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働く方や生活者の安心な暮らしのために
全力で取組みます

門頭挨拶の様子

Pick Up

常日頃からの皆様方のご指導・ご支援に感謝申し上げます。ひたち
なか市議会１２月定例会では、議長・副議長の新たな選出および常
任委員会のメンバーの入れ換えを行ないました。新型コロナウイルス
感染症については、依然として収束が見通せず、不安な日々が続いて
います。第６波に備えつつ、停滞した社会経済活動の回復に向けた取
組みも含め、あらゆる対策を講じる必要があります。今後も、議会によ
るチェック機能の充実や積極的な政策提言などに努め、働く方や生活
者の安心な暮らしのために、精一杯尽力してまいる所存でございます。
引き続きのご支援とご指導を宜しくお願い申し上げると共に、ご家族
を含めました皆様方のご多幸とご健勝を心からお祈り申し上げます。

ピックアップ

①

基幹的防災備蓄倉庫の整備について

（２０２１年度中の供用開始予定）

ひたちなか市には、59 か所の指定避難所があります。東日本大震災以降は、各避難所に防災倉庫を設置し、
災害初動時に必要な非常食や保存水、資機材等を分散備蓄しています。さらに長期化を想定した物資の集中備
蓄や各地から送られてくる救援物資などの受け入れや荷捌きなど、災害時における物流拠点となるように、現在、
基幹的防災備蓄倉庫の整備を進めています。

建設中の基幹的防災備蓄倉庫

現地調査にて

a's 常任委員会時の質疑や一般質問などを通して、 基幹的防災備蓄倉庫の適切な運営および供給経路や運送
Kitahar 車両の確保、 さらに対応マニュアルの見直しなど、 提言活動を行なっています。 これからも災害への

Voice

備え、そして防災 ・ 減災の取組み推進も含め、 安全安心に暮らすことができるよう努めてまいります。
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②

新上坪浄水場からの水の供給について

（２０２１年度中に旧浄水場から新浄水場に切り換え予定）

ひたちなか市にある上坪浄水場は建設から約 50 年が経過しています。老朽化した耐震性の低い施設であり、
東日本大震災では大きな被害を受け、長期間の断水を余儀なくされました。そのため、地震など災害に強い強靭
な施設をめざし、現在、新上坪浄水場の建設工事を進めています。

建設中の新上坪浄水場

現地調査にて

上坪浄水場と共に配水管も重要です。 現在の配水管の耐震化率は約
a's 水の安定供給を進めるためには、
ar
h
a
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i
45％であり、 現在布設されている配水管の多くは更新時期を迎えます。 2020 年 1 月に策定した管
K

Voice

路更新基本計画をもとに本格的な管路の耐震化が進められます。 将来にわたり安全安心な水の供給
が、 今後も続けられるように事業の進捗状況など注視してまいります。

２０２1年11月臨時会・12月定例会報告

審議事項

１１月３０日（火）、第６回１１月臨時会が開催されました。臨時会では３件の報告及び議案に
対する審議を行ない、いずれも提案の通り承認及び可決しました。
また、１２月２日（木）〜１６日（木）の１５日間に渡り、第７回１２月定例会が開催されました。
定例会では１６件の議案に対する審議を行ない、いずれも提案の通り承認・同意及び可決しました。

11 月臨時会（計 3 件）

報告事項

⇒専決処分の報告 ( 計２件 ) について
・損害賠償額の決定について
（１件）
・2021 年度ひたちなか市一般会計補正
予算＜第９号＞について
（１件）

議案事項

⇒2021 年度ひたちなか市一般会計補正予算
＜第１０号＞について
（１件）

12 月定例会（計 16 件）

報告事項

⇒2021 年度ひたちなか市一般会計補正予算
＜第１１号・第１２号＞について
（２件）
⇒2021 年度ひたちなか市特別会計補正予算
について
（国民健康保険事業・高齢者医療事業）（２件）
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⇒条例の一部を改正する条例制定について（４件）
⇒茨城県央地域定住自立圏の形成に関する
協定の廃止について
（１件）
⇒茨城県央地域連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約に関する協議について
（１件）
⇒茨城北農業共済事務組合の解散・解散に
伴う財産処分について
（２件）
⇒教育委員会委員の任命について
（１件）
⇒固定資産評価審査委員会委員の選任
について
（１件）
⇒監査委員の選任について
（１件）
⇒教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度
堅持のための政府予算に係る意見書提出
について
（１件）
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③

