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双方向の情報交流

市議会の１年間を振り返って 継続した議員・政治活動の報告
昨年 2 月に行われた町田市議選において、
無所属保守の立場に立つ吉田つとむは、
7,679 票を獲得し、トップ当選しました。２
位当選者とは 1,800 票以上の大差がつきま
した。市議会で新規に結成した会派の「志
政クラブ」に属し、所属議員は最小の 4 名
ですが、全員が上位当選者です。
（参考：立候補者数 48 名で、36 名当選）
今期、５期目は副議長に選出され、川畑
議長の補佐をするポジションに就いています。
これまで４回の定例議会を終え、まもなく
２年目を迎えます。私は役職上本会議の質
問などは出来ませんが、大半の議員が本会
議の一般質問を行い、丸４日間を費やして
行う活発な議会となっています。本会議の
質疑や討論も熱気を帯びており、行政が重
要議案としたもので、議会は独自の立場を
取り、契約案件や新規条例の提案に関して
昨年複数の案件で否決しました。過去に例
のないことです。
所属する会派の志政クラブは、第４回定
例会の独自の意見書や決議を本会議に複数
提案し、それぞれが過半数以上の賛成を得て、
その全部が可決しました。また、行政提案
の議案に関して必要な付帯意見を提起する
など、積極的なスタンスを取っています。
常任委員会において、私自身は１委員と
して発言をするように心がけています。担
当は健康福祉常任委員会であり、健康・国保・
福祉・市民病院を所管しますが、今年の４
月から町田保健所が東京都から町田市に移
管され、この委員会で所管することになり
ます。

市議会にカムバックしてからは、もとより、
会議の出席を最優先していますが、都議選
に落選して以降の活動内容はその大半を継
続しています。
主なものでは、セミナーの開催です。政
治に限らず社会問題一般にテーマを広げ、
ボランティアで講師をお願いし、公開の講
演を聞いていただく機会を設定してきました。
次回は３月 20 日（日）に会場を確保していま
す。

以前に発行していた「政治活動レポート」
は、現在「市議会報告」のスタイルに変え
ましたが、開かれた議会の内容をお伝えす
る本来の趣旨に沿った活動だと理解してい
ます。その配布エリアは居住地に限らず、
市域全般で広報していきたいと思っています。
私の動画情報発信＝「吉田つとむユーチュ
ーブ発見動画チャンネル」は、かなりその
知名度を得てきました。これからもユニー
クなテーマの発掘をしていきます。取材を
ご希望の方は、お気軽にお知らせ下さい。
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取材・記事作成・総合編集

研修生レポート：主催セミナー
講演会：「心臓と高齢化＝いつまでも
丈夫な心臓のために」（南淵明宏先生）
９月 19 日 14 時から町田市民フォーラム
にて心臓外科医、南淵明宏先生を講師に迎
えて、第 23 回セミナーが開催された。セミ
ナーのテーマは「心臓と高齢化＝いつまで
も丈夫な心臓のために」ということもあり、
健康に気を使っている多くの方が来場された。
南淵先生は毎日心臓手術を執刀していて、
手術の内容は主に冠状動脈のパイパス手術
と心臓弁の手術である。冠状動脈バイパス
手術は心臓の表面にある細い冠状動脈の根
元が狭くなって血液が十分に流れなくなり、
心臓の筋肉がピンチに陥っている状態の患
者に行われる。通過障害を起こしている部
分より下流に、血液を迂回するバイパスを
増設する手術だという。鉄道にたとえれば、
Ａ駅からＢ駅を結ぶ列車が何らかの原因で
不通になった場合、別の路線を迂回路にし
て安全にＢ駅に輸送するというものだ。
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ミナーを聞くまで心臓手術のことはテレビ
ドラマの世界でしか触れることがなく難し
い内容であると感じていた。しかし、先生
のときおり笑いも取り入れた、わかりやす
くて丁寧な説明を聞くことで心臓手術に対
しての知識を少し理解することが出来た。
残暑厳しい９月半ばということもあり、
セミナーの最中に体調を崩された方もいたが、
南淵先生の付き添いの方が迅速な対応をし
て頂き何事もなかったことが幸いだった。
吉田議員の研修生として初めてのセミナー
であったが、日々の生活に関わる話を聞く
事ができ有意義な１日であった。
（記：第 26 期研修生 坂井直徒 神奈川大
学外国語学部国際文化交流学科 3 年）

＊ちなみに、第 24 回セミナー講師は弁護士
の大塚和成先生（三井法律事務所）でした。

研修生の募集について
また、南淵先生はドラマ「白い巨塔」の
監修も一部でされていて、数多くの民放テ
レビ番組にも出演されたという。私は、セ

政治や社会一般の勉強目的で研修を希望
する学生を募集しています。次期は、春休
みを中心にした期間ですが、日程や希望項
目の調整をしたうえでの受け入れになります。
インターンシップの詳細は、裏面のメール
先にお尋ね下さい。
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吉田つとむ後援会発行

