鉄道施設の改良（5 件）、「バスターミナル⇔富士橋」間の道

路整備とバス路線開設（11 件）、東口駅前諸施設の改善（20 件）、となっています。 
戸塚駅周辺の課題対応として「住み続けたいまち・みちづくり推進事業」の第 1 回検討

会議が昨年 12 月 16 日に立ち上がり、活動が開始されたことは評価できます。 
しかし、駅周辺がボトルネックになって戸塚区内全域に交通問題を引き起こしている問

題の解決は、戸塚区にとって４０年来の歴史的懸案です。この懸案の解決が、さらに 10
年、15 年と先延ばしになるのであれば、区民からは「行政は何をやっているのか」、「我慢

は限界を超えている」等の厳しい批判が一層広がることになります。 
横浜市は、戸塚駅周辺地区のまちづくりに係る課題解決の緊急性、重大性を正面から受

け止め対応策を機敏に具体化し実行する責任があります。 
対策の具体化に当たっては、歩行者 優先、だれにも優しいまちづくりの視点から、バ

リアフリー化、安全性と利便性の向上等をすすめる必要があります。 
戸塚駅とその周辺地域の道路、交通問題など、駅周辺地域の課題全般の解決策について、

期日を明確にした回答を求めます。 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７８５・バスセンター前交差点  歩行者用「青」信号延長とスクランブル化を要望 

本件と同じ主旨の要望を、これまでにも度々申し入れています。 
申し入れ項目№．００６（2010 年 10 月付）、№．０３６（2010 年 10 月付）、№．２９

８（2013 年 1 月 22 日付）、№．３１２（2013 年 4 月 24 日付）、№．４５７―7（2014 年

8 月 29 日付）他、です。 
車両の渋滞が伸びることを理由とせず、歩行者優先、バス等公共交通優先の視点で改善

を要望します。 
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バスセンター前交差点 歩行者「青」の状況  （7 月 9 日 撮影） 

 
以下、当該交差点を利用する市民から寄せられた意見・要望です。 

① 「戸塚サクラス前の交差点をスクランブルにして、歩行者にもっと時間を取ってほしい」  

（3594） 

 
② 「戸塚駅近くの交差点をスクランブル化して横断時間を５、６秒長くしてほしい。老人

は渡りきれない。」  （4458） 

 
③ 「戸塚バスセンター、サクラス、郵便局がある大きな交差点は、スクランブルではない

とありますが、みんな無視している。いっその事スクランブルにしたらと思います。」  

（7583） 

 
④ 「戸塚駅の長後街道へゆく交差点の歩行者信号が短すぎる。お年寄り、不自由な人が難

儀している。もっと長く設定して欲しい。戸塚警察は実態をよく観察して対応してほし

い。」  （7586） 

 
⑤ 「戸塚サクラス、バスセンター、郵便局を囲む大きな交差点の横断歩道の青信号の時間

が短い。歩きの遅い高齢の方は、間に合わなくてあぶないです。」  （7613） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
７８６・西口交番前に横断歩道の設置要望 

西口交番前に横断歩道の設置を要望します。 
本件と同じ趣旨の要望は、これまでにも度々、申し入れています。 
申し入れ項目№．２４９（2012 年 6 月 22 日付）、他、です。  
横断禁止の規制がされていても現実には、横断する人は絶えません。区民、駅周辺利用

者からの意見・要望を受け止め、安全 優先、歩行者優先、バス等公共交通優先の視点で

具体化することを要望します。 
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西口交番前の現状 （7 月 9 日 撮影） 

 
以下、寄せられた意見・要望です。 

 
① 「戸塚西口交番前とトツカーナの間の道路に歩行者の歩道がなく、老齢者は不便を感じ

ています。車は手前の信号で徐行しています。何故、信号付横断歩道ができないのか不

思議でなりません。歩行者無視と言わざるをえません。」  （4425） 

 
② 「戸塚駅～トツカーナの間、一階の道路を安心して平面で渡りたい。（車は異常なスピ

ードで走る）駐在所～地下への降り口間に幅広い歩道を造って欲しい。」  （3606） 

 

