
１２月定例議会は、１２月１日～２１日の間開催
され、今議会では、後期アクションプランの推進
や世界遺産センター関連補正予算をはじめ、地
域防災力の強化、内陸のフロンティアを拓く取組
、人口減少社会への挑戦、農林業の育成、富士
山を活かした地域の魅力づくり、総合教育会議
そして平成２８年度当初予算の編成等について
当局から提案がなされ、これらの事業について
質疑しました。 富士山世界遺産センター事業に
ついては別途解説していますが、県都構想につ
いては、相変わらず知事は自説を展開するもの
の、議会としては当事者である静岡市の反応を
見てとの意見が大勢を占めています。

なお、１２月議会から、自民党が１人増え、民主
党にも一部の会派が合流し、会派の構成が右図
のように変わりました。
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企画・くらし環境（常任）委
員会

企画・くらし環境委員会では、委員会に付託され
た議案（補正予算等）の他、所管事項の後期アク
ションプラン評価書（案）第３次県環境基本計画の
中間案、第３次県循環型社会形成計画の中間案
等について審議しました。この中で私は、特に住宅
の耐震化率の目標達成については、もっと危機意
識を持って対応すべきとして、当局の姿勢を質しま
した。

第４回の特別委員会では、サッカーやラグビーの
ワールドカップに係った関係者から意見を伺いまし
た。これらの意見を参考にして、次の委員会では、
観光、教育、インフラ等周辺整備、合宿誘致、関連
ビジネスの育成、情報発信等の項目での政策提言
とするため、最終的な委員間討議を行い、報告書と
してまとめて議長に提出、２月議会本会議で委員長
報告する予定です。

大規模ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ対策特別委員会

新年おめでとうございます。昨年は私にとって２期目の選挙があったこ
ともあり、本当にあっという間の１年でした。そんな中、静岡県にとっての
ビックニュースは、何と言っても世界三大スポーツイベントであるオリン
ピック(自転車競技)とラグビーワールドカップが県内でも開催されることが
決まったことでしょう。日本近隣諸国との外交・防衛問題、地球温暖化の
問題、国内では、少子・高齢化の問題、経済やＴＰＰの問題等、国にとっ

ては難しい課題もありますが、明るいニュースに目を向け、当面の課題を一つ一つ克服しながら前向きに
取り組んでいくことが大切なことだとの思いの中、今年も地域の課題、そして皆様の意見や要望に、スピー
ドと誠意をもって対応したいと考えております。
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富士山世界遺産センター建設工事契約の問題について、前回号に引き続き報告します。
６月の入札不調に始まり、９月県議会への建設費増額案の提出断念、そして今議会再提出となりました。
この間、我が会派は、入札不調になった理由や経緯、今後の対応、責任の所在等について明確な回答

がない限り、賛同できない。逆さ富士のデザインに拘ることよりも、内容を重視して当初の予算内で出来る
方法を含め一から見直すべきではないのか。との方針に基づき、県側からの経過説明、数度の議員総会
を開催し、審議を重ねました。最終的には委員会での集中審議を経て、当初の増額案５億４千万を３億円
の増額まで圧縮できたこと、建設の遅れは２８年２月に報告するイコモスへの「保全状況報告書」に、富士
山の保全の取り組みが不十分と受け止めかねないこと、デザインは公募型プロポーザルの審査によって決
定していること、混迷を招いたことへの深い責任を当局が認めたこと等の理由により、消極的ながらも賛成
することとしました。結果として議会最終日、この問題に対しては全員一致により議決しました。

昨年イングランドで行われたラグビーワールドカップで
は、過去８回開催された大会でわずか１勝しかできなか
った日本チームが、五郎丸選手等の活躍もあり、一気
に３勝するなど大いに盛り上がりました。２０１９年アジア
で初めて開催される大会の開催地が日本に決定し、静
岡県のエコパスタジアムが試合会場の一つに選ばれ、
また、翌年開催される東京オリンピックの自転車競技が
伊豆のベロドロームで開催されることも決定し、県として

