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杉山とものりってこんな人

ってこんな人 岡崎市立羽根小学校 
サッカー、バレー、水泳、陸上など、とにかく運動が好きな小学生でした。

小学校 2年生になったときに小豆坂小学校ができて、友達との別れが悲しかっ
たのを今でも覚えています。子ども会ソフトボールの大会で役員の方が作って

くれたはちみつレモンは忘れられない思い出。 こういう思い出が大事なんだ
と感じています。

岡崎市立南中学校 
六名体育館で友達とひたすら卓球の練習をしました。3年の時に級長を務
め、まとめることの難しさとみんなの気持ちを聞くことの大切さを感じました。

愛知県立岡崎北高等学校
夏休みに友達と岡崎図書館で終日勉強したり、学祭の練習や準備で夜遅くま

で過ごしたり、時間の足りない３年間でした。春休みに友達 10人と自転車で
南知多へ行ったとき、もっと岡崎も！という気持ちに芽生える。

岐阜大学工学部応用化学科 
研究室ではフッ素の新規化合物開発に携わりました。当時は失敗の連続でし

たが、最後には結果が出て卒業後に学会発表されました。この経験を生かして

フッ素関係の仕事につきました。

仲間たちとスポーツ同行会を立ち上げ、様々なスポーツで大学内外のあらゆ

る大会に参加しました。また、年齢を飛び越えた人たちとのイベントや様々な

学部学科の人たちとの旅行など様々な企画を計画して実行しました。

1976年11月19日生まれ（さそり座、たつ年）
座右の銘：和して流れず 
仕事：金融系システムエンジニア、フッ素樹脂の技術営業（36都府県訪問） 
好きなミュージシャン：THE YELLOW MONKEY、いきものがかり、ザ・ベンチャーズ

子供とスポーツすることが大好き。休みの日はなるべく外に出て、体を動かしたい。

誠実であること
胸を張って言えるような、正しいことをする。人に言えないことはしない。相手に合わせて意見を変えたり、

嘘をついたりすることは信頼をなくします。どんな人に対しても、誠実であること。それが一番大切なことだ

と思います。

有言実行
実現したいことは言葉にすることで必達の責任が生じ、周りにも影響を与えると思います。

・ 大学時代の「100人イベント」。人集めが苦労したが、先輩、後輩にも声をかけ、実現。
・ システムエンジニアの時にはトラブルで破損したデータを「必ず復旧します」と宣言し、不眠不休で完全復旧。 
・ 技術営業の仕事では「入り込んで仕事につなげます」と30年間入り込めなかった企業に対して、３年間、様々
な方法を駆使して仕事につなげて、今では先方から連絡が来るまでの関係となりました。

地域を思う心、みなぎる若さ、サラリーマン時代に得た技術とノウハウ。
心技体を生かして私にしかできないことを実行します。
地域力を高めたい。子どもの未来につながる街にしたい。これが私の基本的な考え方です。

しかし、このような「思い」だけが強くでも、「知識」や「技術」がなければ何をすればいいのかわかりません。

そして、実行できる「体力」も必要です。私は、「思い」と「体力」には自信があります。そして「知識・技術」

もサラリーマン時代に学んだことや、地域活動の経験を生かして日々磨いています。

心技体を生かして、誠実な政治を行うこと。それが、私にしかできないことだと考えています。
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平成25年度 六名小学校PTA会長 
 「笑顔」をモットーに、様々な立場の方との交流を重視しました。保護者や

先生方の負担を軽くするために、「一家庭一支援活動」を提案。PTA会則も見
直し、時代に合った規則等検討の重要性を感じました。また、東日本大震災復

興支援として、学校や有志の家庭でひまわりを育てる活動を行ない、育てたひ

まわりの種を復興の活用（土地改良、雇用等）に生かしてもらいました。 

平成27年度 フットベース監督 
一番最初の練習の時にみんなに「楽しいチーム」「勝てるチーム」どっちに

なりたいかを無記名投票したところ「勝てるチーム」になりたいと。みんなの

努力のおかげで勝利の喜びに酔いしれました。 

父親ボランティアーズ（平成24年度～平成27年度） 
父親ボランティアーズとは子ども達の笑顔が増える活動をしようと六名学区

の父親が立ち上がった集団。立ち上げ当初から参加し、学区の夏祭り、寄贈品

バザーでは子ども向けのイベントを開催しました。 

ポリシー

使命

地域活動

家族

学歴杉山とものり 03
子どもの頃の夢はスポーツ選手、
学校の先生、警察官

六名地域では様々な地域活動に参加しま
した

学生時代には大人数のイベントを企画

高校時代、自転車で他の地域探求に夢中

妻 学生時代の後輩で面倒見が良い。子どもたちの良き理解者

長　女 小学6年生。バレーが好きで、正義感が強く、間違ったことが嫌い。努力家でコツコツタイプ。

長　男 小学3年生。サッカーが好きで、友達と遊ぶことに一生懸命。やんちゃだが、お姉ちゃん思い。

モ　カ １歳のミニチュアダックスフント。運動大好きな遊びたい盛りの女の子。

職場の理解も得て、７月から離職し、地元活動に専念しました。★
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岡崎市上六名三丁目13-11
※国道248号線を警察署から西へ
　（永田や佛壇店様横）

杉山とものり 検  索

http://tomo-sugiyama.com
☎0564-58-1215

ホームページで情報更新しています！
後援会事務所はこちらです！

プロフィール

杉山とものり後援会　入会申込書

●昭和51 年岡崎のサラリーマン家庭に生まれ、羽根小学校→南中
学校→岡崎北高→岐阜大学（工学部）を卒業し、一般企業に就職。
●地元信用金庫のシステムなどに携わる技術者（ＳＥ）を経て、現
在、技術営業で日本全国の企業を相手に日々奮闘。
●家族は、妻と娘（小６）・息子（小３）の４人。地元岡崎に念願のマイ
ホームを建て、夫婦共働きで子育て真っ最中。休日は学区の子ども
たちとも一緒に遊ぶ。

