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議員団一同新年挨拶
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安心して暮らせる社会に向け精一杯取組んでまいります

大畠衆議院議員・国政レポート …子どもたちの未来のために「浅野さとし」さんを国会へ

大畠衆議院議員・国政レポート
浅野さとしさんと東海駅頭報告を実施
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章宏

子どもたちの未来のために
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プ議員団の皆さんや働く仲間の皆さんのご支援とご理解を賜

民進党は、結党の原点である、働く人、市民の立場に立

り誠にありがとうございました。皆さんのご支援をいただき

ち、すべての国民が安心して働き、すべての国民が安心し

ながら、県議会議員時代を含めますと約30年の歳月が流れ

て生きられる社会の実現のために全力で行動します。

ました。県議会議員時代から「真面目に働く人が報われる公

これまでの４年間の安倍政権の行動は、安倍政権にとっ

正な社会」を実現するために行動してまいりました。これま

て都合の悪い情報は国民に開示しないで済む「特定秘密保

での長きにわたるご支援とご協力に心から感謝申し上げます。

護法」を強行可決、さらに、「憲法違反の安保関連法」や

しかしながら、健康問題などから、昨年２月の後援会総会

「派遣労働改革法」続いて「ＴＰＰ関連法」や「年金改悪

において「次期総選挙には若い挑戦者を」とお願いしました

法」などやりたい放題の暴走を続けています。さらに、今

ところ、３月に、これまで第一秘書として熱心に活動いただ

後「残業代ゼロ法案」「金銭解雇法案」「白タク法案」な

いておりました「浅野さとし」さんを候補者として選出して

どを準備中です。次期総選挙は、安倍政権の暴走に歯止め

いただきました。早速、関係者の皆さんのお力添えをいただ

をかける厳しい戦いとなります。

き、正式に「党本部公認」をいただくことが出来ました。関

今年は、「国民とともに進む民進党」として、働く人や

係者の皆さんのご尽力に感謝申し上げます。それ以来、仲間

市民の立場に立ち、本来めざすべき「国のかたち」を国民

の皆さんとともに、「浅野さとし」さんの必勝をめざして政

に示し、「未来への責任」をしっかりと果すことの出来る

治活動を展開してまいりました。改めまして、議員団の皆さ

年としなければなりません。皆さんとともに、すべての国

んや関係者の皆さんのご理解とご尽力に感謝申し上げます。

民が安心して働き、すべての国民が安心して生きられる社
会を実現するため、そして、子どもたちの未来のために、

安倍政権の暴走に歯止めを
さて、国会では、相変わらずの安倍政権による強引な国会

次期総選挙での「浅野さとし」さんの必勝に向けて全力を
尽くします。皆様のご多幸とご家族のご健康をお祈り申し
上げ、新年のご挨拶と致します。

運営がなされ、国民からの疑念や心配の声がある中で、一昨
平成29年

元旦
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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
県政だより

「いばらき出会いサポートセンター」新サービスの導入

成婚目標数2,500組をめざす
平成31年度における成婚目標数2,500組をめざして、結婚
を希望される方々により多くの出会いの機会が提供出来るよ
うに尽力してまいります。
いばらき出会い
サポートセンターの
ホームページ
ＱＲコード

茨城県の結婚支援体制

「いばらき出会いサポートセン
ター」は、平成18年に茨城県と茨
城県労働者福祉協議会が共同で開
設して今年で10周年を迎え、
長谷川 修平
1,600組を超えるカップルが成婚
茨城県議会
されています。この取組みは、
（日立労組/日立支部）
「子どもと家族・若者応援団表
彰」で内閣府特命担当大臣表彰を受賞するなど高く評価され
ています。
平成29年２月に新たなサービスの導入を予定しています。
現行のサービスは、会員が希望した年齢や年収など複数の項
目に合致する相手を選んで情報を提供し、センター内の端末
で相手の情報を閲覧して双方が希望すればお見合いに発展す
る仕組みです。新たなサービスでは現行に加えて、会員の過
去のお見合い履歴などのビッグデータを活用して割り出され
たマッチングの可能性が高い“お勧めの相手”の情報を提供す
る予定です。昨年このサービスを導入した愛媛県では、これ
までの方法と比べて約3倍に向上した結果が得られているこ
とから、茨城県でも成婚数のさらなる増加が期待されます。

