横浜市会議員11期当選の経験を生かして

決断と実行･責任ある市政
市議太田正孝と横浜市政を考える会資料

太田正孝
プロフィール

公 約と政 策
コロナ撲滅･関連政策
戦いに勝利しなければなりません
コロナ感染者は即入院体制を整え、コ
1. 旧市民病院を感染症専門病院として開設を急ぐ。
ロナ感染拡大を阻止する。各区に感染救急対応施設を設置するか、
ＰＣＲ診療施設医院
を多数開設する。
※磯子区に開設した医師会のＰＣＲ検査場同様の施設を各区に設置する。入院施設の確
保に努めるなど感染症対策を強力に進める。小中高学生や高齢者や社会的弱者らの感
染防止対策を強化する。

事務所：横浜市磯子区岡村 6-5-55
携帯：090-1505-4690
FAX：045-751-1535
メール：ota@wonder.ocn.ne.jp

2. コロナ禍で疲弊した経済を立て直すために、保証協会の融資援助体制を拡充強化する。
横浜市発の無利息融資制度の拡充を行う。

太田正孝のあゆみ

3. コロナ撲滅まで、公共料金の値上げは行わない。水道料金の値上げは、撤回か延期する。
4. 看護師養成を強化し市立看護学校の創設も考える。病院や老健施設の需要にこたえる
ためにも看護と介護専門学校創設を考えたい。

1945 年 11 月 11 日 11 時横浜市磯子区広地で生まれる。
父正治（横浜市山元町生れ）母ミヨシ（東京都墨田区生れ）の間の 3 弟妹の長男、家業は床屋さんです。
小学生から新聞配達や牛乳配達に従事、働き者である
市立磯子小学校、岡村中学校卒業後、日本鋼管鶴見造船所養成校に入学、傍ら県立神奈川工業高校定
時制に通う学業継続のために日本鋼管を退職後、倉庫業や町工場の職工・反町の京急経営のジェッ
トコースター従業員、喫茶店のバーテンダー等の職を経験、神奈川県庁のメールボーイ（臨時職員）
を経て県職員初級試験・中級職試験に合格、県税事務所職員となる。途中、上級職試験学科試験にも
合格、その間、県立希望が丘高校定時制に転校、卒業後、中央大学法学部通信教育に学ぶ
昭和 45 年神奈川県職員退職、横浜市会議員選挙出馬、昭和 49 年横浜市会議員選挙に再出馬、いず
れも惜敗した。この両選挙は無所属での出馬であった。昭和 54 年横浜市会議員選挙に、新自由クラ
ブ公認で出馬し初当選、その後今日まで連続当選 11 回を数える途中参議院選挙に出馬惜敗してい
る長年無所属であったが現在所属は立憲民主党である
賞罰…自治功労によりの藍綬褒章授与される
現職
♦横浜市会議員・横浜市会議員は通算 11 期目である
♦社会福祉法人みどりのその理事長
この社会福祉法人は、障害者福祉事業としてグループホーム 6 館、就労 B 作業所 3 カ所、生活介護
事業所 1 カ所、障害者移動支援事業等々の事業をおこなっている。このうちの一つは、昭和 8 年築
の古民家を再生し、茶寮「雨月山荘」として開業することになっている。なお、今年 4 月には、江戸時
代からの名産である「杉田梅」の復活工房（梅ノ木坂）を就労 B 作業所として開設し、デパート其の
他に販売を開始する
♦太田正孝行政書士事務所長
♦古美術…栄宝斎開業、なんでも鑑定団等に出演
♦温泉場の経営…横須賀阿部倉に鎌倉以前からの秘湯「阿部倉温泉湯ノ沢旅館」を所有経営
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カジノ問題
山下ふ頭にカジノは絶対に作らせない
1. カジノは横浜市に絶対に誘致しない。日本国そのものに誘致しないようにし
たい。
なお、現市長が行うカジノ誘致関連の諸手続きは即刻中止し、すでに
行った決定はすべて取り消す。
2. カジノ誘致予定の山下ふ頭の今後、一案としては、カジノなしのハーバーリ
ゾート開発を行う。ディズニーランドのような大衆健全娯楽施設の建設や
ヨットハーバー、遊覧観光船基地の新設、海浜住宅みなと横浜賑わいのた
めの開発を実施する。港関係者が提唱するカジノなしの開発に大筋で賛同
しその関係者には協力を要請する。二案としては、デジタル技術（ロボット技
術など）の開発拠点とするというものです。政府民間と協力して最先端技術
拠点として整備する案もあります。市民とともに考えていきたいと思います。

