
２月定例議会は、２月１３日～３月８日の間開催、今
議会における主要テーマは、平成３１年度予算編成
でしたが、新規の事業として緊急輸送路沿道の建築
物の耐震化、県陸看護専門学校での助産学科新設、
飲食店における喫煙関連表示義務化外国人介護人
材確保のためのリクルートチーム派遣、発達障害者
支援ｾﾝﾀｰ開設準備、子供医療費助成の所得制限
撤廃、高校生へのふじのくにパスポート配布等を含
んだ１兆２.０６６億円の予算及び議員提出の消防団
活動支援の継続、自転車の安全・適正利用、水産振
興の３条例案も併せて可決成立し閉会しました。

最後の観光地域づくり特別委員会では、過去５
回の審議結果等を踏まえ、①観光客の受け入れ
環境の整備と人材育成、②交通ﾈｯﾄﾜｰｸの活用に
よる観光誘客促進、③地域の魅力を高める美しい
自然景観の保全と形成、④本県の農林水産業の
魅力を活用した観光交流の４項目を提言しました。
提言は、議長に報告した後本会議で承認され、県
の観光施策に反映されることになります。
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３期目に臨んだ今回の県議選、多くの皆様のご支援を頂き、引き続き活動
できることになりました。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございまし
た。と同時に、改めて３期目としての責任の重さを痛感しています。
ちょうど選挙期間中の４月１日に新年号が発表され、間もなく「平成」から「令
和」にかわります。色々なメディア等で「平成」の総括がされていますが、間違
いなく「平成」は自然災害の多かった時代であったと言えます。私は、議員とし

て一貫して「怠るな危機管理」を訴え続けていますが、このことは今後も変わることなく、活動の中心としてい
きたいと思っています。いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピックまであと１年余、全世界の人々の目が
当地で行われる自転車ロードレース競技に注がれることを思うと、絶対に成功させなければなりません。謙
虚な気持ちを忘れず、皆様の声をしっかりと聴きながら地域の発展に貢献していきたいと思っています。

観光地域づくり特別委員会厚生委員会

今期厚生委員会では、主としてＨ３１年度予算を中
心に審議しました。健康福祉に係る予算総額は、約
2.380億円、その使用内訳は、健康福祉約１０４億円、
福祉長寿約５５５億円、こども未来約４４４億円、障害
者支援約２１１億円、医療健康１.０６０億円、生活衛
生約４億円です。新規事業としては、１０月からの保
育料の無償化、２０２０年開設予定の発達障害者支
援ｾﾝﾀｰ開設準備、保育士の働き方改革の推進、
ｹﾞｰﾑ･ﾈｯﾄ依存対策等の予算が計上されました。

県議会２月定例会



２市１町行政懇談会

３月９日、土屋副知事、吉川代議士等と共に、自
転車ロードレース競技開催に関する支援について、
組織委員会及び関係省庁に陳情しました。引き続
き、必要な支援が得られるよう、関係者と連携しつ
つ積極的に活動していきます。

東京ｵﾘﾊﾟﾗ自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ関連陳情

１月２１日、御殿場市、裾野市、小山町の首長が一
同に会し北駿地域の行政連携に関し意見を交換する
行政懇談会が開催され、参加させて頂きました。
今回は、２０２０東京ｵﾘﾊﾟﾗ自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽに関し、
コースとなっている２市１町の連携強化が焦点となりま
したが、この事業を一過性のものと捉えることなく、今
後に繋がる視点をもって、地元要望を踏まえながら県
の関連施策に反映したいと思っています。

橋本聖子自民党参議院議員会長

鈴木貴子防衛大臣政務官

右のグラフ①は、Ｈ２０年～３０年の１０年間
の県の歳出予算の推移ですが、総額１兆１千
億～２千億の範囲で推移しています。
歳出のうち②の義務的経費と投資的経費の
比較・推移のグラフを見ますと、義務的経費は
１０年前より約１４０億円減少していますが、こ
れは教職員給与の政令市移譲分約６３０億円
が県予算に計上されないようになったからで
義務的経費が増加傾向にあることに変わりは
ありません。
義務的経費と投資的経費の割合は、②のグ
ラフの通り年々投資的経費が減少しており、
結果として道路や河川整備等の社会資本整
備に充てる予算は減少しています。
②-１の義務的経費の中身を見ますと、人件
費は、教職員給与の政令市移譲等により約８
５０億円減少したものの、高齢者の介護・医療
給付、子育て支援、障害者支援等の経費が
増えており、この１０年で約２倍弱（約４５０億
円）増加しました。
この傾向は今後も続くものと推測されます。
投資的経費は②-２の通り、全般的に減少傾
向だったのですが、この数年国土強靭化やｵﾘ
ﾊﾟﾗ関連予算でやや増加しています。しかしな
がら、１０年前に比べると約２００億円減少して
います。
また、県債(県の借金)は、増加傾向にあった
ものの、この数年増加率は下がりつつあり、通
常債は③のグラフに示すように減少しつつあり
ます、依然２.７兆円の県債があり今後の推移
を注視していきたいと思っています。 Ｈ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０年度
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平成２０年度以降１０年間の一般会計歳出予算の推移と分析

①一般会計予算総額の推移

②-１ 義務的経費の内、
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県全体で、生活環境整備事業２８０億円
プラス、河川浚渫等５０億円を確保

