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残暑お見舞い申し上げます
オリンピックの持つ力を感じました。

今年の夏も大変暑い日が続いておりますが皆様
は如何お過ごしでしょうか。
ロンドンオリンピック

さて、
このオリンピック開催中に国会では、
消費

もようやく閉会して、
夜更かしも通常に戻り、
寝不

税値上げに関する法案が可決されました。
前述しま

足もなくなったのではないでしょうか。

したようにオリンピック開催中ということもあり、

ご存知のとおり東京都は、
２０１０年オリンピッ

世論はややオリンピックの方に関心があったよう

クの招致運動を行っております。
開催に名乗りを上

にも感じられ、
重要法案ではありますがオリンピッ

げている他の都市と比べると世論の盛り上がりに

ク報道に押されてしまったようにも思えます。

欠けているというのが現在の下馬評らしいです。
世

また、
昨今では、
韓国大統領の竹島不法上陸や天

論喚起にはマスコミの取り上げ方が重要ですので

皇陛下訪韓の場合の無礼発言、
中国香港人の尖閣諸

マスコミ関係者には、
誘致に向けた取組みをこれま

島不法上陸など国際的な問題も続発しております。

で以上に取り上げて頂きたいと思います。
今回のロ

このような状況の発端は、
昨年のロシア大統領の

ンドン大会もテレビ放映や新聞等での取り上げ方

北方領土不法上陸への対応の甘さや民主党政権の

も大変大きく、
その影響もあり、
世論での盛り上が

外交失策が周辺諸国から完全に足元を見られてい

りはとても良かったのではないでしょうか。

る状況になっているとの見解もあります。
このよう

また、
日本選手の活躍も目まぐるしく、
過去最多

な状況下、
現政府の対応で大丈夫なのかと思ってし

３８個のメダル獲得もさることながら、
種目初や何

まうのは、
私だけではないと思います。
官邸と外務

十年ぶりかのメダル獲得も多かったこともあり、
印

省の連携が取れていないような大使人事を行うこ

象深い大会となりました。
しかし、
惜しくもメダル

とも問題ではないかと思います。

には届かなかった選手もそのひたむきな取組みに

ただ、
三党合意を踏まえ、
野田総理と谷垣総裁の会

は敬意を表したいと思いますし、
大会に参加出来る

談でどのような合意や話があったかは判りません

までにはたくさんの苦労や努力があり、
支援があっ

が消費税関連や解散の件だけでなく、
このような大

たものと思います。

変重要な問題についても意見交換が必要だと思い
ます。

今回、
私が見た印象ではロンドンも３度目の開催
でしたが現地では多くの方々が楽しんでいる様子

ご存知のとおり、
内政に関しては、
様々な議論が

が見受けられ、
東京も現在は賛否があるかも知れま

あり、
政党間の政策の違いも仕方がない面もあり当

せんがもし、
２０１０年に開催できれば、
多くの国

然ですが外交、
防衛は与党も野党もないと私は思い

民は今回以上の連帯感を感じ、
歓んで頂けるのでは

ます。
特に領土問題は、
戦争にも繋がりかねない、
そ

と思いました。
先日の銀座パレードでは、
約５０万

の国にとって最重要課題であり、
国は一枚岩となっ

人もの観衆が集まり大変盛り上がりました。
改めて

て国際的にも主張し、
しっかりとした外交をしなけ
次頁につづく
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れば守れないものであると思います。
領土問題に関