子ども目線で考え、
誰よりも身近な議員を目指します

岡崎市政もっとできることがある！
現役サラリーマン杉山とものりの挑戦

・議員が問題意識を常に持ち、費用対効果を考え市政全体のムダを省く
・施策の改善に向けて意味のある議論ができる是々非々の議会をつくる
・閉鎖的な議会はもういらない！議論の見える化で、躍動感ある岡崎を

大好きな地元での活動

●六名小ＰＴＡ会長（平成25 年）時代には、仲間と共に「一家庭
一支援活動」を始動させました。
●父親ボランティアーズにて学区の夏祭り・寄贈品バザーで子ど
もたち向けのイベントを開催。
●その他　フットベース監督や、子ども会主催のイベントにも参
加しています。

※個人情報保護法に基づき、政治後援会活動の目的以外には使用いたしません。

ご記入いただきましたら、FAX（58-1215）で送付または事務局までご連絡をお願いします。

0564-58-1215FAX
この会は、杉山とものりの世辞活動を支援するとともに、活動を通じて会員相互の親睦と地域の発展に寄与することを目的とします。
この会の会員は、会の目的に賛同するものをもって組織します。
この会の目的を達成するため、勉強会・講演会・現地見学会などを行います。

お手伝いしていただけることがありましたらチェックまたはご記入お願いします。

ご意見、ご要望などありましたらお聞かせください。

□ポスティング □会場設営 □事務処理 □その他（具体的に記入）：

目的
組織
事業

お名前
生年月日

ご紹介者様

メッセージ

ボランティア

FAX電話番号
（携帯も可）

ご住所

Eメール

岡崎市

@

フリガナ

〒444-

男・女

申込日　　　年　　　月　　　日

羽根小学校 南中学校 岡崎北高 岐阜大学 一家庭
一支援活動

父親ボラン
ティアーズ

フットベース
監督 子ども会

5月22日　後援会事務所開所式 
杉山とものり後援会事務所の開所式
を行いました。前日までの悪天候が
嘘のように晴れ渡り、まさに開所式
日和となりました。

杉山とものりの演説を行います。お誘い合わせの上、
ぜひご来場ください。

チャレンジ岡崎としてのマニフェストを発表します。
ぜひ、ご来場いただき厳しい目で判断してください！

六名駅、東岡崎駅や248号などで挨拶をしたり、
自転車で街巡りをしています。見かけたら声を
かけてください！

6月12日　元気にする会
真宮神社（六名集会場）にて「杉山
とものり を元気にする会」を開催
しました。女性の方々による「ガン
バロー！」コールが圧巻でした。
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岡崎市議会に挑戦する杉山とものりの「今」をお届けする情報誌　 討議資料

39歳

杉山とものり報

子ども達と災害に気づかされた地域力の必要性
私が「地域力」の必要性を強く感じたのは、六名を襲った大洪水の被災体

験と、子ども達の将来への不安によってです。

万一の災害の時、地域住民がお互いを知っていることがどれだけ心強い

か。また、隣近所を把握できていれば、不審者情報は早くつかみやすい。年

配者が子ども向けの教室を開くことで、子ども達の教育になるとともに、年

配者の健康の向上も見込めます。年配者と子ども達が交流できれば、忙しい

子育て世代のサポートができ、ママも働きに出ることができます。

地域コミュニケーションを高めるために
しかし、こうした地域のコミュニケーションは希薄になっています。原因

として、若い世代が「人付き合いの煩わしさ」を感じていることが挙げられ

ますが、それだけが原因ではありません。私は、行政にも原因はあると思い

ます。子ども達と年配者の交流ができるイベントや催し物を企画したり、しっ

かりと地域でコミュニケーションのとれる設備・環境を整えることが必要で

はないでしょうか。

子ども達の教育環境を整えて、夢の実現を 
もう一つ、私が力を入れたいのが、子ども達の教育環境の整備です。暗く

なっても安心して利用できるナイターの整備や、マイナースポーツへの参加

促進で子ども達の可能性を広げたい。他にも、季節感溢れる地産地消の学校

給食で、食べる意欲から生きる意欲を導いたり、子ども専用相談窓口の設置、

定期アンケート等で心のケアをするなど、まだまだ改善できることは多いと

感じています。

杉山とものりは竜海学区から岡崎を元気にします。 
六名、竜美、三島をしっかりと考え、竜海学区を元気にし、岡崎に笑顔の波を波及させます。
竜海学区のみなさまから身近な相談者になれるような活動を心がけています。

後 援 会 長　岩倉貢司
（六名東町） 

事 務 局 長　浅井健一
（六名一丁目） 

後援会副会長　永田伸一
（六名東町）

安心できる街づくりには、地域力が
必要です。

高齢者と子ども達、子育て世帯全て
に地域力が欠かせないのです。
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「人格、識見、経歴申し分
のない候補者が久しぶりに
現れました。竜海学区のた
めのお宝を育てていきま
しょう。」

私たちが推薦します

杉山つうしんVol.03

竜海学区よ、
今こそ 地域力を !!
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真宮神社にて杉山とものり後援会総会開催！日

日

日

杉山とものり後援会総会
場所：真宮神社（岡崎市真宮町5） 

チャレンジ岡崎マニフェスト発表会
場所：せきれいホール（朝日町3-36-5）

9:30受付開始

9:30受付開始


