
わかば通信わかば通信
東海村議会議員 議会報告東海村議会議員 議会報告越智たつや越智たつや
日頃のご支援に感謝申し上げます。
「政権交代」を掛けた衆議院選挙に沸いた暑い
夏が終わり、まちの景色はすっかり秋めいてきまし
た。例年、この時期は「秋」を堪能する様々な
行事が目白押しですが、今年は新型インフルエン
ザの影響が懸念されています。
東海村でも、保育園や小中学校で学級閉鎖が
相次いでおり、今後の感染拡大が予想されていま
す。行政だけでなく、個人や家庭でも情報を収集
し、感染予防に努めましょう。

N E W S
～　東海村の身近なニュースをお伝えします　～

プレミアム付き（20%）商品券を発行

～　「越智たつや」の活動内容をご紹介します　～T O P I C S

編集後記

　2009 年も残り数ヶ月。
　選挙に奔走した暑い夏が終わり、
ふと気が付けば年の瀬が迫ってき
た。
　先日、書店で来年の手帳を購入
し、その勢いで年賀状のデザインを
考え始めた。と、そこへ娘がやって
きて「クリスマスにサンタさんにお
願いするものが決まったよ！」
　新年を迎える準備も必要なのだ
が、今年のうちにやるべきことは、
公私ともに山積みだ・・・。
　さて、まずは我が家のサンタさん
にクリスマスプレゼントの交渉だ。

＜N.＞
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平成21年11月発行

▲　菅直人氏を招いての民主党街頭演説会では
  　　　司会を務めた（ジャスコ東海店前）

空き店舗が目立つよう
になった原研通り

▲ プレミアム付き商品券の概要

（7月）
　・村政懇談会（中丸コミセン）
　・地域代表者会議
　・日立グループ議員団総会
　・特別委員会（自治基本条例）

（8月）
　・臨時議会
　・民主党「たかのまもる」支援活動
　・民主党「遠藤まこと」支援活動
　・特別委員会（自治基本条例）
　・須和間自治会区民祭
　・中丸地区わいわい祭り

（9月）
　・「村上たつや」支援活動
　・東海村敬老会
　・東海南中学校　体育祭
　・須和間幼稚園　運動会
　・特別委員会（自治基本条例）
　・9月定例会（9/28～10/20）
　・第5次総合計画審議会 傍聴

（１０月）
・個人での行政調査（小田原市）
・東海村総合体育大会
・新型インフルエンザ勉強会

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E

ご支援に感謝

10,000円×7,000セット

1,000円×5枚（共通※）

　500円×14枚（中小店舗限定）

20％

11月28日（土）～（売切次第終了）

発行数

種類

プレミアム率

発売期間

※売場面積1,000m2以上の店舗でも使用可

新しい政治の実現に向けて
頑張ります。

ご指導ご支援を
お願い致します。

民主党衆議院議員
高野  守

相澤  英俊 さん
　　　（南台団地在住）

昨今の経済不況の影響を受け、地域における
消費活動は低迷を続けています。こうした状況
から、県内各地の自治体では商工会議所が中心
となり、政府が実施した「定額給付金」の支給
と合わせて、プレミアム付きの商品券を発行す
る取り組みが進められています。
越智議員は去る６月定例会の一般質問におい

て、「役場職員の臨時給与の一部削減によって
捻出された財源1300万円を、地域活性化の事
業に活用すべきでないか」と村長に提言しました。
さらに、役場担当課および村の商工会に対し、
地域経済の活性化を図る施策の実現を要望して
きた結果、東海村においても、プレミアム付き
商品券を発行する運びとなりました。この商品
券は、村内の取扱店に使用が限定されますが、
購入金額以上（20％）の買い物ができる利用
価値の高い地域商品券です。
プレミアム付き商品券の発行は、あくまでも
今回限りですが、これをきっかけとして地域資源
をもう一度見つめ直し、地域が元気になる施策
の充実に取り組んでいきます。

　10年ほど前から始めたテ
ニス。知り合いの所属してい
るクラブに入れて頂き、毎週
のようにプレイしていた。
　最近では、その後始めた
ゴルフの影響もありコート
に立つ回数が減っているが、
村のテニスコートが確保で
きなくなったことも関係し
ている。
　村の関係するテニスの初
心者教室が種々開催され、
競技人口が増えるのは喜ば
しいことであるが、テニス
コートに限らず、教室の卒
業者数に見合った環境作り
も合わせて検討をお願いし
たい。

6月定例会では
地域活性化策を提言

▲

▲



 
closeUP!  9月定例会

少人数学級の試行に向けた条例案等を可決9月定例会
議案審議

税金の使われ方をチェックしました

東海村長選挙が9月13日に施行されたため、９月
定例会は、9月28日～10月20日までの会期で開催さ
れました。今議会では、条例改正2件（村費教職員
の採用等に関する条例の制定ほか）、平成21年度補
正予算11件、平成20年度決算12件が議案として上
程され、十分な審議の結果、全て原案のとおり可決
しました。主な内容は次のとおりです。

