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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 72 回 申し入れ（項目 903・～910・）  実施日 2017 年 9 月 26 日 

 
≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 
９０３・原宿２丁目付近 住宅地内道路改修及び市道の安全対策を要望 

原宿２丁目 20 付近の住宅地内道路の路面舗装が劣化して細かい砂利がばらばらに路面

を覆っています。道路が傾斜しているため歩くと滑ります。地元の高齢者は、「滑って転ぶ

のが怖く、ゆっくり恐る恐る通っています。」と話しています。路面の改修を要望します。 
さらに、原宿２丁目 3 番地付近⇔原宿２丁目 17 番地付近を結ぶ幅員５～６ｍの市道は、

国道１号線の渋滞回避の抜け道になっています。平日は相当の交通量があり、スピードは

30 ㎞の速度規制は全く守られていません。 
住宅が並ぶ側に歩道が無く、カーブの内側になる箇所は、住宅敷地から直接車道に出る

ようになります。見通しが悪く、家から出たとたんに車と接触する事故も起きています。 
現地の状況に合った安全対策を要望します。 

 

    
階段下に大型ごみが放置される（原宿２丁目 20 付近）カーブ内側歩道無し （撮影 9 月 24 日） 

  
  砂利（小石状）が路面にバラまかれた状態（原宿２丁目 20 付近）（撮影 9 月 24 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
９０４・医療センター西側付近 市道にはみ出す雑草の刈取りを要望 

原宿３丁目 60（国立医療センター西側）付近の市道に、医療センターの敷地の側から、

雑草が生い茂り歩道の障害になっています。また、環状 4 号線沿いも同様の状態で、市道

側の植栽帯の一部に雑草が生い茂り、歩道を邪魔しています。 
医療センター敷地内、環状 4 号線道路敷の両方の雑草を、管理区分に基づいて除去する

ことを要望します。 

 

      
医療センター西側付近：医療センター敷地からはみ出す雑草。（撮影 9 月 24 日） 

 

       
医療センター西側付近 環 4 歩道の雑草の状況（撮影 9 月 24 日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 
９０５・日立工場跡（戸塚町・上倉田町）の「中外製薬研究所建設計画」について 

旧日立戸塚工場跡地（戸塚町～上倉田町）に中外製薬研究所の建設計画が進められてい

ます。柏尾川を挟む両側に新しい建物が建てられます。医療・薬品等の研究施設であるこ

とから、周辺の環境やまちづくりに様々な影響が考えられます。 

建設計画・整備工事推進に対して、周辺地域の住民は強い関心をもって見ています。 

なかでも、８月下旬に行われた説明会で、「敷地地盤を約２ｍ嵩上げする予定」とされた

ことにたいして、関係地域から心配の声が上がっています。 

 

柏尾川沿い両側の地域は、浸水地域としてよく知られています。 

柏尾川の堤防（土手）整備前の時期は、柏尾川の氾濫による浸水被害が繰り返し発生し

ていました。整備後は、主に内水による浸水被害になっています。 

大雨、豪雨の際、当該地域で暮らす住民は、「また、浸水するのでは」との心配が、現在

も続いています。 

 

当該地域の地形は、東西方向は、バスセンター付近が最も高く、緩やかに下がりながら

旭町通りを経て、旧日立工場正門付近に至ります。南北方向は、右岸側は、長後街道～バ

スセンター～柏尾川沿いへと下がっています。左岸側は、倉田地域の丘～ＪＲ東海道線沿

い～柏尾川沿いへと下がっています。したがって、当該地域の両岸とも旧日立工場の敷地

が最も低い位置・下流側にあたります。 

この敷地を「２ｍ嵩上げ」するということは、下流側に２ｍの堤防を築くことと同こと

になります。 

大雨の際、上手にあたる地域（戸塚町、上倉田町）は「溜池」状態になり、周辺の住宅

地域が浸水してしまいます。 

当該地域で暮らす住民は、浸水被害を何回も体験しているだけに、「２ｍの嵩上げ」の重

大性をよく理解しています。 

 

