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N E W S ～　東海村の身近なニュースをお伝えします　～

駅ギャラリーを改修しています

謹賀新年謹賀新年

～　「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

　本格的な冬到来かと思いきや、
朝の冷え込みはさほどでもなく、霜
が降りる日が例年よりも少ないと感
じる。
　これも、地球温暖化の影響か？連
日の陽気に、ホシイモ農家は頭を抱
えているのだとか。
　近頃、エレベーターやエスカレー
ターの利用を控えるように心掛けて
いる。CO2削減に少しでも貢献しよ
うとの思いからだ。しかし、妻曰く
「CO2」じゃなくて「脂肪」削減でしょ？
　25%とまでは言わないが、今年こ
そ「体重減」に取り組もう・・・。
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平成22年1月発行

（１０月）
　・東海村クリーン作戦
　・うるま市議会視察受入れ
　・須和間自治会 総会
　・特別委員会（原子力問題）
　・やったん祭
　・げんでんふれあいトークライブ

（１１月）
　・東海村文化祭
　・特別委員会（自治基本条例）
　・原子力安全フォーラム2009
　・民主党自治体議員フォーラム（新宿）
　・民主党茨城県連議員研修会
　・総務委員会
　・I～MOのまつり
　・「ささき忠男」県議＿県政報告会

（１２月）
　・１２月定例会（11/30～12/15）
　・行政調査＿原子力問題特別委員会

（もんじゅ、柏崎刈羽原発）
　・「郡司あきら」参議と語り励ます会
　・白方小学校 建設工事竣工式典
　・「はせがわ修平」県議＿県政報告会
　・原子力総合防災訓練

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E

深尾 美香さん
　　　（押延在住）

　東海駅コミュニティ施設内にある２階ギャラ
リーおよび１階多目的ルームは、平成５年12月
の供用開始から15年が経過し、設備の老朽化
や内装の汚れ等が目立つようになっていました。
また、文化関係団体などの利用者からも、施設
の設備充実や１階多目的ルームの有効活用につ
いて要望を受けていました。
　この施設は、東海村の文化芸術を振興するう
えで、村民が優れた作品に触れるとともに、自
らの作品を展示・発表する場であり、施設のさ
らなる充実が必要であると判断し、改修工事を
行うこととしました。
　今回の改修によって、より多くの個展・企画
展などが開催され、村民はもとより東海駅を利
用する多くの方々に来場していただき、本村の
文化芸術の振興に一層寄与する施設となること
を期待します。
　なお、改修工事のため平成22年3月まで施設
利用不可ですが、平成22年4月以降の利用予約
は受け付けています。

（問い合わせ）東海ステーションギャラリー
029（287）3680

　東海村に住み始めて3年が経ち
ました。
　引っ越しをする時、周りの人
から「東海村は子育てをするのに
良い所だよ。」と聞いていました。
　今では、子供の医療費無料化
が、中学卒業まで拡大するなど
子育て支援策が充実していて、
持病で通院を続ける子供がいる
我が家はとても助かっていて、
「良い所だよ」という言葉を実感
しています。
　ただ残念なのが、子供達が安
全に遊べる公園や広場が家の近
くに無いこと。徒歩で気軽に行
ける公園や広場をさらに充実し
て頂けたら嬉しいです。

　移転改築の是非を巡り、地
域住民を巻き込んで大きな議
論へと発展した白方小学校の
建設工事が、無事に竣工を迎
えました。
　新校舎は、学年単位で供用
できるオープンスペースを備
えた教室、広い中庭やランチ
ルームなど、幅広い教育活動
が可能な特色ある学校へと生
まれ変わりました。
　３学期から新校舎での学校
生活がスタートしますが、児
童・生徒はもちろんのこと、
地域住民からも親しまれる学
校となることを願っています。

　全国から県議・市町村議約500
名が集結し、新宿・京王プラザホ
テルにおいて開催された、自治体
議員フォーラムに参加しました。
　民主党幹部による講演が中心で
したが、特に、逢坂誠二・衆議（元
ニセコ町長3期）の「地域主権」につ
いての熱弁は、政権交代を実感す
ると共に、今後の議員活動にとて
も参考になる内容でした。

