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「初志貫徹」
　　今任期最終年となることから、公約達成に向けた活動の推進と新型
コロナウイルス感染症の終息に向けた取組みの継続。
　また、皆様の生活の中にある様々な課題解決に向けより一層努力し
てまいります。

新年あけましておめでとうございます。
2022 年の新春をご家族の皆様と健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
　　現在、新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せてはいるものの、新たな変異株の発生など、まだまだ
予断を許さない状況となっております。
　今後も感染防止のための基本ルールを守りながら平常の暮らしを取り戻すために努力を続けていきま
しょう。
「県民すべての皆様が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けられるよう」
「県民の命と健康を守ることを最優先に万全の体制」で感染症への対応に臨んでまいります。
　　昨年は、県議会の全会派で構成（11 名）する議長の諮問機関「県議会改革推進会議」に参画し、「県議会災害
対策会議を条例に位置付けること」や「議会活動を通じて県民の主権者意識の醸成に努めること」「情報通
信技術の積極的な活用」など県議会基本条例の改正について、2021 年第 4回定例会に議員提案をすること
ができました。
　また、永年在職議員（10 年）の表彰を受けることが出来ましたことは、ひとえに皆様のお力添えのお陰で
あり心から感謝を申し上げます。今後も、地域課題への対応、そして茨城県発展のために力を尽くしてまい
りますので、引き続きのご支援・ご指導を心からお願い申し上げます。
　　結びに、本年がご家族を含めた皆様にとりまして幸多い年となることをご祈念申し上げます。

茨城県議会議員　齋藤英彰

日常活動議会 / 委員会活動 主な
出来事

▲茨城県北ロングトレイル
区間開通式（3/28）

◀第1回定例会にて代表質問
に登壇（3/４）

◀「森林湖沼環境税の継続
を求める要望書」提出

▲災害対策会議の模様（8/18）

▲令和3年第3回定例会（9/30～10/25）

文教警察委員会で質問する齋藤議員▶
（3/16～17）　

茨城県議会改革推進会議▶
（5/17）　

◀日立労組大みか支部拡大評
議員会（7/10）

◀昭和電工マテリアルズ労組50回定期大
会（7/21）

◀地域別リモート
懇談会（8/11）

日立労組大みか支部新入
組合員講座▶
　（7/2）　

日立GLS多賀支部15回定期大会（8/6）▶

日立市南部地区事業視察▶
（8/20）　

◀文教警察委員会
　（3/28）

◀大みか事業所内県
政報告会（6/18）

日立市神峰公園▶
（7/11）　

◀県議会議事堂「爽風（ブロンズ
像）」が寄贈その贈呈式（3/11）

第1回定例会
（2/26～3/24）

第2回定例会
（6/1～6/18）

臨時会
（1/22）

主な
出来事

第4回定例会
（11/24～12/9）

第3回定例会
（9/30～10/25）

臨時会
（4/28）
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茨城県議会議員 さいとう英彰  県政だより／第44号

「夢のある活気あふれる街づくり」をめざして

県政だよりの名称は『日立市
を元気にしたい、県北地域を活
性化させたい』という思いを込
めて、明るい希望である朝日を
イメージして「SUN RISE」と
名付けました。

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
　現在、新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せてはいるものの、新たな変異株（オミク
ロン）の発生など、まだまだ予断を許さない状況となっております。
「県民すべての皆様が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けられるよう」
「県民の命と健康を守ることを最優先に万全の体制」で感染症への対応に臨んでまいります。
　昨年2021年の世相を一文字で表す漢字は「金」でした。
　東京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が多くの金メダルを獲得したことや、給付
金や新紙幣といったお金にまつわる話題があったことなどが理由としてあげられています。
　今年は、「笑」！！「新型コロナウイルス感染症が終息して笑顔に」「家族
が健康で笑顔に」「皆様の目標が達成できて笑顔に」などなど。
皆様が笑顔で年末を迎えることができることを願うばかりです。
　県議会活動においては昨年12月に、永年在職議員（10年）の表彰を
受けることができました。これもひとえに皆様のお力添えのお陰であ
り心から感謝を申し上げます。今後も様々な課題解決に向けて努力を
続けてまいります。
　結びに、ご家族を含めた皆様のご多幸とご健勝を心からご祈念
申し上げます。

（茨城県議会議員・齋藤 英彰）

編
集 後 記

2021年の活動記録
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皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。

