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町田市交通問題のビジョン 

  

 町田商工会議所の賀詞交歓会の議長挨拶

において私は、町田市の商工業者の皆さんに

とって、町田市の最大の課題が町田市内を通

る３本の鉄道交通の開通にあると考えられ

ると述べました。リニア中央新幹線が 2027

年開通、小田急多摩線の延伸は石坂・加山市

長で 10年後の開通で協定を結んでいること、

他方で多摩都市モノレール町田延伸は、10年

では開通しないことが議会の論戦で明らか

になったことをまず述べました。 

 
商工会議所深澤会頭（写真中央）の左が石阪

市長、その隣が議長の吉田つとむです。 

経済界の期待が大きい、市民の課題でもあ

る、この多摩都市モノレール町田延伸の実現

は政治の役割であり、その達成時期の目標設

定が欠けていることが、町田市政の不足部分

だと述べました。また、東京都政においては、

都心部に予算が集中することを再配分し、こ

の多摩都市モノレール建設に予算付けする

ことが 4名に増員となった都議会議員の役割

だと述べました。私が思うに、この多摩都市

モノレール町田延伸の開通時期を明言する

政治と政治家が、町田市の発展を担える資格

を持つ政治家だと理解しています。 
  

「きそっち」のオープン 
 木曽子どもクラブ（きそっち）がオープン

しました。名称は小学３年生が、外観につい

ては小学１年生の提案が採用されたとのこ

とで、その皆さんに市長より記念品が渡され

ました。その日、渋谷佳久元議長（引退）の

夫人が出席されていたことで、私はその挨拶

中、「この近隣の新設小学校の開校に関して、

町田市が予定した案に地元で異論がおき、そ

の渋谷佳久議員が地元の伝統的な地名を加

えた形の案を提唱し、それに決まったことを

思いだした」と話しました。出席者の中で、

当時を知る人からは共感を得ました。また、

最初の子どもクラブ＝南大谷子どもクラブ

の設置では、地元の一部の人から子どもの騒

がしさにクレームが出て、皆さんが苦慮した

こと、その解決に長い時間がかかったことを

話しました。大人や高齢者がそれを理解する

ことが重要な社会になっていることを話し

ました。周囲の皆さんが暖かく見守る環境を

目指すべきだと強調しました。これまた、当

時の苦難を知る人には共感を得ていました

が、翌日の新聞を見ると、メディアにはそう

した話題に対してなんの関心も起きなかっ

たようでした。 

 

★ 政党無所属・市議会は保守連合 市議会議長として活動中      
URL http://j-expert.jp/  動画 http://jp.youtube.com/yoshidaben  

編集者 〒194-0011 町田市成瀬が丘 1-14-12サンホワイトＥ103-13吉田つとむ（自宅） 
メール送信 

http://j-expert.jp/
http://jp.youtube.com/yoshidaben
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インターン生募集中 
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研修レポート 21-１宇都木彩名 
  

この日のインターン研修は、吉田議員の所

属会派：保守連合控室で行いました。以下の

写真は、その時間の前に議長室内で撮影した

ものです。私は、これまで 20 回を超すイン

ターン研修を行っていますが、この議長室で

のスナップは初めてのことでした。 

私は以前のレポートにも記した通り、現在

パソコンの使い方を学んでいます。本日はパ

ソコンの練習も兼ねて、吉田つとむ議員のス

ケジュールや関係リストを作成しました。

Excel のソフトウェアを用いて作成しまし

た。私はパソコンの使用が不慣れなため、リ

ストを作っているとき活用すると便利であ

る Excelの機能を吉田議員から教えてもらい

ました。ソフトウェア機能は予想以上に優れ

ており、使い方次第で自らが行う作業の負担

をだいぶ減らすことができるのだと知りま

した。 

 
議長室で議長の仕事を説明中のスナップ 

手作業ですべてを打ち込むのではなく、ソ

フトウェアの機能を活かすことで効率良く

作業を進めることができます。私はインター 

ン活動をスムーズに行うためにソフトウェ

アの機能の使い方を学び、これから最大限に

活用していきたいと感じました。 

また、私は今までインターンレポートはス

マートフォンを使用して書き上げていまし

た。 

しかしパソコンの使用方法を学ぶことを

意識しているので、レポートもパソコンを使

用して作り上げてみようと思い、現在書いて

いる今回の研修レポートはパソコンを活用

して書いています。文字を打ち込むスピード

が遅いためやりづらさを感じています 

が、徐々に慣れていけるよう努めたいです。 

パソコンはスマートフォンよりキーボード

が大きく、両手で素早く打ち込むことが可能

です。効率良くパソコンを扱えるようになる

よう今後パソコンを使用する頻度を高めて 

いきたいと思います。 

 
津田塾大１年 宇都木彩名(第 39期研修生) 

 

（吉田注）私はインターネットを駆使してい

ても、パソコン操作自体に優れているわけで

はありません。単に、仕事上、資料作成の必

要性が高いという理由があるためです。 

★ 吉田つとむのインターンシップは 1998年に開始、町田市役所のインターンシップ受け入れや、中学生の職場体験に先行実施  
★ 大学生・院生を対象に、議員活動に同行することを通じて社会勉強を支援しています。 

インターン希望の方、関心がある方は、ホームページの掲載要旨をご覧の上、ご連絡ください。 



平成 30 年 2 月前半発行 町田市議会報告  「保守連合」会派所属 月２回刊(vol.374) 

