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大畠国政レポート

日立グループ議員団会長

衆議院議員

大畠

章宏

「自民後退、民主躍進」ご支援ありがとうございました！
さぁ、いよいよ「参議院議員選挙」です！
４月８、22 日に行われた統一地方選挙の結果
が判明いたしました。これに先がけ昨年の
12 月の茨城県議会議員選挙で、民主党
公認候補は、４年前の４人当選から
６人当選となり、1.5 倍に躍進し
ました。前回の道府県議会議員
選挙結果では、公認候補 205
人当選、推薦候補 137 人当
選、合計 342 人当選でした
が、今回の統一地方選挙で
は、公認候補 375 人当選、
推薦候補 125 人当選、合
計 500 人当選と、これま
た約 1.5 倍に躍進しまし
た。新聞紙上でも「自民
後退、民主躍進」という
タイトルが踊っていまし
た。全国各地でのご支援に
感謝申し上げます。

から 110 議席を減らし、民主党は前回より 161 議席
増となりました。公明党は 211 議席
（４議席増）
、
共産党は 118 議席（10 議席減）
、社民党は、
56 議席（18 議席減）という結果でした。
民主党の各議会での責任も一段と重
くなりました。
引き続き行われた、後半戦の市
町村議会議員選挙でも皆さんのご
支援を頂き、仲間の候補皆さん
が堂々の戦いを進め、大きな成
果を挙げることができました。
皆さんのご支援に感謝申し上
げます。

いよいよ参議院議員選
挙、 若林ひでき 候補
の必勝を！

章宏！

今回の道府県議会議員選挙の結
果について、いろいろな論評が出てい
ますが、とにかく、結果として、今回選
挙の行われなかった茨城県、東京都、沖縄県
の議会議員の数を含めて合計すると、自民党 1,310 人、
民主党 416 人となりました。結果として、自民党は、前回

ご支援・ご協力ありがとうございました（４月

衆議院に

大畠

参議院に

若林ひでき を！

全国道府県議選で、
民主 416 議席へ

また、同時に行われた参議院
補欠選挙の結果は、福島県の増子
輝彦候補が圧勝し、沖縄県では大
接戦でしたが力負けし、一勝一敗に
終わりました。
いよいよ、７月 22 日投票予定で行われ
る参議院議員選挙です。私たちの同志であ
る「若林ひでき」さんの必勝を期して頑張りま
しょう。日本の未来を確かなものにするため、参議
院議員選挙に全力で臨みます。皆さんのご理解とお力添えを
よろしくお願い致します。

統一地方選挙）

松本

敏

横浜市議会（ソフト支部）６期目

青木

俊一

日立市議会（日 立 支 部）２期目

石野

正美

日立市議会（日 立 支 部）４期目

伊藤

健也

日立市議会（Ｈ＆Ｌ多賀） 新 人

大庭

弘美

日立市議会（日 立 電 線） 新 人

齋藤

英彰

日立市議会（大みか支部） 新 人

椎名

敦史

日立市議会（Ｈ Ｅ Ｓ）４期目

西川

光世

日立市議会（日 研 分 会）４期目

村田

悦雄

日立市議会（日 立 化 成）３期目

牧野

一吉

尾張旭市議会（旭 支 部） 新 人

松本貢市郎

熊谷市議会（日 立 金 属）２期目

山崎

篤

沼津市議会（Ａ Ｅ 沼 津）５期目
以上、議員団公認・準公認議員

増山

利雄

栃木市議会（Ｈ＆Ｌ栃木）６期目

帯包

文雄

習志野市議会（産機システム）５期目
以上、議員団推薦議員

ご支援よろしくお願い致します（８月
山口

金光

秦野市議会議員選挙）

（神奈川支部） 現２期

「取りやすいところから取る」
にＮＯ！

与野党逆転で政権交代しよう
政府税制調査会の税制改革案は、
勤労者・子育て世帯に対する増税
案のオンパレード。家計負担は年々
重くなっています。これ以上の増
税を認めることはできません。

