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」出毯のすべてを ナエー
�旦亜ーむ鯰ます

大泉ひろ子

中学生の頃、小説家を夢見て、せっせとものを書いていました。やがて、
「自分の人生にドラマがないのに、 スト ー リ ー が書けない」と思って、 あっ
さり夢を断念しました。
10代の夢は、 女性初の東大教授でインドやH本社会研究者の中根千枝
さんのような、 社会人類学者になることに変わりました。しかし、 当時世界
的に吹き荒れた大学紛争の意味を理解できなかった私は、「こんな未熟な
ままで研究者の道はやめ、社会に出よう」と、再びあっさり夢を捨てました。
'Tiil'_.__.�簡単に言えば、 官僚の道を選んだのは消極的
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選択でした。 当時少ない男女平等の職業だったからです。しかし、 職
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業は、 学校と違って、 私を厳しく育ててくれました。年金法の改正、
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高齢者福祉、 精神衛生、 医療費適正化、 少子化対策、 児童福祉法
の改正、 措置から契約への社会福祉法の立法など、 H本の社会の在
り方と深くかかわりました。
特に、 在外研究員としての米国、 ユニ セフ職員としてのインドの2度
の海外駐在と中曽根政権時代の市場開放対米交渉は、 いやが上にも
インド赴任直前、生後 8 か月の息子と。33歳

昭0汁i"'、(J)棋l、心を雇& i》 ました。 山口県副知事に出向の後、 政治の道に踏

み出したのです。
｀

ジバン（地盤）、 カンバン（看板）、 カバン（鞄） のいずれをも持た
ない私は、 選挙という世界では苦戦を続けました。新たな政治を求
めて、 民主党の衆議院議員を1期務めたものの、 政権崩壊とともに
離党し、 無所属で活動を続け今日に至っています。
今、 自分の経験のすべてをかけて、 つくばを変え るチャンスに挑
みます。科学産業都市として繁栄し、 社会サ ー ビスの整った、 8本

陸上自衛隊関東補給処（土浦市右籾）創立12
周年であいさつ。2010年5月、衆議院議員

のモデルとなる自治体をつくり上げたいと思います。
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大泉ひろ子を応援します！

続々と支援の が広がってます
輪

北条地区後援会長 元会社役員 山口勇さん
（写真左）
染谷工務店社長 染谷信一さん［北条］

Q 北部は中心部に比べて遅れているの

で、アクセスをよくしたり、観光を振興し
たり、北部の開発をしてほしい。
北部の住民の強い思いを感じてい
ます。筑 波 山、北 条、小 田 の 観 光に
力を入れると共に、生活拠点の充実を
図ります。麓に道の駅をつくり、つく
ば駅から２階建てバスを運行し、たく
さんの観光客を運ぶと共に、地域住民
の便宜を確保します。

主婦
長尾操さん［花畑］

Q 大 学 入 学を機に18歳でつくばを出
て、25年ぶりにつくばに戻ってきました。
現在、中学１年と小学２年の娘２人を東京
で育て、さまざまな面で東京の方が教育
環境が整っていると感じます。つくばで
も教育環境の充実を期待します。
東京に負けないよう、つくばを教
育先進市にしていきます。学業だけで
なく、スポーツ、文化活動、子供の貧
困対策も含め、児童行政の専門家と
しての経験を生かし取り組みます。

筑波大学名誉教授 玉川大学名誉教授
三井秀樹さん、章子さん夫妻［玉取］

Q これまでも「世界のつくば」が掲げら

れてきたが、つくばに住んで30年が過ぎ
た。大泉さんには、本当の意味での「世
界のつくば」を実現してほしい。
国家プロジェクトによってつくられ
た筑波研究学園都市ですが、今は特
別扱いされなくなりました。つくばで
生まれた研究成果がよそで産業化さ
れる動きも目立っています。移転を食
い止め、つくばで生まれた研究成果を
つくばで産業に育てます。科学産業都
市をつくり、税収を確保し、雇用を増
やし、人が集まるまちづくりをします。

