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今号の読みどころ
Ｐ２〜４

議員団レポート …議員活動レポート、幹事長の主張 課題・情報を共有しながら活動する

Ｐ５〜６

議員団一同新年挨拶

皆さまが安心・安全に暮らせる社会をつくるため全力で取組みます

浅野さとし衆議院議員・国政レポート …「組織内議員の存在価値を組合員へ届けよう」

浅野さとし衆議院議員・国政レポート

組織内議員の
存在価値を
組合員へ届けよう
朝のご挨拶
（北茨城市磯原駅にて）

日立グループ議員団会長
衆議院議員 浅野 さとし
2019年は統一地方選挙や参議院議員選挙などをはじめ、多く
の仲間が選挙に臨んだ１年となりました。具体的には日立グルー
プ議員団の仲間が計９自治体の選挙に立候補し、17名が当選を

積極的に発言する
浅野議員

果たすことが出来ました。一方、７月に行われた参議院議員選挙
では上部団体である電機連合公認候補の「石上としお」氏が２

支部の組合役員や職場活動家の方々と対話する機会を100回以上

期目に挑戦しましたが、結果は次点となりました。ご支援いただ

いただきました。そこで感じたのは、こうした方々のほとんどが組

いた皆様とともに涙をのんだ悔しさを次回参議院議員選挙で必

織内議員の存在価値を自ら説明することの難しさを感じていたと

ず返さなければなりません。

いう現実です。本年についても、なぜ組織内議員が必要なのか、

慌ただしく過ぎた2019年を乗り越えることが出来たのは、議員団

（現職・元職問わず）これまでの成果等について、一人でも多くの

お一人おひとりのご奮闘と日立グループ連合、各議員支援者の皆様

組合員に認知・納得・実感していただけるよう全力で取組んでいく

のおかげであり、改めて心から敬意と感謝を申上げます。

覚悟です。ぜひ、議員団の皆様や組合役員の皆様のご理解とご協
力をお願い申上げます。

組織内議員の存在価値を広く伝えたい
2020年のスタートにあたり、日立グループ議員団の皆様や本記

小選挙区当選を必達する覚悟で一年を過ごす

事をご覧いただいている皆様に特に力を込めてお願いしたいのは

衆議院議員としての任期は４年ですが、その半分を経過し、いよ

「組織内議員の存在価値」を現場の組合員（特に、組織内議員が

いよ解散総選挙の足音が聞こえてくる年となりました。本年の国会

不在の組織や若い方々）に伝え広げることです。昨年は各単組・

は、冒頭から緊張感のある展開も想定され、一切の油断も許されな
い状況が続くと考えています。前回は私の力不足により北関東比例

各級選挙への
ご支援に
感謝申し上げます

ブロック枠での復活当選となりましたが、次こそは小選挙区当選を
果たす覚悟で、日常活動の徹底強化に取組んでまいります。日立グ
ループの皆様には引続きのお力添えをお願い申し上げます。
最後に、本年１年間の皆様のご健勝とご多幸を御祈念申し上げ、
年頭の挨拶と致します。
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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活動をご紹介します
「県北振興チャレンジプラン」を策定

