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　日頃のご支援に感謝申し上げます。
　さて、昨年暮れから急速なスピードで世界経済が悪化し続け
ており、企業の業績不振や非正規労働者の雇用問題など、連日
のように暗いニュースが飛び交う中、平成２１年度がスタートし
ました。
　わたしたちの暮らしを取り巻く環境は日増しに深刻化してお
り、改めて、政治・行政の迅速かつ的確な対応が必要とされてい
ます。
　「越智たつや」は皆さまの声に耳を傾け、平成２１年度もしっか
りと村政へと意見反映してまいりますので、ご支援・ご協力をお
願い申し上げます。

N E W S ～　東海村の身近なニュースをお伝えします　～

～ リレーで綴る村民の声 ～

東海中および中丸小の施設整備計画を見直し

～　「越智たつや」の活動内容をご紹介します　～T O P I C S

（１月）
　・日立総合病院 産科医問題 勉強会
　・東海村 出初式
　・東海村 新春マラソン大会
　・民主党第4区幹事会
　◆「越智たつや」地域後援会発足式
　・現場視察（ゴルフ練習場の造成工事）
　・原子力を推進する議員有志の会 総会
　・部原地区 地権者意見交換会

（２月）
　・住吉神社 節分祭
　・日立グループ議員団会議
　・おおはた衆議後援会総会＆レセプション
　・頑張れ！高野まもる　民主党演説会
　・民主党茨城県連　定期大会
　・第５次総合計画審議会　傍聴
　・公開講座「原子力施設と地域社会」
　・とうかい環境フェスタ
　・民主党自治体議員研修会
　・町村議員自治研究会
　◆ 久慈川沿い農免道路への植栽

（３月）
　・須和間地区　村政報告会
　・3月定例会（3/2～3/2５）
　・第５次総合計画審議会　傍聴
　・卒業式（東海南中、中丸小）
　・東海スマートIC開通式典

編集後記

　娘が３歳の誕生日を迎えた。
　つい最近まで、単語を並べるだけの
話し言葉は、今ではすっかり文章とし
て表現できるまでに成長した。そんな
娘の口癖は「何で？」「どうして？」
　好奇心・探究心が芽生えてくる時期
であり、見えるもの、聞こえるもの、す
べてに疑問を抱くのだとか。終わりの
無い娘の「無理問答」に困り果てる
日々。
　ところで、越智議員の活動も２年目
に入った。当選直後に感じていたであ
ろう行政運営に対する
　「何で？」「どうして？」
　子供のような、素朴で新鮮な目線を
いつまでも大切にしてもらいたい。

〈N.〉

「越智たつや」地域後援会発足式＆村政報告会（1/18）
　議員活動2年目のスタートに
あたり、日常活動を支援するた
めの地域後援会が発足し、60
名の会員が参加のもと後援会
発足式および村政報告会を開
催しました。
　今後は、地域後援会と一体と
なって地域の課題解決に取組ん
でまいります。
　なお、役員として以下の方々
が選出されました。
◆会　長　山本広衛（緑ヶ丘）
◆副会長　沼田英明（南台）
◆事務局長　樽井久明（須和間）

久慈川沿い農免道路への植栽（2/28）
　春の訪れを感じさせる陽気の
もと、６０名の方と共に久慈川
右岸の堤防に沿った道路の植
樹帯にヒガンバナやレンギョウ・
ユキヤナギを植栽しました。
　殺風景な土手斜面に見事な
花が咲く頃、現地を散策に訪れ
るのが楽しみです。
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▲ 常磐道・東海スマートICの開通式典

　平成20年6月の「地震防災対策特別措置法」の
一部改正により、国から地方自治体に対して、耐震
化のための期間を短縮する要請が行われました。
これを受け、村では従来の施設整備計画を見直し、
学校施設の耐震化を前倒しで取り組むことになり
ました。
　耐震診断や耐力度調査により危険度が高いと判
断された学校施設のうち、白方小学校はH21年10
月完成に向けた建設工事が進められています。ま
た、照沼小学校についてもH24年度完成に向けた
基本設計がスタートします。
　その後は、順次、東海中学校および中丸小学校の
「改築」を予定していましたが、上述の国の動向や耐
震化技術の向上などにより、東海中学校は「耐震補
強工事」をもって耐震化を図る運びとなりました。
　「児童・生徒の安全性確保が最優先事項である」
と判断した今回の整備計画の見直しは、適切な内
容であると評価します。一方で、耐震化の前倒しに
よって複数の事業が並行して進められるため、関係
各課の人員拡充を視野に入れた対応が、今後求め
られます。▲ 耐震補強される東海中学校（写真上）と

　　　　　　　　　　　改築される中丸小学校（写真下）

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E
　私と同年代の真空管アン
プに灯りを燈し、暖まるまで
目覚めのコーヒーをゆっくり
飲む。これが休日の始まりで
ある。
　最近は作曲家晩年のクラ
シック作品に惹かれており、
そこには時代を越えて共感を
得る普遍的なものと、時代
の壁を乗り越えようとする新
しい息吹が感じられる。
　村政においても、先達の
築いた良き伝統を継承しつ
つ、変革に遅れることなく新
しい時代を創る動きが求め
られていると思われる。

