
 政治を通したより良い暮らしの実現に向けて、政治家は有権者への最低限の選択材料として
「自らが描く未来像や政策」、そして実現可能性の提示として政治分野に限らず過去・現在の
「取組・実績」や「経験・姿勢」を示す必要があると考えています。 
 さらに、「政策提示」⇒「選挙」⇒「取組・成果報告」⇒「有権者による評価」の繰り返し
があってこそ、政治家にも緊張感が⽣まれ、選び磨かれ、より良い政治へ繋がります。 
 私は皆様と共にそんな政治風土を創りたい、この報告誌はその理念の下に構成しています。 

 誰もが輝く”住⺠主体”、”協働”のまち 

職員一人ひとりが“愛され輝く”まち 

➤情報の発信⼒強化・透明化、説明責任の徹底 ➤当事者・⽣活者の視点と英知を⽣かす   
➤多様な住⺠活動への⽀援充実化  

⺠間の仕組みも取り⼊れた“強く新しい”まち 

医療・福祉の充実した“希望溢れる”まち 

子育て・教育の充実した“未来へつなぐ”まち 

強い経済・農林業による”自⽴した”まち 

文化・スポーツによる“心身豊かに暮らせる”まち 

防災・防犯による“安全・安心“なまち 

 “創造的な復興”と“誰も置き去りにしない“まち 

➤「組織内の人財育成」と「外部人財導入」による活性化  ➤「働き方の改革」と「職員一
人ひとりの”主役意識”醸成」  

➤仕組みの改革による「品質向上」と「業務効率化」の同時追及  ➤中⻑期的視点に⽴っ
た⾏財政システムの構築   ➤「稼げる役場」の実現 

➤誰もが末永く健康で豊かに⽣活するための制度設計 ➤高齢者が安心して暮らせるサービス
や環境の充実 ➤認知症患者と家族への⽀援体制強化 ➤⽣活困窮者のケアや⽴ち直り⽀援 

➤ひとり親家庭、共働き・核家族家庭などへの⽀援拡充  ➤全ての子ども達が安心して健
やかに育てる環境づくり  ➤地域一体となった子育て・教育環境の整備  ➤「夢を叶え
る」、大津町の新しい教育の推進 

➤安定的に稼げる農業・儲かる農業の確⽴  ➤事業者の育成・発展に向けた多様なサポート  
➤地域経済効果を意図した戦略的観光政策の実施 

インフラ整備・環境保全による“地域が輝く“まち 
➤暮らしを⽀える公共交通網の充実  ➤既存施設の有効活用と地域拠点の確保  ➤持続可能
な自然と共⽣するまちづくり 

➤地域の宝を継承し、郷土愛を育む歴史・文化施策  ➤誰もがいつまでも心身豊かに暮らせ
る⽣涯学習・スポーツ環境の充実 

➤町としての災害対応⼒の強化  ➤町⺠による地域防災・防犯⼒の充実  ➤避難誘導体制と
避難所運営体制の強化  ➤消防団の機能強化と負担軽減  ➤地域防犯⼒の強化 

未 来 を 創 る １ ０ １ の 政 策 
１期４年間の学びも基に、⾦⽥が考える⼤津町に必要な取組みを「１０１の政策」としてまとめました。 
ページが膨⼤なため、ここでは中項目までを掲載しています。 御興味のあられる方はお手数ですが御一報
頂ければ、直接あるいは郵送でお届け致します（ブログ版「新風!」2016/12/15付記事にも掲載）。 

内部討議資料 

➤町外の⼒も取り入れた「丁寧かつ早期の復興」  ➤より暮らしやすく災害に強い町を創る
震災からの「創造的復興」  ➤一人ひとりに寄り添った「暮らしの復興」 
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報告誌『新風︕』を４年間１６回配布 
(町内全⼾ 各回 約１万２千部） 

たゆ 

 こんにちは。⾦⽥ひできです。 

 １２⽉定例会を終え、議員任期も残
りわずかとなりました。 今号では
「取組・成果の振返り」、「新たな展
望」などを総括的にご報告させていた
だきます。 

 この４年間、必ずしも全てにおいて
思う通りの結果が出せたとは言えませ
ん。 それでも常に対話を重ね、『弛
むことなく本気で活動を続ければ町は
変えられる』 そう実感できた４年間で
もありました。 

 「新たに得た確信」と「変わることの
ない初心」を胸に、今後も全⼒で活動
していきます。 

2017.01 しんぷう 
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ご報告 

 が  ん  ば  ろ  う  ︕  津  ⼤ 



 
 

