大田区長選挙公開討論会 政策比較一覧表

岡

高志

１．理念
銀行・投資会社に12年間勤めるビジネスの現場にいるなかで、子どもたち
の未来を、変わりゆく未来を、今の制度や政治が支えていけるのか、そのよ
うに思ってみずから政治の世界で世の中を変えたい。地域政治にみずから参
加しよう。そう思って、会社を退職して選挙に立候補して区議会議員となり
ました。

２．ビジョン
地域のありたい姿

解決したい課題

みんなが誇れる大田区をつくりたい。
区民が活力を持って暮らして、自主的な地域活動も活発である
活力のある大田区にしていきたい。区役所はそれを阻害する
ことがあってはならず、行政手続のICT化、行政情報の公開、
区民活動情報の共有も支援します。

現職区長の多選の弊害によって区役所が消極的で事なかれ主
義に陥っています。区民の税金が活用されずに、この5年で毎
年100億円もの歳出余剰が生じている。区役所の体質によっ
て、区民の力が削がれて大田区が活力を失っています。そこで
住民税20%減税を行う。区役所で余っている税金を区民の皆
さまに取りもどして活力ある大田区をつくります。

３．解決するための重要政策
政策１

政策２

政策３

政策分野

政策分野

政策分野

行政改革
市民参画・協働
景気対策

若者の政治参加
景気対策
生活保護対策

女性政策
人権擁護・保護

住民税の20%減税
大田区財政は区民の税金が活用され
ずに、この5年で毎年100億円もの
歳出余剰が生じている。区役所で
余っている税金を区民の皆さまに取
りもどして活力ある大田区をつくり
ます。歳入歳出差額が大幅に余すほ
かに、公共施設の改築など長期的に
必要な資金は積立金を計上していま
す。これ以上溜め込む合理性もあり
ません。

最低賃金を1,500円に引き上げ
現在東京の最低賃金は985円。諸外
国の大都市と比較して著しく低い水
準です。
最低賃金は国が定めますが、区の公
共事業（保育園なども含みます。）
という公契約の「最低賃金の引き上
げ」はできます。
民間を含めた実質賃金の引き上げに
結びつきます。
働く人が幸せに暮らせる大田区を実
現します。

女性や障害者の社会参加支援
障害者への差別をなくし、社会参加
を支援します。就労など、福祉だけ
にとどまらず、大田区でも、人間ら
しい社会参加を応援します。
副区長に女性を任用します。女性の
代表として、大田区の様々なところ
で前面に立って活躍していただきま
す。女性の声をもっと区政に反映し
ます。女性の起業環境も整備してま
いります。

４．政策注力分野
社会保障

産業政策

社会資本整備

教育・子育て

農林漁業

8%

4%

6%

10%

1%

税財政・
財政再建

20%

労働

12%

環境・

行政・

安全・防災・

エネルギー

議会改革

震災復興

2%

30%

7%

大田区長選挙公開討論会 政策比較一覧表

神田

順

１．理念
大学で建築の研究・教育にたずさわり、与野党の国会議員と建築基本法の制
定を話しあいました。東日本大震災を目の当たりにし、震災復興事業に取り
組みました。昨秋、大田区の市民と野党の共闘に関わる方々から区長選挙へ
の出馬要請があり、大田区を美しく気持ちよく暮らせるまち、防災に強いま
ちにする決意を固めました。

２．ビジョン
地域のありたい姿

解決したい課題

建築基本条例を制定し、将来像のみえる都市計画プランづく
りで、区民が納得できる建築設計や開発許可への関与を進め
ます。美しい景観は住民の暮らしの集合体。建物は安全で美し
く、豊かな社会環境形成のためのもの。今住んでいる人、住
み続けたい人のためのまちづくりを目指します。さらに循環型
社会への転換を図ります。

区政は、区民の暮らしのための政策が基本です。国の政治、都
の方針が、区民の暮らしにしわ寄せをもたらすとしたら、地
方自治体は区民を守らなくてはいけません。現区政では箱物
や開発に区民の税金が使われ、住民福祉サービスが先送りさ
れています。健康・安全な暮らしには、憲法の社会権を反映し
た区政改革が必要です。

３．解決するための重要政策
政策１

政策２

政策３

政策分野

政策分野

政策分野

公共施設マネジメント
中心市街地活性化
市民参画・協働

子育て支援
教育政策
地域コミュニティづくり

中小企業政策
景気対策
雇用創出

蒲蒲（新空港）線計画を見直しま
す。東急多摩川線を京急蒲田駅の地
下まで延伸する第１期工事１２６０
億円の一部を大田区が出資するとし
たら、私たちの税金が誰のために使
われることになるのでしょうか。Ｊ
Ｒ蒲田駅と京急蒲田駅の間のシャト
ルバスや動く歩道など、区民による
アイデアで新しい蒲田のまちを作り
ます。

