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厳しい情勢下での皆さんの支援に感謝
昨年の年末総選挙では、日立グループ連合の皆さん
をはじめ、働く仲間の皆さんにご支援を頂き本当にあ
りがとうございました。おかげさまで、厳しい情勢下
でありましたが、当選することが出来ました。
今回の総選挙の結果は、民主党の大惨敗。これから
どのような形で、自民党に臨むのか、民主党の責任は
重大です。特に、多極化する政局の中で、民主党をど
う立て直し、どのように行動するかが重大な課題とな
ります。

日本の未来にしっかり対処していく
さて、今回の総選挙では、解散時点では、民主党に
対する「不信」が根強く、まさに大逆風の真っ只中か
らのスタートでした。しかし、その後、長年の自民党政
権が生み出した問題点、年金、医療、郵政、労働問題
を解決するために全力を挙げたことなどを報告し、さ
らに、子育て支援制度の強化、高等学校の授業料無償
化、戸別所得補償制度導入などを訴え、徐々にご理解
を頂いてまいりました。後半は、自民党の政権公約に
明記された「国防軍の創設」「集団的自衛権の行使」
などの課題について、これまでの平和路線とは異なる
路線に踏み出すことの危うさに関しても言及させて頂
きました。

結党 の原点 に立ち返り﹁共生社会﹂へ

大畠衆議院議員・国政レポート

衆議院議員
衆議
院議員

しかしながら、最終的に、民主党の大惨敗という結
果となりました。ご支援を頂きました皆さんにお詫び
申し上げます。これから予想される問題点として、自
民党が主導する「強い国、日本」とはどのような国か、
国防軍の創設と集団的自衛権の行使を明記した選挙公
約を見ると、「日本の未来」に強い不安を感じます。
民主党としては、小泉自民党政権時代に実施された
「規制緩和と競争社会」の復活と合わせ、ますます
「日本の未来」に対して不安が高まりました。これか
ら、民主党としては、中小企業政策や雇用問題、さら
に、エネルギー政策など現実的な問題に対しての適切
な対応を再検討し、しっかり対処しなければなりませ
ん。

原点に立ち返り結束して懸命に活動
また、民主党として、今回の総選挙結果を深く反省
し、結党の原点に立ち返り、体制を整え、国民のご支
援に応え、民主党が一致結束して、「平和」と「人と
暮らしを守る政治」を前進させ、「共に助け合う温か
な社会」を実現するために地道に懸命に活動すること
が必要です。
今年は、参議院選挙の年です。皆さんと一緒に力を
合わせて「石上としお」候補の当選に向けて全力を挙
げます。今年一年、皆様のご多幸をご祈念申し上げ、
御礼と年頭のご挨拶と致します。
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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

安心できる社会に貢献します
県政だより

アンテナショップ「茨城マルシェ」オープン
茨城の魅力をアピール

銀座にオープンした
﹃茨城マルシェ﹄

齋藤 英彰
茨城県議会（大みか支部）

茨城県の魅力をリアルに伝えていきます
茨城県は、県産品の販売ならびに観光情報発信を行なうアン
テナショップ『茨城マルシェ』を2012年11月13日に東京都中
央区銀座１丁目にオープンしました。
茨城県は、都心からほど近いロケーションに位置し、国内第
２位の産出額を誇る農産物をはじめ、豊富な資源に恵まれてい
るにもかかわらず、まだ知られていない魅力が数多くありま
す。美味しい食材、観光スポットなど、県民だからこそ知って
いる、本当にお薦め出来る「茨城の“いちばん美味しいとこ
ろ”」を都心のど真ん中・銀座に位置することで、より多くの
方々に楽しんでいただきたいというのが、今回オープンした

『茨城マルシェ』のコンセプトです。
震災から１年10ヵ月になろうとしておりますが、福島第一原
発事故による風評被害も含め、行政、議会はもとより、県民や
企業など一致団結して復旧・復興に取組んでいますが、まだま
だ道半ばです。
『茨城マルシェ』から茨城の魅力を多くの方々に知っていた
だき、茨城の発展につなげるだけでなく、皆様の知らなかった
茨城から幸せなひと時を感じ取っていただけるよう私も支援し
ていくとともに、皆様の幸せのために精一杯努力してまいりま
す。

