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ま さ こ

便り 

 

 

 昨年１０月に施行されました神戸市会議員補欠選挙

では、私の力不足容量不足のため残念ながら当選に至

ることはできませんでしたが、２４，８４７票という多くのご

支援を頂戴いたしました事を心より御礼申し上げます。 

 多くの反省点とともにこの結果を重く受け止め、 来年

２０１５年４月の統一地方選挙に向けて精一杯の努力精

進をさせていただく所存でございます。 

 おひとりでも多くの皆様の下へ足を運ばせていただ

き、地域活性化への熱い想いをお伝えし、ご理解してい

ただける様努めて参ります。 

 いつも、皆様方の一番身近な相談役とならせていただ

きたいと願っております。 

 

１１．．    女女性性がが活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりりをを進進めめまますす！！  

２２．．  子子どどもも達達がが伸伸びびややかかにに育育つつ総総合合的的施施策策にに取取りり組組みみまますす！！  

３３．．  神神戸戸ブブラランンドドのの育育成成とと支支援援⇒⇒産産業業・・農農業業のの活活性性化化！！  

４４．．  高高齢齢者者やや障障害害者者がが生生きき生生ききとと暮暮ららせせるる地地域域社社会会をを構構築築！！  

５５．．  医医療療・・福福祉祉のの充充実実！！  

６６．．  安安心心安安全全なな街街づづくくりり！！  

７７．．  区区民民のの足足のの確確保保とと負負担担軽軽減減施施策策のの推推進進！！  

 

元元元気気気アアアッッップププ！！！北北北区区区をををめめめざざざしししててて！！！！！！   

自民党 
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今今今度度度こここそそそ！！！！！！市市市会会会へへへ！！！    

 
 



 

農農業業 

１． 人と自然の共生ゾーンの

里づくり事業の推進 

２． 農産物の神戸ブランド化

の育成と支援 

３． 地域農業の担い手の育

成支援 

４． 生産者と消費者の交流

支援 

５． 新規就農や、雇用農業

の推進 

福福祉祉  

１． 地域見守り活動の充実 

２． シニアが活躍できる仕事づくり・ 

環境づくりの充実 

３． 障害者支援活動の強化 

４． 民間グループホームの支援 

５． 介護保険サービスの充実 
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教教育育 

１．子育て支援や児童虐待防止

の為の施策を推進 

２．いじめ、不登校対策 

３．待機児童の解消や多様化す

る保育ニーズへの対応 

４．家庭・学校・地域に、心を育

む教育の支援を強化 

５．個性を引き出すのびのび教

育の推進 

６．スポーツ振興による健全な青

少年育成を支援 

文文化化 

１． 地域の歴史や伝統文化の大切さを学べる学

校教育や地域教育を目指す 

２． 本物の音楽や美術、美しい自然に触れ、情

操を豊かにする 

安安全全 

１． 防災福祉コミュニティのさ

らなる活性化 

２． 災害や事件、事故に素早

く的確に対応できる危機

管理対策の推進→北区に

ヘリポートを設置 

３． 災害時要援護者支援の

早期取り組みの推進 

環環境境 

１．エコタウンまちづくりの推進（リサイクル、まちの美

化への支援。北区リサイクル工房への支援） 

２．資源集団回収活動の支援継続 

３．都市緑化施策対策の実施 

産産業業 

１． 地場産業の育成と雇用促進 

２． 中小企業融資制度の拡充 

３． 神戸ブランドの育成と支援 

４． 市有地の有効利用による集

客施設を誘致 

女女性性ののささららななるる社社会会進進出出ををめめざざししてて 

１． 再就職支援 

２． 家庭教育へのサポートを強化（待機児童対策、子

育て支援） 

健康管理へのサポートを強化 

３． 共に助け合う女性高齢者のためのグループホー

ムづくり 

 

 

交交通通 

１． 地域コミュニティバスの導入 

２． 終バスの延長や、利便性向上 

３． 阪神高速北神戸線の料金低

廉化 

４． 北神急行の継続支援（補欠選

での約束通り、平成２６年より

５年間の支援実現） 

神鉄粟生線の存続支援並び

に乗車率アップ対策 

５． 神鉄の高齢者割引料金導入

支援 

 