議員／ JAF が実施した、信号機のない横断歩道におけ
る歩行者優先について、茨城県の停止率はどのような
結果であったか、また、県警察の取り組みについて伺う。
小森交通総務課長／停止率は 19.0％と全国平均
30.6％に比べて低く、全国 42 位の結果となっており、
昨年の27.3％と比べても低い状態となりました。
　街頭活動を強化、交通指導取締
りを推進し、関連機関団体やボラ
ンティア等と連携した朝夕の立哨
活動を行っています。
　横断歩道の塗り直しや、横断歩
道の車道方向をハンプ構造とする
ことで自動車
の走行速度の
低減を図って
います。

 1. 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例
 2. 茨城県森林湖沼環境税条例の一部を改正する条例
 3. 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
 4. 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部を改正する条例
 5. 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例
 6. 当せん金付証票の発売について
 7. 県有財産の売却処分について（茨城中央工業団地（笠間地区）事業用地）
 8. 県有財産の売却処分について（茨城空港テクノパーク事業用地）
 9. 指定管理者の指定について（茨城県立カシマサッカースタジアム）
 10. 指定管理者の指定について（茨城県大洗マリンタワー）
 11. 指定管理者の指定について（大洗マリーナ）
 12. 指定管理者の指定について（洞峰公園）
 13. 指定管理者の指定について（赤塚公園）
 14. 指定管理者の指定について（霞ケ浦常南流域下水道）
 15. 指定管理者の指定について（霞ケ浦湖北流域下水道）
 16. 指定管理者の指定について（霞ケ浦水郷流域下水道）
 17. 指定管理者の指定について（県西流域下水道）
 18. 工事請負契約の締結について
 19. 訴えの提起について

信号機のない横断歩道における歩行者優先について

　令和3年11月1日に「全国都道府県議会議長会」より、「永年勤続自治功労賞」をいただきました。
　この賞は議員在職10年の節目にいただける賞であり3期目の
勲章でもあります。
　この他、25年、30年を節目と
した先輩議員の皆さんも含め県
議（11名）が受賞致しました。
　今後も、この名誉を汚さぬよ
う、しっかりと県政に取り組ん
でまいります。

茨城県議会議員 さいとう英彰  県政だより／第44号／ 2022年1月発行

　県議会全会派で構成されている「県議会改革推進会
議」では、私「さいとう英彰」も委員として参画しており、
重要な決議機関です。
　今回の会議では、災害時の対応について規定されて
いた文言の中で独立した条文として整理することで
「県議会災害対策会議」からの条例に位置付け、災害時
の活動方針を策定することとしました。
　また、今後の県政運営に向けて県民に対するアプ
ローチとして「理解促進活動」「県議選投票率向上」につ
なげる議会活動を目標に県民の主権者意識の醸成に努
めるとの項目を新設しました。
　議会の中では、県民生活に関わる重要な政策などに
ついて、知事などの事前説明を努力義務から義務規定
に改訂も実施。
　本委員会は、会派の壁を越えて、県民のための議会を
進めるための委員会として、今後も継続的に改革に取
り組んでいきます。

▲県議会改革推進会議

▲11名の受賞者▲議長から表彰状を授与

条例その他

　年度最終となる第4回定例会では、下記に記載の通りの多岐にわたる内容の確認が進められ、
「決定事項」や「継続事項」など、真摯に論議を進めることができました。
　一部の項目ではありますが、ご紹介してまいります。

令和3年 第4回県議会定例会提出議案等一覧
　12月3日の文教警察委員会において質疑
を行いました。その一部を抜粋してご報告い
たします。

文教警察委員会報告 議会改革推進委員会より2次答申を提出

永年勤続自治功労賞
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◆ 目標に対する評価、分析（改革 PDCA サイクル）を代表質問・一般質問や常任委員会を通じて、詳細
な進捗状況の確認や効果の検証を行う。

◆ 具体的削減数値（効果）を費用対効果の見える化を実践

◆ 各市町村議員との連携による現場の声の収集
◆ 『茨城県耐震改修促進計画（平成28～令和3年度）』に基づき耐震補強の前倒しについて継続して提言
◆ 定期的な耐震化計画の進捗状況確認（市町村の施設）

◆ 国会議員と連携を図り、継続した国からの予算化を要望 
◆ 医師会などとの定期的な政策懇談会を継続実施

◆ 緊急輸送道路としての機能強化・津波による沿岸市街地の被害軽減の観点からも緊急整備の必要性を強く提言
◆ 新規事業化に向けて国・県・日立市の連携強化（未事業区間：国分町～河原子町2.8kmの事業化促進）