「若林ひでき」は

税制を見直し、
不公平をなくします

ホームページでポイントチェック！

http://wakahide.com/
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議員活動レポート
国政だより

県政だより

市政だより

日立グループ議員団所属議員の
それぞれの取組みを紹介します

町政だより

村政だより

ブルー・ツーリズム拠点施設 ｢ よう・そろー ｣ に期待
by

西野

英夫

北茨城市議会 ( 日立支部 )

漁業歴史資料館がオープン
「ブルー・ツーリズム」の拠点として、
北茨城市大津港内に建設している漁業
歴史資料館「よう・そろー」が、本年
５月１日にオープンしました。漁業歴
史資料館と体験研修棟で構成していま
す。資料館では、御船祭やジャンガラ
念仏踊りなど大津の伝統文化、県や北
茨城の漁業の歴史などを紹介。体験研
修棟では、魚の調理実習、伝統芸能の
伝習などを体験でき、さらに漁港岸壁
での釣りや漁船での漁港周辺の周遊や
曳き網なども体験できます。
また、民間主導による物産館が隣接

国政だより

県政だより

して建設中で、ＪＡや水産加工品販売
店、鮮魚店、洋菓子店など 16 のテナ
ントが出店する予定です。
この事業の特徴は、市民活力を活か
している点と私は考えます。このよ
うに官・民が本当の意味で ｢ 協働 ｣ す
る事業、あるいは市政運営・市民サー
ビスを、財政の厳しい自治体は真剣に
考えていかなければならないと思いま
す。
｢ よう・そろー ｣ は、｢ 輝かしい未
来へ舵を取り、まっすぐ前進する ｣ の
意味を持つといいます。新たな運営形

市政だより

町政だより

態でまっすぐに成功に向かって進んで
いただき、本市の新たな観光スポット
となるよう期待します。

資料館（上）と体験研修棟（下）

村政だより

「長生郡市合併基本合意事項」を承認
by

関

好治

茂原市議会（日立ＤＰ労組）

長生郡市７市町村合併協議再開
茂原市を中心とする長生郡市７市
町村による合併協議が再開されまし
た。平成の合併第一ステージにおけ
る合併協議は一昨年、市町村間の意
見が整わず不調に終わってしまいま
したが、各自治体の慢性的な財政難
などから再び合併気運が高まり、昨
年３月から議会議長と市町村長によ
る、 合 併 に 向 け た 準 備 会 を 発 足 し、

協議を重ねてきました。
その結果、前回の法定協議会におけ
る合意事項（合併方式・事務所の位置
や各種事業項目の調整等の 48 項目）
を基本的に活かすことや、前回不成立
の項目であった合併の理念や合併期
日、議員・農業委員の定数と特例の有
無、特別職・一般職の報酬、給与水準
及び合併効果等を新たに協議結果とし

た＊「長生郡市合併基本合意事項」を
承認しました。これを受け、各市町村
は、この４月に、
「合併法定協議会の
設置」を議会で再度議決し、合併に向
けた協議が再開されることになりまし
た。今後、協議項目の最終結論は法定
協議会に委ねることになりますが、連
携を強化すると共に、住民との意思疎
通を十二分に図りながら合併実現が果
たされるよう精力的な活動を展開して
いく所存です。

＊合併基本合意事項
１

基本的調整方針
住民のための合併であることを改めて銘記し、茂原市を中心とした長生地域全体の新たなまちづくりのスタートと位置付け、関
係市町村数に変更が生じても、合併へ進むこととする。

２

合併方式と新市名・事務所の位置、支所の設置形態
新設合併とし、新市名は住民による公募等を実施し決定する。事務所の
位置は、現茂原市役所とし、６町村の役場庁舎は、支所として活用。