元筑波大付属病院 臨床心理士
（写真中央）
対馬依子さん［春日］

Q 発達障害の子どもや脳に障害のある
人の支援をしています。つくば市は相談
する場が少なく、親子に関する支援が薄
いと感じます。大泉さんは厚生省に勤
め、キャリアと情熱をもっているので、女
性としてきめ細やかな、血が通う政策を
実現してくれると思います。
心の専門家が活躍できる場を拡大
し、対馬さんに骨折っていただきたい
ですね。心の悩み、貧困などにあえぐ
子供たちの対策もしっかりやっていき
たいと思います。

元筑南広域事務組合議長 元市議会副議長
大野光夫さん［苅間］

Q つくば市誕生から来年30年を迎える

のに、いまだにしがらみで成り立っている
つくば市政に危機感を感じている。この
ままではつくば市がだめになる。しがらみ
のない大泉さんにつくば市を託したい。
国とのパイプを生かし、海外との
交流経験を生かして、つくばを自立し
た「世界のつくば」にしていきます。

農業

真瀬芸能保存会会長
小堀淑守さん［真瀬］

Q 俺たち農家だけれども、大泉さんに
は真瀬の盆踊りにも参加してもらった。
今までの 市 長もよくやってくれたが、
引き続き大 泉さんによくやっていただ
きたい。
農家の方々の要望を大切にして、
つくばを先進的な農業地域にしていき
ます。真瀬太鼓など伝統芸能の発祥
は農村集落です。伝統芸能を未来に
伝える文化事業に取り組みます。

岡野産婦人科 院長
岡野忠男さん［梅園］

農業
鯉川忍さん、美代子さん夫妻［茎崎］

Q 幼稚園や保育園の先生方への支援を

Q 茎崎はどこよりも高齢化が進んでい
る。高齢になると車の運転ができなくな
るのに交通の便が悪い。買い物も不便。
農家も後継者がいない。地元で働くこと
ができ、安心して生活できるつくば市を
つくってほしい。

子育て支援センターの機能を充実
させ、保育士、幼稚園教諭の研修を“つ
くばスタイル” で実行していきます。
親子の信頼関係を築く「親業」も、少
子化対策の一貫として力を入れて取り
組んでいきます。

徒歩30分圏に小さな中心拠点をつ
くり、買い物の場、病院、介護施設、
学校、市役所支所を置き、拠点と拠点
の間に交通網を整備します。お年寄り
を病院に送迎するサービスを行う事業
者に補助制度を設けるなど、工夫して
お年寄りの足を確保します。

もっと濃厚にしてほしい。昔と違って、ご
近所とのつながりが薄くなり、子育てを
手伝ってくれた祖父母も近くにいないの
で、幼稚園や保育園が家庭での子育てを
支援するシステムをつくれないかな。

無職
塚田好雄さん［榎戸］

医療法人社団三輪会 理事長
三輪谷博史さん

Q 区長のとき、軽トラックも走れない狭
くて細い農道を拡幅するため市が用地を
買収した。買収したままにしておくのは
税金ももったいない。道路が狭いと休耕
地になってしまう。榎戸と北中妻の二つ
の集落で利用できるので、大泉さんに何
とかしてもらいたい。

Q いろいろな 政 治 家 に 出 会ってきた
が、市民目線で考えて仕事ができる政治
家は大泉ひろ子さんしかいない。本当に
努力されている人で、信頼している。今
後、医療、介護、社会福祉は急速に市政
の大きな課題になっていく。つくば市の
未来が決まる。

中途のまま完成していない道路や
農道などがつくば市にはたくさんある
と認識しています。これらに優先的に
取り組み解決していきます。

先生は地域医療の先駆者として、
仕組みをつくり実践してきた方です。
自宅に居ながら受けられる医療・介
護サービスをつくば市で普及させたい
と思います。

