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１章　まちづくりプランについて

１－１．プランの性格

・倉田地区プランは、倉田地区（上倉田地区連合会及び下倉田地区連合会の範囲）に住む人々
や、働き、学ぶ人々が、将来にわたって、安全で快適に過ごすことができるようなまちづく
りを進めるための指針となるものです。
・地区内の課題を掘り起こし、課題の改善のための方策や地区の資産活用の方向性を取りまと
めています。
・プランの実現に向けて、地区と区役所の役割分担を示しています。地区の住民は区役所と
協働してまちづくりを主体的に推進し、区役所はプランを行政施策に反映させるように努
めます。

１－２．プランの位置づけ

このプランは、横浜市の総合計画である「ゆめはま2010プラン」に則し、横浜市都市計画
マスタープラン全市プランと戸塚区プラン「戸塚のまちづくり」との整合を図りながら、倉田
地区の特性に対応した、きめ細かなまちづくりを示しています。
※都市計画マスタープランとは、将来の都市像を展望し、地域の課題に対応したまちづくりの方針を住民参
加のもとで取りまとめるものです。

１－３．プラン策定までのながれ

・平成12年6月に開催された倉田地区懇談会において、地区の将来構想をまとめたいという
提案がありました。それをきっかけに、同年12月倉田地区に居住、勤務している方のうち、
公募や地区連合会の推薦による方々65名からなる「倉田地区まちづくり検討会」を発足し、
プラン策定の活動を開始しました。
・検討会は全16回開催し、地区内の現状確認からまちづくりプランや実現にむけた役割の検
討までを行いました。
・策定の過程では、まちづくりニュースや戸塚区のホームページにより検討会活動を紹介し、
広く意見を募りました。
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２章　倉田地区はどんなまち

２－１．まちの移り変わり

県道大船停車場矢部線沿いは、かつて吉田道と呼ばれ、吉田町から鎌倉までを結ぶ道として
栄えました。柏尾川沿いには水田が広がっていましたが、昭和10年以降柏尾川沿いに工場が
進出し、開発とともに人口が急激に増加し、市街化が進みました。

●明治15年（1882）
・当時の戸塚宿（現在国道１号沿い）周辺の様子がわかりま
す。鉄道はまだ開通していません（明治20年7月開通）。
・柏尾川は吉田町の北側から金井村の北東端まで二つの流れ
になっていて、水田地帯が広がっていました。

●昭和６年（1931）
・柏尾川は一つの流れになっています。堤防沿いの桜並木は、
現在の高嶋橋から金井町まで続いています。
・柏尾川の堤防築造等の河川改修を含めた事業は明治44年３
月に完成し、この頃植えられた桜が戦前には花の名所にな
っていました。

●昭和41年（1966）
・柏尾川沿いに工場が集積しています。
・谷戸地には住宅地が広がり、団地の建設も始まっています。

●平成11年（1999）
・戸塚駅周辺では工場が移転し、柏尾川沿いの土地利用が進
んでいます。丘陵上部にも住宅地や大学ができています。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図、2万5千分1旧版地図を複製したものです。（承認番号 平13関複、第607号）
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２－２．まちの概況

（１）位置

・倉田地区は、戸塚駅から南へ約3km圏域に
位置しています。

（２）地区の範囲

・上倉田地区連合会と下倉田地区連合会の範
囲（上倉田町、下倉田町全域および舞岡町
の一部）です。

（３）人口・面積

・倉田地区の人口推移は増加傾向にあり、世帯数も増えている一方で、年齢別人口では15歳
未満が減少し65歳以上が増加しています。
・表中の数値に舞岡町の一部については含まれていません。

柏�
尾�
川�

500 100 200 500m

J
R
東�
海�
道�
線�

豊�田�中�学�校�

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

明�治�学�院�大�学�

戸�塚�駅�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

1km圏�

2km圏�

範囲

面積・人口・世帯数

人口密度（人／ha）

上倉田町、下倉田町全域

（平成14年3月末現在）

面積　約287ha 人口　25,183人 世帯数　10,531戸

87.7（区：71.2／市：80.4）

年齢別人口
構成

15 歳未満

15～64歳

65 歳以上

3,257人（12.9%）（区：36,050人　14.2%／市：481,071人　13.8%）

18,635人（74.0%）（区：182,987人　72.0%／市：2,498,099人　71.5%）

3,291人（13.1％）（区：35,229人　13.8%／市：515,165人　14.7%）

人口･世帯数
の推移

年齢別人口
の推移

年 昭和61年

人口（人） 20,333

7,032

15 歳未満

15～64歳

65 歳以上

6.7%

75.5%

17.8%

8.9%

76.3%

14.8%

12.2%

74.7%

13.1%

平成3年

23,607

8,914

平成8年

24,666

9,988

平成14年

25,183

10,531世帯数（戸）
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２－３．現在のまちのようす

（１）地形：起伏のある地形です。

・最高地点は舞岡地区との境界沿いで標
高約 86 ｍ、低いのは柏尾川一帯で標
高約10ｍ、標高差が約76ｍあります。

（２）交通

・JR線沿いに県道大船停車場矢部線が
あります。地区北部に上永谷戸塚線が
東西に横断しています。地区南部に環
状3号線が東西に横断しています。
・地区からの最寄り駅は戸塚駅です。駅
から半径 1km を徒歩圏と想定した場
合、地区の多くの範囲は徒歩圏外です。
・地区内には次の7つのバス路線があり
ます。

