
 

 
 

今年もファイト！ガンバリます 
 

新春を寿ぎ、謹んで皆様方のご健康ご多幸をご祈念

申し上げます。 
 
旧年中は、たいへんお世話になり誠にありがとうご

ざいました。叱咤激励をいただく中、無我夢中で走っ

てまいりましたが、振り返ってみますと、まだまだ「1
年生」の活動しかできていないな･･･という感じです。 
しかし、地道に勉強を重ねていこうと思っています

ので、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し

上げます。 
 
さて浜松市も、私同様、昨年、政令指定都市「1 年

生」になりました。新たに設置された「区」の仕組み

づくりや「行財政改革」など、まだまだ課題は山積し

ていますが、より良い市民サービスが提供できるよう

に議論中です。私も市民の目線、民間企業で働く者の

目線で議論に参加してまいります。 
 
そこで新年にあたり、向こう半年間程度の活動目標

として次のように取り組んでいこうと考えました。詳

しくは２～３ページをご覧ください。 
 
① 行財政改革の推進 

行革審のテーマである「補助金」「外郭団体」

を中心に、財政課題など独自テーマを設けて勉

強し改善提案できるよう努めます。 
とりわけ所属している「環境経済委員会」所

管の組織について具体的に改善施策を進めます。 
 

② 市民協働による地域社会の活性化 
「待機児童ゼロ」など、子育て世代の声を聞

きながら、子育て支援策の進捗をチェックしま

す。 
また、市民協働のカギとなる各種ボランティ

ア団体などとの連携を深め、現場の実態把握に

努めます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 浜松らしい街づくり 

「元気な浜松づくり」につながる諸施策（モ

ノづくり・中心市街地活性化・中山間地振興）

や、30人学級や支援員制度など教育施策、外国
人との共生など、特色ある課題について実態把

握、勉強を進めます。 
 
④ その他 

ブログや後援会報、メルマガなど、わかりや

すい情報提供を進めます。 
当面の 2月議会では、平成 20年度予算審議が
始まります。市長マニフェストの進捗、そして

行財政改革が進んでいるかどうか、チェックし

ていきます。 
 

 
「一年の計は元旦にあり」と言います。新春に立て

たこの目標、有言実行できるようガンバリます。 
 
今年もよろしくお願い申し上げます。 

 
 

後援会 
だより 
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浜松市議会議員 

創ろう！元気な浜松 



 

 

（特集）昨年の活動のご報告                              

田口が考える「明日の浜松」取組状況 
 

私は、後援会加入リーフレット（右）で、

みなさんに大きく３項目、9 つの活動目標

を定め、「元気な浜松」を創っていくことを

お約束してきました。 

ここでは、平成19年に取り組んできたこ

と、そして平成 20 年（上半期）の目標をご

報告させていただきますので、右表をご一

読ください。 

 

私自身、これまでは「勉強期間」として、

市政全般について幅広く覚えることを基本

に活動してきました。 

今後は、徐々に具体的テーマを設定し、

できるだけみなさんに数値評価していただ

けるような活動目標を設けていきたいと思

っています。初心を忘れずガンバリます。 
 

 

＜自己評価＞ 

①目標設定 

私は今回、数値や達成時期を掲げて「マニフェ

スト」をつくることはできませんでした。 

多くの支援者の方から、「数値化してわかりやすく

してほしい」という要望をいただいていますので、そ

の点では、目標設定自体がまだまだ“初級”といっ

たところです。 

 

②達成度 

できるだけ満遍なく活動したいと思いましたが、

「高齢者」「障がい者」への取り組みが不足しまし

た。 

また、まだまだ現場へ行かなくてはいけないと思

っています。達成度は５段階評価で３～４くらいでし

ょうか・・・。 

 

③次期の目標 

引き続き、勉強が中心の活動となりますが、活動

テーマを少し絞り込んで、2 年目以降、できるだけ

活動の“見える化”を図れるよう準備を進めていき

ます。 

 

＜みなさんの評価をお聞かせください＞ 

私の活動を評価するのはみなさんです。みなさん

の採点基準で、私の活動は何点くらいでしょうか？ 

ぜひ、田口育成の視点で、ご意見、ご要望をお聞

かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

みなさんも採点してください。田口の活動

もっと詳しい活動は「ブログ」をご覧ください 

＜創ろう！元気な浜松＞ 
http://taguchi-hamamatsu.cocolog-nifty.com/blog/ 

 