日立市かみね動物園が「エンリッチメント大賞2016」を受賞

市政だより

日立市観光のさらなる魅力づくりに努める
高安 博明
日立市議会
（日立労組/日立支部）

高齢カバ（バシャン）のケア

「日立市かみね動物園」が、ＮＰＯ法人「市民ＺＯＯネット
ワーク」の「エンリッチメント大賞2016」に選ばれました。
今回の受賞は、2012年度に引続き２度目の受賞であり、多様
な動物種へのエンリッチメントの取組みのほか、動物園全体の
支援体制が評価されました。特にエンリッチメントをイベント
等に活かす来園者参加型の取組みを実施し、エンリッチメント
の理解の向上に努めていることは、国内動物園のモデルケース
になることが期待されています。
「かみね動物園」では、70以上のエンリッチメントの取組
みが行なわれており、カバ舎では、落ち葉や浮草の投入により
新たな採餌・遊びの行動を引出すほか、水底に砂を敷設して
段差を無くし、高齢個体の足への負担を軽減させています。
その他にも環境エンリッチメントのアイデア募集や、チンパン

2

チンパンジーに採血のトレーニング

ジー放飼場の植樹祭、ネズミの遊具を作るワークショップな
ども開催しています。
これらの取組みにより、エンリッチメントについての市民の
理解が深められるとともに、職員と来園者が一緒に「動物の幸
せ」を考える環境が整いつつあります。
民主クラブとしても、日立市の観光のシンボルである「かみ
ね動物園」のさらなる魅力づくりに努めてまいります。
皆様も、ぜひ「かみね動物園」に足を運んでみて下さい。
新しい発見があると思います。
環境エンリッチメント…
「動物福祉の立場から､飼育動物の幸福な暮らしを
実現するための具体的な方策」のこと。

政治＆経済 【ストロー現象】交通網の整備によって、結ばれた地方都市から主要大都市へとヒト・カネ・モノが「吸い上げられる」現象。交通網の建設時、地方都
用 語 集 市の地盤沈下を加速させる、との懸念から使用される。

大久保地区公共施設再生事業推進

市政だより

帯包 文雄
習志野市が進める大久保地区公共
習志野市議会
施設再生事業は、市初のＰＦＩ事業で
（産機労組/習志野支部） す。京成大久保駅前にある大久保公
民館、大久保図書館、スポーツ施設で
ある勤労会館という３つの建物の整備と、真ん中にある中央公園
を一体的に再生していくとともに、周辺１キロ圏内にある公民館、
生涯学習施設、図書館と児童館の４つを統廃合する計画です。公
共施設と周辺住宅が、緑豊かな公園を囲むように存在する住宅都
市のオアシスとして、平成32年７月にオープンの予定です。

この事業は市初のＰＦＩ事業という他にも全国から注目を集め
ています。全国で道路、上下水道、橋などのインフラや公共施設
の老朽化が進んでいますが、この更新にかかる費用を捻出出来な
いという課題に直面しています。民間の叡智を最大限に発揮さ
せ、税金による公的負担を極力減らす事業として注目を集めると
ころとなっています。
老朽化の課題を克服しながら
も、子どもから高齢者まで幅広
く集い、愛される施設をつくる
ことによりコミュニティが活性
化され、さらには賑わいを呼
び、地域経済振興の柱となるよ
う期待を寄せており、実現に向
け私はしっかりと手綱を握って
いきたいと考えています。

︵仮称︶みらい創生館の施設概要

民間の叡智で
ピンチを
チャンスに

「空家等対策の推進に関する条例」の施行

市政だより

安全で安心なまちづくりを推進

不審火で焼失した
空き家

近年の人口減少や少子高齢化の進展等の様々な要因に伴な
い、空き家等の増加は全国的な課題となっています。
ひたちなか市では、平成28年４月から「空家等対策の推進に
関する条例」を施行するとともに、空家対策推進室を設置しまし
た。この条例では、空き家等に関し必要な事項を定め、安全で安
心なまちづくりの推進及び地域の活性化を目的にしています。
主な取組みとしては、①所有
者に対する適正な管理の啓発、
②空き家等の情報収集、③立入
調査を含む現地調査と指導・勧
告・命令・代執行を含む行政措