子どもや障がい者の権利を守りま
す。子ども食堂や学習支援事業、障
がい者就労支援事業のかなりの部分
が、ボランティアに依存している現
実があります。区が関係者との協議
と支援に乗り出し、地域を気持ちの
通ずるコミュニティーにします。小
中学校・幼稚園教員、保育士、学童
指導員の人員増と処遇を改善しま
す。

働くものが報われる雇用政策を展開
します。入札改革を進め、区の事業
における地元事業者の参入を促進し
ます。区民に充分な公共サービスを
提供するため、低処遇で不安定雇用
がもたらす人手不足状況を解消し、
公共事業や公共サービスの従事者の
雇用と生活の安定につながる公契約
条例を制定し、地域の雇用を守りま
す。

４．政策注力分野
社会保障

産業政策

社会資本整備

教育・子育て

20%

10%

10%

20%

農林漁業

税財政・
財政再建

労働

10%

環境・

行政・

安全・防災・

エネルギー

議会改革

震災復興

10%

10%

10%

大田区長選挙公開討論会 政策比較一覧表

松原

忠義

１．理念
区民の皆様にお役に立ちたい。それには政治を学ぶことが必要と思い、アジ
ア問題や政治の近代化に取り組んでいた宇都宮徳馬衆参国会議員の秘書とし
て政治を学び、大田区議、東京都議、大田区長として三期つとめています。
区政は区民のためにあります。皆様とともに魅力的で住み続けたい大田区を
つくっていきます。

２．ビジョン
地域のありたい姿

解決したい課題

人生100年時代を魅力ある地域社会として構築するために
は、地域住民や地域の多様な主体が世代や分野を越えてつな
がることが大変重要であります。私がこれまで進めてきた地域
力による区政をさらに強化し結集することで、お互いに支え
合い、だれもが安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指し
てまいります。

・住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる地域包括支
援センターの機能強化 ・元気な高齢者の活躍の機会と場の
提供 ・誰もが元気にいきいきと暮らせる健康まちづく
り ・子どもたちが健やかに成長できる環境整備 ・計画的
な公共施設の機能更新 ・中小ものづくり企業や商業におけ
る事業承継 ・区内産業の維持、発展

３．解決するための重要政策
政策１

政策２

政策３

政策分野

政策分野

政策分野

介護支援
子育て支援
健康政策

防災対策
防犯対策
公共施設マネジメント

中小企業政策
雇用創出
産業政策

人生100年時代！いつまでも元気な
スポーツ・健康・福祉のまち、安心
して子どもを産み育てられるまちづ
くりを進めます。在宅医療支援体制
の一層の強化を進め、誰もが生涯を
健康に過ごせる地域体制の整備と、
未来を拓き地域を担う子どもの権利
が守られ、のびのびと育つ環境の整
備に取り組みます。

災害に強く、犯罪のない安心・安全
なまちづくりを進めます。災害に強
い大田区を築くために新たに防災基
金を設置し危機管理体制の見直しを
強化します。振り込め詐欺などをな
くし、犯罪のない安心で安全なまち
の実現に取り組みます。機能更新を
迎える公共施設を計画的に整備し、
複合化などにより利便性の向上を図
ります。

にぎわいと創造性豊かな産業都市づ
くりを進めます。水辺のまちづくり
や産業まちづくりを展開し、グル
メ・おみやげ・観光拠点などの大田
ブランドを国内外に積極的に発信し
ます。商業・ものづくりなど既存産
業の維持と発展を図り、事業承継や
新産業の開拓・成長を支え、区内産
業の活性化に取組みます。

４．政策注力分野
社会保障

産業政策

社会資本整備

教育・子育て

農林漁業

30%

10%

10%

21%

1%

税財政・
財政再建

5%

労働

3%

環境・

行政・

安全・防災・

エネルギー

議会改革

震災復興

5%

5%

10%
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政策比較一覧表

この討論会は後日動画で公開されます。
詳細はこちらをご確認ください。
https://tokyo-jc.or.jp/business/forum/

公益社団法人東京青年会議所大田区委員会

子育て支援について
候補者として、今後、大田区内で行うべき子
育て支援策として、重要だと思うものを3つ
お教えください。(選択式)

