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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 70 回 申し入れ（項目 817・～871・）  実施日 2017 年 7 月 28 日 

 
前回（第６9 回 「申し入れ」 2017 年 7 月 14 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、第 3 次目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。 

 

【倉田地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１７・県道大船停車場矢部道路改良事業の早期完了を要望 

大船停車場矢部線の上倉田町・アピタ前⇔下倉町・長沼陸橋付近間は、沿道住民から「歩

道が狭くて危険」、「拡幅工事が遅々として進まない」、「バスをはじめ大型車両、普通車の

通行量は半端でない。事故がたびたびおこっている。事業を一気に進めてほしい」との要

望が長年にわたって出され続けています。 
道路改良事業が開始（S59年4月25日）されて以来33年、現時点での事業進捗率は71.6％

とされているものの、その事業区間はバス停・上倉田交差点付近～バス停・上倉田南付近

の区間であり、地元が拡幅を求めている延長距離の約半分に過ぎません。地元の住民から

の要望はほとんど実現していない状況です。 
本件にかかわって私自身が、繰り返し議会で取り上げ、当局は、事業推進へ努力する決

意をその都度答弁してきました。また、岩崎ひろし事務所では、同様の要望をこれまでに

も度々、申し入れています。申し入れ項目では、№０１８（2010 年 10 月付）、№１６３（2011
年 8 月 2 日付）、№１７５（2011 年 8 月 30 日付）、№２２２（2012 年 2 月 21 日付）、№

２５０（2012 年 6 月 22 日付）、№４７３（2014 年 8 月 29 日付）、№５８２（2015 年 7
月 24 日付）他、です。 

今回の市民アンケートでもたくさんの要望・意見が寄せられました。 
市は、事業の遅れの事情をいろいろ説明します。しかし、遅れの最大の理由は、個々の

事情ではなく、必要な予算措置がされてこなかったことです。 
沿線住民、当該路線を利用している関係地域の市民に、今後もさらに長期にわたって、

この苦難を続けさせてはなりません。 
事業完了年度を明確にするとともに、それに必要な予算を確保することを求めます。 
本項目では、県道大船停車場矢部道路改良事業の進捗状況、今後の見通し、予算確保の

方針について回答を求めます。 
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以下の項目は、【県道大船停車場矢部道路改良事業】に係って、沿線住民から寄せられた

要望・意見です。 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８１８・大船停車場矢部線・道路の拡幅等により、「歩道」整備を要望 

県道大船停車場矢部線のアピタ前（上倉田町 769 付近）⇔長沼陸橋（栄区長沼町 228 付

近）間は、道路拡幅により安全・安心な歩道の早期整備を要望します。 

  
県道大船停車場矢部線の沿道住民、関係地域の利用者からの要望・意見です。 

① 「下倉田町～戸塚駅間の歩道幅が狭い。何とかしてください。」   （5947） 

 
② 「居住している下倉田から戸塚駅までの道の幅が狭い。電柱があるので歩道はより狭く

なり、ベビーカーだと通れないため、車に注意しながら車道に出て、また歩道に戻って

いる。危なくてしようがない。」   （3986） 

 
③ 「バス停・上倉田南の周辺(特に小野商店付近)の歩道の狭さをどうにかして欲しい。傘

をさして通れない。ベビ－カ－は車道を通らざるを得ない。子どもの手をつないで並ん

で歩けない。その上バスがたくさん通るなど危険が多すぎる。幹線道路と言えない。ひ

どすぎる。」   （7588） 

 
④ 「戸塚駅東口から大船東口方面へ続くバス通り、長沼、南谷らへん。片側一車線のバス

道路で、歩道が狭くて危ない所がいくつもある。長年声をあげても何も変わらない。」   

（9101） 

 

     
小野商店横（上倉田町 269 付近）の状況 （撮影 7 月 21 日） 
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林宗寺前（上倉田町 112 付近）の状況 （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８１９・下倉田町 250～134 間の歩道 凸凹の改修を要望 

下倉田町 250～134 間の歩道の凸凹、波打っているため歩きにくい。車いすではとても

動けません。歩きやすい路面に改修を要望します。 

 
下倉田町 738 付近の沿道住民から寄せられた要望です。 
「下倉田交差点からハック方面に向かう歩道がでこぼこで雨が降ると水たまりがたく

さんできて歩くのが大変です。そばを車が通ってもよけられないです。」   （8086） 

 

 

バス停「下倉田」（下倉田町 250～134）付近 歩道の凸凹状況 （撮影 7 月 21 日） 
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バス停「下倉田」（下倉田町 250～134）付近 歩道の凸凹状況 （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８２０・豊田小学校通学路  安全対策の抜本的強化を要望 

豊田小学校の通学路であるバス停・小松が丘住宅～バス停・南谷（下倉田町 175～73）
付近の安全対策を要望します。 
申し入れ№６２５（2016 年 1 月 21 日付）で、同様の要望をしています。 
本件の要望が解決していない要因は、県道大船停車場矢部線改良事業の遅れに関連しま

す。一連の課題解決のためにも事業推進に努める必要があります。 
同時に、現状の条件のもとでも通学路の安全対策はあります。具体化、実行を要望しま

す。 

 
児童の見守りを行っている地元の住民からの要望です。 
「バス停・小松が丘住宅前付近の通学路に歩道整備を要望する。登校時は前向きに車が

見えるが下校時は車を背にするのであぶない。昨年もハガキを出したが何の反応もなかっ

た。歩道橋はバリアフリーを考慮すれば撤去して信号を設置すべきです。」   （5899） 

  
バス停・「小松ヶ丘住宅前」（下倉田町 175 付近）からの状況（撮影 7 月 21 日） 
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バス停「南谷」（下倉田町 673 付近）から歩道橋付近の状況（撮影 7 月 21 日） 

 

【バス事業者江ノ電に係る要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
８２１・上倉田町 2020 付近・バス停「変電所前」  適切な場所に移動を要望 

江ノ電のバス停「変電所前」（上倉田町 2020 付近）は、下永谷大船線の一部供用に伴い

設置されたバス停です。しかし、バス停付近に横断歩道が無く、乗降客が大きな道路を横

断するため極めて危険です。次のバス停「水神橋」とはわずかな距離しかありません。バ

ス停「変電所前」を上倉田北交差点の近くに移動するのが適切です。 
交通事故を防止するために、バス停の位置を移動することを要望します。   （7634） 

 
上倉田町 2040 付近・地元の住民からの要望・意見です。 
「明学便のバス停・変電所前を上倉田北交差点の「変電所」に近いところに移動してほ

しい。上倉田北交差点の変電所寄には公有空地(花ぞの)があり、場所的に問題なし。現在

の停留所は、4 車線を強引に横断するバス利用者・歩行者が多く、危険である。移設点に

は歩行者信号があり横断による危険が少ない。」  （7634） 

    
バス停「変電所前」（上倉田町 2018 付近）は道路の両側に対向して設置（撮影 7 月 21 日） 
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上倉田北交差点（上倉田町 2100 付近）周辺の状況 （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８２２・大船停車場矢部線を通るバスは、安全第一に運行することを要望 