質実剛健型の新庁舎の建設へ

市政だより

約 年が経過し︑
分立する日立市庁舎
60

東日本大震災により市庁舎が大きな被害を受けたために、現
在は仮設の臨時庁舎に窓口機能の大半を移転するなど、応急的
な対応が続いています。本年９月に市民懇話会や市議会特別委
員会で市民の意見を集約し、「日立市新庁舎建設基本計画」を
策定しました。
庁舎の規模は、日立市総合計画の人口、職員規模などを基礎
に、面積28,000㎡程度、駐車場台数540台、建設位置を現在の
西側駐車場敷地とします。新庁舎の機能では建屋を免震構造と
し、自家発、複数変電所からの受電、井戸や雨水トイレ、プロ
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市民の声を
反映した
機能を充実

青木 俊一
日立市議会（日立支部）

パンガス設備を設けるなど防災機能を高めます。また太陽光発
電、自然換気・採光など省エネに努めます。さらには市民が気
軽に集える場所として、市民ギャラリーやイベント会場を設
け、災害時の避難場所にも対応します。
今後はプロポーザル方式による設計コンペを行ない、実施設
計・建設工事を経て平成28年度の完成を予定しています。建設
費用を約104億円と見積もった財源措置では、大畠衆議院議員
と連携して国庫補助を受けられるよう国に働きかけています。
今後とも出来る限り日立市らしく、形に捉われずしっかりと市
民の拠り所となる新庁舎建設を精査してまいります。

政治＆経済 【リフレ政策】不況時に生産活動が停滞しているとき、インフレの発生を避けながら金利の引き下げや財政支出の拡大などにより景気を刺激し、景気回復を図
用 語 集 ること。代表的なものは1933年以降、米国で採用されたニューディール政策。

市政だより

公民館等の地域による運営
公民館で行なわれているちびっこ教室

明るく住みよい
地域づくり
西野宮 照男
ひたちなか市議会（AMS）
公民館は、社会教育の施設として市町村が設置し、地域住民
の生涯学習の場として利用してきました。近年では住民の多様
なニーズにより、その利用用途も生涯学習の場に加え、地域づ
くりの拠点としての役割も多くなってきています。
地域住民による幅広い活動が活発化するなか、公民館等※は
地域づくりの拠点として、また生涯学習の場として、より地域
に親しまれ、より利用しやすく、地域住民が集う施設への転換
が求められています。
これら時代が求めるニーズに加え、基本条例で定めた「協働
のまちづくりを推進」する環境整備として、市は今後の公民館
等を、自らの地域を明るく住みよくするために様々な活動をし
てきた、各地域のコミュニティ組織に運営をしていただくこと

を基本としました。
地域運営にあたり、施設の維持管理費や人件費などの運営費
は市からの助成とし、大規模な施設修繕工事などは市が直接行
なうなど、地域と市が役割を分担することとしました。
日新クラブでは、平成24年度から実施された１施設での問題
点や将来の課題点などの解決に努め、今後進められる適用拡大
に向け、円滑な運営が出来るよう支援していきます。
※

公民館等とは公民館、コミュニティーセンター、学習センターなど、
それぞれ名称は違うものの、目的とする生涯学習活動やコミュニティ
活動の支援・推進・啓発などを行なうことを目的とした施設。

メガソーラ発電所と風力発電所建設

市政だより

自然エネルギーを活用した
新たなまちづくりに
取組む
500世帯の
電力をまかなう
メガソーラ発電所

渡辺 宏行
胎内市議会（産機システム中条）

全国各地で再生可能エネルギー導入の動きが加速している
中、胎内市においても民間企業によるメガソーラ発電所と風力
発電所の建設が進められています。
メガソーラ発電所は、日本海東北自動車の土取り跡地の市有
地に建設され、平成24年11月に完成し現在稼動しています。
2.3ヘクタールの敷地内に6,000枚のパネルが整然と並んでお
り、発電量は15,000kWで一般家庭の約500世帯分に相当する
電力量となっています。
また、風力発電所は日本海に面した海岸線約７ｋｍに出力

