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新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策
 「横浜市の更なる取組み」 横浜市の新市庁舎が供用開始され始めての横浜市会
 （令和2年度第2回定例会【6/23～7/7】）が開催されました。今回の定例会では
　32件の議案審査が行われ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として
 『市民と医療を守る』『横浜経済と市民生活を守る』『新たな日常に取り組む』の
   3つを柱とし、総額187億円の令和2年度6月補正予算が可決されました。
 
 　6月補正の3つの柱 
1. 市民と医療を守る　34事業 55億7,400万円 
～第2波・第3波に備えた万全な医療提供体制の確保～ 
●新型コロナウイルスの検査体制を強化します。 
●医療機関の負担を軽減しつつ、病床を確保します。
●第2波に備えた予防対策・準備をすすめます。

2. 横浜経済と市民生活を守る　31事業 94億8,300万円 
～景気回復に向けた経済対策と 厳しい状況にある市民・団体・事業者の支援～ 
●「新しい生活様式」に取り組む中小事業者を支援します。 
●SDGsと「新しい生活様式」を両立する先駆的な事業を支援します。
●厳しい活動環境にある、文化芸術活動を支援します。
●厳しい状況にある、市民生活を支援します。 
●市民の暮らしを支える、公益活動や福祉サービス事業者を支援します。 

3. 新たな日常に取り組む　14事業 36億7,700万円  
～「新しい生活様式」への対応と学校の再開を支援～
●ICTの活用等による「新しい生活様式」への対応をすすめます。 
●学校の再開と感染症対策を、きめ細かく支援します。 

いなみのおもい　毎年皆様に足を運んでいただいている、夕涼みふれあい祭りですが、
今年は残念ながら開催を見送らせていただきました。次年度は
今年開催できなかった思いも乗せて、皆様に楽しんでいただける
ふれあい祭りを開催したいと思いますので宜しくお願い致します。

詳しいプロフィールは
こちら！

(令和２年９月現在)

妻、娘（20歳）、息子（7歳）、愛犬（5歳）

水道・交通委員会 副委員長/大都市行財政制度特別委員会
/自民党横浜市会議員団・無所属の会 副団長

「新市庁舎」供用開始！ 
横浜市は、明治22年（1889年）に人口11万6千人の市として
誕生以来、市の発展と共に歩みを続けてきた市庁舎は、
関東大震災や横浜大空襲の災禍による焼失などにより、主に
都心部の中で度々その位置を変え新市庁舎は8代目になります。 
新市庁舎は
行政機能（８～３１階）
議会機能（３階、５～８階）
市民利用施設（１～３階）
からなる、3層構造となっています。 

中層
本会議場は白い天井や木の壁など前議場の雰囲気を残しつつ床は海、波を
モチーフに青を基調とし、横浜らしさを表現され傍聴席は前議場より100席
多い216席とし、誰もが安心して傍聴できるように
親子傍聴室もあります。すべての委員会室（6室）に
傍聴席を新設し、開かれた議会を実現しています。 

議会機能（３階、５～８階）
本会議場は白い天井や木の壁など前議場の雰囲気を残しつつ床は海、波を
モチーフに青を基調とし、横浜らしさを表現され傍聴席は前議場より100席
多い216席とし、誰もが安心して傍聴できるように
親子傍聴室もあります。すべての委員会室（6室）に
傍聴席を新設し、開かれた議会を実現しています。 

外部
市民の憩いの場としての水辺空間は、サクラや多様な草花を植え、四季の変化を楽しめ
当該敷地から出土した遺構も外構となじませて展示しています。
新市庁舎は地下2階で馬車道駅に直結し、桜木町駅方面からも
大岡川を横断する「さくらみらい橋」と2階で接続、エントランスを
各方面へ設け、どこからでもアクセスしやすくなっています。 

低層　　　
1階は三層吹き抜けのアトリウム、天井のトップライトやガラス張りの壁面から光が注ぐ
開放的な空間となっていて昇降ステージや270インチの大型スクリーンがあり、
スポーツを観戦できるパブリックビューイングや演奏会などが開催可能です。
2階は、建築情報センターや金融機関、郵便局、飲食店などの商業施設、
3階は、障害者の方々が働くふれあいショップ、市民ラウンジ、市役所と
議会のエントランスロビーとなっています。