 

こんなことに取り組んできました！！ 
 
 
 
   
      

 年４回の献血を主催（神鉄岡場駅前 エコール・リラにて） 

 ノーマライゼーション チャリティー イベントを主催 

    ・新神戸オリエンタル劇場にて 

・すずらんホールにて 

 障がい者支援と施設への援助 

 福祉バザーや餅つき等の交流会を主催 

 ひとり暮らしの高齢者のための給食サービスに長らくに亘り従事 

 社会福祉法人 ゆうわ福祉会 理事長として心の病の人達への支援 

 北区協力雇用主会副会長として、罪を犯した人達への就労支援 

 

ライオンズクラブの中で 

地域の中で 

 箕谷駐車場の料金低廉化を要望 

 新神戸トンネル料金低廉化を要望 

 北神急行への継続支援運動 

 神鉄粟生線存続のための支援運動 

 神鉄谷上駅前交番の設置 

 空き家条例の推進 

 中学校給食の早期実施 

婦人会活動の中で 

 箕谷駐車場 

新神戸トンネル  

谷上駅前交番     

 北神急行 谷上駅 
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のプロフィール 

 主主なな経経歴歴  
昭和 24年 5月 8日 出生 

昭和 37年 3月 神戸市立山田小学校卒業 

昭和 43年 3月 親和女子高等学校卒業 

昭和 45年 3月 辻村洋裁学院修了 

昭和 45年 5月 2日 植中進と結婚 

平成 11年 3月 流通科学大学商学部 

サービス産業学科卒業            

平成 15年 3月     関西福祉科学大学大学院 

社会福祉学研究科  

臨床福祉学専攻修了 

主主なな役役職職 

平成 10年 4月‐現在     日本応用心理学会 会員 

平成 13年 5月‐現在     北区更生保護女性会 会員 

平成 17年 4月‐現在     （有）神戸美ライフ倶楽部 代表取締役 

平成 17年 7月‐18年 6月 北神戸グリーンライオンズクラブ会長（第 28期） 

平成 18年 4月‐20年 3月 JA兵庫六甲神戸北女性会谷上支会長 

平成 19年 9月‐現在     社会福祉法人ゆうわ福祉会 理事長 

平成 20年 4月‐25年 7月 山田婦人会 会長 

平成 20年 5月‐現在     心月会（地区協力雇用主会） 副会長 

平成 20年 7月‐21年 6月 北神戸グリーンライオンズクラブ会長（第 31期） 

平成 24年 4月‐25年 7月 北区連合婦人会 会長 

      〃          神戸市婦人団体協議会 理事 

平成 25年 11月‐現在    日本ビッグフラップ中学硬式野球連盟 顧問 

平成 25年 12月‐現在    北区空手道協会 相談役 

趣趣味味  ・読書 ・ガーデニング ・民踊 ・社交ダンス  ・ゴルフ  ・コーラス  ・旅行  

北区のお役に立つ 

ボランティアに参加しませんか？ 

ご興味のある方はお電話で！！ 

078－583-8060 

日の峰３丁目在住 

 

 

 

男前な子供時代 

北区山田町で生まれ育った生粋の北区民。

幼い頃からおてんば娘。意志の強さと責任感

の強さはなかなかのもの！中学時代はバレ

ーボール部で汗を流し、高校時代は ESSクラ

ブで英語に勤しむ。中高共に女子校だが、潔

さが売りものの男前であった。 

主婦大学生時代 

20 歳でお見合いし結婚し、子供の成長を機に 44

歳で念願の流通科学大学へ進学！48歳で卒業！しか

し、実は若い人たちに混じって体育の授業をこなす

のは、それはそれは大変だった。その後、52歳で関

西福祉科学大学大学院も修了。この頃は、学生さん

たちの良き相談役として、大いにひと肌ぬいでいた。 

選挙で挫折時代 

市会議員だった夫が 2013年 3月に他界。同年、

10月に行われた補欠選挙に出馬するも、あえな

く落選。夫の地盤があることに慢心し、油断し

たのが原因と反省。この挫折のおかげで、改め

て自分が神戸市北区を心から愛していることを

痛感。「団塊世代」だからこその、「できる働

き」をめざします！ 


