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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 95回 申し入れ（項目 1069・～1077・）  実施日 2019年 11月 27日 

 

≪戸塚区役所≫ 

１０６９・ 台風による住宅の一部損壊等に対する支援制度の充実・強化を要望 

台風 19 号で屋根がはがされた住宅の被災者から、「雨漏りがひどく生活できない」、「修理

したいが資金がない、公的な支援策はどうしたら受けられるか」、「修理をしてくれる工務店

が探せない」など、深刻な相談が相次ぎました。 

岩崎ひろし事務所が対応した台風 19 号に伴う住宅被害の相談は、戸塚区内だけでも 15

件以上になっています。その多くが、現在も継続的に対応が必要な状況です。 

速やかに支援の手立てが講じられない最大の原因の一つが、住宅被害に対する支援制度が

実態に見合っていないという問題があります。 

支援制度を受けるには全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊など基準に基づく認定が必要に

なります。しかし、全壊や大規模半壊に当たらない一部損壊の被害が圧倒的に多く、そのほ

とんどが支援を受けられず困っています。 

年金収入だけの高齢世帯では修繕費用もままならならず、雨漏りする住宅で耐えているな

ど深刻な現実があります。こうした被災者に、公的支援が届いていないのです。 

この点は、国会でも見直しの議論が行われ、運用面で一部改善が図られてはいますが、被

災した住宅の再生にまで届いていません。 

被災者に寄り添った支援が行えるように、次の 2 点を要望します。 

1、市が、効果的な支援・補助制度への改善を国に強く働きかけることを要望します。 

2、同時に、市は、国の対応を待つのではなく、現行の市の支援制度を見直し、困っている

被災市民に手を差し伸べられるように改善を求めます。 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１０７０・ 原宿立体上り側道との接点（原宿 4-3-1付近） カーブミラー再修復を要望 

申し入れ項目 1045（2019 年 7 月 24 日付）で要望し、先に復旧していただいたカーブミ

ラーが、また、破損しました。相次ぐ対応になりますが、修理、復旧を要望します。 

        
原宿立体側道との交差部分 カーブミラー破損状況 （撮影 11 月 25 日） 

 

≪戸塚警察署≫ 

１０７１・ 長沼陸橋下郷側の交差点 消失した横断歩道の改修を要望 

長沼陸橋下郷側川沿い道路との交差点の横断歩道が、劣化のため消えています。 

当該交差点は、環 3 を栄区方面からくる場合、柏尾川沿い道路の交差点が、下り坂の最下

部のため、車の運転手からは歩横断中の歩行者を視認しにくいところです。そのため、横断

歩道が鮮明に表示されていることが不可欠です。 

本件は、申し入れ項目№683（2017 年 1 月 27 日付）、№931（2018 年 1 月 29 日付）、№

955（2018 年 6 月 20 日付）、№992（2018 年 12 月 25 日付）で繰り返し要望しています。 

しかし、3 年近く経過しますが、未だ、改修されていません。早急な改修を要望します。 

      

      

長沼陸橋下郷側交差点の消失した横断歩道 （撮影 11 月 25 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１０７２・ 大坂上トンネル出口付近 道路沿い両側の雑草刈り取りを要望 

バイパスから旧道に下りる大坂上トンネル出口付近の両側は、雑草が生い茂って見通しが

悪くなっています。交通安全性確保のために雑草刈り取りを要望します。 

本件と同じ要望は、申し入れ項目№959（2018 年 6 月 20 日付）で行い対応していただい

ていますが、今シーズン、また、同様の状況になっていますので、改めて雑草刈り取りを要

望します。 

 

  

大坂上トンネル出口付近 道路沿い両側の雑草の状況 （撮影 11 月 25 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１０７３・ 大坂上トンネル内 照明器の修理・復旧を要望 

大坂上トンネル内照明灯（2 か所）が故障して点いていません。修理・復旧を要望します。 

 

  

大坂上トンネル内照明器具の故障状況 （撮影 11 月 25 日） 

 

≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

１０７４・ 蔵坪交差点拡幅事業の迅速な推進を要望 

蔵坪交差点の拡幅事業については、度々、申し入れている案件です。 

戸塚駅東口バス路線の混雑解消策ともかかわり、蔵坪交差点付近の拡幅、改良事業に期待

する声は大変強いものがあります。 

事業の早期推進を望む声が、この間にも多数寄せられていますので改めて申し入れます。 

ＪＲ東日本との協議等を精力的に進め、事業を迅速に完了することを要望します。 

併せて、事業の進捗状況と今後の見通しについて報告を求めます。 

 

     

      

蔵坪交差点の現況 （撮影 11 月 25 日） 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１０７５・ 上倉田町 968付近（上倉田郵便局前） カーブミラーの復旧を要望 

上倉田町 968 付近のカーブミラーは、相当前にミラー部分が壊れ、そのまま現在に至って

います。ミラーが正常に設置されていた時には、安全確認に大いに役立っていました。 

当該箇所は、狭い道路から県道大船停車場矢部線に出るところです。 

この狭い道路は奥に新しい住宅が建設され、車と人の通行が増えています。 

県道に出る際に、歩道、車道の左右の安全確認ができず困っています。 

カーブミラーの早急な復旧を要望します。 

 

  

上倉田町 968 付近（上倉田郵便局前） カーブミラー破損状況 （撮影 11 月 25 日） 

 

≪戸塚区役所≫ 

１０７６・ 上倉田町 2010付近の狭隘道路 ごみ収集車の低速運行厳守を要望 

上倉田町 2010 付近の住民から寄せられた要望です。 

「先週（11/17 の週）後半のこと。・・・玄関先で近所の人と立ち話をしている時に、ごみ

収集車が狭い道をスピードを上げて通過し、危なくひっかけられるのではと体を引いた、狭

い道路を市の大きなごみ収集車がスピードを出して通るのは良くない、スピードを出さずに

ゆっくり走ってもらいたい、担当部署に注意して欲しい」という内容です。 

 なお、日時、車両ナンバーなどは、特定できていません。 

ごみ収集車の運行に対する市民意見の一つと受け止め、適切な「回答」を求めます。 

      

上倉田町 2010 付近の狭隘道路の現況  （撮影 11 月 25 日） 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

１０７７・ 柏尾町 1411付近 台風 19号による倒木の撤去を要望 

柏尾町 1411 付近に台風 19 号による倒木が、現在までそのまま放置されています。 

現場は、水路沿い「法（のり）部分」（水路敷と思われる）に、並木状に木が植えられて

いる個所です。 

当該倒木は、根元が腐食していますが、同様の樹木がほかにも数本あり、さらに倒木が発

生することが心配されます。 

現場を確認したうえで倒木の撤去、処理を要望します。 

また、水路沿いの樹木の維持・管理について、今後の対応方針を伺います。 

     
柏尾町 1411 付近 台風 19 号による倒木 現場の状況 （撮影 11 月 25 日） 

  

柏尾町 1411 付近 台風 19 号による倒木 現場の状況  （撮影 11 月 25 日） 

 

 

 

２０１９年１１月２７日 

                  日本共産党 横浜市会議員 岩崎ひろし 
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電 話 045-865-0074 Fax 045-865-0594 