３

合併期日は、平成 20 年４月１日とする

４

議会議員、農業委員の特例の有無
双方在任特例を３ヶ月適用し、特例後の定数は法定上限の 34 人とする。

５

特別職、一般職の報酬・給与水準
特別職は茂原市並みの額、議会議員・農業委員は、特例終了後茂原市並みの額とする。一般職については、新市の給料表に格付けし、
市町村間の格差については、合併効果を高めるよう新市において調整する。

2

選挙＆政治
用 語 集

＜「政治活動」と「選挙運動」＞ 選挙運動は、
「特定の議員選挙において特定の候補者への投票を、
有権者に働きかける行為」で、
選挙公示（告示）後にしか行えません。
政治活動は、自分たちのめざす社会の実現のための取組みをしたり、政党や政治家の活動を支援することで、だれでも自由に行うことができます。
（たとえば後援会活動）

国政だより

県政だより

市政だより

町政だより

村政だより

「誰もが暮らしやすいまちづくり」へ
by

牧野

米春

ひたちなか市議会（日立工機労組）

「勝田駅東口地区再開発事業」に着手
茨城県ひたちなか市は、市玄関口の
JR 勝田駅東口地区再開発事業に着手
することになりました。1994 年に都
市計画を決定していましたが景気低迷
で頓挫し、今般、常陸那珂港周辺に日
立建機など大型建機
メーカーの進出等に
よる発展で決意した
現在の勝田駅
前の混雑を解
消させる

国政だより

県政だより

ものです。
構想では、駅東口北側に公共施設や
住宅・商業・業務機能を持つビルと宿
泊施設が入るビルの二棟を建設し、駅
前広場は、朝夕の通勤・通学時間帯の
混雑解消やバス・タクシー
の乗り場を整備し約４倍に
拡大するものです。当初計
画の事業区域と建物の延床
面積を縮小し、ビル建設に
は民間活力を導入し市財源
を 不 要 と す る「 身 の 丈 に
合った工夫」により再ス

市政だより

町政だより

タートし、国・県の補助を受け約 60
億円の予算を予定しています。今年度
は事業認可手続きや基本設計を行い、
2009 年度に工事を開始、2011 年度の
完成を目指しています。駅舎の橋上化
は先行整備を図り、東西自由通路を含
めて 2003 年 12 月に完成しています。
日新クラブ議員団は、中心市街地活
性化には駅東口地区開発が重要との考
えで、一般質問や委員会で訴えてきま
した。今後とも、市民や来訪者がひた
ちなか市の良さが実感できる「誰も
が暮らしやすいまちづくり」のために
様々な改革の推進や提言をしていきま
す。

村政だより

太平山南山麓の整備は“協働の意識”と“民間活力”で
by

自然豊かな
太平山南山麓

千葉

正弘

大平町議会（日立Ｈ＆Ｌ労組）

「太平山南山麓広域交流拠点整備基本計画」を策定

大平町には、太平山や晃石山などハ
イキングに適した山々があります。東
京から電車で約 1 時間程度という好条
件もあり、多くのハイカーが訪れてい
ます。町は、豊かな自然環境を有効活
用するため「太平山南山麓広域交流拠
点整備基本計画」を作りました。体験
施設やレストラン、ワイナリーの建設

国政だより

県政だより

など計画しています。きびしい財政状
況からＰＦＩ方式の導入など、民間を
最大限活用することにより、町として
の負担は極力小さくする方針です。
議員の立場から最も重要なことは、
この事業が “負の遺産” にならないか
という心配をいかに払拭するかである
と考えます。集客方法の具体策など、
経営として細部にわたる精査・検証が
必要です。

市政だより

町政だより

また、この事業の成否は地元を含め
た全町民の “協働の意識” ではないで
しょうか。
大平町は、07 年 4 月から栃木県内
の公の図書館で、最初の例となる「町
立図書館」を指定管理者による運営に
するなど、民間活力の導入に積極的に
取組んできています。今後も町民の視
点で、きびしくチェックを行い、計画
の前進に向け取組んでいきます。

