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今号の読みどころ

大畠衆議院議員・国政レポート…鳩山新民主党で政権交代を
茨城・日立市議会、山口幹事長の主張（秦野市議会）、当選御礼、知っ得メモ

議員団レポート…茨城・日立市議会、ひたちなか市議会、新潟・胎内市議会、
埼玉・熊谷市議会、静岡・沼津市議会から報告

日立グループ議員団会長　衆議院議員　大畠　章宏

衆院選で日本の政治を変えよう！
鳩山新民主党で政権交代を

大畠衆議院議員
国政レポート

Ｐ２～３

選挙目当ての「ばらまき補正予算」の中身
◎平成 21年度予算、史上最高の合計 103 兆円？
　４月 27 日（月）、麻生政権は、15 兆円４千億
円に及ぶ平成 21 年度補正予算を決定し、国会に
提出しました。平成 21 年度の本予算 88 兆５千億
円と合わせると 100 兆円を超え、戦後の単年度予
算としては戦後最大規模となりました。

◎子供たちのカードローンで無駄遣い？
　今回の15 兆円規模の補正予算の財源はというと、
財政投融資特別会計受け入れ金（財政融資資金勘
定）から 3.1 兆円、さらに建設国債で 7.3 兆円、特
例国債発行で 3.5 兆円。すなわち、埋蔵金から 3.1
兆円、国民からの借金で 10.8 兆円を調達するとい
う、まるで、「100 年に一度の経済危機」を口実に
して、麻生総理が子供たち名義のカードを「選挙目
当てのばらまき予算」として使用するようなもので
す。この借金は、現在の子供たちが大人になり返済
する義務を負うことになるのです。（国民一人当た
り 10 万円の借金？）

◎「子育て支援」は３～５歳対象、
　年間３万 6000 円（今年限り）？
　今回、不況下における子育て世代の支援策とし
て、「子育て応援特別手当（３歳から５歳、平成
21 年度限り）」として 1254 億円。なぜ、1 年限
りなのか。これでは選挙目当てとしか言わざるを
えません！

◎介護労働支援、月 1.5 万円上乗せ（３年間のみ）？
　介護職員の給与水準が低いために、若い介護士
の方々が、将来設計が出来ないとして仕事継続を
断念している現状にあります。今回、3 年間のみ
月 1.5 万円を上乗せするという方針ですが、その

後は不明では、介護士の方々の将来設計は出来な
い、これも選挙目当てではないでしょうか？

◎国営マンガ喫茶に 117 億円？
　「メディア芸術総合センター（仮称）」構想につ
いても触れなければなりません。漫画やアニメ作
品を常時展示するという、いかにも麻生総理らし
い思いつき予算の典型ではありませんか。床面積
1 万平米の 4.5 階建ての建物をお台場近辺に建て
る、これが、緊急経済対策なのでしょうか？どさ
くさまぎれの無駄遣いにすぎないのです！

鳩山新代表、岡田幹事長による新体制決定
　５月 16 日に実施された小沢代表辞任に伴なう民
主党代表選挙の結果、鳩山さんが 124 票、岡田さ
んが 95 票で、新代表には鳩山さんが選出されまし
た。翌週の 19 日（火）の両院議員総会で、鳩山新
代表は、岡田幹事長、小沢代表代行（選挙担当）の
人事を提案し了承されました。これで鳩山さんが当
選後ご挨拶された「戦いが終わればノーサイドです。
全員野球で日本の大掃除をやりましょう」という新
体制を築く事が出来ました。皆さん、どうぞよろし
くお願い致します。
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選挙＆政治
用 語 集

＜通常国会（常会）＞毎年１月に召集される。会期は150日で、１回に限り延長ができる。主たる審議は新年度予算で、年度末（３月末）までに成立しないと暫定予
算が組まれる。予算審議と並行または成立後にその他の法案の審議が行われる。