「後援会だより」は毎月発行しています。 

ブログの“カテゴリー欄”の「後援会だより」から印

刷できますので、ぜひ、ご覧ください。 

 

また毎月1回、メールマガジンも発行しています。

メルマガご希望の方は、メールやブログのコメント

などでお知らせください。 

 



＜平成 19年 田口 章 の活動報告＞ 

活動目標（リーフレットより） H19 年の取り組み H２０年（1-6月）の目標 

○徹底した行財政改革をおこない、筋肉質で強い自治体づくりを進めます 
【チェック機能の充実】 

市の事業を見直し、民でできることは

民間委託、行政でやらなければなら

ないものは効率化する」を基本に行

政運営をチェックし、ムダ遣いを無くし

ます。 

9 月議会で一般質問を行い、「①市の借

金を減らすこと、②行革審との連携強

化、③新市建設計画実施時の事業見直

し、④人財育成による組織活性化」を主

張しました。 

・行革審テーマである「補助金」「外郭団

体」を中心に、財政など独自テーマの

勉強を続けます。 

・国民宿舎、清掃公社、ﾌﾗﾜｰﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ

公社など「環境経済委員会」所管の組

織を中心に施策をチェックします。 

【情報公開の推進】 

行政課題や情報を共有化できるよ

う、情報公開を進めます。 

インターネットを使ったブログでの情報提

供、毎月1回の後援会だより・メールマガ

ジン発行で、できるだけわかりやすい市政

情報の伝達に努めました。 

・毎月の後援会だより・メルマガの発行

や、日々のブログを通じて、わかりや

すい市政情報提供を進めます。 

①

行

財

政

改

革 

【政策立案能力の向上】 

みなさんの声を行政施策に活かすた

め、議会の政策立案能力を高める仕

組みづくりを進めます。 

私自身の活動は不十分でした。浜松市と

して「シンクタンク」をつくる計画があります

が、どのような組織になるのかまだ不明で

す。 

・議員提案条例を制定している自治体の

取り組みや地方自治法などを勉強し、

今後の活動の参考にします。 

○市民協働を進め、地域コミュニティを活性化します。 
【子育て支援の充実】 

子どもは社会の宝物。保育施設や放

課後児童会の拡充など、地域全体で

子どもたちを育てていける環境をつくり

ます。 

一般質問で、「放課後児童会の①待機

児童ゼロ、②預かり時間延長」を取り上げ

ました。答弁は十分ではありませんでした

が、引き続き取り組みます。 

 

・引き続き、放課後児童会や保育所な

ど、子育て支援策の拡充に向けて取り

組んでいきます。子育て支援活動に携

わる方々とも、連携を深めていきます。 

【安心できる老後の応援】 

超高齢社会を見据え、こころ豊かに

老後を暮らせるよう、地域に密着した

老人福祉施設や介護施設の整備を

進めます。 

決算委員会などをとおし、施策の概要は

わかりましたが、まだまだ勉強が不足して

います。 

・老人福祉や介護の勉強をするとともに、

福祉施設の訪問や、お年寄りのみなさ

んとも直接お話する機会を増やしてい

きます。 

② 

地

域

社

会

の

活

性

化 

【市民協働参画の推進】 

豊富な知識や経験をもつ市民やNPO

との連携を深めます。またワークライフ

バランスを進め、老若男女みんなが

参加しやすい地域づくりを進めます。 

社協のみなさんからはいろんな取り組み

を教えていただきましたが、まだまだ活動

不足です。 

 

・社協のみなさんや、NPO、ボランティア

のみなさんの中に、私から入っていき、

できるだけ声を聞くようにしていきます。 

○浜松の特徴を活かした、キラリと光る街をめざします 
【将来性あふれる街づくり】 

「モノづくり」を基盤に音楽文化や観光

資源を活かした将来性あふれる街づ

くりを進めます。 

一般質問で「モノづくりを中心とした企業

誘致・立地」「将来に向けた産学官の連

携強化」を主張しました。 

・今後は、中心市街地の活性化にもつな

がる「音楽、文化、観光政策」や、林業

振興、中山間地活性化など、研究テ

ーマの幅を広げます。 

【教育環境の整備】 

明日の浜松を支える子どもたちの教

育環境整備を進めます。家庭教育、

地域教育の啓発を進めるとともに、学

校教育では、社会人や地域のみなさ

んの参画を進めます。 

30 人学級・支援員制度など教育諸施策

については幅広くヒアリングや実態把握に

努めました。とりわけ外国人児童への教

育課題は緊急課題と考え取り組みまし

た。 

・30 人学級の試行導入をチェックしま

す。 

・当面、外国人就学支援を中心に支援

員制度の充実に向け、意見反映に努

めます。 

 

