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一甲斐、 ｛やり｝甲斐、 i育て｝甲斐

皇 のある街づくりを目指して！

『人口減少r『子育て』

I-、人口減少に立ち向かう！

我孫子市は緩やかに人口減少が進んでいますが、近隣市は増加傾向です。

人口減少を食い止める為に若い世代の定住化策を重視しています。

若い世代の住宅支援補助利用は平成26年から31年までに

1,796件。転入は682件ありました。山ゆ

「子供を多く育てられる街」 「若い
136,217 
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世代に選ばれる街」が理想です。

V字回復して総合計画の目標である

活気ある人口15万人都市を目指し

て行きます！！

I二、 No.1の子育て支援策を！

『市民会館』 『運動公園整備』
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●市内駅頭600回以上

●小学校登校週2回見守り

1 1年目に突入

●広報ピラ68号迄発行

●ブログを12年6ヶ月

毎日更新 (210万ピュ
● 12年間全ての質問／広報を

公式ページにて発信

●自治会役員

●天王台駅前花植え . -

＾ ポランティア活動 W鼠

自ら3人の子供を育てる親として、更なる子育て支援策は重要です。

子育て世代の様々なリアルな要望を受け入れながら、希望子供数

l .8人が実現できるように、より充実した子育て支援策を導入して

いきます。

33年連続待機児童0の政策は全国的にも大変高く評価され、右記の

ょうに保育園入りやすさNolです。

これからは幼稚園との連携、一時保育、夜間保育の充実、多様な利用が

可能なファミサポの拡充など、満足できる子育て環境を作っていきます！

I三、音楽ホールを充実させた市民会館建設! ~ 以3
市民会館が使えなくなってから l2年が経ちました。

10万都市でありながら市民会館がないのは、本当に残念な事です。

5月に「文化交流拠点施設建設構想（案）」が出され、場所は、

高野山新田で、 3つの建設予定が出されました。私は、音響設備の

整った音楽ホールを考えています。クラウドファンディングを含め

たPFIなど様々な民間手法を駆使し、建設資金を調達していきます！
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95.fl!J 千●霞璽匹言

l 0/4日経新聞電子版。 賣稟IA配主市 94.4、

東京近郊の新規保育園
璽軍●八王子事 93.6-. 

入園率。我孫子市は
嶋玉•a裏市 92.7ヽ
... -. -・ 
・買•珈巾 92. ふ

堂々の 1位です。
干••干璽言 90. ぶ

待機児童0の話を聞いて ll:&a蒙山市 90.S-. 

我孫子市に転入してくる鴫玉●暉匹 88.8•. 

家族も多いそうです。 -m•-,i, 87.6ヽ

咋 JII鳳摩*" 87.2-.. 

大＋小ホール 中規模ホール 観樟り以粒—t

ホール機能 大1000腐／小淵 中000-800腐 大1500腐/~、300

ギャラリー機能 員示室．フリールーム、ホワイエ H置史文化艮示室

創造支侵糧筐 ものづくりスク．多目的スク．空日 左＋茶室

交旋支授機能
1カフェ、オー7ンスペース`イペント 左＋浮き桟鳩lヨ9ト
スペース、手賃illアクティプの舅点 置き層．交蘊デ7キ

想定延床面積 8100-8600 of 印 -7300nf II証 11950nf

建段費 -18. 2億円 船．鴻円 66. 喝円

文化交流拠点施設（案）
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1四、サッカー、ラグビーのできる運動公園整備

我孫子市は中央学院大学の箱根駅伝。中学校の全国駅伝優勝。

NECグリーンロケッツのラグビー、Jリーグサッカー選手輩出

とスポーツが盛んな街です。

五本松運動公園に日本サッカー協会の協力を得て、ナイター設備

の整った天然芝のフットサル、ラグビー、ランニングのできる

設備の建設を新たに考えています。

スポーツを愛する議員として環境整備に全力を尽くします！！
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1生き甲斐
空さ家対節をしっかりとし C

0人0減少問題に正面から取り組みよす ！
〇手買沼の累観をより鮎力的に活用！

0スポーツ振興で山の活付化をします ！

〇阻頌寿命を延ばし、

認知症高齢者が生き

生きと暮らせる即こ！

迄 I

1やり甲斐 如
し、映画／ドラマ撮影の誘致で

我孫子の魅力発信をします！

〇商工業者の新規事業に活力を

〇音楽の伝道としての

複合的市民会館を建設します

〇五本松運動広場のサッカー場整備

竹が~Miで f~ らせる
{--(; てしやすさNn.lCJ>IJrn
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映画やテレビのロケを誘致して、

我孫子市の名前を全国に売り込みます！

「グラスホッバー」 「家政蝙のミクゾノ」

Superflyのミ ュージックビデオ等手伝いました

守き家は新たに開発の必要のない汽源です ！！

総務省のfl池 .I: 地統Ill潤 1i:から、 三大都市圏の10万人以上

の都rliで、65磁以 I・.のみが住む戸建の割合を調べる と当市は、

27.5% (ll,6431lff)とト ップでした。この空き家予備軍を定住

化策と合わせて 「空き家を汽源」に変える政策が必要です。

空き家バンクの利用、民間活力の利用、 空き家をJ足地にして隣

とセ ットで売り出す、広い駐車場、地域住民の憩いの場と して

の斃備などアイ デアを実行していきます。空き家を若い世代向

けにリノベーシ ョンして魅力ある住宅にする事も頂要です。

●地区別の空家件数及び空家率
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地区肩の空寡織敷

10ft. 東糞

10-20停東翼

20-30停攣翼
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〇多子世帯へのさらなる支援の充実

033年連続待槻児童0/ママの休息所

〇若い世代の定住化対策の充実
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a
 3人の子供と。ビアノの発表会にて。

我孫子に住んで良かったと思えるよう

な街づくりをしていきます！

-------【私の活動】ー一—

直
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◎趣味 ：ランニング（フル3時間12分）
読書（村上春樹、司馬遼太郎）

漫画（愛読書／キングダム、リアル）

テニス（連盟所属）、野球 （連盟所属）

◎マイプーム：ラーメン食べ歩き、バソコン、スマホ

ドラマ・映画のロケ地探し、 子育て

◎家族： 5人 （妻、息子 7歳【第3小】

双子女子3歳【柏鳳→エーデル］ ）

く主な役職＞監査委員／隊友会／我孫子三田会／

天王台商店会役員／我孫子市商工会会員

く地域活動＞保護司/NPO法人手賀沼フィルムコミッション

理事／我孫子市テニスクラブ／ウィングAC/交通安全推進隊

／天ちゃんあ！美フルクラプ
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1 1年111l、どんな天気の中でも

通学見守り活動やっています ！

一
某有名ランナー達と！

日頃から自転車で市役所

に通勤。選挙も自転車で！

プロフィール

1972年 7月23日 大分市生まれ (0型）

1995年 ：脱応義熟大学法学部政治学科卒業

1995年 ：大手小売業に入社

2004年 ：衆議院議員桜田義孝秘書 (06公設秘書）

2007年 ：我孫子市議会議員初当選 （現在3期）

2016年 ：我孫子市議会副議長就任

2018年 ：我孫子市監査委員就任

12年間の主な実績 詑 -= 
NEW! 