狭隘道路・大船停車場矢部線を運行する江ノ電バスは、乗客、通行者のどちらに対して

も安全第一の運転に努めることが当然です。しかし、一部にルールやマナーを守らないバ

スがあります。現地調査の際にも、センターラインをはみ出すバスが何台も通りました。

道路が狭いことが最大の原因ですが、バス事業者に対して安全第一に徹した運転を行うよ

う、強く指導・要請することを要望します。 

 
倉田地域の住民からの要望です。 
「江ノ電バスがセンターラインをまたいで走行している。信号が赤になっても交差点に

突っ込んでくる。改善してほしい。」   （2099） 

   

      道路が狭いためセンターライン上を走行するバス （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８２３・コンフォール上倉田地域 身近で買い物できる施設の誘致を要望 

住民の高齢化の進む地域の住民から、「身近で買い物できる施設の誘致をしてほしい」と

の要望が出されています。 
同様の要望は、高齢化が進行する他の地域においても出ている課題です。 
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本件への回答は、全市的な対応方針についても併せて伺います。 

 
コンフォール上倉田地域の住民からの要望です。 
「戸塚区上倉田のＵＲコンフォール上倉田に入居している後期高齢者です。高齢者が痛

い足を引きずり、杖をつき、重たい食料品や生活用品を買って帰るのはとても辛い事です。

敷地内に空いている土地・場所があります。スーパーマーケット店舗を誘致して頂ければ

どんなに助かることでしょう。何卒ご検討賜わります様、伏してお願い申し上げます。」   

（4009） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８２４・自転車の安全運転ルール、マナーの徹底を要望 

生活道路を通行する自転車利用者に安全運転ルール、自転車利用マナーの啓発・徹底と

必要な指導・取り締まりを要望します。 

 
下倉田町の住民からの要望・意見です。 
「自転車の危険走行の取り締まりをしてほしい。歩道を猛スピ-ドで走る、自動車と同じ

方向に走らなければならないのに逆走する、夜間の無灯火、信号無視等々、こうしたこと

が紅葉滝交差点付近で頻発している。警察(下倉田交番)に言ったら、エンジンが付いてい

ないから取り締まれないと断られた。」、「安心して通行できるようにしてほしい。」 

 
≪戸塚区役所≫ 
８２５・ごみ等の散らかし防止へ市民の常識・マナーの啓発を要望 

ごみ等の散らかし防止のため、市民としての常識やマナーについて、学校の教育や社会

教育の中で、啓発や教育の強化を要望します。 

 
下倉田町の住民からの要望・意見です。 
「下倉田町ファミリーマート下倉田店裏あたりの通りで、犬の散歩でおしっこやウンチを

道路や人の家の前に置いて行く。腹立つ～。ゴミの捨て方が悪く、餌をあさるカラスが増

えて困る。」   （7537） 

 

【舞岡地域の要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８２６・舞岡町 1358 付近、スロープ状の歩道に滑り止め対策を要望 

舞岡町 1358 付近の歩道（舞岡町小川アメ二ティー）のスロープ箇所は、雨の日に大変

すべりやすく困っています。７月７日、雨上がりの早朝、地元の方が散歩中に足が滑って

転倒、膝の皿を割る大けがをしました。舞岡町 1415 付近では、歩道の傾斜部分にスリッ
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プ防止の表面処理がされています。他に何箇所かあるスロープ部分に同様のスリップ防止

の路面処理を要望します。 

 
南舞岡４丁目の住民からの要望です。 
「歩道がタイル敷（原文まま）のため、雨の日に滑って転倒、大けがをしました。雨の

日でも滑らないように改修して欲しいです。」  （170717） 

 

   
転倒事故のあったスロープ状歩道（舞岡町 1363 付近）  （撮影 7 月 21 日） 

 

  
滑り止め表面処理済箇所（舞岡町 1415 付近） （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８２７・市営地下鉄舞岡駅近くの狭隘道路に、歩道・ガードレールの整備を要望 

市営地下鉄舞岡駅を出てすぐの道路（舞岡町 2938～2945 付近）は、大変狭い市道です。

歩道とガードレール設置は片側だけです。駅からすぐに車道に飛び出すようになり大変危

険です。歩道、ガードレールの設置を要望します。 

 
舞岡駅利用者からの要望です。 
「舞岡町 2938～2945 の区間は舞岡駅のすぐそばにあり区間距離は短いですが、建物を出

るといきなり車道に出てしまいます。向い側には歩道、ガードレールがあります。向こう

側に渡ろうにもガードレールにはばまれます。見通しも良くないので、片側でなく両側に

歩行者用の歩道とガードレールを作ってほしいです。年配の方も多いのでぜひお願いしま
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す。」   （3631） 

 

  

舞岡駅横の道路（舞岡町 2938～2945 付近）の状況  （撮影 7 月 21 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８２８・区役所の業務の改善を要望 

区民が気軽に利用しやすい区役所となるよう業務の改善を要望します。 

 
舞岡地域の住民からの要望・意見です。 
「区役所での申請書などで、待ち時間がながすぎる。事務の改善を早急にしてほしい。

また、自分の意見としては、区長の公選制を実施してほしい。」   （3642） 

 

【吉田町地域の要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８２９・柏尾川プロムナード～宝蔵院前交差点間の市道 路面の補修・改修を要望 

柏尾川プロムナード（矢部町 321 付近）～元町橋～宝蔵院前交差点（吉田町 931 付近）

間の市道の路面は、段差、ひび割れ、波打った状態など相当痛んでいます。舗装の補修・

改修を要望します。 

 
柏尾川沿いの住民からの要望です。 
「プロムナ―ド矢部～イオン戸塚までの道（川沿い、イオンの横）がボロボロなので直

して欲しい。」   （10120） 
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柏尾川プロムナード（矢部町 321 付近）の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 

   

柏尾川プロムナード（矢部町 321 付近）の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 

   

元町橋～国道 1 号・宝蔵院前交差点までの状況（撮影 7 月 23 日） 
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【アンケート回答外の要望項目】 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８３０・東戸塚小学校スクールゾーン協議会からの要望 