 税収減や高齢化の進展など、被災前から町の状況は厳しさを
増しています。 それでも他の市町村に⽐べれば、余⼒のある 
“今だからこそ打つべき政策“ も多くあります。 
 自分自身や家族の現在と将来、そして子、孫、その先に続く
未来のために “今” 何をやるべきでしょうか。 
 ⾦⽥ひできは⺠間の経営的視点も⽣かして取り組みます。 

➤⾏政サービスの縮⼩・廃⽌ 
➤公共施設利⽤料や⽔道料⾦、町営住宅家賃等の値上げ     など 

➤負担の増加や福祉サービスの縮⼩、町財政全体の圧迫 
➤地域福祉を担う人材や環境整備の遅れによる機能不全   など  

 

危
機 

危
機 

※新風Vol.15のグラフ(町債残高)に一部誤りがありました。
謹んでお詫びと訂正をさせていただきます。 

 ■町債・基⾦残⾼の推移  ■町税収⼊の推移 （H18-27年度） 

■⺠⽣費の推移  

さらに、災害復興にあたり、町債は約28.2億を追加発⾏、基⾦は約11.5億を取り崩しています              
                                   (H28.12⽉現在) 

 

 
2015年 
6820人 

2025年 
8109人 

※まち・ひと・しごと創⽣本部 ︓RESAS推計値  
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☛ ⾏政サービスの維持向上・財政健全化に向けて 
⺠間の創意⼯夫で「⽣産性の向上」を進めよう 
⇒「⽣産性の向上」に向けた業務改善・効率化の目的は、サービ
スの切り捨てではなく、今あるサービスをより少ない労働⼒や予
算でより良く提供しながら、新たなサービスに取り組む余⼒を⽣
んでいくことにあります。 【⺠間の仕組み】を柔軟に取り入れる
市町村も増えており、「⾏政サービスの品質」と「業務の効率
化」を同時に実現する余地が、大津町にはまだ多くあります。  

「安定的な財源の確保」に取り組もう 
⇒ 財源確保のためには「産業の活性化」と「雇用創出」が不可⽋
です。 大津町の⽴地・環境は企業にとって依然魅⼒的ですが、
震災の影響もあり、目下のところ大型の企業誘致には必ずしも有
利な状況とは言えません。 農家や、既存の大手・中小企業・個
人事業主、新規創業者等の「地場の産業」を一層⼒強く⽀援・育
成する必要があります。 

☛ ⾼齢化の急速な進⾏に備えるために 
「健康寿命の引き上げ」に取り組もう 

官⺠協働で「地域福祉体制の整備」を進めよう 

⇒ スポーツや⽣涯学習、⾷育の推進などによる「治療より予防」
の環境づくりが必要です。 免許返納者や高齢化地域の増加など
も⾒据え、誰もが気軽に街へ出かけることのできる公共交通機関
（乗り合いタクシー・循環バス等）の整備や、地域公⺠館での出張
講座なども⾏っていく必要があります。 

⇒地域⾒守り隊等のボランティアやNPO、⺠⽣委員や区⻑への
⽀援体制構築、そして地域住⺠同⼠が⽀え合えるネットワーク
作りを通して、“誰ひとり置き去りにしない”、そして誰もが末
永く「安心して住み慣れた我が家、我が地域」で暮らせる環境
の整備が必要です。 

■ 町の計画はどうなっているの︖ 〜2016年１２⽉定例会の一般質問より〜 
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【目標達成状況】 全175項目 
たゆ 

 平成18~2７年度末までの『大津町振興総合計画』
後期５年間で定めた目標値の達成状況を確認しまし
た。  
 総合計画とは、まちづくりの方向性を示す10年計
画であり、期間を終える目前に現町⻑が平成29年度
末までの2年間延⻑を決めた経緯があります。 
 延⻑に対する疑義については過去の一般質問で指
摘しましたが、今回は本来の終了時期であった震災
前の平成28年3⽉末時点で、どの程度の目標が達成で
きたかの検証を⾏いました。 
 結果は、職員方の弛まぬ努⼒により、60％弱が改
善したという⾒方もできますが、厳しい⾒方をすれ
ば35％程度しか目標を達成できていません。 

 自らの計画に責任を持ち、定期的に検証を⾏いな
がら随時業務の内容や遂⾏手法を⾒直し、期間終了
後には最終的な評価・検証を⾏うからこそ、計画に
緊張感や意味、効果が⽣まれます。 
 これから次期総合計画（平成30年度からの８年
間）の策定も予定されています。 町の発展と暮ら
しの向上に直結するものとなるよう、私も責任を
持ってかかわっていきます。    

