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差した︒写真左は︑本会議

登壇した予算議会

質問に計十二人が

は代表質問︑一般

めましたが︑今回

いて〃トリ〃を務

目です︒前回に続

に続き︑今期二回

昨年第四回定例会

日の一般質問は一

員にとって︑この

三期目の小川議

この日は︑地元から三百

番設置にも取り組みました︒

高かった南守谷地区への交

ます︒また︑市民の要望が

向けた努力が一層求められ

ですが︑今後は早期完成に

は平成二十年秋ごろの予定

筆に値するでしょう︒完成

の着工︵昨年十一月︶が特

子交差点の立体交差化事業

懸案だ言た国道２９４号乙

です︒その上で︑活力ある

自信と誇りを取り戻すべき

と志に学び︑国家としての

たちの気概と愛国心︑知恵

触れながら︑﹁改めて先人

まえ︑百年前の日露戦争に

したが︑今回は武士道を踏

川アリを強烈に印象づけま

り哲学論争を繰り広げ︑小

稲造著の﹃武士道﹄をめぐ

り口でした墨前回は新渡戸

の論戦を締めくく

ければならない﹂などと指

県づくりを目指していかな

握し︑学力向上施策に生か

や学校別のテスト結果を把

育長から︑今後は市町村別

について質問︒川俣勝慶教

テストの結果の把握と活用

ている本県独自の学力診断

児童・生徒を対象に実施し

四年から中学三年までの全

④の教育問題では︑小学

ただしました︒

持論を展開︑知事の考えを

きところは主張すべき﹂と

に対してはっきり主張すべ

くの問題についても︑相手

するためには︑日中間の多

り︑﹁真の友好関係を構築

善に尽力していることもあ

東南アジア諸国との友好親

の会長としてラオスなどの

では︑守谷市国際交流協会

日中交流を取り上げた②

摘しました︒

る大役を任されま
した︒

今期は︑一年目
に議会運営副委員

長︑二年目に土木
委員長に起用され
るなど地歩を固める一方
ＴＸの開業に伴い︑本県の
新たな玄関口となる守谷市
唯一の県議として︑県政
とのパイプ役に徹してい
ます︒

特に︑土木委員長とし
ては︑円滑な運営に手腕
を発揮したのはもちろん︑

県内調査の一環として︑

中高生に議会活動を体験
してもらうとともに︑若
者の意見を県政に反映さ
せようと昨年十二月︑本
県議会初の﹁模擬土木委
員会﹂の開催に努めたの
は︑記憶に新しいところ

人近Ｌ支持者毒レーカ傍聴に詰

弁を引き出しました︒

学三年まで拡大する旨の答

すほか︑十九年度からは小
また︑小川議員は今定

め掛け︑熱い思いが凝縮さ

です︒

例会最終日︑県屋外広告

れた論戦に︑熱心に耳を傾

今回の﹃県議会報告﹄で

物条例の改正案を議員提

いに高めたのは言うまで

政策通としての評価を大

たのは本県初とあって︑

迫ったのは︑論客としても

本知事の歴史観・国家観に

トしたのを受けて︑①で橋

合計画の策定作業がスター

質問の中で︑新しい県総

党県連大会で︑政調会副会

お︑小川議員は二月の自民

疑応答を採録しました︒な

的ＰＲなどをめぐる主な質

真の日中交流︑ＴＸの戦略

は︑知事の歴史観・国家観︑

もありません︒

長に起用されました︒

地元関係では︑長年の

知られる小川議員らしい切

を議会サイドから提案し

けていました︒

蕊豊孟重｢模擬士木委｣にも尽力
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問われている一品格﹂
民族の誇りと尊厳へとつな

