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飲酒当て逃げ事件︑ダイオキシ

されたのをはじめ︑組合職員の

掃施設組合議会は今年7月に入

田川市の本年度決算でも非常

ン基準超過排出隠ぺい事件な

とができました︒﹁生活再建﹂

に厳しい数字となりました︒次

ど︑数々の不祥事を引き起こし

札に関する不正問題で組合職員

の世代に大きなツケを残すよう

てきました︒適正かつ厳しい監

と組合議会議員が相次いで逮捕

な行政運営にしないためにも︑

査を実施することで︑不正の根

を全面に︑私も地元でしっかり

無駄遣いのチェックと将来投資

と取り組んで参ります︒

につながる予算執行を提言して

くれることを期待し︑見守って

という政治のありようを示して

を忘れずに﹁人を大切にする﹂

である︒寝た子を起こした責任

明を尽くしてほしいということ

何事にも国民に分かるように説

そこで新政権に望むことは︑

われる︒

示すようになってきたように思

動向︑ありように大きな関心を

が夢から覚めたように︑政治の

出されるにつれて︑多くの人々

佐々木 まこと

田川市議会議員

力で取り組んで参ります︒

絶と無駄づかい防止に向け︑全

また8月1日から田川市・川

参ります︒
崎町・福智町・糸田町の1市3
町のごみ・し尿処理を行う田川
地区清掃施設組合議会の監査委
員に就任しました︒田川地区清

なんのことはない︑私も自民
れ︑事の本質を見抜く力を持た

いきたいものだ︒

後援会長

大 間 勝 徳

日々をつづるブログ、毎日更新！

田川地区清掃施設組合の監査委員に就任しました

先の総選挙では︑多くの皆様
に﹁山口はるな﹂をご支持いた
だきながらも︑結果を残すこと
ができず誠に申しわけございま
せんでした︒しかし社民党も含
めた新しい政権を誕生させるこ

後 援 会 長 のひと りごと
何の説明もなく﹁中止﹂とい
う結論だけを言われて︑とまど
ってしまった︒その後︑新聞や
テレビで八ッ場ダムの歴史が少
しずつ明らかになり︑ようやく
納得のできる所も出てきたこの
八ッ場ダム建設中止！数千億

党政権下ですっかり飼い慣らさ

頃である︒
年あまりの歳
月を費やした大事業を突然中止

ず︑平々凡々と︑その日暮らし

円の公金を使い

するという発表には︑正直なと

を楽しんだのかと思う︒
しかし︑政権交代して2ヶ月

ころ︑びっくり仰天した︒な
ぜ︑どうしてと大きな疑心を抱

余り︑新しい政策が次々に打ち

主な活動報告

平成20年度決算報告

vol.
社 会 民 主 党
田川市議会議員

田川市川崎町清掃センターにて
監査をしている様子（写真左）

いたのは︑私だけではあるまい︒
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1

議員として活動した行動の全てを公開

8面

「広報たがわ」では伝えない市税収入の内容

4面

佐々木まことの日進月歩

9月補正予算報告

写真での活動報告

現役層の定住人口増加について

7面

政権交代で、執行停止の可能性

3面

佐々木まことの西へ東へ

6面

一般質問

2面

田川市立後藤寺幼稚園問題について

問われる市の説明責任と行動

5面
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佐々木まこと後援会事務所 〒826-0044 田川市大字位登876
TEL:0947‐42‐1866 mail：makt56@hotmail.com

