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【 戸 塚 区 】 

 ・(仮称)舞岡町公園の整備事業の推進と地域の安全力・安心力の向上 
 ・元吉倉橋（人道歩道橋）の再整備及び元吉倉橋下の横断歩道・信号

機設置による平面移動手段の検討・改善 
・区内河川の早期改修と親水環境整備 
・区内公園内トイレの再利用 
・国道１号線バイパスへの自転車進入防止対策 
・不動坂交差点改良事業の早期実現 
・瀬谷柏尾線（不動坂―岡津）の渋滞対策と周辺計画道路整備推進 
・横浜新道上矢部インター下り線出口の整備 
・東戸塚駅の混雑緩和と駅の改善計画 
・戸塚駅周辺が更に賑わいのある場所となるように改善 
・深谷通信所の跡地利用の暫定利用 
・区内の産業振興の促進と雇用創出 
・まいおか虹の家の運営について指定管理者制度の公募 
・柏尾町の放課後児童クラブの市有地暫定利用 
・アンダーパス事業後の交通量増加対策 
・駒立橋横断歩道への信号機の設置 
・吉田町のイオン再整備事業時の安全対策・周辺の街灯設置 
・元吉倉橋（人道歩道橋）の対策 

 ・戸塚駅東口のバリアフリー化 
 ・戸塚駅東口タクシー乗り場鳥の糞害対策 
・戸塚駅西口の禁煙対策 
・戸塚駅や東戸塚駅などの駅周辺の無電柱化の推進 
・箱根駅伝のルートを旧１号線に 
・戸塚駅バスセンター入口交差点の横断時間の改善 
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日頃より坂本勝司の活動に対するご支援・ご鞭撻を賜り感謝申し上げます。 

早いもので 2018 年も残すところ 2 か月となりました。また、来年は天皇陛下の譲位に伴い、皇太子さまが即位され、改元される 

歴史的な年を迎えます。その中、横浜市は、2019年には第 7回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ７）やラグビーワールドカップ、 2020年の

東京オリンピック・パラリンピックの開催にて、世界にＹＯＫＯＨＡＭＡを発信するチャンスと捉え、都市 

インフラ整備をはじめとする次世代に魅力ある横浜を残すための事業を未来への責任として精力的 

に展開しています。 

道路整備、鉄道整備、ＭＩＣＥ整備、山下ふ頭再整備、新市庁舎整備、市民病院再整備、エキサイト 

横浜２２事業、ホテル整備、文化体育館再整備、関内・関外地区整備など、横浜市の経済を支える大型 

事業も大切な取り組みですので、市民生活を支える予算とのバランスを取りながら、国の協力を最大限 

活用して事業を推進していきます。 

また、超高齢社会への対応や障害者福祉、子育て支援施策などについては、引き続き政策の柱として 

全力で活動を進め、安心して生活しやすい環境整備を推進していきますので、引き続き活動へのご支援 

を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。  

 横浜市の 2019 年（平成 31 年）の予算編成にあたり、各種団体から頂いた予算要望などを民権フォーラム横浜市会議員団として予算要望・

提言書に纏め 9 月 26 日に林市長に提出しました。重点項目 10 項目、各局項目 202 項目、各区項目 218 項目の合計４３０項目の要望です。

要望が実現されるよう、会派一丸となり様々な場面で声をあげて取り組んでまいります。 

 

 

 
平成 30年 秋号 

 

林市長に予算要望提言書 

を渡す川口団長 

 

COMMUNICATION 

 

 

 

【 重 点 項 目 】 

 ●施策の推進と財政健全化の両立 

●公契約条例の制定 

●今後の保育行政のあり方 

 ●保育士・介護士確保に向けた本市独自の取り組み 

 ●空き家対策の推進 

 ●米軍施設返還跡地の再利用 

 ●防災・減災対策の一層の充実強化 

 ●ハマ弁の喫食率と利便性の向上 

 ●市民意見を尊重した山下ふ頭の再開発 

 ●小児医療費助成制度の拡充  

 

民権フォーラム横浜市会議員団 2019 年度(平成 31 年度)予算要望提言の概要 

 

 

林市長・副市長 4氏と会派三役 

・市営バスについて 
・災害対策について 
・消防団の充実強化について 
・客船の寄港動向とにぎわいの創出について 
・北仲通地区のまちづくりについて 
・東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けた 
ホストタウンと事前キャンプについて 

 

