プロフィール

過去の市民活動等への参加・役職など

詳細は「あつみのりひさ」と検索！ Facebook も更新中！

三鷹市ボランティア活動推進協議会委員

平成 19 年（2007 年）4 月 三鷹市議会議員初当選
平成 23 年（2011 年）4 月 三鷹市議会議員二期目当選
平成 27 年（2015 年）4 月 三鷹市議会議員三期目当選
三鷹市議会 自由民主クラブ所属 会派幹事長

三鷹市立アニメーション美術館によるまちづくり推進協議会委員
みたか FC 東京観戦 DAY 実行委員
みたか市民プラン21 会議

第 7 分科会メンバー

三鷹警察署協議会委員
三鷹第４小学校コミュニティーティーチャーとして夢育の学び舎活動参加
三鷹青年会議所（三鷹 JC）理事長
三鷹市市民のくらしを守る会議委員
公開討論会を開く三鷹市民の会メンバー
みたか市民交流会 世話人
ファーストステップみたか 運営委員

・新川宿地区まちづくり協議会 相談役
・ボーイスカウト三鷹４団 団委員

経

歴

昭和 39 年 (1964 年 )7 月 25 日 三鷹市生まれ
三鷹市立第一小学校卒
明星中学校卒（めいせい・府中市）
明星高等学校卒（ 〃 ）
明星大学人文学部卒
( 株 ) 東京カレン勤務
( 有 ) 渥美欣也商店（渥美屋酒店）非常勤在職中

・新川本町安全安心市民協働パトロール員
・Bリーグ

東京サンレーヴス アンバサダー

・２１' 三鷹市政研究会 会員
・三鷹青年会議所シニアクラブ 幹事
・三鷹一小

ダディベアの会（おやじの会）

・三鷹国際交流協会 会員

私は家業である酒販業と議員になる以前の数々の市民活
動から、市民の暮らしぶりを常に身近に感じて参りました。
初当選以来、自ら行動し、多くの市民と顔を合わせ、そ
の実感を市政に伝える活動を続けております。これから
も研鑽に励み、現場に赴き、直に見聞きし調査した事項
を基に、輝く三鷹の未来創りに邁進していきます。

・武蔵野法人会 三鷹東支部役員
・三鷹市防衛協会 事務局長
・自衛官募集相談員

議会内の役職
平成 21・22 年度

三鷹市議会

総務委員会副委員長

平成 25・26 年度

三鷹市議会

文教委員会委員長

平成 27・28 年度

三鷹市議会

議会運営委員会副委員長

平成 29 年度

三鷹市議会 平成30年度予算審査特別委員会委員長

連携協力により、
政策実現を強力に
後押しして頂いています。
三鷹市長

清原 慶子

前都議会議員

吉野 利明

渥美典尚

・三鷹商工会 会員

討議資料

衆議院議員

伊藤 達也

三鷹がイチバン！

・ダイナミック日本 地域の力フォーラム 会員

ご挨拶

三鷹市議会議員

・FC 東京後援会三鷹 トレファルコ 役員（設立メンバー）

31

年春 臨時増刊号 これまでの主な取り組み

・勝淵神社雁会 会員

総務委員会 委員
議会運営委員会 委員
東京外郭環状道路調査対策特別委員会 委員
市庁舎・議場棟等建替え検討特別委員会 委員
三鷹市消防委員会 委員
一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター評議員会 評議員
公益財団法人 三鷹国際交流協会評議員会 評議員

平成

・丸池の里わくわく村 運営委員幹事

平成３１年 2 月現在

まちがイチバン！

現在の活動・役職など

所属する委員会・行政委員会等

人がイチバン！

FC 東京市民スポーツボランティア設立メンバー（元ＦＭＣメンバー）

あつみ のりひさNEWS

三鷹市社会福祉協議会評議員

発

行

あつみのりひさと歩む会

東京都三鷹市新川４-２４-７ 電話・FAX 0422- 48-6338
http://www.atsuminorihisa.net

あつみのりひさNEWS バックナンバーはホームページに掲載しています。

あなたの三鷹市政へのご意見、ご要望をお寄せください！

バランスド・シティ三鷹！ 高福祉・高環境のバランスを保つ市政を創り、
私達が暮らし愛するこのまちのために、これからも全力で活動していきます！
市議会本会議での一般質問・代表質疑は政策提言の場です。今まで一般質問と会派幹事長としての代表質疑は計 46 回となっています。また、所属する委員会でも質疑を行い、また、市側への質問や
提言を日常的に行っています。市政の課題は多様です。安全安心のまちづくりと防災対策、安心して住み続けるための福祉や医療、地域に活力を生み出す商工業振興、緑と潤いを育む農業振興、利便

性と安全性を兼ね備える交通インフラの整備、水害対策と公衆衛生のための下水道整備、子どもたちに豊かな未来を作り歴史と文化を守る教育文化施策、見る楽しみとする楽しみ健康のためにもなる

スポーツ振興等々、様々な分野について市民の目線から提言してまいりました。

過去からの積み重ねも大切にし、また地に足のついた現実的な施策、いま本当に必要な将来のための施策が重要です。これからもそれらをしっかりと検討検証し実践してまいります。

