日立グループ 議員団だより

統一地方選挙の対応に感謝
や、日立グループ議員団への各種取組みに
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対するご協力に対し御礼を申し上げます。

第25回参議院議員選挙に向けて
日立グループ議員団幹事長 伊藤 健也
日立市議会（日立AP労組多賀支部）

地域課題への対応を

今号の読みどころ

７月に第25回参議院議員選挙が予定され

現在、都市部における人口増加の一方

ています。日立グループ議員団としては、電

本年施行された統一地方選挙に立候補

で、人口減少が著しい地方自治体にとっ

機連合組織内議員で東芝労組出身の「石

した議員への各種取組みに際し、所属労

て、少子高齢化対策をはじめ、子育て環境

上としお」参議院議員（１期）を比例区の予

組・支部から格段のご支援をはじめ、支援

の改善や医師不足の課題など、取組むべき

定候補者として擁立し、全国レベルで、当

労組・支部と地域が一体となった活動への

課題は山積みしています。

選に向けた各種取組みが展開されていま

展開に、改めて感謝申し上げます。多くの会

各自治体においては各種の人口減少対策

す。しかしながら、
「石上としお」参議院議

員が厳しい選挙戦の中で当選を果した一

をはじめ、移住や定住対策など近隣自治体と

員の知名度が広がっていない、とした調査

方、残念ながら、島根県議会議員選挙安来

の差別化を図るべく、各種の地域課題に取

結果が出されています。

選挙区において、準会員の「藤原常義」候

組んでおりますが、真の対策にまでは至って

補（現職）が次点となる結果となってしまい

いない現状と伺えます。今後も、国と地方が

投票日までの残された２ヶ月間で日立グ

ました。捲土重来を期し、次回選挙での勝

一体となった取組みが必要であり、地方創

ループ議員団の会員それぞれが、地域にお

利に向けた取組みに期待します。

生総合戦略への対応が大きな課題と考えら

いて所属労組・支部と後援会組織が一体と

なお、現任期で勇退された議員各位にお

れます。引続き、地域課題への対応を進めな

なり、当選に向けた、さらなる知名度の向上

かれましては、これまでの地域における活動

がら、将来を見据えた「まちのかたち」の完

への取組みをお願いします。

知名度が広がっていない現状を踏まえ、

※捲土重来（けんどちょうらい）
：一度敗れたり失敗した者が再び巻き返すこと
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新しい元号は「令和」
４月１日、平成の次の元号「令和」が発表されました。万葉集に
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日立グループ議員団会長

収録された梅花三十二歌の序文『初春令月気淑風和梅披鏡前之
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い冬を過ぎて春が始まる頃、良い月が見える夜に爽やかな風が柔
らかく吹いていた。庭にはおしろいのように白く美しい白梅が咲き
当選

当選

当選

当選

選挙報告

誇り、蘭の花は高貴な香りを薫らせていた。」という意味になるそ
うです。
諸外国の急速な成長とグローバル化が進む中、日本は少子高齢

ご支援ありがとうございました
日立市議会

議員団レポート …（日立市議会、尾張旭市議会、ひたちなか市議会、熊谷市議会、東海村議議会）
幹事長の主張 … 統一地方選挙の対応に感謝
浅野衆議院議員・国政レポート … 多様性を活かした協創の時代へ
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横浜市会

化や人口減少という課題を抱えています。それでもなお「厳しい

「競争」の時代から、
「協創」の時代へ
経済産業委員会においては、今後の国内産業はオールジャパン
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冬」の時代を乗り越え、穏やかな中にも力強く、文化的で成熟した

体制で世界と勝負しなければならないという危機感が共通認識化

国家をめざすという私たちの決意を表す元号として適したものだと

されつつあります。すでに世界ではGoogleやApple、Facebook、

尾張旭市議会

沼津市議会

さいたま市議会

島根県議会

感じています。

Amazonなど情報競争力のある巨大企業が大きな影響力を確立
し、各国が警戒を強めています。

「令和元年」は多様性が拡大する１年に
次点
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新元号が発表された４月１日は、昨年の国会で激論となった「働

自性の高い技術・サービスや新しい付加価値を生み出す「協創」

き方改革関連法」と「改正出入国管理法」の施行日でもあります。

の能力を発揮したいと考えており、私も技術者出身の議員として国

労基法が制定されて以来、初めて残業時間に罰則付き上限が設け

内産業の発展に引続き全力を投じる覚悟です。

られるだけでなく、テレワークや時短勤務などの多様な働き方が促
進されるとともに、外国人労働者が国内の労働市場に多く入ってく
ることも予想され、各職場では従業員の働き方や価値観の多様化