9 月議 会
︵判断基準︶ともなるはずです︒
現在︑田川市では企業誘致を大きな柱

住宅に入居する際の審査対象となる収入
基準月収額を︑公営住宅における一般世
にし︑人件費も入れると1億円近い予算

ではなく︑この定住対策を中心軸にすえ

を投入しています︒しかし私は企業誘致

万8千円程度とす

帯の収入基準月収額
るよう︑条例改正や国に特区申請を行う
べきと考える︒
たまちづくりが必要と考えています︒例
えば若年層だけを集め一緒に議論をす

層向け施策をリンクさせる︑子育て環境

答弁⁝現在︑みなし公営住宅の活用や改

るよう︑構造改革特区の申請を行うなど
を徹底して充実させる︑などをまずは行

る︑市が行っている住宅団地造成に若年

の検討を行っている︒今後も国の動向等

良住宅に公営住宅の所得制限を準用でき
質問1⁝国立社会保障・人口問題研究所
うことだけでも大きく変わるはずです︒

4884万円

0万円

4884万円
放課後児童クラブにクーラー等を設置する費用

3039万円

0万円

3039万円
ゴミ収集車を2台購入するための費用

1589万円

0万円

1589万円
田川市武道館の解体費用

1170万円

0万円

1170万円

とに取り組んで参ります︒

私も議員として︑市民として︑できるこ

に注意しながら︑さらに検討を進めてい

子育て応援特別手当支給事業にあてる費用

40674人

42769人

44811人

46817人

48667人

50267人

51534人

なりました︒ありがとうございました︒

田

西南学院大学2年生

縄

未

来

を決めて本当によかったです︒約2ヶ月間お世話に

経験をすることができたと思います︒参加すること

私の人生の中で二度とすることのできない貴重な

生活に関わるものばかりでした︒

どの議員さんの一般質問のテーマも市民の皆さんの

一般質問のお手伝いをさせていただいたときも︑

る議員の方々は重要な役割だと思いました︒

しないためにもその審議が必要で︑市民の代表であ

です︒だからこそ市民が納めている税金を無駄遣い

さんの仕事は私達の生活に関わりのあるものばかり

まって委員会や審議会︑議会を傍聴しました︒議員

大変だった選挙も終わり︑9月になって議会が始

ると聞いて︑なんて大変なんだと思いました︒

りでした︒暑い中のポスティング︒3ヶ月に一回す

初めてのことばか

当然のことですが

この2ヶ月間は

できました︒

慣れていくことが

かったのですぐに

員は私と年齢が近

したが︑佐々木議

張してばかりいま

最初はずっと緊

インターンシップで学んだこと

議員インターン生の感想

20
0
2020年 2025年 2030年 2035年
国立人口問題研究所調べ 2010年以降は推計値

が示した本市の将来人口は︑

7182万円

25

きたい︒

2120万円

26.4

％ を超

5062万円

30

人口4万人に迫り︑高齢化率は

代の市民

鎮西中、伊田中の耐震補強設計・改修工事にかかる費用

31.9

えると予想されている︒若年層の定住対

代︑

に努めるとともに︑教育環境の充実とソ
国立人口問題研究所が示した田川市の

1億4602万円

高齢化率（％）
35
33.2

策は緊急課題である︒若年層の定住環境
の整備について︑広く
と議論を重ねながら︑定住促進に向けた

佐々木 は
こう思 う

答弁⁝特に子育てを行う若い世代の定住
フト面の環境整備にも配慮していきた
将来人口︵別表︶が示す通り︑今後も確

6221万円

28.3

アクションプランの作成を行ってはどう
公園整備や植樹等︑購入意欲を高めるこ

促進策を田川市第5次総合計画並びに田
い︒また︑若年層の土地・住宅の取得に
実に人口が減少する一方︑高齢化率は大

8381万円

33.8

か︒

川市住宅マスタープランの重点課題とし
おける負担軽減策等については︑先進地
幅に増加することが分かります︒

大藪小、鎮西小、弓削田小の耐震補強設計・改修工事にかかる費用

34.5

〜﹁人の誘致﹂を
田川市の重要施策に〜

て位置づけ︑その実現に向けた少子策の
の取り組み状況等を調査・研究し︑世代

1億6820万円

34.1

とができるような魅力のある団地づくり

体系的な構築について検討していきた
間あるいは地域間の公平性の確保にも配
ば︑個人市民税を支払う現役層が減り︑

0万円

2015年

これを自治体財政の観点だけで見れ