高層
行政執務室は壁や間仕切りを設けず、外光が
入る明るい空間に、来庁者をお迎えする
応接・相談スペースなども設けています。 

外部
市民の憩いの場としての水辺空間は、サクラや多様な草花を植え、四季の変化を楽しめ
当該敷地から出土した遺構も外構となじませて展示しています。
新市庁舎は地下2階で馬車道駅に直結し、桜木町駅方面からも
大岡川を横断する「さくらみらい橋」と2階で接続、エントランスを
各方面へ設け、どこからでもアクセスしやすくなっています。 

市民利用施設（１～３階）　　　
1階は三層吹き抜けのアトリウム、天井のトップライトやガラス張りの壁面から光が注ぐ
開放的な空間となっていて昇降ステージや270インチの大型スクリーンがあり、
スポーツを観戦できるパブリックビューイングや演奏会などが開催可能です。
2階は、建築情報センターや金融機関、郵便局、飲食店などの商業施設、
3階は、障害者の方々が働くふれあいショップ、市民ラウンジ、市役所と
議会のエントランスロビーとなっています。

行政機能（８～３１階）
行政執務室は壁や間仕切りを設けず、外光が
入る明るい空間に、来庁者をお迎えする
応接・相談スペースなども設けています。 

馬車道接続通路 敷地南側外構

執務室 窓口カウンター 応接・相談スペース

本会議場

アトリウム議会エントランス市役所エントランス市民ラウンジよこはま建築情報センター

馬車道接続通路 敷地南側外構

執務室 窓口カウンター 応接・相談スペース

本会議場

親子傍聴室親子傍聴室

アトリウム議会エントランス市役所エントランス市民ラウンジよこはま建築情報センター
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号  外

菅官房長官 自民党総裁選出馬
私はサラリーマン生活を経て、平成7年に、当時衆議院議員を目指す菅義偉先生の
事務所の門を叩きました。以来12年間、菅先生の秘書として務めさせて頂きました。
私が市会議員になってからも
長くご指導をいただいております。
今回は菅先生の秘書として
務めさせていた時代より、
写真にてご紹介させて
いただきます。

菅総務大臣(当時) 秘書官時代菅総務大臣(当時) 秘書官時代

➡

➡

➡

➡ ➡

➡

秘書時代秘書時代

➡

新閣僚、官邸呼び込み時。
第１次安倍内閣          

恩師、総務大臣を拝命       

  官邸正面玄関にて

新閣僚、官邸呼び込み時。
第１次安倍内閣          

恩師、総務大臣を拝命       

  官邸正面玄関にて

秘書官時代秘書官時代

詳しいプロフィールは
こちら！

(令和２年９月現在)

妻、娘（20歳）、息子（7歳）、愛犬（5歳）

水道・交通委員会 副委員長/大都市行財政制度特別委員会
/自民党横浜市会議員団・無所属の会 副団長

いなみ俊之助 初出馬から現在まで

⬆横浜市議初出馬を決意横浜市議二期目の出馬（街頭応援演説）⬇

「フジテレビとくダネ！」に菅官房長官の人柄について取材を受けました。（9/3放送）「フジテレビとくダネ！」に菅官房長官の人柄について取材を受けました。（9/3放送）「フジテレビとくダネ！」に菅官房長官の人柄について取材を受けました。（9/3放送）

私が市会議員に初出馬する以前から
現在もご指導していただいており
私は菅先生を議員の師、
人生の師として尊敬しております。
皆様方におかれましても
菅義偉を宜しくお願い致します。

私が市会議員に初出馬する以前から
現在もご指導していただいており
私は菅先生を議員の師、
人生の師として尊敬しております。
皆様方におかれましても
菅義偉を宜しくお願い致します。

市政報告 ～誇れる街、中区～～誇れる街、中区～

いなみ新聞2020総集編7月号〜１２月号
１〜６月号は

別紙にて同時発刊

菅義偉内閣総理大臣とのご縁は、平成7年、私が25歳の時からです。当時、横浜市議を辞めて衆議院議員選挙に向けて
準備をされていた菅事務所の門をたたきました。平成8年で初当選されてからは、初登院をはじめ菅総理の様々な節目で
行動を共にさせていただきました。特に第一次安部内閣で総務大臣として初入閣された時は私も本当に嬉しく眼頭が
熱くなったのを今でも鮮明に覚えております。総務大臣秘書官を命じられてからは、ふるさと納税創設や対北朝鮮政策などに
関係する数多くの重要な場面にも同席させていただきました。12年間にわたり、私に箸の上げ下ろしから政治の難しさまで、
厳しくも優しく、直接教えて下さったのが菅総理です。ご指導は、市議として活動させていただいている現在も変わりません。