≪行先≫

・戸塚駅東口 下倉田循環

・戸塚駅東口 見晴橋

・戸塚駅東口 飯島団地循環

・戸塚駅東口 大船駅

・戸塚駅東口 平島（笠間十字路経由）

・戸塚駅東口 平島（本郷台駅経由）

・戸塚駅東口 明治学院大学前循環

柏�
尾�
川�

500 100 200 500m

86.1m

戸�塚�駅�

9.7m

J
R
東�
海�
道�
線�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

凡　　例�

80m～90m

60m～80m

40m～60m

20m～40m

10m～20m

柏�
尾�
川�

東�戸�塚�小�前�

戸�塚�駅�入�口�

吉�田�町�

第�一�公�園�前�

第�二�公�園�前�第�三�公�園�前�

明�治�学�院�大�前�

上�倉�田�

下�倉�田�

宮�谷�

下�倉�田�
中�央�

ち�か�ら�い�し�

か�く�ぜ�ん�

鋼�管�団�地�し�た�
下�倉�田�南�

豊�田�中�前�

小�松�ヶ�丘�住�宅�前�

南�谷�

豊�田�小�前�

表�

富�士�ヶ�丘�
下�倉�田�花�立�

雪�ノ�下�

500 100 200 500m

J
R
東�
海�
道�
線�

環�

上永谷戸塚線�

状�3号�線�

豊�田�中�学�校�

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

明�治�学�院�大�学�

戸�塚�駅�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

上�倉�田�

表�

下�倉�田�

豊�田�立�
体�入�口�

下�倉�田�派�
出�所�前�

長�沼�

東�口�
出�口�

県�
道�
大�
船�
停�
車�
場�
矢�
部�
線�

日立和敬寮前�

凡　　例�

小学校･中学校･大学�

バスルート�

柏尾川�

倉田地区�

信号�

一方通行�

バス停�

幅員4m以上の道路�

▲下倉田角前公園付近からの眺め：起伏のある地形
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（３）公園・緑地等

・地区内には18箇所の公園があります。
（近隣公園は 1箇所（豊田中央公園）、
街区公園は17箇所です。）
・地区の東部に隣接して、舞岡公園があ
ります。
・地区内は丘陵地形で斜面緑地が多く残
っています。
・柏尾川右岸堤防上の柏尾川プロムナー
ドは桜並木になっています。

※・近隣公園：誘致距離500m範囲内で1箇所、面積2haが標準。
・街区公園：誘致距離250m範囲内で1箇所、面積0.25haが標準。

（４）公共施設等

・戸塚駅周辺に官公署や公共・公益施
設が集積し、日常的な利用施設とし
て戸塚スポーツセンター、横浜女性
フォーラム、上倉田地域ケアプラザ
があります。
・地区内に倉田小学校、豊田中学校があ
ります。地区外ですが小菅ヶ谷小学校、
東戸塚小学校、戸塚小学校、豊田小学
校、戸塚中学校も一部学区となってい
ます。
・地区東部に学生数約6千人の明治学院
大学があります。

