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　私の家の近所にお気に入りの風景があります。東海村の
十二景にも選定されている、真崎浦の田園風景です。
　自転車通学をしていた頃、真崎浦が一望できる高台でよ
く休憩していました。今は、健康のため、田園周辺を歩いた
りします。犬の散歩コースとして利用している人も多く、
近隣の住民には、ちょっとしたウォーキングコースになっ
ています。
　越智議員には、こののどかな田園風景がいつまでも残し
ていけるような政策をお願いします。

～　東海村行政の身近なニュースをお伝えします　～

東海駅西口に時間貸駐車場を整備

～　「越智たつや」の活動内容をご紹介します　～

編集後記

　今年の桜前線は、3月21日に高知
を出発し、現在も日本列島を北上し
続けている。開花日、満開日ともに平
年よりも1週間程度遅い「春のたよ
り」だとか。
　ところで昨年は、桜の花を含め春
のイメージがほとんどない。東日本
大震災の直後であり、被災した家々
や道路などの復旧の光景ばかりが
視覚に飛び込んできて、春めいてき
た野山の景色を楽しむ余裕すらな
かったからであろう。全国各地でも、
花見やイベント等が軒並み「自粛」と
なり、春の季節感を味わう暇もなく、
日本列島は節電の夏へと突入した。
　１年が経過して、春の気配が感じ
られる気持ちの余裕は出来たもの
の、私たちが経験したあの未曽有の
震災は、決して忘れてはならない。
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平成24年4月発行

～ リレーで綴る村民の声 ～

 楠本 聡さん（村松在住）

　JR 東海駅は、通勤や通学などで１日平均 4,300 人の方が利
用しており、朝夕のラッシュ時には送迎等の車両で駅ロータリー
付近は大変混雑しています。また、駅構内に設置されているギャ
ラリーの利用者や特急列車の利用者などから、駅前駐車場の整
備を求める意見が多く寄せられており、これまでも議会のなかで、
その必要性について議論してきました。
　村では、平成20年から駅前の交通量調査や駐車場候補地の
選定など具体的な検討を進めてきましたが、このたび、駅西口
のバス停跡地を活用して車両１０台分の時間貸駐車場を整備しま
した。
　今後は、東口への駐車場整備に向けて、引き続き、行政には
たらきかけていきます。
　（駐車料金の概要は以下のとおり）
 ★30分以内・・・無料
 ★30分を超え60分以内・・・100円
 　（以降 30分毎に50円加算）
 ★１日最大 1000円

　日頃のご支援に感謝申し上げます。
　２月より新しい任期、新たな４年間の活動が
スタートしました。
　東日本大震災のときに、私たちが改めて感じ
させられた「つながり」
　この「つながり」が深められるようなまちづくりの実
現に向けて、住民の皆さまと一緒に議論しながら、
一歩ずつ着実に取り組んでまいります。
　引き続き、ご支援ご協力をお願いします。

越智辰哉

日時 ：平成 2４年４月15日（日）10:30 ～
場所 ：中丸コミュニティセンター

どなたでも自由に
参加できますので
どうぞお越し下さい。

「越智たつや」村政報告会のご案内

▲勝田マラソン給水ボランティア
　県信東海支店前にて（1/29）

▲あの日を忘れない「絆プロジェクト」
　　　　　　　　　　　　　（3/11）

▲住吉神社での節分祭（2/3） ▲「コリア・レポート」編集長
　辺真一氏の講演を聴講
　　　　　　　　（2/24）

　大震災からちょうど１年が経過した３月11日。
　私たちが経験したことを後世へ語り継ぎ、減災のまちづく
りを進めながら、人と人との結び付きを再認識する復興祈
念イベントが「絆」多目的ホール他の会場で開催されました。
　私は、イベントの一環として行われた「減災アドバイ
ザー」菊池顕太郎さんの講演を聴講しましたが、便利な防
災グッズの紹介や災害時に役立つ豆知識など、大変有意
義な内容でした。講演終了後、さっそく我が家の備蓄品を再
度点検し、必要なものを追加で購入しました。
　「備えあれば憂いなし」 N E W S
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　平成24年3月定例会を、3月
1日から3月22日までの会期で
開きました。
　今議会では、予算特別委員
会を設置し、平成24年度予算
案を集中審議しました。なお、予
算案を含め35件の議案につい
ては、審議の結果、すべて原案
のとおり可決しました。

　今議会において、平成24年4月から
の国民健康保険税および介護保険料の
値上げに関する条例案および予算案が
示されました。
　震災からの復旧・復興と同じ時期に
住民負担を強いることは大変遺憾です
が、国保事業の安定的な維持運営や公
平性の観点から、さらには、少子高齢化
社会における介護保険の実情を鑑み、
今回の値上げはやむを得ないと判断し
ました。