第25回セミナー開催案内
日時：３月 20 日（日）ＰＭ 1:30 〜 3:30
場所：町田市民フォーラム 4F 第１集会室 B
所在地：町田市原町田 4‑8‑9（小田急町田駅
徒歩 8 分 JR 町田駅徒歩３分）
* 町田市内で一番背が高いビルの 4 階
テーマ：「接骨院・整骨院の選び方＝保険診
療から介護予防まで」
講師：柾屋富治郎先生（町田市接骨師会会長）
( 柔道整復師 )
主催：町田市議会議員 吉田つとむ事務所
＊時間内で市議会報告も行います。
＊入場は無料です。また、飲食はありません。
会場内の席は、事前申し込み優先です。

選挙分析：西東京市無所属候補
が断トツトップ当選した理由
昨年の 12 月末に行われた東京都西東京市
議会選挙において、現職４期目の無所属候
補である森てるお氏（63 歳）が断トツでト
ップ当選しました。このことは一般新聞記
事やＴＶにはまったく説明報道されておらず、
菅総理のお膝元、夫人や連坊大臣が応援に
入っても大敗、また、みんなの党が３名当
選したことが大きく報道されました。
この選挙結果を冷静に見ると、民主党の
落選者は全て実績があるとされた現職候補で、
新人２人は当選しています。また、みんな
の党は３名当選していますが、その 3 名合
計でも森てるお議員 1 名分の獲得数とほぼ
同じ得票数に過ぎない数値です。
森氏の自己評価では、自身が報酬引き上
げに反対し、値上げ分を受け取り拒否して
きたことを上げ、市長は報酬の全額を支給
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拒否し続けていること、それを他の現職議
員が全て容認したことを挙げています。こ
れからの選挙では、無視できない事例でし
ょう。
他方で、公務員や議員のあり方を厚遇過
ぎると批判して専決処分でその引き下げを
図ってきた鹿児島県阿久根市の竹原市長は、
住民投票で出直し選挙となり、僅差ですが
落選しました。新市長は、それらの措置を
撤回する意向ですので、今後は名古屋市の
市長・市議会解散の動向が注目されるとこ
ろです。いずれにしても、「住民投票」によ
る判断という手段が、地方自治体では珍し
くない時代が訪れたものと考えたいと思い
ます。
若干追記しますと、住民は現職議員の活
動を厳しい目で判断し、新人にはその新鮮
さに期待を持って受け止める傾向があるの
でしょう。新人でも中高年候補には決して
甘くは無いようです。要するに、現職政治
家の日常行動やスタンスを住民が日頃から
見つめていて、選挙の際に厳粛な評価をし
ていると言うことでしょう。心して、普段
の議会活動、日常活動を精進して参りたい
と思っています。

訃報：歌手の山下敬二郎さん
20 年来町田市に在住してきた、スーパー
スターで歌手の山下敬二郎さん（71 歳）が、
１月５日に逝去されました。長津田で葬儀
が行われ、町田市の南多摩斎場で荼毘にふ
されましたが、私も関係者として身近に付
き添いました。有名な芸能人や一般のファ
ンが大勢詰め掛け、音楽葬で送られました。
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後援会編集発行

交通文化充実都市＝町田を提唱
吉田つとむは、以前から交通問題に大き
な関心を持っており、ＬＲＴ（低床式高速
路面電車）の導入がこれからの都市交通政
策に欠かせない方法だと主張してきました。
昨年の「選挙公報」でもその観点から次の
ような重点項目を掲げていましたので、そ
の内容の現状を概略しておきます。

リニア新幹線
この間に大きく前進したのが、リニア中
央新幹線です。2020 年には、JR 東海が自前
で山梨〜相模原間を開通させる計画ですが、
ここ数年で実験線の延長と一部有料運行を
開始することも明らかにしました。リニア
新幹線の開通は、夢の時代から現実の姿に
変化してきています。政府も高速道路無料
化路線を転換し、「鉄道優先」政策に修正し
てきています。
町田市にとって、相模原市内横浜線下に
誕生する予定の新駅開通によって、旧来の
都市計画を変更し、数十年先まで見越した
先進的な街づくりを目指すことが必要にな
ってきています。

多摩モノレール町田延伸
長らく放置をされているのが、多摩都市
モノレールの町田駅までの延伸問題です。
この既存路線は既に黒字化しており、町田
延伸ルートが実現すればもっと改善される
ことが期待されるものです。私が所属する
市議会会派の志政クラブでは、重点項目と
しました。

小田急多摩線延伸
相模原市と中心に、町田市と愛川町の議
員が延伸の促進を図る議員連盟を作っており、

インターン生を同行

大半の議員が参加しています。

コミュニティバス＆タクシー
玉川学園周辺と金森・成瀬が丘で運行を
開始しているものですが、多くの地域で開
通を期待する声が大きくなっています。大
きな赤字を出すわけには行かないので、導
入実験ルート選定に優先順位付けが必要です。
タクシーの課題では、リニア新幹線開通
に向け、その新駅では、神奈川県と東京都
のナンバーの両者の相互乗り入れが必要に
なってくるでしょう。

〈町田市はもっともっと大きくなる〉

納税者主権の政治：吉田つとむ
●
●
●

町田市議会副議長、志政クラブ所属
健康福祉常任委員会委員
政党：無所属保守の立場

重点政策として①交通文化充実都市＝町
田の確立 ②ジェネリック医薬品普及を
推進し市民の医療費負担軽減を目指す
③議員定数・報酬の削減と行政のスリム
化による市民税減税 ④条例の個性化に
より近隣都市に負けない価値ある町田の
創設を提唱し、その実現に取り組んでいく。
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