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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…大畠衆議院議員国政レポート　人間のための経済へ
議員団一同新春挨拶　2010年も安心して暮らせる社会へ尽力します！

議員団レポート…議員団レポート、幹事長の主張　今年も議員団が各地で活躍 Ｐ２～４
Ｐ５～６

○政権公約実現のため全力を挙げ取組む
　新年を迎えるにあたり、日立グループ議員団の皆様をはじ
め、働く仲間の皆さんのご支援に心から感謝申し上げます。特
に、昨年の総選挙では力強いご支援を頂きまして本当にありが
とうございました。お陰さまで７回連続当選と長年の悲願であ
りました「政権交代」を実現する事が出来ました。
　さて、私の政治目標は「まじめに働く人が報われる公正な社
会の実現」であります。政権交代はそのために、どうしても実
現しなければならない関門でした。1996年９月に旧民主党を結
成し、政権交代を目指してまいりましたが、ついに念願がかな
い鳩山政権誕生となりました。これからは総選挙中にお約束し
ました政権公約（マニュフェスト）の政策を一つひとつ実現さ
せるために、現場の実情をよく踏まえて、現実的に対処し、全
力を挙げて取組んでまいります。

○人の命を大切にし国民の生活を守る政治を
　昨年は、アメリカの金融破綻を発端として世界経済が大混乱
に至りました。特に、小泉自民党政権により、市場万能主義が
蔓延し、年金、医療、介護、福祉、教育も基本的な秩序が失わ
れ、社会不安、雇用不安、将来不安の拡大と重なり、日本経済
は国内の自動車関連企業を中心に大変な打撃を受け、混乱と低
迷を続けました。これらの大きな要因として、日本経済の輸出
依存率が6割を超える実態となっており、日本経済、特に製造業
を中心に大打撃を受ける原因と指摘されました。民主党政権下
では、内需拡大を基調として、地域経済と国民生活の安定のた
めに強力な各種政策を強力に推進すべきであると考えます。
　鳩山総理は、昨年の臨時国会の初の所信表明演説で、「政治
は、弱い立場の人々、少数の人々の視点が尊重されなければな
らない」「人間らしい社会とは、本来、こどもやお年寄りなど
の弱い立場の方々を社会全体で支え合うものであるはずです」
「国民が安心して暮らせる『人間のための経済』への転換を
図ってまいります」「国民主権の国づくりをするために必要な
のは、まず何よりも、人の命を大切にし、国民の生活を守る政
治です」などの宣言を致しました。

○加藤さん再選と民主党候補勝利を勝ち取ろう
　今年は、鳩山総理の所信演説を具現化するスタートの年にな
ります。そのためにも今夏の参院選で、電機連合の働く仲間の
代表、加藤敏幸さんの再選と各選挙区での民主党候補の勝利を
勝ち取らなければなりませ
ん。皆様のご支援をお願い申
し上げますとともに、皆様の
ご健勝をご祈念申し上げ年頭
のご挨拶を致します。
 

大畠衆議院議員国政レポート大畠衆議院議員国政レポート大畠衆議院議員国政レポート

国民が安心して暮らせる社会のために

人間のための経済へ

日立グループ議員団会長 衆議院議員　大畠　章宏

国民が安心して暮らせる社会のため尽力します
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伊藤　健也　日立市議会議員（日立ＡＰ多賀）

観光、そして子どもたちが学ぶ場として
日立武道館を改修

深谷　寿一　ひたちなか市議会（ルネサス那珂）

ごみ減量化推進と循環型社会実現の中核施設に
ひたちなか・東海クリーンセンター整備事業

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

茨城地協

東海地協
東京地協

　日立市発展の礎を築いた日立鉱山には、従業員の福利
厚生施設として大正6年に当時の歌舞伎座を参考にした
芝居小屋「共楽館」(現：日立武道館)が建設されました。
　共楽館は歌舞伎や大相撲、映画、音楽会、講演会な
ど幅広く利用の出来る多用途ホールの先駆け的な建築

