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いそべ圭太
横浜市会議員（保土ケ谷区）

昭和６３年３月
平成　６年３月
平成　９年３月
平成１２年３月
平成１７年３月

平成２３年４月
平成２７年４月
平成３１年４月

私立青葉幼稚園 卒園
横浜市立星川小学校 卒業
横浜市立保土ケ谷中学校 卒業
神奈川県立保土ケ谷高等学校 卒業
帝京大学法学部法律学科 卒業
～横浜市内の民間企業を経て～
横浜市議会議員選挙 初当選
横浜市議会議員選挙 ２期目当選
横浜市議会議員選挙 ３期目当選

主 な 経 歴

磯部 圭太（いそべ けいた）
昭和５６年（１９８１年）８月２６日
保土ケ谷生まれ　保土ケ谷育ち

プ ロ フ ィ ー ル

平成２５年
平成２７年
平成２８年
令和　元年
令和　２年

令和　３年
令和　４年

こども青少年・教育委員会 副委員長
孤立を防ぐ地域づくり特別委員会 委員長
予算第一特別委員会 副委員長
新たな都市活力推進特別委員会 副委員長
予算第一特別委員会 副委員長
水道・交通委員会 委員長
郊外部再生・活性化特別委員会 委員長
建築・都市整備・道路委員会 委員長
予算第一特別委員会 副委員長

主な議会活動

平成３０年
令和　元年
令和　３年
令和　４年

自民党保土ケ谷区第八支部 支部長
自民党横浜市連 組織委員会 副委員長
自民党横浜市連 青年局長
自民党保土ケ谷区連合支部 幹事長

主な政党役職

平成２６年
令和　２年
令和　４年

横浜市市営住宅等入居者選考審議会 委員
横浜市都市計画審議会 委員
横浜市住宅政策審議会 委員
横浜市都市計画審議会 委員
神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員
神奈川県後期高齢者医療広域連合 監査委員

主な役職・審議会委員等
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いそべ圭太の議員活動を応援してください！

自民党への入党
 「党員」というと、堅苦しいイメージがありますが、いそべ圭太
の「ファンクラブ」、自民党の「ファンクラブ」という位置づけでし
たらいかがでしょうか。
　ファンクラブというと、軽い、政治に対して考え方が甘い等、お
叱りをいただくかもしれませんが、政治への興味、参加のハード
ルは低いに越したことはありません。
　入党されると、自民党総裁選（３年に一度のフルスペック）で
投票することができます。
　総裁選挙の前２年継続して党費を納めた党員の方は、総裁選
挙の有権者になります。
例：２０２４年の総裁選有権者→２０２２年・２０２３年の党費を納めた方

　希望にあふれ、誇りある日本を創り上げ、次の世代へと引き渡し
ていく責任を、私たち自民党は全力で果たしていきます。ぜひ党員
になって、ともに日本の明日を切り拓いていきましょう。

自由民主党神奈川県横浜市保土ケ谷区第八支部
支部長 磯部圭太

　自民党員（兼いそべ圭太後援会会員）になって、いそべ圭太
の活動、日本の政治をお支えください。

自民党 党員募集！QRコードまたはメール、電話にてご連絡ください。

期間

単位

年党費

年齢制限
国籍・資格

入党時期

初回
（新規入党時）

継続方法
（翌年以降の更新）

市会見学 傍聴案内 インターン募集中！ ポスターの掲示にご協力ください！

ボランティアスタッフ募集中！

暦年（１月１日から１２月３１日）

個人（世帯毎）

一般（世帯主）４，０００円・家族２，０００円・特別２０，０００
円以上／家族党員として入党するには、同一世帯に同
一姓の一般党員１名が必要です。

１８歳以上で日本国籍を有する方／自民党の綱領・主義・
政策等に賛同される方／他の政党の党籍を持たない方

一年を通じていつでも入党可能です。但し、１月１日から
１２月３１日が一年の期間となります。１０月１日に入党
いただいた場合、初年は３ヶ月間のみ党員となります。
月割は出来ません。一年分の党費が必要となります。

「新規入党申込書」に、氏名、住所、電話番号などを記
入し、党費（現金）を添えて手続きをします。まずはお
問い合わせください。

５月１日から１０月３１日の期間を目処に、ご集金または
お振込により納めていただきます。

　みなさんの日々の暮らしに、いちばん身近な基礎自治体である
横浜市。その市政運営の中心である横浜市会（市議会）を傍聴・見
学してみませんか。
　国会見学は経験があっても、市会（市議会）見学は機会がなかな
かないかもしれません。国政の情報は報道等で知る機会が多いで
すが、市政の情報はいかがでしょうか。
　いそべ圭太は、開かれた市政・身近な市政を目指しています。
　その活動の一貫として、市会傍聴・見学をオススメしています！