     

 61 109 5 

 34.9% 62.3% 2.9% 

検証不能 未達成 達成 
数 

⽐率 
 ※改善104項目／悪化54項目／維持・検証不能17項目 



  

  
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

☛ まずは活動の“土壌づくり”から開始。 

 旧態依然とした【町の「仕組み」と「働き
方」を変える取組み】から始めました。 
 初議会より「事業スケジュールの不明瞭
さ」や「⾏政評価の曖昧さ」などを指摘し、
適切な事業管理と継続的な改善（PDCAサイ
クル）を⾏うことを繰り返し求めるととも
に、一般質問からは、【一般質問において
「検討する」と答弁した案件は必ず結果を書

面で報告すること】や、【住⺠からの「町政
への提案」には必ず回答をする】などの、運
用ルール導入を実現しました。 
 また、徹底的な法令や事例・現地調査を通
して【町の財政負担を伴わない形での町⽴幼
稚園の定員増】なども実現しました。 

☛ 「町外資源」 活用や 「共助力」 醸成に向けた取組みを加速。 

 町がさらなる一歩を踏み出すため、町外の
ヒト・モノや、住⺠の声・⼒をまちづくりに
⽣かす政策を強く訴え、私自身も「現場」で
の活動を加速させました。 
 一般質問からは、都市住⺠が移住して地域
おこしに従事する【地域おこし協⼒隊の導
⼊】が実現し、現在４人の隊員が活躍中で
す。 また、災害時の協⼒体制を町内事業者

との間で事前に取り決める【災害時応援協定
の締結】にも一定の進展がありました。 
 現場では、「防災⼠」資格を取得し、町内
小学校での防災講話も⾏いました。 また、
町⺠・議員・町職員で共に防災を考える「か
たらんね︕地域防災」に事務局として参画
し、全国の優れた政策活動を表彰する【マニ
フェスト⼤賞の優秀賞】を受賞しました。  

☛ 「議場」で出来ないことは「現場」で実現。 

 町への政策提案は、最終的には町⻑が実施
を判断するため一議員に決定権はありませ
ん。 しかし【町が取組まなかった内容でも必
要なモノは現場で実現】してきました。 
 住⺠の知恵や⼒を地域活性に⽣かすため
に、県主催「⾥モンプロジェクト(市⺠活動への
資⾦補助)」において、個別の呼びかけや説明
会の実施を通して広く町内に呼び掛けた結

果、大津町から県内で２番目に多い１６件（過
去０件）が採択され、ここから「空き家利活
用」、「歴史文化散策」など【住⺠発の多様
な取組みが誕⽣】しました。 
 若者や、地域外の知恵や⼒を取り込むため
の域学連携では、私が窓口となって尚絅大学
とともに町のCM制作や特産品開発など【様々
な域学連携活動を継続】しています。 

☛ 復旧・復興に全力。 町の持続的な発展に向けた取組みも加速。 

 復興に向けて【平時と同様に「議員活動」と
「住⺠活動」の両輪で活動】しています。 発
災直後は議員として、義援⾦・⽀援物資送付先
の迅速な開設、防災情報発信の徹底、罹災証明
２次調査の“重い判定“の優先、被災者⽀援制度
の“申請漏れ”を防ぐ措置などを提言して実施い
ただきました。 
 現場では、⻘年会議所での炊き出し、消防団

活動、災害ボランティアセンターの運営⽀援、
防災⼠としての町内小学校での講話などを⾏い
ました。 また、町内有志で復興⽀援団体「カ
セスル熊本」を設⽴して⽀援を継続中です。  
 復興に向けては【復興災害を⽣まないための
「暮らしの再建重視」、そして県の復興拠点・
全国の防災先進地域としてヒトとモノを呼び込
む「創造的な復興」を提唱】しています。 