上記質問でお答えになった３つの点につい
て、当選者となった場合、任期期間で行いた
い具体的な実行アクションを教えてくださ
い。

岡 高志

神田 順

松原 忠義

・保護者への経済的支援
・子育てコストの減少
・病児保育の整備

・保育園の数の増加
・保育士の確保・増加
・保育の質の向上

・保育園の数の増加
・保育士の確保・増加
・家庭における子育て支援

・住民税減税
・子ども医療費無償化の維持・拡充
・病児保育施設の増設・ベビーシッターの充実

・認可保育園の待機児がゼロになるまで区立の認可保育
園を増設します。
・保育士の処遇改善。とくに給料・家賃補助を増額しま
す。
・園庭のある認可保育園を標準基準とし、保育士一人当
たりの園児数を少なくします。

・地域ごとの精密な需要予測に基づく効果的な保育サー
ビス定員の拡充など
・保育士応援手当の継続による安定的な保育士の確保。
研修・指導による保育の質の向上など
・子育て相談の一層の充実、子ども家庭支援センターの
機能強化、児童相談所の設置など

総合防災力の強化について
岡 高志

神田 順

松原 忠義

候補者として、今後、大田区の総合防災力を
向上として、重要だと思うものを3つお教え
ください。(選択式)

・防災マップの整備・普及などの「見える化」
・建物の耐震化・補強
・防災訓練の充実、参加率向上

・避難道路、公園の整備
・建物の耐震化・補強
・防災マップの整備・普及などの「見える化」

・防災教育、防災意識の涵養
・防災訓練の充実、参加率向上
・災害時における要配慮者対策の強化

上記質問でお答えになった３つの点につい
て、当選者となった場合、任期期間で行いた
い具体的な実行アクションを教えてくださ
い。

・ハザードマップのデータのウェブ公開など誰もが自分
の災害リスクを知ることができる情報整備
・分譲マンションの耐震化助成の拡充と制度啓発
・１番目のアクションにある情報整備に関連した防災訓
練を実施して地域のつながりをつくる

・区内の緑化を拡大し、公園や学校などの広場を確保し
ます。
・学校、病院など公共性の高い施設の耐震化を強化しま
す。
・ハザードマップを改善し、高齢者・障害者など災害弱
者にたいする地域ぐるみの避難方法を確立します。

・区民向けマイタイムラインの普及による迅速な避難行動
への意識の涵養など
・区内地域特性に応じた訓練や若年層を取り込む訓練の
実施による参加世代の拡大など
・迅速な避難対策や福祉避難所の充実、日頃から顏の見
える近隣環境への支援など

防災対策を自治会・町会任せにせず、区の専門職員を派
遣し、自治会・町会と協議してすすめる体制をつくりま
す。

防災訓練への参加について、これまでの被災地からの教
訓からも、日々の防災意識の向上が重要であります。参
加者の固定も大きな課題であり、子育て世代や中高生へ
の一層の参加促進などを通じて参加率の向上につなげて
まいります。
そのために、子どもたちが防災に触れて楽しめる内容を
取り入れることも重要であり、従来からの初期消火や応
急救護を行いつつ、あらゆる世代を取り込める防災訓練
を実施することで自治会・町会の参加率の向上を目指し
ます。

岡 高志

神田 順

松原 忠義

・外国人を招いた地域イベントの増加
・外国人への日本語や日本文化の啓発
・役所や商店街などの多言語対応

・役所や商店街などの多言語対応
・外国人への日本語や日本文化の啓発
・国際交流団体・人材への支援

・コミュニケーション支援
・外国人区民も暮らしやすい生活環境整備
・国際理解・国際交流の推進

・国際交流イベントの促進
・大使館との連携による在住外国人への広報の充実
・商店街でのスマホ決済の促進

・多言語通訳機の普及と利用拡大
・外国人相談窓口の設置と医療・福祉へのアクセスサー
ビス提供
・国際交流団体・人材の相互交流促進

・日本語教室の充実。行政情報や各種申請書の多言語化
及び多言語通訳サービスの拡充など
・外国人生活相談や災害時の多言語相談。外国人保護者
の子育て・就学相談への通訳派遣など
・多文化交流会や多文化共生講座等の実施。国際理解・
多文化共生意識の啓発など

