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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　～

公共施設予約システムをご利用下さい

～　「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
　第22回参院選を控え、永田町で
は新党ブームが巻き起こった。顔ぶ
れやネーミングはともかく、理念や
ビジョンが明確でなければ、テレビ
の向こうにいる有権者には何も伝わ
らないであろう。
　一方、東海村議会においても、
越智議員も名を連ねる新しい会派
「新和とうかい」が５月に結成された。
　対話と協調を基本とする「新しい
和らぎのある村政を目指す」ことが、
この会派からのメッセージである。
　住民の声に真摯に耳を傾け、それ
を実現するため、これまで１人では
できなかった新たな活動を、「会派」
として取組むことを思案中だとか。
今後の活動に注目したい。

＜N.＞
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（4月）
　・東海駅頭報告会
　・東海さくらまつり
　・須和間自治会総会
　・民主党第４区総支部 総会
　・原子力事業所 事業計画説明
　・ひたちなか地区メーデー
　・民主党自治体議員政策懇談会
　・救急救命講習会

（5月）
　・民主党地方自治体議員フォーラム
　　　　　　　　全国研修会（都内）
　・口蹄疫被害の義捐金募金活動
　・久慈川水系連合水防訓練
　・東海村クリーン作戦

（6月）
　・６月定例会（6/1～6/15）
　・ふれあい福祉まつり
　・郡司彰参議、岡田克也外務大臣
　　　街頭演説会（水戸京成百貨店前）
　・村政懇談会
　　（中丸コミセン、村松コミセン）
　・落語で学ぶ成年後見制度講座
　・第22回参議院議員選挙(6/24～)

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E

佐藤 吉彦さん（南台団地）が
撮影した田園風景

　東海村は、茨城県を含む27の自治体で構成す
る公共施設予約システム整備運営協議会に加盟
し、「いばらき公共施設予約システム」が利用可
能となりました。
　このシステムは、パソコンや携帯電話からイン
ターネットを経由して、村内の体育館やテニスコー
トなど公共施設の空き状況の確認や、仮予約の
申込み受付けができるものです。
　住民サービスの向上を目的としたシステムです
ので、ぜひご利用下さい。なお、これまでと同様
に窓口や電話による予約も可能です。

▼予約システムの対象となる村内の公共施設

・東海村研究交流プラザ（多目的ホール、会議室）
・阿漕ヶ浦公園（野球場、ホッケー場）
・駅コミュニティ施設（ステーションギャラリー）
・中央公民館（研修室、講座室、和室、会議室）
・東海南中夜間照明グラウンド
・総合体育館（メイン/サブコート、格技場、弓道場）
・テニスコート
・河川敷グラウンド
・文化センター（ホール、会議室）

　南台団地に住み始め
た頃、周囲には青々と
した田んぼや畑の風景
が広がり、農家育ちの
私にとっては、ほっと
する光景でした。
　ところが、今は麦や
サツマイモ畑に様変わ
り、また雑草が生い茂
り耕作放棄地となって
いる田畑も散見される
ようになりました。
　農業従事者の高齢化や減反政策の影響など理由は色々あ
ると思われますが、これ以上、田園風景が減らないで欲し
いと願いながら、今日もカメラ片手に畦道や新川の岸辺を
散策しています。

　議員会の研修として、東海村
消防本部において、救急救命講
習会を実施しました。
　119番通報してから救急車
が到着するまでの間に、いかに
的確な応急措置をするか、とい
う内容で、心肺蘇生法やAED
の使用方法について実習し、修
了証を授与しました。
　指導いただいた救急救命士
のように、とはいきませんが、
いざという時に、勇気をもって
応急手当ができる予備知識を
習得することができました。

　宮崎県で口蹄疫の感染が
拡大していることを受け
て、県内の民主党所属の若
手議員で構成する青年局の
メンバと共に、JR水戸駅北
口にて被害農家への義捐金
を募る街頭活動を行いまし
た。
　ご協力いただいた募金総
額は計３万6,116円にのぼ
り、皆さんの関心の高さと善
意の気持ちを実感しました。