活動総括 

4 

４ 年 間 の 取 組 と 成 果 

３⽉定例会 
①一般質問の答弁のあり方 
②⾏政評価のあり方 
③「道路整備優先基準」の策定 

６⽉定例会 
①介護需要調査と対応の実施 
②介護給付の適正化 
③幼稚園入園待機の解消 
④歳入増に向けた広告事業の実施 
さん 

９⽉定例会 
①公共施設の維持管理費用・活用率に

基づく整備・運営の改善 
②新施設の活用状況と中⻑期計画 
③「自主防災組織」の整備・育成 

１２⽉定例会 
①「パブリックコメント」の積極活用 
②「町政への提案」の運用改善 
③職員発の「業務カイゼン提案制度」

の導入 
さん 

３⽉定例会 
①「地域おこし協⼒隊」の導入 
②町の農業、経済政策と将来像 
③新教育⻑の教育⾏政方針 

６⽉定例会 
①「業績目標と「人事評価制度」導入 
②⺠間企業等への派遣型研修の導入 
③公園管理のあり方と今後の整備計画 

９⽉定例会 
①「災害時応援協定」の締結  
②「市⺠活動⽀援制度」の創設  

１２⽉定例会 
①自治会への加入促進と機能強化 
②「地区担当職員制度」の⾒直し  
③域学連携（地域と大学）の取組促進 

３⽉定例会 
①機構改革(部署再編)の評価 
②振興総合計画の２年延⻑への疑義  
③九州産交営業所移転と町内公共交通

の充実化策 

６⽉定例会 
①企業誘致戦略の策定 
②「事務事業評価」と「予算査定」の

連動を軸とした既存事業の⾒直し 

９⽉定例会 
①鳥獣被害対策の強化 
②「地域おこし協⼒隊」を活用した役

場周辺の活性化策 

１２⽉定例会 
①文化ホール運営における町財政およ

び住⺠負担の軽減策 
②大津型「地域包括ケアシステム」の

構築による高齢者福祉体制整備  
 

３⽉定例会 
①「障害者差別解消法」の施⾏に向け

た準備体制  
②観光による地域経済効果の向上策 

６⽉定例会 
 

９⽉定例会 
①復興に向けた人員体制の⾒直し   
②防災・減災取組みの検証と改善 
③被災者の暮らしの再建 
④町としての創造的な復興  
  

１２⽉定例会 
①振興総合計画１０年間の評価  
②町の未来に向けた町⻑のビジョンと

政策  

➤ 報告誌「新風!」配布 開始 
年４回、毎回約1万２千部
を町内全⼾へ 

➤ 出張報告・座談会 開始 
これまで計５０回以上開催
し、のべ３００人以上と意⾒
を交換 

➤ ブログ版「新風!」を継続   
 記事を週平均２本、累計で
４００本以上執筆 

➤ 第９回マニフェスト大賞
『復興⽀援・防災対策賞』 
を受賞（応募総数2,223件） 

➤ 防災⼠としての活動開始 
➤ 若手まちづくり団体hako

(ハコ)の活動を本格化 
     駅周辺の定期清掃、地蔵祭

「竹あかり」等を実施 
➤ 学⽣インターンシップ(職業

研修)を受入れ 、次世代の
育成を図る 

➤ 尚絅大学との「からいも離
乳⾷」開発に取組みメディ
アでも多数報道される 

➤ 尚絅大⽣との「議会だよ
り」編集における連携を開
始、毎号で特集記事掲載 

➤ 県庁主催「むらづくり人材
育成塾」や尚絅大学「熊本
学」などで講話の依頼を受
け、大津町の取組みや魅⼒
を町外へ発信 

➤ 復興Project「カセスル熊
本」を⽴ち上げ、被災者⽀
援・復興取組を継続中 

➤ 尚絅大・資⽣堂と連携して
の仮設団地⽀援を実施 

➤ 尚絅大の町CM制作を本格化 
➤ 「台湾で最も有名な訪日観

光サイト運営企業」と尚絅
大で町の特産品・名所を海
外へ発信する取組みを開始 

※震災の影響により、 
 議会として全一般質問を中止 

一般質問 （全ての定例会で実施） その他 

 政治の⼒でより良い社会を実現するために、政治家は「未来への展望」を描き、「有効な政策」をどれだけ
⽴案・実現できるかが問われます。【出⾺にあたり具体的な展望と政策を提示し、当選後は真摯に取り組み経
過を継続的に発信し、さらに最終的な成果を示す】、私はこれが「政治家のあるべき姿」だと考えています。 
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➤日本防災⼠機構認定『防災士』     ➤認知症サポーター                  
➤地方⾏政会計の専門資格︓英国勅許公共財務会計協会日本⽀部認定『地方監査会計技能士』 
➤国際コミュニケーション英語能⼒テスト『TOEIC945』 
➤ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級                                    

  私は町外での⽣活も⻑く、政治家としてよりも⺠間企業での経験の方が⻑くあります。 
  しかし、だからこそ、そうした独自の経験も“強み”とし、大津町の豊かな「今」と「未来」
に向けて、創意工夫を重ねがら取り組んでいます。 