＜会期延長＞国会の活動期間である「会期」を延長すること。国会の立法活動は、国会が開かれている会期中に行われる。会期中に議決されなかった法案は、「会期不継
続の原則」により審議未了で廃案となるが、会期は必要に応じて延長が可能なので、継続審議の手続きをすれば、法案の審議時間を確保することができる。

選挙＆政治
用 語 集

渡辺　宏行　胎内市議会（産機システム中条）
「米粉のまち胎内市」をめざして
工場の加工特性を高めることに成功

米紛処理加工施設（製粉工場）は、平
成 10 年に大幅な生産調整の実施や米の
消費量が減少傾向にある中で、米の消費
拡大と農家経済の向上を目的に旧黒川村
( 現胎内市 ) に建設され、第三セクター
新潟製粉が運営しています。この施設は、
新潟県食品研究センターで開発された特
許技術を活用し、これまでにない微細粉
を製造し、加工特性を高めることに成功
しました。
加工特性が優れていることから、米紛
パン ､麺、パスタ ､ケーキの原料として
利用され、県内外からの引き合いも多く
なってきています。

平成20年度の販売量は約１,500トン、
24時間稼動で生産を行っており、今現在、
本年 10 月の稼動開始をめざして、第２
工場の増設工事が行われています。生産
能力は、1.5 倍に強化する予定
になっています。
また、市民による特産品の開
発も始まっており、米粉の特産
品化で商店街の活性化をめざそ
うと菓子業者による胎内銘菓研
究会を発足させ商品化に取組ん
でいます。
本年は「トキめき新潟国体」
が９月に開催されます。胎内市

も競技の開催地になることから「米粉の
まち胎内市」をめざし、県内外に積極的
に PRしていきたいと思います。　

松本　貢市郎　熊谷市議会（日立金属熊谷）

県北初の特例市として、名に恥じない街創りに努める
平成 21年度予算案可決される

平成21年度の予算案が、３月定例議
会にて可決されました。世界同時不況と
言われる中、熊谷市の予算規模は、一般
会計555億円（前年対比1.6％額で９億
円の減）、特別会計（８会計合計）299
億５千万円（前年対比3.7％額で11億47
百万円の減）、水道事業71億３千３百万
円（前年対比19.5％額で17億24百万
円の減）で予算立案し、総計で925億
8,357万円で前年対比3.9％、37億7,230
万３千円の減少となりました。
市税収入においては不況のなか、前年
対比20億89百万円の減を見込んだもの

ですが、市税の減においては、21年度よ
りも22年度が厳しい状況になると考えら
れるので、市内経済活性化のために、中
小企業への緊急支援策の充実を速やかに
図るべきと考えるところです。
熊谷市は、４月１日より県内６番目の
特例市に移行します。特例市は、日本の
大都市制度の一つであり、都市の規模に
応じて都道府県の事務権限の一部を委譲
する制度であり、中核市に準じた事務の
範囲が委譲されます。
本市は、県北初の特例市となりました
がその名に恥じない様に生活環境の整っ

た街創りに、議員として多くの市民の皆
様の声を聞きながら活動をしていきたい
と考えております。

髙崎　修一　ひたちなか市議会（日立支部）

市民にとって重要なサービスと
なることを期待

勝田駅東口に立体駐車場を建設

現在進行中の勝田駅東口再開発事業
は、平成21年度からは再開発区域内の建
物の除却が始まり、平成22年にはこの地
域にあった駐車場が使えなくなるため、
南側に集約立体化し収容能力を高めるこ
とになります。
立体駐車場の規模は，駐車台数が約
230台、駐車面積4,300平方メートル、
建築面積2,100平方メートルで平成22年
３月完成を予定しています。また、事業
費は2億6,500万円で、国の補助制度を活
用します。
この駐車場を立体化することにより、
駅利用者の利便性向上、交通渋滞の緩和
と安全性の確保、マイカー依存度の高い
郊外住民のＪＲ常磐線利用促進など、市
民にとって重要な駐車場になることが期
待されます。
日新クラブ(＊)は、これから団塊の世
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村田　悦雄　日立市議会（日立化成山崎）