い︒またアクションプラン等の検討組織
意しながら︑慎重に検討していく︒

1億6820万円

2010年

体制についても︑十分今後工夫してい

的に悪化することは確実です︒まちづく

2億2205万円

50,000

一方で社会保障費関係の負担が多い高齢

質問3⁝本市全世帯の約2割を占める改
りの観点でも︑地域行事が停滞し︑行政

1億4249万円

2005年

く︒

良住宅は︑住宅政策上極めて重要な位置
区の存続すら難しくなる可能性もありま

7956万円

45,000

者層が増えることで︑財政収支は加速度

にある︒しかし収入基準月収額が一般世
す︒また︑若年人口の多さはその街に夢

公営住宅の外壁改修や給水設備等の改修工事にかかる費用

30,000
0

年度以降に売り出し予定
万4千円と︑極めて低い収入

4億2118万円

35,000

質問2⁝平成
の平原住宅団地について︑定住対策と政
帯で月額

1億1450万円

を描けるかどうかを図るメルクマール

策的にリンクさせるために︑総合的な対
の方しか入居することはできない︒改良

3億668万円

策と魅力ある団地を形成する必要があ

政権交代で︑多くが
執 行 停 止の可 能 性

改良住宅の外壁改修や給水設備等の改修工事にかかる費用

合

55,000

20
35

30

補正予算

11

田川市の人口と高齢化率の推移

20

今回の補正予算は︑6月議会同様国の経済対策による補
助金を活用したものがほ とんどでした︒しかし︑改良住宅
の外壁補修などは︑本来年次計画で決めているものを前倒
しで実施したものであるなど︑その必要性について十分審
議しなければならないものもありました︒よって当初より
私は﹁本当に必要な予算なのか﹂という観点で審議をしま
した︒

70

40,000

24

電子黒板︑否決で
購入品目の修正へ

70

人口総数（人）

答弁⁝平原住宅団地分譲開始までの間に

年後には

る︒早急な対策を︒

15

既定額

学校の教育用パソコンや電子黒板等の購入費

9月

学校教育課から出され
た 1 台
万 円 ︑ 計
1190万円もする電子
黒板は非常に高額であり
反対を表明︒他の委員からも﹁本当に必要なのか﹂﹁使う
のがとても難しく︑果たして学校に需要はあるのか﹂など
といった意見が出され︑最終的には総務文教委員会でいっ
たん否決となりました︒
しかし︑その後教育委員会から1 台 万円の電子黒板で
はなく︑ 万円以下のものにすることが表明され︑審議の
結果︑可決成立となりました︒
し かし︑8月に行われた衆議院選挙によって政権が変わ
り︑経済対策関連の予算が凍結されました︒今回の凍結分
と田川市の補正予算との関係性はいまだに不明ですが︑お
そらく多くが凍結分に該当する可能性があり︑9月補正予
算は事実上執行できない状況となっています︒政権交代に
よる予算凍結ですから致し方ないのですが︑なにをどれぐ
らい凍結したのかを早急に明示することが求められます︒
10

計
補正額
事業内容
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年度決算報告

3億5219万円

98.4%
固定資産税

30億3940万円

23億1476万円

76.2%
軽自動車税

1億2335万円

9870万円

80.0%
市たばこ税

4億145万円

4億145万円

100%
447万円

447万円

100%
58億6858万円

48億9268万円

83.4%
59億7378万円

49億5485万円

83.1%

コレ

予算全体では

年度の決算

約5・6億円の赤字に
平成
が議会で認定をされ
ました︒
今回の決算報告で
も5億6300万円の実質赤字とな
りました︒その補てんは基金︵田川
市の積み立てている預金︶でまかな
っている状況ですが︑取り崩せる額
はあまりなく︑このままでは数年以
内になくなってしまいます︒
田川市の財政は支出の5割近くを
民生費︵社会保障費︶が占めていま
す︒高齢化によって社会保障費が増
加する一方︑税収入は今年も減少し
年

年と続く構造的

ています︒これは一時的なものでな
く︑これから

な問題です︒財政規律を一層高める
とともに︑税収増につながる政策を
早急にとっていく必要があります︒

田川市立後藤寺幼稚園が︑耐震強度不足で急きょ隣接する田
川市立後藤寺小学校に移転することが決まりました︒しかし
暫定措置であり︑今後の方策などを早急に決めなければなり