６月２６日（月）東戸塚小学校スクールゾーン協議会の会議があり、東戸塚小学校オヤ

ジの会会長代理として岩崎が参加しました。（昨年の会議に続き２回目の参加です。）会議

には、区役所、戸塚土木事務所、戸塚警察署からも担当者が参加しました。 
協議会の各委員からスクールゾーン点検結果の報告があり、３つの案件について質疑が

行われ、関係機関の応答がありました。その場で議論された３案件に、関係当局がその場

で回答した内容の確実な履行を求めます。 
案件１は、「大谷公園～戸塚税務署入口交差点」、案件２は、「プライズ・ヒル～戸塚税務

署入口交差点～生味園前（元吉倉橋下 T 字路）」、案件３は、「八幡神社周辺～ウィステリ

アヒルズ」、各案件への回答で「実施する」あるいは「検討する」とした事項について、現

時点で確認できる対応方針を回答して下さい。 
本件については、９月２日に行われる予定の「オヤジの会総会」に報告しますので、現

時点で回答できる範囲で結構ですので、８月２０日までに回答をお願いします。 

 

【東戸塚駅及び駅関連施設に係る要望項目】 

≪戸塚区役所≫ 
８３１・東戸塚駅の安全対策、混雑緩和・利便性向上等の対策事業の推進強化を要望 

東戸塚駅の安全対策、混雑緩和、利便性向上にむけて横浜市とＪＲ東日本が協定を結ん

で検討作業を行っています。課題解決が迫られていることを認識しての取り組みと考えま

す。しかし、東戸塚駅の現状は、ホーム通路の障害物の移動等若干の改善はあるものの、

緊急に解決が求められている課題の解決には程遠いと言わざるをえません。 
ホームドアの設置、改札口とホームを結ぶ階段の増設など、予算措置があればすぐに出

来ることがあるにも拘らず進んでいません。 
東戸塚駅の安全上の不安、混雑、不便という問題は、1980 年の開業後、10 年も経たず

に生じた問題です。この大問題を今後、さらに何年も解決しないまま利用者に我慢を強い

続けてはなりません。本市とＪＲ東日本の姿勢が問われています。 
本市は、市民の命と暮らしに責任を負う立場から国と事業者＝ＪＲ東日本に対して事業

の推進を強く迫るべきです。 
本件に係る申し入れは、№０２４（2010 年 10 月付）、№０８２（2010 年 12 月付）、№

１２０（2011 年 2 月付）、№３２３（2013 年 4 月 24 日付）、№４９９（2014 年 8 月 29
日付）、№５９３（2015 年 9 月 14 日付）、他、何度も行っています。 
東戸塚駅は、戸塚区だけでなく周辺の南区、港南区、旭区、保土ヶ谷区、他から利用者

が集中します。 
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今回の市民要望アンケートでは、ホームの安全対策、混雑緩和に多くの意見、要望が寄

せられました。内容としては、駅舎・鉄道施設の改良・改善（23 件）、駅周辺の道路等の

改良・改善（2 件）でした。 
東戸塚駅の安全性向上・混雑緩和・利便性向上にむけた事業計画及び今後のスケジュー

ルについて回答を求めます。 

 
 寄せられた要望・意見は以下のとおりです。（通し番号の項目ごとに回答をお願いします。） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３２・東戸塚駅のホームドア設置など安全対策と混雑緩和対策を要望 

東戸塚駅のプラットホームの安全対策は、本市と戸塚区の緊急、重大な課題です。関係

機関の真剣な取り組みを切実に要望します。 
何時までに設置するのか、期限を明確にした事業計画の回答を求めます。 

 
駅利用者からの安全対策に係る要望・意見です。 
① 「東戸塚駅の改良、利用者に具合の悪いホームの狭さ。ホームドアが無い。通過電車

が高速で通過しラッシュ時やこども連れに危険極まりない。グリーン車利用者のこと

を考えて設置しないと言っているがホームドアはすぐに新設すべき。」   （3994） 

 
② 「ＪＲ東戸塚駅の乗降客は当初計画を倍増したにもかかわらず、施設の安全対策施設

が、まったくなっていない。人身事故が発生しない内に早急な対策を望む。」     

（7559） 

 
 

  
ホーム・写真左：戸塚駅寄りの状況、写真右：保土ヶ谷駅寄りの状況（撮影 7 月 24 日 8：00 頃） 
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≪戸塚区役所≫ 
８３３・駅舎、鉄道施設の改良・改善を要望 

東戸塚駅の混雑緩和を求める要望も多数寄せられました。 
改札からホームへの階段増設、駅東西自由通路、構内通路の拡幅、改札口の増設等、乗

降客数に見合った駅施設に改良・改善することを要望します。 
なお、この項目への対応は、①～⑨はまとめて、⑩、⑪については、それぞれに対して

回答をお願いします。 

 
駅利用者から駅施設の改良・改善に対する要望・意見です。 

① 「東戸塚駅の改札口を保土ヶ谷寄りにも作ってほしい。」   （1343） 

 
② 「東戸塚駅改札口は１か所です。災害時など非常時の場合大変なことになると思います。

災害訓練をして強く思いました。改札口を複数にすべきです。」   （2112 ） 

 
③ 「東戸塚駅の東西を自転車が行き来できるようにして欲しい。」   （10544） 

 
④ 「東戸塚駅の階段と改札口を増設してほしいです。」   （3586） 

 
⑤ 「東戸塚駅の混雑解消のため改札口を増やす。特にオリンピック店や小糸工業方面（戸

塚駅方向）に改札をつくれるスペースがある。」   （3612） 

 
⑥ 「新築マンションの増加で駅の乗降者数が増加しすぎて困っている。東戸塚駅の混雑

緩和策として改札口を反対側（お店が並んでいるところ）にも作って 2 ケ所にしてほしい

（混雑の分散化のため）ホームの拡張や東海道線の停車などは物理的に難しいのでせめて

これ位はしてほしい。」   （3624）   

 
⑦ 「東戸塚駅の改良・改善を望む点。1、利用者数に見合わないホームの狭さ。2、エス

カレーターや階段が少ない。3、もう１か所改札があっても良い。4、通過列車が多い分だ

け本数が減ることは明白。」   （3994） 

 
⑧ 「ＪＲ東戸塚駅の乗降客は当初計画から倍化している。乗降客数に合った安全な施設

に改善は急務。」   （17505） 

 
⑨ 東戸塚駅の混雑と横須賀線の遅延対策をお願いします。」   （3625） 
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朝 8 時ごろの改札口付近の状況と改札口向かいのお店のある処 （撮影 7 月 24 日） 

 
⑩ 「改札口階にエレベーターの案内がありません。エレベーターを必要とする人がどこ

にあるか探せません。よく見える案内をして下さい。」  （170710） 

 

