
 

 

折り加工：A4 1/3仕上がり 巻き三つ折り＿地開き 表面 

（紙のサイズ 210mm×297mm 仕上がりサイズ 210×100mm ) 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲 

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲 

 

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★ 

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲でダブルクリック）より 

色つきのガイド線を消してから変換してください 
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◎幼児教育・保育の無償化…64 億 4,883 万円 
生涯の人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽
減を図る少子化対策の観点などから、3 歳児から 5 歳児の子ども及び市民税非課税世帯
の 0 歳児から 2 歳児の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。 
（平成 31 年 10 月から） 

https://www.facebook.com/inamitoshinosuke 
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一般会計の概要 
平成 31 年度の一般会計の予算規模は前年度比 2.0％増の１兆７.615 億円      

に 
一般会計における分野別予算額および市民１人あたりの予算の使い道 

子育て・教育に 
150,965 円 (32.0％) 

 

福祉・保健・医療に 
124,620 円 (26.5％) 

 

道路・住宅・ 

計画的な街づくりに 

47,236 円 (10.0％) 

 市役所の運営等に 

52,574 円 (11.2％) 

 

安全な街に 

11,701 円 (2.5％) 

 

人口 3,740,944 人 
（H31.1.1 現在） 

 

市民 1人あたりの合計 470,872円 

横浜市 平成３１年度予算を策定 

横浜の魅力づくりや 
経済の発展に 

26,811 円 (5.7％) 

 
地球温暖化対策や 
水・緑の保全に 

27,636 円 (5.9％) 

 

地域づくりやスポーツ
活動・区の運営に 
13,066 円 (2.8％) 

 

ごみの処理や 
減量・リサイクルに 
11,380 円 (2.4％) 

 

地下鉄・バス・水道事業に 
4,883 円 (1.0％) 

 

横浜市中区初となる【スケボーパー 
ク】が本牧市民公園に開設されま 
す。工事現場を視察してきました。 
２年かかりましたが、横浜市今年 
度(平成３０年度)予算により、市民 
要望が実現！ 
「中区にスケボーパークをつくって 
ほしい！」というご相談を受け、粛 
々と活動しておりました。 
来年の２０２０東京オリンピック・パ 
ラリンピックから正式種目になるス 
ケートボード。 
このスケボーパークからオリンピック選手の輩出も夢ではありません。 
スケボ－人口増につながると確信いたします。 
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２/２０、約３００名の女性をお迎えし、フルートの生演奏を聴き 
ながら癒しのティータイム【女性の集い】を開催させて頂きまし 
た。自民党女性局長の三原じゅん子参議院議員がお忙しい 
中、駆けつけて下さいました。 
実行委員会の皆様、ご来場の皆様、有難うございました！ 

中区大里町の住宅街。地域からのご要望、実現。 
直線道路の為、スピードを出す車が後を絶たず、猫がひかれる 
ことも多々あることから、住民の皆様が不安を訴えられました。 
ヒヤリしない、ハッとしない、安全安心な街づくり。つづく。 

5/21…本牧いずみ公園ゴミ清掃活動 
5/21…市連政調会講演会 
5/21…ハローよこはま実行委員会 
5/21…横浜市塗装事業協同組合懇親会 
5/22…本会議 
5/22…中区民税貯蓄組合連合会記念式典 
5/22…横浜市生活環境整備組合意見交換会 
5/26…第 26 回大岡川さくら祭り実行委員会報告会・打上げ 
5/27…第 25 回横濱ドラゴンボートレース 2018 参加 
4/28…中区ダンススポーツチャリティー交流会 
4/28…本牧・根岸地区新本牧地区青少年指導員・スポーツ推 
     進員総会・定例会 
5/3 …横浜開港記念みなと祭り 
5/3 …本牧和田祭礼委員 BBQ 
5/7 …横浜市浴場組合総会懇親会 
5/8 …伊波俊之助市政報告会 
5/10…ふれあい祭り第２回実行委員会 
5/10…国際・経済・環境政策 PT会議 
5/12…第 24 回タッチングプール 
5/12…2018 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 
5/12…宜野湾市少年野球チーム歓迎交流会 
5/13…横浜家庭ビジョンセミナー 
5/12…日ノ出町町内会総会 
5/19…本牧市民プール意見交換会 
5/20…第 6 回石川町裏フェス 2018 

