１０月3日から10月28日まで、第三回茨城県議会定例会が開催されました。

小川一成の県政報告

初冬号

発行 小川一成
〒302-0125
守谷市高野646
TEL.0297-48-1064

守谷大好き、自然大好きの小川一成が皆様の声を県政に届けます。

「通学児童生徒の安全確保に 年度内けて
向
関する調査特別委員会」を 0に
10月24日に開催いたしました。
ゼロ

この様子が茨城新聞の一面記事に掲載されました。
今回はこれまでの検討経過を踏まえ12月議会に報告する骨
子案を整理したので、これを提示し、各委員からの意見を伺いま
した。
昨 年 の 国 の 通 学 路 緊 急 点 検で茨 城 県で危 険とされたのは
1,890箇所であったが、現在は未対策箇所は40箇所にまでなり
ました。
委員長の私としてはこの40箇所
も今年度中にはゼロにしたいと思っ
ています。執行部も信号機の整備
や、路面表示、
トリックアートや道路
改良を速やかに実施し、良く委員会
の期待に応えてくれました。

仕事が早い！危険箇所解消
「通学児童生徒の安全確保に関する調
査特別委員会」が６月に現地調査を行いま
した。その時に桜川市の谷貝小学校付近
の危険箇所の改良を指摘いたしました。
11月18日にそこを通りかかったら何と
工事が始まっ
ているのです
！
６月の現地調査
本委員会
では執行部と建設的な議論を重ね、執
行部の皆さんには委員会と同時進行
で危険箇所の解消に取り組んで頂いて
います。委員長としては今年度中にゼ １１月１８日現在 仕事が早い！
ロにしたいとの想いで委員会を率いて
来ましたがもうひと頑張りです。委員会
の中で指摘があった箇所に付いては直
ちに県内各地で道路改良、信号機の設
置などスピード感を持って取り組んで
頂きました。改めて執行部の皆さんに
お礼を申し上げたいと思います。
6月の現地調査の写真と同じ場所

うれしい報告
９月、守谷市役所付近の県道の斜面に手に負えないほどのゴミが
長年捨てられており何とかして欲しいと相談がありました。
すぐに現地を見て確認し、写真を撮って県庁の担当課と協議し、速
やかに除去する段取りをいたしました。県庁の職員の動きも早くス
ピード感を持って対処してくれた事に感謝しています。
依頼人は、
「すっかり綺麗にして頂きあり
がとうございました。これからは最初のゴ
ミを自分たちで拾うことにします。」そう
言って帰られました。
車から投げ捨てるマナーが最も問われ
る訳ですが、
この一言が、心に響きました。

右折矢印信号機設置
●Ｒ294南守谷 西友楽市と
常陽ＢＫ入口信号機で右折用
の 矢 印 信 号 が 設 置 さ れまし
た。地域の皆様のご要望を警
察署に届け、
９月10日設置が
完了いたしました。けやき台に
お住まいのみなさんを始め多
くの利用者が、より安全に右折
出来るようになりました。

実現

●更にＲ294号線「けやき台４丁目」表示のある信号機に右折の
矢印信号機能を備えた信号機の設置についての要望です。ここは
現在、時差式信号機になっているが片道二車線で交通量が極めて
多く時差式では対応しきれなくなって
います。守谷市けやき台地区町会連絡
会の１丁目から６丁目の区長連盟の要
望書を、区長さん二人と一緒に取手警
察署長に手渡しました。早期の実現に向
けて働きかけていきます。

住民の要望には現場を知ること
一件目は国道294号線、南守谷駅付近の道路の改良工事で
す。少しの雨でも水が溜まって通
行に支障をきたすとの事。
地域の方と一緒に現場へ行きま
した。早速、竜ケ崎工事事務所に
連 絡し実 情を見に来 て 頂きまし
た。
二件目は、けやき台３丁目の道
路において「止まれ」の道路標示が
数箇所消えています。危険な状態
なので改善して欲しいと地元住民
から要望が寄せられていました。早
速取手警察署に行き、速やかに対
応されるよう要請をいたしました。
三件目はイオンタウンの 裏
通りに横断歩道の設置の要望
です。この道路は細い割には車
が多く歩道が欲しい所です。
この案件は区長さんが渡辺
市議会議員に相談されたもの
です。早い時期に良い方向で解
決したいと思います。

四件目は都市軸道路の大柏付近
の草刈りの案件です。ここは8月
25日に下ヶ戸地区の皆さんと一緒
に雨の日に草刈りをした所です。今
回は県で綺麗にしたいと思います。
給食センターの裏側、上り車線
は一度も草を刈っておらず伸び放
題です。この場所は長谷川市議会議員から相談を受けていまし
た。ここも綺麗にしたいと思います。

