年２月１日全日本

発展、活性化を促進し、県

当日は秋山始本部長以

政治連盟神奈川県本部山﨑

「全日神奈川政策研究会」
発足調印式
平成

一守幹事長より顧問議員一

会議員を顧問に迎え、県内

で、自由民主党神奈川県議

選出の牧島功議員をはじめ

県議会議員からは横須賀市

出席し、自由民主党神奈川

治連盟神奈川県本部役員が

は、厳かな雰囲気の中にも

続いての合意書への調印

ました。

人一人に委嘱状が授与され

捺印の後に記念撮影が行わ

も開催され、食事を摂りな

調印式にひき続き懇親会

もと や

名の全日本不動産政

部は、自由民主党神奈川県
外の不動産市場の動向、土

下、

議会議員との間で「全日神
地・住宅に関する条例・税

笑い声も混じり、秋山本部

民生活の向上を目指すもの

奈川政策研究会」を発足さ
名にご参加いただき

不動産政治連盟神奈川県本

せ、 同 日、
（公社）全日本
総勢
ました。
調印式は

長と牧島功議員より署名・

制並びに経済情勢等に関す
る意見交換を行い、陳情並
びに要望を作成し具現化を

会のあいさつ、秋山本部長

がらの和やかな歓談の中、

れました。

による主催者あいさつと進

ご参加いただいた議員団の

れ、唐橋和男副本部長の開

委員長の司会にて開始さ

時に松本総務

不動産協会神奈川県本部研
修室にて調印式を開催しま
した。
図ることを目的に発足しま

行し、自由民主党神奈川県

皆様全員に２月

となる政経懇談会の招待状

選挙区：横浜市西区

元弥

か とう

ひろ あき
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全日神奈川政策研究会

議会議員を代表し、牧島功

日に開催
議員からごあいさつを賜
り、今回の調印式に至る経

分の山﨑

が配られ、

なりました。

幹事長のあいさつで閉会と

時
緯についてご報告をいただ
きました。
その後、双方の出席者の

選挙区：横浜市都筑区
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4
は、
県内の不動産業の成長、 した。

調印式に参加した日政連役員15名と政策研究会顧問を務められる11名の県議会議員の皆さん

全日本不動産政治連盟 神奈川県本部
こんな活動をしています
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年間活動報告
（平成30年度総集編）
日政連神奈川
1 令和元年 6 月 20 日