物でもありましたが、テレビの普及や娯楽の多様化も
影響したことにより、昭和42年に日立市へ寄贈され、
翌年2月から日立武道館として柔剣道の練習や大会を
含め多種目に使用されてきました。
　保存活動が進む中、平成11年7月には国の有形文化
財に登録されましたが、耐震強度不足や各所に傷みが
目立つようになり、平成18年4月には使用休止となって
いました。以降、早期の改修をすべく検討し、平成21
年9月定例議会で改修工事予算を可決しました。
　工事の概要としては、屋根工事を含めた外壁や耐震
補強工事、さらには館内全体の設備工事が実施されま
す。なお、完成は平成23年3月を予定しています。
　引続き、工都「日立」の歴史的産業資産を維持・保
存しながら、観光スポットの確保や子どもたちへの歴
史を学ぶ場を確保していきたいと考えます。

　この事業は、ひたちなか市と東海村が共同で平成24
年度稼働予定にて進めています。現状ひたちなか市は、
二つの清掃センターで可燃ごみ処理をしていますが、両
施設とも老朽化が進み膨大な修繕経費がかかり、また最
悪時には処理停止に陥ることがあります。東海村につい

ても、数年後に同様なことが想定されるなどから施設整
備の必要性があり、整備により安心して衛生的で快適な
生活環境確保、環境負荷の低減が図られます。
　新施設は、面積約38,000平方メートル、処理能力
220トン/日、ごみ焼却時の熱エネルギーを利用した
発電により施設を稼働させてCO2の削減、ダイオキシ
ン類や排出ガスについても法律での基準より厳しい自
主基準設定、さらに建設費だけでなく維持管理を含
めた生涯経費の縮減に配慮した施設予定です。昨年
の11月13日に建設工事の起工式が行なわれました。
　日新クラブ議員団は、施行に関しては経済効果が
市に享受できること、生活環境確保の観点から安全
の徹底、３Ｒによる循環型社会推進、ごみの発生抑
制、焼却残渣等についても資源化を図り、最終処分量
の削減等を市に提言し、事業推進を図っていきます。
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帯包　文雄　習志野市議会（産機システム）

需要満たし、交流の拠点に
習志野市新総合福祉ゾーンの施設整備

　習志野市の新総合福祉ゾーンは、４haの市有地に保健・福
祉の拠点とすべく施設の整備を進めてきました。現在まで総
合福祉センターの既施設の他、高齢者施設として特別養護老
人ホーム及び介護老人保健施設、障害者施設として通所更生
施設の整備を民設民営で図ってきました。
　一方で、急速な高齢化により特別養護老人ホームの入所希望者
の増加や、障害者の地域における生活の場の確保や療育相談体制
の充実が求められるなど、新たな行政需要が生じています。
　そこで、平成24年4月を開設目標に、高齢者施設として、特別
養護老人ホーム100床等、障害者施設として、グループホーム・
ケアホーム、療育相談センター等を整備し、高齢者及び障害者
の複合施設の整備を実現しようとするものです。また併せて地
域福祉の推進として、障害者も高齢者も介護の必要な方も地域

の中でともに暮らし、日常的にふれあう活動と交流の拠点となる
福祉交流スペース及び福祉交流広場を整備していきます。
　全てが完成いたしますと、全国にも類を見ない福祉ゾーン
が創出されます。
　しかしながら課題としましては、４haに展開する各事業者が
互いに連携を
持ち切磋琢磨
することで、
保健・福祉の
向上をどう
図って行くか
が問われてお
ります。
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越智　辰哉　東海村議会（日立支部）

