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～　東海村行政の身近なニュースをお伝えします　～

待機児童の解消に向け百塚保育所を増築

～　「越智たつや」の活動内容の一部を紹介します　～

編集後記

　昨年暮れの解散総選挙、直近の民
意により政権がまたしても交代した。
　今回の衆院選は、民主党に対する
失望か、自民党に寄せる期待か、ある
いは第三極の乱立なのか、有権者一人
ひとりが誰に投票するのか、どの政党
に投票すれば良いのか、迷ったようで
あるが、投票率はわずか５９％に留
まった。いずれにせよ、政治そのもの
に対する不信感を募らせた政治家た
ちの責任は重い。
　私たちの暮らしは、少子高齢化や
景気対策、外交やエネルギー問題に
加え、震災復興や防災対策など、取り
巻く課題は山積しており待ったなしの
状況である。
　失言やスキャンダルなど泥仕合に
奔走する政治は、国民生活にとって
「蛇足」である。責任を持って決断
し、前へ前へと進める新たな政治に
期待する。

＜O.＞

ー 4ー ー 1ー

第 20号

発行人：越智たつや後援会
日立市相賀町１７－３
（日立製作所労働組合 日立支部内）
ＴＥＬ　０２９４（２６）０１８３
ＦＡＸ　０２９４（２６）０１８６

平成25年1月発行

　保育所に入所申請をしても、定員を超過して
いるため子どもを保育所に預けることができな
い、いわゆる「待機児童」が全国的な社会問題と
なっています。
　東海村では、過去8年にわたり待機児童ゼロ
という状態が続いていましたが、平成24年度に
入り状況が一変し、12月上旬で約50名の待機
児童を抱える状況となっています。そこで、緊急
措置として百塚保育所を増築し、30名程度の定
員増を図る補正予算を今議会において可決しま
した。
　なお、増築工事は平成25年3月頃から着手
し、同年8月頃の供用開始を予定しています。

　昨今の経済情勢や女性の社会進出等により、共働き世帯が増加するなか、待機児童対策は喫緊の課題であ
り、今回の増築工事を含め、待機児童の解消に向けた継続的な施策の実施をはたらきかけていきます。

　新年を健やかにお迎えのことと存じます。

　昨年は皆さまのご支援のおかげで、より充実した

活動を展開することができました。

　本年も、皆さまの声にしっかりと耳を傾けて、直面

する諸課題に取り組んでまいりますので、ご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　皆さまにとって本年が、希望に満ちた素晴らしい

１年になりますことを、心よりご祈念申し上げます。

越智辰哉越智辰哉

N E W S

T O P I C S

▲10月21日
　原燃工 隣接地区親睦ソフトボール大会
　須和間自治会の選手として参加

▲10月4日
　会派「新和とうかい」メンバと共に
　中部電力浜岡原子力発電所および
　立地する御前崎市役所を視察

▲11月17日
　中丸地区社協
　「これからの地域福祉活動を考える会」
　のグループ討議に一般参加

年賀状の送付は、公職選挙法により規制されております。
本議会だよりにて、新年の挨拶とさせて頂きますのでご了承ください。

活動速報はホームページに掲載しています　http://www.garan.co.jp/ochi

　議会に設置している「原子力
問題調査特別委員会」では、東
海第二原発をめぐる住民請願
を審議しています。
　審議の過程において、住民の
皆さんの意見を私たち議員が
直接伺う「住民意見聴取会」を
10月に２回開催しました。

　聴取会では、原子力発電を必要とする立場、あるいは否
定的な立場、双方の立場から質の高い貴重な意見を伺う
ことができました。併せて、ホームページでも意見を募集
し、村内外から多くのご意見を寄せて頂きました。
　今後は、これらの意見を参考に請願の採決に向けた
議論を進めていきますが、これまで寄せられたご意見
は、下記の議会ホームページに掲載してありますので、
ご覧ください。

http://www.vill.tokai-gikai.jp 



条例改正案
水道料金改定など
条例改正案を可決

平成25年度より水道料金改定 外国語講師を直接雇用へ

ー 2ー ー 3ーー 3ー

　平成2４年12月定例会
を12月3日から18日までの
会期で開きました。
　今回は、水道料金改定
や補正予算など提出され
た23件の議案を慎重に審
議し、すべて原案のとおり
可決しました。