　いそべ圭太の日々の活動報告や存在を多くの方々にご理解
いただくために、みなさまのお宅やお店、駐車場などにポスター
の掲示をお願いしています。ぜひご協力ください。

　いそべ圭太と共に、この街の暮らしを、横浜を少しでも良くし
ていきませんか。
　心が豊かになる明るい未来を一緒に創りませんか。
　１時間でも２時間でも、手の空いた休日のみでも構いません。
　ご都合に合わせて、おひとりお一人の可能な範囲でお手伝い
をお願い出来ましたら幸いです。

　本会議や委員会は、直接傍聴が可能です。
　また、インターネットでも生中継をご覧になれるほか、後日録画
されたものをご覧いただけます。

傍聴

横浜市会議員 いそべ圭太事務所 インターン募集

自民党の挑戦に、あなたの力を 

見学

個人見学

団体見学

見学時間

１名様から受付しています。

人数等は、ご相談ください。

平日の９時から１６時の間で、ご希望の時間帯でお受けします。

活動時間

期間

対象

必要な
技能・経験

応募方法

朝の活動（６：３０～９：００）・日中の活動（９：００～１７：００）
夜の活動（１７：００～２１：００）
イベント等の場合は適宜相談（時間外活動あり）

決定次第　～　ご本人の希望の期間（応相談）

１８歳以上（高校生要相談）
各種専門専修学校・大学・大学院・既卒者など

特になし・やる気のある人

下記QRコードまたはメール、電話にてご連絡ください。
追って、ご連絡、面談をさせていただきます。

衆議院議員
古川 なおき

神奈川県議会議員
たかはし 栄一郎

参議院議員
島村 大

私たちも、いそべさんと共に、活動しています！

市会見学 傍聴案内
QRコードまたはメール、電話にてご連絡ください。

インターン募集 応募フォームはこちらのQRから

ボランティアスタッフ募集
QRコードまたはメール、電話にてご連絡ください。

学生・社会人のインターンを募集しています！横浜市会（市議会）を傍聴・見学してみませんか
のぞいてみよう ！ 横浜市会

一度きりの
学生生活

若さとやる気で自分の未来を
明るく楽しい人生にしませんか？

「熱い想いをもった学生・社会人を求めています！」

「この人に会いたい！」
「ここに行きたい！」
自分のやりたいことに
トライ出来る！

学校の垣根を越えた
仲間・交流が出来る

自分達で活動内容が決められる
ex）議会見学・スポーツ観戦
　　バーベキューなど

政務活動レポートの配布を通
じて様々な方々と触れ合うこと
が出来る

学生同士の交流を大切にして
います
互いの経験や情報を共有
できる一生の仲間が出来る

・街頭活動
・ポスティング
・ポスターの掲示

やる気のある学生さん。どなたでもご参加ください！

下記の内容にご協力いただける場合は、ボランティアの登録
をお願いいたします。
●事務所内作業　●ポスティング　●街頭活動　
●車の運転　●ポスター掲示　●ご紹介　●その他作業

すべてのお問い合わせは、下記事務所までお願い申し上げます。

いそべ圭太の挑戦に、みなさまのお力をお貸しください！

045-337-3331
045-337-3332
keita-isobe@iso-becchi.com

TEL

FAX

E-mail

https://www.iso-becchi.com/HP

横浜市会議員 いそべ圭太 事務所
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討議資料



取り組んだ
主な目標

令和４年１０月２０日現在の活動報告（質疑はその時点の内容）

災
害
対
策

横浜市会議員　

責任ある政治 子どもたち 未来のために

市政報告

政務活動報告号外

　こんにちは。いそべ圭太です。おかげさまで、横浜市会議
員を３期１２年務めさせていただいています。
　「政治家って普段何をしているの？」よくお聞きする言葉
です。たしかに「そうだな」と感じる今日この頃です。
　コロナ禍も相まって、皆様とお会いする機会が激減しまし
た。また、この４年間は、中堅の３期目となり、公務・政務・党務
共に、より一層責任のある立場を与えていただいており、地
元にいる時間もだいぶ減ったと実感しています。
　政治家がどのような仕事をし、どれくらいの成果を出して
いるのか、市民のみなさまの判断の材料（脱・何をしている
のかわからない）となる情報を提供することを考えてこれま