柏�
尾�
川�

500 100 200 500m

J
R
東�
海�
道�
線�

下�倉�田�花�立�公�園�
下�倉�田�第�四�
公�園�

下�倉�田�第�三�
公�園�豊�田�中�央�公�園�

下�倉�田�こ�ぶ�し�
公�園�

下�倉�田�第�五�
公�園�

下�倉�田�脇�谷�
公�園�

上�倉�田�八�幡�谷�公�園�

上�倉�田�第�三�
公�園�

上�倉�田�第�二�公�園�

上�倉�田�第�一�
公�園�

上�倉�田�水�神�ヶ�谷�
公�園�

上�倉�田�第�四�公�園�

上�倉�田�第�五�公�園�

下�倉�田�第�一�
公�園�

下�倉�田�第�二�
公�園�

下�倉�田�雪�
下�公�園�

下�倉�田�角�前�
公�園�

遣�ヶ�谷�こ�ど�も�の�遊�び�場�

子�之�八�幡�社�こ�ど�も�の�遊�び�場�

戸�塚�駅�

柏�
尾�
川�
プ�
ロ�
ム�
ナ�
ー�
ド�

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

豊�田�中�学�校�

明�治�学�院�大�学�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

凡　　例�

樹林地�

公園�

柏尾川プロムナード�

子供の遊び場�

舞岡公園�

柏�
尾�
川�

500 100 200 500m

豊�田�中�学�校�

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

明�治�学�院�大�学�

中�小�企�業�労�働�
研�修�セ�ン�タ�ー�

県�税�事�務�所�

戸�塚�地�区�ｾﾝﾀｰ�
戸�塚�図�書�館�
戸�塚�公�会�堂�

横�浜�女�性�
ﾌｫｰﾗﾑ�

戸�塚�税�務�署�

戸�塚�
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ�

上�倉�田�地�域�
ケ�ア�プ�ラ�ザ�戸�塚�区�総�合�庁�舎�

水�道�局�
戸�塚�営�業�所�

J
R
東�
海�
道�
線�

戸�塚�駅�

中�途�障�害�者�
地�域�活�動�ｾﾝﾀｰ�

凡　　例�凡　　例�

公共施設等�

▲下倉田脇谷公園付近の斜面緑地

▲上倉田地域ケアプラザ
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（５）土地利用：住宅地が中心です。

・住宅地を中心とした土地利用で、樹林
地が点在して残っています。
・戸塚駅周辺は商業施設や公共施設が多
いです。
・柏尾川と JR線が挟む土地に工場が多

くあります。

（６）防災等

・明治学院大学と舞岡公園が広域避難場
所になっています。
・東戸塚小学校、戸塚小学校、倉田小学
校、豊田中学校が地域防災拠点になっ
ています。
・柏尾川沿いはB級浸水警戒区域に指定
され、また、地区内11箇所が がけ崩
れ警戒区域になっています。

※・広域避難場所：地震に伴う大火災が多発し、炎上拡大した場合、
その輻射熱や煙から身を守るために一時的に避難する場所。
・地域防災拠点：震災時の避難場所であり、また、被災者への食料、
水、救急物資の配布、生活情報の提供等を行う拠点。

・B級浸水警戒区域：概ね1時間に60mm程度を越える降雨がある
と、川から水があふれるおそれのあると予想される区域。
・がけ崩れ警戒区域：がけの土質、形状等を総合的に判断し、台風、
集中豪雨、地震によってがけ崩れが発生するおそれがあると予想
される区域。

戸�塚�駅�

J
R
東�
海�
道�
線�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

500 100 200 500m

業務系地域�

商業系地域�

工業系地域�

官公庁施設地域�

公共公益系施設地域�

暫定利用地・用途不明地�

未利用地�

屋外利用地�

工事改変中の区域�

樹林地�

河川・水路・水面�

荒地等�

複合施設商業系�

都市運営施設地区�

住居系地域�

凡　　例�

農業・漁業用地�

▲戸塚ふたば幼稚園付近からの眺め：戸建て住宅や
マンションが建ち並ぶ

資料：戸塚区防災マップ（平成14年4月発行）

凡　　　　例
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（７）史跡・名所など歴史的資産

・吉田道（鎌倉古道）沿いに栄えた地区
で、社寺や延命地蔵、道祖神等の石碑
が多く残っています。
・永勝寺には、県指定の重要文化財であ
る聖徳太子像が安置されています。
・「南谷戸の大わらじ」は、昔、村人が道
中の旅人の安全祈願をしてわらじを供え
たという伝承が残っています。平成5年
11月横浜市地
域有形民俗文
化財に登録さ
れました。
・下倉田囃子連
は、地域のお
祭り等で活動
しています。

（８）都市計画

・地区の大部分は、第一種低層住居専用
地域です。
・柏尾川と JR線を挟む地域は工業地域
や準工業地域となっています。
・戸塚駅に接する一部は近隣商業地域です。
・明治学院大学とその周辺は市街化調整
区域です。
・新たな幹線道路の整備として、桂町戸
塚遠藤線、下永谷大船線、環状3号線、
横浜藤沢線が計画されています。これ
らの都市計画道路沿いは概ね準住居地
域、第二種住居地域となっています。

※・第一種低層住居専用地域：低層住宅のための地域で、小規模なお
店や事務所を兼ねた住宅、小中学校が建てられる。

・工業地域：どんな工場でも建てられ、住宅やお店は建てられるが、
学校、病院、ホテル等は建てられない。
・準工業地域：主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域
で、危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。
・近隣商業地域：周りの住民が日用品の買い物をするための地域で、
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。
・市街化区域：既に市街地を形成している区域、及び概ね10年以内
に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
・市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域。
・準住居地域：道路の沿道において、自動車関連施設等の立地と、
これと調和した住居の環境を保護するための地域。
・第二種住居地域：主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務
所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる。

