
６月定例会は、新しい議長のもと、６月２１日～７
月１０日の間開催され、主な議題は、県議会議員の
定数（下図参照：１増２減 定数６８、合区見送り）改
定、富士山静岡空港の民営化（別途解説：Ｈ３１年
度から）、補正予算、人事案件、日本平シンボル施
設指定管理等を審議し、原案通り決議しました。

今季の厚生委員会は、自民５、ふじのくに３、
公明１、無所属１の１０名で構成、保健、医療、
社会福祉、社会保障、県立がんセンター事業等
が所管となる委員会で、今期は、こども医療費
助成制度の拡充が焦点となりそうです。

昨年７月の九州北部豪雨で私の故郷の山河が壊滅してちょうど１年、そ
の記憶も消えない今年の夏も、また異常な集中豪雨により中国地方を中
心に大きな被害が出ました。被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上
げます。そこに住んでいる住民の皆様の命を守ることが行政の第一義で
すが、自然の猛威の中で残念ながら今回も犠牲者が多く出てしまいまし
た。自分で出来ること、隣近所でできること、地域

・市町でできること、県・国で出来ること、もう一度点検しながらこの教訓を生かさな
ければならないと思います。 さて、当地域が自転車ロードレースの会場となる東京
オリンピックパラリンピックまであと２年、５月１５日には、組織委員会の森会長、７月
９には、安倍首相にもお会いする機会を得、地域としての課題や要望をお伝えして
まいりました。私も自分のできる範囲の中で、皆様のご意見を聞きながら、引き続き
地域要望実現のために頑張りたいと思っています。

和田とくお
県政報告「やまぶきNo２９」

平成３０年７月発刊

５月臨時議会

この委員会は、議員提案により、人口減少・少子高
齢化が進展する中、国内外の交流人口の拡大や旅
行消費によって地域の活力を維持し、社会を発展さ
せる観光地域づくりを、県としてどのようにするかを検
討し、年明けの２月議会までに提言をまとめます。

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ました。議長には自民改革
会議の渥美泰一県議(浜松市、６期)、副議長には
同じくの落合慎悟県議(藤枝市、３期)を選出、私は、
厚生委員会及び観光地域づくり特別委員会に所
属し一年間活動することになりました。

県議会本会議場

常任（厚生）委員会

観光地域づくり特別委員会

議会６月定例会

首相公邸

静岡県議会議員



地域課題を含め７項目について、県の姿勢を質す！

県議会６月定例会一般質問に登壇

生活道路の速度を３０Ｋｍに制限する
「ゾーン３０」、自発光反射材着用を呼
びかける「ピカッと作戦」、運転者の安
全意識を高める「早めのライトオン」等
を通じ、一丸となって取り組む。

東京２０２０オリンピック自転車ロードレース
協議開催に向けた、地域の取り組みへの支
援について

県当局（知事等）の答弁要旨質 問 要 旨

危機管理体制における、Ｈ３０年度県内４地
区に新設された「地域局」の役割について

児童虐待への対応における、児童相談所
の体制強化と引継ぎ事案の対応について

高収益農業を可能とする基盤整備について

新東名御殿場ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ以東及び（仮称）
新東名御殿場ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞへのアクセス道路
の事業進捗状況について
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Ｒ１３８号バイパス（５．６㎞区間）は、本年度末までに約９割の
区間で工事が進む。県道仁杉柴怒田線（1.6ｋｍ区間）は、本
年度末までに主要な構造物が完成予定。Ｒ４６９号バイパス（
0.9ｋｍ区間）は、本年度内の用地契約完了を目指す。

児想の体制強化では、法的対応力強化のため弁護士の支
援受けを強化するとともに、Ｈ２９～３０年度で計９名の児童福
祉士を増員した。引継ぎ事案対応では、引き継ぎ先児想への
職員派遣と家庭への同行訪問、警察との連携強化を実行。

「地域局」は、地域の複合的な政策を総括する地域局長と、
危機事案を総括する危機管理官を配置して、地域の課題をワ
ンストップで対応する体制とした。これにより、災害対策交付
金や防災訓練への助言などの支援をきめ細かく対応できる。

ロードレースは、公道で行われることから交通規制、安全対
策、観戦客の誘導等の課題認識を地元自治体と共有しつつ、
検証や研修等を重ね、安全かつ円滑な大会運営に万全を期
す。またﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の人材確保にも県として協力する。

農地中間管理事業を活用し、経営体に農地を集積、集約し
つつ農業法人の新規参入を支援しており、これがため、関連
する市町、ＪＡ，担い手の方々等としっかりと連携しつつ、優良
農地への整備と高度利用化に取り組む。

