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今号の読みどころ
議員団レポート …議員活動レポート、幹事長の主張 電機連合唯一の議席を守る
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議員団一同新年挨拶
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皆さまの豊かで安心できる暮らしを守るため全力で取組みます

﹁
新しい力 で未来 を拓く

浅野さとし衆議院議員・国政レポート …「新しい力で未来を拓く」

浅野さとし衆議院議員・国政レポート

初心忘れず
より良い社会の実現に
全力を尽くす
日立グループ議員団会長 衆議院議員

浅野 さとし

あけましておめでとうございます。日立グループ連合の皆さまがそれぞれご家族・ご
友人と新しい年を迎えられたことと心よりお慶び申し上げます。

皆様のご支援に感謝

『現場主義』を貫き活動にまい進する

2017年10月に施行された第48回衆議院議員総選挙

私は、今の政治こそ、国民との信頼関係を作り上

では、電機連合組織内公認候補として立候補し、全

げるところからやり直す必要性を感じています。

国の多くの働く仲間の皆さまからの大変力強く温かい

「不信・不安・不満」を「信頼・安心・満足」に変

ご支援のおかげで初当選を果たすことが出来ました。

えていくために、私は今年も地域の現場に足を運び、

また、12月に初めて経済産業委員会で質疑に立ち、世

そこで一所懸命に頑張っている方々と直に会い、そ

耕弘成経済産業大臣などへ産業の声を届けることが

の声に応えてまいりたいと思います。

出来ました。改めて、皆さまからのご支援に心より御
礼申し上げます。

そして、日立グループ議員団の皆さんと一致団結
して、地域に根差した信頼できる政治を実現し、全

昨年の出来事を振り返ると、国内では、稀勢の里関

ての人がイキイキと生きていくことのできる安心と

の横綱昇進をはじめ、将棋の藤井聡太さん、陸上の桐

活力に満ちた社会をつくるために、『現場主義』を

生祥秀さんなど新しい世代の活躍が目立ち、大いに勇

貫き全力で活動にまい進してまいります。

気をもらいました。海外では、米国政府幹部の相次ぐ

﹂

辞任や朴槿恵前大統領の解任、北朝鮮のミサイル問

最後に、昨年皆さまからいただいた数々のご支援

題など、国際情勢は不安定かつ緊張の状態が続く１

に感謝申し上げるとともに、組合員及びご家族の皆

年であったと感じます。一方、昨年の通常国会では

さまにとって素晴らしい一年となることをご祈念申

「改正組織犯罪処罰法案（共謀罪法案）」が国民の不

し上げます。本年もよろしくお願い致します。

安を払拭出来ないまま強行成立される結果となるなど、
国民の皆さまの政治に対する「不信・不安・不満」が
高まっている現実を肌で感じる機会となりました。

これまでのご支援・ご協力に感謝いたします
日立グループ議員団 前会長 大畠 章宏
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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
新知事とさらなる茨城県の発展に向けて

県政だより

立ちはだかる課題解決に向け
しっかり自らの意見を表明していく
齋藤 英彰

昨年８月に行なわれた茨城県知事選

霊をかけて協力し、反対すべき点についてはしっかりと自らの意

挙において、新人の大井川和彦氏が見

思を表明していきます。そうした是々非々の立場で、新知事とと
もに力を合わせ、県民の皆様の負託に応えられるよう、茨城県の
さらなる発展へと力を尽くしてまいります。

当選された新人の大井川和彦県知事

茨城県議会
事当選され、戦後の公選知事としては
（日立労組/大みか支部）
５人目の茨城県知事に就任されました。
新人候補が現職知事を破ったのは58年ぶりの快挙ということで、
今後、新しい感性を持った舵取りの下、茨城県政がより良い方向
に進んでいくことを期待致します。
その一方で、楽観的な見方をすることは決して許されないのも
事実です。茨城県には、年を追うごとに進む人口減少という大き
な問題をはじめ、人口10万人当たりの医師数が全国ワースト２位
という医師不足への対応、魅力度ランキングにおいて５年連続で
全国最下位に位置する現状など、克服しなければならない課題
が山積しています。
このような中、私たち民進党茨城県議団といたしましても、立
ちはだかる課題の解決に向けて、賛成すべき点については全身全