▼村費教職員の採用等に関する条例の制定
H22年度より村内3つの小学校において、1年生を
対象とした30人以下の少人数学級を実施する。この
ため、村独自で3名の教職員を採用し、当該小学校
へ配置する必要事項を定めた条例を制定する。
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　9月定例会では、平成20年度決算について一般会
計と特別会計とに分けて集中審議しました。決算は、
皆さんに納めていただいた税金や、国・県からの補助
金がどのように使われたかをまとめたものです。
　平成20年度の一般会計決算額は、歳入182億
3620万9千円、歳出176億4060万3千円でした。こ
の結果、実質収支（歳入額から歳出額を差し引き、翌
年度へ繰り越すべき額を除いたもの）で、10億8615
万円の黒字決算でした。
　また、財政状況についても、どの指標も良好な数
値を示しており、健全な財政構造が保たれているこ
とを確認しました。

▼平成２１年度一般会計補正予算
　予算総額の歳入歳出それぞれに576,033千円を
追加し、19,132,112千円とする。主な事業は次の
とおり。

 【新型インフルエンザ予防接種費用助成】
新型インフルエンザの感染防止のため、優先接
種者全員に対して、接種費用の個人負担（2回
分で6,150円）を村が全額助成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　（64,40０千円）
 【駅ギャラリー改修工事】
使用頻度の少なかった東海駅の１階ギャラリー
を、2階ギャラリーと同様に運営できるよう全面
改修し、施設の拡充を図る。　 （26,000千円）

平成20年度
決 算 審 議

ー 3ー

利便性の向上や地域の活
性化を目的に、常磐高速道
路の東海PAに直接乗り入れ
可能なスマートICを設置する
と共に、周辺道路を整備し
ました。（平成21年3月開通）

東海PAスマートIC関連道路整備事業
（4億3,419万円）

介護保険制度に関わる行
政職員や介護従事者など全
国から約2500人が参加し、
これからの介護サービスの
あり方と可能性について協
議しました。

介護保険推進全国サミット開催事業
（2,983万円）

家庭や学校給食などか
ら出た廃食用油を原料に
軽油代替燃料のバイオ
ディーゼル燃料（BDF）
を製造し、役場庁舎・清
掃センター・最終処分場
等の公用車の燃料に利
用します。
（平成20年度末の製造
実績は約900Ｌ）

バイオディーゼル燃料
利用推進事業（1,728万円）

　多様な農業者の育成と
地域農業の振興、安全・
安心な農産物の供給を行
うため、村とJAひたちな
かが連携して、野菜の直
売所を含めた農業総合施
設を整備しました。
　（平成21年6月より利用
開始）

農業情報発信館
施設建設補助事業（6,250万円）

子育て支援、および児童
が安心して医療を受けられる
環境の拡充のため、子ども
の医療費無料化の対象枠
を、これまでの未就学から小
学校卒業まで拡大しました。

医療費支給事業（3,063万円）

東海駅待合室設置事業（3,587万円）

東海駅の自由通路に冷暖
房設備と飲み物の自動販売
機を備え付けた待合室を設
置しました。村の刊行物や
観光案内などのパンフレット
も常備しており、利用者か
らは、「利便性が高く快適に
過ごせる空間」と好評です。

母子・父子家庭の自立を支援し、児童の健全
育成や生活の安定を図るため、母子・父子家庭
を対象に家賃の一部を助成するものです。
（平成20年度末の制度利用者は87人）

母子・父子家庭家賃助成制度（668万円）

東海駅西第二土地区画整
理事業の一環として、暫定
ではあるがJR東海駅西口か
ら国道6号線へ抜ける「東
海駅富士山線」が開通し、
直進が可能となりました。

東海駅富士山線築造工事（2,578万円）

◆ 平成20年度の主な実績

▲ 一般会計の歳入歳出決算額の推移

▲ 財政力指数の推移

▲ 一般会計の性質別歳出状況
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※売場面積1,000m2以上の店舗でも使用可

新しい政治の実現に向けて
頑張ります。

ご指導ご支援を
お願い致します。

民主党衆議院議員
高野  守

相澤  英俊 さん
　　　（南台団地在住）

昨今の経済不況の影響を受け、地域における
消費活動は低迷を続けています。こうした状況
から、県内各地の自治体では商工会議所が中心
となり、政府が実施した「定額給付金」の支給
と合わせて、プレミアム付きの商品券を発行す
る取り組みが進められています。
越智議員は去る６月定例会の一般質問におい

て、「役場職員の臨時給与の一部削減によって
捻出された財源1300万円を、地域活性化の事
業に活用すべきでないか」と村長に提言しました。
さらに、役場担当課および村の商工会に対し、
地域経済の活性化を図る施策の実現を要望して
きた結果、東海村においても、プレミアム付き
商品券を発行する運びとなりました。この商品
券は、村内の取扱店に使用が限定されますが、
購入金額以上（20％）の買い物ができる利用
価値の高い地域商品券です。
プレミアム付き商品券の発行は、あくまでも
今回限りですが、これをきっかけとして地域資源
をもう一度見つめ直し、地域が元気になる施策
の充実に取り組んでいきます。

　10年ほど前から始めたテ
ニス。知り合いの所属してい
るクラブに入れて頂き、毎週
のようにプレイしていた。
　最近では、その後始めた
ゴルフの影響もありコート
に立つ回数が減っているが、
村のテニスコートが確保で
きなくなったことも関係し
ている。
　村の関係するテニスの初
心者教室が種々開催され、
競技人口が増えるのは喜ば
しいことであるが、テニス
コートに限らず、教室の卒
業者数に見合った環境作り
も合わせて検討をお願いし
たい。

6月定例会では
地域活性化策を提言
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