県政だより

茨城県議会
（日立労組／日立国分支部）

パンダの誘致が期待される
日立市かみね動物園

高安 博明

活力と魅力ある
茨城県北の
地域づくりに向けて

茨城県の県北地域は、５市１町で構成され、魅力的で多様な自

積を活かした産業拠点の形成や、若手芸術家等による地域主体

然環境を有する地域でありますが、県内５地域の中で最も高齢化

のまちづくりの促進、報道でも大変話題となった日立市かみね動

が進行しており、将来人口の大幅な減少が見込まれています。

物園へのパンダの誘致を進めます。

そこで茨城県は、それぞれの地域特性を活かして、地域の活

「奥久慈清流里山ゾーン」では、付加価値の高い農産物を生産

性化を図ることを目的に「県北振興チャレンジプラン」を策定し

するモデル団地の整備等による農業振興や、豊かな自然を活かし

ました。

たサイクリングコースを設定するなど、新しい滞在・体験型の

このプランでは、県北地域を「ひたち臨海クリエイティブゾー
ン」と「奥久慈清流里山ゾーン」の２つに分けて地域づくりの方
向性を定めています。

ツーリズムを推進していきます。
今後も、恵まれた地域特性や資源を活かして、県北地域の活
性化につながる取組みを提言してまいります。

「ひたち臨海クリエイティブゾーン」では、ものづくり産業の集

地域間交流と公共交通を守る取組みに力を入れる

市政だより

サッカー場
周辺の様子
沼津と讃岐のゆるキャラが交流を深める

深田 昇
沼津市議会
（明電舎労組／沼津支部）

スポーツや
公共交通機関のあり方を通じて
地域のために試行錯誤する
サッカーＪ３リーグに加盟しているアスルクラロ沼津の試合を

民の役割を定める「沼津市 地域公共交通網 形成計画」の策定が

通じて、全国の市町との間で地域の良さを伝え合い、ヒトやモノ

進んでいます。策定に向けて実施した地区説明会では 買い物や

の交流を促す枠組みづくりに取組んでいます。今年度は７月27日

通院の移動手段となる、自宅近くで乗車できる小型車両による地

（土）に香川県丸亀市で行なわれたカマタマーレ讃岐戦と、９月

域内循環バス を望む声などが挙がりました。

28日（土）に群馬県前橋市で行なわれたザスパクサツ群馬戦の会
場に、静岡県東部地域の食や観光情報をお届けしました。
サッカーＪ３のチーム数は全国で18。さらなる広がりをめざし
て、仲間とともに試行錯誤しながら取り組んでいます。

今後、さらなる高齢化が進み、既存のバス停まで歩くことが困
難な方も増えてきます。我が地域の公共交通を守るために何がで
きるのか、事業者や行政まかせにせず、地域とともに知恵を絞
り・汗をかいて、解決の形を見出していければ、と考えています。

また、地域全体の公共交通のあり方や、行政・交通事業者・住
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政治＆経済 【GSOMIA（ジーソミア）】General Security of Military Information Agreementの略。２国間または複数国間で相互に提供される秘密軍事情報の取り扱
用 語 集 い手続き等について定めた協定。

災害発生時の議員の行動マニュアルを検討・作成

災害時の議員の行動に
ついて議論

市政だより

栃木市議会
災害時行動マニュアル
(素案)