特別な支援を要する児童生徒の数が増加していることから、
県教委としても支援体制強化に取り組んでいる。具体的には、
非常勤講師配置による体制強化、個別支援・指導計画の作成
、特別支援学級ｽﾀｰﾄﾌﾞｯｸの作成等を通じ充実に取り組む。

7

近年警察官への受験者数、競争倍率は減少・低下傾向にあ
る。このため、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用広告、ﾘｸﾙｰﾀｰによる魅力発信、
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、警察学校ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ等様々な募集活動を行
い、試験では面接を重視し、相応しい人材確保に努める。

小中学校における特別支援教育の課題と
今後の対応について

県警察官の人材確保について



７月９日、首相公邸にて西村官房
副長官同席のもと県議十数名で、
ランチミーティングの形で安倍首相
と意見交換する機会を得ました。私
は、２年後のｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾛｰﾄﾞﾚｰｽに向
けた地域の課題をお伝えしました。

今次訪問では、まず県の台湾事務所で現地の事情を収
集した後、台湾日本関係協会で、県との関係を引き続き友
好的かつ互恵的に継続することを確認、台湾立法院では
交通委員会所属陳明文立法委員にチャイナエアラインの
富士山静岡空港直行便の復便に向けた支援を要請、台湾
国際教育旅行連盟では、薛会長と高校生の交流促進をさ
らに進めるための方策について意見交換、日本台湾交流
協会台北事務所では、国としての静岡県と台湾の関係強
化への支援について意見交換、更に工業技術研究院では、
県が進めている県東部地区のファルマバレーとの取り組み
について今後の発展が期待できることを確認できました。

今次研修は、陸自の第１５旅団、海自の第５航空群及び沖縄基地隊、空自
の南西航空方面隊及び第１９高射隊、米軍基地キャンプハンセンそして辺野
古の現況等目いっぱい研修しました。防衛の問題は国の所管事項とはいえ、
関連施設の管理や防災にかかわる事項等は地方自治体の大きな事項である
こと、そして中国の軍事拡張の中、その最前線の沖縄県に所在している自衛
隊や米軍施設、そこで任務にあたっている主要な指揮官等との意見交換は、
大変意義のあるものでありました。その中でも、参加した県議からは、任務意
識を持ち真剣に職務に取り組んでいる現場の隊員に対しては、改めて敬意を
表するとともに、しっかりと支えていく必要があるとの声を多く聞けました。その
ためには、今後も彼らの活動を身近で確認しながら、連携を深め、相互理解
と情報の共有を図り、県と自衛隊等の役割を踏まえた事案の対処ができるよう
にしていくことが県民の安全・安心につながるものと考えています。

防衛議連県外視察（沖縄陸・海・空自及び米海軍基地）５月９日～１１日

空自：南西航空方面隊司令官

海自：沖縄基地隊長

陸自：第１５旅団長

海自：第５航空群司令米軍：ｷｬﾝﾌﾟﾊﾝｾﾝ副司令官 海自：対潜哨戒機Ｐ－３Ｃ

治山砂防議連現地研修

６月３日～７日

県台湾事務所

御殿場市の観光パンフレットを確認

台湾国際教育旅行連盟

日本台湾交流協会

「陳明文」立法委員

首相公邸（安倍総理）訪問 静岡空港来春民営化へ

現在静岡空港は、県と地元企業
が出資する空港運営会社で運営
しているが、開港当初からの民活
化方向の動きの中で、公共施設
の運営権制度を活用した取り組み
（本年３月、三菱地所・東急電鉄Ｇ
Ｐと基本協定締結）が進み、Ｈ３１
年度民営化が決定しました。

増築し４月から共用して
いる国際線ターミナル

熊本県の阿蘇、菊池の治
山・砂防事業を研修、関係者
の説明を現地で確認しながら
改めてこの種公共工事の大
切さを再認識しました。

日華友好推進議連台湾訪問



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

駿東高校野球大会ラグビー（ニュージーランド戦）

この２年ほど、カラスの襲撃の影響か我
が家に営巣しなかったツバメが、今年は３

年ぶりに飛来、７羽の雛が無事巣立ちました。巣立
ちから５日目、同じ巣にツバメが来ているので様子を
見ていたところ、またまた雛が誕生、今現在本年２回
目の子育て真っ最中です。同じ巣で２度もかわいい
ツバメの子育てを見られることに、３人の子供が独立
し妻と二人になって生活している我が家には、「癒
し」の時間を与えてくれるこのツバメたちに感謝しな
がら、無事巣立ってくれるよう見守っています。
それにしても昨今、子供を虐待死させたり、無抵抗
な老人を殺したりと、本当に信じられない事件が起き
ており、何が原因で人としての心を失ってしまったの
でしょうか。７月６日、東京の地下鉄内でサリンと言う
毒ガスを撒き、無差別殺人を実行したオーム真理教
の麻原教祖はじめ７人の死刑が執行されました。今
もまだ関連教団が活動している現実を、複雑な思い
で見ています。時代が変わっても、人として最低限
のモラルは守ってほしいものです。