全日神奈川政策研究会 神奈川県議会議員 顧問

平成 年２月以来５年ぶ

５年ぶりの政経懇談会を盛大に開催
神奈川県本部は、平成
りの開催となった今回、秋

とし、
「経済は人によって成
り 立つ。天 然 資 源の少 ない

1 横浜支部

横浜支部は、平成

年１ 「 全 日 神 奈 川 政 策 研 究 会 」

見直しについての説明があ

日本がここまで成 長してこ 開港１６０周年を迎える横浜市
られたのは先人の智 恵の積
多岐にわたる活発な情報交換を実施

み重ねによるもの。人口減

少、個人消 費の伸び悩みな
どの課題がある中、近未 来

ないか。不 動 産 業において

る国になることが重要では

催しました。

政経懇談会及び懇親会を開

りました。

たＷＡＮＴＳす なわちイノ

を放 置せず、ニーズを越 え

幹事長、佐々木支部長ほか

し、山﨑一守神奈川県本部

会議員８名の方々をお招き

た、都市計画決定権限及び

県から横浜市へ移譲され

の都市計画法改正によって

交通省による平成

年９月

梶村市連幹事長から、国土

ミュニティＦＭ活用展望

向 け た 対 策、 災 害 時 の コ

取り組み、商店街活性化に

防止の貢献やＳＤＧｓへの

使用促進による地球温暖化

策についてのお話しがあ

「医療の充実、食の安心安全、 アベノミクスで、長 引 く 景

ベーションを見つけていける

名の出席のもと開催

笠原副支部長及び支部所属

に、出席する会員への協力

気低迷を打ち破るための三

のお話しをいただきました。

り、それぞれの担当地区に

農業、環境など多岐に取り

成長戦略』に取り組んでき

本の矢
『金融緩和、
財政出動、 かどうか、今が正念場」と

要請が述べられました。

組む中で、昨 年は国 連のＳ

その後、会場を移して開

齢社会の課題先進国といわ

区 戦 略 も 行っている。超 高

最先端医療拠点配置等の特

ほか 川 崎・殿 町エリアへの

業の創出や教育体制の向上

の林業・水産 業の各 法の改

りの減反政策と

年ぶりの農協改革や

３，１１９万 人に増 加、

では、昨 年は訪日外国人が

策）と農林水産業の大改革

市会議員・自民党横浜市連

牧島功議員と、梶村充横浜

員長ほか各議員より挨拶が （ 金 ） に 調 印 式 が 行 わ れ た

明自由民主党・選挙対策委

による顧問団と、２月１日

名（うち

主催者代表の挨拶に続き、

冒頭、山﨑幹事長から、

予定となっている用途地域

の線引きと、今年度に開始

街化区域・市街化調整区域

つ中心となって行われた市

き、昨年、横浜市が主導か

発及び保全の方針」に基づ

「 都 市 計 画 区 域 の 整 備、 開

と来賓代表の梶村市連幹事

は、高長谷組織広報委員長

して開催された懇親会で

懇談会終了後、会場を移

できました。

深い報告をいただくことが

等々、多岐にわたって興味

Ｅ ＢＹＯ）
』では、関連産

れ、また推進中の『未病（Ｍ

自治体モデル事 業 』に選ば

めに着 手した観光立国（政

さらに地方の活力促進のた

国会議員紹介に続き、甘利

の挨拶、ご臨席いただいた

ど結果は数値に表れている。 の原嶋和利会長、野田議員

自民党県会議員

年ぶ

代表として、顧問および全
日神奈川政策研究会代表の

会は終始和やかな雰囲気

の発声で乾杯となりました。
野田議員からは、
「近未来

年ぶ振り

あり、その後は県議会議員

横浜支部選挙区では３名）

されました。

れる日本の中で、課題 先 進

正も実施し、今後は安全保

幹事長よりそれぞれ祝辞を

会員

ＤＧｓ達 成に向けて活 動 を

たが、雇用の増 加や地価が

催された懇親会では、来賓

県 として、今 後 も人生１０

障や 社 会 保 障 制 度への一層

いただき、松永幸久幹事長

が『ＳＤＧｓ未 来 都 市 及 び

０歳 時 代に向けて『 笑い溢

の取 り 組みも行っていく 考

60

で進み、最後に森山隆副本

人口減少問題や地籍調査、SDGｓへの取り組みなど多岐に
渡る市政が報告された

26

の経済を良くするために」

部 長 の、
「ここまで盛大に
会を実施できたのは各地
域・支部における活動の成
果の賜物です。また５年後
に開催しましょう」との挨