置、④有効活用、としています。また、本
市の特徴として、特定空家に該当しない
ものに限り適正な管理がされていないも
のと市長が認めたものを管理不全空家
武藤 猛
として対策を可能としました。現在、平
ひたちなか市議会
成29年度から５年間を計画期間とする （日立ハイテク労組）
「ひたちなか市空家等対策計画」を策定
中で今後、パブリックコメントを経て、施策を実施していきます。
日新クラブとしても、市民の生命、身体及び財産の保護並びに
良好な生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進し
ていきます。

大甕駅周辺の整備

市政だより

南の玄関口にふさわしいまちづくりをめざす
現在の大甕駅前

粕谷 圭
日立市議会
（日立化成労組/山崎支部）

大甕駅周辺地区は、西側に茨城キリスト教学園が立地し、東
側には日立グループや関連企業等の多様な先端産業が集積して
いる地域が隣接し、将来のまちづくりの拠点としてのポテン
シャルを有している地域になっています。
大甕駅周辺地区が抱える東西市街地の分断や道路ネットワー
クの脆弱性、さらには駅前広場の交通輻輳などの諸課題があり
ます。この問題を解決すべく、平成14年度から調査や検討を重

ね、平成24年3月に大甕駅周辺地区整備計画を策定しました。
事業は、平成30年度の供用をめざし、大甕駅の駅舎改築や東
西自由通路新設とともに、平成29年度に工事完了予定のバス専
用道路や平成31年度に供用が予定されている西口駅前広場、南
北アクセス道路などの一体的な整備により、本市南部の玄関口
にふさわしい都市機能の強化を図り、賑わいのある持続可能な
まちづくりをめざしております。
現状の大甕駅前の混雑解消として新設する南北アクセス道路
の建設が進められており、混雑の解消や緊急車両の通行及び災
害時の避難路として利用出来ることから、災害にも強い街とな
ります。
民主クラブとしては、大甕駅周辺地区の賑わいや日立市にお
ける南の玄関口としての整備に向け、積極的に意見反映に努め
てまいります。

政治＆経済 【PFI】Private Finance Initiative の略称。従来のように公共が直接施設を整備せずに民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる
用 語 集 手法。
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「高校生との懇談会」♪おとなの階段の〜ぼる♪ 開催

市政だより

夢を語ろう 未来につなごう 高校生 × 市議会

①議会認識度〇×クイズ：議員の人数、そのうちの女性議員数、
兼職が出来るかなど
②議会の仕組みや役割の説明：市民と議員と市長の関係性、議会
が議決機関であること、議員の一日など
③議会棟の見学：図書室、委員会室など
④フリーディスカッション：案内人（ファシリテータ）が、高校生
に疑問に思ったことや議会・議員に期待することなどを投げ掛

広報広聴委員として
進行する磯部氏

下松市議会では、高校生との懇
談会を開催しています。目的は、
高校生に議会を身近に感じてもら
うこと、議会の役割・活動を知って
磯部 孝義
もらうこと、高校生の議会に対する
下松市議会
イメージや意識、疑問を議会とし
（日立労組/笠戸支部）
て把握することです。今年度も８月
に市内３校の高校生に議場に来てもらい実施しました。
内容は以下の通りです。

高校生との懇談会風景

け、議員と意見交換
⑤アンケート及び下松といえば○○？模擬投票

高校生の〇×クイズでの笑顔、説明を聞く真剣な眼差し、不思
議そうに回る見学、思いもよらぬ質問・意見、新鮮でした。アン
ケートでは、「市議会に関心が持てた」との回答が多く、「議員
が明るくてフレンドリーで身近に感じた」など、議会に興味を
持ってもらうことが出来たと感じています。
引続き広報広聴委員として、多様な意見交換の場を考えてい
きます。