徹底した行財政改革 子どもを産み、育てやすい環境の整備

地域医療の再生と安全・安心な地域づくり 国とのパイプを活かしたインフラの整備

公 

約
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　　現在、新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せてはいるものの、新たな変異株の発生など、まだまだ
予断を許さない状況となっております。
　今後も感染防止のための基本ルールを守りながら平常の暮らしを取り戻すために努力を続けていきま
しょう。
「県民すべての皆様が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けられるよう」
「県民の命と健康を守ることを最優先に万全の体制」で感染症への対応に臨んでまいります。
　　昨年は、県議会の全会派で構成（11 名）する議長の諮問機関「県議会改革推進会議」に参画し、「県議会災害
対策会議を条例に位置付けること」や「議会活動を通じて県民の主権者意識の醸成に努めること」「情報通
信技術の積極的な活用」など県議会基本条例の改正について、2021 年第 4回定例会に議員提案をすること
ができました。
　また、永年在職議員（10 年）の表彰を受けることが出来ましたことは、ひとえに皆様のお力添えのお陰で
あり心から感謝を申し上げます。今後も、地域課題への対応、そして茨城県発展のために力を尽くしてまい
りますので、引き続きのご支援・ご指導を心からお願い申し上げます。
　　結びに、本年がご家族を含めた皆様にとりまして幸多い年となることをご祈念申し上げます。

茨城県議会議員　齋藤英彰

日常活動議会 / 委員会活動 主な
出来事

▲茨城県北ロングトレイル
区間開通式（3/28）

◀第1回定例会にて代表質問
に登壇（3/４）

◀「森林湖沼環境税の継続
を求める要望書」提出

▲災害対策会議の模様（8/18）

▲令和3年第3回定例会（9/30～10/25）

文教警察委員会で質問する齋藤議員▶
（3/16～17）　

茨城県議会改革推進会議▶
（5/17）　

◀日立労組大みか支部拡大評
議員会（7/10）

◀昭和電工マテリアルズ労組50回定期大
会（7/21）

◀地域別リモート
懇談会（8/11）

日立労組大みか支部新入
組合員講座▶
　（7/2）　

日立GLS多賀支部15回定期大会（8/6）▶

日立市南部地区事業視察▶
（8/20）　

◀文教警察委員会
　（3/28）

◀大みか事業所内県
政報告会（6/18）

日立市神峰公園▶
（7/11）　

◀県議会議事堂「爽風（ブロンズ
像）」が寄贈その贈呈式（3/11）

第1回定例会
（2/26～3/24）

第2回定例会
（6/1～6/18）

臨時会
（1/22）

主な
出来事

第4回定例会
（11/24～12/9）

第3回定例会
（9/30～10/25）

臨時会
（4/28）
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茨城県議会議員 さいとう英彰  県政だより／第44号

「夢のある活気あふれる街づくり」をめざして

県政だよりの名称は『日立市
を元気にしたい、県北地域を活
性化させたい』という思いを込
めて、明るい希望である朝日を
イメージして「SUN RISE」と
名付けました。

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
　現在、新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せてはいるものの、新たな変異株（オミク
ロン）の発生など、まだまだ予断を許さない状況となっております。
「県民すべての皆様が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けられるよう」
「県民の命と健康を守ることを最優先に万全の体制」で感染症への対応に臨んでまいります。
　昨年2021年の世相を一文字で表す漢字は「金」でした。
　東京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が多くの金メダルを獲得したことや、給付
金や新紙幣といったお金にまつわる話題があったことなどが理由としてあげられています。
　今年は、「笑」！！「新型コロナウイルス感染症が終息して笑顔に」「家族
が健康で笑顔に」「皆様の目標が達成できて笑顔に」などなど。
皆様が笑顔で年末を迎えることができることを願うばかりです。
　県議会活動においては昨年12月に、永年在職議員（10年）の表彰を
受けることができました。これもひとえに皆様のお力添えのお陰であ
り心から感謝を申し上げます。今後も様々な課題解決に向けて努力を
続けてまいります。
　結びに、ご家族を含めた皆様のご多幸とご健勝を心からご祈念
申し上げます。

（茨城県議会議員・齋藤 英彰）

編
集 後 記
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