▲新校舎建設に向け旧校舎の解体工事が進む照沼小学校

保険料金の改定を了承

平成24年度新規
事業

平成24年度新規
事業

◆国民健康保険税
　１人あたり保険税年額の平均
　　60,159円 → 約76,000円
 ※平成22年度の実績で算出
 ※県内自治体平均は90,335円

◆介護保険料
　基準額※の月額保険料
　　　　￥4,190 → ￥4,960
　　　　　　　※所得段階が第4段階

　平成24年度一般会計の予算規模は、168億円
であり、前年度より約16億円（8.8％）減額した規模
の当初予算が編成されました。
　長引く景気低迷により村税収入が減少するな
か、これまで実施してきた事業規模の維持継続で
は予算が組めない状況でした。そこで、「歳入に見
合った歳出」という考えのもと、事業の中止・先送り
等の一部見直しを行い予算規模の縮小を図ったこ
とは評価できます。
　しかしながら、区画整理や道路整備など土木関
係が中心の予算削減であり、バランスを欠いている
と同時に、同様の手法では平成25年度以降の予
算編成は困難だと考えます。
　今後は、政策的な優先順位を明確にしつつ、健全
な行政運営に向けた積極的な事業の見直しを提言
していきます。

予算審議を振り返って

基幹避難所整備事業（3,658万円）

これに注目！

コミセン等の避難所の防災
機能を強化する。
①備蓄倉庫を設置して非常
用発電機等の必要物資を保
管する。
②井戸を掘削し屋外トイレに
接続する。

一部損壊住宅修繕助成事業（1億円）
震災により損壊した住宅の
修繕経費の一部を助成し、
生活再建を支援する。
（上限30,000円）
※平成25年3月末まで受付

防災無線放送設備管理事業（2,347万円）
①被害情報の収集や災害対
策本部からの指示伝達のた
め、避難所等の主要施設にデ
ジタル無線を整備する。
②屋外無線の放送設備の
バッテリーを大容量化する。
（24時間→48時間）

ファーマーズマーケット出荷推進事業（910万円）
直売所の出荷者増加を図る
ため、販売収入額の13%（JA
委託料相当）を出荷者に補助
すると共に、農産物の栽培履
歴を義務付ける。

小中学校教室扇風機設置工事（4,680万円）
夏季の暑さ対策として、小
中学校の各教室（原則として
４台）に壁掛け扇風機を設置
する。
※小学校：547台
　中学校：173台

教育施設等の耐震化は？ 大震災から１年が経過しましたが、３月
定例会において被災した教育施設等の耐震
補強工事や建替えの計画が示されましたの
で、その概要をお伝えします。

【須和間幼稚園】
耐震補強のため、南台保育所跡
地にてプレハブ園舎で保育中。
平成24年度中に再開予定。

【宿幼稚園・村松保育所】
プレハブ園舎にて保育中。
双方を一体化した施設として
新たな施設整備を実施する。
平成26年度供用開始予定。

【舟石川保育所】
　耐震補強のため、百塚保育所
にて合同での保育を実施中。
平成24年秋頃再開予定。

【東海中学校】
震災により分散授業を行って
いたが、現在はプレハブ校舎に
て授業を実施中。また、隣接地
を村で買収し、グラウンドの拡
張工事を実施中。
新校舎は平成25年度から建設
工事に着手し、平成26年度に
完成予定。

◆ 幼稚園・保育所

【中丸小学校】
旧耐震基準の建物であり、耐震
診断の結果、震災以前から建替
えを計画していた。
平成25年度から建設工事に着
手し、26年度に完成予定。

◆ 小・中学校

Point!
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現に向けて、住民の皆さまと一緒に議論しながら、
一歩ずつ着実に取り組んでまいります。
　引き続き、ご支援ご協力をお願いします。

越智辰哉

日時 ：平成 2４年４月15日（日）10:30 ～
場所 ：中丸コミュニティセンター

どなたでも自由に
参加できますので
どうぞお越し下さい。

「越智たつや」村政報告会のご案内

▲勝田マラソン給水ボランティア
　県信東海支店前にて（1/29）

▲あの日を忘れない「絆プロジェクト」
　　　　　　　　　　　　　（3/11）

▲住吉神社での節分祭（2/3） ▲「コリア・レポート」編集長
　辺真一氏の講演を聴講
　　　　　　　　（2/24）

　大震災からちょうど１年が経過した３月11日。
　私たちが経験したことを後世へ語り継ぎ、減災のまちづく
りを進めながら、人と人との結び付きを再認識する復興祈
念イベントが「絆」多目的ホール他の会場で開催されました。
　私は、イベントの一環として行われた「減災アドバイ
ザー」菊池顕太郎さんの講演を聴講しましたが、便利な防
災グッズの紹介や災害時に役立つ豆知識など、大変有意
義な内容でした。講演終了後、さっそく我が家の備蓄品を再
度点検し、必要なものを追加で購入しました。
　「備えあれば憂いなし」 N E W S
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