第70回全国植樹祭に向けて

市政だより

第 回全国植樹祭会場に決まった
﹁愛知県森林公園﹂
70

牧野 一𠮷
尾張旭市議会
（日立労組/旭支部）

将来に向けたまちづくりにつながる植樹祭をめざす
平成31年春季に愛知県で開催される、第70回全国植樹祭の会

当市での開催は初めてで、広く尾張旭市を知ってもらうため

場が「愛知県森林公園」に決まりました。森林公園は当市の北

にはまたとない機会になります。今年度は市民が主体となり、

に位置し市域約21㎢の６分の１を占める自然豊かな公園です。

来場者への心に残るおもてなしやPR活動を進めるための実行

様々な施設や植物園などがあり、巡りくる季節の移り変わりを

部隊を立ち上げ、開催機運をさらに盛り上げるために１年前イ

求めて、訪れる人たちの憩いの場として親しまれています。

ベントなどを計画しています。

全国植樹祭は毎年春季に開催され、例年天皇皇后両陛下の御

議会の一人として協力する立場は変わりませんが、一過性の

臨席を賜りますが、ちょうど当市で開催される直前が天皇陛下

イベントで終わらせるのではなく、10年後の姿を想像し将来に

のご退位の時期に当たり、植樹祭には新天皇皇后両陛下が御臨

向けたまちづくりにつながる全国植樹祭をめざして取組んでま

席されるとも聞いております。

いります。
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政治＆経済 【データポータビリティー（個人情報移し替え）】企業が取得した個人に関するデータを本人の意思でいつでも簡単に引出し他の企業などに移せる仕組み。
用 語 集 欧州連合（ＥＵ）では2018年にもポータビリティーの権利を定めた新たな法律を施行予定で、欧州で商売する企業はシステム投資などの対応を求められる。

﹁ふぁみりこらぼ﹂
オープニングセレモニー

「ふぁみりこらぼ」オープン

市政だより

子育て支援の充実と
多世代交流を図る

ひたちなか市の子育て支援・多世代交流施設「ふぁみりこらぼ」

周囲はマンションや住宅街、病院などが並

三瓶 武

れました。この施設は、平成２年に日立製作所の福利厚生施設とし

ぶ中心市街地でもあり、にぎわいづくりの ひたちなか市議会
（日立労組/水戸支部）
拠点としても活用する考えです。

て建設され、平成15年からは日立ハイテクノロジーズが研究所とし

「ふぁみりこらぼ」は無料で使える談話室やフリースペースなど

が平成29年10月１日（日）に開所し、オープニングセレモニーが開か

て利用していました。平成25年に研究所の移転により遊休施設と

を備え、２階の子育て支援センターには乳幼児と親が遊べるスペー

なっていた建物を平成27年に市が購入し、改修工事を行って整備

スがあり、未就学児の一時預かり業務も行ないます。また、保育士

したものです。

を配置し、レクリエーションや子育て相談も出来ます。

市内２ヵ所目となる市運営の子育てセンターと併せて、老朽化し
た建物に入っていた生涯学習センターと青少年センターを集約させ、

日新クラブは、子育て支援の充実を図るとともに子どもからお年
寄りの方まで、気軽に利用出来る施設になるよう取組んでいきます。

幅広い世代が交流出来る複合施設です。また勝田駅近くに立地し、

合葬式墓地事業について

市政だより

適正管理が必要な
公営墓地

利用しやすい施設に向け
市民の意見反映に努める
伊藤 健也

近年の核家族化や少子化等により、

墓所の不足などの課題が挙げられており、市民に対して行なわれ

日立市議会
公営墓地を管理する地方自治体の永
（日立AP労組/多賀支部） 代供養墓として承継者を必要としな

た意識調査でも単身世帯や夫婦のみの世帯を中心に合葬式墓地

い「合葬式墓地」が整備され始めています。

とした回答が寄せられており、今後は、既に運用化が開始されて

日立市では平成29年度からスタートした「後期基本計画」大綱
の中に「墓地の需要に対応した整備の推進と、葬祭施設の適正な
管理を進めます。」とした基本方針を掲げ、多様化する墓地需要
と霊園の適正管理が進められています。

の利用希望や、今後のお墓の在り方として合葬墓地が適している、
いる先進地自治体等を調査しながら、具体の事業化が予定され
ています。
民主クラブとしても情報を共有しながら、今後の需要推移や民
間事業者との棲み分けなどを念頭に、市民にとって利用しやすい

