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「たけのうち猛新春の集い」を
開催（1月28日）
　大変寒い中にも関わらず、
200名を超える皆さまにご出席
を頂きました。佐々木さやか参
院議員はじめ、多くのご来賓か
らも温かいご挨拶。また、スペ
シャルゲストで、ソウルシンガー
の上田正樹さんも駆けつけて
下さいました。皆さまから頂戴
した、温かい激励を胸に、本年も
全力で働いて参ります！

3月23日（金）まで

　2月8日に減災対策推進特別委員会を開催。これまでの
委員会で議論・研究を重ねてきた「地域防災力の強化・向
上」について、中間報告を取りまとめ、意見交換を行いまし

た。20日の健康福祉・医療委
員会では、よこはま保健医療プ
ランの策定、第7期横浜市高齢
者保健福祉計画・介護保険事
業計画の策定など、付託議案
の審議、採決を行いました。

　2月6日、金沢区役所にて開催。予算編成の時期、金沢区
の30年度の事業について討議を行いました。

　2月13日、性犯罪被害撲滅に取り組む一般社団法人
『Spring』の皆さまを迎え、佐々木さやか参院議員と共に公
明党市議団での勉強会を開催。ここ数年「犯罪被害者条例」
の制定を目指しての研究を重ねているところですが、被害
者の権利回復へ、寄り添ったワンストップ支援の必要性はも
ちろんのこと、加害者を許さない・生まない社会の構築、被
害者家族まで含めた長期的サポート、被害を過小評価しな
い（訴えやすくする）仕
組みの構築など、考慮す
べき大事な視点を、たく
さん頂きました。Spring
の皆さまの勇気ある活
動に、感謝致します。

　2月3日、JICA横浜にて横浜市国際局主催の講演会。
「『核兵器のない平和な世界の実現』に向けた市民社会の役
割」と題して、広島平和文化センターの小溝泰義理事長が講
演を行いました。惨劇を生き延び、乗り越えてきた被曝者の
皆さまの「こんな思いを誰にもさせない！」とのメッセージ。
世界は既にこれまで、幾度もの偶発的な核戦争の危機を、奇
跡的に回避してい
るという事実。「だ
からこそ、核兵器
は廃絶されなけれ
ばならない！」との
訴えが心に刻まれ
ました。

核兵器のない世界へ！

横浜市会 平成30年
第1回定例会を開催中！

　1月29日、公明党横浜市会議員団で同センターを視察。党
としてアレルギー対策基本法の施行をリードするなど、アレル
ギー疾患対策の充実を目指しているところ。同センターでは、
臨床研究や花粉・気象観測によるアレルギー予報など、先進
的な取組を進めると同時に、アレルギー拠点病院の指定を目
指して、専門医の育成・確保に努めています。院内施設を視察
しながら野田院長、中村センター長から、現場の課題などを
伺いました。

みなと赤十字病院 アレルギーセンターを視察

　第１回定例会では通常議案
に加え、30年度予算案につい
ても集中的な議論を行ってい
ます。市政の充実へ、皆さまか
ら頂いた声を、しっかりと反映
させて参ります。

　期間中、朝から夕方まで、
各局の予算概要を睨みなが
らの真剣な質疑。２日の昼
は、食事を取りながら林市
長との懇談も行いました。

性犯罪被害の撲滅へ

皆さまの声を「カタチ」に
● 階段に手すりを設置 ● 道路面を改善

　こちらは六浦南地域の住宅地の道路。山際の低地なので、路面に常に
水がしみ出してコケが生えており、滑りやすくなっています。特に冬場は
凍結していることもあり、近隣の高齢者の方々から「歩きづらい」とのご
相談を頂いていました。そこで、路面の再舗装に併せて、水のしみ出る壁
際に水受けのレールを設置、路面の方に流れてこないようになりました。

 釡利谷せせらぎ緑道脇の階段（釡利谷
東6丁目）に手すりを設置！「雨の時など
石段が滑りやすく危ない」とのお声を頂
いていました。しっかり握って、ケガなど
ありませんように！

▲講演会に出席した公明市議団で小溝理事長と

▲大道町内会
　「シニア誕生会」（2月18日）
　お元気なシニアの皆さまが集っ
ての賑やかな集い。益々のご健康
とご活躍を祈ってご挨拶、和やか
な懇談に加えて頂きました。

▲金沢東料理飲食業組合
　新年会（2月14日）
　皆さまとの楽しい懇談、何
より、大病を克服して復帰さ
れた原田会長とお会い出来
て、嬉しかったです。

▲神奈川県土地家屋
　調査士会賀詞交歓会
　（1月31日）
　同会政治連盟の上田会長
へご挨拶させて頂きました。

▲金沢区医師会新年会（2月2日）
　大変な盛会。若栗会長はじめ会員先
生方の、地域のためという志、幅広い
問題意識に、あらためて感銘を受けま
した。

▲楠りえこ新春の集い（2月4日）
　人柄も行動力も素晴らしい、く
すのき議員（県議会・栄区）。多く
の支持者の皆さまで賑やかな集
いです。私からも一言、お祝いの
ご挨拶をさせて頂きました。