▲施設利用の流れのイメージ

　日頃のご支援に感謝申し上げます。
　国政における政治不信、宮崎県の口蹄疫被害、相撲界の不祥
事など暗いニュースが目立つなか、小惑星探査機「はやぶさ」の奇
跡の帰還、またサッカーＷ杯では日本代表が勝利するなど、私たち
に夢や希望の持てる明るい話題も増えてきました。
　「越智たつや」も、東海村の住民の皆さまに夢と希望が持てるま
ちづくりを目指し、暑さに負けずしっかりと活動してまいりますので、
ご支援・ご協力をお願いします。

議員会研修・救急救命講習会（4/26）

口蹄疫被害の義捐金募金活動（5/25）

議会報告議会報告議会報告

します ～
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closeUP! 6月定例会

東海病院の婦人科設置に関する条例を可決6月定例会
議  案  審  議

今後の公共交通機関のあり方などを議論

　６月定例会は、６月１日～１５日までの会期で開催し
ました。今議会では、専決処分など承認5件、東海病院
への婦人科の設置など条例関係4件、平成22年度
一般会計など補正予算3件、村道路線の認定などその
他5件が議案として上程され、すべて原案のとおり可
決しました。
　可決した主な議案は次のとおりです。

▼東海病院に婦人科を設置することに伴う
関係する条例の改正

　東海病院の診療科目に「婦人科」を加え、妊娠反応
検査料、および避妊処置料を追加するもの。
　新設する婦人科は９月から週１日開設され、非常勤
医師1名（交代制）が対応する予定。

【質問】幼稚園を含む校舎の耐震化を促進すべき

　東海中学校の耐震補強工事の予定はどう
か？夏休み期間できっちり工事が完了するよう
生徒たちの教育環境に配慮した工期の遵守を
求める。
　また、幼稚園の耐震診断の結果はどうか？耐
震化については、今年度から議論が始まる「幼
保一元化」の施設検討の結果を踏まえての対策
となるため、耐震化が先送りとなることを認識す
べきである。
　さらに、幼稚園のトイレの洋式化の現状はど
うか？今の子どもは生活の中で和式のトイレを
利用する機会が少なくなっており、戸惑いを覚
える子どもが増えているのではないか？

【質問】地域公共交通のあり方を見直すべき

　東海駅から茨城東病院方面へのバス路線が、
6月末をもって廃止されることが決定した。路線
廃止に至るまでの経過と村の考え方は？
　当面の地域公共交通の中心は、「デマンドタ
クシー」だと考えるが、システムの制約からタク
シーの台数をこれ以上増やせないと伺ってい
る。一方で、高齢化が急速に進むため、利用者も
増加することが想定される。
　よって、早急に何らかの対策を講ずるべく、今
後の地域公共交通のあり方を見直す必要があ
るのではないか？
　私は、現行の「デマンドタクシー」を基本に、デ
マンドの利用者の多い地区を結んで巡回バスを
走らせ、双方を併用するようなことができないか
と考える。利用者の棲み分けが上手くできれば、
現状の「デマンドタクシー」の事業コストと同等以
下で、より多くの住民が利用できる新しいシステ
ムが構築できると考えているが、見解はどうか？