菅義偉内閣総理大臣とのご縁は、平成7年、私が25歳の時からです。当時、横浜市議を辞めて衆議院議員選挙に向けて
準備をされていた菅事務所の門をたたきました。平成8年で初当選されてからは、初登院をはじめ菅総理の様々な節目で
行動を共にさせていただきました。特に第一次安倍内閣で総務大臣として初入閣された時は私も本当に嬉しく目頭が
熱くなったのを今でも鮮明に覚えております。私が総務大臣秘書官を命じられてからは、ふるさと納税創設や対北朝鮮政策などに
関係する数多くの重要な場面にも同席させていただきました。12年間にわたり、私に箸の上げ下ろしから政治の難しさまで、
厳しくも優しく、直接教えて下さったのが菅総理です。ご指導は、市議として活動させていただいている現在も変わりません。

総理ご就任後、官邸にて
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いなみのおもい　横浜市には、今年で40年を迎えた自前の消防訓練センターが
戸塚区にあります。新人訓練も行われるこの施設は、老朽化が著しいのが課題の一つ。
市民の命に直結する消防・救急を担う消防局の予算確保は、喫緊の課題であると考えます。

いなみのおもい
【総務局審査】①・・・・すが内閣のデジタル庁創設に向けた動きは、未来の日本に
欠かせないものです。横浜市にもデジタル局を創設し、官民連携によるコンピューターを
使った便利で迅速な行政システムを検討・構築すべきではないでしょうか。
【総務局審査】②・・・・かねてより福祉の視点をもった市職員の育成に力を入れております。
介護職員初任者研修資格を横浜市の新人職員が取得する事で、10年20年先の
市民生活に、介護現場に即したサービスを提供できると考えています。

令和２年１０月１日 消防局審査

令和２年１０月７日 総務局審査

1 新型コロナウイルス感染症対策
2 救急体制の充実強化
3 消防団施設等の充実強化
4 消防訓練センターの環境整備 
5 消防ヘリポートの台風対策 
(以上5項目23問)

決算特別委員会【消防局審査】にて、質問に立ちました。

決算特別委員会【総務局審査】にて、質問に立ちました。

決算特別委員会【消防局審査】にて、質問に立ちました。

国のデジタル庁に対応し
『横浜市でもデジタル局を設置すべき』等を質問。
1 行政の縦割りとデジタル化
2 コロナ禍における地域防災拠点訓練
3 地域防災力の向上
4 福祉の視点を持った職員の育成と配置 (以上4項目17問)

【開会中の令和2年横浜市会第3回定例会にて質問に立ちました】

決算特別委員会【総務局審査】にて、質問に立ちました。

(令和2年10月現在)

【マリンFM(中区コミュニティFM)】 【マリンFM(中区コミュニティFM) 放送後記】 

三原じゅん子参議院議員の厚労副大臣ご就任に伴い、
『としちゃんじゅんちゃんLive Love 横浜 』改め
『としちゃんの住んで良いまち横浜』を放送開始しました。
『良いまち』を『いいまち』と読みます。10/12(月)、10/26(月)に
放送された回のゲストは小中の同級生、新たに立ち上がった
『本牧三渓園ストリート笑栄会』の岩波光一会長。
商店街には『笑い』が必要です。

令和2年9月16日、平成7年より12年間秘書として
お仕えさせて頂いた恩師、すが義偉官房長官が、
第99代内閣総理大臣にご就任されました。
秋田で生まれ育ち、大都市横浜の
市会議員であったことを誇りにもつ恩師。
私自身、横浜市議としてこれまでも、これからも
山積する課題解決に向け全力で取り組んで参ります。

よこはま自民党は菅義偉内閣総理大臣（元市連会長）に対し、横浜市の将来のさらなる
成長・発展に向け、国の制度・予算等に関する項目を取りまとめて要望を行いました。

【すが新総裁 誕生】【すが新総理 誕生】

１. 特別自治市の早期実現
２. 地方分権改革のさらなる推進  ～政令市への
　  事務権限の移譲と政令市の自主財源の充実～
３. 新型コロナウイルス感染症対策の強化と経済再生の実現
４. インバウンド誘客と観光振興の強化
５. 「防災・減災、国土強靭化のための
     3か年緊急対策」終了後の支援の拡充
６. 持続可能なＧＩＧＡスクール構想実現に向けた支援