幹事長の

日立グループ議員団、各地域で頑張っています。
本年もよろしくお願い致します。

皆さんの声を政治に繋げていく
昨年は、参議院議員選挙が行なわれ、電機連
日立グループ議員団幹事長
栃木市議会（日立AP労組栃木支部）

原点に立ち返った
活動を

千葉

正弘

「浅野さとし」へのご支援を
さて、現在の日本の外交政策等を見ていると
不安になることばかりです。
米国の大統領選挙でトランプ氏が勝ったこと、

合公認の矢田わか子さんが見事な成績で当選を

その大統領の日本に対する今後の対応はどうな

果たし参議院議員となりました。

のか、ＴＰＰがどうなるのか、また、ロシアとの

昨年11月に２回、矢田わか子参議院議員の活
動報告を直接聞く機会がありました。その報告

関係でも、まともな話し合いが出来るのかどう
か、課題は山積です。

を聞いて感じたことは、参議院での代表質問の

国内を見ても行き詰まった経済政策の影響が

機会があったこと、そしてその機会をしっかり

出てきておりさらに深刻です。しかし、残念な

と生かしていることです。

がら政権の高い支持率が続いており、拙速な法

さらに感銘を受けたのは、全国を回って多く

案が成立している状況は、残念でなりません。

の意見を聞き、その声を国政に繋げていくこと

外交政策等追い風となる材料がなくなってき

が私の原点であると言っていたことです。この

ていることから、解散総選挙の時期は読めませ

ことは、私たち地方議員も全く同じであります

んがその時に備えていかなければなりません。

が、新人の矢田さんから聞いて改めて心新たに
したところであります。

茨城５区、大畠章宏氏の後継である、「浅野
さとし」氏の当選に向けたご支援・ご協力をよ

私たちもその原点に立ち返って、日々の活動

ろしくお願い致します。

に邁進していきましょう。

おおはた章宏代議士よりバトンを引継ぎ
次期衆議院議員選挙に立候補予定

浅野さとし
あさ

政治＆経済
用 語 集

の

新しい力で未来を拓く

ホームページ
https://www.asanosatoshi.com/

Facebook
satoshi.asano.564

【RCEP】東アジア地域包括的経済連携。ASEAN10ヵ国に加え、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの計16カ国による
経済連携協定。
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皆さんの⽣活向上に全⼒を尽くします︒

日立市議会

本年もご⽀援とご指導をよろしくお願
願願いします︒

茨城県議会
日立市議会

粕谷 圭
︵日立化成労組山崎支部︶

大庭 弘美
︵日立金属労組日立支部︶

齋藤 英彰
︵日立労組大みか支部︶

︵日立金属労組安来支部︶

藤原 常義

島根県議会

︵日立労組本社支部︶

三神 尊志

さいたま市議会

︵日立ＡＭＳ労組佐和分会︶

北原 祐二

ひたちなか市議会

︵日立労組日立支部︶

越智 辰哉

東海村議会

武藤 猛

ひたちなか市議会

︵日立パワー労組︶

塚田 明人

日立市議会

︵ＨｉＩＣＳ労組︶

白石 敦

日立市議会

青木 俊一
︵日立労組日立支部︶

日立市議会

高安 博明
︵日立労組日立支部︶

ひたちなか市議会

深谷 寿一
︵日立ハイテク労組︶

かすみがうら市議会

︵ルネサスグループ連合那珂地区支部︶

ひたちなか市議会

川村 成二

熊谷市議会

︵産機労組中条支部︶

渡辺 宏行

胎内市議会

︵日立建機労組土浦支部︶

岩本 尚之
︵日立工機労組︶

習志野市議会

帯包 文雄
︵産機労組習志野支部︶

秦野市議会

松本 貢市郎
︵日立金属労組熊谷支部︶

八尋 伸二
︵日立労組神奈川県西支部︶

静岡市議会

︵日立金属労組安来支部︶

澤田 秀夫

安来市議会

︵日立ＪＣ労組︶

鈴木 直明

沼津市議会

深田 昇
︵明電舎労組沼津支部︶

下松市議会

磯部 孝義
︵日立労組笠戸支部︶

準会員

日立市議会

準会員

る公正な社会﹂の実現をめざし︑
今年も﹁まじめに働くものが報われるる

謹んで初春のお慶びを申し上げます︒

議員団三十三名より新年のご挨拶
会長

大畠 章宏
衆議院︵日立労組日立支部︶

特別幹事

長谷川 修平
茨城県議会︵日立労組日立支部︶

茨城地協日立ブロック幹事

伊藤 健也
日立市議会︵日立ＡＰ労組多賀支部︶

会計監査

西野 英夫
北茨城市議会︵日立労組日立支部︶

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︶

茨城県議会

二川 英俊
︵日立労組水戸支部︶

幹事長／東京・東海地協幹事

千葉 正弘
栃木市議会︵日立ＡＰ労組栃木支部︶

会計監査

坂本 勝司
横浜市会︵日立労組戸塚支部︶

中部地協幹事

牧野 一𠮷
尾張旭市議会︵日立労組旭支部︶

西部地協幹事

田淵 秀喜
安来市議会︵日立金属労組安来支部︶

6

安心して暮らせる社会に向け精一杯取組んでまいります
5

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

