
２月定例議会は、２月２０日～３月１６日の間開催、
今議会における主要テーマは、平成３０年度予算編
成、次期総合計画、そして県の組織改編の３点で、
予算と次期総合計画は、概案の時点から議論を継続
していたことから大きな混乱もなく成立しました。
組織の改編では、知事直轄組織に財政課が編入さ
れ、知事への権限集中が加速されたことに懸念を覚
えます。また、昨年秋に検討会が設置されていた議
員提案の「手話言語条例」は、全会一致で可決・成
立し、「手話を言語」と認める共生社会の実現につな
がるものと期待しています。

昨年９月、川勝知事の３期目スタートと同時に次
期総合計画の策定作業が始まり、構想の素案の
段階から議会からの提案、外部委員からなる審議
会の審査、パブリックコメント等を経て、２月２１日
常任委員会での最終集中審査が行われ、審査結
果については、議長から知事に申し入れを行い
意見を踏まえて今議会で承認されました。

和田とくお
静岡県議会議員 県政報告「やまぶきNo２８」
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平成３０年４月発刊
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最初の県議選に臨もうと活動していたＨ２３年３月に発生した東日本大震災
から早７年、いまだに行方不明者が２５００人超、避難生活者は約７.３万人、
内７４８名の方が遠く故郷を離れ静岡県で生活しています。 県では、新しい
総合計画がこの４月からスタート、その政策の第１の柱は「命を守る安全な地
域づくり」です。南海トラフ巨大地震の発生確率が３０年以内に７０～８０％、
３０００年ぶりに噴火した元白根山の例もあり、誰も美しい世界遺産の富士山

が噴火しないとは言えません。それぞれ自分でできる災害への備えは、しておいて欲しいものです。韓国で
行われた冬季オリンピック、パラリンピックでの日本選手の活躍には、大きな感動と喜びを味わえました。い
よいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピックまであと２年余、当地で行われる自転車ロードレースの細部
コースが間もなく決定されることを見越しながら、私も引き続きしっかりと活動していきたいと思っています。
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次期県総合計画集中審議

文教・警察委員会

文教・警察委員会では、Ｈ３０
年度の委員会所管関連予算審
議のほか、教育委員会関連では、
新年度から教育部長を新設する
組織改編及び県立高校の再編
問題に議論が集中、警察関連で
は、オリ・パラに向けた交通安全
施設整備についての質疑がなさ
れ、本会議最終日に委員長が
審議内容を報告しました。
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ロードレースの概要
１ スタート：調布市～ゴール：ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ
２ 男子：約２７０Km,女子：約１４０Km
３ 県内ロードのコース予定
男子： 、女子：小山町のみ

４ ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙは小山町周辺を検討

自転車競技開催日程の予定



県立がんセンターの現況
特に、がん患者家族支援、
緩和ケア、疾病管理（よろ
ず相談、就労支援）等に取
り組んでいる看護師さんの
業務上の問題について意
見交換、県として取り組む
べき課題を認識でき、改善
に取り組みたいと思います。

今回の視察では、佐賀県立高志館高校における
ＩＣＴ利活用教育の推進状況、福岡県での高校・大
学連携事業及び暴力団対策の現況、熊本城の修
復状況、熊本県運転免許センターにおける認知症
等運転適性相談の対応等について現況を把握、
今後の教育、警察行政への反映の資を得ることが
できました。

会派視察（高浜原発、道の駅）

H３０年度会派予算要望とその反映結果

ベロドローム

文教警察委員会県外視察 県立がんセンター現況調査

昨年末から自民党会派でＨ３０年度予算に
対する要望を県当局と折衝してきました。
基本的な考え方は、昨年会派として発表し
た県政評価で不十分とした事業の推進、地
域や各種業界・団体との意見交換結果等を
踏まえて予算を要望しました。
産業分野では技術革新、経営革新、農林・
水産販路拡大等、子育て、医療・福祉分野
では、子供医療費助成、地域包括ケア推進
等、観光交流分野では、ｵﾘ･ﾊﾟﾗ関連、観光
施設整備等、教育分野では、特別支援学校
教育環境整備、私学教育支援等、危機管理
分野では、地震・津波対策の充実等、豊か
な暮らし分野では県単整備事業費の増額等
の実現等について、ほぼ要求に沿った予算
の確保ができたものと思っています。

