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絆と活力あふれる
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米子 の 新 時 代 を 創る

子育て支援を拡充
家庭・地域で安心子育て、教育格差是正

UIJ ターン推進、新事業や地域おこし

安心長寿の地域づくり
高齢者対象の防災、健康づくり

米子・新商都構想の推進
陸・海・空の交通の要所として発展
抜群の行動力と豊富な人脈で、米子市政の安定と発展に貢献して
います。ぜひ応援お願いいたします。
後援会長 中村輝彦
国立米子高専出身

た に

若者のまちづくりを応援

米子市議会議員 一期
家庭力と地域力アップフォーラム代表
子供 5 人・孫 12 人

●介護保険の事業充実と負担軽減を
●県下一高いゴミ袋代の引き下げを
●国保引き下げ、子どもの均等割なくす

も り

「森谷つかさ」は 約束します！
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森谷 つかさ

教育は「知育」
「体育」
「徳育」
「食育」が４本柱
家庭、学校、地域連携で
子供たちの心身の健全な成長を！
子供の元気は地方と国の元気！
！
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情熱と実行力
Web で活動報告中

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま製版のうえ掲載したものです。）

●暮らしの足を確保し買物・受診しやすく
●CO²削減に逆行する広域ごみ焼却
計画の見直しを
●バイオマス発電の騒音被害の調査を
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投票日

投票時間は午前7時〜午後8時です。
第39投票所【本宮公民館】
は午後7時までです。
ただし、第40投票所【上淀公民館】
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◆入場券は1人分ずつ切り離してください

世帯ごとに１通あたり３人の名前が記載してあります。1人分ずつ切り
離して、投票所へご持参ください。

◆入場券が届かない場合やなくした場合は…
䠄䈜༳ḍ䛿グධ䛧䛺䛔䛣䛸䠅
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5月30日~6月1日の間に入場券を郵送します。入場券をなくされた
場合でも、投票所で投票所で投票できますので、投票所で本人が申し
出てください。

米子西高卒。学校図書館や病院に勤務。
２００９年に市議初当選。葭津在住。

◆期日前投票をされるかた

投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっておりますので、事前にご自宅等
で必要事項を記入していただくことで、期日前投票所での受付が早くすみます。
なお、投票日当日に投票されるかたは、記入不要です。

期日前投票
○仕事やレジャー、冠婚葬祭などで投票日に投票できない人は、投票日前でも投票することができます。
○新型コロナウイルス感染症対策として、混雑を避けるためという理由でも期日前投票は利用できます。
（宣誓書の
「当日投票できない事由」
欄は
「6 天災、悪天候で到達困難」
を選択してください。）
○期日前投票所の場所と開設日時は

◆最近市内転居した場合の投票所

▼5月17日までに転居届を出された方
…………新しい住所の投票所で投票してください。
▼5月18日以降に転居届を出された方
…………転居前の投票所で投票してください。

投票所入場券（はがき）に、あなたの投票所が書いてありますので、
ご確認
ください。

◆投票するときの注意事項
★給食パンの小麦を外国産から国産へ
★コロナ対策で事業者に直接給付
★ヌカカの駆除・予防に補助制度が

6月5日（日）

投票用紙には、候補者1人の氏名を書いてください。
次のような投票は無効になります。
・所定の用紙を用いないもの
・候補者でない者の氏名を書いたもの
・2人以上の氏名を書いたもの
・候補者の氏名以外のことを書いたもの（応援メッセージ等）
・自書しないもの（スタンプなどのようなもの）

米子市役所4階

5月30日
（月）
〜6月4日
（土）午前8時30分から午後8時まで

米子市淀江支所1階

5月30日
（月）
〜6月4日
（土）午前8時30分から午後8時まで

イオン米子駅前店1階 6月 1日
（水）
〜6月4日
（土）午前10時から午後6時まで

◆文字が書けない方は代理投票ができます

病気などの理由により自分で書くことができない方は、投票所で係員に申し出て
ください。係員が代わりに候補者の氏名を書きます。
代理投票に立ち会った係員は、投票の内容を他人には絶対に漏らしません。

その他、選挙に関する情報は米子市ホームページをご確認ください。
https://www.city.yonago.lg.jp/37055.htm

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま製版のうえ掲載したものです。）
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中心市街地の活性化！

岩﨑康朗 が米子市政を見つめる視点

ふるさと教育の推進！
市政をわかりやすく届ける！

米子市まちづくりビジョン
（総合計画及び総合戦略）
の推進。
米子市への移住・定住の推進。
新型コロナウイルス感染症への対応。

●観光施策の推進

新型コロナウイルス感染拡大により極めて厳しい観光産業に対する
財政措置の拡充強化を要望。
魅力ある観光施策の促進。
（皆生温泉まちづくりビジョンの着実な
実施と支援）
ポストコロナを展望した、訪日外国人の増加に向けた施策の推進。

●すべての人々が安心して社会生活を営むための社会福祉
施策を着実に実施

障がい者、発達障害が疑われる子どもへの支援。
医療的ケア児への支援。
ひきこもりに対する支援。
認知症施策
（フレイル対策）
の着実な進展。
子ども、子育て施策の充実。
児童虐待防止、子どもの貧困対策を着実に実施。
安定的な介護保険制度を運営するための制度設計、財政支援等の拡充。

ろう

☆『コロナワクチン接種情報』の特設サイトの設
置やキャンセル待ち登録の実現
☆『こども総本部』～妊娠から成人まで切れ目の
ない相談窓口と福祉・教育の一体的支援の推進
☆『総合相談支援センター』の開設～断らない相談
支援・伴走型支援の推進
☆『認知症早期発見のめやす』を市のホーム
ページに掲載するなど高齢者福祉の推進
☆災害備蓄品の充実など防災・減災対策の推進
など！

