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桜田義孝（自民党）氏当選！！
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積算計線量計による

　★活動ブログ毎日更新中！

☆１２／１６院議員総選挙結果
　全国投票率…59.32%（戦後最低）
　我孫子63.05%（前回70.07%）。
■千葉第八選挙区得票結果　【（）は我孫子】
当選　桜田義孝【自】 93,882　(27,255)
         松崎公昭【民】　 56,831　(16,483)
　　　   山本幸治【み】　 44,532　(13,778)
  　　   姫井由美子【未】 18,846　(5,699)
         武石英紀【共】　 14,914　(4,052)
なお前回の総選挙では…
桜田義孝　97,007 松崎公昭138,923　加藤（
共産）19,378でした。投票率が低かったせいも
あるでしょうが、当選した桜田氏も3,125票落と
しております。
■比例代表　我孫子得票数(計67,981)
　　自民党　17,345(25.5%)
    民主党　13,184(19.4%)
　　維新　　12,369(18.2%)
    みんな　 8,685(12.8%)
　　公明　　 6,053(8.9%)
　　未来　　 4,837(7.1%)
　　共産　　 3,892(5.7%)
　　社民　　 1,438(2.1%)
　　幸福　　   178(0.3%)
我孫子選挙区の比例投票先を見ても、自公で
34.4％を占めているに過ぎず、けして自民の大
勝とは言えません。民主が悪すぎたのであっ
て自民が消去法で選ばれたということを肝に銘
じて、政権公約を果たさなくてはいけません。
私も一地方議員として、東葛地区の放射能対
策を、しっかりと国の責務として行なってもらう
様に働きかけて参ります。

☆「日本を取り戻す」政権公約
　＜税制・財政改革＞
消費税率は2014年4月に8％、15年10月に10
％に引き上げるが、半年前に実施について最
終判断。消費税は全額を社会保障費に充当。
公務員人件費を国・地方で合計２兆円削減 
　＜景気対策＞
デフレ、円高からの脱却に向け2％の物価目
標を設定、大胆な金融緩和で名目3％以上の
経済成長。企業の国際競争力を強化するため
法人税減税。
　＜医療、年金、子育て＞
高齢者医療は現行制度を基本。消費税率引
き上げを前提に公費負担を拡大。公的年金は
現行制度を基本に、受給資格要件を加入25
年から10年に短縮。国公私立の幼稚園、保育
所の無料化、子どもの医療費無料化も検討。
　＜外交、安全保障、TPP＞
日米同盟を再構築。北朝鮮の核開発を阻止。
領土・主権問題を所管する政府機関を設置。
尖閣諸島の実効支配強化の為公務員の常駐
も検討。TPPは、「聖域なき関税撤廃」を前提
にする限り交渉参加に反対。工業製品の数値
目標は受け入れない。
　＜教育＞
名誉職となっている教育委員会の責任体制を
再確立。「いじめ防止対策基本法」を制定。小
学校5、6年生への教科担任制、飛び級、高校
の義務化など学制の見直しを検討。
　＜エネルギー＞
原子力発電所の再稼働について3年以内に結
論。安全性については、原子力規制委員会の

！
　

ベスト1時間26分

専門的判断。再生可能エネルギー供給を引き
上げ。温室効果ガス削減のための新しい国際
的枠組みを提唱。国土強靭化基本法、首都
直下地震対策特別措置法
　＜選挙、憲法＞
3党合意に基づいて国会議員定数削減を実

施。インターネット選挙運動を解禁。労働組合
などの政治活動の収支を透明化。個人献金を
促進。憲法改正草案を国会に提出、その中で
自衛権を明定する。夫婦別姓、外国人参政権
には反対。道州制基本法を制定し、その後５
年以内の導入を目指す。

「日本を取り戻す」自民党公約
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E-mail : info@kai-toshimitsu.com

手賀沼終末処理場へ柏、松戸の焼却灰搬入開始！

　　Tel/fax :Tel/fax :  ０４−７１８３−６７０００４−７１８３−６７００

☆☆『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』

1972年　7月23日　生まれ　（楽観的なO型）
1995年：慶応義塾大学法学部政治学科卒業
1995年：ヤオハンジャパン（株）入社
2004年：衆議院議員桜田義孝公設秘書
2007年：我孫子市議会議員初当選
全国若手市議会議員の会千葉ブロック会長
◎趣　味；　ランニング（フル3時間12分）読書（漫画も）
◎マイブーム；　ラーメン食べ歩き、ツイッター、自転車

　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　

■我孫子市の観光キャラクターが「手賀沼の
うなきちさん」に決定！第３回アビシルベまつり
（平成24年2/24）では着ぐるみが登場しま
す。なお、私はかわいいキャラのアービィーを応
援していましたが、残念ながら２位でした。

