この度、歴史と伝統あ
る日立グループ議員団の
幹 事 長を拝 命 致しまし
た。山口前幹事長をはじ
めとする前役員の方々の
ご尽力と功績に心から敬

日立グループ議員団幹事長
栃木市議会（日立AP栃木）

千葉

正弘

意を表する次第です。私
たち日立グループ議員団
は、日立グループの組合

員をはじめ勤労者・生活者の代表としてその役割と責
務を果たすべく、議員団活動のさらなる充実、発展に
向けて新役員一同、全力を尽くす所存です。

大臣経験を今後の活躍に
大畠章宏衆議院議員におかれましては、2010年９月
から経済産業大臣として初入閣を果たし、2011年１月
からは国土交通大臣として活躍されました。特に、東
日本大震災以降、福島第一原発の対策などを含む震
災への対応など、まさに激務の連続であったことと推
察致します。

2009年８月の総選挙において、政権交代を果たす
党は、私たちの期待に応えていない」という不満が溜

会”をどう乗り越えていくか、課題は山積です。とにか
く、野田内閣は課題解決に向け、邁進して頂く以外に
ありません。

引き続き各級選挙へのご支援を
８月の秦野市議会議員選挙に際しては、多くの皆様
方からご支援を頂きましたこと、心から感謝申し上げ
ます。直近に迫った、ひたちなか市議会議員選挙に対
しましても、引続きのご協力をお願い致します。
今後も議員団活動の充実に向け、会員一同さらに努
力をしていきますので、皆様のご支援・ご協力をよろ
しくお願い致します。

東海村議会選挙

（10 月 23 日）

（1 月 22 日）

深谷 寿一

越智 辰哉

（ルネサス那珂）

（日立支部）

八尋 伸二
（神奈川支部）

皆様のご支援をいただき
まして、八尋氏を当選に
導 く こ と が で き ま し た。
日立グループの組織の代
表として今後共、ご支援
の程よろしくお願いいた
します。

4

西野宮 照男
（佐和支部）

大畠衆議院議員・国政レポート
日立グループ議員団会長 衆議院議員

ひたちなか市議会選挙

（水戸支部）

Ｐ２〜３

財源をどう確保し、目玉政策を堅持しつつ“ねじれ国

武藤 猛

岩本 尚之

（日立ハイテク）

（日立工機）

政治＆経済 【民主党員・サポーター】民主党は18歳以上の国民、在外邦人、在日外国人が年6,000円を支払えば党員になり、党運営や政策作りに参画できるほか、広報紙が送付
用 語 集 される。また、年2,000円を支払えばサポーターになる。党員・サポーターは約35万人おり、国会議員、地方議員とともに２年に１度の代表選の投票権がある。

大畠 章宏

東日本大震災と野田政権の誕生

政治体制 を築きます
を尽くす

秦野市議会（8月28日）

http://www.hitachi-gr-giindan.jp/

大畠衆議院議員・国政レポート …東日本大震災と野田政権の誕生

野田新内閣に対し大きな期待はあるものの、復興の

ご支援お願いいたします

三瓶 武

発行：日立製作所労働組合 政治部
〒 136-0071 東京都江東区亀戸 9-3-13
編集：日立グループ議員団会議

議員団レポート…（日立市、ひたちなか市、東海村、大山崎町、横浜市）
幹事長の主張／ご支援御礼／ご支援お願いいたします
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まっています。

2011年10 月発行

今号の読みどころ

ことができました。しかし、多くの国民には、
「政府与

を願っています。

ご支援ありがとう
ございました

ホームページアドレス

野田内閣は課題の解決に向け邁進を

これまでの経験を、今後のご活躍に繋げて頂くこと

ご支援御礼

●●●●●●●●●●●●

国難 に全力

勤労者・生活者の代表として全力を尽くす

幹事長の

会員一同さらに努力しますので、皆様のご支援・ご協力を

日立グループ 議員団だより
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民主党の原点を踏まえて
行動していきます

被災地を視察する大畠国土交通大臣

日頃のご 支 援に感謝申し上げま
す。さて、皆様のご支援によりまして
一昨年の総選挙で政権交代を成し遂
げる事は出来ましたが、政権交代後
のこれまでの２年間の民主党政権の
行動を振り返るとき、皆様のご期待
にお応えすることが出来ず、誠に申
し訳ありません。特に、「政治とカ
ネ」の問題や国民合意の手順を踏ま
ない政策方針の提示など、いろいろ
と政治的混乱を招き、「民主党はいったい何を
やっているのだ」とのご批判を頂く事となりまし
た。このような状況の中で、昨年の参議院選挙
では敗北し、参議院では野党が多数となり、衆
参のねじれ国会となり、皆様とお約束させて頂
きました政策を前に進めることが出来ない状況
となりました。誠に申し訳ございません。
ただし、民主党が目標としてきた「小泉改
革」に代表されるような「市場原理主義社会」
をめざす政治方針を転換して、「税金の無駄使
いをやめ、国民の暮らしに生かそう」とする政
治方針に誤りはないと考えております。これか
らも民主党結党の原点をしっかりと踏まえて
「みんなが安心して働き、安心して暮らせる社
会」をめざして行動してまいりますので、どう
ぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