る現状を打開して︑活力あ

問題や︑国内外での地域間

られる中地球規模の環境

年を迎える今日︑国家のあ

ご指摘のように︑戦後六十

り方や教育のあり方などに

が︑国際的なりＩダーシッ

競争の激化など様々な課題

る県づくりを目指していか
なければならないと思うの

県のリーダーである知事

わが国を取り巻く国際情

この勝利の根底には︑極

がっていったわけです︒

現在︑県土のグランドデ

が︑県の方向性を︑ひいて

している中で︑憲法に関す

勢や社会状況が急激に変化

期待できません︒

プを発揮することはとても
めて厳しい状況の中で︑未

ザインを決める総合計画が

は日本をリードする方向性

ついて国民が真剣に考えて

今からちょうど百年前︑

の︑先人たちの気概と愛国

曾有の危機を克服した明治

改定期にあります︒知事は

を示すべきではないでしょ

いかなければならない時期

日本は日露戦争の最中でし

昨年十一月︑総合計画審議

が山積しており︑まさに重

た︒欧米諸国の一つ︑大国
心があったことを忘れては

会に諮問しましたが︑そこ

大な局面を迎えています︒

ロシアとの全面衝突は︑日
ならないのです︒

です︒

本が滅びるか否かの戦いで

から消えつつあるように感

然とした生き方が今︑日本

には命も惜しまずという毅

その中で︑﹁名誉のため

文化について尋ねました︒

がら︑知事に日本人の精神

定例会で︑武士道に触れな

私は︑平成十五年第四回

いてです︒

知事の歴史観・国家観につ

小川議員まず︑初めに︑

欧米から尊敬されていたの

れゆえに︑多くの日本人は

に感銘を与えたのです︒そ

ており︑それがかの地の人々

れた行動基準や品格を備え

して武士道精神に裏打ちさ

典や中国の漢籍の教養︑そ

ませんでしたが︑日本の古

それほど持ち合わせてはい

史や世界地理の知識さえも

練された西洋マナー︑世界

彼らは︑流暢な英語や︑洗

しての品格を持たない日本

そうではありません︒国と

うでしょうか︒残念ながら

ところが︑今の日本はど

際社会は動きません︒

軍事力︑経済力だけでは国

感じさせるからです︒単に

と同時に︑何らかの品格を

覚醒を促し︑アジア各国の

の勝利がその後のアジアの

勝利しました︒そして︑こ

を裏切って︑日本は見事に

しかし︑欧米諸国の予想

されていたのです︒

れないという瀬戸際に立た

がなくなってしまうかもし

す︒その上で︑混迷を続け

信と誇りを取り戻すべきで

志に学び︑国家としての自

ちの気概と愛国心︑知恵と

り︑私たちは改めて先人た

された日露戦争百年に当た

最後の武士道の戦争とも評

くし︑情を示したことで︑

たロシア側の将校に礼を尽

旅順と対馬の戦いに敗れ

い時期から︑藩や国を超え

その中でも︑水戸藩は早

テムの抜本的な改革が進め

なものです︒経済社会シス

の県政の方向を決める大事

されていませんでした︒

としているのかが明確に示

三百万県民をどこに導こう

いる県土づくりの方向性や︑

には知事が目指そうとして

り︑批判し︑利用するもの

在であるかのように言った

露願うものです︒

知事の歴史観・国家観を披

ならないと私は考えますが︑

営に当たっていかなければ

その具現化へ向けて県政運

あるべき姿を明確に認識し︑

いくためには︑知事が国の

うか︒地方から国を変えて

として︑二十一世紀の日本

国日本における枢要な拠点

は人・もの・情報の一大交
流拠点や︑科学技術創造立

切と認識しています︒

家を目指していくことが大

民が誇りを持てるような国

ら信頼されるとともに︑国

十分に議論し︑国際社会か

国家のあり方などについて

うになってきていますが︑

る議論も活発に行われるよ

に来ています︒

英帝国一︑現在のアメリカ合

ら︑日本という国そのもの

した︒日本海海戦で敗れた

霧霜剛県の方向性示すべき
の賞賛を博
衆国が世界のリーダーたり

じられる︒公の精神が滅び
です︒当時の日本は︑欧米

わか国では幕末から明

と考える風潮も広まってい

をリードする活力ある茨城

画蒙観
得るのは︑圧倒的なパワー

る時︑国家が滅びると言わ
列強に比べればまだまだ小

治にかけて近代国家の基礎

て︑世界的な視野を持って

づくり︑二つには安全で安