③

浜

松

ら

し

い

街

づ

く

り 
【外国人との共生】 

外国人集住都市としてまじめに働く多

くの外国人との共生に必要な学校教

育や諸制度に取り組みます。 

一般質問で取り上げた他、「外国人集住

会議」などへの参加、先進自治会である

「磐田市南御厨地区」、外国人児童の多

い市内小学校への訪問を行い、実態を

把握に努めました。 

・「子女教育」「社会保障制度」「地域で

の共生」「企業の社会的責任」の 4 つ

の側面から、提言や情報発信を行いま

す。 

④委員会活動について 
○常任委員会「環境経済委員会」 

   環境部・商工部・農林水産部の職務を所管、施策のチェックをおこないました。 

「環境」については「佐鳴湖浄化」「ごみ処理問題」など多くの課題について勉強 

しました。 

○特別委員会「大都市制度調査特別委員会」 

   すべての政令市に設置されている委員会で、大都市固有の課題を調査検討し

ています。 

・当面の「2 月議会」では、平成 20年度

予算が審議されます。 

“市長マニフェスト”に沿って、予算が

組まれているか、また「行財政改革」は

進んでいるか、チェックします。 

とりわけ「環境経済委員会」所管部分

はしっかりと意見反映していきます。 

 



【新春お楽しみコーナー】 絵の出る迷路 
 

上の IN から下の OUT まで、エンピツなどでたどってください。 

新春にふさわしい絵が浮かび上がります。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

１２月の主な活動
01(土) 暴力追放･･･市民大会 
02(日) 西区第一方面隊訓練 

     行革審傍聴      
03(月) 本会議 
04(火) 本会議 

05(水) 環境経済委員会 

07(金) 森の力再生事業視察 
08(土) 入野地区自治会長会議 
09(日) 入野公民館まつり 

13(木) 活動報告（スズキ高塚） 
14(金) 交通安全運動街頭広報指導 

     全員協議会・本会議 

16(日) 自主防災訓練 
     オールスズキ X’mas Festa 

17(月) 活動報告（スズキ高塚） 
19(水) 活動報告（本田技研労組） 

20(木) 浜松市議会若手研究会視察 

～21(金) （川崎市～茨城県水戸市） 
24(月) 行革審傍聴 

25(火) 行財政改革推進特別委員会傍聴 

 

１月の主な予定
04(金) 入野地区出初式 

05(土) 浜松市出初式 

06(日) 入野保育園 30周年式典 

08(火) 賀詞交歓会 

09(水) 連合静岡議員団会議 

10(木) 活動報告（本所老人クラブ） 

13(日) 入野地区成人式 

17(木) 入野中学校立志式   

18(金) 新人議員研修会 

     情報労連新春のつどい 

23(水) 市民クラブ視察 

 ～25(金) （島根県） 

27(日) 入野公民館まつり 

28(月) 活動報告（西鴨江老人クラブ） 

30(水) 学校訪問（連合静岡） 

     自動車総連新春ミーティング 

○最近のブログから 12/19「12 月 19 日ですよね・・・」 
 

今日は机から離れて、久々

に市内をまわってみまし

た。・・・で、驚いたのがこの写

真です。 

「菜の花」がキレイに咲いて

いました。 

「菜の花や 月は東に  

日は西に」という蕪村の有名な 
俳句がありますが、今や子ども 
たちに「季語」を教えることもで 
きませんね。 
「ＣＯＰ１３」は骨抜きのようです。地球の将来に危機感を持っている人は

まだ少ないのでしょうか・・・。 

 

【編集後記】 

11 月議会閉会後に、5 月からの活動を振り返ってみました。市政に対して、

「“見える化”を図ってほしい」といったものの、自分の活動がまったく見えていな

いことにあらためて気づきました。 

先日、会社の先輩からご指摘をいただきました。「結論や主張がわからない」

「データを示すだけじゃだめだよ」。そのとき十数年前に、当時の上司から言わ

れたことを思い出しました。私の説明をひとしきり聞いた上司は「・・・で、タグっち

ゃんはどうすればイイと思っているの？」。 

う～ん、かわってないなあ・・・。いつまでも「新人」なんて言ってられませんか

ら、今年は自分の考えをしっかりと伝えていくようにします。 

みなさんからのご指摘、ご指導を今年もよろしくお願いします。（章） 

 