拶で閉会となりました。

ました。

の挨拶によって閉会となり

中、最後に、笠原副支部長

感じさせる盛況ぶりとなる

る横浜市への今後の期待を

ドカップの地元開催を控え

とともに、ラグビーワール

今年開港１６０周年である

者同士の交流が深められ、

交換が交わされながら出席

な雰囲気で情報・意見等の

懇親会では、終始和やか

ました。

の発声によって乾杯となり

ち、芳賀一三支部前幹事長

長から挨拶をいただいたの

れる充実したコミュニティ形

23

え」と説明されました。

行う団体として、神奈川県

年ぶりに上向きになるな

政経懇談会は、自民党横

の発足について、顧問団・

おける情勢に係る活動の詳

日（ 水 ）
、ホテル横浜

細として、人口減少問題や

月

山 始 本 部 長 は 冒 頭 で、
「２

続いて、佐々木支部長に

地籍調査、建築物への木材

の不 安を取り除くためには

イホテル東急（横浜市西区

よる挨拶と祝電が披露され

その後、ご出席いただい

梶村充氏、

たのちに市政報告となり、

同研究会両組織の立ち上げ

浜市連幹事長

横山正

ガーデン（横浜市中区山下

は、若い世 代の間では家や

横浜市会議員団長

当たり 前に子どもたちが生

月１日には県議会議員

が登壇し、
「安倍政権の方向

車の所 有は、もはやステイ

人氏をはじめとする横浜市

30

30

55

成 』を目 指していく 」との
お話しがありました。
続いて、菅内閣官房長官

70

‒

12

11
菅義偉内閣官房長官を囲んで

名

みなとみらい）にて政経懇
の皆さまに参加いただき、

性」について、
「第２次政権

が 変 わって きている。現 状

タスではなく なり トレンド

た市会議員の皆さま一人一

県本部で初めてとなる『全
講演では、まず 初めに黒

発足から７年目となり、こ

まれ 育っていくことのでき

談会および懇親会を開催。
日神奈川政策研究会』を立
岩知事が、知事就任時より

の間、日本経済再生と外交

人から日々行われている政

懇談会は、講師に黒岩祐治
ち上げました。これにより
将来に向けて取り組み続け

経緯と活動意義の説明や、

神奈川県知事、菅義偉内閣
県内での、より安定した不
ている「いのち輝くマグネッ

今後に対する抱負ととも

官房長官、全日政策推進議
動産事業の成長・発展・活

年度

員連盟会長・衆議院予算委
性化を図りたいと考えてい

もと行われました。

員長の野田聖子議員をお招

秋山始本部長

きし、会員１２２名出席の

日（ 土 ）
、横浜ベ

26

安全保障の再構築等を行う

町）において、平成

31

31

ト神奈川」諸施策について、

年２月
16

ます」と挨拶しました。

黒岩祐治神奈川県知事
菅義偉内閣官房長官

42

野田聖子衆議院議員

令和元年 6 月 20 日 2

年間活動報告
（平成30年度総集編）
日政連神奈川
第４号

2 横須賀支部

も大変興味深く講演にお聞

政経懇談会を開催
市の「空き家」対策減少に
向けた取り組み
るこれからの経営などにつ
き入っておりました。
各講演後には活発な質疑応

また、第一部、第二部の

いて、具体的な事例やデー
タを示した石渡理事長の経
済講演に、参加者の皆さま
答も行われました。
講演の終了後は、
堡丼にて昼食を兼ね

最近話題の横須賀海

セントラルホテルにおいて
た親睦会を行い、石

平成 年３月８日（金）
、
横須賀支部の企画運営にて
加者の皆さまにもご

渡理事長、及びご参

た。

様、横須賀市役所のまちな

南信用金庫理事長の石渡卓

政経懇談会は閉幕と

親を深め、今年度の

かな雰囲気の中で懇

参加いただき、和や

み景観課課長の島憲之様を

なりました。

今回の政経懇談会は、湘

お招きしての二部形式にて
山﨑幹事長の主催者挨拶

ご参加いただける内

くの会員の皆さまに

今後も少しでも多

の第一部として、島憲之課

容の濃い企画を考え

行いました。

長 か ら、「 横 須 賀 市 の 空 家

てまいります。

東京

京オリパラを見据えた動き

不動産業界・２０２０年東

を振り返って、これからの

常に興味深い貴重な情報を

望と、資料を交えながら非

の２０２０年に 向 けての展

