
●教育費の負担軽減に取り組みます。
●子育て環境の充実で社会に活力を与えます。
●学校給食法に則った、安価で栄養に優れた
　デリバリー方式の「横浜型給食」を市立中学校で実施します。

２  安心して子育てできる環境を整え 活力を ! 

新しい力

　久保かずひろ党副支部長は、学生時代に阪神淡路大震災で被災。自宅も全壊した中、ボ
ランティアに参加し被災者支援に走り続けました。勤務していた企業の国際貿易部門では、
物流費高騰の局面で、輸送責任者として億単位のコスト削減と業務効率化に目覚ましい手
腕を発揮し高く評価されました。「新しい力」、久保かずひろは『被災体験を今こそ活かすべ
く、防災・減災に取り組み、いのちを大切にする新しい街づくりを目指します。主に､３つの
政策を通し、【横浜・瀬谷区を変える】提言をします』と決意表明を行いました。

●いつ起きてもおかしくない地震への対策を推進します。
●集中豪雨や台風などに備える風水害対策を強化します。
●一人ひとりの防災意識の向上と地域防災力の強化で、
　新しい街づくりを推進します。
●産業・物流拠点の整備・発展で、企業誘致を目指します。
●瀬谷の通信施設跡地の有効利用で、地域を元気にします。

横浜・瀬谷区に活力を!横浜・瀬谷区に活力を!

１  新しい街づくりを！ いのちと地域に 活力を !

●高齢になっても安心して暮らせる社会をつくります。
●医療提供体制を整備します。
●商店街への支援強化で、地域活性化に取り組みます。
●安全・安心の生活環境をつくります。
●ひとり親世帯や障がい者、困難を抱える若者や性的
　少数者など、誰も置き去りにしない社会を実現し
　ます。

３  市民生活の安心を推進し 活力を !

新築移転する「瀬谷区休日急患診療所」

境川の浸水対策工事

〔イメージ〕〔イメージ〕
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横浜市議選・瀬谷区選挙区
久保かずひろ氏を公認

ご挨拶 
　皆様には、公明党瀬谷支部や市会議員
加納重雄に温かいご支援を賜り、大変
に有難うございます。
　さて、私事ですが党の定年制に伴っ
て今期で議員を卒業させて頂きます。
1999 年４月から５期 20 年に及ぶご支
援に、心より感謝を申し上げます。
　私の後任として、この度公明党は、党
県本部青年局次長で瀬谷支部副支部長の
久保かずひろ君を、次期統一地方選挙の
予定候補者として公認いたしました。
　「瀬谷の新しい力！」久保かずひろ君
と連携して皆様の期待に応えて参りま
す。引き続きのご支援を何卒宜しく
お願い申し上げます。　
　　　　　　　　　　　　　 加納 重雄

久保かずひろ瀬谷支部副支部長と加納重雄市議

久保かずひろ プロフィ－ル　
●生年月日：1973年 11月生まれ 45歳、兵庫県出身。
●党 役 職：党神奈川県本部青年局次長、党瀬谷支部副支部長。
●出 身 校：報徳学園高校卒業、神戸大学卒業。
●職　　歴：貿易関係企業、再生可能エネルギー関連企業勤務。
●家　　族：妻と長女 (小６)、長男 ( 小３) の４人家族。
●座右の銘：至誠天に通ず (孟子 )

市民
相談

お気軽になんでも
ご相談下さい。

公明党横浜市会議員団
〒231-0017  横浜市中区港町1-1

TEL.045-671-3023
FAX.045-681-2060

http://www.yhkomei.com/
E-mail:shikai@yhkomei.com

《公明党 瀬谷支部ニュース》
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●瀬谷北部町内連合会などと連携し、バス路
線の拡充 ( マークスプリングス - 市営上瀬
谷 -瀬谷駅 )や通学路整備、信号機設置 (中
屋敷・上瀬谷住宅前 )を実現。
●瀬谷中学校の自転車通学を推進し、環状４
号線わきの駐輪場開設に携わる。
●米軍上瀬谷通信施設返還を推進し、都市農
業の振興や、野球場などの存続を推進。

瀬谷北部地域
（五貫目町、北町、卸本町、目黒町、上瀬谷町、
竹村町、中屋敷 1～3丁目）

●瀬谷本郷公園の整備を推進。
●「瀬谷飯田雨水幹線」を整備、豪雨による浸
水被害の軽減に尽力。
●境川流域の「特定都市河川被害対策法の指
定」を提案し実現。　国・県・市などによる
治水対策を推進。
●大門小学校のプール改修を推進。

本郷地域 （本郷1～3丁目）

●環状４号線へのバス路線導入を推進。
●瀬谷第二小学校地域防災拠点に通称：災
害用ハマッコトイレを設置。
●瀬谷第二小学校の中原街道沿にある危険
なブロック塀の改修を推進。
●境川沿いの「洪水浸水想定区域」に防災用
屋外スピーカーの整備を推進。
●市営橋戸原ハイツ共用部分の照明灯 LED
　化を推進。市内の市営住宅にも拡大。

瀬谷第二地域
（瀬谷5・6・橋戸1～3・下瀬谷1～3丁目・北新）

●細谷戸連合町内会と連携し、細谷戸住宅
内のバス路線を8・9街区へ延伸。相鉄バ
ス撤退後の神奈中バスへの移行を推進。
●相沢調整池の有効利用を促進し、少年野
球や生涯スポーツの拠点作りに携わる。

