︻プロフィール︼１９７７年 月生まれ︒
早稲田大学理工学部卒︑
同大学院理工学研究所終了︒
日経ＢＰ︑日経エレクトロニクス記
者を経て︑２００７年横浜市議
︵緑区︶
初当選︒
市議３期 年︒

横浜に新しいリーダーを
「市民の市長をつくる会」は、伊藤ひろたかさん＝前市議会
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議員＝を応援し、たたかうことを決めました。大型開発優先、
福祉・教育に冷たい市政から、くらし、福祉、教育、まちづく
りなど、市民の願いが通る市政へ転換するチャンスです。市民
と野党の共闘の枠組みを広げながら、たたかっています。

横浜を

変える日

伊藤ひろたか さんと

10

ともに実 現します
■横浜にカジノは要りません
＜設問＞横浜市はカジノを誘致しようと
しています。どう思いますか。

補地・山下ふ頭の再整備にむけ、ふ頭内の事業者の移転費用など
に加え、ＭＭ21地区から山下ふ頭に通じる海底トンネル建設計画
など、１０００億円をこえる公費負担が予想されます。税金の使い

不明 2％

賛成

わからない
10％

9％

ギャンブルは社会悪、百害あって一利なし。他人の不幸や不運
を踏み台に〝横浜の経済発展〟を考えるなんて。カジノ誘致の候

方おかしくありませんか。

カジノ
誘致に
ついて

山下ふ頭内にある企業の多く
が会員になっている横浜港運協
会から、市の山下ふ頭再開発事
業に異論が出されています。

■中学校給食実施は当然
＜設問＞横浜市では実施されていない中学校給食
について、
どう思いますか。

その他

の生徒に とって栄養バランスがあり安全・安心 で温かい食事
を摂ることができる」
としています。

10％

現状の家庭
現状の
弁当がいい
13％

全国の公立中学校の完全給食実施率 は88.8％。神奈川県内で
は、この数年の間に川崎、藤沢、逗子、海老名、座間の５市が

実施に踏み切り、横須賀市、鎌倉市は実施を決めています。川
崎市は、実施理由を「食育の充実 が図られること、育ち盛り

不明
9％

中学校
給食に
ついて

横浜市
未実施！

給食が必要 68％
「市民要望アンケート」
１万１０００通の回答から

安倍政権が昨年の国会で強行
した「カジノ推進法」。現市長

む統合型リゾート（ＩＲ）導入
に向けた事業推進に固執してい
ます。

伊藤ひろたか

「市民要望アンケート」
１万１０００通の回答から

カジノは「必要」
は「歓迎する」「私は必要と考
えている」と表明。〝将来の横
浜経済推進のため〟カジノを含

横浜にカジノは必要でしょ
うか。私は、横浜にカジノは要
らない、と考えます。カジノに
頼らなくても横浜には魅力が
いっぱいあります。

反対 79％

現市長は？

大都市で給食のないのは横
浜市だけ。横浜市のデータに
よると、平成２２年時点で６歳
〜１４歳の子どもがいる家庭
の約５２％は共働き。中学生の
子どもがいる家庭の半数以上
が夫婦共働きである現状にお
いて、中学校給食の実現は社
会の変化から見ても当然のこ
とではないでしょうか。

中学校給食は
“否定的”
育ち盛りの中学生に、予約制
の業者配達弁当〝ハマ弁〟に頼

る考えで、中学校給食実施は否
定的な立場。ハマ弁の喫食率は
1％で１校当たり日平均６食に
すぎません（1 月〜 5 月、市の
資料）。中学校給食の実現をも

とめる市民のみなさんに、現市
長は「中学校給食は難しい」と
いい、市教委は「家庭弁当が基
本」で、「（給食調理施設の）建
設用地の確保が困難」「お金が
ない」と、がまんを押し付けて
います。

伊藤ひろたか
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伊藤ひろたかさんとともに
「カジノはいらない、中学校
給食実現」へ新しい市政に
変えましょう