事の歴史観
れています︒

したと言わ

れており︑今日の日本の現
国ではありましたが︑それ

国民の総意によ一て成的立︵

づくりが進められ︑多くの

ろです︒

ることを危倶しているとこ

はどうしたらよいかといっ

きる力を持った国にするに

が進んだ欧米列強に対抗で

よいか︑さらには︑近代化

い国にするにほどうしたら

公権力といった形でとらえ︑

薄になり︑最近では国家を

国家や公といった意識が希

まりましたが︑その一方で︑

個人の尊重という考えは広

が広く行われてきた結果一

策定の基本方針に︑一つに

十分に踏まえた上で︑計画

県です︒そこで︑これらを

発展可能性にあふれている

平たん地を有するとともに︑

県は東京に近接し︑広大な

合計画の方向性ですが︑本

たことを︑まさに命がけで

はいかに生きるべきかを率

のあるべき姿を語り︑人と

貧に甘んじながらも︑国家

たと言わざるを得ない︒清

てきた代償は非常に大きかっ

の偉大さを受け継ぎ︑先祖

力を得るものである︒先祖

いう感情から︑その支持と

は偉大なる民族に属すると

としての品格は︑自分たち

栄を築くことなどを目的に︑

力によって︑幕末後の混乱

を大変誇りに思います︒

郷土の先人たちがいたこと

えつつある︑あるいはまた︑

義務という概念が次第に消

図ることができる環境づく

育成や︑県民が自己実現を

や社会性を持った日本人の

あたかも国民と対立する存

先垂範して見せてくれた政

の遂げた栄光を存続させる

倫理観や道徳観も低下して

りなど︑人が輝く茨城づく

考え行動していました︒

治家や経営者の姿は︑既に

べきだという風土がその国

や日露戦争などを乗り越え︑

きていることを大変憂慮し

このような先人たちの努

三つにはしっかりした学力

きる住みよい茨城づくり︑

基本方向を示しました︒

するが︑他人の自由は考え

そのような中︑私は︑先

ないような傾向も見られ︑

心して質の高い暮らしがで

歴史のかなたにあり︑今日

にでき上がった時に国家と

に努めてきた結果︑世界有↑

さらに第二次大戦後の復興

また︑自分の自由は主張

では官僚までもが私腹を肥

しての品格が高まる︒国家

りという三つの目指すべき

たわけであり︑素晴らしい

やすことだけにきゅうきゅ

の品格は先祖への尊敬心に

うとしてきたという現実が︑

ているところです︒

始まる﹂と述べています︒

にもしっかりと育み︑次の

たものを︑今日の人々の心

発展させていくことができ

に打ち勝ち︑本県を大きく

このような茨城づくりを
てはめると︑まことに心も

世代へ引き継いでいくこと

ると考えています︒

人から受け継いできた歴史

かつての日本︑ことに明

となくなります︒いかに経

が極めて重要だと考えます︒

しかし︑戦後には︑国家

きました︒

治の日本には品格がありま

済的に豊かであっても︑国
傍聴席を埋め尽くした小

この指摘を今の日本に当

した︒幕末から明治にかけ

としての品格がなければ︑

川議員の支持者ら

進めることによって︑ます
ます激しくなる地域間競争

て︑主に下級武士出身の者

がありません︒全盛期の大

国際社会で尊敬されるわけ

や文化︑伝統︑倫理観といっ

たちが欧米に渡航しました

よりも個人を重視する教育

が︑彼らの多くは現地の人々

ないか﹂と述べました︒

今の日本の姿そのものでは

数の経済大国へと発展して

３つの基本十 刀 向 示 す

総合計画は︑今後十年間

状を見るにつけ︑戦後半世
なりの存在感がありました︒

橋本知事国家は︑国民

つくられたものであると認

ている︑国民自身によって

国家のありようを考えてい

ご指摘のあった新しい総

紀以上の長きにわたって日
イギリスの作家︑サミュ

の自由と人権を保障し︑生

先人が︑国を愛し︑よりよ

信頼と誇りぶ 種 大 切

本人の精神をおろそかにし
エル・スマイルズは︑﹁国

命や財産を守り︑平和と繁

識しています︒
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し一つ員
て月い

、、て次最近の問題､中国側に原因

訓息宣一の：圃函出国闇四・

の梁継国茨城大学教授に次
のように述べています︒

日本と中国に一衣帯水