▲ 現在の１階多目的ルーム入り口

▲ 細野副幹事長と握手

▲ １階ギャラリーの完成イメージ図

　日頃のご支援に感謝申し上げます。

　「越智たつや」は皆さまのご支援のおかげで、１期
４年間の折り返しの年を迎えることができました。本
年は、東海村としても「地区自治会制度の導入」や「第
５次総合計画の策定」など、住民生活に大きく係る
施策を実行する節目の年です。
　本年も引き続き、皆さまの声を行政へ届けるため、
積極的に行動しますので、ご支援ご協力をお願いし
ます。

民主党自治体議員フォーラム（11/26）

白方小学校 建設工事竣工式典（12/12）



【再答弁】
現在、駅東交通広場と駅西駅前広場および周辺

において、既存スペースの利用、用地確保による駐
車場整備について、区画整理事業との整合性や、
JR東日本との調整、安全について県警との協議な
ど、関係機関と協議調整をしながら、整備手法の検
討を行っている。年度内を目途に駐車場の整備手法
の方向性を示していきたい。
議員が提案する駅東の保留
地を活用した駐車場の整備に
ついては、駅周辺で公共用地
を確保するための候補地のひ
とつとして検討していきたい。

 
closeUP!  12月定例会

公共施設維持整備のための新たな基金を設置12月定例会
議  案  審  議

幅広い行政課題について議論

12月定例会は、11月30日～12月15日までの会期
で開催しました。今議会では、議案16件（公共施設
維持整備基金の設置、管理および処分に関する条例
ほか）、同意2件（東海村教育委員会の任命）が議
案として上程され、全て原案のとおり可決しました。
可決した主な議案は次のとおりです。

▼公共施設維持整備基金の設置、管理
および処分に関する条例の制定

役場庁舎やコミセンなど公共施設の維持整備に必
要な財源を確保するため、新たな基金を設置し積み
立てを行う。（積立目標：15億円）
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　越智議員は12月8日に議会質問を行い、都市基盤整備
や学区自治会など幅広い行政課題について、役場執行部
と議論しました。主な質問内容と執行部答弁の抜粋は次の
とおりです。
　なお、「平原工業団地の未利用地の活用について」「放課
後子ども教室と学童クラブとの整合について」および「まち
の活性化について」の質問内容は省略しています。

▼平成２１年度一般会計補正予算
　一般会計予算の歳入歳出総額に3億6,086.1万円
を増額し、191億3,211.2万円とする。主な補正内
容は次のとおりです。
【歳入】
・法人村民税　2.2億円増（企業収益の増額）
・子育て応援特別手当交付金　4,680万円減
　　（国の施策の中止にともなう減額）
【歳出】
・チューリップ学童クラブの増改築の助成
　　　　　　　　　　　　　　949.8万円増
・真崎古墳群周辺の用地買収　3,816.2万円増
・公共施設維持整備基金積立　2億5,200万円増

越智議員の
議 会 質 問
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【建設水道部長の答弁】
提案の保留地は、年2
回程度、草刈除草を行っ
て管理をしながら、東海
駅ギャラリーの職員駐車
場として、一部使用して
いる。
なお、村として公益的
な目的があれば、この保
留地を買い上げることは
可能である。

◎４期目をスタートさせた村上村長へ

質問に入る前に、去る9月13日、見事4期目当選を果たされました村上村長、遅ればせながらの賛辞
となりますが、このたびはご当選、誠におめでとうございました。心よりお喜び申し上げます。
「村民が主役、村民が主人公」という考えのもと、生活者中心の村政を心掛けてこられた姿勢が評価
され、見事に激戦での選挙を勝ち抜き、４期目が既にスタートしております。ここで、先の選挙において、
村上村長を支援してくれたであろう、およそ１万人の方々ばかりを重んじるのではなく、その他多くの
方々も、同じ東海村民、村長のおっしゃる「主人公」であり「主役」でございます。
ですから、このような方々のこともきちんと目を配りながら村政運営を行うことが、ご自身のおっしゃ

られる「起承転結」の「結」、まさしく集大成となる4期目にふさわしい村政運営の姿だと、わたくしは考
えます。
このような姿勢で4期目の村政運営の舵取りをやって頂けるのであれば、私自身も少数会派に属し
ている身ではありますが、村上村政をしっかりとお支えてしていく所存でございます。
どうぞご理解を頂きますようお願いを申し上げ、質問に入ります。

