
今季、経済産業委員会は、自民６、ふじのくに３
公明１の１０名で構成、私は副委員長に就任。
年度当初の組織改編で、経済産業部が商工農林
水産・ｴﾈﾙｷﾞｰを所掌することになり、今まで以上に
重要な委員会となりました。私は、副委員長として
一年間、県の経済活性化に直結する事業の推進
に、懸命に頑張りたいと思っています。

この数か月、熊本地震、伊勢志摩サミット、舛添都知事の辞任、イギリスの
ＥＵ離脱、参議院議員選挙、テロによる邦人被害の発生、南シナ海問題に
おける仲裁裁判所判断の決定、都知事選挙等、国内外共に大きな動きや
事件が発生し、ますます先の読めない流動的な状況が続いています。
そんな中本年度県は、総合計画の後期ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの評価を白書として
公表（今年度末）し、次年度には目標の前倒し達成を全力で傾注する態勢

を整える大切な年度となることから、私も皆様からのご意見をお聞きし、様々な事業についてしっかりチェック
しながら、地域の活性化にも繋がる施策の導入に、精一杯努力して行きます。

６月定例議会は、
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５月臨時議会

議会６月定例会

議会運営員会は、１１名（自民×７、ふじのくに×３、
公明×１）で構成され、議長・副議長同席のもと、議
会を円滑に運営するため、議会の開催前及び本会
議中は毎日開催されます。また、委員４名で小委員
会を編成し、意見書の取りまとめを実施しています。
委員（小委員会兼務）としてしっかり頑張ります。

５月臨時議会は、５月１８日に開催され、本年
度の議長、副議長、常任委員会(特別委員会
含む)等の議会の構成が決議され、議長には
自民改革会議の鈴木洋佑県議(浜松市、６期)、
副議長には同じく自民改革会議の薮田宏行
県議(御前崎市、３期)を選出、また任期満了となる大須賀淑郎副知事の後任に、吉林章仁知事戦略
監）を充てる人事案を承認しました。本年度、私は、議会運営委員会と経済産業委員会（副委員長）
に所属し一年間活動することとなりました。

県議会本会議場

委員会質疑風景

県議会本会議場

経済産業委員会、副委員長に就任

６月定例会は、新しい議長のもと、６月２３日開会さ
れました。知事は所信表明の中で、就任直後自らの
判断で中断させていた沼津高架橋建設問題につい
て、「不退転の決意で推進する」旨を発言、ようやく
建設に向け動きそうです。７月１９日、補正予算を含
め全議案を議決し閉会しました。

議会運営委員会



地元要望の強かった東名高速道路に設置するスマートＩＣについて、本年５月２７日、国が新
規事業化を公表、御殿場市及び小山町は、直ちに国に対しそれぞれ連結許可を申請しました。
これを受け６月６日、国は連結を許可し設置が決定しました。下図は、その概要図です。

足柄スマートＩＣの概
要

駒門スマートＩＣの概
要

茶業振興議連県外視察（鹿児島）

近年著しく成長しつつある鹿児島県内茶業者の内、知覧町にあ
る塗木製茶工場及び霧島市の西製茶工場を視察しました。
いずれの業者も、規定観念に囚われない栽培、製造、販売方法
を模索しながら業績を伸ばしており、海外からの需要（特に欧
州）は、有機栽培による安心・安全生産方法に加え、美味しさを
追求することが求められ、このあたりの視点が、県下の茶業振興
の一つの要点になりそうに思えました。

管理・運用形態
フルインター形式、２４時間

ＥＴＣ車搭載全車種

管理・運用形態
フルインター形式、２４時間

ＥＴＣ車搭載の車種（軽・普
通・中型・大型・特大型）

供用予定時期：平成３２年３月

供用予定時期：平成３１年３月

４月１３日
～１５日



７月２１日～２２日、掛川市の海岸防災林、袋井市のタ
ジマ国際次世代自動車ｾﾝﾀｰ、ＪＲみっかび、島田市の
ＫＡＷＡＮＥ抹茶（株）、焼津市の水産技術研究所、静
岡市の清水技術専門学校を視察しました。県内の商農
工業等の先端的取り組みや教育・研究の現状の一端に
ついて現地で確認でき、委員会活動に活用します。