地域経済の活性化と人的交流の促進に期待
高速道路にスマートＩＣ（インターチェンジ）を整備

　東海村では、常磐自動車道の東海パーキングエリア
を通って高速道路に出入り可能な、ＥＴＣ（車載端末）
専用の「スマートＩＣ」を整備しました。
　高速道路と一般道とのアクセス性向上による地域経済
活動の活性化と、世界最高性能の研究拠点である大強度
陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）等を通じた広域的な人的
交流の促進、また災害時の避難経路確保などを図ること
を目的とした事業であり、平成21年３月に開通しました。
　上下線及び進退入のフルアクセスが可能な「スマー
トＩＣ」は全国的にも珍しく、また「土日・祝日の1000
円乗り放題」なども影響し、開通以来の利用台数は累
計で40万台を突破しました。

　巨額の公費
を投入した事
業でもあり、
引続き、東海
スマートＩＣ
が有効活用さ
れるようＰＲ
す る と と も
に、低迷が続
く地域経済の
活性化に直結するような政策を積極的に提言していき
たいと考えます。
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三瓶　武 ひたちなか市議会（水戸支部）

一緒に考える、地球の守り方
環境学習推進に環境学習副読本を学年別に作成

　ひたちなか市で
は、早い時期から
の環境学習が重要
であることから、
小学生や中学生向
けの環境学習副読
本を作成・配布し
、環境保全意識の
高揚と環境保全行

動の普及を図っています。
　平成19年度には小学校４年生から６年生向けを作成し、理
科、社会、総合学習の時間などで活用しています。平成20年

度には小学校１年生から３年生向けに、「水、電気の大切さ」
や「ごみをへらそう」などを分かりやすく作成しました。そし
て、平成21年度は中学生向けを作成しているところです。
　環境学習副読本は、多くの子どもたちが自然を好きになり、
今起きている環境問題を知ってもらい、地球環境を守るため
にどうしたら良いのかを一緒に考え、地球や自然を守る活動
を「これ、やってみよう！」という意識を持ち、「やれば出来
る」を、体験出来ることを目標として作成しています。
　自然や環境を守るために、私たちに出来ることは小さなこと
も含めてたくさんあります。これからも毎日の生活の中で、市
民一人ひとりが身近に環境保全行動が出来る、環境づくりに
努めていきます。
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山口　金光　秦野市議会（神奈川支部）

平和への切なる願いを次世代へつなぐ
「秦野市平和の日」を制定

　秦野市はこのほど、平和の大切さを考え、語り合う日として
毎年８月15日を「平和の日」とする条例を制定しました。
　本条例の制定は、今もなお世界各地で民族紛争やテロ攻撃
などで尊い命が奪われている現実や、戦後生まれの世代が我
が国の人口の４分の３を占め、先の大戦の悲惨な記憶が風化し
つつある中で、改めて命や平和の大切さを次世代にしっかりと
継承していくことが目的で、市議会での一般質問（議員提案）
がきっかけとなって実現したものです。
　本市では、昭和44年に制定した「秦野市民憲章」や昭和61年に
制定した「秦野市平和都市宣言」の中で平和を希求する市民の強い
思いが示されており、「親子ひろしま訪問団事業」や「戦争体験語り
部事業」など本市独自の様々な平和推進事業を展開しています。

　本年８月には、「平和の日」事業の一環として市役所庁舎前
に広島平和記念公園から採火した「平和の灯」モニュメント
（写真）が完成しま
した。平和への切な
る願いが、市民一人
ひとりの立場や信条
を越えて未来への希
望となって語り継が
れていくとともに、
同様の取組みが日本
全国に広がることを
期待しています。

主張！
幹事長の

ものづくり日本！ものづくり日本！

加藤としゆき
【行政刷新会議】国民的な観点から、国の行政全般の在り方の刷新を目的に2009年９月18日の   閣議決定で設置された機関である。同年11月には歳出の見直し
を目的に事業仕分けを行った。

【事業仕分け】行政刷新会議によって実施。447事業を対象に、2009年11月、９日間にわたり10年度予算編成の無駄を洗い出しを目的に事業の廃止や予算の削
減を判定した。
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国主導の空港としての取組みを求む
県政
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長谷川　修平　茨城県議会議員（日立支部）