領土問題を平和的解決に向け進めることは至難です。

して自民党は、
長期政権を担っていた時代であって

何れにしても総選挙後に政権を担う党にとって、

も外交政策、
経済政策を重視した為、
問題の先送り

このような厳しい状況に変わりがないわけですの

をしたことが今日の問題を大きくしているという

で自民党としても野党としての立場だけでなく今

見方も出来、
今となってみれば悔やまれるという意

後のことも考え、
大局的立場において対応すること

見もあります。

が国民からの信頼回復の一つになるのではないか

北方領土や竹島、
尖閣諸島は、
歴史的にも国際法

と思います。
どの党が政権を担ったとしても領土問

上も日本固有の領土でありますから、
領土問題は存

題は野党も含め、
国民も関心を持ち、
一体となった

在しないというのが政府見解ですが実際、
尖閣諸島

世論の後押しがなければ大変難しいことに変わり

以外は実効支配されているようなものです。
このよ

はないわけです。

うな状況を考えれば、
私達国民も武器を使用してい

この状況を国家的緊急事態と捉え、
早期に政府の

ないだけで、
これは外交戦争であると認識しなけれ

外交体制を建て直し、
あらゆる手法を用いて問題解

ばなりません。
民主党政権になり、
公約違反が数々

決を図ることが重要であると思いますが政権末期

ありますが最も罪が重いことが鳩山政権、
菅政権と

の現政権では、
もはや限界であると言わざるを得ま

続いた外交の失敗であり、
それが今、
近隣諸国を助

せん。
今、
国は、
過去に学び、
一時の外交政策、
経済政

長させる要因になり、
取り返しのつかない状況にな

策に捉われることなく、
基本原則に則っとり、
毅然

りつつあるとも認識しなければならないと思います。 とした外交姿勢を取ることが問われているのでは
しかし、
このような四面楚歌の外交状況を元通り

ないでしょうか。

にし且つ、
日本の主張を国際的に認知してもらい、

平成２４年 晩夏

梅田 俊幸

・平成 24 年度よりの担当役職
日野市議会では、４年間の議員任期中、２年毎に人

今年度から日野市監査委員、企画総務委員会委員と

事構成を変更する慣例となっていることから今年度よ

なりました。今後２年間もしっかりと職責を行う所存

り役職、担当委員会が替わりました。

です。宜しくお願い申し上げます。

・自由民主党衆議院東京第 21選挙区支部長が決定
衆議院東京第２１区支部長（衆議院議員候補予定者）につきましては、都連にて公募を実施し、選考委員会を開催し
てきました。今回は、都内の空白選挙区を全体的に公募し、書類選考、面接等行ってきましたがなかなか最終決定
がされず、皆様にはご心配をお掛け致しましたが去る８／７の都連役員及び三市選考委員による会議にて決定し、
８／８の三市合同総支部役員会におきましてご了承頂きました。
第２１区支部長／小田原 潔・年齢／４８歳

何れにしましても解散、総選挙まで時間がござ

学歴／東京大学・前職／モルガン・スタンレ

いませんがご本人は、２１区に根を張り、頑張っ

ー証券㈱・趣味／マラソン、トライアスロン・

て活動をしたいとの強い意志がありますので私

家族／妻、子供２人・出身／東京都練馬区

達もしっかりと支えたいと思います。また皆様

父親は元自衛官、母方の祖父は大分県宇

方にも詳しくご紹介させて頂きますので今後と

佐神宮の神官（八幡宮の総本社）

も宜しくお願い申し上げます。

・平成24 年度第二回定例会での意見書提出
◯尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書

今定例会では、会派で協議の上、左記の意見書を

◯緊急事態基本法の制定に関する意見書

議員提出議案として提出し、可決されました。国

◯北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

の関係大臣及び両院議長へ提出致しました。
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・与党三会派による市長への要望書を2件提出
①新カワセミ商品券の発行についての補助金

