
区内在住の被害者の方に国の救済措置が適用！

犯罪被害者支援の充実に向け条例化を推進！犯罪被害者支援の充実に向け条例化を推進！
　区内で突如ひったくりに遭い、精神的
ショックに加え、盗難や怪我による経済
的な負担にも苦しんでいると相談を受
け、早速、「市犯罪被害者相談室」と連携
をとり、政府保障事業の支援を受ける事
ができました。被害者からは、「いろんな所に相談したが、諦める
しかないと思っていた」「被害者が泣き寝入りすることがないよ
うにしてほしい」との声を受け、犯罪被害者に寄り添った対応が
徹底されるよう、犯罪被害者等支援条例の制定に向け議会で取
り組み2018年12月に議決、2019年4月から施行されます。

高齢者の方々が豊かで充実した
生活を送るために！

敬老特別乗車証（敬老パス）の
　　　　　　　　　継続を推進！

　70歳以上の方
が対象の敬老特
別乗車証（敬老パ

ス）は、高齢者の行動範囲を広げ、健康
増進、介護予防など様々な効果が期待
されます。今後とも予算要望や議会な
どで制度を持続する必要性を主張し継
続を推進して行きます。

地域実績No.1、市政報告会No.1地域実績No.1、市政報告会No.1

2期8年の市政報告2期8年の市政報告2期8年の市政報告 スピード＝実行・誠実＝努力スピード＝実行・誠実＝努力

　2011年4月に初当選させて頂いてから8年が経過しようとしています。これま
で「小さな声をカタチに」を心がけ、議会で市民目線からの意見・提案・質問をしま

した。また、現場第一主義で、地域課題の要望を受け、皆様と協働し課題の解決を200ヶ所以上実現。毎月実
施している市政報告会は、8年間で 62 回行ってきました。
　今回、市政報告としてこれまでも32 回にわたり作成・報告をしてきたボイスよこはまの号外戸塚区版
を作成致しました。これからも誠実・努力で頑張ってまいります。
　　　　　　　　　　　　   　中島みつのり〔https: //www.nakajima-mitsunori.com〕

　岡山県真備町で重要性が認識されたハザード
マップ。公明党横浜市会議員団は、集中豪雨で下水
道や水路があふれる内水はんらんによる浸水区域
を示す「内水ハザードマップ」の作成を 2010 年に
提案。2013 年から浸水が予測される地域に配布が
始まりました。
　横浜市が作成するハザードマップは、内水ハザー

ドマップだけでなく、
「洪水ハザードマップ」
「土砂災害ハザードマッ
プ」があり、区役所等で配布されています。また、横
浜市では、地震マップ、液状化マップなど、地震に対
するハザードマップも配布されており、これらハ
ザードマップの周知と啓発に取り組んでいます。

　公明党市会議員団は、1992 年に議会で初めて無
料化を主張して以来、一貫して制度の拡充を求めて
きました。1995 年 1 月、0 歳児の入院と通院が無
料化されました。2007 年 4 月、通院については所
得制限があるものの、対象が就学前までに拡大され

ました。さらに、2012 年 9 月に
小学 1年まで、2017 年 4 月には
小学 6 年まで対象が拡大されま
した。そして、2019 年 4 月、中学
3年まで対象が拡大します。

　地震、風水害、津波・高潮などの災害から、命と財産
を守る防災・減災対策を推進します。

中島みつのりは様々な政策を進めてきました！中島みつのりは様々な政策を進めてきました！中島みつのりは様々な政策を進めてきました！
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【2018年度所属委員会】
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人にやさしく、環境に優しい横浜・戸塚人にやさしく、環境に優しい横浜・戸塚

横浜市会ニュース  

号外号外
公明党横浜市会議員団 〒231-0017横浜市中区港町1-1  TEL 671-3023 FAX 681-2060http : //www.yhkomei.com/  E-mail :shikai@yhkomei.com

民衆の声

ボイス
民衆の声

ボイス

公明党横浜市会議員団は8つの政策で「横浜を変える」公明党横浜市会議員団は8つの政策で「横浜を変える」

公明党横浜市会議員団が推進してきました！公明党横浜市会議員団が推進してきました！
1  防災・減災、ハザードマップの提案

2  小児医療費助成が中3まで拡大

　日本人の 2 人に 1 人はがんにかかり、3 人に 1 人
はがんで命を落としています。2007 年、公明党の
リードで「がん対策基本法」が成立。2014年、横浜市
では、公明党市議団が素案から参画し作成した議員提
案条例「横浜市がん撲滅対策推進条例」を制定しまし