７月１６日、馬術競技のﾅ
ｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰとして
指定され、毎年皇族のご臨
席を頂き全国高校馬術大会
が開催されている御殿場市
馬術ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの一画に、
今年の第５０回大会を機に、
この程、県の支援を頂き貴
賓棟が完成しました。

５月３１日、会派として今年
度焦点となりうる県事業（静
岡空港関連、世界遺産ｾﾝ
ﾀｰ、地方版規制改革会議、
文化力の拠点、浜松野球場
建設問題、内陸ﾌﾛ
ﾝﾃｨｱ等）について
勉強会を開催しま
した。

九州北部地域に所在する陸・海・空自衛隊の部隊及び米海軍基地等を研
修し、南シナ海一帯の緊張感が高まる中での国の防衛に直接かかわる自衛
隊の真剣かつ厳しい現状を知ることができ、この中で、特に海・空の活動
は日米同盟がなければ成り立たないとの印象を強く持ちました。
熊本地震災害への対応では、自衛隊の迅速かつ的確な災害救援対処を確
認でき、改めて、大きな災害への対処は、自衛隊でなければできない部分
が多くあり、自治体等は日頃からの受け入れ態勢の整備や、自衛隊を如何
に有効活用するかの研究をしておくべきと再認識しました。また今回は、
長崎県会議員、佐世保市議会議員、佐世保市の経済界で活躍する民間人及

び自衛隊の高級幹部との意見交換の機会もあり、
佐世保における自衛隊や米軍との共存・共栄の在
り方について、防災的な観点だけでなく、経済的
な効果にも目を向けた関係構築を積み重ねている
現況を確認でき、行政運営にも参考になるべき事
項を知ることができました。

県企業局では、内
陸ﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取
組の一つとして、ﾚ
ﾃﾞｨｰﾒｲﾄﾞ方式による
小山町湯船原工業

団地（約３１ｈａ）の整備を進めています
が、６月１日、工事の安全祈願祭を執り
行い、いよいよ平成３０年度の引き渡し
に向け工事が本格化しました。

レイテ島
慰霊碑

第２航空団司令安藤空将補

第２航空団

農水省が創設した「次世代
施設園芸導入加速化支援事
業」として、小山町上野に完
成した高糖度トマト「アメー
ラ」を生産する㈱サンファー
ム富士小山の育苗施設内で、
６月１０日、農水省の加藤大
臣政務官、知事等の出席を得
て、竣工式典が行われました。

経済産業委員会県内視察

小山町湯船原工業団地
造成工事安全祈願祭

富士小山次世代施設
園芸拠点竣工式典

馬術ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ貴賓棟落成式

西方普通科連隊装備品展示

米海軍佐世保基地司令官 陸自西方混成団（相浦駐屯地） 海自佐世保地方総監表敬

ｲｰｼﾞｽ艦ちょうかい

防衛議連県外視察（九州北部陸・海・空自及び米海軍基地）

空自春日基地司令表敬

ヘリ（ＣＨ－４７）

６月１日～３日

完成イメージ

７月２１日
～２２日

政調勉強会

土屋
副知事



先般、南シナ海国際仲裁判決で、歴
史的に南シナ海の大部分に主権が及

ぶと言う中国の主張には法的根拠がないとの採決
が下されました。 これに対するアジア各国の反応
はというと、支持が、ベトナム、インドネシア、日本、
インド。不支持が、経済的に中国に頼っているカン
ボジア、ラオス、ブルネイ、パキスタン。もちろん中
国は猛反発、軍事力を背景とした国際法を無視す
る態度は今後も続くことになりそうですが、お隣の韓
国はというと、次期大統領を狙っていると目されて
いる国連事務総長の影響か、非常に微妙な態度を
とっています。何を考えているかわからない北朝鮮
はいずれ自滅の方向でしょうが、日本にとっては最
近多発しているテロの問題を含め、非常に厄介な、
対応の難しい問題が山積する中、政権が安定する
結果となった今回の参議院議員の選挙結果には、
少しほっとしているところです。加えて、皆さんがこ
の雑感を読む頃には結果の出ている東京都知事
選挙の結果も、また大変気になるところです。