市の発展・活性化に貢献する事業として注目
『茨城港日立港区』誕生

平成20年12月、茨城県の重要港湾
である「日立港」・「常陸那珂港」・
「大洗港」の三港が統合し、『茨城
港』が誕生しました。三港は、臨海部
や後背地などに企業立地や高速道路の
整備が進み、首都圏や北関東とのネッ
トワーク化が図られるなど、利便性が

山崎　篤　沼津市議会（AEパワー沼津）

安心・安全なまちづくりをめざして
災害情報支援システムを導入

沼津市は東海地震に備えると共
に、常に市民が安心して暮らせるよ
う「安心・安全なまちづくり」を市
政の重点施策の一つとして積極的に
取組んでいます。近年、地震だけで
なく台風、ゲリラ豪雨などの自然災
害による被害も各地で発生しており
その規模も年々大規模化していま
す。このような災害に迅速に対応
し、被害を最小限に食い止めるには
正確な情報収集が重要です。
このようなことから、この度、
災害現場の状況、位置などの情報

がリアルタイムに把握できる、災
害情報支援システムを導入しまし
た。このシステム導入により災害
現場と災害対策本部が情報を即座
に共有でき迅速な対応が可能とな
り、市民生活の安全確保に大きな
効果が期待できます。
沼津市は約62㎞の海岸線、山あ
り、川ありの風光明媚な安全都市で
すが、今後も、地震、洪水などの災
害に強いまちづくりをさらに進める
と共に、情報技術を活用した災害対
策の施策充実に努力します。
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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
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

東京地協
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活況を呈している製粉工場

代が余暇活動などで、日帰りで出かける
ケースが多くなり、駅前駐車場を利用す
るニーズの高まり等を考え、日帰り料金
の低額化（500円／日）や施設整備等に
ついて問題提起をしてきました。

日立港全景

非常に高いのが特徴です。重要港湾同
士が統合するのは、全国で初めての
ケースで、港湾の規模拡大と知名度向
上等によるブランド力の強化及び航路
誘致の促進が期待されています。
これまでの「日立港」は、今後『茨城
港日立港区』と呼び、国や県の方針に

則って整備が進められること
になりますが、市では当面、
６号国道沿い日立南ＩＣ付近
に、自動車用モータープール
用地を、6.5億円で購入し、
活性化に向けた環境を整えま
す。また東京ガスは、日立港
区第５埠頭突端に、液化天然
ガス（ＬＮＧ）備蓄基地を建
設する構想を盛り込んだ、グ
ループ中期経営計画を発表
し、６年後をメドに整備をす
すめる方針です。
厳しい経済情勢の中、ブラン
ド力向上を目指した重要港湾

の統合は、日立市の発展・活性化にも大
きく貢献する事業として注目されていま
す。民主クラブは、働くまち「日立」の
実現に向け、順調に企業誘致までこぎ着
けられるよう取組んでいきたいと思って
います。

改善されたところはありますが、残さ
れた課題について、これからも一つひと
つ解決を図り、市民サービスの向上に努
めていきます。

市政報告会で市民の意見を聞く

中部地協

茨城地協

＊日新クラブ：ひたちなか市議会で、日立グループ議員団所属議員による院内会派。

�



�

日
立
グ
ル
ー
プ
議
員
団

幹
事
長

山
口　

金
光

秦
野
市
議
会
（
神
奈
川
支
部
）

＜再可決＞衆議院で可決した法案を参議院が否決または修正した場合でも、衆議院が３分の２以上で再び可決すれば成立すること。衆議院を通過した法案を参議院が
受け取ってから 60 日以内に採決しない場合も「否決とみなす」と規定されている。

選挙＆政治
用 語 集

主張！主張！
幹事長の幹事長の

■各級選挙での協力に感謝
　本年３月から４月にかけて各地で実
施された地方選挙において日立グルー
プ公認候補の全員が好成績で当選を果
たすことができました。関係支部・単
組をはじめ組合員の皆様に心から敬意
と感謝を申し上げる次第です。
　100 年に一度と呼ばれる経済不況
で、企業業績は急激に悪化、国民の雇
用・生活・先行きに対する不安が一段