【「戸塚駅西口バスターミナル⇔富士橋」間の道路に係る要望】 

 
≪戸塚区役所≫ 
７８７・「バスターミナル⇔富士橋」間の道路の拡幅、バス路線開設等を要望 

バスターミナル⇔富士橋間の道路拡幅、バス路線の開設等の要望が、多数寄せられてい

ます。本件はこれまでにも度々申し入れている案件です。 
申し入れ項目（№．４７１－4（2014 年 8 月 29 日付）、№．６７３（2016 年 11 月 20

日付）他、です。 
改めて懸案解決にむけた市の方針とスケジュールについて回答を求めます。 
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バスターミナル⇔富士橋間の道路の状況 （7 月 9 日 撮影） 

 

  
バスターミナル⇔富士橋間の道路の状況 （7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
７８８・バスターミナル前道路 歩道の拡幅等を要望 

本件と同じ趣旨の要望は、これまでに度々申し入れています。 
申し入れ項目 №．２７９（2012 年 10 月 23 日付）他、です。 
道路拡幅のための用地については、関係地権者の協力が得られる見通しと聞いています。

早急に事業を具体化、実施してください。 
事業内容と実施スケジュールについて回答を求めます。 

 
以下、寄せられた意見・要望です。 

① 「戸塚駅バスターミナル前（住宅展示場下）歩道の拡幅をいそげ！（切望しています。）

歩道が狭く（1ｍ以下）電柱も立っており、人通り多く、歩行も極めて危険。自転車は

車道を走らざるを得ず、転倒したら 後。」  （5913） 

 
② 「戸塚駅周辺は、現在新しいマンションが多く建設されていて人も増えています。いつ
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も使っている道がすごく狭くて通りづらさを毎日のように感じています。何とかして欲

しいといつも思っています。場所は、戸塚駅西口、ＡＢＣ住宅公園前の歩道です。特に

朝夕の通勤通学時間帯が混んで大変です。」  （3597） 

 
③ 「戸塚駅から蔵坪までの道、特に、元日立ソフト工場側の歩道はすれ違いも出来ない状

態です。歩行者が安心、安全に通行できるよう、歩道の整備をお願いします。」  （3633） 

 
④ 「戸塚駅住宅展示場周辺は、車道、歩道が狭く危険。バスが自転車と接触する等事故が

多い。」   （5187） 

 
⑤ 「通学路でもある戸塚住宅公園近くの歩道が狭い。交通量も多く危険に感じる。」  

（7667） 
⑥ 「戸塚駅から住宅展示場の歩道が大変狭く危険。自転車で通るといつもクラクションを

ならされる。歩道の巾を広げ、段差をなくしてほしい。」  （3644） 

 
⑦ 「以前日立、今、住宅公園沿いの歩道、狭い歩道のすぐ横を車・自転車がどんどん走っ

ているけどその歩道の中に電柱がたっていて一人通っていると対向の人は待っている

か一段下の車道に降りて追い越して皆さん歩いています。朝・晩の交通量の多い時は、

事故が起こらないかと心配です。」  （4451） 

 
⑧ 「戸塚駅西口から矢部トンネルまでの道の歩道がせまい。自転車が通るスペースがせま

い。」  （5904） 

 
⑨ 「矢部トンネル⇔蔵坪交差点の道路を広げてほしい。現状においては、家の前の道路（矢

部町 860 付近）のスピード制限を強化してほしい。」  （5945） 

 
⑩ 「戸塚駅から住宅展示場の舗道が大変狭く危険。自転車で通るといつもクラクションを

ならされる。歩道の巾を広げて段差をなくしてほしい。」  （3644） 

 
⑪ 「旧日立ソフト工場横の道路は狭くて危険です。交通量が多いので警察の対応があって

も良いと思う。道巾を広げるか、警察による取り締まりをお願いしたい。」  （3580） 

 

【戸塚駅周辺施設（トツカーナ、区役所等）に係る要望項目】 

 
戸塚駅周辺のトツカーナ、区役所等の施設、及び、周辺道路施設の改善に対する意見・

要望が数多く寄せられています。以下、寄せられた意見・要望です。 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７８９・戸塚駅西口施設  歩行者数や導線を考慮した整備を要望 