関内駅前旧市庁舎土地の活用と横浜球場の健全使用
1. 旧市庁舎本館は、国際機関や各国領事館や商務機関を誘致し、みなと横浜
国際化に寄与させる。
2. 議会棟部分には高層ビルを建設し、文化教育センターの誘致など市民教育
施設の充実を図る市民開放型自由閲覧図書館を新設する。高層ビルの上
部は宅建協会等の協力を得て、市民に分譲し、
ビル建設費に充てる。
3. 残余の土地は公園化して、横浜公園との回遊を図る。
4. 横浜球場は市民の公園としての本来の機能を復活させ、現プロ野球会社と
の整合性を図る。
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港フロント開発の適法性確保
1. マリンタワーの現在の不適正貸し付けを改めて適正貸し付けを行う。
2. 大桟橋その他の市施設の適正管理運営に努める。

米軍返還地の活用
1. 根岸地区等について
「横浜市民休暇園」的
♦「アメリカ村」構想で、現ありさまは極力残した
活用を図ります
（民有地は買収）
テニス、ゲートボール、キャンプ場、
劇場等々の市民娯楽施設を充実させ、アメリカ人居留地の雰囲気
を残して公園化を図ります。現市長は大学病院の移転設置を計画し
ているようだが反対です。交通利便性悪く、望ましくありません。
2. 現福浦の医学部と病院の拡充
♦ 現市立大学病院のある福浦に隣接する米軍施設返還地に、手狭と
なっている市立大学病院とその関連施設を建設します。
♦ 瀬谷などの花博予定地については、計画の再評価を行う、地元の意
見を聞き、
開発します。

交通網の整備
1. 環状鉄道構想…モノレール計画
♦ 中区元町から本牧経由で根岸方面にモノレールを開通させてこの地区の僻地化を解消します . 元町〜本牧
〜根岸〜磯子岡村方面上大岡への新交通網を整備します。
この整備計画には、モノレールの会社技術者に下
見してもらっており十分可能性があります。
♦ 新交通網については市と市民が連携して、市民からの出資を仰ぎ、新鉄道会社設立か現交通局直営とするか
考慮の必要があり、
私的には、
市民多数の出資による半官半民、
民間主導の会社経営が望ましいと考えていま
す。
もしくは、
モノレールの新設を行い、
交通利便性を向上させます。
♦ 瀬谷の米軍跡地には相鉄などからの延伸、
市交通局の運営強化を図り、公営交通の実を上げるよう督励し発展させます。
小型バスの採用などで、街の
♦ 隅々まで〜市民の足の確保に全力を挙げます。

商店街の活性化・音楽のある街づくり
この地域の活性化を図る必要が
1. 伊勢佐木町や馬車道･関内あたりの商業空間の地盤沈下が顕著である。
あります。伊勢神宮の
「おかげ横丁」
ではないが、開港当時のあり様を復興創造するなど、客を呼べる空間
に改造する必要があるのではないか、お祭りイベント〜例えばランタン祭りやイルミネーション装飾祭りな
どの新規行事を創設して商店街賑わいの復興を図る。
2. 桜木町から赤レンガ〜山下公園に至る海浜をめぐる。
「レトロ市電や明治弁慶号列車の導入」など、おも
ちゃ箱をひっくり返したような観光開発を行い集客する。
3. 公園や街角でジャズや音楽の演奏が行われるよう、民間音楽家の活躍場所を確保するとともに、音楽の
街横浜を創造するため、許可制でミュージシャンに活躍場所を提供する。
4. 観光都市みなと横浜を創造するために力を注ぎます。

公務員のやる気の醸成・定年65歳の実施
1. 横浜市政を動かす原動力は公務員であるから、そのやる気を 100％発揮していただける職場環境を作っ
ていきます。
2. 定年 65 歳を実現する。再任用制度は廃止します。職員定数を正しく設けて、経費の削減に努めます。
3. 公務員の給与の適正化に努めます。

財政の健全化
1. 収支を徹底的に洗い出して、無駄な経費は全部削減します。借入金金利や外郭団体有様を検証し、是正に
努めます。外郭団体の整理や廃止を行い、補助金などの適正化を図ります（入るを計り出を制す…これに
尽きる）。
2. 必要のない天下り人事はこれを撤廃します。天下り職員に対する給与の支払いを年 700 万円余と規制し
て、それに見合う補助金などを支給している場合は、必要に応じてこれを是正するなど、財政健全化に努め
ます。
3. 余剰資産の売却による資金調達と活用に努めます。市有余剰財産の総点検を行います。余剰財産の活用
…売却や貸し付けによる利益の吸収に努めます。
4. 本庁舎の不健全使用状況を是正して、外部にある公務期間を市庁舎に吸収します。今 540 人余の公務員
が、13 余の機関が本庁舎には入れない状況です。
そのための無駄な経費は年 2 億円にもなります。
そう
した無駄や市民にとって不利益な現象を解消･省いていかなければなりません。
5. 公務の徹底的洗い出しをして、市民にとって必要でない部分の無駄を廃止させます。