第25回参議院議員選挙
電機連合組織内公認候補

日立グループ議員団退任

い し が み
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牧野 一𠮷

大庭 弘美

松本 貢市郎

塚田 明人

帯包 文雄
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日立金属労組
日立支部

日立金属労組
熊谷支部

日立パワー労組

産機労組
習志野支部

石上としお
全力 で挑む

これまでのご支援・ご協力に感謝いたします

政治＆経済 【亥年選挙】亥年に、統一地方選挙と通常選挙（参院選）の両方が行なわれること。統一地方選挙は４年ごと、通常選挙は３年ごとに行なわれるため、12年
用 語 集 に一度、亥年に当たる年は同時執行となる。

経済産業省は、令和時代における産業界のあるべき姿として、
国内に存在する様々な技術・知識・データを機動的に融合させ、独

が拡大する１年になると考えています。

石上としお氏の再選に全力を尽くす
少し話は戻りますが、万葉集には当時の天皇や貴族、一般庶

また、産業分野でもＩｏＴやビックデータ、ブロックチェーン、Ａ

民、防人などさまざまな身分の人々が詠んだ4,536首の歌が収録さ

Ｉなどの先端技術が産業の垣根を取り払いつつあります。特に、①

れています。しかし、もし当時の天皇や貴族が詠んだ歌だけを収

ものづくり・ロボティクス、②プラント・インフラ保守、③自動走

録していたとしたら、これほどの評価は受けていなかったと言われ

行・モビリティサービス、④バイ

ています。立場や身分、価値観の違いなどの多様性にこそ価値が

オ・素材、⑤スマートライフなど

あるということなのですが、政治も、様々な立場や価値観をもつ人

の日立グループが関わる多くの事

の集まりであり、日立グループをはじめとする国内の電機産業の現

業分野において、これまで異分野

場で働く人々の声を国政へしっかり届けるためにも、今夏予定され

で活躍していた企業の参入が相

ている参議院選挙において「石上としお」氏の再選を必ず達成し

次ぎ、競争が多様化している状

なければなりません。日立グループ議員団全員が一致結束して「石

況は現場の方々が誰よりも実感し

上としお」氏の再選に全力を尽くすとともに、組合員・従業員の皆

ている通りです。

様のお力添えを心よりお願い申し上げます。
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市制施行80周年の冠を付した事業を展開

市政だより

再整備された鳩が丘障がい者福祉施設

粕谷 圭
日立市議会
（日立化成労組山崎支部）

本市の魅力・
シビックプライドを
市内外に向けて
発信する

勝田駅に観光案内所の開設
ＪＲ勝田駅改札付近に設置された
観光案内所

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

市政だより

観光振興の
推進に取組んで
いきます

ひたちなか市の平成29年の観光入込客数は、約380万人でした。

設合併し、2019年（平成31年）に市制施行80周年を迎えます。
この節目の年を迎えるにあたり、市民一人ひとりが改めて日立

設定されました。さらには、日立市の自然や文化、特色あるイベ
ントや公共施設等「ひたちらしい」デザインとなる記念切手が作

平成31年度は春の10連休のほか、20周年を迎え５日間開催となる

スタッフを配置します。新設する案内所は、土・日曜日・祝日及び春
と秋の観光シーズンの平日、国体・全国障害者スポーツ大会会期中

客の増加要因が多く、例年以上に多くの観光客が訪れることが期待

の年間169日間の運営を計画しています。併せて、Wi−Fi環境の整

されています。

備管理や日本語を含む５か国語による観光パンフレットの配布など
日新クラブは、観光客が安心・快適に市内観光できるようさらなる

所では、観光スポットやモデルルート等の観光情報の提供、また近

利便性の向上を図るとともに、観光振興の推進に取組んでいきます。

え記念式典を開催し、市制施行80周年の機運を高めることとして

市民一丸となって
成功させるべく取組む

います。
民主クラブとしては、本市の魅力・シビックプライドを市内外

ける公共施設のオープンを含め、市制施行80周年の冠を付して

に向けて発信する絶好の機会と捉えるとともに、本年開催される

広報するとともに、市内外への周知を図ります。併せて、記念事

「いきいき茨城ゆめ国体」「いきいき茨城ゆめ大会」との相乗効

業及び冠事業等のＰＲを図るため、平成19年に制定したイメージ

果と合わせ、さらなる情報発信への提言に努めていきます。

松本 貢市郎

マーク「いいね！がいっぱい 日立市」を活用したロゴマークが

ラグビーワールドカップ熊谷大会開催

市政だより

熊谷市議会も３月定例会が無事閉会

となり、平成31年度一般会計予算が可決
熊谷市議会議員
（日立金属労組熊谷支部）致しました。予算規模は、前年対比22億
円増の665億円となりました。本年９月にラグビーワールドカップ2019