しかし、今夏についても猛暑が続いており、良好な教

今年度当初予算への編入は厳しい財政状況から見送ら

育環境の整備は必要であるとの多くのご意見を頂戴し

れましたが市内経済状況の好転が見られない状況から

ていました。このような昨今の状況を鑑み、国や都よ

市民からの根強い要望や商工会からの要請もあり、市

りの補助金の確保に努力されることを前提に補正予算

議会与党三会派としても協議の上、市長へ補正予算対

対応をするよう

応をお願いしました。

に要望しました。
また、設 置 工 事に

②小中学校へのエアコン設置について

ついては、市内業

平成２３年度校舎最上階への設置を行いましたが国庫補

者 の 育 成 にも配

助金の動向が不透明なことや市の財政状況を鑑み、今

慮 するようにお

年度の二期工事を延期し当初予算計上は見送られました。

願いしました。

・市議会一般質問要旨 ６月７日（木）
４−１「都市計画税について」

使途説明については、もう少し詳しく充当結果を報
告されるということです。

都市計画税の税率は、今年度から３年間延長され、
引き続き0.25%とされました。納税者の立場からは都市
計画税は、その使途の内訳や受益と負担の関係が判り

４−２「地名について〜旧地名等の表示を」

づらい面もあり、固定資産税との違いも見えにくいと

本年４月に「日野市旧桑田村の地名」という本が日

のご指摘もあります。

野の昭和史を綴る会から刊行されました。この本を参

ご存知のとおり、都市計画税は、「固定資産税の賦

考にさせて頂き、旧地名等を何らかの形で残すことを

課徴収と合わせて行うものとする」とされており、存

願い、市の考えを聞きしました。具体的には、旧桑田村、

立根拠では、固定資産税の付加税的な性格もあるので

旧七生村役場跡に説明表示板の設置を要望また、豊田

ないかとの問題点を指摘している方もおります。しかし、

南土地区画整理事業竣工時に改めて、豊田、東豊田地

年約２１億７千万円（２２年度決算）もの税収があり、市民

域で町名地番整理が出来ないか、公園等の名称には旧

へもしっかりとした使途の説明が必要だと思いますが

字名を残すようにとの質問や来年度市制５０周年を迎え

現状は「都市計画税の充当結果」という１枚の表だけ

るにあたり、取組みについても聞きしました。

です。この報告だけでは、詳細は分りません。

旧桑田村、旧七生村役場跡については、説明表示板

また、都市計画税の考え方は、都市計画事業により

の設置を検討頂けるようです。豊田、東豊田全体での

上昇した土地または、家屋の価値を当該所有者が享受

町名地番整理については、当区画整理事業に東豊田地

することに着目した応益的な思考方法に基づいたもの

域がほとんど入っていないことから住民の賛意を得ら

とされておりますがバブル崩壊以降、経済の低迷が続き、

れ難いのではないかとの見解からなかなか難しいとの

土地の価格は下落したままであり、土地区画整理事業

答弁でした。

を行ったとしても、減歩による土地面積の減少を土地

しかし、昭和４７年の町名地番整理においての説明では、

の価格や価値の上昇でカバー出来ないのが現状であり、

大きな大字は二つに分けるという方針だけであり、数

都市計画税の一部が導入されているとは言え、応益的

年後施行された程久保、南平の町名地番整理では８丁目、

な考え方が崩れているのではないかと思います。以上

９丁目まであることから理解が出来ません。全国的に

の観点から市の考えを聞きました。

は旧地名を復活させている地域もあることから賛否が

税率は時限ですので３年後の改定においては、まち

あると思いますが地域からもご意見を頂戴し議論した

づくりの現状を踏まえ、検討されるようにお願いしま

いと思います。公園等の名称については、策定委員会

した。また、私論では、当市には下水道の普及率や区

が審議、決定されておりますが地域の事情に精通した

画整理事業、都市計画道路計画等の課題が多くあり、

方にも特別委員として加わることが出来ますので歴史

限定的に税率アップの検討もやむなしと考えます。

的な縁のある名称にすることを要望しました。
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活 動 報 告
3 月
２月２９日〜３月３０日
平成２４年度第１回定例会
２月２９日 東京都農業者大会
顕彰者祝賀会 昭島市
９日 自民党三支連青年部定期大会 立川市
１１日 市民の森ふれあいホール開設式

１４日
１６日
１７日
２０日

企画総務委員会、農業委員会
ふたば幼稚園修了式
50年ビジョンプロジェクト講演会
都道3.4.8号線開通式

２３日 二小 卒業式
２４日 市議会街頭募金活動・全市議会議員で
２６日 特別会計予算特別委員会
宮古市への募金活動を行いました
３１日 四谷下東公園地区センター開設式
豊田第四自治会総会
4 月
１日 スプリングフェスタひの 中央公園
２日 監査委員委任状伝達式
４日 少年バスケットボール連盟クリニック

２５日 イオンモール大和見学会

３日
７日
９日
１３日
１４日

２８日 主権回復記念日国民集会党本部ホール

１５日
１７日
２１日
２７日
２９日

多摩平一丁目自治会 防災講習会
市議会一般質問 質問要旨ご参照
二小校友会総会
東京都防衛協会総会 市ヶ谷
明治神宮崇敬会支部会員の集い
二小学校運営連絡協議会
企画総務委員会
CSRを促進する会総会
日野市議会防衛議員連盟総会
例月監査、市立病院事業会計監査
監査委員会
街頭市政報告会高幡〜豊田〜日野

5 月
３日 明治神宮春の大祭
６日 豊田用水清掃

８日
１２日
１６日
１９日

危機管理啓発研修会 市役所
第15回新選組まつり開会式
日野市商工会商業部会総会
日野市防衛協会総会

7 月
２日〜１３日 平成２３年度一般会計･特別
会計決算監査
７日 高幡参道七夕まつり
８日 消防団ポンプ操法審査会
ふれあいホール駐車場

１４日 豊田地蔵尊供養
１８日 明治神宮御参拝式（大祭式）
２２日 日野市商工会総代会交流会
２３日 例月監査
商店会連合会総会
２４日 関東都市監査委員会定期大会 浦安市
２０日 市長へ要望書提出（記事ご参照）
２１日 第23回二小まつり校友会にて 焼そば

６日 二小 入学式
街頭市政報告会 日野〜豊田〜高幡
７日 平山季重まつり
９日 二中入学式
１０日 ふたば幼稚園入園式

１５日 多摩平一丁目自治会総会
１８日 豊田の歴史を生かすまちづくりの会総会
２０日 明治神宮崇敬会世話人総会
東京都市監査委員会定期大会
自治会館
２２日 市民体育大会総合開会式
ふれあいホール
豊田商店会総会
２４日 宅建会南多摩支部総会
２５日 例月監査

２７日 多摩平一丁目自治会炊き出し訓練
豊田商店会「第七回わくわく市」
２９日 市議会代表者会議、会派会議
6 月
１日〜２２日 平成２４年度第２回定例会
１日 観光協会総会
田母神元航空幕僚長講演会 立川市

２日 日野市・第九方面本部
水防訓練 多摩川河川敷

自民党日野総支部大会 商工会館
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２５日 例月監査
２７日 企業撤退とまちづくりを考えるフ
ォーラム 小金井市
旭が丘夏祭り・盆踊り大会
２８日 明治天皇百年祭記念式典
２９日 第12回ひのよさこい祭開会式
第10回サマーフェスタインたまだいら
３０日 財政健全化審査
8 月
２日 東京河川改修促進大会 日本青年館
３日 三議連役員会
４日 多摩平第七公園盆踊り
５日 豊田用水清掃
７日 第２１区選考委員会 党本部
８日 三市合同総支部役員会議 立川
１２日 豊田の歴史を生かすまちづくりの会
視察 お鷹の道〜深大寺