【教育次長の答弁】
　東海中学校については、今年度に耐震補強工事を
予定していたが、実施設計業務における詳細な調査
の結果、耐震補強工事箇所の追加が必要であること
が判明した。よって、実施設計をH22年度に完成し、耐
震補強工事の着手を来年度以降にスケジュール変更
した。なお、実際の工事は授業に影響が出ないよう夏
休み期間の工期を遵守する。
　また、幼稚園については、H21年度に耐震診断を実
施した結果、６棟のうち２棟のみ基準値を満たしてい
ることが判明した。今後については、社会福祉課と一
緒に、「幼保一元化」に向けた検討と並行して耐震化
の方策についても、早急に検討していく。
　なお、幼稚園のトイレについては、現在５園の合計で
53基のうち、洋式27基、和式26基と洋式化率は51%
となっている。家庭では、洋式トイレが主流となってい
る昨今であるが、「和式・洋式いずれも使うことができ
るように」という教育的側面からの考え方もある。
　議員ご指摘のように、幼稚園においてもライフスタ
イルの変化に合わせた対応も必要かと思うので、今後
の施設整備の中で検討していく。

【理事・企画政策部長の答弁】
　茨城交通より、H21年3月に当該路線が不採算路線
であるとして4/末での路線廃止の申し入れがあった。
村としては、生活交通路線であることから、茨城交通
に対して路線存続を求め、また利用者の多い茨城東
病院や原子力研究開発機構に対して路線存続の協力
要請を行ってきたが、存続につながる提案が成され
ず、結果として6/末での廃止に至った。
　当面は、路線廃止の影響を見極めながら、現状の
「デマンドタクシー」を核として、さらに使いやすいもの
に充実させていくことを考えている。
　また、「デマンドタクシー」導入時にかなりの調査分
析を実施しており、「ドア・ツー・ドア」形式のニーズが
高かったことから、事業実施に踏み切った経緯がある。
よって、現状のシステムを中心に考えながら、同時に多
方面から検証を行い、今後の地域公共交通のあり方
を議論することが必要である。

　６月９日、越智議員が一般質問を行い、環境や福祉など幅広い
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。
※下記以外に「原子力災害時のラジオ放送の活用について」、
「J-PARC利用者の環境整備について」の質問を行いました。

【質問】エコキュートなどの高効率給湯器の設置
補助制度を導入し、さらなるCO2削減を
図るべき 

　これまでの、東海村の環境政策への取り組み
を評価するが、CO2削減に直接的に結びつい
ているか疑問である。
　CO2の排出が最も多いのは、業務用ビルや
一般家庭などの民生部門であり、さらに、一般
家庭におけるエネルギー消費の約４割が給湯
によるものである。
　よって、太陽光発電システムの設置補助と合
わせて、エコキュートなどの高効率給湯器の設
置補助制度を導入し、家庭におけるCO2排出を
効果的に削減してはどうか？
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【経済環境部長の答弁】
　これまでの取り組みの結果、CO2削減量として
は、2008年度実績で8.7％削減（2005年度比）を
達成している。今後は、国が提唱した25%削減とい
う大きな目標に向かって新たな削減計画を策定し
ていく予定である。
　一方、CO2削減効果の高い高効率給湯器が注
目されており、全国のエコキュート累計出荷台数は
H21年10月末で200万台を突破している。
　議員ご提案の高効率給湯器の補助制度の導入
については、県内では、つくば市、土浦市、常陸太
田市、常陸大宮市、神栖市、笠間市であり、徐々に
増えている状況である。
　この補助制度は、家庭におけるCO2削減の有効
な手段になると考えており、今後、関連技術の調査
を進め、補助対象などについてまとめたうえで、本
村の「温暖化対策地域推進計画」の改訂のなかで
検討を進めていく。

▼平成２2年度一般会計補正予算
　一般会計予算の歳入歳出総額に2億4,435.9万円
を減額し、171億4,064.1万円とする。主な補正内容
は次のとおりです。

【歳入】
・村債　　　　　　　　　　　　2億1,800万円減
【歳出】
・中丸小体育館建設工事費関係 　 2億9,060万円減
・東海病院の婦人科設置の出資金　　 803.4万円増
・東海中学校のベランダ撤去の設計委託料