生活者の立場で
政策制度課題の改善を
と増大しています。
　こうした状況から、日立グループ議
員団は先に開催した全体会議で、各自治
体における緊急経済対策や勤労者・生活
者の立場に立った政策制度課題の改善
に積極的な取組みを推進していく事を
確認しました。今後も、「日立グループ
政治活動委員会」と連携を強め、日立グ
ループ議員団ならではの実効ある活動
に努めてまいりますので皆様のご理解
とご協力をよろしくお願い致します。

■来る総選挙で政権交代を
　このほど、民主党の新代表に鳩山由

紀夫氏が選出されました。小沢前代表
の公設秘書が逮捕・起訴される事件が
発生し、政権交代の機運に水をさす異
常な事態となっていただけに、今後は、
新代表のもと信頼回復と民主党の立ち
位置を明確にした政策展開に向けて、
積極的な行動を期待したいと思います。
　いよいよ総選挙が目前に迫ってきま
した。「大畠章宏」衆議院議員そして各
選挙区推薦候補の必勝を期すとともに、
今度こそ政権交代を実現し、日本の政
治を変えましょう。
　組合員の皆様の絶大なるご支援とご協
力をどうぞよろしくお願い致します。 

西川　光世　日立市議会（日研分会）

44000世帯に簡易型の戸別受信機を整備
平成 21年度から５カ年計画

平成 11 年９月 30 日に発生した東
海村 JCO 臨界事故を契機に、国の補
助を受けて日立市の南部地区から、順
次、防災無線戸別受信機を設置してい
ましたが、補助が無くなったことから
整備に支障を来たしていました。現在、
多賀地区以南に防災無線の戸別受信機
の配備が完了しています。

私たち民主クラブでは、市民の安
全・安心のために災害時や緊急時に備
えて早急な全域配備を求めていました
が、既設受信機を市内全域に整備する
には、12 億円を超える多額の費用が
必要になります。

そこで検討の結果、約６分の１の値

段で同等の機能を備えた簡易型の戸別
受信機を、５カ年の計画で多賀地区以
北の未整備地区の世帯と事業所に、総
額２億 3000 万円をかけて約 44000
台の受信機を学区ごとに順次配備する
ことになりました。平成 21 年度は、
10 月上旬頃から諏訪、成沢、会瀬の
３学区に約 9800 台を配備します。

写真の簡易型受信機は２機種ありこ
れから１機種に絞りますが、何れも軽
量でラジオが受信でき、ラジオ受信時
でも自動的に防災無線に切り替わりま
す。しかし、グループ機能が無いため、
特定の学区単位への放送が出来ないと
いう欠点を持っています。

21 年度から整備を進める簡易型戸別防災無線

市政
だより

簡易型戸別防災無線
既設戸別防災無線

茨城地協

当選御礼
北茨城市議会

西野　英夫
茂原市議会

関　好治

静岡市議会

田中　敬五

皆さんの絶大なご支援のもと、当選を果た
すことが出来ました。深く御礼申し上げます。

島本町議会

菅　俊勝

グリーン家電の普及を促すために、５月 15 日からエコポイント制度が始ま
りました。そのしくみについてご紹介します。

領収書を大切に！　エコポイント制度開始知っ得 メモ

事務局の設立、実施は平成 21 年度補正予算案の成立後となります。ポイントの登録などは今
夏以降となりますので、領収書、保証書は大切に保管しておきましょう。
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対象商品はこの３点！
・地デジ対応テレビ
・エアコン
・冷蔵庫
（省エネラベル４つ星以上）

① 購入

② 保証書、領収書
（家電リサイクル
控え）

③ ②を送り、ポイント
登録

④ ポイント数に応じて商
品 (※) を選び申込む

⑤ 商品を発送

※交換商品例
省エネ・環境配慮に優れた商品
商品券、プリペイドカード   など

（例）冷蔵庫
250リットル以下： 3,000pt
501リットル以上：10,000pt