「いばキラTV」お昼の生放送に出演

名誉ある賞を授与されました
「ＪIＣＡにて」

9月18日「守谷市商工まつり〜き

10月7日、JICA市ヶ谷ビ

らめき守谷夢彩都フェスタ〜」のPR

ル国際会議場において「第９
回 JICA理事長表彰」が行わ
れました。

をしてきました。
商工会青年部の中村部長と椎名副
部長さんも守谷の「がぶりメンチ」のＴ
イバキラＴＶで、守谷をＰＲ

「茨城県青年海外協力隊を
育てる会」が受賞されたので

シャツ姿で一緒に出演。12時20分か
ら20分間、生放送で青年部は踊りも
披露して大いに宣伝をしてきました。

守谷市商工祭り〜きらめき守谷夢彩都〜

Ｊ
ＩＣＡ理事長表彰

表彰式にて

晴れの下、開催されました。オープ
ニングは市内の４中学校の吹奏楽部
143名による素晴らしい演奏で始ま

志なかばで命を落された方々の慰霊式を行い献花と黙祷を捧げ
ました。式は一人一人、名前と受賞理由を司会者が読み上げ、理

ボーイスカウトの活動

りました。
私、小川一成は、守谷市商工会会

ボーイスカウトとは、正に「生
きる力」を身につける活動を実

長（主催者）としてご挨拶を申し上げ 商工祭りのオープニング
ました。2日間で約７万４千 人の人
出。市の活性化、商工業の発展につながればと思います。

践している団体です。
9月、新たな指導者の元で各
隊とも新しい年度がスタート。9

出店された皆さん、ご来場の皆さん、ありがとうございました。

月8日夜、雨がひときわ激しく降
る中でボーイ隊の「誓いの式」を

「誓いの式」ボーイ隊

アーカスプロジェクト2013いばらき
9月27日、茨城県の事業であ
る、アーカスプロジェクトのオープ
ニングレセプション。
20年間も続いている事業で、
海外からアーティストを招聘し、も
りや学びの里を拠点に、現代アー
トを展開しています。
今年も３名（インド、メキシコ、
ド

イツ）が90日間滞在し、活動しま
す。広報もりやでもイベント等紹介されますので、ぜひ、お出かけ下さ
い。他に類を見ない、貴重な事業です。

「守谷みつばち
夢プロジェクト」

この指と〜まれ!

●はちみつ搾り
9月22日「守谷みつばち夢プロジェクト」のメ
ンバーと今年最後のハチミツを搾りました。
皆で一箱ずつ点検しながら搾れるものを選
びましたが、今年はミツの量が少ない気がしま
す。作業の後はメンバーで、野外ランチを楽し
みました。

行いました。新しくボーイ隊に上進した者5名が、森の中でロウ
ソクの火をともした道を通り隊旗に手
を添えて三つの誓いを行いました。
また、1 0 月 2 7日には私 、小 川 一
成 は 守 谷 第 一 団 の 団 委 員 長として
入 隊 希 望 者 の 保 護 者に説 明をいた
しました。

入隊希望者の保護者説明会

小川一成のひとりごと
知事の6期目4年間に向けて
茨城空港からミャンマーへ、チャーター便が来年２月７日から当面５
便飛ぶことが決定。大きな夢ふくらむミャンマー便を利用して、行って
みたいものです。
橋本昌知事６期目の所信表明において「住みよいいばらき」づく
りの中で、
「交通危険箇所の安全対策の徹底に努める」と明言され
ました。
私が委員長で議論してきた
「通学児童生徒の安全確保に
関する調査特別委員会」の考
えが反映されていました。委
員会としては更にしっかりと
議論を重ね一日も早い危険箇
所の解消に向けて努力をして
いきたいと思います。

はちみつが搾り出されてきます

●10月13日、ハチの点検です。
前回、セイタカアワダチソウの花が咲く前に
今年最後の採蜜が終わりました。今はアワダチ
ソウの花が風にゆれています。この花はとても
甘いミツが沢山ありミツバチが大量の蜜を集
「守谷みつばち夢プロジェクト」のみなさんと

その関係者が任国において、

事長から感謝状が授与されました。とても重く名誉ある賞です。

9月28日・29日守谷駅広場で秋

３名のアーティストと「かやの木」にて

会を代表して出席致しました。
式が始まる前に、隊員及び

めてきます。しかし匂いが凄まじく受け入れら
れません。そこでこの蜜はハチの越冬用のエ

サとしてミツバチに与えます。ハチの冬ごもりの準備を少しづつして行きます。
オオスズメバチとの戦いも佳境を迎えています。
皆さんのご協力に感謝。ミツバチの働きに感謝。自然の力に感謝。

茨城県議会議員

小川一成

〒302-0125 守谷市高野646
TEL.0297-48-1064
E-mail issei@alpha.ocn.ne.jp
小川一成
「小川一成のブログ」とても面白い！
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