戸塚駅西口の各施設の出入り口や昇降施設は、歩行者（利用者）の人数や導線を考慮し

て整備、改修することを要望します。 

 
矢部町から通勤する方からの意見と要望です。 
「JR 戸塚駅周辺の歩行者横断歩道に信号機とエスカレーターの設置。歩行者が一番多い

道に信号機が全くなく。出入口８は巾が狭く利用者が少ない。出入口９の上りエスカレー

ターはほとんど利用者はなく、下りはバスの乗降者しか利用しない。なぜ利用者の多い出

入り口８にエスカレーターを設置しないのか。税金の無駄使いではないか。歩行者数の実

態調査をして、効果的に信号機やエスカレーターを設置してほしい。」  （3984） 

 

      
戸塚駅西口地下通路にある出入口・昇降施設の案内板  （7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９０・戸塚駅西口周辺地区 安心・便利なまちづくりの推進を要望 

戸塚駅西口周辺地区の安心・便利なまちづくりを要望します。 

 
戸塚駅、西口周辺の利用者からの要望です。 

 「戸塚駅西口周辺を安心、便利なまちに改善してほしい。」  （0363） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９１・戸塚駅西口・タクシー乗場 分かりやすく便利に改善を要望 

戸塚駅西口のタクシー乗場は、「わかりにくい、遠い」との意見が多く聞かれます。案内

表示等で少しでも分かりやすく、利便性の向上のために改善を要望します。 

 
戸塚駅、西口周辺の利用者、及び、矢部町の高齢の住民からの要望です。 
「戸塚駅西口からタクシー乗場が遠すぎるし、解りにくい。戸塚区以外からの人にタク

シー乗場の説明もややこしく、言った通り来た人は誰もいないです。体調が悪かったり、

足が不自由だったりした時も乗場までは行く事が出来ません。元気な人達だけが乗る場所
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の様に思います。今更どうにもなる事ではないかも知れないが、誰しもにやさしい戸塚の

街にしてもらいたいです。住宅公園前のタクシー待機場所から乗れるようにすれば、平坦

な道を行けるので動き易いです。」  （3583） 

 

   

戸塚駅西口タクシー乗場の案内の現状 （7 月 9 日 撮影） 

≪戸塚区役所≫ 
７９２・トツカーナ等の１Ｆ通路 店舗配置のわかりやすい案内を要望 

トツカーナ、パルソ等１Ｆ通路のわかりやすい店舗配置になるよう案内の改善を要望し

ます。 

 
駅周辺の利用者からの意見・要望です。 
「戸塚駅西口トツカーナとパルソの１Ｆ通路が薄暗く店舗がごちゃごちゃしている感じ

でわかりにくい。各ビル１Ｆから旭町商店街入り口までの店舗配置は、モリフルーツ、酒

屋、鮮魚店、肉屋、八百屋、などなど、商品がいろいろ陳列してありわかりづらい。すっ

きりとわかりやすくしてほしい。」  （2447） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９３・区役所３Ｆ ホッとできる空間になるよう工夫・改善を要望 

区役所３Ｆのフロアーをほっとできる空間となるよう工夫・改善を要望します。 

 
戸塚駅周辺の利用者からの要望です。 
「区役所 3Ｆの空間は使いにくく、冷たい感じがする。もっとホッとできる場所（空間）

にしてほしい。」  （5929） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９４・戸塚駅周辺の施設内に子供が安心して遊べるスペースの整備を要望 

戸塚駅周辺の各施設に、雨の日でも子供が安心して遊べるスペースの整備を要望します。 

 
西口周辺地区をよく利用する方からの要望です。 
「乳幼児、子どもたちが安全で無料か、1 日 300 円程度の低額で遊べる室内スペースが

少ない。デパ－トやショッピングモ－ルの屋上などにある、雨の日にも遊べるプレイラン
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ドのような場所があればいいなと思う。」  （7613） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９５・西口周辺施設内の喫煙防止措置を要望 