神田 順

松原 忠義

・オリンピック憲章の周知
・訪日外国人の対応
・スポーツ施設の充実

大田区では、オリンピック・パラリンピック向けて区と
して残すべきレガシーを明確に定め、それに即した取り組
みをしております。
・スポーツの振興やスポーツによる健康増進に向けて、
子ども達から高齢者まで、スポーツに親しむ環境を整
え、スポーツを通じた健康増進の意識を高める取り組
み。
・都市機能の向上、まちの魅力発信に向け、区の魅力を
改めて区民の皆様に知っていただくとともに、多くの来
訪者の皆様に、空港を含めた交通利便なまち、文化・工
業など多様性のあるまち、国際都市を目指すおおたの周
知への取り組み。
・大会開催への協力、気運醸成という視点から、区内開
催競技であるホッケーの紹介、ブラジル国の事前キャン
プのホストタウンとしての協力。東京開催という機会に
区民の皆様が世界のトップレベルの競技に触れることが
できる機会の創出。

・各種スポーツ施設の増設
・スポーツ施設の利用料引き下げ
・スポーツ団体への支援

・区にゆかりのある選手の応援。ブラジル国ホストタウ
ンとして選手との交流や応援など
・スポーツに取り組む環境の一層の整備。スポーツを継
続できる健康事業への取り組みなど
・大田区独自のウエルカムボランティア。大会後もボラン
ティアが区に定着する仕組みづくりなど

減少している自治会・町会への参加率を上げ
る必要があると考える場合、具体的にどのよ
うな施策を行っていきますか。

自治会・町会のオープン化を実施する。住民の自治会・
町会への信頼が低いといえるので、決算書などの情報公
開を区役所で支援する。
自治会・町会の会館を地域内で活用できるように支援す
る。

外国人との共生について
候補者として、今後、大田区の多文化共生促
進のために、重要だと思うものを3つお教え
ください(選択式)

上記質問でお答えになった３つの点につい
て、当選者となった場合、任期期間で行いた
い具体的な実行アクションを教えてくださ
い。

オリンピック前後の取り組みについて
岡 高志

候補者として、今後、オリンピック前後の取
り組みについて、重要だと思うものを3つお
教えください。

上記質問でお答えになった３つの点につい
て、当選者となった場合、任期期間で行いた
い具体的な実行アクションを教えてくださ
い。

・治安対策
・防災対策
・スポーツ推進

・オリンピック出場が期待されるアスリートの支援
・区内小中学生向けのオリンピック観戦チケットの確保

大田区長選挙公開討論会
政策比較一覧表

この討論会は後日動画で公開されます。
詳細はこちらをご確認ください。
https://tokyo-jc.or.jp/business/forum/

公益社団法人東京青年会議所大田区委員会

防犯への取り組みについて
岡 高志

神田 順

松原 忠義

候補者として、今後、防犯への取り組みにつ
いて、重要だと思うものを3つお教えくださ
い。

・大田区の刑法犯として最多の自転車窃盗対策
・高齢者の詐欺被害や若者が詐欺グループに加担してしま
う詐欺対策
・暗い街をなくす

・振り込め詐欺防止
・つきまといやＤＶ・児童虐待防止
・住民の地域コミュニティーによる防犯体制

・刑法認知犯件数の減少
・特殊詐欺対策の充実
・青少年への防犯意識の醸成

当選者となった場合、任期期間で行いたい具
体的な実行アクションを教えてください。

・区営駐輪場のオフピーク時の駐車料金を無料にして、夜
間の不法駐輪をなくす
・高齢者の固定電話をなくす。詐欺対策の啓発対象を若
年層に拡大
・中心市街地の夜間照明を整備し、夜も安心して歩ける
街にする

・全世代にわたる消費者生活教育の強化
・児童相談所、緊急保護施設、対応窓口などの拡充
・小学校区域単位の地域公共サービス住民会議（仮称）
の創設

・特に件数の多い自転車の盗難対策の充実にむけた関係
機関との連携強化など
・自動通話録音機の貸与をはじめとした啓発事業の充
実、各種広報を通じた啓発の拡充など
・青少年が被害にあわず、加害者にもならないよう、
様々な機会を通じた意識啓発促進など

岡 高志

神田 順

松原 忠義

候補者として、今後、高齢者・障害者への福
祉について、重要だと思うものを3つお教え
ください。

・ICTを活用した高齢者福祉の充実
・高齢者・障害者の社会参加支援
・障害者差別の解消

・介護の不安解消
・障がい者の権利を守る
・低所得者へ生活・就労支援

・区民の健康寿命延伸
・地域包括ケアシステムの深化・推進
・障がい者総合サポートセンターを中核とした障がい者
支援の充実

当選者となった場合、任期期間で行いたい具
体的な実行アクションを教えてください。

・高齢者福祉に対応したICT機器のアイデアソンの開催と
一部機器の導入助成
・コミュニティーワークの集約と広報
・障害者差別基本条例の制定

・特養ホームや高齢者施設の増設
・障がい者施設の利用料引き下げ、就労支援事業の強化
・生活保護の捕捉率引き上げ、区営住宅増設

・様々な機会を通じたフレイル予防の全区的展開による
区民の心と体の健康増進など
・地域包括支援センターの機能強化と若年性認知症を含
む認知症支援の充実など
・障がい者の就労支援や障がい者施設生産品の周知拡
充、様々な交流での相互理解促進など

