
 ２０１１年 地方議会改革に先駆！ 

 日頃より、温かいご支援・ご声援に心より感謝申し上げます。 

昨年 12 月の茨城県議会議員選挙におきましては、皆様のご支援を

いただき、「田村けい子」大勝利させて頂きました。 

本年は、この国・県・市の公明ネットワーク力を更に活かし、「地

域の生活を守る」議員として、意見聴取、市民相談、議会質問、政策

提案に取り組んでまいります。 

 公明党つくば市議会としても、12 月議会に小野泰宏市議が提案し

設置された議会改革調査特別委員会（小野泰宏市議が委員長になりま

した）を通じて議会改革の先頭に立ち、「市民のあらゆる声を代表

し、市民に信頼される議会」を再生してまいります。 

今後とも、ご支援いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 

大好きなつくばの未来 

あなたと一緒に 

つくりたい 
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議会改革ってなに？ 
地方自治体は本来、二元代表制です。執行機関と議会がお互いに

議案を出し合い、両案を比較しながらよりよい制度や予算案を作

りあげるべきものです。 

今、議会とは何か、議員とは何かという基本的なことが問い直さ

れています。まずは、「議会基本条例」を制定し、議会インター

ネット中継・議会報告会など、議員・議会活動の見える化をはか

り、市民の声を真に代表し、市民に信頼される開かれた議会にな

ることをめざします。 
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石井啓一 公明党政務調査

会長（衆議院議員・公明党茨

城県本部代表）も、つくば市

研究学園在住です。 
小野泰宏 ・馬場治見 ・浜中

勝美 各つくば市議と共に 
衆議院議員会館にて 

さくらんぼ通信 
つくば市議会議員 
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さくらんぼ通信の〝さくらんぼ

は私のトレードマークにしてい

ます。『あなたとわたし』そし

て、私の大切な『2 人の子ど

も』と常に一緒に…そういう思

いを込めました。 
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市 原 市 長 に 要 望 書 提 出  

      ２ ０ １ ０ ． １ ２ ． ２ ４

安心・安全調査特別委員会副委員長に就任

平成 23 年度「政策・予算要望書」を提出！
 

12 月 24 日、公明党つくば市議会（代表：小野泰宏市議）は、

「平成 23 年度 政策・予算要望書」を、市原つくば市長に、

提出しました。主な内容は… 

 

 

 

 

 

 

12 月議会におきまして、常任委員会・特別委員会の改選があり、 

引き続き「文教福祉常任委員会」と「安心・安全調査特別委員会」に所属し、 

安心・安全調査特別委員会の副委員長に就任いたしました。 

常任委員会は本会議で委任された議案や請願・陳情の審査をするとともに，委員会所管 

の調査を行います。つくば市は総務，文教福祉，環境経済，都市建設の４つの委員会が 

あります。 

特別委員会は、時勢に応じたホットな問題を取り上げて設置される委員会です。つくば 

市では観光開発推進，TX 沿線整備調査，道路交通体系整備，安心・安全調査の 4 特別 

委員会があります。 

その他に、今回提案され設置された「議会改革調査特別委員会」の委員にも選出され 

ました。課題解決にしっかりと取り組んでまいります。 

 

全部で 53 項目に渡る 
要望を提出しました。 

 
詳しい内容は 

公明党つくば市議会 HP
に掲載しています⇒ 
http://www.komei-

tsukuba.jp/ 

行政経営システ

ムの見直し・検

証を 2 年間で集

中的に行うこと

地域を支える環

境づくりとして

地域リーダーを

育成し、コミュ

ニティの体制を

推進すること 

TX 沿線開発に

居住した方々へ

生活満足度調査

を行うこと

予防接種費用の 

１００％公費助成

子宮頸がん予防・

ヒブ・肺炎球菌ワ

クチン他 
水痘・おたふくにも 

小学３年生まで

医療費助成制度

に対して所得制

限撤廃すること 
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●発達障がい支援・特別支援教育について 