提であり︑運営主体の田川市が当然
行うべきことです︒
また田川市立後藤寺幼稚園は公立
幼稚園としては福岡県内で2番目に
設立した歴史のある幼稚園です︒そ
して地域からしっかり守られ︑園児
の保護者の信頼も大変厚く︑保護者
が一緒に作る幼稚園としての蓄積も
随所に見られます︒その貴重な財産
を安易に統廃合することは決して許
されることではありません︒
まず執行部は保護者の不信に十分
に応える義務があります︒今いる園
児や保護者︑そして入園予定の園児
と保護者のためにも︑来年度も募集
できる体制作りを早急に行わなけれ
ばなりません︒

ません︒問題点と執行部が行うべき点について︑私の意見を述
べていきます︒

これまで幼稚園の統廃合について
は議会でも執行部でも︑全く議論は
されていませんが︑執行部の狙いと
しては今回を契機に統廃合を行おう
という意図も見え隠れします︒
しかし現に田川市立後藤寺幼稚園
に通っている4歳児︑5歳児はいる
のですから︑まずは原状復帰が大前

2園堅持と
原状復帰は当然

田川市立幼稚園の在り方につい
て︑私も副会長として携わっている
田川市幼児教育審議会でもこの問題
が審議されました︒その結果︑①市
立後藤寺幼稚園・市立伊田幼稚園の
体制はこのまま維持する②現状の小
学校校舎による保育は来年3月まで
に解消する③来年度に向けて船尾小
学校をはじめとした既存施設で代替
する︑などが審議会の意見として教
育委員会へ示されました︒特に2園
堅持については全く異論がでません
でした︒

幼児教育審議会
でも2園堅持

を変えよう

安定的な収入確保のためには固定
資産税や個人市民税などに頼る必要
があり︑このことからも税収入にお
ける住民の役割は非常に大きいと言
えます︒自主財源確保には定住人口
の増加が不可欠であることが︑ここ
からも証明されます︒

個 人が田 川 市の税 を 支えている

3億57999万円

いことに﹁納得しかねる﹂として
﹁後藤寺幼稚園施設に関する要望
書﹂を提出しています︒要望書には
①利用教室の増加②今後の対策等を
来年1月上旬までに決定③現園舎の
補修・建て替え・既存施設︵船尾小
学校等︶の利用等の決定④3年保育
の実施⑤田川市立後藤寺幼稚園の存
続︑等が書かれていました︒
要望の中身の多くは︑今回の問題
もさることながら︑3年保育を実施
していないことや︑意図的な募集方
法の制限など︑市の幼稚園経営全般
に関する不信も多くを占めていまし
た︒教育委員会や執行部はこのこと
を重く受け止めるべきです︒
利用教室に関しては︑保護者の希
望を受けて教室を増やすことが実現
していますが︑他の項目については
全く白紙の状況で︑現在︑市役所職
員による検討委員会が発足し問題解
消に向けて協議がされています︒

20

平成

法人市民税

﹁広報たがわ﹂では伝えない！
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市税収入 の現状
88.6%

田川市の自主財源は個人市民税や
固定資産税︵一部は法人もありま
す︶︑たばこ税など︑個人によるも
のが多くを占めています︒一方︑法
人市民税は市税収入全体ではたばこ
税より低く︑また景気によって大き
く変動します︒

17億2109万円

億9268万円

19億4190万円

市税収入
収納できず
しかし 億円も
昨年度の市税収入では大きな減少が2項目ありまし
た︒1つ目は法人市民税で︑昨年度に比べ1億1432
万円︑2つ目は市たばこ税で5701万円がそれぞれ減
少しています︒
法人市民税は︑昨年秋からの不況に伴うものです︒た
ばこ税に関しては︑コンビニで販売するたばこの多くが
本社機能のある都市部等で納入される仕組みであるため
です︒
また別表にあるように︑本来納入されるはずの税金の
約2割が支払われていない状
況にあります︒特に固定資産
年度分だけで実に