議会との健全な関係
1. 議会との健全な関わり合いを確保します。批判や是正を求める市民の声が、議会を通して正しく市長に流
れるような仕組みを作っていきます。

公務の適正執行の確保と住民の監視
行政監察隊の創設
1. 市民オンブズマンの育成を図り、常時市政が市民の監視におかれるようにします。市民から必要人数を採
用し、常設の公務監視員体制を作ります、常に、市民の監視下にある市政を実現します。市長や公務員によ
る邪な我田引水行為を監視させます。

区役所機能強化と区長の公選制度の創設
1. 区長は公選し、当選者を 4 年の短期採用型公務員として採用し、区民の声が反映する区政の推進を図り
ます。区政推進のための区独自の予算を創設します。区民により区行政への直接関与を強化します。

5. 不健全無許可風俗業等の排除を図ります。
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緑化推進隊の創設、高齢者等活動応援
1. 街路樹の剪定や緑地帯の整備や公園の緑化・管理に、高齢者や市民の参画を促し、市民の手による緑の
保全に努めます。高齢者の仕事を公務の中に増やして、生涯労働の機会をたくさん与えて、健康管理にお
勤めいただきます。
2. 公務に高齢者や障害者等の働く場所を多数確保します。

社会的弱者に対する施策の充実
1. 障害者に対する差別的行政が行われています。其の他の社会的弱者に対する行政の在り方を徹底的に検
証して、必要な改善をしていきます。必要に応じて制度改善を国に働きかけます。
2. 教育委員会の子供教育の在り方を徹底検証し、子供が健全に育つように、力を入れます。
3. 保育園の充実などに努めて、民間保育園も含めて必要園数を確保します。
4. 子供の成育に対して万全の施策を実施していきます。

市民ヨットハーバーや河川の活用
1. 市民ヨットハーバーがさらに多くの市民に利用されるよう充実強化します .
2. 市内の河川の親水性を確保し、水鳥が遊び、花園がある魚が群れ遊ぶ、そうした水の恵み豊かな横浜市
を作っていきます。

道志村との合併・市民休暇村の創設
1. 水道水の源泉確保の為にも道志村との合併を進めます。
2. 横浜市道志村に横浜市民休暇村を設置、温泉療養や余暇の活動
に道志村を活用します。
3. 道志村地区の区長は、現道志村住民による公選方式で行います。
（当選者を区長に任命する）
※中田時代に、道志村の方から合併の話がありました。
この構想
には十分現実味があります。

中学校給食完全実施
1. 浜弁は廃止･栄養豊かな正規の法律上の学校給食
を実施。子供の健康な発育に責任を持つ仕組みを作
ります。早急に！

防災・減災対策の強化
1. まちの不燃化対策を強化し、耐震対策や水害対策など自然災害に対する対策を強化します。
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国際港都横浜建設と交際交流の実施
旧庁舎の活用・貨物専用空港構想
1. 旧市庁舎本館を国際交流拠点とします。
みなとの設備増強や貨物専用空港の建設も視野に入れ、新港都
建設に努めます。
2. 学校や街に、国際色豊かな環境を作り、
「世界に羽ばたくはまっこ」
の育成にも努めます。公共教育の国際
化と民間教育機関への補助や育成強化を図ります。

人口減と高齢化社会の現実に取り組み
だれもが幸せになる施策を実施する
1. 人口減少対策に力を入れ、住民の自主的な取り組みを支援し市民の
「生涯幸せ」実現に市として全力で寄与する。
2. 出産や子育てを応援して、保育と就労が両立する環境を作っていきます。
3. 教育環境の充実に努め、
いじめなどの無い健全な社会にします。
4. 高齢者が安心して暮らせる横浜をしっかり作っていきます。
お年寄りの共
同生活ホーム、老健ホーム等々の施設の充実を図ります。

緑地帯の保全
「瀬上の森」
など、緑地帯を破壊しての宅造計画には反対して、必要な宅地造成会社の土地
1. 例えば栄区の
を買収し、故郷の緑豊かな環境を守ります。
2. 青い海と緑に覆われた美しい町・憧れの横浜市を作っていきます。河川の保全や街路樹や公園の緑の保
全にも力を入れます。前のページに述べた「緑化推進隊」の創設と共に、理想的な緑園都市実現に努めて
いきます。

都市農業の育成
1. 地産地消を奨励し、横浜の大切な農業を守りそだてます。農業後継者の育成や「食べていかれる農業振
興」に力を入れます。
「農業工場」の研究を行い、省力･高収穫の農業実現を期します。

行政改革・お金のかからない行政に努めます
中小企業や商店主のための施策を立案してまいります
議会と二人三脚で市民の幸せを勝ち取ります
以上、
一部だけですが
「新生横浜」
のための政策を申し述べました。
太田正孝は、
残余の人生を、
横浜市の発展・市民の幸せ向上にかけていきます。
太田正孝は必ずこの横浜に芳しさを遺して参ります。
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