千葉 正弘

栃木市は、平成27年９月に関東・東北豪雨により、2700棟に及ぶ

この災害を契機に、「災害時

住宅が大きな浸水被害を受けました。その災害直後に各議員が

に議員は、どのように行動するべ

とった行動は、市の部署に対する個別要請の電話行動等でした。

きか」という議論となり、議会と

各議員の立場としては、被災された市民の皆様からの問合わせに

して災害時の議員行動マニュアルを検討・作成することとなりまし

応えるためであり、そのことを否定するものではありませんが、結

た。

果として各議員が同じような内容を、同じ部署に対して繰り返して

栃木市議会
（日立ＧＬＳ労組／栃木支部）

マニュアル(案)が完成する直前で、この度の台風19号の大災害と
なってしまいました。今回の災害では、このマニュアル(案)の考え

行なうことになってしまいました。
緊急的対策に追われている部署では、大きな時間的ロスになり

方が生かされた部分があり評価されるところはありましたが、更な

ます。一刻を争う判断が求められるこの時期のロスは、避けなけれ

る検討を加え、また今回の経験も生かして「栃木市議会 災害時行

ばなりません。

動マニュアル」を今年度中に完成する予定です。

放課後にひたちなか未来塾を実施

市政だより
放課後に図書室や
家庭科室を
活用して実施

三瓶 武
ひたちなか市議会
（日立労組／水戸支部）

学習意欲の向上と学習習慣の定着を図る
庭科室、多目的室、理科室など放課後の空き教室を活用しています。

ひたちなか未来塾は、家庭における生活環境が学習の遅れにつ

今年度の参加児童は192人、学習支援ボランティアは82人と、それぞ

ながるケースがあることから、教育委員会や学校などが連携し、児

れ増加しており、参加児童からは、家庭学習の時間が増加したり、学

童の学習習慣や生活習慣の確立と学習意欲の向上を図ることを目的

力調査の結果にも伸びが見られたりするなどの成果が確認されてい

に、平成29年度から市内の小学校20校のうち４校でスタートし、令

ます。

和元年度には12校で実施しています。対象は小学校５・６年生で、

日新クラブは、ひたちなか未来塾を運営するために必要なボラン

実施回数は週１回（長期休業日を除く）、放課後の16時から18時まで

ティアの確保やリーダーの配置など課題解決に取組むとともに、児

実施しています。実施場所は各学校により異なりますが、図書室、家

童の学習意欲の向上と学習習慣の定着が図れるよう努めていきます。

屋内型子どもの遊び場「Hiタッチらんど・ハレニコ！」オープン

市政だより

天気を気にせず
元気に遊ぶ子どもたち

ファミリー向け
施設を整備し、
まちの活性化を進める

全国的に中心市街地からの大型店舗が撤退している中、日立市では、

クティブゾーン、ボールプール、三輪車

まちの賑わい創出や日立駅周辺の活性化事業の一環として、大型商業

サーキット、ボールコートの５つのゾー

豊田 茂

日立市議会
（日立金属労組／日立支部）

施設の４階フロアを借り受け、令和元年７月より屋内型子どもの遊び場

ンで構成されています。また、利用にあたっては90分総入れ替え制

の整備に着手しました。同年10月１日に関係者一同が出席しオープン

で、入場料は子どもが100円、大人（同伴）200円となっています。な

式典を行ない、翌10月２日より一般に開放されました。施設の愛称につ

お、オープンから１ヵ月間の利用者は16,000人を超え、土・日曜日を中

いては事前の公募により選定された「Hiタッチらんど・ハレニコ！」とな

心に連日多くの親子連れで賑わっています。

り、子どもから大人までが覚えやすく親しみのある名称となりました。
屋内型子どもの遊び場としては北関東最大級で、小学生以下の
子どもたちが年齢に応じて楽しめるよう工夫され、ベビーゾーン、ア

民主クラブとしては、まちの活性化や賑わいの創出を積極的に進
めるべく、先進事例等を十分に調査しながら、積極的に行政へ提言
していきます。

政治＆経済 【サブスクリプション】特定期間内のサービスや商品の提供を受ける契約上の合意。例えば、定期購読雑誌や新聞は、購読期間ごとに購読契約が結ばれる。
用 語 集
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シビックセンター科学館をリニューアル

