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-働く女性・母親の目線で地域の課題を市政に届けます- [リポートNo.   ] です!! 

［リポートN0.    ］横浜市会議員・自民党

こしいしかつ子
-選挙のための政治はSTOP!! 女性の視点と工夫で粘り強く-
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2015年4月の全国統一地方選挙は、お陰様で２期目の当選を果たさせていただ
きました。ご支援いただくお声にしっかり応えること、そして声にあがらなくて
も重要なニーズに、しっかりと取り組んでまいります。
選挙中にマニュフェストや公約としてお約束したことは多数あります。
お約束を守るために、選挙中に皆様に訴えてきました「こしいしかつ子の考え
方」は、政務（政治）活動と、選挙活動を意識して区別すること。
そこで、今回のリポートNo.29では、４月に走り出してから今日までの５カ月の動
き＝政務活動を、紙面の許す限りできるだけたくさんご報告させていただきます。
時間とお金を無駄にせず全力で取り組み、あずかった市会議員としての任期を、
無駄なく使いこなし、「横浜は素晴らしい！」「栄区はさらに素晴らしい！」と
心から感じ合える政治を行いたいと思います。
区民の皆さまとお互いに支え合いながら、精力的に仕事に取り
組みます。 広報や宣伝はちょっぴりスローなこしいしです。

こしいしかつ子のスタートダッシュ!!
～春から夏まで５カ月間のご報告～
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平成27年夏

こしいしかつ子プロフィール●昭和43年（1968）栄区上郷町生まれ。さかえ福祉まごころの会理事長。現代美術ギャラリー代表、議員秘書、環境健康
学トランスレーター（千葉大学NPO次世代環境健康学認定）として環境・医療の講演活動、福祉、長唄名取として日本の伝統文化継承、国際交流活動な
どを経験し、平成23年横浜市会議員に初当選。平成27年2期目当選。
こしいしかつ子HP  http://www.koshiishikatsuko.jp/  Eメール katsuko.koshiishi@gmail.com  Facebook［輿石且子］で検索, 友達申請お願いします
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▶マルイ工業（鎌倉市岩瀬）の跡地に大
型店舗ができることで予想される環状
４号線の新たな交通渋滞について、隣接
する大船警察に周辺の円滑な交通整理
を依頼しました。▶渋滞のさらなる緩和

大型店舗出店で予想される
笠間十字路付近の渋滞対策

▶旅行では馴染みのある「道の駅」。もし
私たちの街に都市型・道の駅が出来たら
暮らしは変わるのでしょうか！？
▶そもそも「道の駅」は国土交通省によ
る道路安全と地域振興をめざす施策の
ひとつ。▶国交省、全国道の駅連絡会、道
の駅新聞RoutePress、山本ともひろ代
議士の協力を得て、その成り立ちや仕組
みについて改めて学び「これからの時代
に求められる道の駅」などをテーマに勉
強会を行いました。

 第8回さかえ横浜会議
「道の駅」とは?改めて勉強会

▶金沢区側から栄区への大切なエント
ランスである朝比奈トンネル（相武隧
道）は、災害時緊急輸送路に指定され
ている環状４号線の要のひとつです。
▶ところが出入口は横浜市（栄区・金
沢区）だが中央部分は鎌倉市だという
ことはあまり知られていません。▶そ
こでこのことによる安全性の確認や管
理が不明瞭になることのないように両
市に働き掛けています。

出入口は横浜市、まん中は鎌倉市
朝比奈トンネルを安全に

今年度の私は「水道・交通委員会 委員長」「大都市行財政制度特別委員会 委員」
「自民党横浜市会議員団 副団長」「自民党横浜市連 女性局長」です。

のために笠間
十字路整備の
早期着手も市
へ要望してい
ます。

横浜市内唯一！（公田）

本郷小の緊急給水栓看板（本文ウラ面）

剪定前 剪定後

栄区の河川敷に
バナナの木!？

平島バス停付近



横浜市会議員 こしいしかつ子 リポート
HP  http://www.koshiishikatsuko.jp/  Eメール katsuko.koshiishi@gmail.com  Facebook［輿石且子］で検索, 友達申請お願いします

▶金井公園駐車場横の土地利用状況を整
え、あわせて駐車場として活用できるよう
にしました。▶庄戸では雨水溝を新設。
▶豊田グラウンド付近では不法投棄物を積
んだ放置車輌の撤去を実現。▶久保橋バス
停付近整備も良好に進捗しています。
▶いずれも、公園・グラウンド利用者や地
域住民の皆様が長く悩まれていたことを
お伝えいただいたところから、"どうせ無
理" を "ではどうするか" に変え、知恵を
絞り合うことで、解決のためのコラボレー
ションの機会を得られた好事例です。

金井、豊田、庄戸など解決事例

中学校昼食の充実へ

平成27年夏

かつ子プロジェクト いろいろ参加者募集中！ 事務所までお問合せください（045-443-8166）

こしいしかつ子事務所

天神橋バス停すぐそば
〒247-0005
横浜市栄区桂325-1-103B 
TEL：045-443-8166 
FAX：045-443-8167

▶▶▶ボランティア募集　さかえ横浜会議をお手伝いくださる方、ポスティングやポスター貼り等ご協力いただける方は、ぜひ事務所 045-443-8166 までご連絡ください！

バスツアーやボウリング
大会など秋の楽しい企画
の準備に大忙しです。
お問い合わせください！
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市政報告会としては選挙後はじめての開催となる当
会では、常任委員会委員長として訪れた視察のご報
告から、新市庁舎・IR、学校昼食など横浜市の状
況、産婦人科病床や救急車配備といった身近な栄
区の様々な話題を中心にお伝えします。