で取り組んでまいりました。
　私が議会で取り上げる質問の多くは、地域のみなさんか
らのご意見、ご質問、ご要望などが基となっています。実際
に、いただいた声をいくつも議会での質問や、提言として代
弁してきました。
　政治家と話をすることに慣れていない方々や世代に、関
心をもっていただきたい。自分たちの声を議会に届けてほ
しい。そのような想いに応えるため、私は議員を志しました。
　「大切なことは何か」を常に考えながら行動しています。
今後も、みなさまの声をお聞かせください ！
　将来の横浜を見据えて、生まれ育ったふるさと保土ケ谷

はもとより、地域のみなさんと一緒に、豊かで元気ないきい
きとした横浜の未来を切り拓いていきたいと思います。
　これからも日本一の基礎自治体「横浜」、いつまでも住み
続けたいまち「保土ケ谷」のために、人を育み、安全・安心な
暮らしを確かなものにするという強い意志で、取り組みを推
進してまいります。
　あっという間に経過した１２年間でしたが、地域のみなさ
まのお力を糧に、これまで様々な仕事をさせていただきま
した。ここでは、最近の取り組みの一端を紹介いたします。

主な実績や取り組み／３期１２年の信頼と実績

そ
の
ほ
か

・地産地消の推進
・脱炭素社会の実現に向けた施策の拡充
・行政手続きの電子化の推進
・土木産業遺構の歴史的建造物としての保全活用

・風水害啓発の拡充
・災害廃棄物処理の推進
・消防体制・消防団活動の充実強化

令和元年

令和2年

様々な場面を通して積極的に地域の声を市政に届けています！

上記以外にも、各種委員会で積極的に発言しています。

主な議会での質疑（登壇）

決算特別委員会（都市整備局審査）
決算特別委員会（道路局審査）
決算特別委員会（教育委員会審査）

本会議（一般質問）
決算特別委員会（資源循環局審査）
決算特別委員会（消防局審査）
本会議（議案関連質疑）

　９月２７日
１０月　７日
１０月　７日

令和３年
予算特別委員会（資源循環局審査）
予算特別委員会（交通局審査）
本会議（議案関連質疑）
決算特別委員会（交通局審査）

　３月　１日
　３月　９日
　９月１０日
１０月　８日

令和4年
予算特別委員会連合審査会（総合審査）
本会議（一般質問）

　３月１８日
　９月　８日

　６月２６日
　９月２９日
１０月　１日
１２月１７日

みなさまの
声をお聞かせ
ください！

昭和56（1981）年８月26日生まれ
横浜市立星川小学校／横浜市立保土ケ谷中学校
神奈川県立保土ケ谷高等学校／帝京大学法学部法律学科 卒業
横浜市内の民間企業を経て／平成31年横浜市会議員選挙 ３期目当選
高校時代に生徒会長を経験／20代に自治会・町内会役員を経験
現在は青少年指導員／ただいま、男児を育児中！

予算委員会で当局の見解を問う

新春語り初めで抱負を語る

街づくりを積極的に推進

国と地方が連携して政策を実現

地域はイメージカラーのバイクで

厳粛な本会議場で議論を尽くす

街頭での演説は欠かしません

地域の式典で祝辞を述べる

ＥＶバスで温暖化対策を推進

川崎市台風被害復旧ボランティア活動

質疑の詳細はこちらから ・ 議会中継 ・ いそべ圭太議会報告

子
育
て
・
福
祉
・
医
療

・学校統合に伴う遠距離通学支援
・障害児支援の拡充
・小中学校の医療的ケアの拡充
・子どもの貧困対策の拡充
・救急体制の強化
・歯科口腔保健の推進と健康寿命延伸に
 向けた取り組みの推進
・新型コロナウイルス感染症対応・ワクチン接種の
 充実・医療体制整備の推進

ま
ち
づ
く
り

・バス路線の再編・強化
・バス停の新設と安全対策の推進
・ひとや企業を呼び込む都市づくりの推進
・今井川の河川改修の推進
・水路の老朽化対策の推進
・橋梁の老朽化対策の推進
・保土ケ谷工場再整備の推進
・共同住宅の附置義務駐車場規制の見直し

　ここでは主に議会での活動を紹介していますが、これ以外にも、カーブミラーの設
置、草刈り、不法投棄対策、道路舗装、危険なバス停の移設、照明灯の移設など、行政
や民間事業者、地域との課題調整は、日常的に取り組んでいます。条件が整ったもの
から解決に導いてまいりました。区内でのご相談を含め、様々な実績を残しています。

いそべ圭太は、SDGsを念頭に置いた活動を行っています。