トツカーナ入口付近（バス降車場所付近）が、事実上、喫煙場所になっています。大勢

の人が行き交う場所です。西口周辺の各施設内での喫煙防止措置を要望します。 

 
戸塚駅、西口周辺の利用者からの意見・要望です。（多数ありました。） 
「トツカーナモール 1Ｆ、フアミリーマートを出たところ（バス降車場所近く）でタバ

コを吸う人が多くいます。喫煙所ではないはずです。人の往来が多いところでなく、違う

ところに喫煙所を設置してはどうですか。」  （7613） 

 

        
トツカーナ入口（バス降車場所）付近 （7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９６・トツカーナ１Ｆモールに椅子かソファーの再設置を要望 

 
トツカーナ１Ｆモールに椅子かソファーの再設置を要望します。 
本件はこれまでに度々申し入れている案件です。 
申し入れ項目№．２３６（2012 年 4 月 20 日付）、№．５８８（2015 年 9 月 14 日付）、

№．６２１（2016 年 1 月 21 日付）、№．７０６（2017 年 5 月 23 日付）他、です。 
ソファー撤去の経緯は承知していますが、同様の要望がひきつづき多数寄せられていま

す。あらためてソファー等の設置することを要望します。 

 



35 
 

        
トツカーナ１Ｆ ソファーがあった所（7 月 9 日 撮影） 

 
西口地区利用者からの意見。要望です。 

① 「東急プラザ、トツカーナモールの椅子には、いつも携帯やゲームをやっている若い人

や子供が占領していて座れない。１Ｆのトツカーナモール内の椅子が撤去されてしまい

ましたが、高齢者・障碍者はもちろん、買い物客にとって休むには貴重でした。椅子か

ベンチをまた、設置して下さい。ぜひお願いします。」  （5181） 

 
② 「戸塚駅西口方面トツカーナの１階にあったベンチが取り除いてあり、休む所がなくて

老人はみな困っています。また、設置して下さい。お願いします。」  （1338） 

 

【戸塚駅周辺道路に係る要望項目】 

 
戸塚駅周辺道路の安全対策、渋滞対策等を要望 

戸塚駅西口周辺道路の改修・改善・整備等について、寄せられた要望・意見です。 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
７９７・戸塚駅周辺道路  交差点の渋滞等の解消を要望 

戸塚駅周辺道路、交差点等における渋滞解消の要望が多数寄せられています。 
戸塚駅周辺地域の課題解決に向けた、横浜市としての取り組みである「住み続けたいま

ち・みちづくり推進事業 第 1 回検討会議（28 年 12 月 16 日開催）」が、始まっています。 
渋滞解消、歩行者の安全性と利便性の向上等に係って事業計画とそのスケジュールにつ

いて回答を求めます。 

 
以下、寄せられた意見・要望です。 

① 「戸塚駅の周りの渋滞をなんとかしてほしい。朝夕、バスが遅くなって困る。」 （9417） 
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② 「戸塚駅周辺の渋滞解消を強く要望します。特に雨の日のバス遅延は深刻です。」（7649） 

 
③ 「矢部・矢沢交差点付近、駅周辺、1 号線の渋滞緩和を切望します。」  （6269） 

 
④ 「駅周辺の路駐を取り締まって欲しい。他の駅周辺と比較して、戸塚駅周辺道路の路上

駐・停車は、特にひどいと思う。」  （7608） 

 
≪戸塚警察署≫ 
７９８・「戸塚駅～トツカーナ」間の道路  駐・停車（両側とも）の規制強化を要望 

駅前道路両側の駐停車（両側とも）の規制強化を要望します。 

 
駅及び駅周辺地区の利用者の要望です。 

① 「戸塚駅とトツカーナの間の道路は、左、右両側とも車の駐・停車が多く事故が心配。

渋滞をなくす方法として、例えば、道路拡張か停車広場の設置が良い」  （6288） 

 
② 「戸塚駅西口トツカーナ付近の路駐を取り締まって欲しい。」  （7608） 

 
③ 「戸塚駅西口道路の車の混雑を解消して欲しい。雨の日など区民の送り迎えの車が自由

に乗り入れる事の出来る車寄せの場所が無い。あってもどこにどう行けばいいのか分か

り難い。点滅ライトで路上に駐車している迎えの車が多く、ますます交通渋滞を起こし

ている。イライラが募るばかりである。」  （10124） 

 
④ 「戸塚駅周辺は再開発で便利になった点もあるが、自転車はいったいどこを通ればいい

のか？ どこを通ればよいかと判断できない。西口交番前などは路駐の車が多く、自転

車は大変危ないです。元大踏切前の交差点は、ややこしいため自転車はどう通ればよい

かわからない。エコな自転車が、安心して通れるように道路を作ってほしいです。」  

（3644） 

      
大踏切後の交差点の状況 （7 月 9 日 撮影） 
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【戸塚駅の混雑緩和と安全対策に係る要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
７９９・駅舎・鉄道施設の改善を要望 