・・・毎月　 日は・・・11

▶飯島町と笠間の境を流れる㹨川が、JR
線路をくぐり、対岸に長尾台町を見ながら
柏尾川に接する場所があります。▶ここは
魚道を整備したにも関わらず、その後の配
慮が行き届かず、改修で大きな高低差が生
じています。
▶平成26年3月の私の議会質問に対し
「横浜市は帷子川でモデルプロジェクトと
して鮎の遡上する河の整備を進め、治水対
策とともに効率良く環境に配慮した河川
改修を行った」との答弁がありました（道
路局長）。▶同様の整備を栄区のこの場所
でも実施するよう求めています。

鮎が遡上できる河川整備 外国客船の出入国をスムーズに
▶中学校昼食を考える上で、横浜市は「家
庭弁当」を基本として、事前予約をする
「配達弁当（H28年度予定）」、そして当日の急
な注文に対応する「業者弁当（実施中）」の組
み合わせを実施しようとしています。
▶家庭弁当が子供の育ちや親の成長に大
きな役割を果たしていると気付き、実感す
る人も多いようです。▶給食ばかりが有益
に報じられる中、横浜市は選択の幅を持た
せることで潜在的なニーズに応えようとし
ています。▶私は税金投入により配達弁当
と家庭弁当との間に費用負担の格差のな
い運営を求めています。

▶長年、市民の望みだった市営地下鉄ブル
ーラインの快速運転が始まり、私も水道交
通委員会の委員長としてテープカットをし
ました。その後の苦情や運営状況にも厳し
く目を光らせています。
▶しかし、地下鉄の恩恵の薄い栄区のよう
な地区からあがる「公共交通への要望」
も、いっそうしっかりと市の交通施策に反
映するべきだと考え、新しい体制作りを提
案中です。

公共交通、栄区の要望も

大小を問わず 様々な案件に取り組んでいます！

▶大型客船の誘致を進める横浜市です
が、現在はベイブリッジをくぐれない大型
船を大黒埠頭に着岸させ、乗客を市営バス
などでシャトル輸送しています。
▶また出入国検査に必要な設備は移動式
の機材によって賄われていることを聞き、
同期の市会議員にも声を掛け、出入国の
様子を視察しました。
▶横浜市は、ベイブリッジの大規模改修は
現実的ではないとして岸壁の整備を段階的
に進めることとしています。▶私は国際港
として通関に必要な機材の常設化などをあ
わせて進めていくべきと考えています。

まだまだ
いろいろ…

▶まむし注意の表示を設置▶AED貸出し交渉、叶う▶救急車増車を要望▶街頭LED
▶横浜市助産師会と市子育て支援協定▶スクールゾーン対策協議会に広く出席 …

栄区街づくり
意見交換会
　さかえ横浜会議

▶街づくりはトータルな視点が重要ですので、栄区の再開発を一堂に勉強しま
した。▶大船駅前／本郷台駅前／上郷東地区／環状3・4号線／よこかんみなみ
／猿田地区…。▶個々の進行と併せて、街全体の人や物の流れを近隣都市との
つながりのなかでプロデュースしていきましょう。毎月11日に継続して開催。

栄プール・翠風荘
の今後
　公共施設に
　求めるもの

▶栄プール翠風荘の今後については、区民の真のニーズに応える公共施設のあり
方として抜本的議論と発想の転換が必要です。このままでは「ボイラーの寿命
＝施設の寿命」などということになりかねません。▶公共施設に何をどこまで
求めるのかを、皆様とともに話しあい、共感を目に見える形で残したいです。

中学生による
　　　区役所視察

▶「18歳からの選挙権」を前に、中学生のうちから社会のしくみをしっかり見つ
め、その成り立ち・あり方を考える力をひとりひとりが養うことが大切です。
▶H28年2月実施予定、今後のスタンダードにして欲しいと考えます。

栄共済病院
　産科病床開設に
　前向き取り組み

▶地域医療支援病院である栄共済病院は、改修後の新スタートに向け産科病床開
設に、より前向きな取り組みを進めてくださっています。▶横浜市としての応援
を強めるよう私も力を尽くしてまいります。

子宮頚がんワクチン
副反応問題

▶ワクチン行政への不信感を増大させる歴史的事案です。私は横浜市が全国に先
んじて解決するよう強く活動してきました。▶平成27年8月19日、日本医師会と
日本医学会が、はじめて診療の手引きを正式公表するにいたりました。

災害防災拠点
看板

▶災害に関わる標示を充実させることでいざという時の減災につながります。
▶小中学校の地域防災拠点への看板設置を依頼し、また緊急給水栓の標示が樹木
などで隠れていないかなど市内全域の緊急点検を要望しました（写真オモテ面）。

臨時福祉給付金 ▶消費税引き上げに際し所得の低い方のために設けられた「臨時福祉給付金」の広
報がわかりにくいとの声、やさしくわかりやすい広報活動を申し入れました。

小菅ヶ谷北公園
バーベキュー広場

▶H26年オープンの小菅ヶ谷北公園バーベキュー広場、もう利用されましたか！
▶区内の施設を区民がどんどん活用することは、私たちの街を活気づけるため、
とっても意義のあるムーブメントです。

Yランナーズ
　伴走ボラ募集中

▶本郷特別支援学校関係有志の障害者マラソングループ「Yランナーズ」では伴走
ボランティアさんを募集しています。▶私からもよろしくお願いします！

こしいしかつ子と

18:30開会：あーすぷらざ大会議室/どなたでもご参加いただけます

市政について語る会
10

11日


