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1、市民と医療を守る （22 事業 168 億 8300 万円） 

 感染拡大防止策と万全な医療提供体制の確保をめざします。 

☆患者受入医療機関支援事業 ☆帰国者・接触者外来支援事業 ☆医療従事者支援事業 ☆新型コ

ロナウイルス感染患者の子どもの受け入れ環境整備事業 ☆市営地下鉄グリーンライン感染拡大防

止対策事業 ☆学校における感染症対策教育環境向上事業 ☆保育所等に 

おける感染症拡大対策事業  等々 

 

２、横浜経済と市民生活を守る （34 事業 92 億 4200 万円） 

 経済再生に向けた企業活動の支援や雇用対策等困難な状況にある 

方々への支援です。 

☆中小企業の「新しい生活様式」対応支援事業 ☆MICE 誘致・開催支 

援事業 ☆緊急雇用創出事業 ☆就労系障害福祉サービス生産活動活性 

化支援事業 ☆障害福祉サービス事業所職員に対する慰労金給付事業  

☆新型コロナウイルス感染症・災害時相互応援助成事業 ☆外国人相談 

対応強化事業 ☆修学旅行等支援事業 等々 

※MICE 会議・研修、招待旅行、国際会議、展示会等のビジネストラベル用語 

 

３、新たな日常に取り組む （10 事業 28 億 9800 万円） 

学校・地域・行政におけるデジタル化の推進をめざします。 

☆地域ケアプラザ等 ICT環境整備事業 ☆自治会町内会新しい活動スタイル応援事業 ☆ICTを活

用した郊外住宅団地の新しいつながり創出事業  等々 

9 月 2 日から 10 月 14 日の 43 日間にわたり第 3

回市会定例会が開催されました。一般議案では、小児医

療費助成制度の改正を含む 32 件が、補正予算として、

くらし・経済対策として 66 事業役 69 億円が計上され

ました。新型コロナウイルス感染症対策の強化と経済再           
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生実現の両輪を回し、新しい生活様式に対応した社会づくりをさらに加速させていくとするもので

す。また、9 月 16 日からは決算特別委員会が設置され、令和元年度の決算内容が審査されました。 

 一般議案については各常任委員会で審議され、令和元年度決算については決算第一・第二特別委

員会で審議され、すべて可決・認定しました。 

新型コロナウイルス感染症対応くらし・経済対策- 

https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/convention/
https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/business-travel/


 

横浜の医療体制を整える！ 
 第三回市会定例会では決算特別委員会が開催され、「ふもと理恵」は医療局・医療局病院経営

本部に対して、コロナ禍の医療対応への感謝を述べるとともに、令和元年度の予算執行の在り

方とともに、2025年問題への取り組みについて等 7項目について質問をおこないました。今

後も高齢化進展を見据えた市民の健康・安全対策の充実に取り組んでまいります。 

  
☆市民病院の経営について 

Q、令和元年度は大変大きな転換の年であったと思います。

新病院の開院準備を進めながら、旧市民病院で経営改善に取

り組むことが求められるなど、忙しい１年であったと思いま

す。感染指定医療機関として、２月から新型コロナウイルス

感染症にも対応してきましたが、その中で経常収支の黒字化

を維持したということは評価ができると思いますけれども、

一昨年の経常収支に比べると約４億円が減少ということで

した。経常収支の黒字額が減少した理由について伺います。 

 

A、２月以降の新型コロナウイルス感染症

による影響で、延べ患者数は入院、外来と

もに 12月末時点の見込みより 2000人

以上下回り、入院、外来の収益合計は決算

見込みより２億8000万円下回ることと

なりました。 

 

Q、市民病院におけ

る令和２年度の経営

改善の取組について

伺います。 

 

A、感染症指定医療機関として、新病院で充実した施設設

備を用いて、新型コロナウイルス感染症患者へ適切に対応

してまいります。その上で、地域連携の推進や予防医療の

取組などにより、新規患者の獲得に努め、また最新の高度

医療機器や増設した手術室、集中治療室などを十分に活用

し、増収を図ってまいります。 

 

☆在宅医療の充実について 

Q、在宅医療を必要とされる方が増えていく中、

在宅医療を提供する体制の整備について、ます

ます必要性が高まっています。在宅医療が必要

となったときに身近な場所から訪問診療や訪問

看護を受けられることは、大きな安心につなが

ると思います。2019年度時点で、市内には在宅

医療を行う医療機関は585か所、訪問看護事業

所は314か所あると聞いていますが、在宅医療

を行う医療機関と訪問看護事業所を増やすため

の取組について局長に伺います。 

また、2025年に向けた在宅医療の取組につい

て伺います。 

 