やす

モビリティを整備する！

●米子発地方創生の推進とSDGsの取り組みによる未来づくり

さき

♪新型コロナ感染症対策と、ポストコロナに向けた
“つながり”づくり
♪生命と暮らしを守る「防災・減災」の推進
♪“誰一人置き去りにしない”地域共生社会の推進
♪豊かな自然・歴史・文化を生かす、“住んでよし、
訪れてよし”のまちづくり

いわ

ポストコロナを展望した、人口減少、少子高齢化に向けて新たな挑戦へ

岩﨑康朗

20代、30代の
す！！
こ
お
を
画
参
治
政

米子市選挙管理委員会

岩﨑康朗プロフィール
平成15年／米子市議会議員に初当選

平成30年／米子市議会議員5期目当選

平成18年／米子市議会議員2期目当選

平成30年／米子市議会副議長

平成22年／米子市議会議員3期目当選

令和 2年／米子市議会議長

平成26年／米子市議会議員4期目当選

～子ども達のために幸せで明るい未来を！～
未来を担う子どもたちに！投資します！

︵裏面もご覧下さい︶

︵裏面もご覧下さい︶

●福祉の充実
☆各種研修☆人材育成。☆社会資源の情報提供。★同行支援
☆非言語的コミュニケーションを取り入れた支援体制の確立。
☆社会保険労務士や、弁護士等、専門家に繋がれる環境を整える。
☆ＤＶや、虐めの加害者となる方のカウンセリング導入。

○国保・介護の負担を軽く
○県内一高いゴミ袋代引き下げ
○子ども医療費の窓口負担ゼロに

●医療の安心 ～事後の緊急性に対応～
☆地域包括支援センターの役割を、病院等から直接担える環境へ緩和。
☆県外との連携により、セカンドオピニオンの拡充。

●子育て支援
☆児童相談所職員の増員。
☆家庭環境改善の為の相談支援の拡充。

●保育料の無償化

少子化だから
こそ必要！

●インクルーシブ教育の推進。
☆福祉と教育を併せ持った単位制小学校の確立

○淀江産廃処分場中止、命の水を守る
○島根原発稼働許さない、原発ゼロへ
〇西部広域巨大ごみ発電の見直し

米子市議会議員一般選挙
選挙公報掲載文原稿
候補者氏名

１９年の議員活動で、生活相談をすすめ市民
※掲載順序
の声を議会に届けてきました。原発・中海・産
廃の住民運動にとりくんだ経験も生かします。

徳田 博文

●大学誘致
～米子で学び米子で就職出来る環境整備～

●地域活性化
☆観光バス、タクシー、レンタサイクル、チャレンジショップの推進

回遊式観光地として米子の魅力をアピール
☆人の流れをつくり、活気あふれる街を目指す。
☆米子ブランドの開発を推進し、地元企業の発展を目指す。
☆移住先に米子市を選択肢にいれて頂ける様に、ホームステイ制度の導入。

●地域の安心安全の確保 人に優しい街づくり

住所

米子市皆生5-17-61

☆緊急時の対応に備え、地域のネットワーク構築。
☆学校周辺の道路や、自転車道の整備。

電話

090-4890-9255

●就労支援

連絡場所
連絡担当者

前原 茂

☆職業訓練の充実。
☆障がい等を抱えている方の就職先の拡充。
☆引きこもり、ニートの方々に対応できる就労支援の構築。

（掲載文記載個所）
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ひら

これまでも
これからも

夢のある米子、住んで良かったと思える
米子のため、ヌカカ（干拓虫）対策を始め、
地域課題に一つひとつ全力で頑張ります!

は挑戦します!!

1．防災・減災対策を拡充し、
"安全・安心"のまちづくりを進めます

○銀行員として、中小企業の経営サポートを行う中で
感じた事は、ひとたび災害が起これば、事業の継続に
多大な影響を与えるということです。
災害への"事前対策"に、支援制度の拡充を進めます。

2. 安心して子育てのできる
”地域づくり”を進めます

○皆生温泉・大山・日本海と国内有数の観光資源を有
する米子市。感染拡大防止と観光振興の両立をしながら
”地域経済の活性化”を進めます。

とくだ博文プロフィール

思いやりのある安全安心なまちづくり
公民館を中心とした賑わい創出、地域防災力
向上に取り組みます。

人口減少対策、少子化の解消

博
文

移住定住事業の推進、企業誘致・雇用創出に
取り組みます。
略 歴

米子市皆生在住 （56歳）
〇1965年八頭郡八頭町生まれ
〇1989年創価大学経営学部卒業
〇1989年（株）ふそう銀行入行
1991年合併により山陰合同銀行へ
（家族） 妻と1男2女の5人家族
（趣味） 料理、落語鑑賞

※受付番号

※受付者印

米子市立美保中学校卒業、県立米子南商業高等学校卒業、現在会社役員、
市議会総務政策委員長、予算決算委員長等歴任、米子市交通安全指導員、
米子南高同窓会会長、消防団崎津分団副分団長、米子卓球協会副会長

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま製版のうえ掲載したものです。）
※受付日時

農業後継者の育成、
ドローン等を活用した
スマート農業の推進に
取り組みます。

（※印欄は記入しないこと）

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま製版のうえ掲載したものです。）

かどわき かずお

3. 観光産業の振興を進め,
地域経済の活性化を目指します

耕作放棄地の解消、農業の振興・発展

一男

○ベビーシッターである妻の『あずかりサポート』に協力。
また、PTA副会長として地域の教育に関わる中で、地域
として子どもを”育む”大切さを痛感。
安心して子育てのできる”地域づくり”を進めます。

と
く
だ

公
明
党
公
認

門脇

とくだ

全力疾走
全力疾走 !

無所属