　東海村の未来を、より一層明るくして頂けるよう、越智議員の若さ
と行動力に期待している。

杉本 行男さん（白方中央在住）

見直し前

東海中学校 改築
 （H25年度）

改築
 （H27年度）

耐震補強
 （H22年度）

改築
 （H26年度）

中丸小学校

見直し後

地域後援会へ加入希望の方はこちらまで
　　　日立製作所労働組合　日立支部内　TEL 0294（22）3004

※計画が前倒しになりました！



 
closeUP!  3月定例会

一般会計予算184億円強（4.2億円増）を可決3月定例会
議案審議

これまでの政策提言や新規事業をチェック平成21年度
予 算 審 議

　3月定例会が、3月2日～ 25日までの会期で開催
されました。今議会では、承認1件（定額給付金事業
等に関する平成20年度一般会計補正予算について
の専決処分）、議案39件（平成21年度一般会計予算
ほか）が議案として上程され、十分な審議の結果、す
べて原案のとおり可決されました。主な条例改正の
内容は次のとおり。

▼阿漕ヶ浦公園の管理の指定管理者制度の導入
　行財政改革の一環として、これまで、村が管理し
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　平成21年度の一般会計および特別会計の予算
案について、3日間に渡り集中審議を行いました。
一般会計の予算規模は、新規事業を含む4.2億円
増の184億2800万円であり、H20年度に引き続
き、大規模な予算案が編成されました。
　越智議員は、審議の中で、これまで一般質問で取
り上げてきた項目が今回の予算案にどのように反
映されたか、また新規事業の内容などを中心に
400頁に及ぶ予算書をチェックしました。
　さらに、茨城県で実施している「森林湖沼環境税
に関する補助金の有効活用」や「産後の母乳マッ
サージの費用助成」など、新たな行政サービスの検
討を行政側に要望しました。

　後期高齢者医療制度にお
いて、低所得者に対する保険
料の軽減措置に加え、村独自
の軽減措置を実施する。
　法定の段階的軽減割合の
該当者には均等割をさらに５
割軽減、その対象外の者には
一律15,000円を助成する。
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ていた公園の管理運営を村内事業者である「環境
保全事業株式会社」へ行わせるため、指定管理者と
して指定する。期間は平成21年４月1日から3年間。

▼平成20年度一般会計補正予算（第7号）
　国が実施する「定額給付金」「子育て応援特別手
当」の財源として、6億円弱を歳入歳出の予算総額
に増額する。
・定額給付金の総額・・・約5.6億円
・子育て応援特別手当の総額・・・約2400万円

▲ 一般会計予算（歳入）の内訳

▲ 平成21年度予算　総括表　（単位：千円）

▲ 一般会計予算（歳出）の性質別内訳の推移

会　計　名
一　般　会　計

小　　　計
合　　　計

国民健康保険事業会計
老人保健事業会計
後期高齢者医療会計
  保険事業勘定
  介護サービス勘定
東海駅西土地区画整理事業会計
東海駅東土地区画整理事業会計
東海駅西第二土地区画整理事業会計
東海中央土地区画整理事業会計
公共下水道事業会計
水　道　事　業　会　計
病　院　事　業　会　計

18,428,000
2,579,296

5,100
231,095
1,858,957

4,711
101,178
83,271
202,158
794,598
1,771,410
1,037,400
1,383,288
2,420,688
28,480,462

2.3%
△1.5%
△97.4%
△8.0%
12.7%
5.4%
8.9%

△24.3%
△25.7%
△1.2%
15.7%
3.5%
1.4%
2.3%
2.1%

予算額 前年比

特　

別　

会　

計

介護保険
事業会計

後期高齢者保険料助成（3150万円）

　子育て支援の一環として、
村独自で実施している子供
の医療費無料化の対象枠に
ついて、平成20年度より小
学校卒業まで拡大したが、さ
らに中学校卒業まで拡大す
る。

医療費無料化を中学卒業まで拡大（1730万円）

　市町村でのパスポート発
給に関わる事務の取扱いが
可能となったため、役場住民
課窓口にて①関係書類の準
備②パスポート申請③パス
ポート受取などの諸手続きを
行う。
　※１０月１日より事業開始

パスポート発行（195万円）

　老朽化して未使
用となっている
プールを解体し、
この場所に体育館
を新築するための
実施設計を開始す
る。H22年度に新
体育館完成予定。

中丸小学校のプール解体＆体育館改築（2940万円）

　築45年が経過し
た校舎の新築に向け
た事業を開始する。
H21年度は発掘調
査、基本設計、および
用地購入の費用を予
算計上。H24年12月
に新校舎完成予定。

照沼小学校建設事業（1億160万円）

　バリアフリーの視
点から使い勝手の悪
かったトイレおよびス
ロープを改修し、住民
の利便性の向上を図
る。合わせて、老朽化
したホールの調光装
置一式を改修する。

文化センター改修工事（1億５250万円）

　CO2の削減、室内の温度上
昇の抑制、環境意識の向上を
図るため、朝顔等のグリーン
カーテンを中丸小学校にて
実施する。H22年度以降は、
各コミセンおよび小学校にて
実施予定。

グリーンカーテン事業（138万円）

　築51年を経過した
中央公民館の建替え
に向けて、村民の生涯
学習活動の拠点として
利用しやすい施設整
備のあり方を検討する
委員会を立ち上げる。

生涯学習センター（仮称）
建設計画検討委員会運営（68万円）

～ H21年度の主な新規事業の概要 ～

　越智たつや後援
会は、民主党第４区
（東海村、ひたちなか
市他）の総支部長と
してご活躍中の「高
野まもる」氏の活動
を応援しています。
　皆さまのご理解・
ご協力をよろしくお
願いします。

～ ～
　　■出身地　常陸大宮市（旧美和村）
　　■生　年　S34年生まれ（49歳）
　　■経　歴　・民主党第4区 総支部長
　　　　　　　・三浦杉 吉田八幡神社神主

「高野まもる」を応援しています


