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参議院民主党第１党に

原子力総合
シンポジウム

◇皆さんのご支援に改めて感謝
参議院議員選挙に対するご
支援ありがとうございました。

参議院新勢力

おかげさまで、茨城選挙区の
の公認候補や全国比例区の候
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現／民主党（佐和）

補が当選することが出来まし
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ご存知ですか？教育訓練給付制度

雇用保険で自己啓発！
○教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組
みを支援し、雇用の安定や再就職などの促進を図ることを目
的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間（支給要
件期間）が 3 年以上（初回は１年以上で
ＯＫ）あることなど一定の要件を満たす
自己啓
発
雇用保険の一般被保険者などが厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し修了し
た場合、教育訓練施設に支払った教育訓
練経費の一定割合に相当する額 が支給さ
れます。

○支給額
支給額は、支給要件期間に関わらず教育訓練経費の 20％に
相当する額（上限 10 万円）となります。4,000 円を超えない
場合は支給されません。
○どんな教育訓練に適用できるの？
会社の業務に
役立つ
生きがい、

●語学（ＴＯＥＩＣ、英検）
●ＰＣ（ワード、プログラム）●経理（簿記など）
●ファイナンシャルプランナー
●医療福祉（ケアマネージャー、介護福祉士）
●調理師、カラーコーディネータ

生活に役立つ
趣味の幅を広げる ●フラワー、ソムリエ、パソコン

新たな技術を学びたい、自己啓発に努めたい
制度詳細を知りたい、使える講座を探したいなら
…http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku

＜総選挙＞衆議院議員の任期満了または衆議院の解散を受けて、新しい議員を選出する国政選挙のこと。すべての議席について全国一斉に
選挙をするので「総選挙」と呼ばれる。衆議院の議席は、300 の小選挙区および 180 の比例代表の合わせて 480 議席ある。

45 人立候補して 40 人当選、
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精力的に政策活動に参加しています
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８月 26 日の秦野市議選で３選を果たしま
した。ご支援ありがとうございました。
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なぜならば、未だに政権運営の基盤は衆
議院で圧倒的な数を誇る自公両党が握って
おり、今回の選挙で示された民意が直ちに
政治に反映される構図になっていないから
です。政権与党に対する批判の単なる受け
皿にとどまることなく選挙戦で主張した政
策について財源や手法、将来ビジョンを明
確に示し、国民に政権を任せるに足る政党
として認められるよう大きく脱皮していか
ねばなりません。
次に行なわれる総選挙は私たちが目指し
てきた「政権交代の実現」をかける重要な
選挙となります。国民生活の安心・安全と
未来に夢や希望の持てる社会の実現に向け
て、引続き、皆さまのご支援・ご協力をよ
ろしくお願い致します。

日立グループ

今回改選

21

今こそ
政権交代の実現を！

ご支援よろしくお願いします

ひたちなか市議会議員選挙
月 日投票予定

10

～夢や希望の持てる社会の実現へ～

今回の参院選は国民の勝利
先に行なわれた参議院選挙で民主党が大躍
進、待望の与野党逆転が成りました。
選挙直前になって私たちの組織内候補者が
不在となる異例の事態となったにも関わら
ず、これを克服し、好結果を生み出す原動力
となった組合員・ご家族の皆さまの力強いご
支援・ご協力に心からの敬意と感謝を申し上
げる次第です。
年金問題や「政治と金」、閣僚の相次ぐ失
言など自公連立政権には強い逆風の中での選
挙とは言え、国民の審判は想像を超える極め
て厳しいものでした。
特に、１人区の結果は地方の反乱とも呼べ
るもので、改革の名のもとで行なわれてきた
国民不在の政治が強い不満や反発となって顕
在化したと考えています。
次の総選挙こそ正念場
一方、民主党はこの結果に慢心することな
く真摯な態度で国民の声を受け止めその期待
に応えていく必要があります。

金光

No.46

比例区でも 20 人当選しました。その結果、1955 年に自

安倍総理は、辞任会見の中で「小沢代表との党首会談を断ら
結局は、激しい国際政治の流れの中で、肉体的、精神的疲労が
重なり、これ以上耐えられなくなり、辞任を決意したようです。

