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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 99回 申し入れ（項目 1093・～1103・）  実施日 2020年 3月 25日 

 

≪戸塚区役所≫ 

１０９３・ 新型コロナウィルス感染症への効果的な対策と経済的支援策の充実を要望 

新型コロナウィルス感染症の拡大が世界的、全国的な脅威になっています。横浜市にお

いても、学校一斉休校により全市域で社会的混乱がつくり出されていることや経済の大き

な落ち込みなど、深刻な影響が市民一人一人、市内中小業者へと広がっています。 

当事務所は、区内の洋菓子製造企業の経営者の方から、「4月末の消費税の預かり金、社

会保険料等の納付のめどが立たず、お先真っ暗な状況に置かれています。国の経済対策の

対象業種をあらゆる業種に拡大していただきたい」との相談を受け、緊急に国会議員団と

も連携して対応しました。幸いこのケースでは、対象業者として認められ融資につながり

ました。 

新型コロナウィルス感染症の影響は、市民生活の全分野に及んでいます。 

本市は、「市民の命、くらしを守る」ことを使命であり、市民が困っている時に必要な支

援の手を差し伸べることが求められます。 

市は、対策を具体化しつつありますが、まだまだ不十分です。 

特に、市民のくらし、市内中小企業・小規模事業者の生業を守る経済的支援に注力する

ことが必要です。 

そのためには、大規模な予算措置が必要です。 

国に対して、必要な規模の財政支援を求めるとともに、本市独自に予算措置をとり、対

策の具体化を急ぐ必要があります。 

市民の置かれている状態を把握し、的確、迅速な対応策の強化、充実を要望します。 

 

≪戸塚区役所≫ 

１０９４・ 「大正つくしんぼう学童クラブ」の「事業継続」に支援を要望（再掲） 

岩崎ひろし事務所は、申し入れ項目№1079・ （2019年 12月 23日付）、「大正つくしん

ぼう学童クラブ 現状の立地条件で継続を要望」（別掲）との申し入れを行いました。 

しかし、申し入れた 12 月 23 日以降の区・こども家庭支援課の対応は、学童側の要望に

寄り添うものになっていません。 

新年度への切り替えの時期でもあります。 

放課後児童育成事業に責任を負う「戸塚区こども家庭支援課」が、機敏に対応すること

を強く求めます。 

また、私は、この間の経緯を把握するために、2月 21日、こども青少年局・放課後児童

育成課・整備担当課に対し、本件に関わる「資料請求」を行いました。 

しかし、現在まで、関係資料の一部のみの提出にとどまり、大半の資料は提出されてい

ません。速やかに提出することを求めます。 
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（別 掲）  12 月 23 日付申し入れ項目 

≪戸塚区役所≫ 

１０７９・ 大正つくしんぼうクラブ 現状の立地条件での継続を要望 

大正つくしんぼうクラブ（原宿 4－22－2）に通う児童の保護者から、次の相談が寄せられました。 

「戸塚区こども家庭支援課から、『施設建物の耐震性に問題があるので、引っ越しするように』と言わ

れている。しかし、保護者会としては、『大正つくしんぼうクラブは、設立から現在まで 50 年近い歴史

があり、この場所からの引っ越しは簡単ではない。現状の立地条件で継続できるようにしてほしい』」と

の内容でした。 

保護者のみなさんの要望は当然のことと理解できます。 

戸塚区こども家庭支援課は、大正つくしんぼクラブが現状の立地条件で事業を継続できるよう十分に

検討されるよう要望します。 

 

      

大正つくしんぼクラブ 現在の状況  （撮影 12 月 18 日） 

 

≪戸塚土木事務所≫ 

１０９５・ 原宿三丁目 8～13付近 市道の路面舗装の改修を要望 

 原宿三丁目 8～13 付近の市道の路面舗装が劣化して凸凹が激しく、交通に支障をきたし

ています。 

また、沿道の住宅からは、「大きな車両が通過した際は、振動して困る」との苦情が寄せ

られています。路面の改修を要望します。 
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原宿三丁目 8～21付近 路面舗装の劣化による凸凹状況  （撮影 3月 17日） 

   

原宿三丁目 8‐21付近の状況          原宿三丁目 8‐35付近の状況 

  

  原宿三丁目 12‐23付近の状況 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

１０９６・ 戸塚町・大船方面行バス停「日の出橋」付近の安全対策を要望 

戸塚町 1313付近、大船方面行バス停「日の出橋」付近の歩道の整備状況がよくないため

に、バス利用者がバスを待つ時、降車した時、いつも大変危険な思いをしています。 

同様の要望は、№９９４（2018年 12月 25日付）などでこれまでにも申し入れています。 

安心してバスが利用できるように、この付近の歩道の整備、及び、バス停の位置を少し

移動する等の改善措置を要望します。 

 

バス停「日の出橋」付近の状況  （撮影 3月 17日） 

         

バス停手前にスーパー、前方に事業所があり、それぞれの前に一定スペース有 

 

    
（前方、大船方面）    バス停付近の状況    （前方、戸塚駅方面） 
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≪戸塚土木事務所≫ ⇒ ⇒ 建築局情報相談課（3/26） 

