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公明党・たけのうち猛の提案・要望が
令和５年度 予算案に大きく反映

● 出産育児一時金を増額　42万円→50万円へ
　（さらに、地域加算制度の創設へ調査費用を計上）
● 出産・子育て応援金～妊娠・出産時に
　 それぞれ5万円で合計10万円を支給
● 一時預かりクーポン（24ｈ分）を配布　

たけのうち猛
公式LINE

お友達登録はこちら▶

たけのうち猛
公式LINE

たけのうち猛
オフィシャルサイト
takenouchi-takeshi.com

https://www.facebook.com/takenouchit/
https://twitter.com/takenouchi_t

昭和49年生まれ。大分県出身。48歳。金沢区富岡東在住。妻と2女の4人家族。平成9年、創価大学法学部卒業。
平成15年、米国・ワイオミング大学大学院 公共政策学 修士課程修了。大手物流会社を経て、平成27年4月、横浜
市会議員に初当選、現在2期目。

略歴

　ゴールデンウイーク前のオープンを目指し、仕上げの
工事が進められています。

一時預かりを利用して、お母さんもひと息

　5年度は柴漁港の新たな飲食・直売所を建設。金沢漁
港では浮桟橋の改修、手すり設置などを引き続き実施し
ます。千客万来の賑わい施設へ、着実に前進！

金沢海釣り遊歩道（仮称）が完成へ

漁港を改修して、
市民に開かれた賑わい施設へ ● シェアサイクルのポート

　 （現在19か所）をさらに増設
● 区内の名所を巡るコース＋
　デジタルスタンプラリーを実施

シェアサイクルの拡大で区内観光を促進

小児医療費助成の所得制限・一部負担を撤廃

８月から中学３年生まで
全ての児童の医療費が無料へ

これまで西富岡小、大道小、金沢中、小田小、富岡中に設置
5年度は釡利谷東小学校などへ設置予定

学校体育館へのエアコン設置を加速

自転車
通行空間を
整備

募集割れ、入居辞退の物件を提供し、空室を抑制
● 住民の負担軽減へ、共益費の徴収、草刈り等を
　 管理者が実施へ（令和6年度より）
● 瀬戸橋住宅の建替に着工（令和6年度完成へ）、
　 六浦住宅は基本設計を実施

　ロシアによるウクライナ侵攻から2月24日で丸1年、いまだ戦闘が続き多くの命と生活基盤が失
われています。横浜市ではいち早くロシアの侵略を非難するとともに、ウクライナ難民の受入れはも
ちろん、姉妹都市であるオデーサ市と連携し、浄水器や防寒着、カイロなど、人道支援を行ってきま
した。横浜市はこれからもウクライナの皆さまに寄り添い、支えます。

市営住宅の通年募集をスタート

● 認知症疾患医療センターを充実
● 若年性認知症支援を強化
● スローショッピングの普及・啓発

認知症支援事業を拡充

防犯カメラの設置補助を拡大
（１００→１５０台へ）
帯状疱疹ワクチンの定期接種化へ、
調査費用を計上

ワンストップの「お悔み窓口」設置を検討

ウクライナと共に！

鉄道駅ホームドアを
金沢文庫駅・金沢八景駅に設置
シーサイドライン「並木北駅」
「幸浦駅」へのエレベーター設置検討

● とみおかーとの実証実験を実施中
● 西柴地区での「乗合タクシー」実証実験を検討
● 東朝比奈で新バス路線の実証実験再開を検討

昨年10月、公明党の提案に沿ってタスクフォースを
結成し、各局の地域交通施策を都市整備局に一元化。
より機動的に検討・取組を進めています。

地域交通の更なる充実へ

業務連絡・報告などの効率化で、消防団員の負
担を軽減

大道中学校校庭の安全対策を推進
● 5年度にガケ対策工事を実施
● 防球ネットの設計（6年度設置予定）

消防団アプリを導入

ダウンロードはこちらから

防災アプリ「横浜市避難ナビ」を
本格運用

令和8年度「みんなで食べる給食」へ、
配膳室整備を推進

「中学校給食」がさらに利用しやすく！ 

● 医療的ケア児サポート保育園
　 （新たに12園を認定）
● 看護職の雇用費を拡充

「医療的ケア児」支援がさらに充実

● 不登校児童支援員の配置を拡充（35→55校）

不登校児童生徒へ
寄り添った支援を強化

給食室へのエアコン設置へ、
調査費用を計上

出産・子育て支援を大幅に拡充

新たな賑わい創出へ、着実な環境整備

教育環境の充実へ

防災・減災への備えをさらに強化

誰もが安心して暮らせる街へ

1月30日（月）～3月16日（木）まで

横浜市会 令和5年 
第1回定例会が開会中

▲「管理棟」周辺のイメージ

iOS版

◀ウクライナへの連帯を示して、市庁舎をウクライナ国旗のカラーにライトアップ

Android版

護岸上部の工事は完了！

安全柵安全柵

街灯街灯

「皆さまの声をカタチに」

イオン金沢八景店周辺の放置自転車対策が完了
放置自転車を撤去し、有料駐輪場を2か所新設

（3月1日から運用） 

「皆さまの声をカタチに」

取組をスピードアップ
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皆さまの声を「カタチ」に

市民相談対応は2,000件以上

２期８年間で
地域実績 250件以上!!250件以上!!