た。がんの予防・早期発見、医療の充実やがん患者と
家族への支援、緩和ケアや在宅医療の充実やがん研究
の推進とともに、新たにがん患者と診断される 3人に
1 人が働く世代であることも踏まえた就労支援や
ウィッグ購入経費補助などの取組を推進しました。

3  がん、アレルギー対策を充実

　喫食率が低迷していたハマ弁にかわり、学校給食法
に則った、安価で栄養価に優れたデリバリー方式の

「横浜型給食」を推進します。（家庭弁当も選択可）

4  市立中学校で「横浜型給食」実施へ

1. 安心・安全のまち 横浜

　妊娠期から子育て期まで寄り添い型の切れ目ない
支援を確立します。

2. 子育てしやすいまち 横浜

　障がい、性別、年齢などの差別なく誰もが安心して
暮らせる地域、活躍できる社会を築きます。

3. 誰もが活躍できるまち 横浜

　困難を抱える若者や虐待・DVで悩む人、生活困窮
者の支援を強化します。

4. 課題を抱える人を支援するまち 横浜

　がん、アレルギー、依存症対策などの医療提供体制の充
実、空き家対策、防犯カメラ・LED防犯灯の設置、通学路、
踏切、鉄道ホーム柵、自転車などの安全対策を推進します。

5. 市民生活の安心を届けるまち 横浜

　中小・小規模企業の支援で地域を元気に、スポーツと文
化芸術のチカラで魅力ある地域をつくります。

6. 魅力と活力あふれるまち 横浜

　SDGs未来都市として国際平和事業を推進します。
7. 国際平和に貢献するまち 横浜

　政務活動費を 10％削減し、ネット公開で見える化を
推進します。

8. 議会改革を推進するまち 横浜

妊娠期から切れ目ない支援を！

公明党の推進で6区に配置、今後全18区に展開
　妊娠期から子育て家庭の
状況を把握し寄り添う「母
子保健コーディネーター」
は、モデル事業として６区
の福祉保健センターに配置

されています。今後、子育て家庭への切れ目ない支
援として「母子保健コーディネーター」の全18区
への早期展開を推進。新たな中期計画（４年間）の
中で全区に配置し、横浜市版子育て世代包括支援
センターの機能確立を推進していきます。

 「危険ブロック塀改修へ補助金制度」

公明党市議団の緊急要望がカタチに！
　学校ブロック塀は、
2018 年 6月に全校
緊急調査し、建築基準
法に合致しない ブ
ロック塀を有する学

校市内61校（区内２校）が発表されました。すみや
かに2校の現地を視察し、早期改善に向け推進。ま
た学校外でも、市内全域で個人が所有するコンク
リートブロック塀等の改善工事を対象とした安全
対策のための補助制度が新たにスタートしました。

皆様の声をカタチに、小さな声を聴く力！皆様の声をカタチに、小さな声を聴く力！
集中豪雨で下水道や水路があふれる、内水氾濫による浸水区域を示す
「内水ハザードマップ」を提案
集中豪雨で下水道や水路があふれる、内水氾濫による浸水区域を示す
「内水ハザードマップ」を提案
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⑧俣野町・宇田川の堆積
物除去