村政だより

財政再建を示さず、平成 19 年度一般会計予算を否決
by

江下

伝明

大山崎町議会（日立マクセル労組）

共産党員の町長誕生
大山崎町は京都南西端で大阪府島本
町と接し、天下分け目の戦いで知ら
れる天王山の麓に位置しています。人
口 15,000 人、面積 6 平方キロメート
ルと京都府の中で最も小さな自治体で
す。本町の政治的特徴は共産党支持者
が多く、昨年 10 月の町議会議員・町
長ダブル選挙において共産党員の町長
が誕生しました。今、町が抱える課題
は、①町税の落ち込みで歳入の伸びが
期待できない。②小泉政権で導入され
年 度
財政力指数（単年度％）
経常収支比率 （％）
普通交付税額 （億円）
特別交付税額 （億円）

平成 15 年度
0.939
104.7
1.5
1.0

た三位一体改革の影響で、国から地方
の自治体へ自治体の財政力に応じて交
付される地方交付税は、国の小さな自
治体いじめのような厳しい対応であり
今後も改革が進むにしたがって年々減
少の動きである。③義務的経費で大き
な割合を占めている職員の総人件費割
合が高い。このような状況下で、平成
17 年度一般会計の決算は 8 千万円の
赤字でした。平成 18 年度は 3 億円の
赤字が見込まれています。
平成 16 年度
0.842
93.0
3.9
0.9

平成 17 年度
1.027
117.6
0
0.8

平成 18 年度
0.953
106.0
1.0
0.8

このため、全ての事業を見直して徹
底的にムダを除かなければ、平成 19
年度末には夕張市のような財政破綻と
なる危機に直面しています。3 月議会
に提案された平成 19 年度の一般会計
予算は、財政再建に取り組む内容が不
十分であり私を含む野党は予算を否決
しました。このため町政は混乱と停滞
が続いていますが、これからも住民の
目線に立ち、しっかりと議員の役割を
果たし、果敢に苦言を呈していきます。
大山町議会構成割合
無所属
19％
公明党６％

共産党
37％

自民党
38％

選挙＆政治 ＜選挙区選挙と比例代表選挙＞選挙区選挙では、投票用紙に候補者の氏名１人を書いて投票します。
用 語 集 比例代表選挙では、投票用紙に名簿に記載された候補者の氏名１人、又は政党等の名称（又は略称）１つを書いて投票します。

Ｈ 18 年度一般会計予算（歳入）
その他依存
財源 36％

町税
55％

普通交付税
２％
その他の
自主財源 ７％
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行財政改革で財政の健全化を目指す
by

渡部

源昭

日立市議会 ( 大みか支部 )

第４次改革大綱による推進
日立市は、財政の健全化に向けて、
行財政改革を推進していますので、そ
の内容をご報告致します。
まず議会に行財政改革特別委員会を
平成 9 年に設置して、部署毎に調査を
行い、改革すべき点を具体的に提言しま
した。市はそれを受け、更に他の事項も
加えて行財政改革大綱を策定し本格的な
改革に乗り出しました。以後継続して改
革を推進し、現在は第 4 次の改革大綱
により進めているところです。
現在までの実施改革は、①水道と下

日立グループ議員団

水道夫々の企業局を統合 ②住宅・都
市整備公社、生きがい事業団の解散
③図書館運営の一部を NPO 委託 ④未
利用地を売却し民間による活用 ⑤情
報化の推進、等々百数十項目あります。
これらの改革により行政のスリム化が
進み、企業局を含む職員数は、平成 8
年度当初の 1,957 人から今年度は 1,575
人（約 20％ 382 人削減 ( 退職補充減 )）
になっています。平成 8 年度と比較し
て経常的経費の削減額は、40 数億円に
なり、この捻出したお金は都市基盤整