シーサイド
ライン

京浜急行

金沢南部地区

　大型車進入防止の
　注意看板設置
●自転車道の修繕
●転落防止柵の取替え
●歩道の草刈り、放置自転車撤去
●側溝の清掃
●カーブミラー設置・更新など

❶

　金沢消防団第一分団本部の
建替え

●排水桝周囲の改善
●富岡総合公園の桜並木の再生
●こどもログハウス前横断
歩道の再塗装

●ニチイケアセンター前歩道と
車道の段差解消

●京急富岡第二駐輪場出入口に
ミラー設置

❷

●歩道の亀裂、穴の補修
●南部斎場駐車場の照明改善
●六浦駅東口バス停前、
横断歩道の安全対策

●横断歩道の歩行者巻き込み
防止にポール設置

●電線に架かる樹木の剪定
●住宅前の石畳の改修（再舗装）
●六浦駅東口バス停のベンチ
設置

●階段への手すり設置

　侍従川の川底の浚渫
●カーブミラー設置
●街灯の修繕
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　富岡ふれあいハウス前
フェンス裏の草刈り・舗装
●京急富岡駅裏の抜け道・
　歩道の再舗装等
●小田小学校キッズクラブ
教室の電力不足解消

●富岡小学校の雨漏り補修
●富岡公園の手すり再塗装
●みづきヶ丘町内道路白線の
再塗装

❸

　T字路へのカーブミラー設置
●歩道の草刈り
●交差路に「飛び出し注意」の
看板設置

●錆びた防犯灯ポールの取替え
●土のうステーションの設置
●横断歩道の再塗装

❹　車道の再舗装、停止線、
「止まれ」の再塗装
●ガードレールの補修
●路面の再舗装
●側溝の清掃

❼ 　歩道の根上がり、再舗装の
対応

●能見台中央公園トイレ入口へ
目隠し設置

●歩道の草刈り
●階段の手すりの補修
●車道の白線の再塗装
●T字路カーブミラーを分割
設置

❻ 　メディカルセンター前歩道の
樹木・植栽の撤去

●電線に架かる樹木の伐採
●富岡並木地区センター前
横断歩道塗り直し

●市営金沢第二住宅建物
側面へ棟番号の表記

●長浜公園前、駐輪スペース
設置

●幸浦駅階段へ照明を新設
●富岡総合公園の街灯を新設
●富岡団地駐車場出入口の
迷惑駐停車対策

❺

　「八景西公園」内にスロープ
新設

●金沢文庫駅西口駐輪場へ
防犯カメラ設置

●金沢文庫駅東口ロータリーの
道路陥没補修（3か所）

●「大川人道橋」の大規模修繕
●金沢公会堂駐車場に事前
精算機の設置

●金沢地区センター脇の植栽剪定

❽　乙舳公園トイレの
リニューアル
●「町屋小学校通商店街」
路面の再舗装

●カラスの巣の撤去
●横断歩道の再塗装
●歩道を塞ぐ樹木の伐採
●台風で破損した護岸の復旧
●樹木の剪定で野島公園展望台
の景色を改善
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　六浦2丁目第一公園の樹木
剪定（カラス対策）

●「西ヶ谷戸」バス停の移設
（横断歩道の安全対策）
●京急ガード下歩道のガードパ
イプ取り付け

●道路の補修、「止まれ」の再塗装
●市営塩場住宅、街灯のLED化
●市営六浦住宅内、公園の再整備
●白山道トンネル照明の

LED化、ハトのフン害対策

●釡利谷東小学校の防砂ネットの張替え
●歩行者専用道路の安全対策
（自転車への注意喚起）
●グリーンファーム裏の樹木伐採、
歩道の根上り解消

●スロープ・階段への手すり取付け
●ニューライフ内の歩道再舗装
●釡利谷南2丁目公園、水道蛇口の付け替え
●横断歩道標識の移設、歩道切り下げ
●雨水調整池の詰まりを解消

　小柴埼緑道の水栓の改修
●カーブミラーの設置
●歩道の草刈り、砂の撤去
●横断歩道の再塗装

❾
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金沢中部地区

金沢シーサイド地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

能見台地区富岡西/能見台地区金沢東部地区

富岡第二地区

六浦西地区

釜利谷地区

富岡第三地区

富岡第一地区

　道路の再舗装
●歩道の草刈り
●家屋敷地内堆積物の撤去
●側溝フタのがたつき補修

14
　桜橋の架け替え
●「釡利谷東小入口」歩道の
安全対策

●「釡利谷第四公園」時計の設置
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詳しくはホームページを
 ご覧ください。

樹木を剪定

現在

←新設

金沢海釣り施設（仮称）・
遊歩道を整備

鳥浜町交差点の
拡幅・改良を実現

富岡総合公園の
桜並木を再生

市民に開かれた
施設へ

漁港改修を推進

金沢地区

六浦東地区六浦西地区

六浦地区

釡利谷地区

金沢東部地区

金沢南部地区
金沢
中部地区

富岡西・
能見台地区

富岡
第三地区 富岡

第二地区

金沢シーサイド地区

能見台地区

富岡第一地区