▲富岡商和会新年会（2月4日）
　地元ながら、これまでご縁が
なく、初めて出席させて頂きま
した。皆さまとの懇談も弾み、と
ても有意義な時間でした。

● 釜利谷地域、六浦南地域

改修後改修前

各団体の
皆さまの集いへ短信「区民の皆さまと共に」
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2面・3面に特集記事を掲載

金沢区議員団会議

特別委員会・常任委員会

予算研究会 （1月31日～2月5日）



　昨年3月に策定された活性化プランをもとに、
同地域を「LINKAI横浜金沢」とネーミング。30
年度は、地域の魅力
を内外に発信する、
プロモーション活動
などを展開。域内の
イメージ向上や就
労人口の増加を目
指します。

　公明党が強力に推進してきた子育て世代包括支援センターの機能として、金沢区福祉保健セン
ターに母子保健コーディネーターをモデル区として2名配置。妊娠届出時から産後4か月までの継続
した相談対応や母子保健サービスの利用紹介等を行うことで、妊婦や養育者の不安や負担の軽減を
図ります。昨今大きな社会問題である、乳幼児虐待の未然防止に果たす役割にも、期待が高まります。

　31年度の開業に向け、
民間事業者による賑わい
施設の着工、整備の促進
とともに、国道交差点改
良・道路整備工事を進め
渋滞緩和策を講じます。ま
た、関連棟のバリアフリー
化や施設の安全性を高め
る改修を行います。

　震災などによる大
規模火災を食い止
める延焼遮断帯とし
て、また、海側と陸側
をつなぐ新たなバイ
パスとして、整備が
急がれます。30年度
は測量と設計を予
定しています。

▲新駅舎完成イメージ

▲全体完成イメージ

▲事業者による提案概要書より（イメージ）

▲LINKAI横浜金沢のロゴマーク

「金沢区がより暮らしやすく！」
平成30年度の横浜市予算案のうち、ここでは金沢区に関する部分について、抜粋してご報告させて頂きます。

こども青少年局

　30年度中にシーサイドラインの新駅舎の完成、東西自由
通路も含め年度末までの一部供用開始を目指し、急ピッチ
で工事を進めています。京急線の駅舎改良工事に合わせ
て、ホームドアの設置についても要望して参ります。

都市整備局

　平成31年2月のオープンを目指し、公会堂・駐車場棟お
よび泥亀公園の工事を行っています。

【道路局】
・横浜環状南線の早期開通に
向けて、釡利谷ジャンクショ
ンおよび環状3号線など接
続関連街路の整備促進。
・かたぶき人道橋の架け替え
工事（31年度の完成を目指して
継続）。
・六浦歩道橋（西六浦交差点そ
ば）の耐震補強工事。
・宮川・待橋の架け替え工事。
・柴隧道の補強工事の検討。
【市民局】
・能見台地区センターの天井
脱落対策工事。
・西柴コミュニティハウス（仮称）
整備に向けた調査。

【建築局】
・風呂無し市営住宅（瀬戸橋、
六浦、瀬ケ崎）などの建替えに
向けた基本計画の策定。
・並木地域における職住近接
の促進モデル事業の継続。

【政策局】
・米軍・旧富岡倉庫地区の跡
地利用の検討、および財務
省との国有地処分に関する
調整。
・池子住宅地区および海軍補
助施設について、地元の要望
を踏まえた防衛相との協議。

【健康福祉局】
・特別養護老人ホーム「泥亀
若草ホーム」の増床および
移転新築。

【環境創造局】
・漁港区域における津波・高潮
対策として必要な施設整備・
改修のための調査を実施。
・富岡ひかりが丘公園の再
整備。
・金沢自然公園および富岡総
合公園の一部改修（来年度以
降も継続）。

市民局

　32年度の一部開
園、44年度の全体の
完成を目指して、樹木
の移設、構造物の撤
去などの作業が引き
続き行われます。開
園に合わせて、並木3
丁目地域の交通の充
実が図られるよう、要
望して参ります。

政策局・環境創造局

道路局その他、予定事業

経済局

経済局

◀リニューアル後イメージ

　平成35年の拡大リニューアル
オープンへ、事業者と横浜市が基本
計画協定および土地売買契約を締
結しました。

港湾局

子育て応援事業の充実へ

小柴貯油施設跡地公園（仮称）の整備

金沢八景駅周辺の整備

金沢公会堂の完成へ

泥亀釜利谷線（寺前地区・延焼遮断帯）の整備を推進

南部市場跡地が「食」のライブマーケットへ！

アウトレットパーク横浜ベイサイドがリニューアルへ！

金沢臨海部の産業活性化へ

平成30年度 横浜市予算案より
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