備 ( 建設事業 ) に回しています。
財政的に自立するためには、今後も行
財政改革が必要で、議会はその促進に更
に力を出さなければならないと考えます。
☆話は変わって私ごとで恐縮ですが、この議
員団だよりが発行されるころには退任（4
月退任）しています。斉藤英彰さんにバト
ンを渡しますので宜しくお願いします。永
い間のご指導・ご支援に感謝し、併せて皆
様のご健勝とご活躍を祈念致します。
※日立市の概況：人口 19 万 7 千人。平成 19
年度の予算は、一般会計約 588 億円、財政
力指数 0.87、経常収支比率 95.3％、公債費
比率 15.4％、建設事業費 13.7％（80 億円）
。

秦野市議会（神奈川支部） 山口

幹事長

金光

第 16 回統一地方選挙が終わりました。日立

少子高齢化・人口減少時代を迎え、格差社

グループ議員団は新人４名を含む 14 名の候補

会の是正や社会保障システムの再構築など国

者全員が素晴しい成績で当選を果たすことが

民生活を営む上で極めて重要な政策課題に対

できました。これも偏に職場や地域から頂い

し、有効、有用な処方箋を見出せず、党利党

新メンバーを加え、議員団一同気持も新た
に皆さまの期待と信頼に応えるべく勇往邁進
していく所存ですので変わらぬご支援とご指
導・ご鞭撻の程をよろしくお願い致します。

＜民主党の力が自治体議会にも浸透＞
今回の選挙で民主党は道府県議選、政令市
議選、一般市議選の全てで前回を上回る議席
を確保し、地方議会における議席獲得率も大
幅に上昇するなど本年７月に予定されている
参議院議員選挙へ大きな弾みとなる好結果を

地域から
国政を変えよう

心から敬意と感謝を申し上げる次第です。

〜統一地方選で見えた地殻変動〜

た皆さまの絶大なるご支援・ご声援の賜物と

得ることができました。

略による国民不在の不毛な議論と数の力で強
行採決を繰り返す自公連立政権に対し、怒り
の声が地方議会にも地殻変動を起こしつつあ
ります。

＜全力で参院選勝利を＞
この流れを変えないためにも与野党による

「政治決戦」とも呼ばれる今回の参院選は何と
しても勝利せねばなりません。
勤労者・納税者に痛みを押しつけるだけの
政治から脱却し、安心・安全で将来に夢や希
望が持てる社会の実現に向けて電機連合公認

「若林ひでき」および各選挙区の推薦候補者へ
皆さまの強力なご支援をお願い致します。

＜参議院比例代表の投票の仕組み＞

参議院選挙は選挙区と比例代表の２つが同時に行われ
ます。
比例代表は、
「非拘束名簿式」をとっています。有権者
にとっては、政党だけでなく当選させたい候補者も選べ
るようになったところが大きな違いです。比例代表の
投票用紙には、
「候補者個人の名前」と「政党名」のどちらを書いてもいいのです。
比例代表の選挙は、政党内の候補者名の得票が多い順に、当選人が決まる選
挙です。
従って、候補者の氏名を欄内に一人書くことによって、わたしたちの政策制
度を実現させることができます。
「選挙権」は、参政権のなかでも、国民の最も重要な基本的な権利です
選挙＆政治
用 語 集

７名の皆さんが退任されました︒

政治教室 ②

お疲れ様でした

Hitachi 流

4

村政だより

細田

武司

渡辺

正幸

渡部

源昭

佐藤

信幸

沼田

明博

植原

大二郎

二瓶

隆

茨城県議会議員（水戸支部）
日立市議会議員（日立支部）
日立市議会議員（大みか支部）
尾張旭市議会議員（旭支部）
日立市議会議員（日立Ｈ＆Ｌ多賀）
高崎市議会議員（ルネサス高崎）

日立市議会議員（日立電線電線）

＜期日前投票＞投票日に仕事や旅行などの予定がある人は、選挙の公示日から投票日の前日まで（土日含）の午前８時 30 分から
午後８時（一部市町村除）まで、市役所、町村役場などで不在者投票ができます。