●瀬谷みはらし公園の開設を推進。

細谷戸地域（瀬谷町）

●瀬谷駅東側踏切 ( 横浜方面 ) の拡幅を、相沢町内連合会などと連携し実現。
●瀬谷地区センター体育室の空調設備の設置を提案し実現。
●東野 - 県営細谷戸住宅－海軍道路を結ぶ「瀬谷団地連絡道路」開通を推進。
●相沢川の浸水対策として、川の真下に下水管 ( 第二雨水幹線 )を作り（瀬谷小学校付
近～南瀬谷中学校近く）、排水しきれない水を流し被害の軽減を目指す。

相沢地域（相沢 1～7・瀬谷 1～3丁目）

●二ツ橋の旧アレルギーセンター跡地に、「せやまる・ふれあい館」設置を推進。
医療・介護・福祉・健康・子育て支援などの拠点として充実を図る。
●旧アレルギーセンター跡地に、区の休日・急患診療所や区災害拠点を整備。
●東野・東野台の住居表示板の設置を推進し、地番の整備を図る。
●相沢地区の交通安全等のため、通過交通を回避する東野から相沢7丁目を通
り、県営細谷戸住宅から海軍道路を結ぶ「瀬谷団地連絡道路」の開通を推進。

瀬谷第四地域（東野、東野台、二ツ橋町）

●三ツ境駅及び周辺を「交通バリアフリー基本構想」のモデル地区にと提案、エレ
ベーターやエスカレーターの設置などで総合的なバリアフリー化を実現。
●三ツ境小学校地域防災拠点の受水槽の活用が実現。災害時の飲料水確保を提
案、全市の地域防災拠点で災害時の飲料水確保策として受水槽の活用が実現。
●三ツ境小学校地域防災拠点に通称：災害用ハマッコトイレを設置。

三ツ境地域（三ツ境）

●原中学校の老朽化した体育館をコミュニティハウス併設型体育館と
して立て替えを提案すると共に、エレベーター設置を推進。
●三ツ境小から原小学校までの狭い「かまくら道」の拡幅整備を推進。
●原中学校地域防災拠点に通称：災害用ハマッコトイレ設置を推進。

阿久和北部地域（阿久和東 1・2、阿久和西 1・2丁目）

●原小学校地域防災拠点に、本市初の配水池から校庭の
水飲み場まで全ての水道管が耐震化され地震に強い、
「耐震給水栓 ( 水飲み場 )」の設置を推進。
●県営阿久和団地内を走行するバス路線の拡充を推進。

阿久和南部地域
（阿久和東 3・4、阿久和西 3・4、
阿久和南 1～4丁目）

●横浜市の「脳血管救急医療体制」を提案し実現。
●小児の難病「胆道閉鎖症」を早期に発見する便色
カラーカードの母子手帳への掲載を提案し実現。
●市内夜間中学校の充実と、教科書配布を提案し実現。
●災害時の飲料水確保策として、消火栓や学校受
水槽の活用を提案し実現。
●災害時避難所に、段ボールベッド使用を提案し実現。
●市営住宅の街灯や道路照明灯に使用されてい
る水銀灯のＬＥＤ化を提案し実現。
●都市公園内に集会所を設置する要綱を提案し実現。

＊
そ
の
他
＊

●地元と連携し、瀬谷駅南口第１地
区市街地再開発事業を推進。
●2021年夏オープン予定の市街
地再開発ビル内に音楽ホール・
ギャラリーなどを備える「区民文
化センター」の設置を推進。

瀬谷第一地域
（本郷 4・瀬谷 4丁目・中央）

●南瀬谷中学校にエレベーター設置を提案し実現。
●南瀬谷小学校横、５差路の拡幅整備を推進。
●市営南台ハイツA集会所の雨漏り・トイレ改修、
瀬谷第二公園にトイレ設置を提案し実現。
●市営南台ハイツＢ集会所前に地域と連携し、本市
初の自販機 ( 目的外使用 ) 設置を提案し実現。
今後、市内全域の市営住宅にも拡充される。

南瀬谷地域（南台 1・2・南瀬谷 1・2丁目）

●和泉川の浸水対策を推進。
●宮沢町第五公園の整備をはじめ、
周辺道路の冠水対策を推進。
●宮沢会館前の道路整備と、周辺の
道路冠水対策を推進。

宮沢地域（宮沢1～4丁目）

自販機設置（市営南台ハイツ）

受水槽から飲料水（三ツ境小）

相
沢
川
の

第
二
雨
水
幹
線

公明党瀬谷支部 地域実績 (一部)

原中学校わき拡幅工事

瀬谷駅南口第 1地区市街地再開発事業

ブロック塀の改修工事（瀬谷第二小）

細谷戸地域

相沢地域本郷地域

宮沢地域

三ツ境地域

阿久和北部地域

阿久和南部地域

瀬谷第四地域

瀬谷第ニ地域

瀬谷北部地域

瀬谷第一地域

南瀬谷地域

瀬谷第二小・三ツ境小（整備済）、上瀬谷小・原中学校・
県立横浜ひなたやま支援学校 （2018年度中整備予定）

災害用下水直結式仮説トイレの整備
（通称：災害用ハマッコトイレ）
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