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　協力事業主会は、平成30年5月30日に設立されました。この会
の役割は、犯罪や非行をした人が再犯・再非行を繰り返さず、いまま
での生活環境を変えて社会の一員となり、就労して社会環境を理解
することだと思います。
　本人が収入を得て生きがいを見つければ、｢再犯防止」に繋がり
ます。「協力事業主会」はできる限り相談に乗って、間違った道に進ま
ないように協力します。現在は様々な職業がありますので、働き先の
選択肢を広げ、受け皿を大きくして、誰もが対応できるようにと
考えています。現在、建設業・運送業・介護事業・サービス業等です
が、いろいろな業種の方を募集していますので、是非多くの事業主の
方のご理解とご協力をよろしくお願いします。

八王子市更生保護協力事業主会 会長　森屋 義政さん

　長沼町で八木下てるいち
後援会の副支部長を担当して
いる水越政次です。
　八木下議員とは、由井中学
校の同級生であることから、
後援会の仕事をお手伝いして
います。
　皆さまのご協力を頂きまし
て２期目の当選をすることが
できました。ありがとうござい
ます。２期目は、八王子全体に

目を配り、もっと八王子を元気にして欲しいと願って
います。
　私は、家族３人とボランティア２人で野菜作りを中心
として農業を営んでいます。新鮮な野菜を市場、地元スー
パーマーケットや道の駅に卸し、皆さんに安心安全な野
菜を供給しています。学校給食では子ども達にも食べて
もらっています。今の農業を取り巻く環境は農地の減少、
農業従事者の高齢化が進んでいることや、後継者不足も
深刻な問題です。
　２０２２年は都市農業の保全を目的に生産緑地法が
改善されます。八王子の農業の発展のために少数者の話
にも耳を傾け、八木下議員には八王子市農林課とのパイ
プ役をしっかり担ってもらいたいと大きな期待もして
います。
　八王子の農業で、地産地消を更に促進して、皆さんに
安心安全な野菜を届けていきたいと思います。

令 和 元年

検 索八木下てるいち 検 索八王子市議会

夏　号

問い合わせ先

八王子地区保護司会事務所
TEL. 042-657-4928

家庭が好き！ 地域が好き！ 八王子が大好き！
八王子を愛する心と行政経験を活かし、家庭と地域社会の繋がりを深め、人と人とがより絆を深めるまちづくりに努めます。

私が目指すもの

　連日暑い日が続きますが、皆さまお変わりございま
せんか。
　４月の市議会議員選挙の際には、多くの方々から
数々のご支援とご協力を賜りまして、心からお礼申し上
げます。第34位で当選させていただきました。投票結
果につきましては、前回の順位から下げてしまいまし
たが、八木下てるいちに投票していただいた皆さんに
しっかりお返しができるよう、この４年間積極的に活動
させていただきます。ありがとうございました。
　選挙後の５月21日に市議会は、令和元年第１回市議
会（臨時会）が開催されまして、議長及
び副議長の選挙や常任委員会の選任
等がありました。議長には私の所属し
ている自民党新政会の浜中賢司議員、
副議長は八王子市議会公明党の五間
浩議員が選出されました。
　八木下てるいちは、総務企画委員会
の委員長、交通対策特別委員会委員、
議会運営委員会委員、保健所運営会議
の審議員に任命されました。
　特に総務企画委員会は、常任委員会
の中で、行政を進める主たる企画立案
や広報を担当する都市戦略部、財務部

や税務部、防犯や防災の生活安全部、市民の皆さんに
とって最も身近な市民部等々、より良い八王子市を
目指す業務を多方面にわたり担当する部署が多くあり
ます。
　総務企画委員会はこれらの部署の仕事について審
査していきます。委員長として、委員会の運営を円滑
で活発なやり取りができるようにしたいと思っています。
４年間のうち２ヵ年の任期になりますので、しっかり務
めていきたいと思っています。
　２期の議員として大いに力量が発揮できるように
初心を忘れず、勉強していきますのでご支援よろしく
お願い申し上げます。

ご あ い さ つ

八木下　てるいち

八木下てるいち後援会
長沼支部 副支部長

水越 政次

　盛夏の候。後援会の皆さま
におかれましてはますます
ご健勝のこととお慶び申し
上げます。
　この４月の八王子市議会議
員選挙におきましては、八木
下てるいちをご支援頂き２回
目の当選をさせて頂きまして
心よりお礼申し上げる次第で
御座います。
　選挙結果を見ますと、定数

４０人の中で自民党として１７名が立候補し、熾烈な戦い
の末、１６名が当選の枠に入る事が出来ました。改めて
後援会の皆さまに厚く厚くお礼申し上げます。
　５月から新元号「令和」になりまして、八木下てるいち
議員も２期目を迎えられた事は、私たち後援会の大きな
喜びでありました。
　７月の参議院選挙時には、後援会の皆さまには、個人
演説会、電話当番、街頭演説会への参加等々に大きな
ご協力を賜りまして、市内での得票は丸川珠代さんは
42,398票、たけみ敬三さん20,607票で、お二人の
当選に繋がりました。比例選挙区での自民党得票は
70,934票になりました。結果、安定した政治が継続
できるようになりました。ありがとうございました。
　八王子市においては、自民党新政会、伊藤しょうこう
都議会議員、萩生田光一代議士のラインを更に強固に
するために、これからも後援会の皆さま方のご支援の
ほどよろしくお願い申し上げます。