個人市民税

平成19年度

税は平成

収納率

計

7億2464万円も滞納が発

収入額

KORE

10

年度滞

田川市立後藤寺幼稚園
耐 震強度不足で移転

50

20

生し︑その額は平成
納 総 額 の 実 に 7 4・2 ％ に も 上
ります︒土地所有者の高齢化
が大きな要因ともなっていま
す︒

ココ

調定額

KOKO
K
O
R
E
が問題

平成20年度 市税収入の内訳

〜問われる市の説明責任と行動〜

19

合

48

10

20

突然の発表と移転︑
保護者は納得せず

10

鉱産税

20

20

Series

月6日の耐震診断報告の結果︑
後藤寺幼稚園の現園舎は使用するこ
とはできないと決定した教育委員会
は︑ 月8日に保護者説明会を実
施︑その後 日には隣接する田川市
立後藤寺小学校の教室に移転をしま
した︒
耐震強度に関しては︑本来入って
いるはずの﹁すじかい﹂が入ってい
ないことなどによって︑耐震強度は
測定不能になったという報告を受け
ています︒簡単にいえば﹁手抜き工
事﹂だったということになります
︵園舎は昭和 年に建設され瑕疵担
保責任は発生せず︑すでに工事業者
も廃業している状況です︶︒
しかし保護者の代表の方々は︑突
然の発表に対し十分な説明をされな

耐震強度で使用不可となった
田川市立後藤寺幼稚園

KOKO

10

4
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田川市
の懸案事項
1951年12月7日 第3種郵便物認可

﹁佐々木まことの日進月歩﹂より
2009・ ・

へ

今日は法政大学大学院政策
創造研究科主催の﹁地方議員
のための政策創造講座 自治体
政策における議会の役割 地域
づくりの政策と議会イノベー
ション﹂という講座に参加す
るため東京へ︒そのうち坂本
光司大学院政策創造研究科教
授による﹁地域の産業と議
会﹂の講義を紹介します︒
まず坂本教授は地方の多く
が構造的問題を抱えており︑
具体的には建設業の不振につ
いて以下のような理由で構造
問題との関係性を論じていま
す︒
﹁日本全体の大工や建設業者
月

日に終わった

が︑1月1日に一斉に家を造
り出して

万戸しか造

があるといわれている︒しか
し実際は一年で

っていない状況である︒もは
や住宅業界の不振は一時的変
化ではなく︑構造的変化であ
る﹂

また地方自治体でとられて
いる産業振興策は
①企業誘致
② インキュベーション︵孵化させる︶
③既存産業の育成・支援
の3点があります︒
その中で坂本教授は③の既
存産業の育成・支援が一番大
切であると述べています︒
特に企業誘致に関しては︑
近年の企業誘致によって誘致
できる企業は﹁渡り鳥企業﹂
であること︑そしてこれらの
企業はすぐに撤退する可能性
があるとこと︑などを述べた
上で︑ここに力を入れても意
味がなく︑その力を既存企業
の育成・支援にあてるべきと
しています︒
しかし現在の自治体の産業
振興政策は︑例えば補助金に
ついても︑補助金による効果
がほとんど把握されないまま
事実上﹁垂れ流している﹂パ
ターンが多すぎると批判して
います︒
その点で坂本先生は今後の