文化会館の改修事業を行なう

市政だより

文化会館リニューアルのプレイベントで披露された
市内中学校による吹奏楽の演奏

市民が求める
サービスは？
市民目線で考える
ことが大切

熊谷ラグビー場

2019年９月１日には、市内外より本市に関係する来賓の方々を迎

べく記念事業が実施されます。
記念事業の内容は、さくらまつりを含めた35事業に及ぶ各種イ

観光客へのおもてなしの強化に取組んでいきます。

勝田駅改札口付近に、JRと連携して観光案内所を開設します。案内

成されます。

のまちの良さに気付き、シビックプライドのさらなる醸成を図る

ベントや、鳩が丘障がい者福祉施設再整備事業など、９事業にお

年増加傾向にある外国人観光客にも対応するため、多言語対応の

ロック・イン・ジャパン・フェスティバルや茨城国体の開催など、観光

市としては、鉄道を利用して訪れる観光客の動線の始まりである、
日立市は、1939年（昭和14年）９月１日に助川町と日立町が新

深谷 寿一

ひたちなか市議会
（ルネサスグループ連合/那珂地区支部）

が日本で開催され、熊谷市も開催地（全国12都市）として３試合が

ます。特筆すべきは、教育プログラムとして市内の小中学生（15,000
人）が熊谷ラグビー場の開催試合を現地で観戦することです。子ど
もたちにとって、その観戦がレガシーとなることだと思います。
私事になりますが、本年４月30日をもって４期16年間務めさせてい

予定されています。それらの関連予算として、平成30年度約30億円、

ただきました、市議会議員を勇退させていただきました。長い間のご

平成31年度約33億円が計上されています。熊谷市は、
「一生に一

協力ありがとうございました。日立グループ議員団の益々のご発展

度」になる歴史的大会を市民一丸となり成功させるべく頑張ってい

をご祈念致します。

「歴史と未来の交流館」建設工事がスタート

牧野 一吉
尾張旭市議会
（日立労組旭支部）

村政だより

「学ぶ・遊ぶ・集う」
を実現する
新しい拠点
カタチ

歴史と未来の交流館完成イメージ

越智 辰哉

東海村議会
（日立労組国分支部）

自治体施設の老朽化に伴う改修対策は全国的な課題の一つで

車場もより多くの車両を駐車させたい、と提案がありましたが、

す。当市も例外にもれず、将来を見越したファシリティマネジメ

当会派からは、今一度利用者の立場に立って再検討するよう要

東海村では、ふるさとの歴史や文化を発信する拠点として、ま

ントの推進に迫られています。こうした背景も含め、この度築後

望を出しました。例えば、現状の狭い席幅を広げてゆったり座れ

た子どもたちの体験や遊びを通した活動拠点として、さらに幅広

35年以上が経過した文化会館の改修事業が行なわれました。主

るようにする、座席数の減少もやむを得ず。同様に狭すぎる駐車

い世代が交流し賑わいをつくる拠点となる「歴史と未来の交流

予算執行に際しての付帯決議を議決し、住民の理解促進と住民

に天井耐震化の改修を行った他、座席の新調、授乳室やキッズ

スペースも少しでも広げることの方が大切、などです。こうした

館」の整備を進めています。

が参画し得る仕組みの構築を求め、予算案を可決しました。

ルームの新設、駐車場の整備、Wi-ﬁの導入検討など、安全な施

要望に対する検討が重ねられ、座席数は906席に、駐車幅も広げ

設への改修は元より、誰もが使いやすく優しい施設に生まれ変

られる結果となったものです。

わったと感じています。
当初担当部局からは、1000席の座席数確保を前提としたい、駐
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市民目線で考えること、これが私たちの大切な責務の一つであ
ると考えます。

政治＆経済 【未来投資会議】将来の経済成長に資する分野における投資を官民が連携して進め、未来への投資の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図るための
用 語 集 司令塔として開催される会議。内閣総理大臣を議長とし、関係する国務大臣や有識者が参加する。平成28年（2016）９月に設置。

施設整備そのももの意義・目的が分かりにくく、未だに建築コス
トや維持管理費を懸念する声が多く聞かれる状況だったことから、

当該事業の推進に際しては、平成27年に建設用地を取得、平

今後は、2021年９月の供用開始に向けて建設工事が本格化し

成28年から基本設計及び実施設計を進め、平成31年３月議会に

ますが、工事現場の仮囲いのデザインコンテストなど、建設段階

て建築工事費（２ヶ年で約16億円）を含む予算案が示されました。
しかしながら、全国的にも類のない複合施設であることから、

から子どもたちが係わることができる仕掛けについて提言してい
きたいと思います。

政治＆経済 【アポ電詐欺】《「アポ」は「アポイントメント」の略》振り込め詐欺の一。身内の者になりすまし、１回目の電話では自身の電話番号が変わったことだけを伝え、
用 語 集 やや時間をおいて２回目の電話で金銭を要求するもの。
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