　＜予算委員会での補正予算審議＞
私が提案し、積極的に進めていました２つ
の事業に予算がつきました！
■ホームページ運営費…119万円/災害
時におけるホームページの大量アクセス
に対応するためにサーバーの処理能力を
向上。メモりーの能力を６倍に、データー
をクラウド化しデーターセンターにおく。
■コンビニ納付手数料に不足が見込まれ
るので増額…51.2万円/全体の20〜２５％
分の納付を見込んでいたが、２９％まで割
合増加予定。軽自動車税で１％、繰越分
で2.5％回収率が上がる予測。
・小中学生のためのいじめホットライン設
置…50.7万円/1日５時間で週５日、教員
OB等が電話対応をする。

・教育福祉常任委員/放射能対策特別委員/農業委員/全国
若手市議会議員の会千葉ブロック会長/天王台商店会

◎H23.9.5：「放射線から市民の不安解消のための安全基準と対処方法の早期制定を求める意見書」を全会一致で可決。内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣へ送付。
「放射性物質から市民の安全と安心を守る決議」を全会一致で可決。市長と東京電力株式会社へそれぞれ送付。
◎12.22：「千葉県提案の手賀沼流域下水道終末処理場を４市１組合すべての放射性物質を含む焼却灰等の一時保管場所とすることについて、断固、受け入れ拒否を表明する決議」を全会一致（全員賛成）で可決。県知事へ送付。
◎H24.2.１：放射能対策特別委員会を設置（以降2.21、 3.22、4.20、5.17、6.28、7.17、8.17開催）
◎3月7日：「放射性物質を含む土壌及び焼却灰等の処分は国の責任において対応することを求める意見書」を全会一致で可決内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣、経産大臣へ送付。
◎3月23日：「千葉県提案の高濃度焼却灰等の一時保管場所について白紙撤回を求める決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎6月7日：「千葉県によるごみ焼却灰の一時保管に係る住民説明会の開催に対する議長声明文」を議長・副議長が県副知事に面会し提出。
◎6月19日：手賀沼終末処理場を一時保管場所とする6月18日の千葉県知事発表について、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6月20日：「高濃度放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所についての千葉県知事発表に反対する決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎7月31日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状」を議長・副議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し提出。
◎8月16日回答書
◎8月24日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」を議長・副議長が県庁を訪問し提出。
再質問状（H24.8.24）
◎9月4日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」に対する回答書を議長・副議長が受領。
◎9月11日：全員協議会にて我孫子市議会の３つの対応を決議
。
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◎6月19日：手賀沼終末処理場を一時保管場所とする6月18日の千葉県知事発表について、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6月20日：「高濃度放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所についての千葉県知事発表に反対する決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎7月31日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状」を議長・副議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し提出。
◎8月16日回答書
◎8月24日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」を議長・副議長が県庁を訪問し提出。
再質問状（H24.8.24）
◎9月4日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」に対する回答書を議長・副議長が受領。
◎9月11日：全員協議会にて我孫子市議会の３つの対応を決議
。
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＜一寸一言＞

　＜教育福祉常任員会質問要望＞
「市内の小学校で行われいるいじめ防止の
ビデオをみながらする人権学習授業回数を
増やしては」→他市とも検討する
「いじめは子どもの人権侵害と捉えて、教育
委員会だけで第三組織も」→全庁的に子供
の安全、いのちを守る為に検討する。
「手賀沼エコマラソンは、地元枠の増大はい
いが、ネットでの一般枠申し込みが深夜０時
に始まって、朝の４時に終了している。これ
では、普通一般の人は申し込めないのでは
」→検討
「出場枠を増やすために、親子レースや５
キロ、３キロの部なども増やして、出場料金
収入を増やしたらどうか。」→実行委員会に
課題として検討していく

　１２月２１日に我孫
子市、印西市両市に
跨がる手賀沼終末処
理場に8000Bq以上
の放射性物質を含ん
だゴミ焼却灰が、アルミ製有蓋車に積まれ
て約４t搬入されました。これから平成２７年
３月３１日までの予定で一時保管されます。
　搬入は１ヶ月あたり柏、松戸、流山あわせ
て約２００t、これから完成するテント倉庫で
合計２５００t搬入する予定になっています。
この一時保管にあたっては放射性物質汚
染対処特措法等に基づき安全対策を実施

するほか、県の責任のもと２４時間体制で
の管理をおこなうなど、安全確保をつとめ
ることを県は約束しております。また、周辺
住民の内部被曝調査も検討しているとのこ
とです。
　我孫子市議会では、最終処分場候補地
が提示されないのに、一時保管が始まる
事に反対ですし、３４mの風にも耐えられる
テント倉庫も竜巻のような突発的災害の際
の安全性にも疑問があります。また、より丁
寧な説明会の開催も必要だったのでは。地
域の助け合いの精神も重要ですが、住民
が納得する説明が欲しいです。
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