この世界的なスポーツイベントを何としても成功させなければなりません。
そこで今回は、ラグビーワールドカップに焦点を当てて少し解説します。
ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーW杯に次ぐ世界三大スポーツ大会

の一つで、今回行われたイングランド大会は、開催期間４４日間、海外からの渡航客数
約４０万人、チケット販売枚数約２３０万枚、その経済効果は約３７４０億円とも推計され
ています。日本大会は、２０１９年９月２０日～１１月２日の間、国内１２都市で４８試合行
われ、外国からの来訪者は試合観戦はもちろん、飲食、宿泊そして観光等県内の経済活動や国際交流等
多方面で大きな経済効果等を期待できるものです。 県もこれらの事項については深く認識しており、翌
年のオリンピック開催も視野に入れ、官民一体となって諸々の準備を進めて行くことになります。

ラグビーワールドカップ

決算特別委員会

１０月２８日から１１月６日の間、４日間にわたって決算特別委員会を開催し平成２６年度予算について、
その執行状況を審議しました。一昨年から、下図の流れで審議しています。

決算特別委員会では、２回生としては異例の副委員長として、１２月１日議長報告に立会
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毎年超党派で、県下の西、中
、東部を巡回しながら現場確認
していますが、今回の視察場所
は中部管内の、住宅街に迫る急
傾斜地対策、東海道本線上へ
の崩落復旧、豪雨による山腹崩
壊復旧、そして沢の砂防工事現
場の４か所を視察しました。

１２月１１日、平成２８年度当初予
算の１回目の部局調整案について
の説明がありました。我が自民党
会派の要望については、政調を中
心に積極的に対応して行きます。
次回は１月２５日に回答を受ける予
定で、これからヤマ場を迎えます。

今年度、２回目の議員研修会
は、京都大学名誉教授佐伯敬思
氏を迎え、「日本の経済は再生
できるか」について研修しました。

この中で、今後の日本の経済
社会においては、構造改革が必
須であり、そのポイントは、①競
争よりも共生へ、②自給的経済
へ移行すべき、③効率性から安
定性へ、④量から質へ、と言う事
で、大変貴重な研修会でした。

１１月５日、御殿場市内にある「富士山麓病院」を、
東部選出県議４名、そして県の看護連盟の皆さんと
共に視察させて頂きました。毎年東部地区の医療機
関を訪れていますが、共通して言えることは看護師
不足と共に医師不足です。どの医療機関もその特
性に応じ努力を重ね創意工夫しながら、患者さんの
ために何ができるかを問いながら懸命にそして誇り
を持って仕事に励んでいる現場を見て、お聞きした
意見や要望の実現に頑張ります。

１２月１０日、発達障碍者支援体制の整備につい
て、東部選出県議による会議を行いました。県で
は１１月１６日に「発達障害者支援体制整備検討委
員会」を立ち上げ、今後２回の検討委員会で、東
部の各圏域（賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士）の
発達障害者支援に係る現状と課題についても整
理し、５月に開催予定の検討委員会で、今後の発
達障害者支援の在り方について対応の方向性を
定め、具体的な対応策に着手する予定です。

１２月１６日～１８日の間、富士山火山防災をテーマに温泉地学研究所（小田原
市）、熊本県庁及び阿蘇山、鹿児島市役所及び桜島を研修してまいりました。

火山は、その自然の雄姿や温泉等で多くの人に魅力を与え観光等地域経済を
支えてくれる面もありますが、一方で、ひとたび活動すれば大きな災害を起こして
しまうこともあり、しっかりとした災害対策と適切かつ正確な情報発信により、自然
と上手に付き合っていくほかなさそうです。今回の視察では、箱根、阿蘇、桜島の
防災に関わる対策事例を生かした計画の作成と、いわゆる「風評被害」とその対
策が大きな課題となっていることを、改めて感じさせられました。
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２月議会で一般質問(３月１日(火曜)１
１：１５頃～)をすることになりました。
多くの皆様の傍聴をお待ちしています。