戸塚駅は、一日の乗降客数は横浜駅に次ぐ市内２番目・一日平均乗車人員約１５万人の

多さです。朝・夕ラッシュ時間帯のホームの混雑は、大変危険な状態です。毎日通勤で利

用する皆さんから、安全対策、混雑緩和の要望が、多数寄せられています。駅利用者の規

模に見合った安全対策と利便性の向上のために、抜本的な改善策を具体化することを要望

します。 

 
以下は、駅利用者から寄せられた意見・要望です。 

 
≪戸塚区役所≫ 
８００・戸塚駅の混雑緩和と安全対策を要望 

戸塚駅の安全対策及び混雑緩和対策の抜本的強化を要望します。 

 
通勤で毎日戸塚駅を利用している方からの要望です。 
「民間なので、難しいかもしれませんが、戸塚駅の朝、通勤、通学時間帯に混雑が危険

とも思える（ＪＲホームなど）混雑を少しでも緩和してほしい。」  （5167） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８０１・戸塚駅大船寄りに、改札口の新設を要望 

戸塚駅大船寄りに、改札口を増設することを要望します。 

 
毎日、駅を利用する通勤者からの要望です。 
「戸塚駅の大船駅寄りに改札口を作って欲しい」  （9098） 

 

        
戸塚駅ホーム大船駅寄りの状況（7 月 9 日 撮影） 
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≪戸塚区役所≫ 
８０２・駅舎の改善・充実を要望 

駅舎及び駅中の改善・充実を要望します。 

 
毎日通勤で駅を利用している方からの要望です。 
「品川駅や大船駅のように、駅ナカ（改札より内側）を整備してほしい。」  （6272） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８０３・駅周辺に行き先・行く方法のわかる「総合案内板」、「案内所」の設置を要望 

駅周辺の各施設や行き先と行き方がわかる「総合案内板」、「や案内所」の設置を要望し

ます。 

 
戸塚駅周辺地区への来街者から寄せられた意見・要望です。 
「各バス停、タクシー乗り場、周辺施設等を案内できる、全体的な案内板、または、案

内所等の設置を要望します。」  （6283） 

 

【戸塚駅西口地域の個別要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８０４・戸塚郵便局前での右折禁止の規制を要望 

戸塚郵便局前に駅方面から来る車両、及び、原宿方面から来て旭町通りへ入る車両が、

直進車を妨げ渋滞の原因になっています。双方とも右折の規制を要望します。 

 
当該地点を日ごろ通っている車の運転者からの意見・要望です。 
「戸塚郵便局に駅方面から来て右折で入る車は禁止してほしい。右折車のせいで信号が

青でも進まない。」  （7629） 

 

           
戸塚郵便局前 駅方面から右折する箇所 （7 月 9 日 撮影） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８０５・柏尾川沿・図書館前Ｌ字交差点に、「止まれ」と「カーブミラー」設置を要望 

柏尾川沿・図書館付近のＬ字交差点（戸塚町 127 付近）には、「止まれ」標識や「カー

ブミラー」が設置されていません。設置を要望します。 
現地調査の約１０分間に駅方向から来る車（約１０台）で、いったん停止して安全確認

したのは一台もありませんでした。歩行者や自転車の方が危ないので止まっていました。 

 
戸塚町の住民からの要望です。 
「戸塚図書館から柏尾川の遊歩道に自転車で向かう時、駅の方から来る車が、止まらな

いで曲がるので大変危険である。止まれの規制が必要。ここに止まれの標識とカーブミラ

ーを設置してほしい。」  （7583） 

 

   