１０９７・ 戸塚町１２８１付近 建売住宅建築の機会に道路形状の改善を要望 

戸塚町下郷地区の住民から寄せられた要望です。 

戸塚町 1281付近において建売住宅の建築工事が行われます。 

現場付近は複雑な交差点で、日ごろから事故の危険を感じている個所です。新たに住宅

ができることで、さらに見通しが悪くなることも予想されます。 

鋭角状になっている角の隅切りが必要ですが、施工業者から示された計画図面に、その

記述はありません。道路との段差の扱いも心配です。 

建築工事が行われる機会に、「隅切り」等、道路が安全なものになるよう、事業者に対す

る指導、規制等を適確に行っていただくことを要望します。 

 

 

戸塚町 1281 付近 建売住宅建築計画の状況  （撮影 3月 17日） 

 

 

配置図                 見取り図 

   
 

    

現場と道路・交差点の状況 

  

隅切り・路肩擁壁な

し 
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≪戸塚区役所≫ 

１０９８・ 戸塚町１５８２付近 数軒の空き家対策を要望 

戸塚町 1582付近に、10年間ほど放置された数軒の空き家があります。 

建物は、外壁等が破損、腐朽し荒れ放題になっています。 

倒壊や不審火等の恐れがあることや、敷地が藪状態のため夏季に大量の蚊の発生、枯葉

の飛散等々、近隣住宅、周辺地域に大きな影響が出ています。 

地元では、対応困難なため困惑しています。空き家対策の案件として、市として対応し

ていただくことを要望します。 

 

現地付近の見取り図 

  
戸塚町 1582付近 数軒の空き家と周辺の状況 （撮影 3月 17日） 

     

  

空家数軒 放置状態 
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≪戸塚土木事務所≫ ≪戸塚警察署≫ 

１０９９・ 戸塚町 国道一号上り二車線（消防署付近） 車線の改修を要望 

国道一号線上り（戸塚町 4186～4158付近バス停・日立入口～消防署前付近）2車線を区

分する白線が劣化してほとんど視認できません。交通量の多い国道一号線の上り車線で、

通行車両も圧倒的に多い幹線道路です。交通安全のために早急な改修を要望します。 

 

国道一号上り線（消防署付近）の白線（ライン） 劣化・消えている状況 （撮影 3月 17日） 

  

バス停・日立入り口前付近から  （白線ほぼ消えた状態）  田邊本陣跡付近から 

 

  
消防署前からバスセンター付近まで 白線が連続して、よく見える 
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≪戸塚土木事務所≫ 

１１００・ 戸塚駅西口地区、柏尾川に架かる「朝日橋の欄干」の腐食修復を要望 

戸塚駅西口（区役所向い）地区の柏尾川に架かる「朝日橋の欄干」が、腐食して穴が貫

通していたり、断裂したりしています。見た目には、“崩れるのではないか„と心配になり

ます。躯体の強度に直接かかわらないと思いますが、通行する人の安心感のためにも、至

急修復することを要望します。 

 

「朝日橋の欄干」 腐食の状況  （撮影 3月 17日） 

   

    

朝日橋の全景   撮影 3月 22日 
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≪戸塚区役所≫ 

１１０１・ 矢部町・バス停「日産前」、「アザリエ団地入口」等に急行バス停車を要望 

矢部町 1576 周辺、戸塚町 4355 付近など、地域の住民から「長後駅から戸塚駅行の急行

ができて、停車するバスが少なくなった」、「バスを頼りにしている周辺住民にとって不便

で困る」、「停車するバスを増やしてほしい」との、切実な声が寄せられました。 

本件と同様の要望は、№５６０（2015年 5月 28日付）、№７７３（2017年 7月 14日付）

など、何度も申し入れています。 

地域交通の利便性向上は、市の責務として解決方向を示す必要があります。 

長後街道沿いのバス利便性向上に向け、バス事業者に指導・要請することを要望します。 

バス停「アザリエ団地入口」・「日産前」の時刻表  （撮影 3 月 17日） 

     
バス停・「アザリエ団地入口」 

       

バス停・「日産前」 
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≪戸塚区役所≫ ≪戸塚土木事務所≫ 

１１０２・ 柏尾川河床の泥、樹木等の浚渫を要望 

舞岡川との合流地点（上矢部町 37付近）～吉田大橋（吉田町 643付近）～栄第二水再生

センター（戸塚区戸塚町 750 付近）間の柏尾川の河床に、大量の泥・樹木等が溜まり、流

れを阻害しています。 

これからの時期、大雨が心配されます。当該地域は、洪水・内水浸水想定地域であり、

水害のおそれが大きくなります。 

水害予防のために、河床に溜まった大量の泥や樹木、雑草などの浚渫を要望します。 

なお、沿岸の住民から神奈川県横浜川崎治水事務所には、再三要望している案件でもあ

ります。 

市として県当局に「速やかな浚渫工事」の実施等を要請することを要望します。 

河床の泥、樹木等の堆積状況  （撮影 3月 17日） 

    

戸塚駅鉄橋下付近            吉倉橋から上手を見た状況 

    

元吉倉橋付近から上手を見た状況 

    

朝日橋下付近から下手を見た状況  
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≪戸塚土木事務所≫ 

１１０３・ 舞岡町 舞岡公園入口までのアメニティー 日常の維持管理の向上を要望 

舞岡駅から公園入口までのアメニティーの維持管理については、項目№２０１９（2019

年 4月 24日付）他、これまでにも何度か申し入れている案件です。 

改めて地元住民から日常的な維持管理に関わって、別紙のとおり要望が出ています。 

日常的に適切な維持管理になることを要望します。 

 

舞岡公園入口までのアメニティーの現状 

  

要望箇所及び内容の説明書              説明用写真（5枚）  

 

 

 

 

２０２０年３月２５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 

 