A、市医師会との協働事業として在宅医療を担う医師

を養成するための研修を行っております。また、横浜

市立大学と協働で開発した訪問看護師人材育成プログ

ラムを活用し、訪問看護師の離職防止と人材育成、質

の向上を図っております。これらの取組を通じて、在

宅医療を行う医療機関と訪問看護事業所の充実を図っ

てまいります。 

今のコロナの状況もありまして、在宅医療の関心と

いうのはますます高まっていくと感じています。市民

の皆様に着実に在宅医療を提供するためには、18 区

に設立しております在宅医療連携拠点が中心となりま

して、医療・介護従事者がチームとして一体となって

取り組んでいくことが大切だと思います。在宅医療の

充実のための施策については、現在策定中の次期よこ

はま地域包括ケア計画にしっかりと盛り込みまして、

障害児の皆様、お子さんや高齢者まで幅広い世代の

方々への取組を推進していきたいと考えています。 

5 月にスタートした

新市民病院 

 

10 月新泉区医師会

館内に、在宅医療相談

室も設置されました。 



 

  

令和 3年度（2021年度）予算要望・提言書を市長に提出 

9 月 16 日、林市長と 4 人の副市長に予算要望書を提出しました。各局・各区に対して

519 項目にわたる内容です。政調会長として「ふもと理恵」から、14 の重点項目について説

明を行いました。 

○施策の推進とコロナ対策を見据えた財政健全化の両立 ○防災・減災対策の一層の充実  

○社会福祉施設等における新型コロナ感染症対策の充実○IR 誘致の撤回と市民意見を尊重し

た山下ふ頭の再開発 ○新興・再興感染症対策○中学校給食実施に向けた取組みの促進等                                        

コロナ感染症拡大による横浜経済の状況から、厳しい来年度税収減を見越しながら、市民生

活に必要な施策やコロナ対策にはしっかりと予算を付けるべきで、厳しい中で何が必要かと考   

         

                               

令和元年度決算には賛成、IR・カジノの是非は市民の声を聞くべき！ 
議会最終日（10/14）には、会派を代表して賛成討論で登壇しました。以下抜粋です。 

「決算特別委員会においては、会派全員で事業を見直し各局に対してその成果を認め、要望

も含めて議論をして参りました。予算編成開始時点では、500 億円の収支不足が指摘されまし

たが、先に述べましたような災害や災禍が生じたにも関わらず、実質収支は 42 億円余りの黒

字となり、総合的に振り返り令和元年度横浜市一般会計歳入歳出決算を認定することとしまし

た。 

しかし、市長から IR カジノ誘致を目指すというご発 

言があり、昨年の第 3 回市会定例会には IR 推進事業 

費として 2 億 6 千万円が補正予算として示され、残念 

ながら成立してしまいました。決算総合審査での会派議 

員の質問に対して、「まだ IR に対する市民理解が足りな 

い、事業が進捗するにつれて懸念事項の解決も見えてく 

るので市民に発信し、丁寧な市民説明会を行っていく。」 

とご答弁されています。説明を行うことと、市民の声を 

聴く両方の機会が必要です。 

カジノの是非ついては市民の関心が高まりを見せ、各区でコロナ感染防止対策をしながらの

署名活動がスタートして 1ヶ月半がたちました。住民投票直接請求に必要な法定数 62,541筆

を上回るところまで到達したとの報道があり、カジノの是非を決めるにあたって、市民の声を

聴くための住民投票を実施してほしいという思いには、市長も議会も真摯に向き合っていくべ

きです。」 

 

 

えることは、横浜市民にとって

真に必要な施策がより一層明

確に見えてくると述べました。                                         

市長からは、コロナ対策に全力

を挙げることと、新たな劇場整

備については予算を減額する

との話を引き出すことができ

ました。 
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常任委員会：温暖化対策・環境創造・資源循環                    

特別委員会：減災対策推進委員会(委員長) 

会 派：政調会会長 

その他：横浜市防災会議委員・ 

横浜市国民保護協議会委員 
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１９５９年１月 大阪で生まれる 

１９７９年 小学校教員生活スタート 

 桂台小学校・中田小学校・深谷台小学校 

和泉小学校・緑園東小学校で勤務 

２０１０年 初当選を果たす 

   現在四期目活動中！ 

お気軽にご相談ください。 

地域の声が活動の源です！！ 

  

 真夏の暑さの 9 月から木々の色づく

11 月まで「カジノの是非は市民が決め

よう！」と泉区内各所で署名活動を行っ

てまいりました。直接請求に必要な法定

数の 2 倍以上となる 15 万 6445 筆が

集まりました。署名には住所、生年月日、

印が必要なハードルの高い署名である

にもかかわらず、これだけの署名をいた

だきました。署名くださった方々、「受任

者」を引き受けていただきました方々に

心から感謝を申し上げます。 

 12 月中に林市長に住民投票条例案を

直接請求する見込みです。 

 その後は議会において、議論を行いま

す。15 万筆以上の署名の重みをしっか

りと受け止めて、住民投票を実施できる

ように努めてまいります。 

 

9/26 新党結成集会 10/7 横浜いずみ歌舞伎展

ん 

10/20 フラワー 

アレンジメント体験 

10/27 横浜 EV バス実

証事業開始 


