
今年の夏は雨が多く、台風も例年のルート以外で上陸するなど、地球
温暖化によるとみられる気象の変動は、予想以上に深刻さを増している
ように思います。 そんな中、８月に行われたリオのオリンピックでの日本
選手の大活躍は、大きな感動と喜びを感じさせて頂きました。４年後には
いよいよ東京で、そして県東部の伊豆で五輪競技が開催され、これに向
かって様々な準備が進められることになります。 県全般としては、総合
計画の後期アクションプランを達成させるため、様々な事業を進めていま

すが、御殿場・小山に関連する事業の進捗にはこれからも全力を尽くしていきたいと思っています。

和田とくお
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県議会９月定例会

２月定例会本会議風景
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経済産業委員会

今議会では、追加議案への対応、代表質問に対する
知事答弁時間のほか議会運営上の問題はなく、スムー
ズな委員会運営でした。小委員会では、県の医療体制
の充実等６件の意見書をまとめました。
またこの間、福岡県議会及び熊本県議会の災害発生
時の対応や議会運営の在り方等について、それぞれの
議会事務局と意見交換し、委員会運営の資を得ました。

議会運営委員会

９月定例会は、９月２０日から１０月１３日の
間開催、開会冒頭知事は提出議案の説明を
含め所信を述べることになっていますが、今
議会では、防災対策や経済対策、医療や少
子化対策、農林業振興等諸課題が山積する
中、台湾、モンゴルとの地域外交について異
常と思えるほど多くの時間を割いたのが印象
的でした。一方で、４年後の東京五輪では自
転車競技が伊豆で開催されることを受け、当
初計画していたリオ五輪の視察を、ホテル代
が高いことを理由に急きょ取りやめたのは、一
貫性を欠いた行動だと思います。

経済産業委員会では、委員会所管の補正予
算審議のほか、経済成長戦略の推進、先端企
業の育成、中小企業・小規模企業振興基本条
例、ものづくり革新プロジェクトの推進、農業の
新たな担い手の確保と育成、県産材の新たな
販路拡大・増産と安定供給、水産業の体制強
化に向けた取組等、県内産業の当面する課題
への対処を中心に審議しました。

９月本会議 代表質問風景
９月本会議

項　目 予算額 主な内容
・東京五輪自転車競技アクセス道

・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ会場改修

・先端農業推進拠点整備

・一億総活躍社会の実現加速

・インフラ整備

・防災対応強化

追加補正 192.82億

43.47億９月補正

９月補正予算の内容



２０２０年東京オリ
ンピックの自転車競
技の内、トラックとマ
ウンテンバイクの２種
目が、パラリンピック
の自転車競技の内ト
ラックの１種目が伊
豆市で開催されるこ
とが決定しています。
前年には、自転車
競技の世界選手権
の開催も決定された
ようで、県では、今年
度から４年間で、会
場アクセス道路整備
全体事業費として、
約３５.５億円の予算
を計上し、必要な個
所の整備を集中的
に実施することとしま
した。
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東京五輪アクセス道路の整備構想

この程、全４７都道府県幸福度ランキング２０１６年度版が公表されました。分析した指標は、まず５つの基
本指標(人口増加、県民所得、選挙投票率、食料自給率、財政健全度）を抽出し、その他に５分野(健康、
文化、仕事、生活、教育)を選出、各分野において更に具体的な１０の指標を取り上げ、全６５項目で解析、
また５分野それぞれに現行指標と先行指標という異なる視点による要素指標を設定して分析したものです。
全６５項目のランキング分布は、下図のようになっており、特に健康部門の「健康長寿」は１位、「気分障害
受療者数」の少なさは３位であり、自立して心身ともに健康に生活している地域であることが伺えます。一方
「ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ数」はﾜｰｽﾄ１、「地縁団体数」は４２位と地域で支えあう仕組みづくりに課題が見られました。

都道府県幸福度ランキングに見る静岡県の現況
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今回の県外視察では、北海道の産業育成施策の一端を
確認するため、北海道総合研究機構（道総研）、北海道さっ
ぽろ食と観光情報館、苫小牧港管理組合、北海道農業担い
手育成センター、札幌テクノパークを訪問しました。特に道
総研は、農業、水産、森林、産業技術、環境・地質、建築の
各分野で実用化・事業化につながる研究や技術支援を実施
しており、その成果は、知的財産権として保護・管理（現在ま
でに１２５件）していました。この中で、道総研のマネジメント
要領、苫小牧漁港の将来ビジョン、テクノパークのＩＴ産業の
集積によるビジネス創出等については、静岡県でも参考に
すべき事例の一つだと思いました。

中部電力浜岡原発の防災対策の現況

経済産業委員会県外視察(北海道)

９月5日、医療健康分野の研
究開発と地域企業の成長を加
速させる戦略的な役割を担う、
県の医療健康産業研究開発セ
ンターが県立がんセンター隣
接地にオープンしました。テル
モをはじめ１２の企業が参画、
がんｾﾝﾀｰとの緻密な連携を保
ちながら研究開発を行います。

ファルマバレーセンター始動

議会報告及び懇談会

８月１８日、県議会自民会派の有志で浜岡原発の
現況を視察しました。南海トラフ巨大地震の発生が
懸念される中、運転を停止してから５年以上経過し、
２２ｍもの防波壁や予備電源の確保等、懸命な地
震対策を進めている現況と日本のエネルギー事情
も併せて調査、今後も原発の安全対策に関心を持
ちながらエネルギー問題を考えたいと思います。