こうした中、市営霊園の課題として①無縁墓化の懸念、②供給

「合葬式墓地」となるよう、意見反映に努めていきます。

子育て支援住宅
完成イメージ

子育て支援住宅建設工事着工

市政だより

若い世代の定住率を
高める施策を支援

北茨城市では、子育て支援住宅の整備及び運営について、民間

もがいる世帯で、本住宅に住民登録する

鈴木 弥太郎

が持っているノウハウを取り入れ、民間事業者による整備・運営を

ことと自治会への加入が入居条件となって

すべく昨年３月に子育て支援住宅整備等に係る事業者プロポ−ザ

います（平成30年３月入居開始予定）。

北茨城市議会
（日立労組/茨城地協）

ル審査を実施し、大和ハウスグル−プと基本協定書を締結しまし

高齢化率（2017年４月時点65才以上

た。この事業は市が事業者に土地を提供（教員住宅跡地買い上

31.7％）が高まり、若年世代（14歳以下10.9％）が減少し、総人口も

げ）し、事業者が住宅建設・整備・運営をするものです。１棟21戸

減少（43,371人）する中で、定住率を高めて出産・子育ての環境整

で、子育て支援施設（子どもの家）も併設します。９月に着工し現

備をすることは急務であり、子育てに最適な住環境整備施策推進を

在建設中です。12月初め締切りで入居者募集が始まり、１戸当たり

支援していくとともに、今後の民間事業者による運営状況について、

の家賃は４万６千円から６万円のタイプがあり、中学生までの子ど

よくウォッチしていきます。

政治＆経済 【法人税の実効税率】企業が稼いだ利益のうち、税金としてどのくらい納めたかを示すもの。国に支払う法人税と地方自治体に支払う法人住民税や法人事業
用 語 集 税の「地方法人二税」を合わせて計算する。日本の法人実効税率は29.97％で、2018年度からは29.74％に引き下げる予定。
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戸塚駅周辺も喫煙禁止地区に

市政だより

オリンピックに向けて！
スモークフリーの街づくりに一歩前進！
坂本 勝司

現在横浜市では、市内全域で歩行
横浜市議会
喫煙をしないよう努めていただくとと
（日立労組/ソフト支部）
もに、たばこの吸い殻をはじめ、空き

を求め、めざすべき横浜市全域でのスモークフリー社会の実現に

缶や紙くずなどのごみのポイ捨てを条例により禁止しています。

今後のスケジュールは以下の通りです。

更に、平成19年度からは特に人通りの多い駅周辺等６か所を喫煙

◆平成29年12月５日：喫煙禁止地区指定・喫煙所開所

禁止地区に指定するとともに、当該地区内において喫煙した場合

◆平成30年３月１日：罰則（過料）の適用開始

取組んで参ります。

での喫煙対策として分煙環境の充実に向けた喫煙所の再整備が
行なわれています。
一方で、私たちの住む戸塚区には、横浜駅に次ぐ乗降者数31
万人が利用する戸塚駅や12万人が利用する東戸塚駅もあり、タ
バコの火による危険性が高いことから、これまで、長年にわたり

戸塚駅周辺の喫煙禁止地区

には罰則（過料2,000円）適用となります。そのエリアでは、屋外

この両駅周辺を喫煙禁止地区に指定するよう求めてきました。そ
してようやくこの度、新たに戸塚駅周辺地区について、喫煙禁止
地区指定がされ環境整備がされました。
引続き、条例の周知、また喫煙エリアの整備・分煙環境の徹底

幹事長の

新春のお慶びを申し上げます。日頃の日立グ
ループ議員団の活動に対するご理解とご協力に

にご承知の通りであり、安倍政権を継続させる

対し、感謝と御礼を申し上げます。

ことになってしまいました。今後、時間を要する

昨年10月に行なわれました第48回衆議院議員
総選挙におきまして、大畠章宏氏の後任である
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）