茨城空港　３月11日 開港！

　羽田、成田に次ぐ首都圏第三の空港が３月11日オープンし
ます。地方空港に対する見直し等厳しい世論のなか、茨城県
中央部の小美玉市に供用開始されますが、開港後は自衛隊基
地と共用の国管理で運営されます。
　当面はＪＡＬの経営危機の影響など、国内線就航の見通し
は立っておらず、韓国・ソウルの仁川空港との間に毎日１便
が往復するのみです。
　首都圏の防衛構想さらには地域振興の観点から、今後は規
制緩和の状況を見極めながらローコストキャリアやビジネス
ジェットなど需要を喚起し、県としての出費を抑え国主導の
空港としての取組みが求められます。

空港の完成
予想図

主張！主張！主張！
幹事長の幹事長の幹事長の

政治課題の早期解決と政権
運営の安定を

　新年明けましておめでとうござ
います。本年もどうぞよろしくお願
い致します。
　新政権がスタートして早３ヶ月
が経過しました。民主党が打ち出
した「官僚依存からの脱却」や
「税金の無駄遣いの根絶」への取
り組みは、先に行なわれた「事業
仕分け」に見るように旧来の政治
手法や意思決定の仕組みを根本か
ら刷新するものであり、国民に大
きな期待と関心を呼んでいます。
　その一方で、一昨年来の経済不況
の克服やマニフェストの実行につい
ては財源問題や政策決定をめぐって
混乱が生じており、早期の解決と政
権運営の安定が望まれています。
　特に、経済不況による市場の冷え

込みは、円高・株安と相俟って企業
経営を著しく圧迫しており、「デフ
レスパイラル」となって雇用不安・
生活不安が増大しています。新政権
には一日も早い景気回復と雇用の安
定に向けてその手腕を発揮してもら
いたいと思います。

率先垂範し議会改革、課題
改善に取組む

　新政権は政策の大きな柱に「地
域主権の確立」を掲げています。国
と地方の役割分担を改め、地方で
できることは権限や財源を含めて地
方に移譲していくとの考え方で、今
後は地方自治体による「自己決定・
自己責任」の領域が確実に拡大し
ていくこととなり、首長ならびに地
方議会・議員の役割・責務は従来以
上に重大になってきています。

　国政と同様に地方政治も大きな
転換期を迎えている今、全国各地
で活動している私たち日立グルー
プ議員団もこうした時代認識に立っ
て率先垂範して議会改革や政策制
度課題の改善に取組んでいく所存
ですので、今後も変わらぬご支援と
ご協力をお願い致します。

日立グループ議員団幹事長
秦野市議会（神奈川支部）

山口　金光
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ものづくり日本！ものづくり日本！ものづくり日本！ものづくり日本！

電機連合公認
次期参院選予定候補

日立グループ議員団
は電機産業の代表、
加藤としゆきさんを
応援します！

加藤としゆき加藤としゆき加藤としゆき

日立グループ議員団会議公認候補

下松市議会議員選挙
予定候補（新人）

栃木市議会議員
予定候補

千葉　正弘いそべ　孝義
※現在までに確認された公認候補を掲載しています。この後、
確認される公認候補は、後報致します。
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大畠衆議院議員国政レポート

衆議院（日立支部）
大畠   章宏

会　　長

茨城地協（日立ブロック）

茨城県議会（国分支部）

今       一男

茨城県議会（日立支部）

長谷川 修平
日立市議会（日立支部）

石野　 正美 

日立市議会（日立支部）

青木　 俊一
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国民が安心して暮らせる社会のため尽力します国民が安心して暮らせる社会のため尽力します
新年明けましておめでとうございます。私たち日立グループ議員団は、今
年も「まじめに働くものが報われる公正な社会」の実現を目指し、課題の
解決に取組みます。本年もご支援とご指導をよろしくお願いします。
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