あつみのりひさ の

11の

4

1

学校、子育て支援に関する取組み

号や道路のシステムによる安全化、自動ブレーキ自動車の普
耐震性と老朽化に課題があった消防団第一分団詰所の建

てもおかしくないといわれています。後手にある市の対応を明らかにし、新型インフ

ルエンザ対策の推進を提言し、その後、対応策や行動計画等の策定がとられるよう

についても提言してきました。児童のロコモティブシンドローム防止指導、コミュニ

になりました。

新型インフルエンザ発生時は何より初動が重要です。継続的対応も含め、有効

教育は百年の計。日本の未来を創る基となるようしっかりと取組みます。

長年の市民待望施設であり開設を強力に推

な行動指針の準備を充実させていきます。

6

自衛隊との連携の強化
ため自衛隊との連携強化を提言してきておりま

リカ文化財団との連携により平成 25 年 11 月、
南部図書館の開館が実現しました。

す。その結果、平成 24 年の総合防災訓練へ

の市内図書館を充実していきます。

では三鷹市防災会議のメンバーとして陸上自衛

の自衛隊の参加が初めて実現しました。現在

市民の知的拠点として、交流の拠点として

隊からの参加もして頂いています。

自衛官募集相談員、三鷹市防衛協会員とし

シティバス

新川・中原ルートの開通と
新ルート等の研究
みたかシティバス新川・中原ルートの早

期開通を求めてきました。この路線は十数

年の間、凍結されてきた懸案であり地域市民待望のバスでした。平成 24 年 3 月

に開通が実現し、多くの市民に活用され、三鷹駅〜ジブリ美術館ルートに次ぐ利用

ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックについては機運

ても自衛隊の支援と連携に積極的に取組んで
います。

7

醸成・応援活動をしております。また創立以来、個人的に協力・支援してい

る J リーグ「FC 東京」や B リーグ「東京サンレーヴス」との交流を深め、
三鷹市との連携強化を後押ししています。

9

活き活きとしたまちへ 商工業振興

市内事業者の支援

三鷹駅南口再開発の推進

工事や購入等の発注を三鷹にある事業所からすすめるよう提言し続けてお

ります。また、入札によらない少額な物品の調達や契約等にも市内事業者を
選ぶような新たなシステムを提言して実現。

住宅の多い三鷹ですが、商工

業も上手く調和のとれた元気な三鷹のまちを創り上げます。

また三鷹駅南口再開発の停滞は看過できません。再開発の早期実現に向け

防災、危機対策
災害時やテロ発生時における迅速な連携の

進するべく提言しました。地元のアジア・アフ

3

無対応だった新型インフルエンザ対策の推進
今冬はインフルエンザが猛威を振るいました。新型インフルエンザはいつ発生し

ティー・スクール活動の充実や、体育館へのエアコン設置についても求めていきます。

南部図書館の開設

のあるアスリートの顕彰コーナーを設けるよう提案しました。

団の支援に努め、また、庁舎等の耐震を研究していきます。

置などを提言し、歴史的遺構の保存も支援。保育園・学童保育所の待機児童解消

生涯学習の拠点・図書館

を作ることが大切だと提言。また、卓球の荻村伊智朗氏を始め三鷹市にゆかり

成しました。これからも防災や災害時対応充実のため消防

5

各体育施設の積極活用と
スポーツ振興
プロやトップリーグの試合を誘致し、国内最高峰の試合を市民が見られる環境

て替えを提言し、平成２２年３月、新しい第一分団詰所が完

危機対策

スポーツ

総合体育館の活用については、各競技の

及促進等を提言し事故のないまちづくりを求め続けています。

国語教育の重要性、キャリア教育、児童生徒の健康管理、教室へのエアコン設

2

交通システム提言 分団詰所の建て替え 庁舎等の耐震化

8

被害者はもちろん加害者側にとっても悲惨な交通事故。信

取組み

教育と保育

交通安全・防災

高齢化対策

認知症サポーター・地域ケアネット等の推進
認知症サポーターが市内にも広まって来ました。認知症サポーター養成講座を広

努力しています。

10 農業振興と緑と水の保護
緑と水と環境

緑比率の増大と水辺を守る施策、ナ

ショナルトラスト方式による環境保護、
二酸化炭素排出の自治体間取引等を提

言してきました。都市農業を守り、緑と水の豊かな高環境都市・未来の三鷹

が理想の故郷です。

11 魅力ある三鷹の創造
まちづくり

ふるさと納税の増強

民泊対応

ジブリ美術館等観光資源の積極的な活用、フィルムコミッションの推進、住

みたいまちランキングの分析によるターゲットマーケティングなどを提言し、魅

者数となっています。

く普及するよう議会で最初に提言しました。その後、市職員、市議会議員らが受講し、

力ある羨望のまち三鷹の創造を後押ししてきました。民泊については長所・短

参ります。

業、見守りネットワーク等の取組みを推進し、暖かな地域づくりを応援していきます。

また三鷹へのふるさと納税が増える取り組みについても提言し続けています。

既存ルートの見直しや新ルートの選定はまだまだ必要。これからも研究を続けて

また多くの市民に受講していただいています。また地域ケアネットや地域サロン事

所を研究し来訪者の利便性を図るとともに、適正な経営の監視を求めています。