静岡県議会議員 和田とくお事務所ご案内
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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
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政務調査活動報告

雑感

期間内の主な活動
３日 　駒門駐屯地記念日、列山会発表会
４日 　みなみ幼稚園入園式、富岳学園入園式
６日 　西中入学式、玉穂小入学式
７日 　小山高校入学式
８日 　県庁にて政務調査
９日 　保育の会総会、入隊式（板妻、富士）、郷友会
１０日 　滝ケ原駐屯地記念日、さくら祭
１１日 　自民党役員選挙
１２日 　小山老人クラブ総会、沼津土木陳情

１３～１５日 　茶業議連県外視察（鹿児島）
１６日 　女性の会、ﾎﾞｳｲｽｶｳﾄ地区協議会総会
１８日 　県戦没者慰霊祭
２２日 　県庁にて政務調査、防衛協会東部支部総会
２３日 　市国際交流協会総会、発達障害支援議員総会

２４日 　市消防春季演習、滝ケ原不動尊
２５日 　市観光協会総会
２８日 　６月議会質問打ち合わせ

３日 　小山町金太郎祭り
４日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲGT500
５日 　御殿場・小山高校野球大会、須走浅間神社例大祭

７日 　北駿中学野球大会
９～１０日 　陳情及び県東京事務所政務調査

１１日 　募集相談員東部連絡会役員会
１３日 　伊勢神宮奉納米田植え祭、小山町観光協会総会

１４日 　市体育協会総会、小山町体育協会総会
１５日 　募集相談員沼津支部総会
１６日 　市飲食業組合総会
１７日 　議会運営委員会、熊本地震勉強会
１８日 　臨時議会、政調役員会
１９日 　御殿場線利活用促進協議会総会
２０日 　県にて政務調査、市商工会総会

２３～２４日 　観光振興議連県外視察（神戸）
２５日 　Ｒ４６９建設促進期成同盟会総会
２６日 　御殿場ＪＡ総代会、小山町企業懇話会
２７日 　浄化槽協会沼駿支部総会
２８日 　特別支援学校運動会、募集相談員東部連絡会総会

３０日 　沼津高架橋建設促進同盟総会
３１日 　政調勉強会、全国銃剣道連盟総会

１～３日 　防衛議連県外調査（九州）
６日 　移動知事室
７日 　年金受給者総会
９日 　県庁にて政調会打ち合わせ
１０日 　県庁にて会派意見書打ち合わせ
１１日 　隊友会総会、防大協力会総会、県職員研修同行

１２日 　富士岡文化祭、女子ラグビー応援
１３日 　県庁にて６月議会議案説明
１６日 　議院運営委員会
２１日 　政務調査
２２日 　参議院議員選挙公示（岩井出陣式）
２３日 　６月定例議会（開会）
２４日 　政務調査
　２５日 　保育園保護者連合会総会、自候生修了式
　２６日 　小山町スポーツ祭、ＭＦ定期演奏会

２７～３０日 　６月定例議会

１日 　開山式（新橋浅間神社）
２日 　県青少年銃剣道大会
３日 　富士学校開校祭
４日 　市老人クラブ大会、ｵﾘ･ﾊﾟﾗホストタウン総会
６日 　台湾東京事務処長来訪行事
９日 　わらじ祭り
１０日 　須走浅間神社開山式、参院投票日

１１～１２日 　経済産業委員会
１３日 　県庁にて政調会
１５日 　議院運営委員会、馬術ｾﾝﾀｰ迎賓館落成式、滝ｹ原駐夏祭

り１６日 　県行事
１７日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｴｨイベント
１９日 　６月議会最終日
２０日 　１，２期生合同勉強会（危機管理）

　２１～２２ 　経済産業委員会県内視察
２３日 　富岳夏祭り、西区夏祭り
　２５日 　県経産部長との意見交換会
　２７日 　板妻駐屯地夏祭り
２８日 　県庁にて政務調査、政調会

４月

５月

６月

７月

金太郎祭り

駿東高校野球大会

台湾謝処長来訪行事開山式（新橋浅間）

春季消防演習

開山式
（須走浅間）