270万円増
・防災行政無線の固定局操作盤の更新　2,773万円増

越智議員の
一 般 質 問
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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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ず、結果として6/末での廃止に至った。
　当面は、路線廃止の影響を見極めながら、現状の
「デマンドタクシー」を核として、さらに使いやすいもの
に充実させていくことを考えている。
　また、「デマンドタクシー」導入時にかなりの調査分
析を実施しており、「ドア・ツー・ドア」形式のニーズが
高かったことから、事業実施に踏み切った経緯がある。
よって、現状のシステムを中心に考えながら、同時に多
方面から検証を行い、今後の地域公共交通のあり方
を議論することが必要である。

　６月９日、越智議員が一般質問を行い、環境や福祉など幅広い
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。
※下記以外に「原子力災害時のラジオ放送の活用について」、
「J-PARC利用者の環境整備について」の質問を行いました。

【質問】エコキュートなどの高効率給湯器の設置
補助制度を導入し、さらなるCO2削減を
図るべき 

　これまでの、東海村の環境政策への取り組み
を評価するが、CO2削減に直接的に結びつい
ているか疑問である。
　CO2の排出が最も多いのは、業務用ビルや
一般家庭などの民生部門であり、さらに、一般
家庭におけるエネルギー消費の約４割が給湯
によるものである。
　よって、太陽光発電システムの設置補助と合
わせて、エコキュートなどの高効率給湯器の設
置補助制度を導入し、家庭におけるCO2排出を
効果的に削減してはどうか？
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【経済環境部長の答弁】
　これまでの取り組みの結果、CO2削減量として
は、2008年度実績で8.7％削減（2005年度比）を
達成している。今後は、国が提唱した25%削減とい
う大きな目標に向かって新たな削減計画を策定し
ていく予定である。
　一方、CO2削減効果の高い高効率給湯器が注
目されており、全国のエコキュート累計出荷台数は
H21年10月末で200万台を突破している。
　議員ご提案の高効率給湯器の補助制度の導入
については、県内では、つくば市、土浦市、常陸太
田市、常陸大宮市、神栖市、笠間市であり、徐々に
増えている状況である。
　この補助制度は、家庭におけるCO2削減の有効
な手段になると考えており、今後、関連技術の調査
を進め、補助対象などについてまとめたうえで、本
村の「温暖化対策地域推進計画」の改訂のなかで
検討を進めていく。

▼平成２2年度一般会計補正予算
　一般会計予算の歳入歳出総額に2億4,435.9万円
を減額し、171億4,064.1万円とする。主な補正内容
は次のとおりです。

【歳入】
・村債　　　　　　　　　　　　2億1,800万円減
【歳出】
・中丸小体育館建設工事費関係 　 2億9,060万円減
・東海病院の婦人科設置の出資金　　 803.4万円増
・東海中学校のベランダ撤去の設計委託料

270万円増
・防災行政無線の固定局操作盤の更新　2,773万円増

越智議員の
一 般 質 問
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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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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

N E W S ～　東海村の身近なニュースをお伝えします　～

公共施設予約システムをご利用下さい

～　「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
　第22回参院選を控え、永田町で
は新党ブームが巻き起こった。顔ぶ
れやネーミングはともかく、理念や
ビジョンが明確でなければ、テレビ
の向こうにいる有権者には何も伝わ
らないであろう。
　一方、東海村議会においても、
越智議員も名を連ねる新しい会派
「新和とうかい」が５月に結成された。
　対話と協調を基本とする「新しい
和らぎのある村政を目指す」ことが、
この会派からのメッセージである。
　住民の声に真摯に耳を傾け、それ
を実現するため、これまで１人では
できなかった新たな活動を、「会派」
として取組むことを思案中だとか。
今後の活動に注目したい。

＜N.＞
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（4月）
　・東海駅頭報告会
　・東海さくらまつり
　・須和間自治会総会
　・民主党第４区総支部 総会
　・原子力事業所 事業計画説明
　・ひたちなか地区メーデー
　・民主党自治体議員政策懇談会
　・救急救命講習会