マリンFM86.1MHzにて放送中！http://www.marine-fm.com
放送日 : 第2・第4月曜日 12:00～12:30 ON AIR!
番組名 :『としちゃんの住んで良いまち横浜』
『リスラジ』アプリからもお聞きいただけます。リスラジ 検索

妻、娘（2１歳）、息子（7歳）、愛犬（5歳）

水道・交通委員会 副委員長/大都市行財政制度特別委員会
/自民党横浜市会議員団・無所属の会 副団長

次回もお楽
しみに！

次回もお楽
しみに！

マリンＦＭにて放送中！いなみパーソナリティ番組『としちゃんの住んで良いまち横浜』マリンＦＭにて放送中！いなみパーソナリティ番組『としちゃんの住んで良いまち横浜』

【菅義偉内閣総理大臣へ要望活動を行いました】

小中の同級生、
『本牧三渓園ストリート笑栄会』

岩波光一会長。

⬆
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皆様の声により実現した主な内容です！

多胎児の子育てをするお母さんから、２人乗り
ベビーカーの市営バス乗車を断られたとの相談を受け
平成２９年５月２６日第2回定例会一般質問にて
【多胎児のいるご家庭が安心して子育てできる
移動手段について】を取り上げました。
令和2年３月３１日に国土交通省【子育てにやさしい移動に関する協議会】の取りまとめにより、
横浜市では今年１１月１日から、2人乗りベビーカーにお子様を乗せたまま市営バス全ての
路線を利用できるようになります。時間はかかりましたが、実現いたしました。
引き続き、地域の課題は中区の課題であり横浜市の課題と捉え、
皆様の声を議会に届けていけるよう活動して参ります。
　　横浜市交通局【市営バスへのベビーカー乗車方法について】
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/norikata/babycar.html  ⬆⬆⬆

地域のご要望が実現！道路横断によるヒヤリハットの相談を受け、乱横断防止柵を設置
致しました。中区は、人口１万人あたりの 65 歳以上の交通事故は市内ワーストと
なっています。世代を問わず不幸な事故を無くす為、引き続き取り組んで参ります。

11/1から、2人乗りベビーカーに
お子様を乗せたまま、市営バス全ての
路線を利用できるようになります

11/1から、2人乗りベビーカーに
お子様を乗せたまま、市営バス全ての
路線を利用できるようになりました

～不幸な事故を無くしたい～乱横断防止柵を設置しました～不幸な事故を無くしたい～乱横断防止柵を設置しました

(令和2年12月現在)

妻、娘（2１歳）、息子（7歳）、愛犬（5歳）

水道・交通委員会 副委員長/大都市行財政制度特別委員会
/自民党横浜市会議員団・無所属の会 副団長

市民の利便性向上にデジタル局創設を提案

マリンFM放送後記 2020年11/9・11/23 OA

今月のゲストは、「日本盲導犬協会神奈川訓練センター普及推進部」　山本ありささん。
平成３０年には、いなみ後援会主催で【盲導犬受け入れセミナー】【夏休み自由研究・
親子で盲導犬教室】を実施、また第６回石川町裏フェスでは、ステージイベント・ブース出店に
日本盲導犬協会のご協力を頂きました。キャリアチェンジ犬飼育ボランティアである我が家。
PR犬アテナとの生活を通じて、日本盲導犬協会の活動や
盲導犬について皆さんにもっと知っていただきたい事、
街での盲導犬受け入れ環境などについて、
11/9・11/23 の２回にわたりお話を伺いました。
日本盲導犬協会➡https://www.moudouken.net

マリンFM86.1MHzにて放送中！
放送日 : 第2・第4月曜日 12:00～12:30 ON AIR!
番組名 :『としちゃんの住んで良いまち横浜』
『リスラジ』アプリからもお聞きいただけます。リスラジ 検索

中区・西区版  ２０２０年１１月５日

日本盲導犬協会
神奈川訓練センター普及推進部

山本ありささん

http://www.marine-fm.com

タウンニュースに
市政報告が掲載されました。
国では菅義偉首相の肝いりで
デジタル庁が創設
されましたが、
横浜市においても
行政事務のデジタル化
推進は大きな課題。
そこで、デジタル局の
創設を提案しました。
是非ご一読ください。

⬆
次回もお楽

しみに！
次回もお楽

しみに！

マリンＦＭにて放送中！いなみパーソナリティ番組『としちゃんの住んで良いまち横浜』マリンＦＭにて放送中！いなみパーソナリティ番組『としちゃんの住んで良いまち横浜』