⑨大正中学校前のグリー
ンベルト舗装

⑩深谷小学校付近にカー
ブミラー設置

⑪見通しの悪い交差点に
カーブミラー設置

⑫横浜薬科大学の裏通り
にある木の伐採

①歩道にポールを３本建てる ②歩道を改修・柵を設置 ③道路保全 ④道路保全 ⑤宇田川護岸上整備

⑦原宿4丁目Ｔ字交差
点カーブミラー

⑥カーブ手前にオレンジカ
ラーのラバーポールを設置

人にやさしく、環境に優しい横浜・戸塚 人にやさしく、環境に優しい横浜・戸塚

地域実績No.1 区内200ヶ所で地域の安全・安心を推進地域実績No.1 区内200ヶ所で地域の安全・安心を推進

⑬東俣野町のスクールゾーンになっ
ている道路補修

⑭道路修繕 ⑮不法投棄のゴミ置き場
　改善（ドン・キホーテ 
戸塚原宿店の駐車場前）

⑱深谷消防訓練センター
入口付近の除草

⑲横浜深谷台小学校通学
路にグリーンベルト設置

⑳福泉禅寺の前の見通し
が悪い丁字交差点に
カーブミラー設置

㉑国道1号 聖母園入口信
号の歩道

㉒深谷町の見通しの悪い
交差点にカーブミラー

㉓えのき公園坂上交差点
カーブミラー

㉔路面標示による、視覚へ
の注意喚起等による速度
制限対策／登り坂のカー
ブに中央車線上に凸設置

㉕原宿（東急分譲）付近カー
ブに減速抑制のポール設置

㉖吹上交差点の歩道

㉗道路の路面舗装

㉘原宿第二歩道橋下（大運
寺バス停）付近の草の伐採

㉙木々の剪定・除草で歩
道の安全を確保

㉚公道の道路保全
　（応急保全）

㉛国道１号 影取町 歩道部
手摺設置

32工事現場でセットバッ
クして見通しが改善

33下り坂の道路と交差す
る交差点で、見通しが悪い
ため設置

34見通しの悪い丁字交差
点にカーブミラーが設置

《原宿エリア》 《戸塚・踊場エリア》

《東戸塚エリア》《東戸塚エリア》

《舞岡・柏尾・吉田町エリア》

⑥用水路の橋の亀裂修繕

⑦道路下の陥没の修繕

⑧歩道整備

⑨道路が陥没→緊急工事

⑭新沢池公園近くの交差
点にカーブミラー設置

⑯旧深谷通信隊内の生活
通路の改修

⑩丁字交差点にカーブミ
ラー設置

⑪見通しの悪い交差点に
カーブミラー設置 ⑫北汲沢地区に郵便ポ

ストを設置

①道路保全

②上矢部工業団地内の危
険箇所にグリーンベルト
が設置

③上矢部工業団地 事故多
発交差点の安全対策

④車が通るたびに家が揺
れる。道路保全

⑰踊場公園近くの見通し
の悪い交差点に、カーブ
ミラーが設置

⑤新沢池公園カーブミラー

⑬新沢池公園近くの
道路除草

⑮地域の町内会から要望
頂いていた交差点（戸塚
町3562 付近）にカーブミ
ラー設置

⑦歩道の舗装がひび割
れ。歩道保全。 ⑧道路保全

⑨中央分離帯手前にオレンジ
ポール設置

⑩品濃町旧東海道焼餅坂の歩
道の街路樹剪定

②歩道にポールを
建てる

①地下歩道改善（清掃・照明のＬＥＤ化）

③信号機の名前（名瀬上）
の設置

④川上インター出口付近
の陥没道路補修

⑤秋葉町の五叉路交差点
に安全対策（注意喚起）の
赤いラインが設置

⑥狭い歩道にあった標識を撤去

⑦吉田町の下り坂の見通
しが悪い路地にカーブミ
ラーが設置

⑧舞岡入口交差点歩道拡
幅 ⑨道路保全

⑩柏陽台団地付近にある
歩道の破損を修繕

⑪舞岡入口交差点歩道拡
張工事

①カーブミラー設置

②舞岡町のバス通りの道
路の振動対策

③住宅街交差点にカーブ
ミラー設置

④道路保全

⑤陥没が酷い所は緊急対
応で補修工事

⑥見通しの悪い公差点に
カーブミラーが設置

〔200ヶ所以上の中から代表的な実績を掲載〕

⑯道路陥没箇所保全

⑰立石橋の橋梁補修工事

原宿エリア

●国道 1号線道路の線形改良●●国道 1号線道路の線形改良●

戸塚・踊場エリア

●崖地安全対策●●崖地安全対策●

舞岡・柏尾・吉田町エリア

●新たな通学路●●新たな通学路●

東戸塚エリア

●階段手すり改善●●階段手すり改善●

●踊場交差点前の安全対策で右折信号設置●●踊場交差点前の安全対策で右折信号設置●

戸塚・踊場エリア