被災者救援のためのご尽力に感謝
さて、私は、皆様のご支援によりまして、昨
年９月17日に経済産業大臣に就任させて頂き、
また、今年１月14日からは国土交通大臣に就任
させて頂き、全力で職務に取組んでまいりまし

たが、今回の野田新政権誕生に伴い、国土交通
大臣を退任致しました。この間の皆様のご理解
とご支援に対し改めて御礼申し上げます。大臣
在任中の３月11日に、「東日本大震災」が発生
し、地震、津波、そして原子力事故が重なり、日
本国は戦後最大の国難に直面致しました。この
大震災による被災者救援のために、救援物資や
募金活動、さらにボランティア活動など日立グ
ループ連合の働く仲間の皆様のご尽力に、心か
ら感謝申し上げます。

挙党体制で信頼される政治を築きます
９月２日、民主党は、新しく野田政権を誕生さ
せ、めざしていた挙党体制を築くことが出来まし
た。これから、国民の皆様にご信頼頂ける政治、
そして、自民党、公明党など野党からも信頼され
る政治を築き上げ、日本国の国難、大震災対策
と原子力事故対策に全力を尽くすことが出来る
政治体制を築き、実行してまいります。今後とも
皆様のご支援とご理解を賜りますよう心よりお
願い申し上げます。
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議員活動レポート
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

市

東日本大震災から6ヵ月、急がれる「震災復興・防災対策」

政だ より

災害に強い活力あるまちづくりをめざします
東日本大震災から６ヵ月が経ち、日立市の状況は緊急的な復
旧作業は概ね終了し、本格的な復興への歩みを進める段階と
なっています。
震災に係る事案として市議会は本年５月、策定が急がれる市
の復興計画と防災対策に対し、議会の立場から積極的な議論を
展開しています。そして、未曾有の大震災を教訓に早期の復興
と安全・安心のまちづくりに向けたその内容を計画に反映させ
ることを目的に「震災復興・防災対策特別委員会」（民主クラ
ブ委員：青木議員・大庭議員）を設置しました。特別委員会で
は、市内の被災現場並びに東海第二原子力発電所、いわき市の
被災地を視察しながら、防災・復興の足取りを確かなものとす
べく積極的な取組みを展開しています。
その中から復興へ向けた第一歩の事業として、被害を受けた
公共施設の中で最も市民が利用する市役所本庁舎の対策につ
いて報告します。
本庁舎は築後58年から45年が経過した５棟の建物で構成さ
れ、耐震基準を大きく下回る状況下にある中で被災し、躯体や
建物をつないでいる連絡通路に大きな損傷を受けました。これ
までの間、損壊箇所の応急措置を実施しながらの業務を余儀な
くされましたが、市では来庁する市民の安全確保を第一に仮設
庁舎の建設に着手しました。
この仮設庁舎は市民の利用が多い窓口の課所（市民課・国民
健康保険課・住宅課・こども福祉課・障害福祉課・高齢福祉

日立市議会

大庭

弘美（日立電線日高）
日立市

建設中の仮設庁舎
（写真右からＡ棟･Ｂ棟、
右後方は本庁舎）

課・介護保険課など11課）を中心に移転、業務は８月29日か
ら開始しました。
今後、庁舎の耐震補強や建替えについては、市民の安全性
や利便性、行政機能も十分に考慮した上で、特別委員会や常
任委員会等の審議を含め、議会の中で論議していく予定で
す。
このような背景の下、民主クラブでは復興計画への積極的
な意見反映に努めながら、今年度策定作業が進められている
「日立市総合計画」（平成24年度から10年間）に対し、安
全・安心のまちづくり、災害に強い活力あるまちづくりの実現
をめざすため民主クラブ一丸となって取組みます。

市

災害に強いまちづくりをめざして「高場雨水1号幹線整備事業」
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三瓶

武（水戸支部）
ひたちなか市

政治＆経済 【社会保障・税一体改革】「社会保障の機能強化」と「機能維持―制度の持続可能性の確保」をめざし、安定財源を確保すると同時に財政健全化を実現する。2010
用 語 集 年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、「機能強化」にかかる費用・高齢化の進行などにより増大する費用などを賄う。

利便性の向上を図りながら、
２倍のスペースに増改築！
東海村では、村立図書館が昭和60年の開館から25年が経過
し、蔵書能力の低下やスペースの狭隘化のため、増改築工事を
行なうことを決定しました。村立図書館は、人口１人あたりの
貸出数が約10冊と、茨城県内でも５本の指に入るほど利用者の
多い図書館であり、今回の増改築によって延床面積を２倍に拡
大するものです。
当初の工事計画では、平成23年７月完成の予定で進められ
ていましたが、３月に発生した震災の影響により工期が大幅に
遅延し、平成23年10月中の完成に変更となりました。
なお、図書館の利用に関して、住民の方から開館日数の増加
や開館時間の延長を求める声が数多く寄せられていたため、
「今回のリニューアルオープンにともない利便性の向上を図る
べき」ということを、これまでの議会の中で提言してきまし