岡 高志

神田 順

松原 忠義

候補者として、今後、学校教育について、重
要だと思うものを3つお教えください。

・学校予算の充実
・学校予算の充実
・学校予算の充実

・親の所得の多寡にかかわらず、どの子にも行き届いた
教育を行なう
・教師が子どもに寄り添い授業に専念できるようにする
・文科省による管理・統制教育はさせない

・未来を拓く力を育てる
・地域を支える力を育てる
・国際社会で活躍できる力を育てる

当選者となった場合、任期期間で行いたい具
体的な実行アクションを教えてください。

・学校建て替えのスピードアップ
・学校設備の充実、ICT環境整備、教育用タブレットPC
の充実
・学校ごとの自由予算配当、各校5百万円程度、総額5億
円

・就学援助制度の拡充、学校給食費無料化
・教師の増員と処遇改善
・教科書採択に父母と教師の意見を反映させる

・学校、家庭、地域等の一層の連携。学力向上、科学教
育、ものづくり教育、ＩＣＴ教育の推進など
・地域における職場体験、ボランティア活動、道徳（心
の教育）、人権教育の取組み促進など
・英語教育の充実、国際理解教育、世界の人々と触れ合
う交流教育の充実強化など

神田 順

松原 忠義

・大型プロジェクト見直し
・美しいまち・防災のまちづくり
・参加型まちづくり

・地域の様々な主体が地域課題に対して連携強化できる
地域コミュニティ基盤の一層の活性化
・全世代参加型による防災訓練などを通じた燃えない倒
れない防災まちづくりによる地域防災力の強化
・誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる、顔の見え
る関係づくりよる地域福祉の推進

・蒲蒲（新空港）線の見直し
・建築基本条例制定
・地域公共サービス住民会議（仮称）の創設

・自治会・町会・ＮＰＯなどによる地域コミュニティ活
動へのコーディネート、補助、支援など
・災害に強いまちづくりに向けた防災基金の新設や木造
密集地域解消への取組み強化など
・地域包括ケアシステムの深化・推進、地域での高齢者
の見守り促進、子ども貧困対策強化など

神田 順

松原 忠義

・主権者意識の向上
・政治・社会問題への関心を高める
・大田区政の認識向上

・有権者にとって選挙が身近に感じられ、よりよい地域
社会の構築に関心をもつ意識の向上への取組
・将来を担う子どもが身近なまちづくりと政治との結び
つきが理解できる教育環境の整備充実
・年間を通じた選挙啓発活動の充実。地域の様々な機会
を通じた地方自治の一層の理解促進活動

・日本国憲法の学習の機会拡大
・小中学校、高校で自由な政治討論
・大田区政と議会の公報強化

・選挙権を持つ若者への啓発の工夫、区政を分かりやす
く身近に感じられる広報戦略など
・親子参加型選挙啓発の取組み、模擬選挙体験などを通
じた体験の場の提供など
・審議会への区民公募の一層の推進。イベント等を活用
した行政参画への理解促進など

高齢者・障害者への福祉について

学校教育について

地域課題に対する政策について
岡 高志

候補者として、今後、地域課題に対する政策
について、重要だと思うものを3つお教えく
ださい。

当選者となった場合、任期期間で行いたい具
体的な実行アクションを教えてください。

・住民税減税
・区役所のICT化推進
・行政の情報公開

・住民税20%減税
・電子申請の対象拡大、FixMyStreetへの参加
・区長自らSNSで積極的に発信する

将来投票率向上に向けて
岡 高志

候補者として、今後、将来投票率を向上させ
る為の主権者教育について、重要だと思うも
のを3つお教えください。

・被選挙権の18歳への引き下げ
・区役所の情報公開推進
・区長の情報発信強化

当選者となった場合、任期期間で行いたい具
体的な実行アクションを教えてください。

・25歳未満の若者による”若者議会”の設置
・区長自らSNSで積極的に発信する
・区長が着実に公約実現している様子をマスメディアに
発信してもらい、選挙の重要性を認識してもらう。