単なる外交辞令で友好関係

らの成長を期待しています︒

を提供することによって彼

東洋人としての親近感も感

の間にある隣国として︑二

ている政治家が大きな度踊

を装うのではなく︑日中問

今後の自治体レベルの日

じていますし︑何より歴史

の歴史と︑非常に似通った

の友好交流にとどまらず︑

中交流に当たっては︑従来

を持って︑過去のことには

相手に対してはっきり主張

文化的背景を有しています︒

の多くの問題についても︑

すべきところは主張し︑時

の中では大先輩であり︑聖
以来︑日本は中国から多く

平成十年に発せられた日中

こだわらず︑前向きな態度
その子孫のためを考えて対

には相手にとって耳の痛い

千年余りにわたる友好交流

国家だが︑実際には独立国

のものを学んできました︒

私は︑真の日中友好を心か

考えます︒そこで︑県日中

ことであっても言うべきと

に向けた両国の友好協力パー

共同宣言では︑二十一世紀

的な内容の濃いものにする

経済交流を含め︑より実質

ら望むものです︒

ベルの草の根交流を一層積

とともに︑一方では県民レ

徳太子が遣暗使を派遣して

家にはなっていない︒もし
処すべきである﹂

をとり︑両国の国民のため︑

を担う総勢四百五十二名の
独立国家なら︑どの神社に

﹁今の日本は︑形は独立

船内での研修や現地での視
中国政府は中日友好と言っ

ていますが︑実は︑その友

トナーシップの確立がうた

極的に進め︑互いの理解を

好を妨げているのは中国自

参拝するか︑どのような教

友好協会の会長でもある知

われていますが︑近年︑両

決められることであり︑他

科書を作るかなどは自国で

国と国とがお互いの理解

事に︑現状を踏まえ︑真の

ける活動を進めることがで

察︑青年との交流を通して︑

を深め︑真の友好関係を構

両国の間では︑国民レベ

国の協力の重要性は一層増

発展はアジア太平洋地域︑

ルで見た場合︑相互理解は

日中交流とは何か伺います︒

ひいては世界の平和と発展

まだまだ不十分で︑誤解も

えます︒

にとって積極的に貢献する

多いと感じますが︑このよ

深めていくことが重要と考

ものと考えています︒

しており︑友好協力関係の

中国の大使と会う時でも︑

日本と中国は 一衣帯水の間柄

国人を数多く知っています︒

身であることを知るべきで

きである︒同じように︑中

築するためには︑例えば︑

国も大人の度量が欠けてい

す︒しかし︑私は善良な中

私もその一員として参加
る︒靖国神社に関して︑正

の国からとやかく言われた

しましたが︑知事も上海市
義︑不正義の問題はあるが︑

ら︑内政干渉だと抗議すべ

長と親しく懇談するなど︑

天安門広場には人民英雄記

きる人材の育成を目的とし

に大きく寄与したのではな

係を築いていくことが重要

うな交流を積み重ね︑日本

けて真剣かつ率直に意見を

本県では平成八年︑上海

橋本知事昭和四圭七錘

と考えます︒

と中国が互いの立場を尊重

交換し合うことから始まり

市に事務所を開設し︑経済

の日中国交正常化交渉を終

しつつ︑自由かつ率直な意

念碑があり︑日本に靖国神

関係などの交流を深めてき

社があってもおかしくはな

ました︒また︑県青年の船

ました︒

様々なご指摘がありまし

ところで︑昨年は︑小泉

たが︑その多くについては︑

張し︑本音で話し合える関

このように︑国と国とが
に対し︑毛沢東首席が﹁も

えた田中首相と周恩来首相

こそ︑国際社会での重要な

見を言い合える仲になって

い︒もし靖国神社への参拝

事業を三年に一度実施し︑

総理の靖国参拝問題をはじ

議員と同じような考えを持っ
うけんかに済み主⁝︶声か﹂

真の友好関係を構築してい

の関連でされたことであれ

パートナーとして︑真の日

や教科書問題が経済利益と

船内研修と合わせ︑若い世

め︑中国人活動家の尖閣諸

ており︑日本政府は毅然と

島上陸︑東シナ海の日中中

した態度をとっていく必要

と言ったと伝えられていま

くためには︑相手に対しはっ

ば︑卑怯な行為としか思わ

きり主張すべきところは主

間線付近でのガス田開発︑

ると思います︒

中間の友好交流が構築され
化交渉は︑互いに国益をか

すが日中両国の国交正常