  
改札口からエレベーター周辺（写真左）とデッキ側から（写真右）の状況 （撮影 7 月 24 日） 

 
⑪ 3 階デッキに点字ブロックの設置・整備を要望します。 
本件は、NO６５８（2016 年 7 月 20 日付）で申し入れた要望です。 
設置することになっていましたが、現時点で設置されていません。 



15 
 
 

   

東口側デッキの状況（駅まで続く点字ブロック無し）（撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３４・全湘南新宿ラインの停車、東海道線停車等による増便を要望 

東戸塚駅に湘南新宿ラインの全列車停止等の措置で増便することを要望します。 

 
駅利用者からの増便措置を求める要望・意見です。 

① 「東戸塚駅を利用していますが、利用者の割に電車数が少なく特にラッシュ時は危

険！！“せめて同じ線路を走る湘南ライナーの快速を止めてほしい。」   （10715） 

 
② 「東戸塚駅に東海道線を停車させて欲しい。せめて、湘南新宿ラインの快速を止めて

欲しい。東戸塚駅は人口が増えているので横須賀線だけでは足りないです。」   （2452） 

 
③ 「通過が多い分だけ本数が減るのは明白なので、特急は廃止（ほとんど空席）し、快

速は停車すること。」   （3994） 

 
④ 「東戸塚地域の居住者ですがマンション増設地域の駅にも拘わらず東戸塚駅の本数が

一向に増えず、駅改札口が一箇所しかない。東海道線の停車、改札口の増設等により改良・

改善が必要だと思います。」   （2758） 

 
⑤  「東海道線が停車出来るようにしてほしい。」   （3586） 

 
⑥ 「東海道を停車させること。」  （3612） 

 
⑦ 「東海道線の東戸塚停車を強く望みます。」   （7530） 

 
⑧「東戸塚駅の混雑解消のため東海道線を停車させて増便してほしい。」  （3612） 
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【駅周辺の道路・交通に係る要望項目】 

 
≪戸塚警察署≫ 
８３５・東戸塚駅周辺道路の違法駐・停車の防止を要望 

東戸塚駅西口周辺道路の違法な駐・停車があまりにも多い。交通渋滞、交通事故の原因

になるので防止対策を要望します。 

 
東戸塚駅周辺の利用者からの要望です。 

① 「東戸塚駅西口のコープの入居しているビルの前の通り(両側とも)の違法駐車の取締

り。運転席で待っているならともかく、買物や、松屋で食事に行ったりしているのが多

い。営業車も相当いる。消防署があるのに両側に車がビッシリと並んでいるので緊急時

が心配。公共交通機関であるバスも困っている。警察が取り締まっているのを見たこと

がない。まるで警察が緊急活動を邪魔しているとしか思えない。」   （7632） 

 
② 「東戸塚駅周辺の路上駐車の車を無くして頂きたい。」  （4864） 

 

   
写真：左からコープ前の通り、東側駅前道路南方向、東側駅前道路北方向 （撮影 7 月 24 日） 

 

【東戸塚地域の公共施設等の整備・充実に係る要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３６・環状鉄道計画の現状について、市民に見える情報発信を要望 

本市の基本構想に環状鉄道の計画がありました。 
戸塚区では、ドリームランドのモノレールもその一部だったと聞いています。それも、

廃止されました。 
環状鉄道構想のとりくみ状況・検討の到達状況と今後の見通しについて回答を求めます。 

 
東戸塚地域の住民からの要望・意見です。 
「公共交通の充実（地下鉄）グリーンラインを二俣川 東戸塚 上大岡方面へ延伸して
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欲しい。」  （3994） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３７・東戸塚駅周辺に自転車駐輪場の増設・充実を要望 

現地調査で分かったことですが、東戸塚駅西口方面・駅から距離のある地域には、商業

施設がありません。買物するには駅周辺まで出なければなりません。自転車で買い物に行

く人も多くいます。しかし、駅西口付近の駐輪場は、定期契約利用者優先のため一時利用

はほとんどできない状況です。各商業施設の駐輪場は利用者のニーズに見合っていないよ

うです。本件は、こうした現状からの要望と判断できます。 
東戸塚駅周辺に自転車駐輪場の増設・充実を要望します。 

 
県営川上第 2 住宅の住民からの要望です。 
「自転車駐輪場を増やしてほしいです。ママチャリが増えていますのでコープの駐輪場

では足りません。駅近くの駐輪場はいっぱいで入れないし、東戸塚駅に近い東口側の駐輪

場はとても不便です。」   （3645）   

 

   

写真：左から 西口駐輪場全景、駐輪場入り口付近、駐輪場案内板 （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３８・東戸塚駅周辺に市民利用施設の整備・充実を要望 

東戸塚駅周辺は市民利用施設が少ないので、市民意見を反映した施設の整備・充実を要

望します。 

 
東戸塚地域の住民からの要望 

① 「東戸塚周辺は公共施設が少ない。充実して欲しい。」  （10477） 

 
② 「美術館・博物館・劇場などの整備を進め、施設の管理・運営に助成を充実・強化し

てほしい。」   （3625） 

 
③ 「東戸塚は人口増加中ですが、文化施設がない。たとえば映画館、公民館など、高齢
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者が身近な所で集まれる場所が少ないです。気軽に利用できる施設を充実させてほしいで

す。」   （2750） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８３９・東戸塚駅周辺のまちづくりは、社会・経済状況の反映された推進を要望 

東戸塚駅周辺のまちづくりは、現在の社会・経済状況を反映した計画で推進することを

要望します。 

 
東戸塚駅周辺地区の住民からの意見・要望です。 
「過去 20 年間、目先の利益のみに走って店舗等の増加のみに注力。これが逆効果になっ

ている。東戸塚駅から少し離れた地域を見ると、空き地や古い街並みのまま放置されてい

る地域等が広がり、活気が感じられない。」  （7559） 

 

【柏尾・上柏尾・上矢部地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ 
８４０・「西口バスターミナル⇔富士橋」間の道路整備とバス路線開設を要望 

西口バスターミナル⇔富士橋の間の道路整備とバス路線の開設を要望します。 
同じ要望をこれまでも度々、申し入れています。申し入れ項目は、№４７１－４（2014

年 8 月 29 日付）、№６７３（2016 年 11 月 20 日付）他、です。 
今回の「市民要望アンケート」に寄せられた要望は、第 69 回申し入れの№７８７（7 月

14 日付）への対応にまとめて回答をお願いします。 

 
道路沿線住民からの要望です。 
「富士橋～戸塚西口路線の整備、ぜひ拡幅工事、整備お願いします。朝、夕は自動車、

自転車、歩行者入り乱れ大混雑です。歩道をつけられる所は、ぜひ優先して欲しいと思っ

ています。バス路線については、道路環境の整備ができないと逆に混雑し危険性もでてき

ますので、慎重に見極めて頂きたいと考えています。」   （7534） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８４１・不動坂付近の交通渋滞、安全対策等の課題の早期解決を要望 