◎  駅前の保留地を活用し
公営駐車場を整備すべき 　

駅東土地区画整理事業地内に、駅東口の近くに
683m2の保留地があるが、現在の利用方法および
管理は？また、この保留地を村が買い上げることは
可能か？

◎  『学区自治会」の組織の位置付けを
明確にすべき 　

H22年4月からスタートする「学区自治会制度」に
ついて、現状および今後の進め方は？

（再質問）
駅前駐車場の必要性が何度も議論されており、
村も駅周辺の駐車場確保の必要性を認識していた
が、用地買収が課題だった。そこで、H22年度に区
画整理事業が終結に向かうとのことなので、この保
留地を村で買収し、駐車場として整備してはどう
か？
この保留地は、駅から徒歩2分の距離であるこ

と、歩道が隣接しており安全であること、またエレ
ベータ側に繋がっていることなど、総合的に判断し
ても、現時点でベストの場所ではないか？

（再質問）
「地区自治会」の組織の位置付けが曖昧であり、
関係者や住民の受け止め方が異なっている。
「地区自治会」は「自治会活動」を行う組織なの
か？あるいは、村・行政に成り代わって地域における
「事業」行う組織なのか？　
村として、「地区自治会」の位置付け、定義をどの

ように考えているのか？

（再々質問）
その説明では良くわからない。
「地区自治会」は基本的には「自治会活動」を行う
組織だが、一部、行政に成り代わって地域で事業を
やって頂く組織である。つまり、「地区自治会」は二面
性をもつ組織・団体である、という解釈で良いか？

【総務部長の答弁】
H22年4月からの小
学校区を対象とした自
治会の設立を目指し、そ
れぞれに設立準備会を
立ち上げ、協議検討を
行っている。

なお、「学区自治会」という名称で説明してきた
が、事務所の設置場所となるコミセンの名称を使用
すべきとの結論に達し、「学区自治会」改め「地区自
治会」として統一し、活動していく。
まずはスタートさせて、活動を通しながら見直し
や調整を図る手法で進めていく。

【総務部長の再答弁】
自治会の活動はあくまでも住民の活動が中心で
ある。しかし、村では住民と協働のまちづくりを目指
しており、行政が行うもの、住民が行うもの、行政・
住民とが協働で行うものなどの役割分担が必要に
なってくる。また、地域が事業を選択できる、地域が
優先順位を決めて事業を展開することができるな
どの考え方も取り入れていく必要がある。今後、関
係機関・関係団体との間で協議していく。

【総務部長の再々答弁】
二面性があることは確かである。

会議録詳細は、東海村議会ホームページでご覧下さい。
http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/gikai/
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村として、「地区自治会」の位置付け、定義をどの

ように考えているのか？

（再々質問）
その説明では良くわからない。
「地区自治会」は基本的には「自治会活動」を行う
組織だが、一部、行政に成り代わって地域で事業を
やって頂く組織である。つまり、「地区自治会」は二面
性をもつ組織・団体である、という解釈で良いか？

【総務部長の答弁】
H22年4月からの小
学校区を対象とした自
治会の設立を目指し、そ
れぞれに設立準備会を
立ち上げ、協議検討を
行っている。

なお、「学区自治会」という名称で説明してきた
が、事務所の設置場所となるコミセンの名称を使用
すべきとの結論に達し、「学区自治会」改め「地区自
治会」として統一し、活動していく。
まずはスタートさせて、活動を通しながら見直し
や調整を図る手法で進めていく。

【総務部長の再答弁】
自治会の活動はあくまでも住民の活動が中心で
ある。しかし、村では住民と協働のまちづくりを目指
しており、行政が行うもの、住民が行うもの、行政・
住民とが協働で行うものなどの役割分担が必要に
なってくる。また、地域が事業を選択できる、地域が
優先順位を決めて事業を展開することができるな
どの考え方も取り入れていく必要がある。今後、関
係機関・関係団体との間で協議していく。

【総務部長の再々答弁】
二面性があることは確かである。

会議録詳細は、東海村議会ホームページでご覧下さい。
http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/gikai/
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N E W S ～　東海村の身近なニュースをお伝えします　～
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編集後記

　本格的な冬到来かと思いきや、
朝の冷え込みはさほどでもなく、霜
が降りる日が例年よりも少ないと感
じる。
　これも、地球温暖化の影響か？連
日の陽気に、ホシイモ農家は頭を抱
えているのだとか。
　近頃、エレベーターやエスカレー
ターの利用を控えるように心掛けて
いる。CO2削減に少しでも貢献しよ
うとの思いからだ。しかし、妻曰く
「CO2」じゃなくて「脂肪」削減でしょ？
　25%とまでは言わないが、今年こ
そ「体重減」に取り組もう・・・。