（5月）
　・民主党地方自治体議員フォーラム
　　　　　　　　全国研修会（都内）
　・口蹄疫被害の義捐金募金活動
　・久慈川水系連合水防訓練
　・東海村クリーン作戦

（6月）
　・６月定例会（6/1～6/15）
　・ふれあい福祉まつり
　・郡司彰参議、岡田克也外務大臣
　　　街頭演説会（水戸京成百貨店前）
　・村政懇談会
　　（中丸コミセン、村松コミセン）
　・落語で学ぶ成年後見制度講座
　・第22回参議院議員選挙(6/24～)

～ リレーで綴る村民の声 ～V O I C  E

佐藤 吉彦さん（南台団地）が
撮影した田園風景

　東海村は、茨城県を含む27の自治体で構成す
る公共施設予約システム整備運営協議会に加盟
し、「いばらき公共施設予約システム」が利用可
能となりました。
　このシステムは、パソコンや携帯電話からイン
ターネットを経由して、村内の体育館やテニスコー
トなど公共施設の空き状況の確認や、仮予約の
申込み受付けができるものです。
　住民サービスの向上を目的としたシステムです
ので、ぜひご利用下さい。なお、これまでと同様
に窓口や電話による予約も可能です。

▼予約システムの対象となる村内の公共施設

・東海村研究交流プラザ（多目的ホール、会議室）
・阿漕ヶ浦公園（野球場、ホッケー場）
・駅コミュニティ施設（ステーションギャラリー）
・中央公民館（研修室、講座室、和室、会議室）
・東海南中夜間照明グラウンド
・総合体育館（メイン/サブコート、格技場、弓道場）
・テニスコート
・河川敷グラウンド
・文化センター（ホール、会議室）

　南台団地に住み始め
た頃、周囲には青々と
した田んぼや畑の風景
が広がり、農家育ちの
私にとっては、ほっと
する光景でした。
　ところが、今は麦や
サツマイモ畑に様変わ
り、また雑草が生い茂
り耕作放棄地となって
いる田畑も散見される
ようになりました。
　農業従事者の高齢化や減反政策の影響など理由は色々あ
ると思われますが、これ以上、田園風景が減らないで欲し
いと願いながら、今日もカメラ片手に畦道や新川の岸辺を
散策しています。

　議員会の研修として、東海村
消防本部において、救急救命講
習会を実施しました。
　119番通報してから救急車
が到着するまでの間に、いかに
的確な応急措置をするか、とい
う内容で、心肺蘇生法やAED
の使用方法について実習し、修
了証を授与しました。
　指導いただいた救急救命士
のように、とはいきませんが、
いざという時に、勇気をもって
応急手当ができる予備知識を
習得することができました。

　宮崎県で口蹄疫の感染が
拡大していることを受け
て、県内の民主党所属の若
手議員で構成する青年局の
メンバと共に、JR水戸駅北
口にて被害農家への義捐金
を募る街頭活動を行いまし
た。
　ご協力いただいた募金総
額は計３万6,116円にのぼ
り、皆さんの関心の高さと善
意の気持ちを実感しました。

▲施設利用の流れのイメージ

　日頃のご支援に感謝申し上げます。
　国政における政治不信、宮崎県の口蹄疫被害、相撲界の不祥
事など暗いニュースが目立つなか、小惑星探査機「はやぶさ」の奇
跡の帰還、またサッカーＷ杯では日本代表が勝利するなど、私たち
に夢や希望の持てる明るい話題も増えてきました。
　「越智たつや」も、東海村の住民の皆さまに夢と希望が持てるま
ちづくりを目指し、暑さに負けずしっかりと活動してまいりますので、
ご支援・ご協力をお願いします。

議員会研修・救急救命講習会（4/26）

口蹄疫被害の義捐金募金活動（5/25）

議会報告議会報告議会報告

します ～
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