1982年11⽉2日 大津町⽣まれ ３４歳 ⾦⽥英樹（かなだひでき）   
➤大津幼稚園、大津小学校、大津中学校（分校最終年度卒）、東海大二高校特進コース 卒業 
➤高校卒業後の同年12⽉までの⽶国へ単身で留学、翌年大学(東京）へ進学 
➤２００７年３⽉ 慶應義塾⼤学 経済学部 卒業 

➤2007年4⽉〜2012年9⽉ 第一⽣命保険相互会社（東京 / 現:株式会社） 
本社:事務企画部、海外業務研修⽣（英国保険会社へ１年間派遣）、本社:国際業務部、岡崎⽀
社課⻑職を務める 

・本社では「業務の品質向上と効率化策の⽴案・推進」、「社内業務の定量分析」などを担
当。 在任中に自社の業務カイゼン提案制度で部門内の「最優秀カイゼン賞」を受賞。 

・海外勤務中は派遣先業務を⽀援しながら、欧⽶の「顧客満⾜度向上策」や「⽣産性向上策」
を学ぶ。 

・帰国後は業務リーダーとして「海外子会社の業務改善」や、「事務分野における未進出国へ
の新規参⼊策の検討」、「自社顧客サービス戦略の体系資料化」などを担当。 

・最終年は300人以上の営業職員が所属する⽀社の課⻑として「法人営業戦略の策定」や、営
業担当職員の「経営者への保険販売支援（税務相談等）」などを担当。 

幼少〜学⽣時代 

会社員時代 

主な資格 

 私は１８歳で一度町を出て、２９歳まで主に⾸都圏や海外で⽣活してきました。 
 そんな私が故郷に戻り政治家を志したのには、マザー・テレサが設
⽴したインドの『死を待つ人の家』をはじめとした開発途上国ボ
ランティアや、海外赴任中に発⽣した東日本大震災における英国
での街頭募⾦活動、帰国後の現地復興⽀援ボランティアの体験が
大きく影響しています。 
 今、我々が住み暮らすこの町が未曽有の大震災に襲われ厳しく
重大な局面にあります。 この状況下で根本的な課題を解き、暮ら
しを守るためには政治の⼒が一層重要になります。 〜議員活動報告会〜 
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   2013年2⽉、⼤津町議会議員に初当選（現在１期目） 
➤文教厚⽣常任委員会 委員         ➤議会広報編集特別委員会 委員 
➤議会活性化特別委員会 副委員⻑ 

➤ ⼤津町防災士連絡協議会員           ➤ ⼤津町消防団員（第四分団 引水班） 
➤ 復興Project⼤津「カセスル熊本」発起人（被災者⽀援・各種復興事業） 
➤ ⼤津町若手まちづくり団体「hako（ハコ）」発起人（定期清掃活動・地蔵祭「竹あかり」等） 
➤ 東熊本⻘年会議所(JC)  監事 
➤ 熊本県市⺠⼤学「マチナカレッジ」オーガナイザー 兼 事務局 
➤ 町内⼩中学校読み聞かせボランティア      ➤ ⼤津⼩学校学習支援ボランティア 
➤ おおづえほんマルシェ実⾏委員                          

〜学校での読み聞かせ〜          

〜授賞式（東京 / 六本⽊ヒルズ）〜  

➤大津町『かたらんね︕地域防災』事務局４人の1
人として、全国の優れた政策活動を表彰する  
第９回【マニフェスト⼤賞（2014年/応募総数
2,223件）】において『復興支援・防災対策
賞』を受賞 

 ・複数回の町⺠会議を経て、地域防災⼒向上に
向け、耐震問題のある庁舎の建替えや、分散
備蓄、自主防災組織の⽴ち上げなどを提言。 

〜防災⼠としての町内小学校での防災講話〜 

 政治家や役所の職員が机上だけで考える計画や取組みには、どうしても「現場で真に必要
とされていること」とのズレやモレが⽣まれがちです。  
 町を歩き、声を聴き、共に活動することで、現場レベルでの課題解消や改善を図るととも
に、「限られた予算で最大の効果を⽣む」ための政策視点として⽣かしています。 

地域での活動 

議員活動 

 町の課題は「役所が知らないから解消できない」のではなく、多くは「把握しているものの
予算や人員などの制約や、糸口が⾒えないために解消できていない」というのが全体像です。  
 議場・現場の双方で正確に課題を把握し、「要望・陳情」ではなく調査・分析に基づく「政
策に基づいた提言」を⾏うことで、町の発展と暮らしの向上を図っています。 
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