に見て︑交流を深める機会

れない︒要するに︑日中両

代に発展著しい中国をじか

中国重慶市でのサッカーア

国のリーダーシップをとつ

私の地元守谷市でも︑既そこで︑県や鉄道会社で具体的には︑三月十九日

月下旬から開始したい︒さ

と考えます金．だきたいと思います書していきます乞

に市民主体の開業記念イベは︑試乗会や開業イベントに︑首都圏の家族を対象に

ン卜実行委員会が組織され︑などのＰＲ活動にどう取りつくばの研究機関を見学す

つくは亜クスブレヌ伽離職聯闘ＰＲ

ジアカップでの反日感情︑

中国潜水艦による日本の領

海侵犯台湾
の李登輝前総

うかか大きな課題ですこ開

する期待と関心が高まって

一方︑鉄道会社では︑Ｐ

設置したい︒

を図るパブリックアートを

らに︑つくば駅と守谷駅に
は︑ＴＸのイメージアップ

小Ⅱ議員次に本県の

ＴＸの利用促進を図るため

業まで半年を切りましたが︑

統へのビザ発

給に対する内

つくばエクスプレスの戦略

飛躍的発展の起爆剤となる

ＴＸは︑八月二十四日の

中国側に原因

きています︒しかし︑一方

すると同時に︑ 県勢発展の

否が沿線開発の 成否に直結

ＴＸの開業

迎企画県も支援識識

鵬民撒試乗会実施など検討豊義

施したい︒

また︑この事業の整備推クスプレス等整備利用促進また︑ご提案がありまし
進については︑多くの地元協議会を設立し︑ＰＲ等にた︑多くの県民にＴＸを応
の方々の協力があって初め取り組んでいますが︑開業援していただけるようにす
てできたわけです︒ＴＸの半年前となり︑今後︑広報るため︑県民がグループな
車両にいち早く地元の方々の展開に加え︑各種イベンどで企画して実施する歓迎
が接する機会を設けていた卜などをより積極的に展開の取り組みを︑県も支援す

調整を行っていきたい︒

きるよう今後︑鉄道会社と

る限り多くの県民が試乗で

討を進めていますが︑でき

現在︑実施方法について検

に試乗会を行う予定です︒

完成検査後︑開業までの間

定している鉄道施設の国の

す︒また︑七月中旬から予

的なＰＲに取り組む予定で

の広報媒体を活用して効果

問を行うほか︑テレビなど

Ｒキャラバン隊を編成して︑

政干渉や教科

には︑効果的︑戦略的なＰ

開業に向けて準備が順調に

的ＰＲについてです︒

の問題が噴出

進められており︑二月十六

日中間に多く
した年でもあ

は︑百年に一

四月からマスコミ等への訪

書問題など︑

りました︒し

日には国土交通大臣に運賃

ダウンイベン

いろいろと検討を進めてい組むのか伺います︒る秋葉原からのバスッアー
るところです︒私もぜひＴ麦島企画部長ＴＸの利を実施します︒五月下旬に
Ｘの成功に向けて力を注い用促進については︑昨年七は︑開業機運を盛り上げる
でいきたいと思います︒月に官民挙げて県つくばエ千人規模の百日前カウント

かし︑これら

一気に県民のＴＸ開業に対

認可申請が行われるなど︑

Ｒを官民挙げて取り組むこ

の問題の多く

と力必要です

は︑いずれも

度あるかない
かの大事業で
す︒このプロ
ジェクトの成
があると考え

では︑昨今の地価下落によ

命運を分ける極 めて重要な

り都心回帰傾向が強くなる
二○○二年

など︑ＴＸを取り巻く環境

け応援していく ことが必要

て︑県民も事業 の 成 功 に 向

一月︑県日中

方々に鉄道を利用してもら

このため︑いかに多くの

かぎを握ってい ま す ︒ 従 っ

きにより講演

は厳しくなっています︒

ます︒

歓
友好協会の招
された中国人

ることとしその募集を三

があると考えます︒

いかと思います︒

経済交流や人的交流の促進

た茨城県青年の船です︒

広い視野に立って地域にお

青年が中国を訪れました︒

議真の友好関係構築へ

小川議員も講師として参加した昨年十一
月の県青年の船事業の船上で

灘聖はっきり主張すべき

神は八十年以上の時を経
を払わない国家というもの

カ国で︑国旗︑国歌に尊敬

は訪れたことのある百十数

た容認していたのです︒私

るか︑

の部分など断じてはねのけ

え ら れま す ︒ し か し ︑ そ の た り し て 親 や 弱 い 者 を 守 る な っ た の で す ︒ 奉 仕 活 動 を
人間は︑個性で強制ようになります︒それが成必修科目とする意味はまさ

