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TEL 054054-347347-5755 FAX 054054-347347-2808

６月１６日、静岡県知事選、川勝平太知事
が自民党候補に対して圧勝。思えば４年前の
政権交代直前、知事選告示のわずか１週間ほ
ど前に、川勝氏を口説いて民主党が擁立し、
自民党新人候補を破って当選。当時はまさに
草の根選挙だったが、今回は、４年間の実績
への高い評価と川勝知事の県民の中での幅広
い人気が実証されまし
い人気が実証されました。
ました。
２期目の知事のご活躍が
２期目の知事のご活躍が、とても楽しみ。

富士山が世界文化遺産に登録されました。
富士山が世界文化遺産に登録されました。
それも、除外勧告が出されていた三保の松原
も含め、本当に嬉しい。
も含め、本当に嬉しい。
私も、世界遺産登録の県民運動が始まった
私も、世界遺産登録の県民運動が始まった
当初から、超党派の議連に所属して活動して

たむけんの情報を携帯
メールでお知らせします。
以下のどちらかの方法で入会してください！

① 上のＱＲコードからアクセス。
② 名前（フルネーム）を入れて空メールを
③ a@tamuken.net に送る。

きましたので、感慨無量です。小学校時代
まで静岡で育った私は、三保の松原が大好き
な母によく連れて行ってもらいました。私に
な母によく連れて行ってもらいました。私に
とっての「ふるさと静岡」と言えば、もっと
も強い印象が残っているのは三保の松原なの
です。
富士宮はもちろんですが、三保にも観光客
富士宮はもちろんですが、三保にも観光客
が殺到しています。ただ、大事なのはこれか
らです。静岡県外の人にとっては、富士山と
いうと山梨側のイメージの方が強い人が多い
のです。もちろん、富士五湖など
のです。もちろん、富士五湖など景勝地
す。もちろん、富士五湖など景勝地も
景勝地も多
くありますが、富士宮も三保も、一度訪れた
ら是非また来たいと思ってくれるリピーター
ら是非また来たいと思ってくれるリピーター
を増やさないといけません。それだけの魅力
を増やさないといけません。それだけの魅力
ある富士宮、三保にするため、私も、一県民
として地域の方々と共に知恵を絞っていきた
いと思っています。

田村謙治 公式 Face Book
http://www.facebook.com/
tamuken.net

『いいね!』を

田村謙治プロフィール
1968（昭和
2009～
～12 年 12 月 3 期目
1968（昭和 43）年
43）年 3 月生 ４５才
2009
静岡市出身東京大学法学部卒
内閣府大臣政務官
静岡市出身東京大学法学部卒
1991～
（金融庁・規制改革・行政改革）
1991～02 年 財務省（旧大蔵省）勤務
1993～
民主党政策調査会副会長
1993～95 年 米ミシガン大学大学院留学
民主党政策調査会副会長（
調査会副会長（国土交
国土交通部門座長）
門座長）
2003 年 1 月 静岡 4 区で活動開
民主党総括副幹
で活動開始
民主党総括副幹事
総括副幹事長・民主党静岡県連会長
・民主党静岡県連会長
2004 年
初当選
2013 年 1 月～ 楽天をはじ
をはじめ数社の
数社のアドバイ
アドバイザー
■好きなもの：お酒
好きなもの：お酒はなんでも、
お祭り、清水エスパルス
：お酒はなんでも、カラオケ
はなんでも、カラオケ、
カラオケ、お祭り、
り、清水エスパルス
■好きな言葉
■尊敬する人
好きな言葉:初心を忘れず、初志貫徹
れず、初志貫徹
■尊敬する人:
する人:高杉晋作
■家族：妻 あゆち、娘（８才
あゆち、娘（８才）
８才）

アベノミ
アベノミクスも、ある
クスも、ある意味
も、ある意味、好
意味、好調
、好調な滑り出
しを見
しを見せ、国
せ、国民の評価も高い。しかし、実際
民の評価も高い。しかし、実際
に「景気」そのものが良
そのものが良くなったのかどうか。
アベノミ
アベノミクスの
クスの第一の矢
一の矢（金融緩
（金融緩和）、第二
の 矢 （財政出動）は、あくまで緊急
（財政出動）は、あくまで 緊急の対
緊急 の対処
の対 処
療法に過ぎ
法に過ぎない。大
過ぎない。大切
ない。大切なのは、第
なのは、第三の矢
三の矢（成
長戦略）に
長戦略）にお
）において、本物
いて、本物の改革と言えるレベ
の改革と言えるレベ
ルの規制改革などを実行することだが、先般
の規制改革などを実行することだが、先般
発表された
発表された成長戦略
された成長戦略は
成長戦略は極めて不十分
めて不十分なものだ
不十分なものだ
った。仮
った。仮に、より強力な政策を追加
に、より強力な政策を追加でき
追加できたと
できたと
しても、その効果
その効果が出るためには
効果が出るためには短
が出るためには短くて半
くて半年、
長ければ数
ければ数年かかります。
年かかります。
更に財政再建
に財政再建（
再建（健全化）を「
健全化）を「第四
化）を「第四の
第四の矢」に

田村謙治清水サポーター集会
にて、支援者に熱弁をふるう

川勝平太知事の為に、清水
イオン前での街頭演説

静岡青葉緑地帯にて、しんば
賀津也街頭集会にて応援演説

するとのことだが、財政再建
するとのことだが、財政再建は、
再建は、歳
は、歳出を切
出を切
り詰め（行政改革など）
、歳入を増やす
歳入を増やす（増税
（増税）
しか手段
しか手段はなく、
手段はなく、必
はなく、必ず「痛み」が伴
み」が伴う。来年・
再 来年の 消費税 10 ％ への増 税 は 必 ず実行
しなければならないし、それでも十分
しなければならないし、それでも十分ではな
十分ではな
い。私が親
い。私が親しい現職
しい現職民主党議
現職民主党議員
民主党議員には「消費税
には「消費税
は 25％
25％にしなければならない」と力説してい
る者もいるが、私も「最低
もいるが、私も「最低 15％
15％」と考
」と考えてい
るし、それは必
るし、それは 必 ず実行しなければ、財政は
絶対に再建
対に再建することは出来ません
再建することは出来ません。
することは出来ません。
財政再建
財政 再建は、日本にとって
再建 は、日本にとって最重要課題
は、日本にとって 最重要課題の
最重要課題 の
一つであることは言うまでもなく、さらに、
方向性を
向性をつけるまでに 10 年 20 年とかかる。
私が、政治家
私が、政 治家として
治家 として取
として 取 り 組む最大の
組む最 大の使命
大の 使命の
使命 の
一つという思いは変
という思いは変わりません。
わりません。

川勝知事と共に、富士宮浅間大
社、街宣車壇上にて応援

川勝平太知事の為に、草薙駅前
にて、熱弁をふるう

芝川たむけん支援者宅にて、
しんば議員を応援

静岡のホテルにて、川勝知事の
開票を見守り、当選に歓喜

川勝平太知事街宣車で、芝川で
川勝知事の為熱く語るたむけん

蒲原駅前にて、おしみない応援
拍手をしんば議員に送る