柏�
尾�
川�

500 100 200 500m

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

豊�田�中�学�校�

明�治�学�院�大�学�

J
R
東�
海�
道�
線�

戸�塚�駅�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

盛�徳�寺�
・�大�川�観�音�
・�名�木�古�木�

蔵�田�寺�
・�市�内�最�古�の�
　�舟�形�庚�申�塔�

子�之�八�幡�神�社�
・�山�王�社�
・�庚�申�塔�
・�子�供�の�遊�び�場�

八�幡�神�社�

林�宗�寺�

南�谷�戸�の�大�わ�ら�じ�
道�祖�神�
御�嶽�講�の�石�碑�

萬�松�寺�

永�勝�寺�
・�聖�徳�太�子�像�

實�方�塚�
お�し�ゃ�も�じ�様�

十�二�天�尊�社�
八�幡�社�跡�

石�塔�石�仏�

柏�尾�川�改�修�
記�念�碑�

右�か�ま�く�ら�道�道�標�

紅�葉�滝�
不�動�明�王�永�勝�寺�へ�の�道�し�る�べ�

延�命�地�蔵�

力�石�

下�倉�田�の�亜�炭�

お�し�ゃ�も�じ�様�

凡　　例�

歴史的資産�

戸塚駅�

柏
尾
川�

Ｊ
Ｒ
東
海
道
線�

▲下倉田囃子連の活動

資料：戸塚区都市計画図（平成12年4月現在）

市街化調整区域

凡　例

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

防 火 地 域

準 防 火 地 域

生 産 緑 地 地 区

駐車場整備地区

高度利用地区･市街地再開発事業

地 区 計 画 等

目次
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倉田地区の歴史的資産と活動

倉田地区には、さまざまな歴史的資産があります。
歴史的資産を守り、受け継いでいくためには、地区の資産をより多くの人に知ってもらう

ことが大切です。地区では、歴史や文化に関する活動に取り組んでいます。

○歴史的資産を守るための防火訓練が行わ

れています。
毎年、永勝寺重要文化財防火訓練では、町

内会のみなさんも参加して歴史的資産を守る
活動が行われています。

▲永勝寺重要文化財防火訓練

○地区では文化活動を行っています。
地区では自治会、町内会を通じて、古道や

史跡などの情報収集や調査を行い取りまとめ
ています。これらの活動や資料を地区の文化
情報として活用できます。

▲NO.5（1997年9月号）より ▲NO.12（2001年5月号）より

●地域ニュース「わがまち下倉田」より

町の名所・史跡を訪ねて

わが町の［紅葉滝］

目次
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吉�
田�
道�

東�海�道�

柏�
尾�
川�

盛�徳�寺�
・�大�川�観�音�
・�名�木�古�木�

蔵�田�寺�
・�市�内�最�古�の�
　�舟�形�庚�申�塔�

子�之�八�幡�神�社�
・�山�王�社�
・�庚�申�塔�
・�子�供�の�遊�び�場�

八�幡�神�社�

林�宗�寺�

南�谷�戸�の�大�わ�ら�じ�
道�祖�神�
御�嶽�講�の�石�碑�

萬�松�寺�
永�勝�寺�
・�聖�徳�太�子�像�
・�名�木�古�木�

實�方�塚�

お�し�ゃ�も�じ�様�
十�二�天�尊�社�

八�幡�社�跡�

石�塔�石�仏�

柏�尾�川�改�修�
記�念�碑�

右�か�ま�く�ら�道�道�標�

紅�葉�滝�
不�動�明�王�永�勝�寺�へ�の�

道�し�る�べ�

延�命�地�蔵�
力�石�

下�倉�田�の�亜�炭�

お�し�ゃ�も�じ�様�

東�戸�塚�小�学�校�

豊�田�小�学�校�

戸�塚�小�学�校�

倉�田�小�学�校�

小�菅�ヶ�谷�小�学�校�

豊�田�中�学�校�

明�治�学�院�大�学�

戸�塚�区�総�合�庁�舎�

※地区内の散策ルート�
　�「とつか歴史ろまん」より�

500 100 200 500m

凡　　例�

散策ルート�

歴史的資産�

古道�

▲イチョウ（市 名木古木・盛徳寺）

▲實方塚の碑

▲「右かまくら道」道標

▲延命地蔵

▲紅葉滝

▲「かまくら道・永勝寺」道標

▲大わらじ（市地域有形民俗文化財） ▲イヌマキ（市 名木古木・永勝寺）▲聖徳太子像（県重文・永勝寺）

目次
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３章　倉田地区の課題とめざす「まち」のすがた

３－１．検討会で出された主な意見

まちづくりを進めるうえで地区の課題を探るため、地区内の状況について意見を出し合い、
主な意見を項目ごとにまとめました。

・県道大船停車場矢部線は安全に歩けるようにしてほしい。
・戸塚駅から幸ヶ丘団地までのミニバス路線を新設して
ほしい。
・都市計画道路の早期開通を促してほしい。
・安全で快適な道路整備をしてほしい。
・戸塚駅周辺は交通量が多く、渋滞がひどい。
・東口駅前交通広場は交通量に対して十分な面積がない。
・通勤・通学の送迎車は吉倉橋、丸井前で一時停車し、
暫定交通広場が活用されていない。
・買物客が駐車場を利用せずに、路上駐車をしている。
・東口駅前交通広場内を乱横断する人が多く、バス等の
交通を妨げている。
・駅前から横断歩道のある上倉田の交差点まで距離があ
るため、吉倉橋を乱横断する人が多く、道路交通を妨
げている。