９月１６日、市町民有志の皆
様に、県政及び県議会の諸
課題についての報告を行いま
した。今後もこのような機会を
通じて、県や議会そして地域
の行政についての理解促進
に努めたいと思っています。

１０月１７日～１９日

御殿場線利活用促進陳情

１９５６年、「日ソ共同宣言」が署名されて以降全く進んでいな
い北方領土の返還問題、日本は、四島の帰属問題を解決して
平和条約を締結すると言う方針を貫きながら交渉を続けていま
すが未解決のまま現在に至っています。江戸末期ロシアの
ディアナ号が戸田沖で沈没した時、乗組員約５００名全員を救
助した歴史を持ち、県内にも元島民が３８名おられる中、昨年
小山町で北方領土返還県民大会が開催されました。外交交
渉は国の専管事項とは言え何とか協力できることはないものか
と今回北方問題対策協会や道議会特別委員会との意見交換
をさせて頂きました。１２月にはプーチン大統領の日本訪問が
予定されていますが、今後も県民運動の大きなテーマとして活
動しなければいけない問題だと思います。

８月２９日、御殿場線沿線自治体の首長、議長等
と、御殿場線利活用、特に改札の電子化等につい
て、ＪＲ東海への働きかけを県幹部に陳情しました。

北方領土を考える議員連盟現地調査 ９月１４日～１５日



１日 　小山町町制10４周年記念式典
３日 　徳風園夏祭り
４日 　全日本銃剣道大会、駿河療養所夏祭り
６日 　御殿場・小山中学校野球大会、市戦没者慰霊祭
７日 　富士登山駅伝大会、御殿場夏祭り

８～９日 　議会運営委員会県外視察
１０～１１日 　畜産振興議連県外視察

１２日 　県庁にて政務調査
１５日 　玉穂地区戦没者追悼式

１６～１７日 　静岡県西部地区政策要望聞き取り
１８日 　浜岡原発現況視察
１９日 　県庁にて政務調査
２０日 　おやまの杜夏祭り
２１日 　中畑西区行事

２３～２４日 　静岡県中部地区政策要望聞き取り
２６日 　県庁にて危機管理関連政務調査
２７日 　橘祭、富岳夏祭り
２８日 　総合火力演習
２９日 　東部県議意見交換会

３０～３１日 　静岡県東部地区政策要望聞き取り

１日 　市防災訓練、夏刈地区企業誘致関連勉強会

３日 　市社会福祉大会

４日 　玉穂、富士岡地区区民体育祭

５日 　医療健康研究開発センター開所式
６日 　県庁にて政務調査
８日 　市内事業者との意見交換
９日 　事務所にて政務調査
１０日 　須走浅間閉山式、わらじ供養祭、砲友会行事
１１日 　印野地区体育祭、小山足柄峠笛祭り
１２日 　9月議会議案説明
１３日 　議院運営委員会

１４～１５日 　北方領土返還議員連盟県外視察(北海道)
１６日 　議会報告
１7日 　玉穂小運動会、市ｽﾎﾟｰﾂ祭(銃剣道)、小山町敬老会
１８日 　西区敬老会、警察犬大会、翆月学園祭
２０日 　9月議会本会議、県行政書士会懇談会
２１日 　事務所にて政務調査
23日 　県庁にて政務調査、発達障害関連会同
２４日 　銃剣道全国大会、退官者行事
２５日 　原里地区体育祭、とび職50周年行事

２6～３０日 　９月議会定例会２～６日目（代表質問、一般質問）

１日 　小山町自転車レースイベント
２日 　市ｽﾎﾟｰﾂ祭開会式、小山町産業祭、市空手道大会
３日 　県庁にて政務調査、発達障害関連施設協議

４～５日 　経済産業委員会
６日 　事務所にて政務調査
７日 　小山老人クラブスポーツ大会
８日 　市婦人ｽﾎﾟｰﾂ祭、青年の家ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ、県自衛隊追悼式

９日 　八王子神社例大祭
１０日 　小山町民体育祭
１１日 　県ゴルフ協会会議
１２日 　議院運営委員会
１３日 　９月議会定例会最終日
１４日 　市議議会報告会
１５日 　県議イベント
１６日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｴｨイベント

１7～１９日 　経済産業委員会県外視察
２０日 　駿河療養所駿河神社例祭
２１日 　党員党友の集い
２２日 　小山町慰霊祭・平和の集い
２３日 　自衛隊中央記念式典

２４～２６日 　決算特別委員会

１０月

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

期間内の主な活動

雑感

８月

わらじ供養祭

御殿場・小山中学野球大会

小山町産業祭・ふれあい広場

富士登山駅伝

全日本銃剣道大会

９月

政務調査活動報告

１２月議会で、自民会派代表質問(１２月６日
(火曜)１０：３０～)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。

阿蘇山で１０月８日未明に起きた爆発的
噴火。昨年火山防災の先進事例を勉強す

るため阿蘇山を訪れた時には、気象庁等の観測機関
がしっかりと態勢を取っているので兆候の把握はでき
るという趣旨の説明を聞いていた私は、改めて火山や
地震という地球の活動を、現段階の科学では正確に
予知できないことを改めて感じました。南海トラフの巨
大地震や富士山噴火、心配ばかりしても仕方のないこ
とですが、意識しておくことと身近で準備できることぐら
いはやっておくことがやはり大切です。県では食料や
飲料水の備蓄を７日分と啓発していますが、備蓄して
いる人の割合は１０％以下です。皆さん、備蓄や家具
の固定等自分で準備できることはやりましょう。

小山自転車レース