雑感

東名中央連絡道
建設促進期成同盟総会

御殿場・小山中学校野球

国道４６９号
建設促進期成同盟総会

わんぱく相撲大会

御殿場・小山高校野球

保育園保護者会総会

１日 　駒門駐屯地記念日、陸自情報学校新編（富士）
３日 　富岳学園入園式
４日 　みなみ幼稚園入園式
５日 　防衛議連沖縄視察事前（沖縄戦史）勉強会
６日 　西中入学式、玉穂小入学式
７日 　３４ｉ、特教自衛官候補生入隊式、ｻﾝﾌﾗﾜｰ総会
８日 　滝ケ原駐屯地記念日、列山会発表会
９日 　特別支援学校入学式
１１日 　浜岡原発視察
１２日 　駿東神社関係者総会
１６日 　鮎沢川、酒匂川流域を語る会
１８日 　募集東部役員会、県職防衛研究会発会式
１９日 　東部防衛協会総会
２１日 　家族会総会
２２日 　市消防春季演習、滝が原不動尊祭典
２３日 　東部農林事業説明
２４日 　小山町遺族会総会
２５日 　沼津土木事業説明
２６日 　県東部特別支援学校視察研修
２７日 　県戦没者追悼式

３日 　小山町金太郎祭り
４日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲGT500、事務所にて政務調査
５日 　御殿場・小山高校野球大会、須走浅間神社例大祭
６日 　西区行事
８日 　募集相談員東部連絡会役員会、ｵﾘﾊﾟﾗ陳情

９～１１日 　防衛議員連盟沖縄視察研修
１２日 　中学野球、防衛連絡会同、小山、市体育協会総会
１４日 　市行政意見交換
１５日 　ｵﾘﾊﾟﾗ準備委員長表敬訪問（東京）
１６日 　北駿東農業振興協議会、陳情受け
１８日 　第１回特別委員会、臨時議会、議員総会
１９日 　Ｒ４６９建設促進期成同盟会総会
２１日 　女性活動関連職場調整、飲食組合総会
２２日 　小山商工会総会、市商工会総会
２３日 　サンフロント２１総会
２５日 　御殿場線利活用促進協議会総会、ＪＡ総代会
２６日 　玉穂郷友会靖国神社参拝
２８日 　市観光協会総会
２９日 　交通基盤部政策調整
３０日 　東名中央道建設促進協議会総会
３１日 　Ｒ４６９建設促進協議会総会（富士宮市）

１日 　国会研修調整会議

２日 　隊友会総会、ｅｃｏまつり、ｽﾋﾟﾄﾞｳｴｨ行事

３～７日 　日華友好議員連盟台湾訪問

８日 　県庁にて一般質問関連政務調査

９日 　県防衛大学校協力会総会

１０日 　富士岡地区文化祭

１２日 　東部県議意見交換会

１３日 　陳情受け

１４日 　６月議案説明会、一般質問打ち合わせ

１６日 　市スポレク祭、保育保護者会総会

１７日 　わんぱく相撲大会
１８日 　第２回特別委員会
２０日 　一般質問レクチャー
２１日 　６月議会本会議、＃１議員研修会
２４日 　県青少年銃剣道大会、御殿場交響楽団演奏会
２５日 　県庁にて一般質問打ち合わせ

２６～２９日 　６月議会本会議
　３０日 　自候生修了式（板妻、富士）

１日 　開山式（新橋浅間神社）、自募集東部連絡会
３～４日 　常任委員会

５日 　中電との意見交換
６日 　防衛技術博物館議連総会（東京）
８日 　陸自富士学校開校記念行事
９日 　首相と自民県議意見交換（首相官邸）
１０日 　６月議会本会議、市ﾎｽﾄﾀｳﾝ推進協議会総会

１１～１２日 　治山砂防議員連盟研修（熊本）
１３日 　第３回特別委員会、滝が原駐夏祭り
１４日 　隊友会役員会
１５日 　政務調査（議会報告原稿作成）
１６日 　政務調査（議会報告原稿作成）

１７～１８日 　常任委員会県内視察（浜松）
１９日 　県幹部との意見交換
２０日 　防衛協会東部地区会総会
２１日 　小山町民ｽﾎﾟｰﾂ祭、富岳納涼、西区納涼祭

４月

５月

６月

７月


