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29 要望がこの度、行われたのでお知らせいたします。項目

年度及び中長期における県・国の施策等に関する提案・

のみのご紹介になりますが、詳しくは HP にて、または平木事
務所までお問い合わせください。詳細を差し上げます。

◆市から県への要望

木

新規３・継続 33 計 36 項目

新 規
１. 海外観光誘客プロモーション対象エリアの拡大
２. 国道122 号・足尾町御子内地区 L＝100m の視距改良
３. とちぎの元気な森づくり県民税事業の継続

（毎月30日更新）

29. 一級河川田川（土沢〜千本木地区）L ＝6.0km の河川改修
30. 御幸小沢（下鉢石地区）の災害防除
31. 一級河川湯西川（高手・花和地区）L ＝300m の土砂除去
32. 食育及び食物アレルギーに対応し得る栄養士等栄養職員の
配置について
33. 通級指導に対応する加配教員の配置について
34. 足尾銅山跡の世界遺産登録推進について
35. スポーツ施設の改修について
36. 奥鬼怒林道（山王林道）の整備促進

◆県から国への要望

継 続

新規19・継続 29 計 45 項目

新 規

４. 東京オリンピック・パラリンピック
等に向けた取り組みについて
５. 大規模な民間老朽施設の取り扱い
に関する支援について
６. ご当地ナンバー導入基準の緩和に
ついて
７. ショートステイ床の特別老人ホーム
への転換要件の拡大について
８. 東武下今市駅前地区の整備
９. 国道119 号（東町地区）L ＝1.4km の整備
１０. 県道黒部・西川線（湯平地区）L ＝370m の拡幅
11. 国道121号（川治地区）の拡幅
12. 国道119 号今市地区（春日町〜小倉町間）L＝500m 歩道
のバリアフリー化
13. 国道119 号（水無〜森友地区）L ＝2.9 km の整備
14. 国道121号（川治〜独鈷沢地区）の拡幅
15. 国道121号バイパス（板橋〜鹿沼地区）の整備
16. 国道121号（龍王峡〜高沢橋間、鬼怒岩橋〜立岩橋間、小原
沢橋〜行政センター間）L＝4.0 km 歩道のバリアフリー化
17. 国道121号（栃木西部・会津南道路）の整備
18. 主要地方道 宇都宮・ 今市線（長畑 〜 平ヶ崎地区）一般県
道山久保・平ヶ崎線（山久保〜平ヶ崎）鹿沼・日光線（東小
来川算用畑〜合ノ内）L ＝12.2km の拡幅、橋梁整備
19. 主要地方道川俣温泉・川治線（若間地区 L ＝2.5km・川俣・
川俣温泉地 L ＝5.5km）の整備
20. 県道黒部・西川線（湯西川・土呂部・黒部地区）の歩道の延
伸化、整備
21. 県道栗山・日光線（所野地区）L ＝500mの歩道の整備
22. 主要地方道宇都宮・船生・高徳線（沓掛地区）L ＝ 500m
の拡幅
23. 県道小来川・清滝線（中小来川〜西小来川）L ＝ 2.5km
（和ノ代）L ＝600m の災害防除、改築
24. 県道栗山・舘岩線の拡幅、災害防除
25. 県道寂光滝線 L = 850 ｍの拡幅
26. 県道庚申山公園線 L = 800 ｍの防災、整備
27. 県道中宮祠・足尾線（足尾地域）L ＝8.0km の調査着手
28. 主要地方道小来川・文挾・石那田線（岩崎・手岡地区）
L ＝3.0kmの拡幅

１. 栄養職員及び学校栄養職員の増員
について
２. 農地中間管理機構の推進について
３. 持続的な林業経営と森林管理のた
めの仕組みの構築と支援の充実に
ついて
４. 林業・木材産業の成長産業化に不
可欠な木造・木質化推進について
５. 中小企業支援のための新たなファンド事業の創設について
６. 中小・小規模企業支援施策の充実・ 強化について
７. 大規模災害対策の推進について
８. 安全・安心な県民生活を支える社会資本の整備・保全について
９. 治水・砂防事業の推進について
１０. 地域高規格道路の整備について
11. 国道 4 号をはじめとする直轄国道の整備について
12. 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
た支援について
13. 日光国立公園の魅力度アップについて
14. 放射性物質に汚染された廃棄物等の処分について
15. 農産物及び加工食品に関する輸出環境の整備について
16. 自治体情報セキュリティ強化対策事業について
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17. 子ども・子育て支援施策等の充実・強化について
18. 障害福祉等の整備促進について
19. 地域医療確保対策について
20. きめ細かな指導ができる教育環境の整備について
21. 特別支援学級に関わる環境の整備・充実について
22. 小・中学校及び高等学校における教育相談体制の充実について
23. 公立学校の整備促進に係る施策の充実について
24. 農業の成長産業化に向けた農業農村整備事業の安定的な財
源確保について
25. 安全・安心な国産食肉の安定供給に向けた食肉センター整
備事業の財源確保について
26. 米政策の着実な実施と制度の充実・安定について
27. 野生鳥獣被害対策の取組支援について
28. 一億総活躍の実現に向けた雇用対策の推進について
裏面に続く
29. 森林整備のための税財源の確保について
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30. 直轄事業による土砂災害対策の推進について
31. 住宅・建築物の耐震化の推進について
32. 高規格幹線道路の機能強化について
33. 公共交通ネットワークの維持・充実について
34. ダム事業の着実な推進及び生活関連事業の実施について
35. 警察活動体制の充実・強化について
36. 安定型最終処分場の許可基準について
37. 国民体育大会開催に向けた財政支援等について
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38. 国民体育大会の開催等を踏まえた運動施設の整備等について
39. 地域の実情を踏まえた除染対策の推進について
40. 農地の除染対策について
41. 原木しいたけ等の復興への支援について
42. 地方創生に向けた取組の推進について
43. 地方分権改革の推進について
44. 地方税財源の充実・強化について
45. 国会移転の促進等について