ご希望の方は、ご連絡ください。

２７日 　県農水業対策協議会
２８日 　決算特別委員会（全体会）

２９～３０日 　決算特別委員会（分科会）
３１日 　富岳祭り

１日   御殿場小山職人祭り、教導団５０周年、秩父宮公園茶会

２日 　決算特別委員会
４日 　北駿畜産共進会
５日 　看護連盟視察
６日 　決算特別委員会、御殿場登山道山内組合総会
７日 　中畑もみじ祭り（１０周年）

８～１７日   海外事情調査
１８日 　３県日韓友好議連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
１９日 　１２月議会議案説明
２０日 　大規模ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ対策特別委員会
２１日 　御殿場農協祭、砲友会総会
２２日 　小山豊門もみじ祭り
２４日 　県庁にて地域問題陳情
２５日 　安全安心大会、市駅伝結団式、倫理法人会総会
２８日 　市町村駅伝壮行会（小山）
２９日 　県東部空手道大会、陳情聞き取り
３０日 　議員総会

１日 　12月定例会(開会)
２日 　治山砂防議連県内視察
３日 　視察等報告書作成
４日 　12月定例会（代表質問）
５日 　市町対抗駅伝、ＴＰＰ決起集会、市町村駅伝報告会（小山）

６日 　ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ地区懇談会
７日 　12月定例会（一般・代表質問）
８日 　12月定例会（一般質問）、宅建協会定例会
９日 　12月定例会（一般質問）、二三会総会

１０日 　12月定例会（一般質問）、発達障害対策議連会議
１１日 　２８年度予算各部局ﾋｱﾘﾝｸﾞ、東部会
１２日 　参議院選挙対策会議（東部）
１３日 　小山町社会福祉大会
１４日 　企画・くらし環境委員会
１５日 　企画・くらし環境委員会

１６～１８日 　火山防災県外現地視察
１９日 　教導団(本部、特教、戦教)、滝が原年忘れ行事
２０日 　富士マラソンﾌｪｽﾀ(ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ)
２１日 　12月定例会（最終日）
２２日 　陳情対応
２３日 　市議選各事務所訪問
２４日 　議会報告作成事務
２５日 　県庁にて陳情対応、所管事務調査
２６日 　県東部会

４日 　小山町賀詞交歓会、
５日 　政調勉強会、自民県議団新年会
６日 　御殿場ＪＡ賀詞
７日 　市経済交流交歓会、滝が原駐屯地賀詞
８日 　富士学校成人式

今更ながらの話かもしれませんが、電車
に乗ったり街を歩いたり、あるいは食事で

レストランに入っても、ほとんどの若い人の目線はス
マホに向けられています。スマホは本当に便利なも
のですが、使い方によっては功罪あるようで、結局は
使う人の自覚の問題になるのでしょうが、改めて見回
して目に入るこの光景は、私にはちょっと異様にも思
えます。先般、信州大学の学長が入学式の中で、
「スマホやめますか、それとも信州大やめますか。」と
発言し、ちょっと話題になったことを思い出しました。
学長は、スマホに依存している人が多くなっている現
状を憂い、もっと本を読むこと、友達と会話をすること、
そして、自分で考える習慣をつけ創造性を高める必
要性があることを強調したかったようです。

私は、いまだにメールよりも直接話をする方が安心
しますが、皆さんはいかがでしょうか。

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。

御殿場IC

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

雑感

１０月

１２月

１１月

１月

富士マラソンフェスタ

安全・安心大会

市町対抗駅伝壮行会 県東部空手道大会

御殿場農協祭

三県日韓友好議連シンポ