不動坂・大山跨線橋・富士橋付近の渋滞解消、狭隘道路の拡幅と歩道確保等の懸案の早

期解決を要望します。 

 
戸塚柏尾瀬谷線の沿線住民からの要望・意見です。 

 
① 「不動坂バス停の横断歩道のところ（柏尾町 190 付近）に信号機を付けてほしい。」  
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（0002）  

      
     バス停「不動坂」付近の信号の無い横断歩道（柏尾町 190 付近） （撮影 7 月 22 日） 

 
② 「柏尾の不動坂交差点の信号に右折用矢印をお願いします、いつになったら右折出来

るのかの時もあり、信号無視しなければ上矢部方面に行けません。どうにかして下さい。」

（7633） 

   
不動坂交差点右折用→信号なし（撮影 ７月 22 日 12：20 頃） 

 
③  不動坂交差点の交通渋滞を出来るだけ早く解消して欲しいです。」  （8082） 

 
④ 「不動坂より大山跨線橋～富士橋間の渋滞は、何とかならないでしょうか？」 （4452） 

 
⑤ 「(上矢部かもめ橋交差点辺りのこと) ①不動坂交差点から上矢部インター周辺に至

る道路の渋滞解消(信号のせいで仕方ない？ バス停「富士橋」のところにバスの停車スペ

ースを設ければ多少は違うかも？」   （9401） 

 

大山跨線橋から富士橋方向を見た状況（撮影 7 月 22 日 12：17 頃） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８４２・名瀬町 52 付近 狭隘道路三叉路の交通安全対策を要望 

名瀬町 52（大山跨線橋名瀬町側袂）付近の狭隘道路が交差する三叉路は、通学路であり、

住民の往来も多い生活道路でもあります。 
ところが、車が抜け道として使うため、交通量が非常に多く、何時、事故が起きても不

思議でないところです。通学路、地域の生活道路として、交通安全対策、交通規制を強く

要望します。 

 
上矢部町、名瀬町、秋葉町の住民からの要望・意見です。 

① 「多くのマンションも出来て人口も増え、大山跨線より右折し秋葉小中学校に向うトツ

カ鋼材の三叉路は、車と人の間が無く、何時事故があってもおかしくない状態です。今

後、まだ大型マンションも出来るので早急に考えて下さい。横浜、特に戸塚は人口が増

えてきています。交通安全対策の強化をお願いします。」  （4452） 

 
② 「秋葉小学校の狭い通学路の改善をお願いします。子供達は集団登校をしていますが最

近、住人が増えて交通量も多く、子供達(大人ももちろん)には極めて危険な状態です。」

「秋葉小の通学路（秋葉町 542～550）の安全対策として、早急に措置することを願い

ます。」。  （7534） 

 

  
大山跨線橋袂狭隘道路三叉路（秋葉町 542 付近）の状況（撮影 7 月 22 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８４３・国道 1 号線を通るバス路線の一部を柏陽台団地経由にすることを要望 

柏陽台団地の高齢の住民の皆さんが、国道のバス停までの坂道に難儀しています。 
国道 1 号線を通るバス路線の一部を柏陽台団地経由にすることを要望します。 

 
柏尾町・柏陽台団地の住民からの要望です。 
「柏尾町柏陽台団地に住んでいます。年をとって足腰が弱くなり、病院、買物などバス



21 
 
 

から降りて、帰りが登り坂で特に買物袋を下げて登って行くのがとてもつらいです。バス

を通してもらいたいです。」   （7585） 

 

   
国道 1 号線から柏陽台団地への坂道 （撮影 7 月 22 日） 

 

  
柏陽台団地側から 坂道の状況 （撮影 7 月 22 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８４４・柏陽台団地内の放置自動車 撤去等の措置を要望 

柏陽台団地の住民から寄せられた要望です。 
「県営住宅柏陽台団地の 13 号棟、14 号棟付近道路に長期間、放置自動車が置かれてい

ます。県営繕課に撤去を要請したが、動いてくれない」  （9950） 

 
岩崎ひろし事務所は、7 月 23 日に現地調査を行いました。 
問題の車両は、その時点で現場に残されていませんでした。また、現場には、違法駐車

対策を実施する旨の文書（写真の文書）が掲出してありました。 
本件については、この間の経過について報告をお願いします。 
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柏陽台放置自動車が置かれていた付近 （撮影 7 月 23 日） 放置自動車対策実施の告知看板 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８４５・上矢部工業団地内 公道にはみ出した樹木の伐採等の措置を要望 

上矢部工業団地内の工場敷地内の巨木が、公道に大きくはみ出す状態になっています。 
交通安全上も、景観上も放置できない状態です。道路にはみ出している樹木の伐採等の

整備を所有者に指導することを要望します。 

 
上矢部町の住民からの要望です。 
「上矢部 2035 付近の工場敷地内にある大きな樹木が、公道上に大きくはみ出していま

す。この道路は、通学路、保育園児の散歩コースでもあります。路駐も多く交通事故が心

配です。事業者、所有者に樹木の剪定、伐採等について市道を要請します。」    （9102） 

 

  
上矢部工業団地内道路の状況 （撮影 7 月 22 日） 工場敷地から樹木がはみ出す状況 

  



23 
 
 

≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８４６・上柏尾町 218 付近 横断歩道等の路面表示の塗装改修を要望 

上柏尾町 218 付近の路面に表示された横断歩道等のペイントが劣化してほとんど見えな

くなっています。 
現地調査を行ったところ、現場では大規模な水道管の工事を来年 1 月 9 日頃完了予定で

行っています。この工事の完了時点で描き直しされると推察できますが、交通量の多い通

学路であり、現時点で横断歩道の表示を鮮明にしておかないとならない場所です。 
表示の描き直しを要望します。 

 
上柏尾町の住民からの要望です。 
「上柏尾町の横断歩道の路面表示が判別不能です。（塗装が劣化して）自動車の運転者は、

全く無視状態で危険です。この頃、塗装の補修の頻度が低下しています。（ここに限らず）」  

（5901） 

 

  
上柏尾 218 付近 道路表示の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８４７・上矢部町 1895 付近交差点 歩行者優先で歩車分離式信号に変更を要望 