へ

毎日
更新

衆院選で福島みずほ党首が猪位金校区入り。
応援弁士として支持を訴えました。

！
議員インターン最終報告会で
講演を行いました。

自治体の産業振興については︑

はまる︑と感じました︒田川市

の多くが田川市にも大いに当て

そもそも企業というのは補助

も企業誘致に関して部長級の部

金があるから来るものではな

﹁企業誘致﹂ではなく﹁企業留

い︑と私は思っています︒そこ

致﹂を重点化し︑その具体策と

また売り手と買い手のマッチ

べきとおっしゃっていました︒

に魅力的な地域があり︑人材が

署を専門に置き︑各種補助金も

ング作業も同時に行うべきとし

あり︑従業員の住環境がよい︑

して地元企業の経営者の意識改

ています︒企業はどう作るかと

というところに来るはずです︒

設定しています︒しかし︑これ

いうのは問題ではなく︑なにを

その点では補助金を安易に投げ

革を行うことが必要と論じてい

つくったら売れるかが一番の問

渡す方式ではなく︑企業側が望

にどれだけの効果があったの

題であり︑そのために︑例えば

むものについて積極的に情報収

か︑この補助金が意味あるもの

高齢者向けの商品について︑高

集し︑時に人材育成等教育分野

ます企業は経営者がどういう見

齢者を集め意見交換を行いそこ

識か︑どういう方針かで決まっ

から商品化を考える場を︑行政

にまで産業振興とリンクして取

なのか︑十分な検証を早急に行

や議員がつくってはどうか︑な

り組むことなど︑産業振興につ
いて︑総合的見地で政策構築を
図る必要があると思っていま

業の育成を行うべき﹂というの

た︑﹁企業誘致ではなく地元企

そして一般質問でも述べてき

個人的には︑今までブログや

れず︑しっかり今ある企業を応

も︑そして行政も職種にとらわ

手もたくさんいます︒我々議員

して伸ばそうと努力している若

業はたくさんありますし︑起業

今︑田川地域にも魅力的な企

す︒

は一定の意味があったのだと確

援する体制をつくることが急務
です︒

認でき︑改めて地場企業育成の

自治体の産業振興に関する批判

また坂本教授が批判していた

大切さについて実感しました︒

私の感想⁝

どを提案していました︒

てしまいます︒地域経済の担い

京都府長岡京市の尾崎百合子さんの選挙応援。
見事上位当選を果たしました。
うべきだと感じました︒

10月1日
手育成を積極的に議員も進める

一般質問で再質問をしている様子。
しっかり質問と追求を行って参ります。

9月25日
9月11日
http://sasakimakoto.net/

東

産 業 政 策を﹁ 企 業 誘 致 ﹂から
﹁企業留致﹂
へ転 換を！

8月25日

西

田川地区清掃施設組合の監査委員に就任。
写真は納入検査の様子です。

8月28日

佐々木
まこと

1951年12月7日 第3種郵便物認可

の
田川市立病院経営形態検討委員会と
議会との意見交換会での一コマ。

場合︑170万戸を作る能力

12

早野透朝日新聞コラムニストが田川入り。
田川市内を案内しました。

佐々木まことの
日進月歩

10
17

31

90

佐々木まことの日々の活動をつづるブログ、

ジ紹介
ホームペー

8月21日
8月21日

6
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佐々木まことの活動記
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佐 々 木まこと の 主 な 活 動 報 告
日

日

日
日
日

日
日
日

日

日

日

日

日
日

日
日

1日

2日

3日
4日
5日
6日
7日

社民党福岡県自治体議員団決起集会︵行橋市︶
原水禁田川地区平和行進
政見放送打ち合わせ︵福岡市︶
社民党猪位金支部会議
田川市議会財政問題勉強会
田川市立病院経営形態検討委員会傍聴
山口はるな政見放送撮影︵福岡市︶
田川地区清掃施設組合議会
佐々木まこと後援会世話人会

電子自治体システム勉強会︵福岡市︶
議員インターン2次面接︵福岡市︶
連合福岡街頭演説行動
社民党田川総支部合同会議
地元青壮年団理事会
社民党福岡県連合常任幹事会︵福岡市︶
社民党・党学校﹁渕上塾﹂︵福岡市︶
山口はるな街頭演説
山口はるな金川校区個人演説会
山口はるな街頭演説
衆院選政見放送打ち合わせ︵福岡市︶
田川市幼児教育審議会
社民党田川総支部自治体議員団会議
田川地区清掃施設組合運営協議会
古賀靖典猪位金地区後援会会議
平和憲法をいかす会集会
衆院選会議
なごし祭り参加

15日 より

インターン受け入れ
株式会社ＳＫＹ暑気払い来賓参加
衆院選行動
インターン受け入れ
第4回ユーストーク︵福岡市︶
衆院選行動
衆院選行動
インターン受け入れ
衆院選行動
田川商工会議所青年部会議
衆院選行動
インターン受け入れ
衆院選行動
衆院選行動

