
 

 

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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得票数 ・ 得 票率共に前回 を上回 る ご支援 を頂戴い た し ま し た 。 
２期目、皆様のご負託に応えるべく精進してまいります。引続きのご指導を 
宜し く お願い申し上げます 。皆様 、誠にあ りが と う ございま した 。 

当 選 御 礼 

＜横浜市会議員選挙 中区＞     平成３１年３月２９日執行 

有権者数：115,719 人 投票率：38.01％ 投票者数：43,990 人 有効投票数：42,991 票 

 

 氏 名 会 派 得票数 得票率 増加票数 増加率 

当選 松本 研 自民（現） 11,927 27.74％ 1,113 10.29％ 

当選 福島 直子 公明（現） 10,207 23.74％ 651 6.81％ 

当選 いなみ 俊之助 自民（現） 10,184 23.69％ 1,714 20.23％ 

 森 ひでお 社民 5,958 13.86％ 

 しいや たけし 共産 4,715 10.97％ 

 

平成２７年対比 



 

 

折り加工：A4 1/3仕上がり 巻き三つ折り＿地開き 中面 

（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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3/1、開会中の横浜市会平成３１年第１回定例会、予算特別委員 
会にて質問に立ちました。横浜市平成３１年度予算案に対する、交 
通局審査。 

1.平成 31年度予算編成 
2.ハズ停の安全対策 
3.営業所やハズ車両の活用 
4ベビーカーでの乗車方法 
5.ふら゙り三溪園 BUS を活用した沿線 
の賑わい創出  

6.クルース客゙船受け入れに係る交通 
局の対応 

7.高島町駅に近接する国道１６号の 
歩行者乱横断  以上７項目２５問 

3/17、会長を務める中区ソフトボール協会主催の中区民ソフト 
ボール大会（１部５チーム、２部６チーム、３部６チーム、４部６ 
チーム、女子２チーム、スローピッチ４チーム )が開幕。 
中区ソフトボール協会シーズンイン。 
１１月までのリーグ戦がスタートしました。開会式の後に、北京オ 
リンピックで優勝し金メダルを獲得した女子ソフトボール元日本 
代表、廣瀬芽（ひろせめぐ）さんをお迎えしてのソフトボールクリニ 
ックを開催致しました。廣瀬芽さんは、北京五輪女子ソフトボー 
ル決勝でサードを守り、ファインプレーにより日本女子ソフトボー
ルを世界一に導いた選手です。 
ご指導内容に、参加選手だけでなく、公式審判団、私も何度も 
目からウロコ。来年、東京オリンピック・パラリンピック。横浜スタジ 
アムは野球・ソフトボールの主会場であり、横浜スタジアムは中 
区にあります。当該区である中区ソフトボール協会と中区役所に 
より、廣瀬芽さんをお迎えしてのクリニックが実現しました。 

2/25、開会中の横浜市会平成３１年第１回定例会、予算特別委員 
会にて質問に立ちました。 
横浜市平成３１年度予算案に対する、 
資源循環局審査。 

1.平成３１年度予算 
2.プラスチック対策 
3.外国人のごみ出し対策 
4.南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場 
5.金沢工場の事業系ごみ２４時間受け入れ 
6.持続可能な焼却工場のストックマネジメント 
                 以上６項目 ２３問 

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 

【資源循環局 審査】 

【交通局 審査】 

【中区ソフトボール協会＆北京五輪金メダル】 

中区・西区版 2019 年 3 月 14 日 

紙 面 
市政報告 中区・西区版 2019 年 2 月 28 日 

紙 面 
市政報告 

[資格] ヘルパー２級  

[家族] 妻、娘(１９歳)、息子(５歳)、愛犬（アテナ４歳・日本盲導犬協会 PR犬） 

[趣味] 釣り・ソフトボール・キャンプ  

[アルコール] まったくダメ 
（平成３１年３月現在） 

いなみ俊之助プロフィール 

[所属委員会]  
市民・文化観光・消防委員会 副委員長/基地対策特別委員会 

[活動]  
認定 NPO法人日本釣り環境保全連盟 副代表理事/日本ルーマニア協会 理事 

/社会福祉法人山手まごころの会 理事長/中区ダンススポーツ連盟 会長 

/中区ソフトボール協会 会長/横浜市青少年指導員/本牧和田祭礼委員 
/横浜市立間門小学校同窓会 副会長 

昭和４５年７月３日 横浜市中区本牧生まれ/本牧元町北部少年野球部卒団 
[経歴]  
ルンビニ幼稚園卒園 

横浜市立南小学校入学 

間門小学校卒業 
横浜市立大鳥中学校卒業 

私立逗子開成高等学校卒業 

奈良産業大学法学部卒業 

神糧物産株式会社 

衆議院神奈川第２選挙区 すが義偉 秘書  
公設第２秘書 総務大臣秘書官 

すが事務所卒業 

横浜市会議員伊波洋之助事務所 

横浜市会議員（中区）初当選 