上矢部町 1895 付近（ＯＫストア前）交差点の信号を歩行者優先、及び、県道瀬谷・柏

尾線の交通の流れを円滑化するためにも歩車分離方式に変更することを要望します。 

 
上矢部町の住民からの要望です。 
「上矢部町のＯＫストア前交差点の信号について歩行者のみの青信号でスクランブルに

して下さい。歩道が狭く右左折の交通量が多い為、歩行者が危険です。(過去に人身事故あ

り)」   （7557） 
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かもめ橋交差点（上矢部町 1895 付近）の状況 （撮影 7 月 22 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８４８・名瀬町 43～1 の間の自転車・歩行者用道路  分断状態の解消を要望 

歩行者と自転車が通る柏尾川沿いの道路＝渡戸橋（名瀬町 43）～阿久和川・永谷川合流

地点（名瀬町 1）間の道路は、東海道線と国道 1 号線で分断されています。分断無く通れ

るように整備を要望します。 

 
上矢部町（川沿いの地域）の住民からの要望です。 
「阿久和川から柏尾川沿いの歩行者、自転車道を整備してださい。東海道線と国道で分

断されている。トンネルかオーバーパスで出来ないか？(ブリジストン敷地内通過を検討)」  

（7557） 

 

  
永谷川合流部両岸の遊歩道の状況 （撮影 7 月 22 日）JR 線（下）、国道（上）で分断された状況 
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≪戸塚区役所≫ 
８４９・上矢部地区センター経由「緑園都市行」バス路線の復活を要望 

上矢部町地域の住民が利用していた「上矢部地区センター経由緑園都市行」バス路線が

無くなり、大変不便しています。当該路線の復活を要望します。 
本件と同じ要望を、№１１９（2011 年 2 月付）で申し入れています。 

 
上矢部地域の住民からの要望です。 
「現在、上矢部高校循環で戸塚駅からバスが出て、前より便利になりましたが、相鉄線

の弥生台行きとか緑園都市駅行きが不便です。前には上矢部地区センターを通って緑園都

市に行くバスがありました。これから先車が使えなくなりバスでの移動だけになると大回

りしなければならず、時間的にも体力的にもきつくなると思います。善処お願いします。」   

（8813） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８５０・上矢部町かもめ橋交差点付近の歩道 狭く凸凹状態の改修を要望 

上矢部町かもめ橋交差点周辺の歩道は、狭い、段差・傾斜が多い等で、大変歩きにくい。

歩行者の安全、バリアフリーの観点から改修・整備を要望します。 

 
上矢部町 1895（かもめ橋周辺）付近の住民からの要望です。 
「上矢部町かもめ橋交差点の歩道が極端に狭く、しかも傾斜や段差のある箇所が多く、

ベビーカー等だと通るのが大変です。なんとか安全に通れるようにしてください。」   

（9401） 

 

 
かもめ橋交差点（上矢部町 1895 付近）周囲の歩道 凸凹状況（撮影 7 月 22 日） 

≪戸塚区役所≫ 
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８５１・上矢部町 バス停「工業団地入口」⇔工業団地間の道路 街灯の増設を要望 

 バス停・工業団地入口から工業団地までの道路（特に、上矢部町 1801～2066 付近の区

間）は、街灯が少ないため夜間の通行に不安を感じています。街灯の増設を要望します。 

 
上矢部工業団地付近の住民からの要望です。 
「工業団地入り口から工業団地にかけては、住宅街なのに街灯が少なく、暗いです。周

辺に学校もあり人通りもけっこうあります。」  （9411） 

 

    
工業団地内（上矢部町 2066 付近）から入り口交差点（1801 付近）方向の状況（撮影 7 月 22 日） 

 

【川上・品濃・名瀬地域の要望項目】 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８５２・品濃町 16 付近 歩道の幅員確保等の整備を要望 

品濃町 16 付近（東戸塚駅に向かう途中）の市道の歩道は、狭く、路面の痛みが激しく、

真ん中に電柱等が有り、通行に支障があります。 
安心・安全に通行できるよう、幅員確保、電柱移設等の改修・整備を要望します。 

 
東戸塚駅周辺の住民からの要望・意見です。 
「歩道が狭く、あちこち溝ができてしまっている。しかも電柱が歩道の真中に立ってい

て、若者以外歩けない。私の母がころび、通院中である。ベビーカーやショッピングカー

で通るのが大変である。」   （2440） 
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バス停坂下付近（品濃町 16 付近）の歩道の状況 （撮影 7 月 23 日） 

  

バス停坂下付近（品濃町 16 付近）の歩道の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８５３・東戸塚駅周辺地域 自転車安全運転ルールの啓発徹底を要望 

東戸塚駅周辺地域（品濃町など）では、自転車の安全ルールを無視した運転が目につき

ます。坂道が多い地域であり歩行者と自転車の事故が発生しています。 
自転車の安全運転ルールの啓発・徹底を要望します。 

 
東戸塚駅周辺地域の住民からの要望・意見です。 

①  「狭い歩道を自転車通行可にしているのは危ない。特に坂道は自転車がスピードをだ

すので、大変危険です。」   （1334） 

 
②  「オリンピックからグランドメゾンの下り坂を自転車は猛スピードで下る。一時停止

をほとんどしないので怖い。 
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オリンピック向かい側道路（前田町 501～302 付近）の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８５４・品濃町 1～前田町 235 付近市道 安全運転の指導・取締の強化を要望 

品濃町 1（品濃口交差点）～前田町 235 付近間の狭い市道における車の速度出しすぎ、

ルール無視に対して安全運転の指導・取締の強化を要望します。 

 
「飲食店『峰本』の正面の道路からパチンコ店、その上の十字路（左に東戸塚駅）の道

路が狭いのにどの車もスピードを出して危ない。」   （3612）   

 
 
 

     

国道 1 号線（品濃町 1 付近）から見た状況 （撮影 7 月 23 日） 
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前田町 235 付近 道路の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８５５・県営川上団地 安心・安全のための点検・改修・住環境の改善を要望 

川上団地内の通路は、階段や段差があり、凸凹も多く、車いす生活の人には大きなバリ

アになっています。団地敷地内がバリアフリーになるよう改修を要望します。 
同様の要望は、申し入れ項目№０７０（2011 年 10 月付）と前回第 69 回申し入れ№７７

９（2017 年 7 月 14 日付）で、県営汲沢団地のことを要望しています。 
県の対応方針を問い合わせたうえで、汲沢団地の要望項目と併せて、回答をお願いしま

す。 

 
川上第一団地の住民からの要望です。 

① 「主人が障害を持っており、道路がでこぼこの所が多いのと段差があるので(車椅子)
少し恐い思いをした事があります。道路の整備をして欲しいと思います。」  （3989） 

   