・ｅスポーツについて 
・第７回アフリカ開発会議横浜開催に向けた取り組みについて 

・市営地下鉄の駅空間の有効活用について 
・市有地の課題解決型公募の効果検証について 
・横浜市落書き行為の防止に関する条例制定後の状況について 
・振り込め詐欺の状況と取り組みについて 
・ふれあい収集について 
・病院・高齢者施設における猛暑対策について 
・障害者の就労支援について 
・ハマ弁について 
・都市農業の振興について 
・米軍施設の跡地利用と返還への取り組みについて 
・横浜マラソン 2018について 

9 月 14日に会派を代表し一般質問をさせて頂きました。 
横浜市政全般にわたり、林市長、各局長の考えを確認しました。 
質問項目は以下となります。詳細はインタネット録画にて！  
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◆毎週月曜日・火曜日 駅頭活動実施中！ ◆支援する会行事企画・実施 ◆地域行事・区行事参加 ◆消防団活動 ◆各種スポーツ応援 

略歴 
1980年 東京芝浦電気(株)［現(株)東芝］入社  

1996年 東芝労働組合MC支部執行委員 

2000年 東芝労働組合MC支部書記長 

2001年 東芝労働組合MC支部副執行委員長 

2002年 
東芝労働組合MC支部執行委員長 
(※MC・・・マイクロエレクトロニクスセンター) 

2008年 東芝労働組合副中央執行委員長 

2010年 東芝グループ労働組合連合会副会長 

2013年 第 23回参議院選にて民主党比例区より立候補し初当選 

その他 

電機連合神奈川地方協議会 
常任幹事 (2002年 9月～2008 年 8月) 
連合神奈川 川崎地域連合 
議長代行 (2002年 12月～2003 年 11月) 
議長 (2003 年 12月～2008年 11月) 
神奈川県川崎市各種委員 
環境アセス審議会委員 
都市計画審議会委員 
労働者問題協議会委員 など 

職歴 
半導体の組立製造技術 15 年 
システムＬＳＩ製品技術 5 年 
労働組合役員（専従） 13 年 

現住所 
神奈川県横浜市 

家族 
妻、一女の 3 人家族 

特技 
競歩 

好きな食べ物 
ラーメン、鯛茶漬け（柏崎名物）、豚肉の生姜焼き  

座右の銘 
「義を見てせざるは勇なきなり」 

 

 

 

 

※ 地域改善活動：道路の整備・改善、急傾斜地対策、住宅問題、河川環境、草除去 等々 地域のご相談は坂本事務所まで！ 

 

地域で見かけましたら是非お声掛け下さい！ 

戸塚区１１校：秋葉・汲沢・境木・大正・戸塚・豊田・名瀬・平戸 

・深谷・舞岡・南戸塚 

泉 区  ７校：泉が丘・いずみ野・岡津・上飯田・中田・中和田・領家 

栄 区 ６校：飯島・桂台・上郷・小山台・西本郷・本郷 
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坂本勝司を支援する会 恒例!! 

 

★ボウリング大会★ 
日 時：平成 30 年 12 月８日(土)16 時開会式 

場 所：ラウンドワン横浜戸塚店 

参加費：２,４００円（貸シューズ利用の方：ゲーム代・賞品代含む） 

    ２,０００円（シューズ持参の方：ゲーム代・賞品代含む） 

賞 品：団体戦・個人戦 

ハンデ：年齢に応じたハンデを付与 

 ※お子様レーン(オープン)もありますよ！ 

 

お問い合わせ：坂本勝司事務所 ０４５－８６９－０７０２まで 

 

 

２０１９年 7月の参議院選挙・比例代表選挙（全国）に 

「石上としお」参議院議員が２期目へ挑みます！ 

皆様のご支援をお願いいたします！ 

参議院議員 石上としお 全力で挑む！ 

出身地 
新潟県柏崎市 

生年月日 
1962年 1 月 18 日(56 歳) 

所属委員会 
経済産業委員会 委員 
決算委員会 委員 
政府開発援助等に関する特別委員会 委員 
国民生活・経済に関する調査会 理事 

党役職 
参議院副幹事長 

学歴 
新潟県立柏崎工業高等学校卒 

★プロフィール★ 

 

 

 

 

 

★成田山へ行こう！★ 
日 時：平成 31 年 1 月 20 日(日) 

参加費：５,０００円（お弁当付） 

    ※小学生以下の料金設定あり 

行 程：各出発地→成田山新勝寺 

   →上野（自由散策）→各出発地 

   ※上野動物園パンダのシャンシャンは 2019 年 6 月で満 2 歳と

なり中国へ返還されます。シャンシャン必見です！ 

     ◆主催：横浜戸塚成田講・国民民主党戸塚区支部 
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