して子育てができる環 ず毎回苦労の連続です。 〇林市長は、安心して
境こそ優先すべきです。 また校舎の奥は崖地に 子育てができる環境整
ところが、中３までの 面した部分があり、そ 備についてですが、子
小児医療助成制度は小 の金網フェンスは錆び どもたちを取り巻く環
学校４年生からは一部 て基礎のコンクリート 境整備の重要性を一層
負担金を求め、しかも 部分は浮いてきていま 高まっておりまして、
所得制限もあります。 す。子どもたちが力一 令和２年度予算におい
少人数学級は国基準 杯この金網フェンスを てもしっかりと取り組
のままです。子育て世 押したら倒れてもおか む。市立学校は老朽化
帯にお金の心配をせず しくありません。
している学校が多く、
安心して横浜で子育て
学校は教育委員会に 今事例もいくつかお話
ができる環境整備こそ、 ずっと修繕の要望を出 しいただきましたが、
生産年齢人口の減少を していますが、予算が 修繕が追い付いてない
抑える施策として最も たりないので部分的な 側面も確かにあります。
重要だと考えます。
修繕しかできていない
建て替えを含めた学
〇「学校施設改善を」
と聞きました。
校施設の改善もしっか
築 年の蒔田小学校
新年度予算で学校施 り検討していく、と答
は、壁に亀裂や剥れが 設の老朽化対策予算は えました。
あり、窓枠からは雨漏
億円で前年度と変わ 〇日本共産党は、子育
りしています。円形校 りありません。どう改 て環境優先の市政実現
舎の玄関引き戸の開け 善するのかと質問しま に向け頑張ります。
閉めはスムーズに動か した。
44

〇昨年 月 日、中村 なんらかの対策を考え う看板をラミネート加
地域を訪問していた際、 てくださる、とのこと 工したものを貼ってい
４丁目の方から、つい でした。
ただけるようなことは
先日この交差点で自転
考えているが、それは
車で飛び出した児童と
個人のお宅に貼るよう
車がぶつかる事故が起
にお願いしたい、ただ
きたので、なんとかし
し、今年度の予算は余
てほしい、という要望
裕がないので、新年度
を受けました。
先月末、南警察から 予算で対応することに
この見通しの悪い交差 なるとのこと。
点は変えることはでき
要望していただいた
ないので、南土木事務 方に、南警察と南土木
所と相談して、地面に 事務所の対応をお伝え
交差点の表示マークを しました。
書くなどの対応を考え
引き続き、市民の安
ているとのこと。
全を優先するように要
南土木事務所からは、 望してまいります。
「飛び出し注意」とい

50

20

さっそく南警察へ対
応をお願いに行きまし
た。警察の方も事故の
現場を見ているので、

12

〇「子育て環境整備こ
そ優先に」
２月 日の予算代表
質問で、私は林市長の
予算案についての考え
方について質問しまし
た。
市長は を実現する
理由に、生産年齢人口
の減少による税収減を
補うためとしています
が、それは、横浜市だ
けに限って起こる現象
ではありません。生産
年齢人口の減少を心配
するのであれば、安心
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47人参加した予算懇談会

全国医療的ケア児者
支援協議会親の会の方と

南寄席で挨拶
日 政策・総務・財政
常任委員会
日 団会議 予算代表
質問原稿の準備
日 本会議 予算代表
質問に立つ
日 団会議 消防局・
交通局の質問のための
ヒアリング
日 本会議
日 横浜市消防訓練セ
ンターへ視察に行く

17

18

21

25

日 予算代表質問準備
日 本会議
日 女性議員の研修会

IR

日 南区後援会総会で
市政報告

27 26

どの対応策を具体的
に示して欲しいです。

売り上げが落ち込ん
でいるのに」と、悲
鳴が。 政府には、検
査体制、休業補償な

あらきのぼやき
コロナウィルスで次々
と市の主催する行事
が中止や延期になっ
ています。学生がい
る家庭では、急きょ
臨時休業となり、低
学年のお子さんがい
る家庭や卒業式など
を控えている家庭で
はその対応で大変で
す。 弘明寺商店街
に行った際、桜まつ
りも中止になり「こ
れは本当に大変だ、
今でも景気が悪くて

29

14 13 12

16

日 中村４丁目餅つき
大会 蒔田公園で２区市
民連絡会の集会で挨拶

IR

２月の活動
６日 団会議
生活相談
７日 議案説明 団会議
・確定申告の書き方に ８日 県議員研修会
ついて
県女性後援会で挨拶
・ 台風 被 害 の 補 助 金 申
請について
・私道の改修について
議員活動
１日 ２区市民連絡会で
弘明寺で宣伝 カジノ受
任 者の お 願 い と 菅 官 房
長官の地元であるので、 ９日 南永田後援会で市
野党共闘で頑張ります。 政報告
日 健康づくり・市民
スポーツ特別委員会
団会議 予算懇談会

10

〇新型コロナウィルス 染しやすくなり、また、 〇横浜 （統合型リゾー
感染症の予防ー市ホー 感染した時に症状が重 ト）の方向性（素案）
ムページより
くなってしまうことが のパブリックコメント
・こまめに手を洗う。
あります。
（市民意見の募集）が
帰宅時や調理の前後、 横浜市新型コロナウィ 始まります
食事前などにせっけん ルス感染症コールセン 意見募集期間は３月６
を使って洗いましょう。 ターはこちらです。
日から４月６日まで
アルコール消毒も有 受付時間 毎日９時～
提出方法などは、市
効です。
時 土日曜・祝休日 役所市民情報センター、
・咳が出る人はマスク を含む ☎５５０ー５ 各区役所、で配布・閲
をつける
５３０
覧できます。また、市
自分の咳やくしゃみ
ホームページで確認で
の飛沫で他の人に感染
きます。問い合わせは、
させないために、マス
都市整備局 推進課
クやハンカチを使って、
☎６７１ー４１３５
口や鼻をおさえましょ
※カジノについて市民
う。
が直接意見を言える方
・よく眠り、バランス
法の一つです。ぜひ、
よく食べる
皆さん積極的に意見を
体力が低下すると感
出してください。

３日 予算研究会
４日 予算研究会
５日 区づくり推進会議
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