川上第 1 団地内通路の状況  平面移動が階段・スロープのため困難 （撮影 7 月 23 日） 

 
② 「県営第 2 住宅に住んで 8 年になる。高齢の人ばかり居て、ボケや火災とかが怖い。

ゴミのポイ捨てが多い。集会所も活用されていない。活発な活動（皆で何か習うとか）が

欲しい。」  （3645） 

 
③  「網戸を付けてほしい。」   （2104） 
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④ 「『人は右側を歩く、車は左を通る』を忘れている人が多い。交通ルールを守る対策、

安全啓発をお願いしたい。」  （2756） 

 

       
川上第 2 団地の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８５６・上品濃公園 グランドからの土砂流出防止の措置を要望 

上品濃公園（上品濃 6）のグランドの土が、雨が降る度、道路に流出します。現状は、

公園の地盤が周回遊歩道より高いために、土砂の流出が止まりません。 
荒れた公園敷地の修復・整備、及び、遊歩道への流出防止のためにグランドと周回道路

の境界の再整備を要望します。 

 
川上団地の住民からの要望です。 
「上品濃運動公園のグランドの土が、雨が降る毎に外側の道路に流れ出て、土が乾くま

で歩けなくなります。」   （2750） 

 

   
上品濃公園（上品濃 6 付近）土砂流出と荒れた敷地の状況 （撮影 7 月 23 日） 
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上品濃公園（上品濃 6 付近）土砂流出と荒れた敷地の状況 （撮影 7 月 23 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８５７・川上町 662 付近・新井谷公園周辺地域までバス路線の延伸を要望 

川上町 666 付近の新井谷公園周辺地域までバス路線の延伸を要望します。 

 
川上町の住民からの要望です。 
「バス路線を拡充してほしい。川上町と名瀬町の境にあたる『新井谷公園』付近の地域

までバスが来てほしい。」  （7636） 

 

  
新井谷公園から川上交差点付近（川上町 666）の住宅地域 （撮影 7 月 23 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８５８・名瀬下交差点の渋滞緩和対策を要望 

名瀬下交差点の渋滞が深刻です。渋滞緩和の対策を要望します。 

 
名瀬町 545～766 付近の住民からの要望です。 
「名瀬道路・名瀬下交差点（名瀬町 766 付近）を中心に渋滞がひどいです。かもめ橋方

面から流入する車両の大半が名瀬下信号を右折するため渋滞が多発します。渋滞解消の対

策を切望します。」（4449） 

 

  

名瀬下交差点（大半の車が環 2⇔かもめ橋交差点間を通る）の状況 （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８５９・名瀬町 3128 付近市道の舗装の改修を要望 

名瀬町 3128～3129 付近の市道路面の傷みがひどく、沿道の住宅に振動等の影響を及ぼ

しています。舗装の改修を要望します。 

 
名瀬街道沿道の住民からの要望です。 
「名瀬町 3128～3129 道路舗装を修理してほしいです。大きな車が通ると家が振動して

困っています。」  （9659） 
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名瀬町泉区境の地域（名瀬町 3128 付近）の市道路面の状況 （撮影 7 月 24 日） 

 

        
戸塚区・泉区境の地域（名瀬町 3128 付近） 市道路面の状況（撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８６０・名瀬町 2936 付近に横断歩道の設置を要望 

名瀬町 2936 付近・名瀬街道の交通量が多く、道路の横断が大変危険です。 
バス停（両方向とも）が対面して設置してありますが、横断歩道が両側とも相当離れて

いるので、そこまで行って横断する人はほとんどいません。 
地元の住民はバス停付近で横断せざるをえません。 
バスの乗降者、歩行者の安全確保のために名瀬町 2936 付近（バス停より東戸塚駅側））

に横断歩道の設置を要望します。 

 
名瀬町の住民からの要望です。 
「バス停『名瀬』のところに、横断歩道の設置（バス停の東戸塚側手前のところ）をお

願いします。カーブがあって見通しが出来ない。その上、すぐ先が交差点になり車がスピ

ードを出して来るので危険。道路は人間のためにある。決して自動車のためにあるのでは

ない。人の健康のために歩く事は必要です。もっと横断歩道等、歩行者のために整備を尽

力して下さい。」  （7614） 
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バス停「名瀬」付近の状況 （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８６１・バス停・名瀬（名瀬町 2885 付近）から鷹の台団地に行くための階段道路の急勾配を緩やかにする

改善措置を要望 

バス停・名瀬（名瀬町 2885 付近）から鷹の台団地に行くための階段道路の急勾配を緩

やかにする改善措置を要望します。 

 
名瀬町鷹の台団地の住民からの要望です。 
「バス停・名瀬から鷹の台団地に入る階段をもう少しなだらかにしてほしい。ＪＲの階

段の傾斜くらいになると良いと思います。」  （7622） 

 

  
名瀬バス停からの階段（名瀬町 2885 付近） （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８６２・名瀬町地域 地域防災拠点等に係る情報発信と周知の徹底を要望 

次に紹介する名瀬町地域の住民からの要望・意見から推察されることは、市民一人一人 
が「発災時に自らの命を守る対処方法や避難のあり方等、必要な防災知識・情報を十分

認識していない」ということです。 
発災時に命を守る対処法、地域防災拠点など基本的な防災知識がすべての住民に周知・

啓発されているとは言えません。防災・減災に係る基本的な知識、情報の周知・徹底は、
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災害への「備え」の基本です。 
防災・減災に関する情報の発信と周知・徹底を要望します。 
本件の回答と合せて、全区民への防災・減災知識・情報等の周知・啓発について区の基

本方針を伺います。 

 
名瀬町の住民からの意見です。 
「名瀬町に在住 災害時に避難場所として近くの緑園東小と思っていますが緑園地区全

体の人数を考えると人員オーバーだと思います。名瀬小までは遠くて現実的ではありませ

んどう対処してくれるのでしょうか？」   （8815） 

 

【平戸地域の要望項目】 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８６３・平戸団地行バス停「坂下口」 乗・降共にガードレール開口部の設置を要望 

県営平戸高層団地行バス停「坂下口」（平戸町 1023 付近）は、ガードレールの開口部が

一箇所しかありません。そのためバスが降車の戸口にあわせて停車すると、乗ろうとする

人はガードレールに阻まれるので車道に下りて回り込まなければなりません。 
なぜ、そのようになっているのか？ 現地調査でその理由がおおよそ判明しました。 
この路線は次のバス停が終点です。「乗車する人はいない」と扱っていると思われます。

しかし、坂下口から県営平戸住宅までは、長い坂道を登らなければなりません。高齢者を

はじめ、だれもが一停留所でもバスに乗ることになります。降りる人も乗る人もいる限り、

両方の戸口の位置にガードレールの開口部が必要です。 
乗り降り両方の戸口にガードレールの開口部の設置を要望します。 

  
県営平戸高層住宅の住民からの要望です。 
「歩道にガードレールがあるバス停のところは、乗車と降車する戸口のところ両方にガ

ードレールの開口部がほしい。（例）平戸団地行き「坂下口」バス停。運転手により乗り降

りに危険な止め方をする。」   （3618） 
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坂下口バス停 ガードレールの開口部一ヶ所 （撮影 7 月 24 日） 

