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世界への窓口となってきたのは横浜です。その中心は中区です。
開設した「本牧スケボーパーク（スケボーひろば）」でスケボーに
出会った子どもたちから世界を目指す選手の誕生も視野に、
横浜を世界に再発信していきます。第９回アフリカ開発会議
（TICAD9）の横浜誘致を進めます。世界のどこでも「ヨコハマ」が
知られ、さまざまな国の人が多く訪れます。経済効果も小さくありません。

片道1時間の通勤時間が30分、15分になれば、暮らしが大きく変わってきます。
企業の横浜誘致や商店街活性化など「働く場」の充実に全力で取り組みます。
モノやサービスを地域内で循環させる仕組みづくりも一層強めます。
もちろん「住みやすさ」「暮らしやすさ」の充実も大事です。交流拠点は
身近な文化交流による「絆」の象徴であり充実を進めてまいります。

各地で発生する災害は人ごとではありません。
災害時の避難支援などの防災体制を強化します。
地域の防災活動と連携した「図上訓練（DIG）」 、「中区総合防災訓練」を
はじめとして中区地域コミュニティFM局「マリンFM」を活用し、
「防災・減災まちづくり」の取り組みを強めます。

働きたい女性をはじめ、子供を預ける施設を探している人は少なくありません。
まずは保育所、幼稚園の一層の充実に取り組みます。市の家庭応援事業も
より拡大が必要です。また多胎児世帯の移動支援も重要です。
石川町マーケットテラスカフェ・本牧ベースなどの既存拠点も活用して、
街全体で子育てを温かく見守り、応援するシステムを構築します。

（令和５年２月 現在）

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
横浜市立本牧南小学校入学
横浜市立間門小学校卒業
横浜市立大鳥中学校卒業
逗子開成高等学校卒業
奈良産業大学法学部卒業
平成 6 年　神糧物産株式会社
平成 7 年　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
平成21年　すが事務所卒業
平成22年　横浜市会議員伊波洋之助事務所
平成27年　横浜市会議員（中区）初当選
平成31年　横浜市会議員（中区）２期目当選

【所属委員会】
温暖化対策・環境創造・資源循環 委員会
健康づくり・スポーツ推進 特別委員会 委員長
【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
本牧和田祭礼委員
横浜市立間門小学校同窓会 副会長
【資格】ヘルパー２級（現介護職員初任者研修）
【家族】義母、妻、娘、息子( 3世代同居 )、
　　　 犬(元盲導犬PR犬)、保護猫3匹
【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
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いなみ俊之助が掲げる「誇れる街」って?いなみ俊之助が掲げる「誇れる街」って?いなみ俊之助が掲げる「誇れる街」って?

高齢者に優しい街は、障害児・者、子育て世帯にも優しい街です。
高齢者が安心して元気に暮らしてもらえるよう医療と介護が
連携した「地域包括ケアシステム」の更なる充実をはじめ、
買い物支援や障害者の方への「見守りネットワーク」の充実を
進めます。視覚障害では、引き続き「盲導犬受け入れセミナー」、
親子で自由研究「盲導犬教室」を開催します。

働ける横浜 〜「住んで働く」を実現し豊かな暮らしを〜

強い横浜 〜災害から市民を守りたい〜

優しい横浜 〜子どもを育てやすい街に〜

頼れる横浜 〜世代をこえて安心して暮らせる街に〜

世界の横浜 〜日本を代表する「ヨコハマ」を再発信〜
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〒231-0842 横浜市中区上野町2-67
TEL/ 625-1200
FAX/ 624-2432

いなみ俊之助事務所令 和 5 年( 2 0 2 3 年 ) 2 月８日( 水 曜 日)



いなみが『実現』した 主な取り組みです!いなみが『実現』した 主な取り組みです!

皆様
の声をいなみに！地域の皆様の声を聞き、地域の皆様と共に汗かき、地域に根ざしたより良い街づくりをめざします！

●本牧の旧デニーズ前の交差点名を【本牧神社前】に変更
●イオン本牧店周辺の路面表示変更
●地域コミュニティカフェ【マーケットテラスカフェ石川町】と
【HOMMOKU BASE】の開設
●地域コミュニティFM【マリンFM】開局
●麦田町バス停（清風荘側）にデジタル表示版設置
●6歳以下のランバイク全国大会を横浜で開催
●市バスのベビーカー乗車を例外なく可能に
●大鳥中学校プール側の道にバイク禁止看板設置
●本牧大里町の市民公園に続く道路の夜間点滅表示の設置・路面塗装　
などなど・・・他にも日々取り組ませていただいております！