＜N.＞
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平成22年1月発行

（１０月）
　・東海村クリーン作戦
　・うるま市議会視察受入れ
　・須和間自治会 総会
　・特別委員会（原子力問題）
　・やったん祭
　・げんでんふれあいトークライブ

（１１月）
　・東海村文化祭
　・特別委員会（自治基本条例）
　・原子力安全フォーラム2009
　・民主党自治体議員フォーラム（新宿）
　・民主党茨城県連議員研修会
　・総務委員会
　・I～MOのまつり
　・「ささき忠男」県議＿県政報告会

（１２月）
　・１２月定例会（11/30～12/15）
　・行政調査＿原子力問題特別委員会

（もんじゅ、柏崎刈羽原発）
　・「郡司あきら」参議と語り励ます会
　・白方小学校 建設工事竣工式典
　・「はせがわ修平」県議＿県政報告会
　・原子力総合防災訓練

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E

深尾 美香さん
　　　（押延在住）

　東海駅コミュニティ施設内にある２階ギャラ
リーおよび１階多目的ルームは、平成５年12月
の供用開始から15年が経過し、設備の老朽化
や内装の汚れ等が目立つようになっていました。
また、文化関係団体などの利用者からも、施設
の設備充実や１階多目的ルームの有効活用につ
いて要望を受けていました。
　この施設は、東海村の文化芸術を振興するう
えで、村民が優れた作品に触れるとともに、自
らの作品を展示・発表する場であり、施設のさ
らなる充実が必要であると判断し、改修工事を
行うこととしました。
　今回の改修によって、より多くの個展・企画
展などが開催され、村民はもとより東海駅を利
用する多くの方々に来場していただき、本村の
文化芸術の振興に一層寄与する施設となること
を期待します。
　なお、改修工事のため平成22年3月まで施設
利用不可ですが、平成22年4月以降の利用予約
は受け付けています。

（問い合わせ）東海ステーションギャラリー
029（287）3680

　東海村に住み始めて3年が経ち
ました。
　引っ越しをする時、周りの人
から「東海村は子育てをするのに
良い所だよ。」と聞いていました。
　今では、子供の医療費無料化
が、中学卒業まで拡大するなど
子育て支援策が充実していて、
持病で通院を続ける子供がいる
我が家はとても助かっていて、
「良い所だよ」という言葉を実感
しています。
　ただ残念なのが、子供達が安
全に遊べる公園や広場が家の近
くに無いこと。徒歩で気軽に行
ける公園や広場をさらに充実し
て頂けたら嬉しいです。

　移転改築の是非を巡り、地
域住民を巻き込んで大きな議
論へと発展した白方小学校の
建設工事が、無事に竣工を迎
えました。
　新校舎は、学年単位で供用
できるオープンスペースを備
えた教室、広い中庭やランチ
ルームなど、幅広い教育活動
が可能な特色ある学校へと生
まれ変わりました。
　３学期から新校舎での学校
生活がスタートしますが、児
童・生徒はもちろんのこと、
地域住民からも親しまれる学
校となることを願っています。

　全国から県議・市町村議約500
名が集結し、新宿・京王プラザホ
テルにおいて開催された、自治体
議員フォーラムに参加しました。
　民主党幹部による講演が中心で
したが、特に、逢坂誠二・衆議（元
ニセコ町長3期）の「地域主権」につ
いての熱弁は、政権交代を実感す
ると共に、今後の議員活動にとて
も参考になる内容でした。

▲ 現在の１階多目的ルーム入り口

▲ 細野副幹事長と握手

▲ １階ギャラリーの完成イメージ図

　日頃のご支援に感謝申し上げます。

　「越智たつや」は皆さまのご支援のおかげで、１期
４年間の折り返しの年を迎えることができました。本
年は、東海村としても「地区自治会制度の導入」や「第
５次総合計画の策定」など、住民生活に大きく係る
施策を実行する節目の年です。
　本年も引き続き、皆さまの声を行政へ届けるため、
積極的に行動しますので、ご支援ご協力をお願いし
ます。

民主党自治体議員フォーラム（11/26）

白方小学校 建設工事竣工式典（12/12）