！
たのべさん の想いをつなげよう！

こ れほどまでに応援した私たちを勇気づける弁はなかっ
れまでに幾度となく選挙の際の敗戦の弁を聴いた。こ

た。今回の参議院議員選挙に立候補した「たのべ たかお」さ
んは、まっすぐに顔を上げて、私たちに語り掛けた。
「ご支援に対し、結果に残せず申し訳ない。しかしながら、
私は挑戦したことは良かったと思っている。勝負すべき選挙
だった。我々は正しいことを言った。正しいことを伝えてき
た。我々が築いた絆と連帯は無くなるものではない。孫や子
に安心した社会を残そう。胸を張ってまた明日からの闘いを
頑張ってゆこう！」

これぞネット選挙！ 伝える政治家・たのべたかお

今 政治家だと、しみじみ感じた。彼は話すことも書くこ
回の選挙で、たのべさんは伝える政治家、伝えられる

とも出来た。立候補前の行脚でも、県内を東奔西走し、行く
先々で様々な社会的課題を拾い、所見を文章にまとめる。そ
れをすぐネットにアップする。だから応援する側はとてもや
りやすかった。彼の主張をそっくり紙に落として多くの人に
知らせることが出来たからだ。
ネット選挙というものは、彼のように書くことが出来、ネ
ットをうまく使える候補のためにあるのだ、と、改めてその
意義を感じた。立憲主義や安保法への分かりやすい論理の展
開、そして農業、高齢者、産業、障がい者、子育て、観光、
教育など、それぞれの具体的ジャンルや政策を文字にしてく

れるため、それを紙に落としては、興味のありそうな地域や
団体、個人に届けることが出来た。
野党 4 党でも子育てや農業問題などのチラシでバックアッ
プしてくれたが、やはりたのべさん本人の生の原稿には敵わ
なかった。
たのべさんの捉われない自由な発想での文章や話、私と
しては心の底からのめりこめた。負けたけど清々しい選挙
だった。
反戦平和・脱原発を訴え、経済優先ではなく生命を最優先
させる社会にしようではないか！ 子どもたちの未来を守ろ
うではないか！ と訴えた彼に31万余の県民が、
「そうだ！」
と思ったこと、これはとても価値あることだ。
＊
のべさんが立候補し、その鮮明な主張を県民の前に顕
かにしてくれたお陰で、閉塞感のある社会に風穴を開
け、鋭い光が射し込んだ。そんな気がしているのは決して私
だけでは無いはずだ。
選挙が終わり、たくさんの人たちが口々に言う。
「残念だ」
「本当にもったいない人だ」
「次こそきっと頑張
ろう！」と。
たった一人の勇気ある候補者がこんなにもみんなを勇気づ
けるとは！ たのべさんには、立候補してくれた感謝と、落
としてしまったお詫び、そしていつの日かもう一度、私たち
にチャンスをいただきたいと、切に願う。

た

8 月・9 月の催し

▲

日時

毎月第1土曜日 10 時〜11時 30 分

8 月 6 日（土） 9 月 3 日（土）

●会 場：元気ネット事務所（日光市土沢1962）
※会費、申し込みは不要

女性の茶話会

8 月3 日（水） 9 月 7 日（水）

に参

県政について、みなさんの
ご意見をお寄せください。
※県政について、みなさんのご意見をお寄せ下さい。

※古河電工（清滝）噴水東側に集合

街頭演説会

新企画

応援団随時募集中！

旗を持ったり、手を
振ったり、写真を撮
ったり、演説を聴い
てくれる方、お待ち
毎週月曜日 8 時から。また、土日の随時、 しています！ 同志の
時間の許す限り市内の随所を回ります。 皆さんの演説もお待
ちしています。
並木大橋 その他 日光市内

ハンドマイクと民進党の旗を持って
同志共々、随所を回ります
日時

場所

▲

※平木ちさこは、ＨＰオフィシャルサイトまたはＦＢに、
「今日の活動」を毎日アップ
しています。どうぞご覧ください。（平木ちさこで検索してください）

8 月 5 日（金）18 時 45 分

▲

●会 場：元気ネット事務所（日光市土沢1962）
●参加費：300 円（軽食付き）
●申込み：☎ 0288-26-6739 へ

日時

「どどすこジャパンⅤ」のプラカードのもとにお集まりください。
浴衣に草履（下駄は不可）☎ 0288-26-6739 平木事務所へ

▲

日時

毎月第1水曜日 19 時〜21時

大会
盆踊り
す
加しま

踊り子（爺・婆）募集中！
初めての方も大歓迎！
▲

元気会

工
古河電

※場所については、前日までにお問い合わせください。
☎ 090-4825-3775（平木携帯）
※雨天については交通事故防止のため中止とします。

hiraki-chisako@nifty.com

〔Eメール〕

※平木ちさこの「元気ネット」ホームページは奇数月20日更新です。
※平木ちさこオフィシャルサイト

http:// hirakichisako.com

平木ちさこ

検索