　村では現在、外宿浄水場の耐震補強や主要設備

の更新工事を実施しており、さらに今後、既設管路

の耐震化を計画的に進めていく予定です。こうした

事業計画に対し、現在の料金体系では事業維持が

困難な状況であり、平成25年4月から水道料金を約

10%値上げする条例案を可決しました。

　住民負担が生じるものの、将来にわたり安心で

安定した水の供給を維持継続するためには、今回

の料金改定はやむを得ないと判断しました。

　村教育委員会では、小中学校の英語の授業にお

いて外国語講師をALT(外国語指導助手)として民

間業者との委託契約で派遣しています。しかし、労

働派遣法の問題もあり、教師とALTとがコミュニ

ケーションを密にすることができなかったため、平成

25年度から中学校2名の外国語講師について、村

との直接雇用とするための条例案を可決しました。

　これにより、英語の授業スタイルが変化し、学習

指導の充実が図られると考えます。

震災により使用不可となった合同庁舎を解体した
跡地に、ボランティア活動センター「えがお」等の
プレハブ事務所を建設予定であり、予定地の地盤調
査を実施するものです。

◆(仮称)村民活動センター地質調査 （120万円）

震災により被災した個人所
有の宅地復旧に係わる工事
費の1/2を補助（上限300万
円）するものです。今議会で
は、平成24年度分の補助を
予算計上しています。

◆大震災被災住宅地
　復興補助 （1,000万円）

12
月
定
例
会

一般会計補正予算

こんなことに使われます
。

※申し込み開始：平成25年2月1日予定

問い合わせ
役場 都市政策課　TEL 029-287-0840

一
般
質
問

会議録詳細は東海村議会ホームページでご覧ください。　http://www.vill.tokai-gikai.jp

村の人口推移の変化をどう認識しているか？越智議員の
一  般  質  問

Q.　平成24年度に入り、転入者数が減少し
ており、また人口の増加も急激にブレーキが
掛かっていると感じる。こうした人口推移の変
化を、執行部はどのように認識しているのか？
　今の状況では、第5次総合計画を策定した
ときに想定した推計人口を下回る状況だと考
えるが、推計人口の差異は村の計画や施策に
どのように影響するのか？

Q.　ここ数年は転入者の多くが子育て世代
であり、出生者数が横ばいであったからこそ、
人口増が継続した。しかし、今年度に入ってか
ら転入者数が減少しており、今後は出生者数
も減少することが想定される。よって、今まで
の村全体の人口増の傾向が大きく変わってく
ると予想している。
　現時点における人口動態の変化から、少し
先を予測して、施策を検討すべきではないか？

A.  ご指摘のとおりである。今後は、若い人のブログや
情報をどのように判断して政策に反映していくのか、と
いうことが大事である。第５次総合計画の後期計画を
立てていくなかで、人口の変化を詳しく分析して政策に
反映していく。

　また、人口は総合計画の根幹をなすものであり、あらゆ
る計画が影響を受ける。ハード面では、上下水道、都市計
画、学校建設の規模など、ソフト面では水道料金や国民健
康保健税等の算出根拠として、全てに影響が出る。
　各自治体ではより多目に予測しているようだが、東海村
では日本の右肩下がりの経済や人口減少を想定し、現実
的な幅を持った予測をしている。

A.  10月1日時点における村の人口は38,372人（外国
人含む）となっており、第５次総合計画の低位推計にはす
でに近い数値となっている。また、人口の変化について
は、右肩上がりの線が下がってきているが、現状では「想
定内」と役場執行部としては考えている。
　東海村は別でも、日本全体は人口減少と少子化・高齢
化へ向かうことは明確であり、無駄を省いて身の丈にあっ
た村政運営が求められている。
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