〇 私立高校授業料減免
（年収３５０万以上５９０万未満）
○ 社会健康医学の大学院大学設置

〇 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ自転車ロードレース
コース約４２Ｋｍの舗装補修

○ 自転車走行空間整備
○ コース沿線景観整備

全市町に４年間１００億円交付
〇 黄瀬川の改修
（神山滝見橋付近）
〇 鮎沢川の豪雨対策
○ 治山
（須走・北郷・竹之下等）

〇 １０月から通園費（３才～５才)無償化
○ 東部に発達障害者支援センター開設準備

新東名

Ｒ138ﾊﾞｲﾊﾟｽ

アクセス道路
（仁杉柴怒田線)

小山町菅沼

須走登山道

アグリふじおやま

農地整備

景観整備
自転車走行
空間整備

演習場整備

黄瀬川

鮎沢川

須走

北郷

竹之下

〇 新東名、Ｒ138ﾊﾞｲﾊﾟｽの建設促進
〇 新東名アクセス道路の建設促進
（仁杉柴怒田、469ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

〇 小山町（菅沼）の道路改良
〇 須走登山道の維持・管理
〇 演習場周辺整備（８ｹ所）
○ 農地整備（深沢・高根・中清水）
○ 畑地帯担い手育成（アグリふじおやま）

会派(自民改革会議)の知事折衝
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和田とくお事務所

政務調査活動報告
期間内の主な活動

静岡県議会議員 和田とくお事務所ご案内
〒４１２－００２５ 御殿場市二の岡１－４－８

Tel : 0550-84-2590 FAX ： ０５５０-７０-７３６６
メール：wada@ca.thn.ne.jp
※自民改革会議ホームページ（ http://www.jimin-kk.com）も併せてご覧ください。

ご意見、ご要望をお待ちしています。

市会議員を含めると１０年を過ぎる議員
生活の中で、いろいろな議員さんにお会

いしましたが、細野氏の二階派入りほど驚いたことは
ありません。細野氏と言えば、民主党時代には幹事
長を務め、また環境相も務め将来は・・・・・と期待もさ
れていた人と思っていたところが、やがて民主党仲間
からも見放され無所属での活動を余儀なくされていた
ようです。そんな中、無節操極まりない突然のこの行
動、とても理解できません。少なくとも自分の政治信
条に基づき、長い間政治活動をしてきた中で、様々な
発言もしてきたはずです。行き場がなくなったからと
言って今まで政治的に戦ってきた相手のグループに
入りたいというこの行動、彼の政治信条と言うものはそ
んなに軽くまた簡単に変えられるものなのでしょうか。
私にはとても理解できないし、納得もできません。

御殿場IC

雑感

４日 　小山町賀詞交歓会
６日 　板妻駐屯地賀詞
７日 　会派新年会
８日 　富士学校成人式
9日 　ＪＡ御新春会
１０日 　御殿場市経済交流交換会
１１日 　隊友会新年会
１２日 　小山町消防出初式
１３日 　市消防出初式、小山町成人式、市成人式
１５日 　観光地域活性化特別委員会
１６日 　滝が原駐屯地賀詞、御殿場ＪＣ賀詞
１７日 　行政書士会新年会
１８日 　団交友会賀詞
１９日 　県防衛大学校家族会、空手のまちづくり講演会
２０日 　小山町一周駅伝大会
２１日 　２市１町行政懇談会
２２日 　Ｈ３1年度予算編成ヒアリング、小山商工観光企業懇賀詞
２６日 　天城北道路開通式、市議会報告会
２９日 　倫理法人会時局講話、Ｈ３1年度予算知事折衝

１日 　県土地改良６０周年
２日 　小山町シニアクラブ芸能発表会
５日 　宅建東部勉強会(熱海)
６日 　２月議会説明会、議員総会及び勉強会
９日 　富岳保育園行事
１１日 　御殿場市表彰式
１３日 　２月定例県議会（初日）
１５日 　市空手道連盟新年会
１７日 　日本拳法大会

１８～２２日 　２月定例議会（代表質問、一般質問）
２３日 　樹空の森まつり、富士山の日フェスタシンポ
２４日 　市自衛隊入隊予定者激励会
２５日 　２月定例議会（一般質問）
２６日 　本庄ノーベル賞受賞県祝賀式

２７～２８日 　厚生委員会

１日 　小山高校卒業式
２日 　陸自戦教隊、偵教隊改編に伴う謝恩会
８日 　２月定例議会（最終日）
９日 　東部銃剣道大会、足柄ＳＩ開通式
１６日 　御殿場市婦人会連合会総会

17日 　御殿場地区慰霊祭、西区総会

18日 　深沢土地改良区総会、みなみ幼稚園卒園式

19日 　特別支援学校卒業式、ｵﾘﾊﾟﾗ陳情(防衛省)
２０日 　西中、玉穂小卒業式

21日 　玉穂春季慰霊祭
２３日 　富岳保育園卒園式
２６日 　高根一色土地改良区総会
２７日 　高根塚原土地改良区総会
２８日 　御殿場駅乙女口広場完成式典

８日 　特別支援学校入学式、当選証書授与式
９日 　市体育館ﾘﾆｭｰｱﾙ式典、防衛協会東部総会
１０日 　議員総会
１３日 　市保育の会総会、陸自情報学校１周年行事
１４日 　滝が原駐屯地記念行事

鳶新春梯子乗り地区どんと焼き

県土地改良６０周年

足柄ＳＩ開通式

全国椿サミット

市体育館ﾘﾆｭｰｱﾙ

ノーベル賞受賞祝賀会

御殿場駅乙女口広場完成