≪戸塚区役所≫ 
８６４・平戸町・芹が丘団地、港南区・三枝木台団地地域にバス路線延伸を要望 

戸塚区平戸町の芹が丘団地（平戸町 1000 付近）周辺は、交通不便地域です。地域の高

齢化で足の確保が一層困難になっています。国道を通るバス路線の一部を三枝木台団地・

芹が丘団地方面経由にすることを要望します。 

 
平戸町・芹が丘団地周辺の住民からの要望です。 

① 「坂が多く東戸塚に行くのも足腰弱くなり大変。ミニバスを走らせて欲しい。今上永谷

から東戸塚に走っているミニバスを平戸・三枝木台まわりにしてもらいたい。」    

（2094） 

 
② 「私達が住んでいる地域も高齢者が多くなってきたうえ、駅まではどうしてもバスを利

用しなければならない。若いころはバス停までの坂道も苦ではなかったが、近くにバス

停ができればありがたい。つきましては港南区芹が谷の『芹銀タウン』バス停と『国道

平戸』のバス停までは何本かのバスが重複しているので、そのうち一部を『三枝木台団

地』『芹が丘団地』の方を通るようにしていただけたらありがたい。」  （4440） 

 

  

芹が丘団地（平戸町 1000 付近）周辺の状況（撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８６５・都市計画道路桜木東戸塚線（平戸地区） 早期開通を要望 

都市計画道路桜木東戸塚線（平戸地区）街路整備事業は、平成７年度に工事着手し、完

成は平成 37 年度頃までとされています。しかし、山谷交差点付近で事業は平成１２年度か

らストップして全く進捗していません。供用開始されれば沿線の広範な地域に整備効果が

及ぶ重要な事業です。着実に事業をすすめ早期に供用開始する必要があります。 
事業の今後の見通し、及び、スケジュールを伺います。 
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桜木東戸塚線沿線地域（平戸平和台地域含む）の住民からの要望・意見です。 
① 「都市計画道路平戸・桜木町線の道路整備事業が一向に進みません。開通すれば大きな

効果の出る事業です。“山谷”交差点からの工事を進捗させ、早期の開通を望みます。」  

（2114） 

 
② 「環２と山谷をつなぐ道路の早期開通を望む。現状は、電々団地内がヌケ道になって困

っている。道路政策の効率化を考えるべきである。総花的に少しずつ工事をしていては、

いつまでたっても開通しない。問題である。」  （2747）  

 

  
桜木東戸塚線工事中断現場（平戸 5 丁目 7 付近） （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚警察署≫ 
８６６・環状２号線の暴走族対策を要望 

環２の暴走族対策の強化を要望します。 
本件と同様の要望は、NO.３７５（2013 年 11 月 23 日付）で、申し入れています。 

 
環状２号線沿線住民からの要望です。 
「特に金、土の深夜、環状２号を走る暴走族がうるさい。眠れない。戸塚署に言っても

全く動いてくれない。取り締まる気なし。交通ルールも全く無視の暴走族を取り締まりっ

て欲しい。」  （10404）  

    
      環 2 東戸塚駅付近（品濃町 1800 付近）の状況 （撮影 7 月 24 日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
８６７・平戸小学校通学路の安全対策を要望 

平戸小学校通学路の安全対策の強化・充実を要望します。 

 
平戸町の住民からの要望です。 
「平戸小学校周辺の狭い市道は、通学路なのに歩道がない。30 キロ制限の道なのに、と

ばしている車がいてこわい。特に、信号のない横断歩道の所は危険である。」  （4431） 

 

   
平戸小通学路の状況（正門前） （撮影 7 月 24 日） 

  
平戸小通学路の状況（平戸町 986 付近 T 字路） （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８６８・平戸町 5400 付近の地域  生ごみ収集日を週 3 回とすることを要望 

平戸町 5400 付近の地域の住民から、生ごみ収集日を週 3 回にして欲しいとの要望があ

りました。 
本件の具体的な要望への対応・回答とともに、本市のごみ収集の基本方針をあわせて伺

います。 
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平戸町の住民からの要望です。 
「平戸地域の生ゴミ収集日を週３回にしていただきたい。」  （2114） 

 
≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
８６９・平戸２～３丁目地域（平和台） 生活道路（階段）の苦痛軽減対策を要望 

平戸２～３丁目地域（平和台）は、階段道が生活道路です。そのため高齢者、障害者に

とって日常生活が困難を極めます。日常生活につきまとう苦痛の軽減対策を要望します。 

 
平戸平和台地域の住民からの要望です。 

①  「無理なことですが、当方２０軒中、８軒が階段で途中にあり、組長やるのも高齢者

で大変で辞退者がどんどんふえている。近くに平地が有ったら、市で借用して(１ＬＤ

Ｋ)のような、被災地域のような格安賃貸の建物を作ってはどうでしょうか？ムリです

か。」  （3993） 

 
②  「駅方向からのバスを降りて平戸 2 丁目 3 丁目へ行くのに急な階段ばかりなので、

もっと階段の一段を低くして昇り降りが楽になるといいと思う。」  （4434） 

 

  

国道 1 号線から平和台地域への階段道の状況 （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚土木事務所≫ 
８７０・国道 1 号線沿い緑地帯 間伐等の整備を要望 

国道 1 号線沿い（保土ヶ谷区と戸塚区の境付近）緑地帯の間伐等の整備を要望します。 

 
国道 1 号線沿いの住民からの要望です。 
「保土ヶ谷区 戸塚区の境（1 号線上）の雑木、竹林の整備。間引きや間伐等の措置を

要望します。よろしくお願いします。なお、これまでの戸塚土木事務所の対応は非常に良

い。マンション前の放置大型バイクの撤去（２回も）をすみやかに対応してくれた。また

マンション前の横浜市市有地（草ぼうぼう）を要請によりアスファルト化してくれた。感
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謝しています。」   （0000） 

 

 
国道 1 号沿い緑地帯の状況（平和台付近） （撮影 7 月 24 日） 

 
≪戸塚区役所≫ 
８７１・平戸平和台地域に小児科診療所の配置を要望 

平戸平和台地域に小児科診療所の誘致・配置を要望します。 

 
平戸平和台の住民からの要望です。 
「近くに小児科が少ないので、誘致して欲しい。」  （5934） 

 
 

２０１７年７月２８日 
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