2,000kWの国産風力発電機10基が計画されており、総出力は
20,000kWで年間の発電量は一般家庭の約12,000世帯分に相
当する電力量となっています。
東日本大震災の影響で事業着手に大幅な遅れもありました
が、平成24年12月から本格的に事業着手しており、運転開始
年度は平成26年４月の予定となっています。
この風力発電施設が織り成す景観が自然エネルギーを活用し
た、胎内市の新たなまちづくりのシンボルとなるよう、今後も
積極的に取組んでまいります。

市議会選挙立候補者
３月24日
北茨城市議会選挙
会選挙

西野

英夫
夫

（日立支部）

政治＆経済
用 語 集

ご支援
ご
支援
よろしくお願い
よろしくお願い
い
いたします
いたします

３月24日
静岡市議会選挙
静岡

鈴木

直明

（日立AP空調）
（日

【プライマリーバランス】基礎的財政収支。借入金を除いた税金などの正味の歳入と、借入金返済のための元利払いを除いた歳出の収支。収支が均衡していれ
財政収支。借入金を除いた税金などの正味の歳入と、借入金返済のための元
す。
ば、財政が健全であることを示す。
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市政だより

議会報告会・公聴会を始動

深田 昇
沼津市議会（明電T&D）

2012年10月に行なわれた沼津市長選挙は36.21％という低い投
票率で、選挙明けの議会では選管にさらなる対策を求める一般質
問もありました。“議員は質すだけで良いのだろうか”と改めて考え
させられましたが、決してそうではないはずです。現在、このような
共通認識を持つ同僚議員とともに２つの取組みを行なっています。
一つに、会派による「議会報告会・公聴会」を始めました。議
案の内容だけでなく現在進行形の諸問題をお伝えし、市民の声
を聴かせていただく場としています。もう一つが、昨年夏より進
めている「議会だより改革」です。議会だよりを市民と議会とを
つなぐ有効なツールの一つと位置付け、内容見直しに併せて議

分かりやすく
なった
議会だより

会派による﹁議会報告会・公聴会﹂

より身近な議会に向けて
議員が
出来ること

員がより深く携わるべきとの考えの基、ようやく委員会で議論出
来るところまでこぎつけました。“現状を良し”とする委員もいる
中、この数ヵ月が勝負どころです。
市民がより市政に関心を持ち、議会がより身近となるため
に、これらが有効な取組みになり得ることに疑いはありませ
ん。本年も信念を持って、ぶれることなく続けていきたいと思
います。

幹事長の

〝おおはた章宏〟当選 に頂いた

ご支援・ご協力 に心から感謝

あけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願い致します。
昨年末に実施されました、第46回衆議院議員選挙
の取組み、大変お疲れ様でした。民主党の苦戦は、世
論調査の結果からも覚悟していましたが、想像をはる
かに超える厳しさでありました。その中で奮闘されま
した日立グループ連合各組合、日立グループ議員団
の皆様方に敬意と感謝を申し上げます。
特に、茨城５区の大畠章宏に対し、力強いご支援・
ご協力を頂きましたこと、心から感謝を申し上げま
す。お陰様で８期目の当選を果たすことが出来まし
た。同じく電機連合公認である大阪11区の平野博文
氏は、落選するという結果となってしまいました。

私の地元選挙区の話をさせて頂きます。栃木４区
は、消費税問題で民主党ベテラン議員が離党。何とし
てもこの選挙区に民主党の候補者を擁立したいとい
う強い意向もあり、努力頂いた結果、民主党公認の候
補擁立となりました。まさに、公示直前でしたので、
準備不足どころの話しではありませんでした。民主
党・連合栃木および加盟産別、各組合など、精一杯の
活動を展開しましたが、当選を果たすことが出来ませ
んでした。残念な結果ではありましたが、次に繋がる
活動ができたと考えます。
今後、議席を大きく減らしてしまった民主党が信頼
を回復していくためには、各地域で地道な活動を継
続していく以外にないのではないでしょうか。

