
日高を世界一
「本当に」豊かなまちに！

私たちの未来のため、声をあげませんか？
このままでいいの？ 

https://mangrove.link/
090-9976-7561
マングローブ代表　戸田美雅

市民政治団体 マングローブ
松尾まよか議員を応援しています

議会に多様 性を！

〜マングローブの価値観〜
自分の主張に凝り固まらず、より本
質的な答えを考え続けます。

「本当の豊かさ」を
追求する

批判や対立よりも、当事者としての
建設的な解決策を重視します。批判より提案

既存の様々な立場との関係にとらわ
れず、是々非々で議論します。しがらみを断つ

国政を市政に持ち込まず、日高を良
くすることで社会を変えていきます。

国政は国政
市政は市政

地区ごとの課題解決だけでなく日高
市全体の未来を見据え動きます。日高市全体の代表!

マングローブは、議会を通じて市民参加のまちづくりを進
めます。以下の 5 つの価値観に共感する議員を応援します。

mayoka.matsuo@gmail.com

日高市議会 無所属 しがらみ一切なし！
2022年10月
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水と緑の会

通信 松尾まよか
日
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LINEで
情報発信中！

まずは
ご登録ください！

http://mayoka.info
松尾まよか

ざっくばらんにお話しましょう！

まよカフェ
行 政 に つ い て 気 に な る こ
と、ご要望、ご相談、なんで
もどうぞ！毎月 最終水曜日
13:00-15:00 ＠カフェ・バロ
ン（日高市鹿山 370）

日高のこれからを語りましょう！

報告会
ひだか総研の中間報告会です。
行政と市民でつくるこれから
の日高市を皆さんと考えてい
き ま す！ 11 月 23 日 ( 水・
祝 )16:00-18:00 ＠高麗の郷

mayoka.matsuo@gmail.com

まよかの今をお伝えします！

まよかメール通信 月に 1 回程度、皆さんに知っていただきたい市の情報や活動の
ご報告、イベントのご案内などを発信しています。PC・スマホ・
ガラケー、いずれのメールアドレスでもお届けできます！　

OK!

mayoka.kouen@gmail.com
090-3139-1604
代表　古澤聡子ご入会は

こちら

松尾まよか後援会
小さな応援が大きな力になります！

ぜひご入会ください

1 ボランティア会員 〜活動で応援〜

2 サポート会員 〜寄付で応援〜

ご支援方法は　　種類3

3メール会員 〜気持ちで応援〜

080-4449-7858 日高市横手435

ご意見、ご相談、お気軽にお寄せください
プロフィール

昭和 57 年大分県生まれ。早稲田
大 学 卒 業。 日 本 IBM( 株 ) 入 社、
組織変革コンサルティングに従事。
3.11 を機に退職後、医療を学び健
康指導を行う。2015 年日高市に
移住。2019 年日高市議会選挙初
当選。夫と 6 歳息子の 3 人家族。

松 尾  万 葉 香

何でも
ご相談ください！

WEBで
情報発信

しています!

配信希望の方は、下記のアドレスまでご連絡ください！



1. 都市づくり
2. 移住定住促進
3. 多様性社会
4. 地域福祉
5. 個別支援
6. 健康づくり
7. 防災
8. 子ども・子育て
9. 学校教育

10. 日高の自然
11. 地球環境
12. 農業
13. 商工業
14. 観光
15. 歴史・文化
16. 市民によるまちづくり
17. 行政運営
18. 財政

地方議会は
ワンチーム！

※国会とは制度が異なります

学区ごとに独自のカリキュラムを策定した
り、教員の働き方改革を進めたりなど、地
域の力を活かした本質的な学びの見直しが
必要です。

市民の心身の健康をまち全体の指標に。ま
た、流産や、産後の孤立や鬱、乳腺炎など
へのケアは、少子化対策や女性の社会参画
の観点でも重要です。

公民館のまちづくり拠点としての活用な
ど、ボランティア活動のさらなる支援が必
要です。公共施設については、非営利団体
は無料で使えるようにすべきです。

交通と福祉が連携し、既にある様々な移送
ボランティア活動を交通政策に位置付け、
彼らに頑張っていただける環境づくりが必
要です。

コミュニティースクールを実現し、
社会との関わりの中で
主体的に学び生きる力を！

健康＆幸福度をまちづくりの
根幹に！　すべての女性に
産前産後ケアを！

財政難の時代、自分達の暮らしは
自分達でつくり支え合う、
そんな豊かさを応援したい！

歩ける方は公共交通を利用でき、
歩けない方はドアツードアで
運んでもらえる体制づくりを！

誰でも大歓迎！
一緒に未来を
考えよう！

他市にはない、
日高だけの魅
力を活かして、

「本当に」豊か
な日高を描い
ていきます。

マスコットキャラクター
「ひーたん」※中間報告会を開催します !　詳細は裏面へ

松尾まよか

ご存じですか？ 松尾まよかはこう考えます。

市民の皆さんの

声を聴く
（お困り事やご意見）

社会の動向や行政の

現状を
把握する

専門家や現場の方と一緒に

課題や政策を
考える

市議会議員 の役割

これを民意として市長・市役所が
判断・執行していきます。    〝10〜20   年先の日高市の未来像 を

提案  するのが議会です。　
議員全員が知見    を合わせ協力することで、議会は力を発揮できます。
                                   そのために、たゆまぬ議会改革が必要です。

年目の提案3
日高の将来を見据えた政策を考える市民
グループです。行政分野ごとに、18 のチー
ムに分かれて楽しく検討しています。

過去 1 年間の議会での
一般質問の内容をご紹介します！

詳細を知りたい方は

松尾まよか＋キーワード

9月議会 12月議会

6月議会3月議会

学校の教育改革 市民活動の促進

健幸と産前産後ケア 移動手段の確保

ひだか 総 研
みんなでつくろう日高の未来！

どんなことでもお寄せください！ 議員は広い視野が大事 ! 皆さんの声がカタチに！

全国の議員とつながり調査研究しています！

市民、行政、関係機関に

提案する

この 3 年間、皆さんとの
政策作りに力をいれてきました !!

〝