各種常任委員会の選任について

2021 年度第７回 12 月定例会において、各種常任委員会委員の選任が行なわれました。現在、私が所属する
常任委員会および特別委員会は下記の通りです。

【各種常任委員会】⇒ ●経済建設委員会（委員長）●決算委員会
【特別委員会】
⇒ ●那珂湊地区活性化対策特別委員会

後援会活動だ

●議会広報委員会

より「より近い」
「顔の見える活動」を全力でバックアップ！

第６回 後援会総会
および市政報告会
を開催しました

【後援会新会長 挨拶】 【後援会前会長 挨拶】
梶山 康弘 様
小南 孝文 様

後援会総会･市政報告会会場（佐和支部大会議室）

【後援会顧問 挨拶】
梨本 成利 様

【後援会顧問 挨拶】
安 慎也 様

【支援組織代表 挨拶】
福森 浩二 様

2021年12月20日（月）
、17時30分から日立Astemo労組佐和支部大会議室ならびにTeamsに於いて、
『第６回北原ゆうじ後援会総会および市政報告会』を開催いたしました。
当日は 140 名を超える皆様にご参加をいただき、2020 年度の活動報告および 2021 年度の活動方針
について、報告と確認がされました。また、2021 年 9 月 9 日（木）に実施した一般質問の内容を中心に
市政報告会を行ないました。ご参加をいただきました皆様方に心より感謝申し上げます。

市政報告会の内容
1. 2021年９月定例会について
・９月９日一般質問
2. 行政への提言活動について
・東中根高場線 道路環境の改善
3. 2021年12 月定例会について
・各種常任委員会の選任
4. 今後の取組みについて

市政報告の様子
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後 援会新会長に梶山氏就任

2020 年４月１日から１年６か月、後援会会長を務めていただきました小南 孝文氏が 2021年11月 30
日で退任され、新会長に梶山 康弘氏が就任されました。両氏は常日頃から後援会を通じ議員活動へのご厚情
とご指導を賜っている方々であります。心より会長離就任の御礼を申し上げると共に今後ともご指導ご鞭撻を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
明けましておめでとうございます。
この度、11月30日に日立 Astemo 株式会
社を定年退職となり、後援会会長を退任する事
になりました。昨年4月に後援会会長を拝命後、
1年 8 ヶ月と短い間でしたが、皆様の絶大なる
ご支援とご協力により、何とか勤め上げる事が
出来ましたことを心より御礼申し上げます。
北原ゆうじ市議会議員は、7 年目の議員活
後援会前会長
動に入り、
『対話・行動・即実践』の基本姿勢
小南 孝文氏
通り、皆様の声を市政に届け、積極的に活動
しております。そして、その成果が皆様の暮らしの中に段々と反
映されて来ていると思っております。
後援会の皆様には、北原市議会議員へのより一層のご支援を
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
最後に北原ゆうじ市議会議員と後援会の皆様のご健勝と益々
のご活躍を祈念致しまして退任の挨拶とさせて頂きます。

明けましておめでとうございます。
この度、小南 孝文氏の後任として、北原ゆ
うじ後援会会長を拝命致しました。
微力ではございますが、北原議員を精神誠
意、支援していく所存です。
さて、皆さんご存じの通り、いま大きな環境
の変化により、直接ひとりひとりの声に寄り添
う事が難しくなっております。その中で、北原
後援会新会長
梶山 康弘氏 議員は「対話・行動・即実践」の基本姿勢のもと、
精力的な活動を続けています。我々後援会と
しても、北原議員を支援すべく「みなさんとより近く」を念頭にコ
ミュニケーションを強化し「顔の見える活動」を実施していきます。
「より良いひたちなか市」をめざす北原議員の更なる飛躍のた
め、後援会として今以上に取組んでまいりますので、北原議員に
対する引続きのご指導、ご支援をお願い申し上げ、就任の挨拶
とさせて頂きます。

退任挨拶

就任挨拶

※11月臨時会・12月定例会の決定内容等については、ひたちなか市ホームページをご覧ください。

https://www.city.hitachinaka.lg.jp

２０２１年アメリカン・リーグMVP（最優秀選手）にエンゼルスの大谷翔平選手が満票で選出され
ました。日本人選手のＭＶＰ受賞は、２００１年のイチロー氏（当時マリナーズ）以来２人目の快挙でも
あります。２０２１年は新型コロナ感染症の影響により、何かと暗くなりがちな一年でしたが、大谷選
手の活躍によって、日本を明るく元気にしてくれたと感じています。２０２２年がスタートしました。新
型コロナウイルス感染症が一日も早く収束することを祈りつつ、昨年以上に明るい話題がたくさん
あり、笑顔いっぱいの一年になることを、心から願っています。

皆様からのご意見･ご要望をお寄せください
この『活動報告』には、皆様方からのご意見・ご要
望など、お寄せ頂く欄を設けております。本用紙を
ご活用頂き、郵送またはＦＡＸ・メール等でご連絡く
ださい。また、送付宛先欄のＱＲコードからもご意見・
ご要望をお寄せいただくことができます。
（佐）組合後援会事務局経由

お名前：

北原

社内便▷
（佐）組合後援会事務局経由 北原行き ※必ず封筒に入れてください。
郵 便▷〒312-0063 ひたちなか市田彦9985
F A X▷029-275-1680（日立Astemo労組 佐和支部内）
メール▷yuji.kitahara.ye@hitachiastemo.com

ご意見・ご要望などをお寄せください。

行き

ご住所：

TEL：

※ ご提供いただいた個人情報は「北原ゆうじ」市政相談窓口の用途以外には使用致しません。
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