① 民 泊について

②不動産

パラを見 据 えた動 きでは、

出され、各県議会議員と解

の整備等についての質問が

和 市 北 部 南･ 部 の 交 通 整 備
状況 経
･ 済 格 差 に つ い て、
サ イ ク リ ン グ ロ ー ド 歩･ 道

東口の再開発について、大

んな座談会での開催とした

を突き合わせたざっくばら

今年度の政経懇談会は膝

話を聞くことが出来ました。

段話の聞くことが出来ない

ついてユーモアを交えた普

についてなど、お話いただ

いただき、会員の皆 様 も熱

来年、東京２０２０大会

中で、日頃交流機会が少な

為、終始和やかな雰囲気の

意見交換が為されました。

となりました。

ことは、大変有意義な時間

い政治家との交流ができた

心に聞いておられました。
質疑応答の後、終始和や
かな時間となりました。

防に関する取組み事例等に

り、松本県本部総務委員長

第３回研修会ならびに政経懇談会

が出来るか、調整区域を活

の挨拶ののち、日比野副支

年度

用する為の整備計画のあり

部長の乾杯の発声により会

日（金）

ホテルサンライフガーデン

方、またその制度化、空き

は始まり、終始和やかな雰

年１月

に於いて、政経懇談会を開

家対策をどうするか等々、

平成

名の会

囲気の中で会を終了しまし

員の参加を頂きました。

催し、支部会員の

それぞれのお立場で熱意を

平成

県議３人、
平塚市議会１人、
各議員から内容の濃い貴重な情報

5 西湘支部

の整備、癌 糖･尿病 薄･毛予

また、県央地域の交通網

消策 今
･後の展望について

きました。
において、江ノ島でセーリン
グ競技が開催されることも
あり、２０２０年 東 京オリ

4 県央支部

厚木市議３名、
県議３名と

における所属する委員会で

それぞれ、県議会、市議会

をお招きし、各議員より、

議員・数田俊樹平塚市市議

その後、賀詞交歓会が開

ておりました。

の皆様も熱心に聞き入られ

重な情報でしたので、会員

非常に内容の濃いまた貴

は国政、県政、市政など、

が出来たと思います。

に有意義な催事とすること

詞交歓会と内容の濃い、実

研修会・政経懇談会・賀

た。

の活動の報告ならびに、住

議員の方をお招きし、お話

た。

もって語っていただきまし

守屋てるひこ・米村かず

議員三名（あつぎみらい

催され、井上義行衆議院議

を聞く機会を持ちたいと思

ひこ・森正明神奈川県議会

沼田幸一氏・神子雅人氏、

みやすい街づくりの重要

員、米村かずひこ・森正明

います。

県央エリアの意見交換

新井啓司氏

性、県西地域をいかにした

県議会議員、数田俊樹平塚

新政あつぎ

昨年度と同様に厚木市議会

（順不同）
）をお招きし、『県

ら活性化出来るか、人口流

市議会議員の御臨席を賜
てお話を伺いました。
先ず初めに厚木市長選直
後の開催という事もあり、

長

今年度は神奈川県議会議

が為され、意見交換が交わ

木市の動向についての質問

果を踏まえた此れからの厚

参加者より厚木市長選の結
員三名（海老名市選出

藤

今後とも当支部において

政報告、市政報告及び不動

失を如何に食い止めること
レンブラントホテル海老名

への動きを聞く
オリンピック

パラリンピック

日（火）
、 産に関する諸課題』につい
懇談会を開催致しました。

に於いて平成

年２月
講師には衆議院議員の早稲

部政経懇談会を開催致しま

平成

田ゆき氏をお招きしまし

した。
防災、観光、子育て政策の

田進治氏・大和市選出

年度県央支
た。早稲田氏は集団的自衛

提案など精力的に活動され

次に参加者より海老名駅

されました。
口貴裕氏（順不同）に加え、

代 優 也 氏・ 厚 木 市 選 出 山

権の廃止、原発ゼロ法案、

早稲田ゆき氏と支部役員一同

ています。
講演内容として、本国会

49

28

30

31

政経懇談会を開催致しまし

3 湘南支部

’

早稲田ゆき先生から

対策について」の講演があ
りました。横須賀市内にて
増えている空家に対し、有
効利用する為の各種助成、
空家登録バンク、各機関と
の連携など、専門部署であ
るまちなみ景観課を中心と
した市をあげての様々な施