こてけてそれを社会がま

４Ⅱ議員次に次代を
た今でもボーイスカウトた
を見たことがありません︒

験活動に取り組むことで．

者介護施設や保育所︑幼稚

を通じて奉仕体験活動を実
施しています︒具体的には
通学路の清掃をはじめ高齢

わゆる生きる力を育むこと

園での活動など︑様々な活

他人を思いやる心や規範意

豊かな心の育成を図り︑い

識︑社会性︑倫理観などの

その分野を超えてそです︒この基本的な課程が私も全く同感です︒次代
っにな長い間︑教育の現場で放置を担 う青少年が︑健やかに

動を行っています︒

い体制の国家でも︑その国
それは高校生たちを大人に

てでも教えようとするのか︒

なぜ奉仕活動を義務づけ

ても︑どんな学位を取って尊重する心︑他人への思い

くない青年は︑何歳になっめには︑青少年たちに命を

や過保護で働いたことが全べての願いであり︑そのた

動を通して規範意識や公共

東京都では︑奉仕体験活

かち合うために︑各学校で

ら得られた感動や喜びを分

の意味を深く探るよ

が大変重要であることはご

今年度︑東京都教育委員
旗と国歌に対する尊敬を表

奉仕体験活動発表会を行う

さらに︑奉仕体験活動か

す︒されてきました︒利己主義成長していくことは県民す

︾っ据一に

担う子供たちのための教育
ちの心に生き続け︑活動の
日本と比べようのないひど

奉 仕 体 験の必修化
です︒まず︑高校における
指針となっています︒

熟した一人前の人間の証拠にそこにあります﹂

奉仕活動の必修化について
会は二○○七年度から︑す

とともに︑全校の代表十校

指摘のとおりです︒

﹁人のお世話にならぬよ

べての都立高校で奉仕活動

心を育成し︑自分の進路や

です︒

う︑人のお世話をするよう︑

生き方を考えさせることを

の生徒による県主催の発表

やりや社会性︑

狙いに︑平成十七年度から

動の意義や成果の共有を図っ

会を開催して︑奉仕体験活

倫理観や正義

二年間︑研究指定校で実践

を必修科目にする方針を固

感など︑生き

研究を行い︑十九年度から

そして報いを求めぬよう﹂︒

日本では︑１０

鰹鵠心
心の教育が不可欠

奉仕活動を必修科目とす

る力を育む心

すべての都立高校で奉仕体

めました︒

の教育が不可

ています︒

欠です︒今こ

奉仕活動を高等学校で必

教育の世界でもこのまま放

常識がまかり通ったので︑

もすれば与えもするという

人との関係において︑受け

するためです︒人間は︑他

ることの光栄を現実には無

技術のみを重視して︑与え

ません︒戦後教育は受ける

いても一人前の人ではあり

について︑所見を尋ねま

活動を必修科目にすること

ません︒高校における奉仕

の喜びを教えなければなり

に与えることの名誉︑奉仕

助役員として取り組んだ一

環境美化活動や大会運営補

総体で︑すべての高校生が

本県では︑十四年の茨城

ら検討していきたい︒

東京都の推移も見極めなが

などの課題がありますので︑

応じたカリキュラムの開発

とか︑地域や学校の実態に

が︑新たな授業時間の確保

修とすることについてです

置してはおけないというこ

のが健全な姿です︒子供は

視してきました︒今度はそ

人一役活動を継続︑発展さ

調齢都
都の推移見極め検討

験活動を必修化すると間い

修にするとは何事だ︒した
とで︑罰則が考えられるよ

一方的に庇誰され︑受ける

れを両方向に向け︑受けも

の学校が特別活動の時間等

せて︑十五年度からすべて

ています︒

そ︑子供たち

この言葉は︑後藤新平が東
京市長を退任後の大正十一
ことが平和教

それをしない

野綾子氏は次のように述べ

る意味について︑作家の曽

盟の初代総裁として青少年
ています︒