民党が結成されて以来今日まで、参議院では、自民党が
常に比較第一党の座を占めていましたが、今回初めて民

◇これから民主党はどうする？

主党が比較第一党となりました。衆議院では、自民・公

民主党の小沢代表は、安倍総理が辞任表明した 12 日の

明の与党が、議席の過半数である 240 議席をはるかに超

14 時半から開催された「次の内閣」の会議冒頭で、次のよ

える 337 議席を占めていますが、参議院では過半数の

うな挨拶をされました。
「私たちは、先の参議院選挙で、与

121 議席に対して、与党は 103 議席と過半数を大きく下

野党逆転を果たすことが出来ました。これから国民の期待

回りました。従って、これからは与党の意思のみでは国

に応えてゆかなければなりません。第一に、参議院選挙時

会が動かなくなったことを意味します。

の国民との約束『マニフェスト』を大切にして、これを着
実に実行することです。第二に、対案路線についてですが、

◇突然の安倍総理の辞任

政府案と民主党案を足して二で割るような微調整で賛成す

まったく、驚きました。９月12 日の 13 時から開会予定の

るわけにはいきません。基本的考え方・主張を貫き、国民

衆議院本会議の前に、12 時 40 分から代議士会を開催して

との約束を守ることが大切です。政策で与党を圧倒しましょ

いましたが、50 分頃、突然「本会議開催を遅らせます。理

う」
。･･･私たちは、国民との約束を大切にし、国民新党、社

由は、官邸からの要請です」と連絡があり、一同、驚きました。

民党と協力して、政権交代実現めざして行動を開始します。
1

議員活動レポート
国政だより

県政だより

市政だより

国政だより

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

青木

俊一

日立市議会 ( 日立支部 )

県政だより

市政だより

町政だより

いくための「ものづくり学校」創設を
目指し鋭意活動進めています。09 年
度の茨城県技能五輪全国大会では、
「も
のづくり学校」を日立魂の発信基地に
していきたいと考えています。

国政だより

村政だより

魅力ある日立市を目指して
伊藤

健也

日立市議会 ( 日立ＡＰ多賀 )

園内を一周する
ロードトレイン

商店街と行政が一体となった街づくりを

日立市議会議員に初当選し、民主ク
ラブの一員として議会活動を進めてお
ります。議会では産業福祉委員会に所
属し、福祉の向上と産業の活性化につ
いて鋭意取組んでおります。

国政だより

県政だより

１．日立市には昭和 32 年６月に開園し
た「かみね動物園」があり、多くの
市民に親しまれながら今年で 50 周
年を迎えるまでになりました。６月
３日には 50 周年式典が多くの関係
者が参列し、盛大に開催されまし
た。今後、動物とのふれあいをよ
り身近に感じて頂けるよう、各所の
改修や管理棟の新設などが計画さ
れております。今後、更なる市民
のニーズに応えられる施設となる
ため協議・検討し、魅力ある動物

市政だより

町政だより

園となるよう努めていきます。
２．現状の商店街においては、郊外商
業施設や市外の隣接市町村に買
い物客が流出しており、商店街へ
の客足が遠のいている実態にあり
ます。今年度は県と市の補助を受
け、
「中心市街地商店街循環バス
試行運転」が実施されました。今
後、商店街に対する市民からのア
ンケート調査を基に、価格や品揃
えなどを検討しながら、商店街と
行政が一体となった集客力のある
街づくりを目指し、意見反映に努
めていきます。

松本

貢市郎

熊谷市議会 ( 日立金属熊谷 )

熊谷市総合振興計画 ( 素案 ) 提示される
本市も、本年２月に旧江南町を編 ・
「基本計画」基本構想の実現を図る
入し、県北で唯一、人口が 20 万人を
ため、前期基本計画（平成 24 年度）
超え市民の皆様の期待が高まっていま
と後期基本計画（平成 29 年度）の
す。新「熊谷市」の指針が、総合振興
５年間に分け計画。
計画により示されることは、非常に良 ・
「 実 施 計 画 」 施 策 を、 財 政 状 況 や、
い方向だと考えます。総合振興計画は、
社会情勢を考慮し実施する事業計画
以下３つの計画で構成されます。
です。
・
「基本構想」平成 29 年度を目標年度
総合振興計画策定にあたり、初期の
に、本市の将来像を明確にする。
段階から、公募による 38 名の市民委
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修一

村政だより

ひたちなか市議会（日立支部）

員会及び市職員 23 名がサポートし策
定を進めたこと、計画の進捗度を確認
するにあたり成果指標を設定したこと
など計画策定にあたり評価をしており
ます。
私も、合併後の熊谷市が其々の地域
文化を継承し尊重しながら、一体感を
持った熊谷市にすべく、議員として、
働く者の代表として、行政に対して意
見・提言を行なっていきます。

＜衆議院＞ 衆議院に所属する国会議員の任期は４年だが解散があるため、その時々の民意を反映しやすい。参議院に優越することが憲法上定められ、参議院と異なっ
た議決をした場合、衆議院の意向が反映される。
（首班指名・予算・条約は衆議院の議決がそのまま国会の決定となる。法律は２／３以上で再度可決する必要がある）

破壊を抑制するために環境負荷の低減
に努めることは、循環型社会を実現す
るための喫緊の課題となっています。
そのため、東海村と共同で一般廃棄
物の広域的処理を実施するために協議
を進め、平成 23 年度の稼働を目指し、
一般廃棄物
処理施設等
の整備を計
画していま
す。
施設建設
場所は、ひ
たちなか地

市政だより

町政だより

公共交通運行を指定管理者に
by

牧野

一吉

尾張旭市営バスが本格運行に目処

市では、交通空白地域の改善や市民
交流を推進するために尾張旭市営バス
の設置を行ない、平成 16 年 12 月か

国政だより

県政だより

ら試験運行を続けてきました。利用料
金は一回 100 円、市役所を中心に市
内の東西南北に四路線を配置したもの
で、本格運行に向けて交通問題懇話会
で検討を進めてきました。評判も上々
で、本格運行にも目処が立ったため、
今年度は総額 6,600 万円の予算で本格
運用の準備段階に入りました。
目新しいのは、管理運営に指定管理
者制度をとることで、６月定例会ではこ
の条例案が可決されました。公共交通