市政だより

日立シビックセンターの外観

助川 悟
日立市議会
（日立労組／日立国分支部）

周辺施設を含めた
にぎわい創出に
取組む

日立シビックセンター科学館は、その展示の多くが平成２年の

整備のうえセンターの顔である１階に移し、メインフロアである

開館当時のものであり、展示のマンネリ化や老朽化が進んでいる

８階・９階は、科学する楽しさやにぎわいあふれる多彩な空間と

ことから、開館当初19万人の年間入館者数も現在は約13万人と減

して、異なる機能を持つ３つのエリア「はっけんフィールド・たん

少傾向にあります。こうした中、「科学をひたちの新しい文化に

きゅうガレージ・ひらめきアトリエ」そして、シンボル展示である

する」ことをねらいに、日立らしさの象徴でもある「ものづくり」

日本最大級の科学体験装置「スペースクライマー」を整備します。

や「豊かな自然」への興味につながり、体験をメインに何度でも

民主クラブとしては、日立駅前活性化をけん引する中心的存在

楽しむことが出来る展示となるよう、令和２年１月から15ヵ月間

として、科学館入館者数の底上げ、及び日立シビックセンター全

で施設全体のリニューアルを進めます。

館の利用率向上と、周辺施設を含めた駅前のにぎわい創出につい

これまで地下１階にあった科学館入口は、総合案内と一体的に

て提言してまいります。

課題・情報を共有しながら活動する
日立グループ議員団幹事長

伊藤

健也

日立市議会（日立ＧＬＳ労組多賀支部）

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

るまでの各種の取組みに対し感謝を申しあ

は至っていない状況です。地方で豊かに

げますとともに、今まで以上の連携強化と

暮らすための施策を今まで以上に議論し、
人口減少に歯止めをかけなければならな

ご支援をお願い致します。
前ひたちなか市議会議員の「岩本尚之」

いと感じています。そのためには、議会内

氏におかれましては２期８年の任期を全う

での活発な議員間討議や自治体独自の取

し、昨年11月に勇退されました。これまで

組み等について情報を共有し、独自の施策

日頃から日立グループ議員団の各種活

行政と市民のパイプ役として行動・活動い

や事業を積極的に進めながら、解決に向け

動と、所属する議員の地域におけるご支援

ただいたことに感謝致しますとともに、今

た行動が必要と考えます。こうした課題に

に感謝を申し上げます。

後のご活躍を祈念致します。

対し、日立グループ議員団としても課題・

昨年９月から10月にかけて上陸した数々

１月早々に「東海村議会議員選挙」が予

の台風の影響により、暴風や大雨による河

定されており「越智辰哉」議員が４期目に

川の氾濫等により、堤防の決壊や竜巻等の

挑戦する予定ですので、皆様からの絶大な

発生により大変な被害をもたらしました。

るご支援をお願致します。

いと考えます。

衆議院議員選挙への対応について
浅野哲衆議院議員は、電機産業で働く

自然災害の脅威と、こうした自然災害に対
する備えを十分に整えながら、改めて市民

情報を共有しながら活動を展開していきた

人口減少問題への情報共有を

仲間の代表として経済産業委員会や災害

の安心・安全確保を最優先に対応する必

地方自治体では人口減少が顕著となっ

対策特別委員会等に所属しながら、３現主

要性を認識しました。被災された皆様が一

ています。この人口減少問題は自治会の運

義（現場・現物・現実）を貫き、日本を支え

日も早く日常の生活に戻れるようお祈りい

営、小中学校の統廃合問題や空き家の管

る電機産業の現状と将来に向けた課題の

たします。

理、墓地の管理、公共交通への影響など、

提起とその対応に努めています。電機連合

様々な事業や行政施策に影響が出てきて

組織内議員として、選挙区である茨城５区

昨年１月に施行された「かすみがうら市
議選」、４月の「統一地方選挙」をはじめ

います。

内への知名度向上対策へのご協力を戴い

国の地方創生を軸として、それぞれの自

ておりますが、「小選挙区での当選」を合

は、組織内推薦候補者がそれぞれ当選・

治体に見合った様々な施策に取組んでい

言葉に、確実なる支持・支援の固定化と拡

再選を果たすことが出来ました。当選に至

るものと思いますが、人口の下げ止まりに

大をお願いします。

「秦野市議選」や「ひたちなか市議選」で

2020年１月 東海村議会選挙
挙
ご支援よろしくお願いいたします
政治＆経済
用 語 集

お ち

たつや

越智 辰哉（日立労組日立国分支部）

【ファシリティドッグ】特別な訓練を受けて病院などに常駐する犬のこと。患者の治療に付き添ったり、患者やその家族と交流したりすることで治
療の苦痛や入院中の不安、ストレスを軽減する役割を担う。
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幹事長／茨城地協日立ブロック幹事

伊藤 健也
日立市議会︵日立ＧＬＳ労組多賀支部︶

茨城県議会

日立市議会

白石 敦
︵ＨｉＩＣＳ労組︶

日立市議会

︵日立化成労組山崎支部︶

粕谷 圭

︵日立労組大みか支部︶

日立市議会

齋藤 英彰

茨城県議会

助川 悟
︵日立労組日立国分支部︶

高安 博明
︵日立労組日立国分支部︶

日立市議会

︵日立労組笠戸支部︶

磯部 孝義

下松市議会

︵明電舎労組沼津支部︶

深田 昇

沼津市議会

︵産機労組中条支部︶

渡辺 宏行

胎内市議会

︵日立ＧＬＳ労組栃木支部︶

千葉 正弘

栃木市議会

︵日立ハイテク労組那珂支部︶

武藤 猛

ひたちなか市議会

かすみがうら市議会︵日立建機労組土浦支部︶

川村 成二

会計監査

︵日立金属労組日立支部︶

豊田 茂

日立市議会

青木 俊一
︵日立労組日立国分支部︶

茨城地協勝田ブロック幹事

三瓶 武
ひたちなか市議会︵日立労組水戸支部︶

特別幹事

二川 英俊
茨城県議会︵日立労組水戸支部︶

東京・東海地協幹事

坂本 勝司
横浜市会︵日立労組ソフト支部︶

会計監査

八尋 伸二
秦野市議会︵日立労組神奈川県西支部︶

中部地協幹事

市原 誠二
尾張旭市議会︵日立労組旭支部︶

西部地協幹事

澤田 秀夫
安来市議会︵日立金属労組安来支部︶

準会員

準会員

日立市議会

堀江 紀和
︵日立パワー労組︶

東海村議会

越智 辰哉
︵日立労組日立国分支部︶

北茨城市議会

鈴木弥太郎
︵日立労組茨城地協︶

ひたちなか市議会

深谷 寿一
︵ルネサスグループ連合那珂地区支部︶

ひたちなか市議会

北原 祐二
︵日立ＡＭＳ労組佐和支部︶

さいたま市議会

三神 尊志
︵日立労組本社支部︶

安来市議会

原瀬 清正
︵日立金属労組安来支部︶

6
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衆議院（日立労組日研分会）

茨城地協（日立）
茨城地協（勝田）
東京・東海地協
中部地協
西部地協

浅野 さとし

皆さまが安心・安全に暮らせる社会を
つくるため全力で取組みます
会長

謹んで初春のお慶びを申し上げます。議員団28名が⼀致団結して、
て、皆さんの⽣活向上に全⼒を尽くします。
皆さんの⽣活向上に全⼒を尽くしま
向上
上に
上に
に全
全
全⼒を尽く
全⼒
⼒を尽
尽く
くします。
くし
す。

日立グループ
議員団28名より
新年のご挨拶

本年もご⽀援とご指導をよろしくお願いします。