年︑ボーイスカウト日本連
の育成に取り組んだ時に︑

育だという非

指導者に説き︑感銘を与え
いは︑教育は決して強制し

い者だけがすべきだ︒ある
うになったのです︒人間が

立場をとり続けますが︑少

川俣教育長青少年の健

．部の者は︑奉仕を必

た言葉です︒

てはいけないなど︑またし

人間として身につけなけれ

全育成については︑奉仕体

自治三決として子供たちや

活の根本であり︑信頼と愛
ても同じ議論が繰り返され

すれば与えもする行為と感

彼は﹁自治こそは人間生
の奉仕こそは社会生活の源

し大きくなると︑家事を手

す︒・

泉である﹂と︑自治三決を
ばならないものの多くはみ

警本部と協議を重ね︑大半

あい道路の﹁けやき台公園

見えしました︒交番はふれ

の熱意が当局側を動かした

市民の熱い要望と小川県議

したのはそのためですが︑

と言えるでしょう︒

らと平成十四年六月︑橋本

議が会田守谷市長ら関係者

この交番新設は︑小川県

となるなど︑充実・強化が

六人態勢から二十四人態勢

となり︑警察官も従来の十

守谷地区と合わせて三カ所

は交番がＴＸ守谷駅前︑北

今回の新設で︑守谷市に

長にそれぞれ市民約二万人

はそれ以降︑委員会の審議

エクスプレスの開業を機に

多発地帯とあって︑つくば

地域は︑犯罪や交通事故の

特に︑守谷市を含む県南

図られました︒

や自民党県連政調会の活動

では︑交番や駐在所は整理

しかし︑近年の警察行政

のと期待されています︒

機運醸成に︑弾みがつくも

全・安心なまちづくりへの

市民の間に高まってきた安

統合の方向にあり︑交番の

かけてきました︒

などを通じて︑実現を働き

のが始まりです︒小川県議

の署名簿を添えて要望した

知事と当時の永井県警本部

保に貢献しています︒

れ︑市民の安全・安心の確

入り口﹂交差点角に設置さ

望から実現までに時間を要

るかもしれませんが︑日本

小川議員によると︑道路

を一人でまとめ上げました︒

新設は極めて異例です要

情の豊かさを教えることに

沿いなどに氾らんする違法

その政策能力と行動力は︑

守谷市の南守谷地区に︿一

伝ったり︑重いものを持つ

広告物を追放しようとする

ました︒

先輩議員から高い評価を得

春︑市民待望の交番がお目

な︑初めは強制によって与

これがこれほど注目を集

改正は以前から温めていた

市民の熱い要望を実現

の教育には今まで常識が欠

はもちろん︑広告依頼主に

めたのは︑罰金額が限度額

もので︑罰則強化など県の

待望の交 番新設

教えました︒この奉仕の精

員挙本県初の議員提案
傭快

加の伽畷峡州違法広告物一掃狙い
初めてだったからです︒中

対しても︑抑止効果を狙っ

一違法広告物の罰則強化﹂

心的な役割を果たしたのが

たのが大きな特徴です︒

とによって︑屋外広告業者

小川一成議員で︑提案理由

小川議員がこれらの問題

強︑取り組み姿勢を示すこ

の新聞各紙に大きく報道さ

どの見出しで三月十八日付

の説明では﹁良好な景観が

を所管する土木委員会の委

の議員提案が本県議会では

れた県屋外広告物条例の一

一日も早く形成されるよう

員長だったことも幸いし︑

ら一・県の政策に関する条例

一回定例県議会最終日の三

部を改正する条例案は︑第

取り組むべきである﹂など

都市計画課︑水戸地検︑県

﹁政策条例︑初の提案﹂な

月十八日に議員提案され︑

と訴えました︒

の百万円以下まで引き上げ

した︒

賛成多数で可決︑成立しま

られたこともさることなが

新設された「南守谷交番｣。二十四時間体制が整局
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