東海村議会

越智

辰哉（日立支部）
東海村

増改築工事が進められ
ている東海村立図書館

た。その結果、「増改築後の平日については、開館時間を２時
間延長する」という方針が示され、住民のサービスの向上を図
ることができました。

政だより
町

地域の協力でふるさと大山崎町を支えます

「協同」を合言葉にして町づくり
昨年、10月17日に行なわれた町長選挙では、日立グループ連
合の皆様から大きなご支援を頂き心から感謝致します。また、
同日行なわれました町議会議員選挙では、民主党などの新人が
多数立候補したために、日本で一番多く議席を占めていた共産
党議席数は半減しました。
私は町長就任時、次の五項目を掲げて町政運営にあたること
としました。
一、納税者主権の行政運営。
二、来庁者への気持ちの良い窓口対応。
三、現場主義で物事に対応する。
四、水道問題は京都府と話し合いで解決を図る。

大山崎町長

江下

伝明（マクセル京都）

五、マニフェストは、四年間で実現
する。
大山崎町
ふるさと大山崎町を支えていくために
は、町役場や府・国といった行政機関だ
けではなく、地域で活動する様々な分野
の企業、商店、ボランティア団体などの
協力が必要です。
「協同」を合言葉にして町民とともに安全で安心して暮らせ
る町づくりを進めます。

政だより
市

横浜・戸塚の未来のために、身近な議員として活動

知識を身につけご意見・
ご要望を反映します
東日本大震災から半年が経過しましたが、未だに多くの方が
行方不明という状況下、復旧の目処の立たない地域もあり、横
浜市としても継続した支援活動を進めて参ります。また、平成
最悪の被害をもたらした台風12号による、近畿、中国・四国地
方を中心とした豪雨災害で被災・被害に遭われた皆様に対しま
しても、心からお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復
興をお祈り申し上げます。
４月の統一地方選挙にて皆様のお力により当選させて頂き、
横浜市会議員となり５ヵ月が経過致しました。この間、５月の
初議会、経済・港湾常任委員会、横浜まちづくり特別委員会、
民主党市会議員団での平成24年度予算各種団体要望ヒアリン
グ、また、現在開会中の第３回定例会では、民主党横浜市会議
員団を代表して一般質問と22年度決算局別審査での質問（道
路局と港湾局）をさせて頂きました。全てが初めての経験であ

横浜市議会

坂本
横浜市会議員として５ヵ月が経過

水害への対策として整備された
高場雨水１号幹線
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緊急 ヵ年事業として
平成 年度に完成

高場雨水１号幹線（排水路）は、全長4,625ｍ、雨水管の大きさは
下流部が幅7.4ｍ・高さ4.5ｍで、上流部が幅3.2ｍ・高さ3.2ｍのボッ
クスカルバートで施工され、約100億円を費やし平成22年度に完成し
ました。
以前は、高場排水路として、大部分が農地と山林に覆われ、自然豊
かな地域でしたが、茨城県と旧勝田市は、積極的な企業の誘致による
工業都市の実現に取組んできました。
その一環として当該流域に200haに及ぶ工業団地を造成し昭和40
年当初には企業誘致がすべて完了しました。また、この高場排水路周
辺は、市街化区域に指定されたため、水田の一部が小規模宅地開発
によって盛土され周辺は急速に都市化が進み、雨水量が増加して排
水路の流下能力不足が生じる状況などから、昭和57年に高場雨水１
号幹線の都市計画が決定しました。昭和61年には台風による記録的
な雨量により水路が氾濫して住宅の床上床下浸水被害が多く発生し
ました。その後も浸水被害が頻発するために緊急10ヵ年事業として、
多くの課題を乗り越えて整備出来たものです。
日新クラブ議員団は、地域の皆さんの意見等も聴きながら、「災害
に強い」地域づくりに取組んでいきます。

政だ より

ひたちなか市議会

平成22年度に排水路を完成

政だより
村

村立図書館をリニューアル

勝司

（戸塚支部）
横浜市

り、この先しっかりと知識を身につけ、身近な議員として皆様か
らのご意見・ご要望を行政に反映出来る様活動して参りますの
で、引き続きご指導・ご鞭撻をよろしくお願い致します。
☆一般質問、22年度決算局別審査質問などの詳細は、坂本勝司ＨＰ
(http://www.guts-sakamoto.com/)、横浜市会ＨＰをご覧下さい。

［

］

政治＆経済 【再生可能エネルギー特別措置法】太陽光、風力、バイオマス、地熱、小型の水力による電気を、電力会社が一定の期間、固定価格で買い取る制度。種類や方式によって価
用 語 集 格は異なる。元々は温暖化防止が目的だったが、原発事故で代替エネルギーが普及する制度として注目されている。
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