8日

9日
日
日
日
日
日
日
日

日

日

日

日

日

日

日
日
日

日
日
日

日

日
日

1日
2日
4日

6日

福島みずほ社民党党首来援
衆院選行動
インターン受け入れ
衆院選行動
衆院選行動
インターン受け入れ
衆院選行動
政見放送打ち合わせ︵福岡市︶
初盆参り
初盆参り
猪位金4区盆踊り
インターン受け入れ
衆院選行動
田川市職労打ち合わせ
衆院選行動
山口はるな出発式参加
衆院選行動
インターン受け入れ
田川市幼児教育審議会
衆院選行動
インターン受け入れ
インターン受け入れ
衆院選行動
田川地区清掃施設組合監査
衆院選行動
インターン受け入れ
衆院選行動
衆院選行動
衆院選行動
総務文教委員会
インターン受け入れ
衆院選行動
衆院選行動
衆院選行動
田川市立病院経営形態検討委員会傍聴
衆院選行動
猪位金校区ふれあい夏祭り参加
衆院選行動
衆院選投票日
衆院選残務整理

衆院選残務整理
社民党全国代表者会議︵東京︶
市議会本会議︵1日目︶
社民党福岡県連合常任幹事会
母と女性教職員の会会合

インターン受け入れ

インターン受け入れ
市議会本会議︵2日目︶
インターン受け入れ
市議会本会議︵3日目︶

海上自衛隊
﹁さわぎり﹂人権侵害裁判勝利集会
︵福岡市︶

インターン受け入れ
白鳥保育園運動会

社民党田川総支部定期大会

1日

田川市立北保育所運動会

田川市幼児教育審議会

長岡京市議選応援行動︵京都府︶

田川市第5次総合計画ワークショップ傍聴

い合わせください。

号外
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7日
日

日

日

総務文教委員会

サンプレイス暖家の丘上棟式
田川地区清掃施設組合監査

日

日

社民党田川総支部合同会議

日

総務文教委員会
社民党・党学校﹁渕上塾﹂︵福岡市︶

社民党福岡県連合常任幹事会
市議会本会議︵4日目︶

日

日

日

猪位金小学校・中学校合同運動会

インターン受け入れ

日

日

田川地区清掃施設組合監査

長岡京市議選応援行動︵京都府︶

田川市第5次総合計画ワークショップ

田川市立病院経営形態検討委員会傍聴

ドットジェイピーインターン発表会︵福岡市︶

日

日

2日

社民党福岡県連合常任幹事会

田川地区清掃施設組合監査

社民党田川市支部会議

市議会本会議︵5日目︶

社民党市議団会議

田川商工会議青年部イベント

4日
7日
8日
9日

社民党福岡県連合県委員会

法政大学大学院勉強会︵東京都︶

早野透朝日新聞コラムニスト講演会
日

日

日

社民党自治体議員団九州ブロック活動交流集会︵福岡市︶

法政大学大学院勉強会︵東京都︶

社民党自治体議員団九州ブロック活動交流集会︵福岡市︶

日

田川地区清掃施設組合監査

日

日

国際反戦デー田川地区集会

日

連絡先 0947-42-1866
mail:makt56@hotmail.com

社会新報

市民相談、労働相談など各種相談をい

つでも受け付けています。
また月1回、

弁護士による無料法律相談も行ってい

ますので、お気軽に電話、
メールでお問

1981年5月 田川市で出生
1997年3月 田川市立猪位金中学校卒業
2000年3月 福岡県立東鷹高等学校卒業
2004年3月 龍谷大学法学部政治学科卒業
2006年3月 北九州市立大学大学院法学研究科修了（法学修士）
2006年4月 社会福祉法人猪位金福祉会暖家の丘入社（現）
2007年4月 田川市議会議員当選（25人中7位・1363票）
現 在
総務文教委員会副委員長、田川地区清掃施設組合議会監査委員、
社民党福岡県連合青少年局長、社会新報地方記者、東鷹同窓会理事

市民相談・無料法律相談
受け付けています。

SASAKI Makoto Profile

佐々木まこと経歴
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