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～　東海村行政の身近なニュースをお伝えします　～

台風26号襲来　村内でも想定外の被害発生

～　「越智たつや」の議員活動の一部を紹介します　～
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10月15日未明から16日午前中にかけて、台風26号が東日
本を通過し、伊豆大島で大規模な土砂災害の被害に見舞われ
ましたが、東海村においても大きな被害が発生しました。
川根地区を流れる新川の堤防が、上流からの雨水を含む土
砂により決壊し、田んぼに流入する被害が発生。幸いにも米の
収穫を終えていたため、作物への影響はありませんでした。
担当課では、今回決壊した新川の堤防は、東日本大震災とそ
の後の余震により損傷していた箇所が決壊したと考えてお
り、今後も局所的な大雨による同様の被害を防止するため、早
急な対策を検討しているとのことです。
また、須和間幼稚園では、園内のモミジが強風でなぎ倒され
る被害が発生。このモミジは、樹齢100年以上の巨木であり、
東海村の「ふるさと自然・文化」登録文化財に指定されていま
した。折からの強風により倒木したものの、当日は臨時休園の
ため、人的被害には至りませんでした。
昨今の自然災害は、想定を超える局所的な自然現象により
甚大な被害をもたらすことから、危険箇所の洗い出しやきめ
細かな住民周知のあり方について、再度見直す必要があると
考えています。

日頃のご支援に感謝申し上げます。
2020年夏季五輪の東京開催が決定し、大きな話題
となりましたが、茨城県ではその前年には国民体育大会
の開催も控えています。
こうした夢の舞台で、東海村出身の選手が活躍するこ
とを願いつつ、特に子どもたちのスポーツ振興を村全体
で推進するような環境整備に積極的に取り組みたいと考
えます。

越智辰哉

N E W S

T O P I C S

編集後記
　毎年欠かさず受診している人間ドッグ。今年は、夏からの運動不足と食生活の乱れのため結果に自信
が無かったが、「特段問題無いですね」という拍子抜けした、わずか１分の面談に終わった。
　原子力発電所は、定期検査の際に主要部品を交換しながら性能や品質を維持・向上することが可能
であるが、私たちの身体のパーツは交換不可であり、大事に使っていくしかない。
　私の規制委員会の言葉を鵜呑みにすることなく、自ら厳しい基準を定めて運転していこう。　 （な）

 

私は東海村生まれの東海村育ちで、４５年間ずっと東
海村の成長と共に歩んで来ました。
子どもの頃から野球が大好きで、今は「東海少年野球
倶楽部」と言う野球少年団のコーチをしながら子ども達
と一緒に小学校のグランドで野球を楽しんでいます。
もっと沢山の子ども達に野球の楽しさを感じてほしい
と思いますので、越智さんには新村長の山田さんと共に
子ども達が伸び伸びとプレイ出来る環境を整えていただ
けるよう期待しています。

（写真後列右側が筆者）

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E
 川勾利章さん（東海在住）

▲ 笠松グランドで秋風を感じながら

▲ 新川が決壊し田んぼに濁流が流入

▲ 強風でなぎ倒された須和間幼稚園のモミジ

10月3日（木）
「縁側につどう家"であい"を訪問」
　介護事業と地域交流サロンの役割を合わせ持つ福祉施
設「であい」が10月より豊白にオープン。さっそく様子を
見学してきました。
　当日は、体験入所の方が施設を利用しており、民家を
活用したデイサービスに満足している様子でした。今後
の地域福祉のモデルケースになることを期待しています。

10月６日（日）　
「東海村の未来を考えるまちづくりフォーラム」
　三島市でNPO活動に取り組む渡辺豊博氏の講演が大変
勉強になりました。

9月17日（火）「民主党街頭演説」
　衆議院選挙区が４区から５区に編入されたことを
受け、東海駅で初の民主党街頭演説を実施しました。
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している状
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民活動センターのプレハブが12月に完成予定であ
り、施設の管理運営を委託するための費用です。
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賛成少数で条例案を否決
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9月に施行された村長選挙にともない、
第３回定例会を9月30日から10月2２日ま
での会期で開きました。
本定例会では、平成24年度会計の決
算認定や平成25年度補正予算など30件
の議案を審議しました。慎重審議の結果、
コミセンの指定管理者導入に関する議案
については、賛成少数で否決しました。

議案否決の理由について

山田村長の任期がスタート
　９月に行われた村長選挙において初当選した山田修・新
村長が、議会開会日に所信表明を行い、今後４年間で取り
組む施策について述べました。施策の主な内容は以下のと
おりです。

１．無秩序な都市化を抑制するために、土地利用に関する
新たなルールづくりに取り組む

２．地域の福祉を支える担い手を育成・支援する施策に取り
組む

３．村内の経済を活性化するため、中小企業者への支援の
強化と観光振興に取り組む

４．自治会加入率アップに向けて、地域ポイント制度の導入
に向けた研究

５．TOKAI原子力サイエンスタウン構想の具現化

これらの事業に注目!平成25年度
補 正 予 算

●村民活動センター管理運営事業 （△212万円）

●小中学生各種大会参加補助金（△128万円）
　　　　　　　　　

校舎改築による耐震化を図るため、別館の
解体工事が終了し、9月から新校舎の建設工
事の予定でしたが、入札が２度に渡って不調
に終わっています。
そこで、工事価格等を再度精査し、３度目
の入札にかける予定ですが、当初計上した工
事が年度末に終了しない見込みであり、工事
費を減額するものです。

●中丸小学校の建設工事 （▼3億205万円）

　「指定管理者制度」とは、公共施設の管理運営を
民間事業会社を含む法人やその他の団体に委託す
ることができる制度であり、今回の議会において、平
成26年度から村内６つのコミュニティセンターの指
定管理者制度導入に向けた条例案が、役場執行部
から提案されました。
　しかしながら、この条例案は自治会連合会へ委託
することが前提となっており、そもそも何を目的とし
てコミセンの指定管理者制度を導入するのか、地域

住民を含めた合意形成が成されていない状況であ
り、この条例案の制定は時期尚早であると判断しま
した。
　また、東日本大震災を経験し、さらには自治基本
条例を制定したなかで、今後、地域自治を推進する
と共に住民と行政との協働のまちづくりを実行して
いくための組織（枠組み）とはどうあるべきか？とい
う視点で、改めて整理して議論することを求めて、
本条例案に反対しました。

補正予算を「修正可決」
フローレスタ須和間の不動産鑑定料を削除

今回、役場執行部から提案された補正予算のな
かに、フローレスタ須和間の未施工地約13haの不
動産鑑定委託料が計上されていました。
本件については、8月末に議会に対して、この用

地を村が買収し、メガソーラー事業を実施する旨の
説明がありました。しかし、各議員からこれまでの経
過等について問題点や課題等を数多く指摘したも
のの、その後、何の回答も無いまま、当初の行程表
に沿って、９月中旬に住民説明会を実施し、今議会
での不動産鑑定料の予算措置となっていました。
よって、執行部の説明責任を果たしておらず、こ
の事業についての予算執行は不適切であると判断
し、補正予算を修正して賛成多数で可決しました。

Point!

　　　　　　　　

▲ 分譲地の西側に拡がる約13haの未施工地
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