柏尾川沿・図書館付近のＬ字交差点付近の現況 （7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８０６・戸塚駅周辺にある信号の無い横断歩道の安全対策を要望 

戸塚駅周辺西口側線路沿い道路のバスターミナル付近に「信号の無い横断歩道」が４ヶ

所あります。車の通行量が多く、カーブで見通しも悪いです。 
信号機の設置、注意喚起看板の設置等の安全対策を要望します。 
本件要望の個所は、①戸塚町 5053 付近、②戸塚町 5030 付近、③戸塚町 5121 付近、④

矢部町 610 付近です。 

 
戸塚駅通勤利用者からの要望です。 
「戸塚駅周辺の信号のない横断歩道４箇所（①バスターミナル付近、②バスターミナル

横、③カトリック教会入口交差点付近、④矢部跨線人道橋手前付近）は、カーブで見通し

が悪いうえに車の通行量が多く、安心して渡れません。安全対策をお願いします。」  

（7613） 
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戸塚町 5053 番地付近 （7 月 9 日 撮影）    戸塚町 5030 番地付近 （7 月 9 日 撮影） 

 
横断歩道 手前・戸塚教会入口（戸塚町 5121 付近） 奥（矢部町 610 付近）（7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８０７・「矢沢立体⇔バスセンター前」間の歩道にベンチ等の設置を要望 

矢沢立体⇔バスセンター前間の歩道（坂道）を多くの人が行き交います。この歩道（バ

スセンター前の交差点周辺）はある程度、幅員に余裕があります。ベンチや植栽帯を設置・

整備し、だれにもやさしい歩行者空間となることを要望します。 

 
「老人が休憩できる椅子が少ない。長後街道沿いを駅まで行きますが、低いフェンスや階

段で仕方なく腰掛けている人を見ます。気の毒です。歩道が広いところもあるので、一息

休めるベンチなど設置を要望します。」  （5181） 
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バスセンター前交差点周辺の状況  （7 月 9 日 撮影） 

 

       

「矢沢立体⇔バスセンター前」間の歩道の現況 （7 月 9 日 撮影） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８０８・「矢部町 615 付近⇔矢部東公園付近」間の矢部跨線人道橋の安全対策を要望 

矢部 615 付近⇔矢部東公園近くに架かる矢部跨線人道橋が、老朽化であちこち錆びで腐

食し穴が開いています。安全性が大変心配です。 
跨線橋の点検を行うとともに、安全対策を要望します。 

 
蔵坪交差点を通って駅に通う方からの意見・要望です。 
「西口バスターミナルの先、矢部町 615⇔矢部東公園（プロムナード側）に架かってい

る歩道橋は、古くなっているが特段補修をしていません。近所の住民はもちろん、幼稚園

に通う子供も使っているのに安全とはとても見えない。安全第一です。安心して渡れるよ

う、早急に改修してください。」  （6287） 
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矢部跨線人道橋の全景 （7 月 9 日 撮影） 

 

   
矢部跨線人道橋の老朽化・さび腐食の状況 （7 月 9 日 撮影） 

 

【戸塚駅東口交通広場に係る意見・要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
８０９・戸塚駅東口交通広場、及び、周辺施設のバリアフリー化等を要望 

戸塚駅東口広場と周辺地域には、再開発事業完了後３０年来の課題があります。 
横浜市は、昨年１２月１６日に、「住み続けたいまち・みちづくり事業・第１回検討委員会」

を立ち上げ、取り組みを開始し、長年の懸案解決に一歩踏み出しました。 
しかし、取り組みのスピード感が見えません。すぐに解決が迫られる課題ばかりです。 
「バスの混雑解消」、「施設のバリアフリー化」の二つの緊急かつ切実な課題にどのよう

に取り組むのか、事業内容とスケジュールについて回答を求めます。 

 
今回のアンケートにも、たくさん意見・要望がありました。 
次の項目以下が寄せられた意見・要望です。 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１０・戸塚駅東口広場のバリアフリー化の早急な具体化・事業の実施を要望 

東口駅前広場のバリアフリー化については、たびたび申し入れています。 
申し入れ項目№．５８０（2015 年７月 24 日付）、№．６１０（2015 年 11 月 20 日付）、