市政だより

町政だより

区の国有留保地（安全運転中央研修
所南側付近）とし，日量約 220 トン
規模で、余熱を利用した約 3000 キロ
ワットの発電施設も建設する予定で
す。さらには、焼却灰の溶融可能な施
設を設け焼却灰をスラグ化し、溶融ス
ラグの再資源化を図ります。そのこと
により埋め立てする灰が減量されるの
で、最終処分場の延命化も図っていく
方針です。
これまでに至った背景は、日新クラ
ブ議員団の代表質問や一般質問などで
の提言を取り入れられたものと思って
います。今後も将来を見据えた環境改
善・整備などに努めていく所存です。

村政だより

尾張旭市議会 ( 旭支部 )

に指定管理者制度を活用するのは全国
的にも珍しく愛知県内でも初めてになり
ます。指定管理者制度の活用は全国的
な流れで、当市も例外ではありませんが、
やはり大切なのは是は是、否は否として
しっかり見極めることです。
最後に、手前ミソになりますが、８月
発売の某週刊経済誌で当市は中部圏の
安全・安心な都市、第２位にランキング
されました。地方自治の一端に携わる者
としては大変嬉しく、更なるランクアッ
プを目指して尽くしたいと思います。

村政だより

地域農業振興で安全安定な ｢ 食 ｣ の提供へ

村政だより

地域文化を継承・尊重し、一体感ある市に
by

県政だより

尾張旭市営バス 公
( 共交通 )
９人乗りのワゴン車で車体
色が４ルートそれぞれに色
分けされています

by

ひたちなか市の可燃ごみは勝田清掃
センターと那珂湊清掃センターにおい
て処理されていますが、両施設とも経
年による老朽化のため莫大な修繕費等
が掛かっています。また、地球温暖化
の原因である二酸化炭素の削減や環境
勝 田 清 掃 セ ン タ ー（ 右 ）
と那珂湊清掃センター

国政だより

この少年団では、農業・林業・水産
業・ものづくり・あきんど・ＩＴ・福
祉・エネルギーの８団の小・中学生が、
土・日曜日に職業体験教育を受けてい
ます。推進組織は商工会議所をはじめ、
ＪＡ、漁業組合・社協・ＮＰＯなどが
事務局や指導者となり、本物にふれた
り、専門家に体験談を聞いたりと、工
夫を凝らした「感動の教育」を行なっ
ています。
民主クラブは、この他にも本市の特
徴であるものづくりを後世に継承して

高崎

新清掃センターの整備計画について

缶詰作業にチャレンジ
（水産業探検少年団）

国内では景気が回復し、今後も緩や
かな成長を続けるとの観測が報道され
ています。しかし雇用の状況を見てみ
ますと、06 年度の全国のニートは 62
万人、フリーターは 187 万人と依然
として社会的に自立が困難な若者が多
くいることが報告されました。
このような中、民主クラブでは子ど
もたちに勤労観や職業観を学ぶ教育の
必要性を訴えた結果、本市では全国的
にも類を見ない「日立市職業探検少年
団」を昨年度に発足しました。

町政だより

by

村政だより

「職業探検少年団 ｣ と ｢ ものづくり学校」の創設

市政だより

将来見据え環境改善・整備を提言

日立市らしい教育を！
by

県政だより

by

内山

吉治

下松市農業体験型交流施設を計画中
近年、
「食」に対する関心が高まり
をみせています。食料を将来に渡って
安全で安定的に確保することは私たち
にとって、何よりも大切なことです。
しかし、自給率 40％が示すようにわ
が国の食糧事情は脆弱のものとなって
います。地域の田畑は荒廃地が目立ち、
後継者の確保もなく、農家はなす術も
ありません。これは国の農政に起因す
ることが大きい。
このような中、下松市では「農業体
験型交流施設」を計画しています。子

どもから大人まで、多くの市民が農業
について学び理解を深め、自然とふれ
あう体験･交流を通して地域農業の振
興と活性化を図る目的で整備するもの
です。
◇事業の効果
１．農業体験を通して自然･土に親
しみ心の豊かさ、食農教育を育む
２．
「市民農園」にて、栽培の楽しさ
ノウハウを取得して担い手の育成
３．農産物や加工品の販売、地産地
消推進の一助、地域農業の活性化

下松市議会 ( 笠戸支部 )

４．町村の交流拠点、交流イベント
開催により市民の憩いの場を提供
◇ 事 業 規 模 16,000 平 方 メ ー ト ル、
詳細は未定

農業体験イメージ（大根掘り）

選挙＆政治 ＜衆議院の解散＞内閣総理大臣はいつでも衆議院を解散することができる。形式的には、内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為として衆議院を解散する。
用 語 集 憲法の規定に基づき、解散の日から 40 日以内に総選挙が実施され、新しい議員が選出され、総選挙の日から 30 日以内に特別国会が召集され、新内閣が発足する。