地道な活動の継続で信頼の回復を

地方選挙、参議院選挙への力強いご支援を

今回の衆議院議員選挙の特徴として、政策の違い
３月24日に、北茨城市議会議員選挙が行われま
はあったものの、民主党政権３年４ヵ月の評価がどう す。私たちの仲間「西野英夫」氏が立候補します。ま
であったか、既成政党と乱立した新党のどちらを選択 た、３月24日に、静岡市議会議員選挙があり、新人の
するのかであったように思います。
「鈴木直明」氏が初挑戦します。皆様方のご支援をよ
新党への期待は結果として表れているものの、民 ろしくお願い致します。
主党の不慣れな政権運営に対する非難が、自民党を
７月には、参議院議員選挙が行なわれます。石上と
利する結果になったように思えてなりません。
しお氏必勝に向けた取組みの強化をお願い致します。

日立グループ議員団は
電機産業の代表石上としおさんを応援します！

電機連合公認
政治＆経済
用 語 集

次期参院選予定候補

【スマートコミュニティ】地域で賢く(スマートに)電力を使う考え方。家庭の電力需要をスマートメーターで把握し、電力会社は無駄な発電を省
く。経済産業省が2010年、「次世代エネルギー・社会システム実証地域」を募り、北九州市や愛知県豊田市、横浜市、京都府の4カ所が選ばれた。
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議員団32名より新年のご挨拶

)

幹事長／東京・東海地協幹事
栃木市議会 日( 立ＡＰ栃木

千葉 正弘
会計監査
横浜市議会 戸( 塚支部

)

習志野市議会
産( 機システム

)

)

帯包 文雄
秦野市議会
神( 奈川支部

八尋 伸二

沼津市議会
明( 電Ｔ＆Ｄ )

胎内市議会
産( 機システム中条

坂本 勝司
茂原市議会 Ｊ(ＤＥ )

渡辺 宏行

)

関 好治

中部地協幹事
尾張旭市議会 旭( 支部

)

)

中村 健二

安来市議会
日( 立金属安来

大山崎町長
マ(クセル京都

深田 昇

)

牧野 一

静岡市議会
日( 立ＡＰ空調

江下 伝明

)

田中 敬五

西部地協幹事
(

安来市議会 日立金属安来

田淵 秀喜

)

熊谷市議会
日( 立金属熊谷

)

松本 貢市郎

下松市議会 笠(戸支部

磯部 孝義

)
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東京・東海地協
中部地協
西部地協

あけましておめでとうございます。私たち日
の解決に取組みます。本年もご支援とご指導

章宏
大畠

皆さんの生
会長 衆議院(日立支部)

生活の向上に尽力します

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」の実現をめざし、課題
指導をよろしくお願いします。

茨城地協 ( 日立 )
茨城地協 ( 勝田 )

特別幹事
茨城県議会 日( 立支部

長谷川 修平
茨城地協日立ブロック幹事
日立市議会 日( 立ＡＰ多賀

伊藤 健也
会計監査
北茨城市議会 日( 立支部

西野 英夫

)

)

)

茨城県議会 大(みか支部 )

齋藤 英彰

茨城地協勝田ブロック幹事

日立市議会 日( 立支部

青木 俊一

日立市議会 日( 立支部

)

)

日立市議会 Ｈ(ＥＳ )

塚田 明人

日立市議会 日( 立化成山崎

村田 悦雄

東海村議会 日( 立支部

高安 博明

)

越智 辰哉

日立市議会
日( 立電線日高

大庭 弘美
日立市議会 Ｉ(ＣＳ )

白石 敦

ひたちなか市議会
日( 立ハイテク )

武藤 猛

ひたちなか市議会
ル(ネサス那珂 )

深谷 寿一

ひたちなか市議会 Ａ(ＭＳ )

西野宮 照男

かすみがうら市議会
日( 立建機土浦 )

川村 成二

ひたちなか市議会
日( 立工機 )

岩本 尚之

ひたちなか市議会
水( 戸支部 )

三瓶 武

)

)
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