建設計画は、検討が始まったばかりです。 

この段階で、「開発による新たな浸水被害は、絶対に起こさない」方策を考える必要があ

ります。 

そのために、事業者である中外製薬、市・関係当局が、地元住民の意見、要望をしっか

り受け止め、整備計画に反映させる事が求められます。 

市当局が、本件にどのように対応するのか回答を求めます。 
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中外製薬研究所建設予定地・右側（旧日立工場正門前）付近（撮影 9月 24 日） 

 

        

中外製薬研究所建設予定地・左側（旧日立工場正門前）付近（撮影 9月 24 日） 

 

  

浸水想定区域：写真右奥八坂神社前交差点 戸塚駅側から見た建設予定地（撮影 9月 24 日） 

 

  

浸水想定区域：正面 建設予定地   住宅地域から国道 1号線を見た状況（撮影 9月 24 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
９０６・ＢＡＳＦ（株）工場前付近 柏尾川左岸土手道路の雑草刈取りを要望 

豊田跨線橋から柏尾川に向かい右に大きくカーブする地点（ＢＡＳＦ工場前付近）の歩

道には、車道側、旧日立工場側両方とも雑草が生い茂っています。カーブ個所の見通しを

妨げている状態ですので、早急に雑草を刈り取ることを要望します。 

なお、同じ箇所の雑草刈取りは、昨年も要望しています。 

     

柏尾川左岸土手道路（ＢＡＳＦ＜株＞工場前付近）の状況（撮影 9月 24 日） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 
９０７・朝日橋袂（左岸側）隧道下り口付近 タイル舗装にスリップ防止処置を要望 

朝日橋から隧道への下り口（タイル敷部分）で通行人が滑って転倒、けがをする事故が

発生しています。 

この個所は雨天時、特に滑りやすいので、スリップ防止の処置を要望します。 

 なお、同じ箇所において、昨年度、同様の要望を提出して「タイルに滑り止めを塗る」

などの処置をしていただいています。 

 

   

「朝日橋」の袂（左岸側）隧道下り口付近    タイル舗装の状況 （撮影 9月 24 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
９０８・バス停「水神橋」（上倉田町）付近 市道沿い雑草刈取りを要望 

バス停「水神橋」（上倉田町 1957）付近、市道沿いの雑草刈り取りを要望します。 

近隣住民の日常生活にも支障をきたしている状況ですので、速やかに対応をお願いしま

す。 

なお、同じ箇所の雑草刈取りは、昨年も要望しています。 

  

バス停「水神橋」付近 市道沿いの状況  （撮影 9月 24 日） 

  

バス停「水神橋」付近 住宅に隣接する道路用地内の状況 （撮影 9月 24 日） 
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≪戸塚区役所≫ 
９０９・東戸塚駅西口 新戸塚病院経由路線乗り場 乗客間のトラブル防止策を要望 

東戸塚駅西口広場の新戸塚病院経由路線のバス乗り場は、神奈中と相鉄の両者が使用し

ています。そこに椅子があり、高齢者などが座って待ちます。立って待っている人と椅子

に座って待つ人とで、乗車の順番を巡ってトラブルがたびたびおこります。 

区役所が仲介してバス事業者同士で、調整するよう働きかけることを要望します。 

 

  

東戸塚駅西口広場の新戸塚病院経由バス乗り場の状況  （撮影 9月 24 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 
９１０・平戸 2 丁目 6 付近 階段道路に手すりの設置を要望 

平戸 2丁目 6-24 付近は、急な坂道道路が多くあります。傾斜を緩やかにすることはでき

なくとも、高齢者が安心して通れるように手すりの設置を要望します。 

本件は、土木事務所から現地調査をしていただいているようです。 

素早い対応ありがとうございます。 

その際、要望者にたいして、「設置の方向で検討する」と対応されたと聞いています。 

ぜひ、一日も早く設置していただくようお願いします。 

 

      
平戸 2丁目 6付近の急な坂道道路の状況  （撮影 9月 24 日） 

 

        

平戸 2丁目 6付近の急な坂道道路の状況  （撮影 9月 24 日） 

 
 

２０１７年９月２６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 