など

道路・交通

▲朝の戸塚駅東口

▲県道大船停車場矢部線

・地域活動など交流できる場が少ない。
・新しい住民と昔からの住民の交流がない。
・子供とお年寄りなど、世代間交流を進めたい。
・お年寄りが憩える場所がほしい。
・地区内には名所、旧跡が多くあるので、もっと住民に
知ってもらいたい。
・大わらじづくりやお囃子など、地域の伝承文化を大切
にしていきたい。

など

地区住民の交流

▲柏尾川　桜まつり

▲公園での交流活動

目次
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・昔の柏尾川は桜の時期には屋形船が出るなど、とても
美しくにぎわった。当時のような風情を取り戻したい。
・河川敷を利用したイベントを催したい。
・桜並木が素晴らしい。桜並木を延長したい。
・今の柏尾川は自転車が投げ捨てられているなど、ゴミ
が多い。
・きれいな河川にして、いろいろな鳥や魚が生息し、人
が集まる河川にしたい。
・下倉田地区で柏尾川を横断できる所が限られているの
で、人道橋を新設してほしい。
・水辺のジョギングを楽しみながら、金井公園まで行け
るようにしたい。
・車イスで河川敷まで行ける所が限られている。

など

柏尾川

▲護岸花壇

▲コイと遊ぶこどもたち

・宅地化が進み、緑が減少しているので、保全していき
たい。
・地区内には緑が残っていて、散策が楽しめる。
・地区に隣接する舞岡公園をもっと活用したい。
・最近は子供が少なくなって、住宅地内の公園であまり
利用されていないところがある。
・小さい公園でも、いつもお母さんと子供達でにぎわっ
ているところもある。声を掛け合うなどちょっとした
ことで公園も利用されるのでは。
・豊田中央公園のようなスポーツのできる公園やボール
遊びなどができる公園がもっとほしい。

など

公園・緑地等

▲下倉田第五公園

▲明治学院大学と舞岡公園の境にある散策路

目次
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３－２．課題整理の視点

より良いまちにするために、検討会や地区懇談会等では様々な意見が出されています。それ
らの意見を地区の課題として整理するにあたっては、まちをゼロからつくり直すのではなく、
まちの現状や地理的な特性、既存の計画などをふまえて、現在のまちを「使い勝手」ならぬ
「暮らし勝手」のよいまちにするための問題点は何か、どのように改善すればよいか、そのた
めに地区で、そして地区と区役所で協力して何ができるかといった視点が大切です。こうした
視点で課題を整理し、次にまとめました。

○３章のながれ　～課題の整理と目標の設定～

地区懇談会�
検討会で出された�

主な意見�

その他�
地区から�

出された意見�

まちをよくするための様々な意見�

課題整理の視点�

地　　区　　の　　課　　題�地　　区　　の　　課　　題�

めざす「まち」のすがた�
（まちづくりの目標）�

目次
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３－３．地区の課題

倉田地区は吉田道（鎌倉古道）沿いに発展してきましたが、昭和40年頃から急激に市街化し
ました。そのため道路の整備などまちづくりの課題があります。

（１）県道大船停車場矢部線の拡幅
現在、戸塚区の中心地である戸塚駅につながる地区内の幹線道路は県道大船停車場矢部線の

みで、車が集中し、朝夕の渋滞やバスの定時運行が確保されない等の交通問題があります。車
道が狭く大型車のすれ違いが困難なため、一方の車輌が待避を余儀なくされることも渋滞の一
因となっています。また、歩道も狭く、歩行者同士のすれ違いや乳母車等の通行が困難である
など歩行者の安全性の確保も問題となっており、円滑な交通を確保するための改善が求められ
ています。

（２）新たな幹線道路の整備
道路混雑を解消し、生活道路から通過交通を減らして、交通の安全性と利便性の向上を図る

ため、新たな幹線道路の整備が進められていますが、今までの交通の流れや通学経路が変わる
ことから、総合的な交通安全対策を検討する必要があります。

（３）戸塚駅東口周辺の交通混雑緩和
戸塚駅は利用者が増え続け、現在では市内第3位の乗客数があり、戸塚駅東口は朝のラッシ

ュ時には1時間あたり約150本のバスが発着しています。東口駅前再開発は平成2年に終わ
り、東口駅前交通広場が整備されました。その後の交通量の増大等により東口駅前交通広場の
交通混雑が発生しましたが、平成9年には一般車両の乗降等を行うための暫定交通広場の整備、
早朝夜間を除く一般車両の乗り入れ規制（6～24時）等の交通対策がとられ、混雑の緩和が
図られました。
しかし、現在では、東口周辺での道路混雑が再び問題となっており、改善が必要です。