電機連合唯一の
議席を守る

千葉

正弘

動となってしまいました。結果につきましては既

かもしれませんが、野党が結束出来る体制を模
索していくことを願っています。

浅野さとし氏が初当選を果たし、電機連合公認

浅野衆議院議員におかれましては、日立グ

として唯一、衆議院での議席を守ることが出来

ループ議員団の会長に就任致します。今後、国

ました。改めて感謝を申し上げます。

会の中での活躍も含めてご期待申し上げます。

衆院選公示直前での民進党から希望の党への
合流、さらには、立憲民主党、無所属での立候
補など、野党の足並みが揃わない中での、難し

安来市議選 澤田・原瀬の二氏が当選
さて、衆議院選の直後に私たちの仲間の選挙
が行なわれています。安来市議会議員選挙です。

い選挙となりました。

澤田秀夫氏が二期目の当選を、原瀬清正氏が見

今後、野党の結束を願う

事な成績で初陣を飾ることが出来ました。ご勇

労働組合として、希望の党を支持する機関確
認すら厳しい日程の中での対応でありました。

退されました、田淵秀樹氏におかれましては、今
後の活躍をご祈念申し上げます。

真に衆議院選挙史に残るような混乱の中での活

当選御礼

栃木市議会議員選挙
2018年４月22日投開票

下松市議会議員選挙

ご支援よろしく
お願いします

安来市議会選挙
ご支援ありがとうございました

2018年４月８日投開票

澤田 秀夫

原瀬 清正

千葉 正弘

磯部 孝義

（日立金属労組安来支部）

（日立金属労組安来支部）

（日立AP労組栃木支部）

（日立労組笠戸支部）

政治＆経済
用 語 集

【防衛装備移転三原則】政府が2014年４月に閣議決定した防衛装備品の輸出や国際共同開発に関する新原則。武器や関連技術の輸出を原則的に禁じて
いた従来の「武器輸出三原則」を改め、日本の安全保障に役立つなどの条件を満たせば輸出や共同開発を認めるようにした。
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日立市議会

︵ＨｉＩＣＳ労組︶

白石 敦

日立市議会

︵日立パワー労組︶

塚田 明人

日立市議会

年年もご⽀援とご指
指指導をよろしくお願いし
ししま
まます
すす︒
本年

日立市議会

青木 俊一
︵日立労組日立支部︶

日立市議会

大庭 弘美
︵日立金属労組日立支部︶

日立市議会

粕谷 圭
︵日立化成労組山崎支部︶

ひたちなか市議会

岩本 尚之
︵日立工機労組︶

ひたちなか市議会

武藤 猛
︵日立ハイテク労組︶

胎内市議会

渡辺 宏行
︵産機労組中条支部︶

熊谷市議会

松本 貢市郎
︵日立金属労組熊谷支部︶

準会員

東海村議会

越智 辰哉
︵日立労組日立支部︶

北茨城市議会

鈴木弥太郎
︵日立茨城地協︶

ひたちなか市議会

北原 祐二
︵日立ＡＭＳ労組佐和分会︶

さいたま市議会

︵日立労組本社支部︶

三神 尊志

︵明電舎労組沼津支部︶

深田 昇

沼津市議会

尾張旭市議会︵日立労組旭支部︶

牧野 一𠮷

中部地協幹事

準会員

議員団三⼗⼆名が⼀致団
団団結して︑皆さんの⽣
⽣⽣活
活活向
向向上
上上に
にに全
全全⼒を尽くします︒

謹ん
んんで初春のお慶びを申
申申し上げます︒

議員団三十二名より新年のご挨拶
会長

浅野 さとし
衆議院︵日立労組日研分会︶

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︶

茨城県議会

高安 博明
︵日立労組日立支部︶

齋藤 英彰
︵日立労組大みか支部︶

島根県議会

︵日立金属労組安来支部︶

原瀬 清正

安来市議会

︵日立労組神奈川県西支部︶

八尋 伸二

秦野市議会

︵産機労組習志野支部︶

帯包 文雄

習志野市議会

︵ルネサスグループ連合那珂地区支部︶

深谷 寿一

ひたちなか市議会

︵日立労組水戸支部︶

二川 英俊

茨城県議会

準会員

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︶

会計監査

川村 成二
かすみがうら市議会︵日立建機労組土浦支部︶

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︵日立労組ソフト支部︶

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︶

下松市議会

藤原 常義
︵日立金属労組安来支部︶

6

皆さまの豊かで安心できる
暮らしを守るため
全力で取組みます
5

磯部 孝義
︵日立労組笠戸支部︶

中部地協

茨城地協（日立）
茨城地協（勝田）
東京・東海地協
西部地協