本牧元町公園 地域のシンボル
大銀杏の保存

工事に伴い、伐採計画だった大銀杏。
地域の皆様の願いを実現できました。

安全対策！本牧神社前
歩道の交通標識を移動

神輿が集結する「お馬流し450周年」。 
歴史ある神事をより安全に。

本牧通りOK本牧店前
乱横断防止柵を設置

安全対策！乱横断事故防止柵の
設置を実現できました。

JR石川町駅 元町口（南口）
バリアフリー化

駅の立地上、階段しかなかった石川町駅。
利用者にやさしい駅舎になりました 。

横浜コミュニティサイクル
「baybike」の本牧方面運用
通勤、観光に!本牧エリアへの運用で
人の回遊性が生まれました。

本牧市民プールの今夏（2023年）
リニューアル・オープン
お待たせしました!水しぶきと
子どもたちの歓声が帰ってきます!

本牧市民公園内に
「スケボーパーク」開設
中区初のスケボーパーク開設を実現! 
子どもたちに夢と希望と感動を!

日の出町駅にホームドア
（可動式ホーム柵）を設置
特急・快特も通過する日ノ出町駅。
危ない列車待ちが一駅減りました。

 新山下弁財天の
移設と銘板設置
地域の史跡

形を変えて残すことが出来ました。

三渓園の入口交差点付近に
ガードレール設置

大幅な路面改良とガードレール設置で
安全な通学路の確保を実現できました。
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いなみ俊之助事務所令 和 5 年( 2 0 2 3 年 ) ３月８日( 水 曜 日)



いなみが『実現』した 主な取り組みです!いなみが『実現』した 主な取り組みです!

皆様
の声をいなみに！地域の皆様の声を聞き、地域の皆様と共に汗かき、地域に根ざしたより良い街づくりをめざします！

●本牧市民公園内に「スケボーパーク」開設
●三渓園の入口交差点付近にガードレール設置
●本牧市民プールの今夏（2023年）リニューアル・オープン
●JR石川町駅 元町口（南口）バリアフリー化
●日ノ出町駅にホームドア（可動式ホーム柵）を設置
●本牧の旧デニーズ前の交差点名を【本牧神社前】に変更
●イオン本牧店周辺の路面表示変更
●麦田町バス停（清風荘側）にデジタル表示版設置
●6歳以下のランバイク全国大会を横浜で開催
●市バスのベビーカー乗車を例外なく可能に
などなど・・・他にも日々取り組ませていただいております！

福祉の視点が必要です
西竹之丸の点字ブロックの補修
JR 山手駅から横浜訓盲学院までの通学路に
設置された点字ブロックの補修・改善を実現。

本牧元町公園のベンチが健康遊具に！
世代をつなぐ公園利用を推進

大人が利用でき、運動機能を維持・向上させる
ことのできる健康遊具の設置を実現。

様々な情報発信や地域コミュニティの
形成に「マーケットテラスカフェ石川町」
授乳室・おむつ台も完備された店内。地元の
ネットワークづくり・エリアの活性化を実現。

本牧大里町の路面塗装と
道路鋲の設置で安全面を向上
路面塗装や道路標識を増やし、夜間で光る

道路鋲を設置することで歩行者の安全を守ります。

みなとみらい線の車両留置場を
有事の際の緊急一時避難先に!
新山下に2030年完成予定。地域住民の
安全・安心につなげることを実現。

生活者目線で手すりを設置
見過ごしてしまう数段の急階段を安全に
山元町の歩道につながる階段で転倒事故。
反射板がついた手すりの設置を実現。

大鳥中学校の学校用地の道路に
「バイク通行禁止」の看板を設置
バイクのヒヤリハットが多発していた取り締まりの
出来ない生活道路に看板設置を実現。

中区拠点のコミュニティ放送局
「マリンFM」を開局

地域密着情報・防災情報など、人と地域を
つなげるコミュニティ FM の開局を実現。

 横浜中心部を囲む河川の利活用を
推進!中村川に桟橋を整備

川を利用したイベントの拡充、賑わいによる
活性化や防災・減災対策での利活用を実現。

本牧山頂公園•観山広場にトレーナーが
常駐する会員登録制ドッグランを開設
『楽しく・安全に、また公園での散歩マナーの向上』

を目標にしたドッグランの開設を実現。
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