八木下てるいち後援会
会  長

川幡 俊昭



太陽踊り

　今回の会場は八王子日本閣、自然豊かなたたずま
いのゴシック様式の館。万歳三唱で始まった宴は歓
声と笑いの渦に包まれました。
　「当選おめでとう」　静かな会場に響き渡りました。
なんといっても今回の選挙、厳しい選挙戦でしたが
当選を果たした喜びはひとしおでした。
　余興は武たつ也さんと植松しのぶさんに出演して
頂き、いまや恒例になりつつある「太陽おどり」を
熱演していただき、皆様が躍り手になり会場を盛り
上げました。
　会員同士の親睦がより深まり、盛り上がりは最高
潮に達しました。

八木下てるいち選挙対策本部

解散式・当選報告会
6月16日（日）　八王子日本閣

記事作成 : 八木下てるいち後援会　幹事長　小林 正男

　２期目の当選で議会では「総務企画委員長」に就任
し、会場の支援者からは３期目は「議長だ」との声が
多数かかりました。
　後援会と致しましては、向こう４年間しっかりと仕事を
全うし、皆様に恩返しが出来るよう支援をして参ります。
　選対は解散しても後援会活動は今まで通り、今ま
で以上に活動してまいります。

　今回の選挙でご支援いただいた皆様に感謝申し
上げますと共に、今後とも八木下てるいち後援会の
支援の輪が大きく広がることを希望致します。

　ホテルのおいしいフレンチ料理をいただき、勝利の美酒
に酔いしれたひとときでした。
　今回会場となった日本閣の社長を始めスタッフの皆様
のもてなし、行き届いたサービスに心より感謝申し上げ
ます。

　皆様十分に楽しんで頂いた宴も、女性部長の締めで
お開きとなりました。
　残念ながら今回参加出来なかった皆様方は、次回の
行事には是非とも参加頂きたく思います。

　八王子市内在住の外国人数は2019年1月現在で1万
2,896人で、毎年約10%程度の延び率で増えている。
市民の多文化共生の意識醸成や生活支援など、受け入れ
環境の整備がこれまで以上に必要になる。
　外国人への各種支援を行っている八王子国際協会につ
いては、さらに効果的な活動ができる適切な場所の確保、
また地域社会を含めた国際理解の推進や多文化共生意識
の啓発などについて要望した。

議会報告 八木下てるいちの発言
平成31年 第1回市議会定例会

多文化共生推進の施策について

　国の状態を客観的な数値で示す基幹統計について、市
内での実施状況を伺った。調査員の訪問による統計回収
方法は、調査に非協力的な世帯や事業者への対応による
負担、新規の統計調査員の確保や質の向上への取り組み
などを確認した。
　統計調査の信頼性の向上にむけ、調査の必要性や重要
性を個人や事業者に伝え、調査に協力いただける環境
整備を要望した。

基幹統計調査について

　世論調査の結果、自衛隊に対する関心事項として、
大規模災害や各種事態時における自衛隊の役割が大き
く求められている。八王子市に甚大な被害が及んだ
場合の自衛隊派遣の要請や規模、派遣期間等について
伺った。
　また、市内における自衛隊員募集ついては、他市に比
べて積極的な取り組みを行っているとの回答で、財政
負担を考慮しつつ、さらなる広報活動を要望した。

災害時における自衛隊派遣について

　保護者による子どもへの虐待により、幼い命が失われ
るという最悪の事案が発生している。児童相談所や学校
の対応、国や東京都の防止策について伺った。
　児童相談所においては職員の増員による業務負担の
軽減を図り、きめ細かい対応ができる環境づくりを進め
てほしい旨、また、子どもに係る関係機関との連携強化
により、相談から強制対応まで、八王子市が責任を持っ
て子どもを育てる体制を進めるべきだと意見を述べた。

地域子ども・子育て支援について

平成31年2月25日～3月28日

令和元年7月21日　参議院議員選挙の結果報告

自由民主党に大きなご支援とご協力を賜りましてありがとうございました

4. 比例代表選出 (当選者があった政党)

3. 東京都選出 (当選者のみ掲載)

1. 投票結果 (東京都選出のみ) 2. 年代別投票率 （％） －東京都選出分ー

項目 10代

38.73

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

32.96 37.73 45.52 54.34 66.61 68.54

41.88 36.09 40.87 46.36 55.56 65.81 57.14

男 女 合計

当日有権者数

順位

政党名 得票総数(八王子市) 得票総数(全国) 得票率（％） 当選人数

NHKから国民を守る党

自由民主党 70,934 17,711,862 35.37 19

立憲民主党 44,658 7,917,719 15.81 8

公明党 39,695 6,536,336 13.05 7

日本維新の会 16,166 4,907,844 9.80 5

日本共産党 26,696 4,483,411 8.95 4

国民民主党 11,251 3,481,053 6.95 3

れいわ新選組 14,103 2,280,764 4.55 2

社会民主党 4,530 1,046,011 2.09 1

4,843 987,885 1.97 1

候補者名 党派別 八王子市得票数 東京都得票数

1

6

2

3

4

5

丸川　珠代 1,143,45842,398

525,30220,607たけみ　敬三

山口　なつお

吉良　よし子

塩村　あやか

おときた　俊

815,44546,803

男

投票者数

投票率（％）

女

平均

233,697

121,255

51.89

235,600

121,259

51.47

469,297

242,514

51.68 40.24 34.43 39.22 45.92 54.93 66.20 62.12

706,53228,926

688,23424,688

日本維新の会

自由民主党

自由民主党

公明党

日本共産党

立憲民主党

526,57516,536