【まちの防災広場】 

1/21…本牧いずみ公園清掃活動 
1/22…第６５回文化財防火デー防災訓練/大立成人クラブ新年会/ 

みなと工業会新年会/横浜華僑総会新年会 
1/23…神奈川県行政書士会新年会 
1/24…山手警察署武道始式 
1/25…県土地家屋調査士会賀詞交換会/横浜市資源ﾘｻｲｸﾙ事業組 

合新年会/山手商連新年会/横浜スポーツの集い賀詞交換会 
1/26…朝起き会壮年の集い/南部局長会総会・懇親会/本牧・根岸新 

本牧地区青指・スポーツ推進新年会 
1/27…横浜市民民謡協会新春の集い 
1/28～3/19…横浜市会平成３１年第 1回定例会開会 
1/28…本会議/中区ソフトボール協会理事会 
1/29…予算研究会/横浜市幼稚園協会新年会/元町自治運営会新 

年会 
1/30…予算研究会/中保護司会・中区公生保護女性会/石川町連合 

商店街新年会 
1/31…予算研究会/浜郵会/自民党横浜市連青年局定例会 
2/1…第３回手作り味噌講習会（いなみ事務所） 
2/2…横浜市消防音楽隊６０周年記念演奏会 
2/3…伊勢山皇大神宮節分祭/石川町諏訪神社節分祭/元町厳島神 

社節分祭/羽衣町厳島神社節分祭 
2/4…自民党中支部事務局会議/女性の集い実行委員会 
2/5…議案説明/横浜中華街発展会賀詞交換会 
2/6…基地対策特別委員会/三原じゅん子さんを励ます会 
2/7…予算第２特別委員会理事会/横浜中ライオンズクラブ２０周年式 

典・祝宴 
2/8…本会議/BankART1929オープニングパーティー 
2/9…横浜九日会/日ノ出町青年会新年会 
2/10…第３回手作り味噌講習会（本牧地区センター）/県クリーニング 

生活衛生組合中支部 OB会合同新年会 
2/11…かとう元弥県議新春の集い/式守伊之助襲名披露パーティー 
2/12…遊佐市議新年会 
2/13…常任委員会 
2/14…埋地豊川稲荷神社二の午祭 
2/15…政策委員会 
2/16…本郷町まちの広場オープニングセレモニー 
2/17…少年少女伊波杯争奪中区民ソフトボール大会/石川町２防災 

訓練/ひっつみ汁を楽しむ会 
2/18…本牧いずみ公園清掃活動 
2/19…本会議 
2/20…女性の集い 

お も な 活 動 内 容 

【安全運転】 

【日本の伝統文化】 
２/１０、第３回手作り味噌講習会をはじめ、町内餅つき大会、
お汁粉会と日本の伝統文化にふれる日となりました。 
手作り味噌講習会にご参加の皆様、有難うござい 
ました。大好評につき第４回も開催させて頂きます。 
最後はエプロン姿で市政報告会でした。 

【女性の集い】 

【横浜市身近なまち 
の防災施設整備事 
業】による本郷町３ 
丁目地区【まちの防 
災広場】が完成。 
この制度による防災 
広場の整備は横浜 
市初！地域防災・ 
減災力も住民の皆 
様の地元愛あって 
こその完成です！ 

横浜市HP>都市整備局 
>>防災まちづくり推進課 

２/１７は、会長を務める【中区ソフトボール協会】主催による 
少年少女伊波杯争奪 中区民ソフトボール大会を、今年も【中 
区少年野球連盟】のご協力のもと開催させて頂きました。 
中区ソフトボール協会所属の３級、２級公式審判員による真剣 
勝負です。少年野球のシーズンインを前に、ソフトボール大会 
を通じて青少年の健全育成を目的に実施しております。 
お母さん達が各チーム必ず１名(お母さんの交代可能)出場の 
１０人制特別ルールです。 
普段は子ども達の応援団であるお母さん達。 
今日は子ども達と一球一打に熱くなり、全力プレーの数々にも、 
ケガもなく無事に終了致しました。皆さま、お疲れ様でした。 

【少年少女伊波杯争奪 中区民ソフトボール大会】 