№．６３１（2016 年 3 月 7 日付）、№．６４４（2016 年 5 月 26 日付）、№．７０７（2017
年 5 月 23 日付）他、です。 
今回のアンケートでも、多くの意見・要望が寄せられました。 
緊急・重要な課題です。期日を明確にして、スピード感のある対応を要望します。 

 

 

デッキに上るか地下に降りるしかない戸塚駅東口・駅前広場 （7 月 9 日 撮影） 

 
寄せられた意見・要望を以下に示します。 

 
① 「戸塚駅東口のエスカレーター等バリアフリー化して欲しい。特に東口はベンチも不足

でバスを待つ間しゃがんでいる年寄りが目立つ、せめて座れるようベンチを早急に設置

して欲しい。尚この事は大分以前に岩崎事務所の所に電話しましたが、これまでのとこ

ろ何の改善もありません。」  （4414） 

 
② 「戸塚駅前東口のバリアフリーを考えて欲しい。バス降車してから階段を上るか？下が

るか？で足の悪い私には大変苦労する。危険とルール違反を承知の上で横断せざるをえ

ない。エスカレーターの設置は考えられないでしょうか？」  （5183） 

 
③ 「戸塚駅東口バスターミナルで地下階への階段にエスカレーターの施置を。階段が高齢

者の歩行にとって如何に苛酷であるか実態を把握しているのでしょうか。」  （5887） 

 
④ 「戸塚駅東口、バスを降りると階段を利用するしかありません。足腰弱った者は大変苦
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痛です。バリアフリー化をすすめて下さい。」  （7546） 

 
⑤ 「戸塚駅東口でバスを降りてエレベーターのところに行けないことが多々あります。エ

レベーターは何のためにつくられたのですか。役に立つ施設にやり直してください。」  

（7668） 

 
⑥ 「戸塚駅東口の江ノ電利用者のバス降り場は、バスの乗り継ぎをしたくても地下階段か、

または階段を登って降りるしかありません。高齢者はもとより若い人でも時間がかかっ

て大変です。横断歩道を設置して下さい。」  （8651） 

 
⑦ 「戸塚駅東口のタクシー乗り場は不便で老人には利用しにくいです。平面で移動できる

ように計画しなおしてください。」  （1338） 

 
⑧ 「ＪＲ戸塚駅東口タクシー乗り場が不便である。高齢者、荷物のある人には極めて不便。

せっかくのエレベーター使用も不便。本当に困る、何とかしてほしい。」  （11019） 

 
⑨ 「戸塚駅の東口はバスで降りて駅に行く時に足の悪い人にはとても便が悪い。ぜひ改善

してほしい。」  （10123） 

 
⑩ 「戸塚駅東口のバス降車場 地下に下がるエレベーターが無く階段しかない為こわく

てつたい歩きをしています。危険です。」  （2105） 

 
⑪ 「通所介護施設に通われている高齢者の方達からタクシー乗り場も確かエレベーター

がありません。戸塚駅東口のバスロータリー中央での降車になった際、足が不自由な為、

不便。それを考えると外出をひかえ、行ってみたいと思っても消極的になるとのお話を

ききます。私自身も子どもが小さい頃、階段で昇るか降りるか、せねばならず不便を感

じたことを思い出しました。エレベーターを設置するか、歩行スペースを確保するなど、

改善できれば駅をもっと利用しやすくなると思います。」  （9416） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１１・戸塚駅東口のバス混雑の早期解消を要望 

東口駅前広場のバス混雑解消の課題は、たびたび申し入れています。 
申し入れ項目№．５８０（2015 年 7 月 24 日付）、№．６３１（2016 年 3 月 7 日付）他、

です。 
緊急・重要な課題であることをふまえ、スピード感を持った対応を要望します。 
本項目では、バスの混雑緩和に向けた具体的な取り組み方針について回答を求めます。 

 
東口利用者から寄せられた意見・要望です。 



45 
 

「東口ロータリーを再整備して、バスの混雑解消をしてほしい。」  （6272） 

 

 

戸塚駅東口のバス混雑状況 （16 年 3 月 14 日撮影） 

 

【戸塚駅東口周辺に係る要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８１２・駅周辺道路に駐・停車する車の規制強化を要望 