（４）柏尾川の保全と活用
柏尾川は、昭和初期には桜の名所として屋形船が出るなどにぎわいました。現在は、一部の

プロムナードや護岸テラス等が整備され、区のシンボルとして桜まつりや納涼大会などのイベ
ントの場として、また、日常的にも通勤・通学、散策に利用されていますが、水辺の公共空間
として、にぎわいを取り戻すような活用方法の検討が期待されています。

（５）公園利用の活性化
現在、地区内に18箇所の公園がありますが、少子化等により、あまり利用されていない公

園もあります。一方、地区では、様々な活動を行う場が要望されており、身近な公共空間とし
ての公園の有効利用を検討する必要があります。

（６）住民間交流の活性化
住民間の関わりが希薄になっていることから、防犯・防火・まちの美化など日頃の生活環境

への影響が懸念されています。また、今後も高齢化が進行することから、住民相互の助け合い、
支え合いがより求められており、住民間の交流の促進や活性化が必要です。

目次
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３－４．地区のめざす「まち」のすがた

地区の課題をふまえ、地区のめざすまちづくりの目標を次の３つとします。

既存の幹線道路である県道大船停車場矢部線の一部拡幅整備や、新たな幹線となる道路の整備、
戸塚駅東口周辺の交通混雑緩和の検討により、バスの定時運行の確保や歩行者の安全性の向上な
ど交通体系の整ったまちにします。

１．交通体系の整った「まち」

▲県道大船停車場矢部線 ▲戸塚駅東口周辺

昔から親しまれてきた柏尾川が、これからも地区のシンボルとして親しみのある川となるよう
育み、まちに点在する公園が、地区の人たちの交流の場として活用されるなど、水と緑の空間を
活かし、育むまちにします。

２．地区の資産を活かし育む「まち」

▲柏尾川　お花見 ▲上倉田第一公園

地域住民が集える拠点を整備するとともに、お互いが日頃から声をかけ合うなど地域の交流を
促進し、支え合い・助け合いのあるまちにします。

３．交流と活動で支え合う「まち」

目次
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○これからの主な事業計画

４章　まちづくりへの取り組みの方向性
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凡　�　例�

小学校･中学校･大学�

柏尾川�

倉田地区�

幅員4m以上の道路�

県道の拡幅�

公共施設�

公園�

樹林地�

JR東海道線�

プロムナード�

計画道路�

主要道路�

計画に沿った具体的�
な事業を進める箇所�

計画がある箇所�
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４－１．交通体系の整った「まち」にするために

（１）県道大船停車場矢部線の拡幅

県道大船停車場矢部線の一部（盛徳寺跨線橋付近から下倉田交差点付近まで）の拡幅を進め
ます。道路拡幅による渋滞の一部解消、歩道拡幅による歩行者の安全性の向上を図ります。

（２）新たな幹線道路の整備

１．桂町戸塚遠藤線の整備（栄区桂町～泉区下飯田町）

・計画幅員22～33mの都市計画道路で、地区内では明治学院
大学遠望橋付近から下永谷大船線との交差部付近（現在の實
方塚付近）までを、平成16年度の開通に向けて用地取得と
工事を進めています。（p.17図の ）
・下永谷大船線との交差部付近から国道1号までは、引き続き
用地の取得を進め、早期に工事着手します。（p.17図の ）

２．下永谷大船線の整備（港南区下永谷～栄区笠間町大船駅付近）
・計画幅員18～27mの都市計画道路で、地区内では小田急分
譲地入口の東電変電所から桂町戸塚遠藤線との交差部までの
p.17図の の範囲は平成16年度、p.17図の は平成18年
度の開通に向けて事業を進めています。
・桂町戸塚遠藤線との交差部付近から豊田中学校までは今後事業化に努めます。（p.17図の ）

３．バスルートの新設

・明治学院大学南門付近から戸塚駅までのバスルートの新設をバス事業者にはたらきかけ、バス停
の位置を検討します。また、バスベイの整備については、交通需要の状況を見ながら検討します。
・通学路や既存道路の利用に配慮した安全な道路横断箇所を地
元や警察等と協議しながら検討します。

４．横浜藤沢線の整備

港南区丸山台一丁目から戸塚区小雀町までを結び、栄区と
当地区との境付近を通過する都市計画道路の整備を進める予
定です。

（３）戸塚駅東口周辺の交通混雑の改善

戸塚駅東口周辺での交通混雑等の問題については、実態の把
握など混雑緩和に向けた調査を行い、改善方策を検討します。

（４）４ｍ未満の狭い道路の拡幅

避難行動、救急活動、消防活動等を円滑に行うため、道路が狭い地域では道路拡幅整備が必
要です。そのためには、沿道の方々が協力しあい、路線全体で拡幅に取り組むことが大切とな
ります。整備にあたっては、横浜市の助成制度（「狭あい道路拡幅整備事業」）を活用します。