発達障がいを含む特別支援の課題として一般的に、 

１．早期からの教育相談の充実 

２．保護者への情報提供のあり方 

３．幼稚園・保育所における早期支援の充実 

４・就学指導の改善     などがあげられますが 

つくば市として増加傾向にある特別支援教育について詳しい現状 

と支援への考え方を質問しました。 

支援をつなぐ体制作り、そしてそのネットワークを維持していく 

にはエネルギーが必要であり、行政として強いイニシアチブを 

とってもらいたいと訴えました。その上で具体的に推進するため 

に、土浦市の先進事例を示しながら、「相談支援ファイル 

（サポートブック）」の導入、関係機関との連絡協議会などの 

検討をお願いしました。 

 

 

● 農業振興・学校教育における教育ファーム（食農教育） 

の取り組みについて 

教育ファームでは、１年を通した農業体験を通じて、生産の苦労 

や喜びを学ぶことにより、子どもをはじめ市民ひとりひとりが、 

食や生産者への感謝の気持ちを感じることができます。 

人とのかかわり、地域のよさ、食への理解を深めることに繋がる 

取り組みです。このつくばの豊かな自然環境と、教育環境を活か 

し、つくばならではの特色のひとつにできるのではないかと思い 

ます。 

農業振興、後継者育成、地域の活性化という観点からも、学校教育

だけでなく、農業課での積極的な取り組みをお願いし、民間団体や

青少年育成団体などの取り組みへの支援をお願いしました。 

議会は６月・９月・１２月・３月

の年に４回開催されます。毎

回、議員から行政に対する一

般質問と、行政から提示され

る議案（こういう条例をつくりま

したとか、予算・決算報告な

ど）について、これでいいかど

うか審議します。。。。。。。。。 

 一般質問は、申告制です。

議員になって以来欠かさず、

計９回の一般質問をしました。 

つくば市では、議員の発言時

間３０分、一問一答ではなく、

一括質問で３回までになって

います。順番は受付順です。 

 １２月議会、こんな質問しました．
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"ブログにて日々の 
活動報告をしています。 

ぜひご覧ください" 
        ↓ 

山本みわ 議員活動日記 
http://miwa.livedoor.biz/ 

山本みわプロフィール 

・・・・・・・・・・・・・ 

 

1969 年東京都練馬区生まれ 

創価大学教育学部児童教育学科

卒業 

公明党つくば支部副支部長 

つくば市議会議員１期 

文教福祉常任委員会委員 

安心安全調査特別委員会委員 

議会改革調査特別委員会委員 

 

国民健康保険運営協議会委員 
学校給食センター運営審議会委員 

 

松代小学校父母と教師の会会長 

 

【生活信条】「笑顔と感謝」 

【趣味】楽器演奏（ピアノ、 

打楽器、リコーダー） 

【家族】夫・一男一女・母の 

5 人家族 

・・・・・・・・・・・・・ 

〒305-0035 

つくば市松代２－２１－１０ 

℡＆Fax 029-854-7676 

Email：
miwa_tsukuba@ybb.ne.jp 

12 月の活動 

・・・・・・・・・・・・ 

11 月 30 日 議会開会 

 12 月 3 日 県議会選出陣式 

  5 日 街頭演説会（松あきら） 

  7 日 学校給食運営審議会 

  8 日 街頭演説会（山口代表） 

 10 日 街頭演説会（太田昭宏） 

 12 日 茨城県議会議員選挙 

13 日 本会議（一般質問） 

 14 日 本会議（一般質問） 

 15 日 本会議（一般質問、 

議案質疑）

 16 日 文教福祉常任委員会 

 19 日 つくば市男・女セミナー 

 20 日 入札制度調査特別委員会 

 22 日 本会議・閉会（議案採決） 

 23 日 公明党茨城県本部議員総会 

24 日 政策・予算要望書提出 

27 日 公明党第 6 総支部議員会 

28 日 党本部挨拶 

 

 

1 月の活動予定 

・・・・・・・・・・・・ 

10 日 成人式 

13 日 つくば市新春賀詞交歓会 

14 日 文教福祉常任委員会 

16 日 消防出初式 

19 日～21 日 会派研修 

24 日 公明党第 6 総支部議員会 

26 日 認知症講座（健康管理講座） 

26 日 つくば支部党員会 

29 日 公明党県本部新春の集い 

 

 

上記以外は挨拶まわり、要望聴取、

市民相談、さくらんぼ通信配布、 

街頭活動、地域活動など 