戸塚駅東口周辺道路への駐・停車の規制強化を要望します。 

 

 
駅周辺道路 駐・停車の状況 （7 月 7 日 撮影） 

 
以下は、東口の利用者からの意見・要望です。 

① 「駅周辺の路上駐車(戸塚駅東口)駅前交番は何をしているのか。路上駐車の車が一般車

両、バス、歩行者の障害になっている。取り締まってほしい。」  （2752） 

 
② 「モディーの角 車の駐・停車禁止を徹底すべきです。」  （6272） 
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③ 「モディー横道路の駐停車がバスの混雑の原因の一つになっている。駐停車禁止を徹底

してほしい。」   （11019） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１３・戸塚スポーツセンター・弓道場横道路 放置バイク・自転車の解消を要望 

戸塚スポーツセンター弓道場横のせまい通路に、バイク、自転車がたくさん置かれます。

通行の妨げになっています。また、駐輪場へのアクセス通路でもあるので歩行者との接触

事故の危険性があります。放置バイク等の解消を要望します。 

 
上倉田町の住民から寄せられた要望です。 
「戸塚スポーツセンター弓道場横の道路の放置バイクをなくして欲しいです。駐輪場が

あるので、バイクや自転車がたくさん通りますが、放置バイクがあるので歩行者が安心し

て歩ける道幅がなくなっています。(狭いです) 地域の方（町内会や連合町会）が、何年

も前から区役所などに申し入れていますが改善されません。幼児の手を引いて通る時は狭

くてバイクなどとすれ違うのが怖いです。」   （3991） 

 

  

弓道場横 放置バイク・自転車の状況 （7 月 9 日、14 日 撮影） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１４・戸塚駅東口周辺道路のバリアフリー化を要望 

戸塚駅東口施設及び周辺道路は、歩道が狭く、その歩道に傾斜や段差があるなど、高齢

者、障害者の通行に大きな困難を伴います。駅までのアクセス道路を速やかにバリアフリ

ー化することを要望します。 

 
上倉田町の住民からの要望です。 
「上倉町から戸塚駅まで出る道路など。主人が車椅子使用の障がい者です、買物など車

いすで一緒に行きたいと思いますが道路の状態が良いとは言えず、車椅子をおして歩くの

が大変です。年をとるとだんだんいろいろ出来ていたことが、出来なくなってきました、
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道路や駅のバリアフリー化を望みます。」  （9405） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８１５・戸塚駅東口周辺に駐輪場増設を要望 

戸塚駅東口周辺に駐輪場の増設と自転車の運転マナーの徹底を要望します。 

 
下倉田町の住民からの要望です。 
「戸塚駅前は臨時の駐輪場がほとんどなく、定期駐輪場しかない。県道 203 号大船停車

場矢部線、特に、下倉田から戸塚駅の間の歩道は歩いて駅まで向かう人もいるのに、カサ

もさせないほど狭い。歩道に電柱も出ていてよけて通るには車道に出なければならず非常

に危険です。おまけにせまい歩道を自転車が逆走したりするのでいつも危険を感じる。せ

めて自転車に交通ルールを守らせてほしい。」  （8646） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８１６・戸塚駅東口入口及び矢部団地入口交差点  歩行者用「青」信号の改善を要望 

戸塚駅東口入口及び矢部団地入口の交差点の歩行者用「青」信号の秒数の延長を要望し

ます。 
現地調査で東口入り口交差点は、歩行者「青」約 25～30 秒、「赤」から「青」への待ち

時間約 90～100 秒、矢部団地入口は、歩・車分離式の信号機です。歩行者「青」約 20～
25 秒、待ち時間 大 2 分 50 秒とわかりました。 

 
矢部町の住民からの要望です。 
「戸塚駅東口側交差点（モディから１号線への信号）及び、矢部団地入口の信号 あま

りにも歩行者用の赤信号の時間が長すぎる。すぐに赤に代わる。大勢の歩行者のことを考

えた改善措置をとってください。」  （4851） 

 

   
戸塚駅東口入口交差点の状況 （7 月 9 日 撮影） 
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矢部団地入口交差点の状況 （7 月 9 日 撮影） 
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