▲桂町戸塚遠藤線（遠望橋から戸塚町方面）

▲下永谷大船線（橋梁工事箇所）

▲新設道路のバスベイイメージ

目次
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４－２．地区の資産を活かし育む「まち」にするために

（１）魅力ある柏尾川づくりの推進

１．安全な柏尾川の整備

・管理者の県では、全流域での時間当たり降雨量50mm
対応の河川改修を順次進めています。
・地区内では護岸面の改修は完了し、河川断面の確保
（河川の底部を掘り下げて、容積を増やす）を行う計画
です。

２．柏尾川プロムナードの桜並木再整備

・吉倉橋から高嶋橋の区間について、老朽化した桜の更
新を検討します。

３．柏尾川の利用や活動の促進

・花植えや清掃等、柏尾川での活動組織の立ち上げを検
討し、活動の支援に取り組みます。

自然観察会�

活動の中心となる�
組織づくりから�
始めよう！�

階段護岸に�
花を植えたい�

きれいな川にしたい�

○柏尾川でこんなことやりたいな

▲朝日橋から桜橋をみる

▲柏尾川プロムナードの桜並木

目次
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（２）活用される公園づくりの推進

１．公園の改良

・活用にあたり、老朽化等で支障のある公園は改良や再整備を検討します。
・下倉田方面から利用しやすいよう舞岡公園への入口の設置を検討します。

２．公園の活用の検討

・公園の様々な利用や活用について地域で検討します。

○公園利用に関するこんなケース

がありました。

【公園での花壇づくり】

公園の清掃をしていて、一部土壌
のよいスペースを見つけました。公
園に遊びに来る子供達に草花がどの
ように育つのか知ってもらおうと思
い、自宅の苗木を提供し、小さな花
壇をつくり手入れをしていました。
公園に来る子供や通りがかりの親子
も喜んで見ていたのですが、管理者
から撤去するように言われやむなく
取りはらいました。皆で楽しめると
思い、始めたのに…。

○なぜせっかくのアイデアや行動が活

かされなかったのでしょう？

個人がどこにも確認を取らずに公
園に手を加えると、個人的な意図が
なくても「公園の一部を私有化」し
ているとみなされてしまい、管理者
は撤去するように言わざるを得ない
場合があるのです。

○ルールを踏まえれば、公園を身近に

利用・活用できます。

公園の利用について、他人に迷惑
のかかる行為、営利行為など禁止さ
れていることのほかは、各公園の愛
護会や緑政局中部公園緑地事務所と
確認を取り合い、地域で使い方のル
ールを決めることができます。

身近な公園にしましょう！�

・公園は地域の人々の共同の庭です。�
・公園は地域の人々のニーズによっていろいろ
　な利用の仕方ができます。�
・みんなでルールを作って公園をもっと使って
　みませんか。�

＜共通ルール＞�
・他人に迷惑のかかる行為、営利行為、車輌の乗
　り入れなどは禁止されています。�
・市や区、自治会、町内会等の主催、共催による
　フリーマーケット、バザー、祭り、盆踊りなど
　は許可をとることで利用することができます。�
　（許可申請の提出先：8,000m2以下の公園は区
　役所地域振興課、8,000m2を超える公園は緑政
　局中部公園緑地事務所）�
・この他にも各公園ごとに周囲の状況に合わせた
　約束事がある場合があります。�

①公園の利用内容を明確にします。�
・公園での活動内容、利用時間等�
・責任者の氏名、連絡先�

②公園の利用について愛護会や地域住民の賛同を
　得ましょう。�
・愛護会、自治会に了解を取りましょう�

④地域の活動であることを表す掲示をしましょう。�

③公園利用、管理について公園管理者に確認しま
　しょう。�
・公園利用や管理について公園管理者である緑政
　局中部公園緑地事務所に確認しましょう。�
・もし事故が起きた場合、誰が責任をとるかなど
　を事前に明確にする必要があります。�

⑤活動と管理は各地域の人で行います。�

目次
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４－３．交流と活動で支え合う「まち」にするために

（１）交流拠点の整備

１．地域ケアプラザの整備

・地域ケアプラザには、多目的ルームなどが整備
され、ボランティア等地域活動の場としても利
用できます。
・下倉田地区（豊田中学校区）に整備を進め、平
成15年度に開所します。（p.17図参照）
・なお、上倉田地区には、すでに整備され、活用
されています。

※・地域ケアプラザ：在宅生活を支援するデイサービス（入浴、食事等）、機能訓練
の実施や地域の巡回相談などの活動のほか、地域ボランティア活動や交流の場
となる施設。