30

日（木）

早稲田ゆき氏

政経

数田俊樹 平塚市議会議員

策、空家減少への取組など
について参加者に丁寧にご
説明いただきました。
第二部は湘南信用金庫理
事長の石渡卓氏から「横須
賀市の経済状況」について
年 月

8

賀市の人口動態、
地域経済、 藤沢商工会議所ミナパーク

平成

30

鈴木正美支部長

石渡卓湘南信用金庫
理事長

の講演がありました。横須

20

において、湘南支部

森正明 神奈川県議会議員

19

30

29

付加価値による差別化によ

守屋てるひこ 神奈川県議会議員

31
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6 相模原支部

横須賀商工会議所 不動産部会

なっている大きな問題であ

横須賀市へ
『狭あい道路の
取り扱いに関する要望書』
を提出
本市には、緊急車両やタ

たる政策に関してのお話と

日（金）
、 模原市、座間市の多岐にわ

そのために住民の安全性快

道路）が多数存在します。

れていない本市の狭あい道

に鑑み、長年状況が改善さ

ついては、こうした状況

ると考えています。

会員との活発な意見交換も

路拡幅整備補助事業につ

クシー等が入れない狭あい
市内中国名菜 敦煌にて政

適性が損なわれ地価が上が

項

経懇談会を開催しました。
あり、まさに討論会のよう

らず相続放棄地となってい

道路（幅員４ｍ未満の

県本部から山﨑一守幹事
で時間が足りないくらいで

だき、ディスカッション形
名刺交換・情報交換等、終

ない興味深いお話もあり、

とお酒も交えて普段は聞け

会を行いおいしい中華料理

そして懇談会の後、懇親

いが人口減少他の原因にも

の狭あい道路に関する取扱

をみても、当部会では本市

どの成果を出している状況

いる藤沢市では人口増加な

からこの問題に取り組んで

出しました。

取りを行うよう要望書を提

よりセットバック部分の買

進する条例を制定し、市に

年前

式で行われた懇談会は大変
始和やかな雰囲気の中で幕

盛り上がりました。

丁寧にご説明いただきまし

写真や図入の資料を基に、

丘への延伸」等について、

鉄のあざみ野から新百合ケ

進捗状況」
「横浜市営地下

武蔵小杉周辺の拡幅工事の

たご質問「等々力大橋から

に会員の皆様からいただい

懸案事項」についてと事前

政報告及び不動産に関する

名ずつご参加いただき、「市

産党、無所属議員から各一

民党から二名、公明党、共

談会を開催致しました。自

ご意見を頂戴出来れば幸い

多くの会員様のご出席と、

したので、来年以降もより

部らしい特色ある交流会で

お招きする和やかな川崎支

異なる会派の議員さんを

懇談会になったと思います。

治と経済の架橋になる政経

会食・会話も弾み、
今後の政

各議員さんとの名刺交換や

した。その後の懇親会では

る討論会のようでもありま

見の違う部分など、熱気あ

党派を超えた協力体勢や意

い説明を受けました。
また、

左から 田口部会長、上地横須賀市長、草間副部会長、山﨑副部会長、
桐ケ谷前部会長

間市の県議、市議 名、合

テーマは①相模総合補給
を閉じ、相模原支部ならで

た。
「地下鉄３号線延伸」

です。

狭あい道路問題について検討を重ねた要望
書を提出

年

月

日。二宮

績で当選されました。

大沼氏は二宮町で不動産

業を営む傍ら、地元の消防

団にも所属し、地域のボラ

ンティア活動にも積極的に

参加されています。

様の権益擁護および消費者

の市場選択の自由を目指し

年度の全日本不動

この日政連かながわ第４

産政治連盟神奈川県本部

の発足や５年ぶりとなる県

号の発行につきましては一

て参ります。

本部主催の政経懇談会と非

年間の活動のご報告をさせ

ことで、行政や国に対する

との会合を定期的に設ける

策研究会における顧問議員

今後はこの全日神奈川政

しましたことに感謝し、本

役員・会員の皆様から頂戴

大なるご尽力を、数多くの

川県本部の活動に対し、多

全日本不動産政治連盟神奈

ていただきますとともに、

我々不動産業界としての要

稿を以て改めて御礼申し上

大久保 光世

望事項・政策提言の働きか

組 織広報委員長

げます。

しての目的である会員の皆

けを一層強化し、日政連と

なりました。

常に充実した活動の一年と

は、全日神奈川政策研究会

平成

１票を獲得し、第７位の成
編集後記

氏」が初立候補ながら８３

西湘支部会員の「大沼英樹

町議会議員選挙において、

平成

な対応、補助額の増額、併
支大
部 沼英樹 氏
西
湘
支
部
が
会員
せて狭あい道路の整備を促
二宮町議に当選

廠跡地、橋本リニア再開発
はの楽しく有意義な政経懇

市政報告や意見交換などを行う川崎市議のみなさん

わせて 名のご参加をいた

をどうするか？ ②相模原

年）
など詳し

におきましては３候補ある

定時期
（平成

状 での 有 力ルート・開 業 予

談会となりました。

央地区）の今後は？ を取

日
（火）
エポック中原

市の今後は？ ③座間（県

20

き、簡素化と迅速化、柔軟

長にもご参加いただき、支

ルートの中で、問題点や現

る住宅地の実情や、

年

31

した。

平成 年 月

相模原市と座間市の
県議、
市議 名と
政策に関して活発に意見交換
16

部会員 名、相模原市と座

川崎支部では、平成
月

12

において、川崎支部政経懇

2

18

11

５名の市議に各会派の
協力体勢、意見の違いを聞く

11

30
16

30

47

り上げ、議員の皆様から相

7 川崎支部

30

30

30

2

42
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