市民が
市政を変える

選択

横浜市長の権限は、
①予算案をつくる、
②教育委員・
各種審議会委員の任命、③開発行政の許認可権―など
あります。約１．
６兆円規模（一般会計のみ）の予算
を災害や福祉・教育・子育て支援に優先する市長に変
えましょう。

市 民 と 野 党 の 共 闘 で、
市政は変えられる
他の市・県でも市民と野党の共闘で、政治を変えて
います。
●小樽市長選挙（2015 年 4 月）
現職の市長（自民、公明など）に、新人（小樽明る

Change

い革新市政をつくる会支援）が挑み、新人が大差で勝
利。この市長選では、カジノ誘致問題が最大の争点で
した。

●新潟県知事選（2016 年 10 月）
自民党・公明党推薦の新人（前長岡市長）を破って、
市民と共産党・自由党・社民党・新社会党・緑の党が
推薦した新人が勝利。柏崎刈羽原発の再稼働の是非が
問われ、再稼働反対の新人が勝ちました。

ら
か
浜
横

伊藤ひろたかさんは
市民がバックボーン
「市民の願いにこたえる市政に変えたい」――この
思いで、市民が立ち上がり、子育て支援、教育、環境、
平和などさまざまな願いをかかげて、運動をひろげ
ています。「みなさんの思いにこたえたい」と決意し
た伊藤ひろたかさん。横浜市議３期１０年、いまの市

政の問題がどこにあるのかがわかる政治家。若い力、
子育て世代の３９歳。市民の運動と応援で、市政を市
民の手に取り戻しましょう。

現市長の陣営 自民が中心
現市長は、カジノ推進、山下ふ頭再開発など大型
公 共 事 業 を 推 進、福 祉 切 り 捨 て …。 特 に２ 期 目 の

2013 年以降、自民党中心の市政をすすめるように変
わりました。内閣官房長官が後ろ盾になって、中心
は自民党が仕切っています。国政では暴走政治をす
すめている自民党、これで市民の願いが実現するで
しょうか。

安倍政権の暴走政治に

安倍政権は、憲法と国会無視のやりたい放題。「内
心を処罰」する「共謀罪」法の強行採決。安倍晋三
首相と官邸ぐるみの「森友学園・加計学園」問題の
疑惑隠し。露骨な「国政の私物化」の徹底解明を求

「４野党・党首合意」では個人の尊厳と基本
的人権の保障を進めることを求めています

める野党の国会開会要求（憲法第 53 条）を拒否。

都議選の応援演説で稲田朋美防衛大臣が「自衛隊と
してもお願いしたい」と語り大問題に。４野党から

「公選法・自衛隊法に違反、ただちに罷免を」と迫
られ、自民党内でも批判が。
暴走につぐ暴走でも、菅義偉・官房長官（衆院議員・
神奈川 2 区選出、
元横浜市議）は「何ら問題がない」
「当
りません」と国民の声に耳をかさない態度。この官
房長官が現市長の後ろ盾です。

総選挙での選挙協力

「加計・森友」疑惑究明
合意
内容

「共謀罪」法廃止

「市民の市長をつくる会」の政策

憲法９条改悪反対

市民の願いにこたえます

地域にある力を生かし、伸ばす

市民の切実な声にこたえ、

憲法を守り市

緑を守り、環境にや

産業振興、経済政策をすすめま

中学校給食を実施し、子ど

政に生かしま

さしいまちづくりを

す。暮らしに直結した分野に公

も、高齢者、女性にやさし

す。憲 法 ９ 条

すすめ、災害に強い

共投資を集中し、中小業者が潤

いよこはま、福祉・医療施

がいきる平和

安全・安心、被災者

い、若者が希望をもって働ける

策の充実した暮らしやすい

なよこはまを

ゼロのよこはまを実

よこはまを実現します。

よこはまを実現します。

実現します。

現します。

「市民の市長をつくる会」 は1978年に結成され 、労働組合、市民団体、政党など広範な団体で構成しています。