２．コミュニティハウスの整備

・豊田中学校区内に1箇所コミュニティハウスの
整備について検討します。

※・コミュニティハウス：地域の自主活動や福祉、ボランティア、学習等を行う身
近な拠点。

（２）支え合う交流の促進

・世代間交流や生涯学習、介護、福祉等の地域活動やボランティア活動の育成や支援、情報の
提供・交換に取り組みます。

▲上倉田地域ケアプラザでの活動のようす

自主活動や研修�
活動の場として�
利用できます。�

▲コミュニティハウスでの活動イメージ

○交流活動の事例

◇明治学院大学との交流を行っています。

・地区では毎年、明治学院大学で開催する戸塚まつりに
企画の段階から参加し、当日だけでなく、開催の打合
せや準備を通じて大学との交流を図っています。

◇花壇づくり等に取り組んでます。

・明治学院大学の未利用地の一角に自治会でつくってい
る花壇があります。不法投棄が絶えなかったこの場所
に花を植え始め、色とりどりの花々が目を楽しませて
くれています。今ではこの周辺の不法投棄が減少しま
した。
・他にもバス停付近にプランターを置いて、手入れをす
るなど美化による交流活動が行われています。

▲戸塚まつり

▲明学付近での花壇づくり

目次
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５章　まちづくりの実現にむけて

５－１．プランの策定

◇プランの策定は、まちづくりのはじめの一歩です。

このプランは、地区の現状や将来を見据えて、どのようなまちにしていきたいかを考え（ま
ちづくりの目標の設定）、その目標の実現に向けた方策（まちづくりの指針）を明らかにする
ものです。
プランづくりをまちづくり参加への出発点として捉え、めざすまちのすがたの実現につなが

る取り組みへと発展させていくことが重要です。

◇地区の中でプランを共有し、まちづくりを進めていきます。

プランの実現にむけたまちづくりを進めていくためには、地区と行政とで取り組みを継続的
に、そして方向性を一つにして行っていく必要があります。そのためにはこのプランを住民、
企業、学校、ボランティア団体及び行政が共有していくことが重要です。

５－２．まちづくりの実践

◇みんなで策定したプランを活かしてまちづくりを進めていきます。

まちづくりの実現に向けてそれぞれの役割を認識し、役割を果たすことが、まちづくりの実
現へとつながります。

○地区の役割は

・一人一人がまちづくりの主役として主体的に行動する。
・地区の中でのルールづくりなど合意形成を図ることなどです。

○行政の役割は

・道路や施設整備等の各種事業の実施や住民の活動を支援することなどです。

○その中で区役所は

（地区に対して）

・道路や施設の建設等の事業計画や施策等の情報を提供する。
・地区の状況の把握や要望など地区情報を収集する。
・まちづくりの活動への支援を行うことなどです。

（事業主体に対して）

・地区の状況や要望等の情報を提供する。
・道路や施設等の整備の事業計画等の情報を収集し、プランの早期実現に向けてはたらきか
けることなどです。

目次
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◇まちづくりの進行をチェックしましょう。

めざす「まち」のすがたを実現していくためには、地区や行政が、個々の生活や施策を進め
る中で、それぞれプランの実現に向けた活動や事業を展開しているか、各々が役割を果たして
いるかなどを再確認することが必要です。

◇「まち」の変化とともにプランを見直します。

まちの様子も人の構成も時代とともに変化していきます。まちの変化を捉え、地区の新たな
状況や課題に対応することが必要となります。このため、プランを固定したものと捉えず、状
況に応じて見直し育てていくことが大切です。

○交流活動の事例

地　区�

区役所�

行　政�

（まちづくりの活動）�
・自治会・町内会活動�
・防災活動�
・愛護会活動�
・ボランティア活動�
・その他の�
　まちづくりの活動�
・ルールづくり�
・合意形成�
　　　　　　　など�

・道路や施設整備�
　等の各種事業の�
　実施�
・法制度に基づく�
　規制・誘導�
　　　　　　など�

・意見交換�
　 地区懇談会�
・意見収集�
　 地区要望�
・情報提供�
　 ホームページ�
・活動支援�
　　　　　など�

　� 

　� 

　�

 
事業主体�

・地区情報の共有�
・事業計画の調整�
　　　　　　など�

地
区
と
事
業
主
体
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト�
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空からみた倉田地区

戸塚駅�

吉倉橋�

戸塚区役所�

東戸塚小学校�

柏尾川� 戸塚小学校�

①上倉田地区：戸塚駅周辺を含む（平成13年12月撮影）

戸塚区役所�

明治学院大学� 舞岡公園�

柏尾川�

②上倉田地区、下倉田地区（平成13年12月撮影）
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豊田立体� 豊田小学校�

豊田中学校�

豊田中央公園�

倉田小学校�

柏尾川�

③下倉田地区：豊田跨線橋（豊田立体）付近（平成13年12月撮影）
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凡　�　例�

小学校･中学校･大学�

柏尾川�

倉田地区�

幅員4m以上の道路�

公園�

樹林地�

JR東海道線�

プロムナード�

計画道路�

主要道路�

写�真�①�
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