＃２三役・政調と財政当局との折衝

＃４三役・政調と財政当局との折衝

＃３三役・政調と財政当局との折衝

会派としての知事への申し入れ

会派としての知事への申し入れ

佐賀県立高志館高校 福岡県庁

修復が進んでいる熊本城福岡県教育委員会

高速道から料金所を通過
して道の駅に立ち寄っても、
高速道路を下りたことにな
らない料金で引き続き高速
道の使用が可能となる社会
実験が、愛知県の道の駅
で行われています。併せて
視察しました高浜原発での
防災上の取り組みを含め、
今後の県の関連施策に反
映したいと思っています。

関西電力
高浜原発

関西電力
高浜原発

県立がんセンター



１月

２月

３月

4日 　小山町賀詞交歓会、会派新年会
６日 　小山町消防出初、板妻駐屯地賀詞
７日 　御殿場市消防出初式、小山町成人式
１０日 　富士学校成人式、ＪＡ御新春会、御ＪＣ新年会
１１日 　御殿場経済交流会
１２日 　県警年頭行事、県トラック協会賀詞
１３日 　県防衛協会賀詞、隊友会新年会
１５日 　＃２県ＪＡ勉強会、板妻成人式、滝ｹ原賀詞交歓会
１６日 　宅建協会東部新年会

１７～１９日 　文教警察委員会県外視察
２０日 　サンフラワー新春集い、銃剣道連盟新年行事
２３日 　県立がんセンター視察、小山商工観光企業懇賀詞
２４日 　Ｈ３０年度予算編成ヒアリング
２６日 　Ｈ３０年度予算三役調整、県女性議員懇親
３１日 　Ｈ３０年度予算三役調整

１日 　議員総会、Ｈ30年度予算知事折衝
３日 　小山町シニアクラブ芸能発表会
４日 　県女性消防連絡協議会設立総会
７日 　２月議会説明会、議員総会及び勉強会

８～９日 　神道議連視察(県外)
１０日 　防衛技博行事、富岳保育園行事
１１日 　御殿場市表彰式
１２日 　県議合同行事

１４～１６日 　会派外視察（福井県、京都府）
１６日 　市空手道連盟新年会
１７日 　消防ポンプ車安全祈願行事
１８日 　施設部隊銃剣道競技会
２０日 　２月定例県議会（初日）
２１日 　次期県総合計画集中審議
２３日 　富士山フェスタシンポ(山梨県)
２５日 　市自衛隊入隊予定者激励会

２６～２８日 　２月定例議会（代表質問、一般質問）

１～２日 　２月定例議会（一般質問）
４日 　県警察定期演奏会
5日 　２月定例議会（一般質問）

７～９日 　文教警察委員会
１０日 　富士学校定期演奏会
１１日 　県東部銃剣道大会
１３日 　ブラック・ホワイトショウ（長泉）
１４日 　引きこもり対策事業所視察、ｵﾘ･ﾊﾟﾗ意見交換（副知事）
１５日 　深沢土地改良総会
１６日 　２月定例議会（最終日）

17日 　御殿場市婦人会連合会総会

18日 　西区総会

19日 　＃３県ＪＡ勉強会
２０日 　倫理セミナー、西中、玉穂小卒業式、ｵﾘﾊﾟﾗ格闘調印式

21日 　玉穂春季慰霊祭
２６日 　ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ推進委員会
２７日 　ｻﾝﾌﾛﾝﾄ21東部首長・県議合同会議
２９日 　県庁にて政務調査

金太郎そば

駐車場内

旧１３８号

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。

小山町
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富士山の日
フェスタ

一旦決裁された公文書を書き換えるとい
う今回の財務省の事件には、公務員（自

衛官）としての勤務経験からは、「ありえないこと」、
「あってはならないこと」が起きたと言う他ありません。
忖度したのか、指示されたのか、真相はこれから解明
することになるでしょうが、担当者だけでできるもので
はないと思います。
今、この問題で国会の混乱が続いていますが、参議
院でまともな予算審議をしなくても、最低３月中にはＨ
３０年度の予算は成立します。とはいえ、北朝鮮や中
国そして韓国との外交問題、憲法改正の問題、少子・
高齢化問題、エネルギー問題等本当に重要な課題
が山積している今日、これら重要問題の審議をしない
まま閉会することになれば、その影響は想像以上に
大きいものとなるでしょう。所謂政治ショーではなく、
国権の最高機関としての本来の仕事がやれないもの
かと、何ともやりきれない思いがいたします。

御殿場IC

雑感