町田市議会議員・納税者主権 

吉田つとむ 
良識ある保守主義を目指す 

町田市議会 
〒194-8520 

東京都町田市 

森野２-２-２２ 

☎042-724-2171 

保守連合会派室  
市議会の傍聴・見学 

第

研修レポート 21-2宇都木彩名 

 

 以前のレポートでも数回記載している通

り、2018 年 9 月 22 日にクトロヴァッツコン

サートが開催されます。本日、このクトロヴ

ァッツコンサートのチケットが到着しまし

た。このチケットはコンサート開催に向け e

プラスに注文していたものになります。箱の

中に大量のチケットが収納されており、日に

日にコンサート開催が近づいているのだと

いうことを実感しました。私たちはそのチケ

ットが到着したという報告と共に、開催会場

の市民ホール担当者と打ち合わせを行いま

した。 

 
 またコンサートの案内チラシの校正が済

み、私と吉田議員が最初にそれを見ました。

この案内チラシの原稿は当初、誤った情報を

記載し作成してしまったそうです。後日その

誤りに気が付き、最終印刷前に修正して現在

の案内チラシが完成しました。チラシにはク

トロヴァッツ兄弟のピアノ演奏の魅力、プロ 

グラムなどが記載されています。このチラシ

はコンサートの詳細情報を知るだけでなく、 
 

拝見した多くの人がこのコンサートでは感

動を得られようということを感じるものに

なっています。 

 
チラシや広告というのは、完成度次第で人

の心に与える影響も大きく異なるものです。

目を通して読んだだけで、その事柄に強く惹

かれるチラシをつくるには、情報やデザイン

に工夫をいれることが大切なのだと実感し

ました。クトロヴァッツコンサートは世界最

高のピアノデュオによるものとなっていま

す。これはクトロヴァッツ兄弟の演奏には

様々な工夫が施されており、かつて聴いてき

たピアノ演奏とは異なった感動を人々に与

え続けてきたからなのでしょう。 

このコンサートではピアノの音に対する

感動の限界を超える演奏を聴くことができ

ます。 

津田塾大学１年 宇都木彩名(第 39期研修生) 

 

＜クトロヴァッツ ピアノコンサート＞ 

開催日時：2018年 9月 22日(土)PM3:00開演 

開催場所：町田市民ホール 

料金：大人 ￥3,500（￥4,000） 

   学生 ￥3,000（￥3,500） 

★ マルチメディア双方向発信 吉田つとむ発見動画チャンネル 
URL http://j-expert.jp/  ユーチューブ http://jp.youtube.com/yoshidaben 

編集者 〒194-0011 町田市成瀬が丘 1-14-12サンホワイトＥ103-13吉田つとむ（自宅） 

http://jp.youtube.com/yoshidaben
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町田市の成人式を終えて 

 

町田市内の大勢の新成人が集まりました。 

いわゆる「荒れ」がなく、全体として和らい

だ雰囲気で進行しました。他方で、公の行事

であるはずなのに国家斉唱もなく、少々違和

感も覚えました。町田市の成人式は、二十歳

の希望者で実行委員会を作り、内容を自主的

に検討して、運営する方式となっています。 

 
 オープニングは地元出身・居住する「Ｂrad 

Ｎew Ｖibe」（ロックバンド）が飾りました。

政治家が舞台に上がることはなく、市長・議

長挨拶は非常にタイトです。町田のお笑い芸

人が登場し、来場者参加型！クイズ企画（★）

は、実行委員が進行し、総合司会を行うのは

笠井 信輔氏でした。笠井アナは現役のフジ

テレビアナウンサーで、この日も朝の生番組

に出た後で、町田に移動してきたものです。

この、笠井アナも、町田の出身です。 

こうした流れとの全部のプログラムを見

終えました。内容を論じるからには、できる

だけ現場で見て、その過程を漏らさず見つめ

ることが重要と思ったからです。なお、会場

のメインアリーナフロアー面が自由席で、２

回の通常観客席が指定席になっており、中学

校単位に割り当てられていました。運営や流

れからして、それが合理的に思えました。 

東京オリンピック後の世界像  

 

 町田市は、これから３ヶ年連続のイヴェン

トを行う計画です。それは、国や東京都が

2020 年の東京オリンピックに向けて行うキ

ャンペーンに連動しようというものです。 

ただし、私のもとには、実業界の中ではそ

れが事業にどのようにつながるか、果たして

商売の対象になるのを冷静に検討している

人からの問いかけがあります。ましてや、そ

れらが町田市の商工業の発展に果たして有

効に働きうるのかを検証する必要がある、そ

れからでないと投資はできないとの声が届

いています。最もなことでしょう。なぜなら、

ことが失敗したら、そのリスクは本人が取る

ほかないからです。 

 
実際に、建設業業界にとっては、オリンピ

ックの建設工事の受注はすでに終了してお

り、町田市においては、そもそもその工事自

体が存在していません。とするならば、企業

人はその先を見越して行動する必要があり

ます。町田市に中に、どのような成長分野が

あるのか、どのエリアが発展するのか、その

ことを政治は正直に伝えるスタンスに転換

することが大切だと思っています。 

★吉田つとむの連絡先  TEL 042-795-7361  FAX 042-795-2726 
◇ この印刷物は、政務活動費を一切使用していません。自前の費用で発行するものです。 

Mail:yoshidaben@gmail.com ご質問やご相談をお寄せください。 

 
 

新年の訪問挨拶を受ける（記念写真） 


