
新しいメンバーが加わった令和元年度最初の議会が終了しました。
県議会にも国会と同じように、ある目的（政策関連、政治課題対応、業
界団体との連帯推進等）を持って活動するための議員連盟（略して議連）
を組織していますが、私も中堅どころの３回生議員となった今期、二つの
議連（防衛議連及びＪＲのＩＣカード相互利用促進議連）の会長を務めるこ
とになり、一段と気を引き締めながら活動してまいります。年号も「令和」に
代り早３ヶ月が過ぎようとしています。参議院議員選挙も終わり、引き続き

自民党の政権が続きますが、自分の立ち位置をしっかりと自覚しつつ、皆様のご意見をお聞きしながら、
地域要望実現のために頑張ります。

６月定例会は、新しい議長のもと、６月１９日～７
月８日の間開催され、主な議題は、子供の安全確
保対策、豪雨災害への備え、豚コレラ対策、発達
障害者支援、リニア中央新幹線建設に伴う大井川
水系保全問題、富士山世界遺産保全報告書関連、
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019準備の総仕上げ、新産業成
長戦略等について質疑をするとともに、これらに関
連する補正予算等を審議し、一部の議案に共産党
が反対しましたが、原案通り決議しました。

今期の文教・警察委員会は、自民６、
ふじのくに県民クラブ３、公明１の
１０名で構成、教育や文化財の保護な
どの仕事や県民の生活を守る警察の仕
事に関すること等が所管となる委員会
で、今期は、多様な人材育成や少子化
に伴う学校の統廃合、子供やお年寄り
の安全対策が焦点となりそうです。

和田とくお
県政報告「やまぶきNo３３」

令和元年７月発刊

５月臨時議会

統一地方選挙の結果、１６名の新人議員が誕生、右図のよ
うな会派構成となり、自民党会派は、引き続き議会の過半数
を維持することになりました。 議長、副議長、常任委員会(特
別委員会含む)等の議会構成を決める５月臨時議会は、５月
２０日に開催され、議長には自民改革会議の鈴木利幸県議
(浜松市、６期)、副議長には同じく中沢公彦県議(浜松市、４
期)を選出、私は、今期県の監査委員に選任され、委員会は
文教・警察委員会に所属し一年間活動することになりました。

議会６月定例会

静岡県議会議員

議員定数

６８名
自民改革会議

３９名

ふじのくに
県民クラブ

１９名

公明党

５名

無所属

５名

県議選後の会派の構成

県議会本会議場

常任（文教・警察）委員会

改選後、議席の位置
が、変わりました。県議会本会議場



昨年１０月の台風で須走登山道山頂付近が一部
崩落したことを受け、１１月２０日には関係者と共に
知事へ復旧について陳情していましたが、今年の
開山直前の７月５日、写真（右上）のように登山に
支障のない範囲で応急的に復旧、今シーズンの開
山に何とか間に合うことができました。

昨年９月立ち上げた議連で、今期総会で会長を務めることに
なりました。6月28日には御殿場線沿線の市町議会議員68名で
活動している「国府津～御殿場間で交通系ＩＣｶｰﾄﾞの利用を促
進する議員連盟」の総会に出席、県の議連では、関係自治体、
前記議連、県等と共に8月2日に関係省庁への陳情活動を計画、
可能ならばｵﾘﾝﾋﾟｯｸの自転車
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ競技観戦の利便性
を図りたいと思っています。

５月の臨時議会で、今年
度の監査委員に選任され、

同日知事から辞令を交付されました。監査委員
は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及
び経営に係る事業を監査すると規定ており、当
県では、知事が議会の同意を得て選任、その構
成は４人で、議員から選任する監査委員が２人
、識見の監査委員（常任）が２人となっていま
す。一年間しっかりと努めたいと思っています
。

６月３日～７日

北駿地区知事視察に同行

7月12日、川勝知事が、小山町
の木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電「森の金太郎
発電所」、Ｒ１３８号バイパスの新
東名ＪＣ（仁杉地区）工事の進捗状
況、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰｽ
沿いに水ｹ塚公園を視察しました。
私も同行し、それぞれの事業に
伴う今後の地域要望等について
伝える機会を得、今後の事業進展
を図っていきたいと思います。

6月19日、毎年行っている議員研修として今
年度は、東京大学大学院情報学環特任教授、群
馬大学名誉教授の片田敏孝氏を講師に招き、
「荒ぶる自然災害に向かい会う、これからの防
災・減災」と題して講演いただきました。この
ところ毎年発生している国内での自然災害の発
生状況や県民が主体的に取り組む防災対策の重
要性などについて研修を行い、改めてそれぞれ
の分野で「備える」ことの重要性を感じました。

県議会「ＪＲ東海とＪＲ東日本のＩＣカード相互利用促進議員連盟」会長に就任

県監査委員に選任 議員研修会

須走登山道山頂付近の補修完了

昨年１０月の台風被害
（頂上付近石垣の崩落）

復旧後の状況
Ｒ１３８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 水ｹ塚公園

「ﾄｲｶ」ｶｰﾄﾞ 「ｽｲｶ」ｶｰﾄﾞ

辞令交付（知事室）



仁杉

篭坂峠

ゴール！
富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

明神峠

須走

上野

大野路

忠ちゃん
牧場

ぐりんぱ

１ 昨年春
自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽのｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ地点決定

男子：７月２５日（土）午前１１時
スタートの約２４４km

女子：７月２６日（日）午後１時
スタートの約１４７km

２ 昨年夏 ロードレースのコース詳細決定
（県内コース右要図参照）

３ 本番を１年前に控え、各種自転車競技、
ｲﾍﾞﾝﾄ等を開催中

① ６月２６日
副知事招いてﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

② ６月２７～３０日
・全日本自転車競技選手権
・全日本選手権個人
・日本ﾊﾟﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞ選手権

開催まであと１年！
２０２０東京オリ・パラ自転車

ロードレース開催に向けての準備、
気運醸成を着々と進めています。

西中

③ ７月２１日
・東京２０２０
ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ
（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ）
武蔵野の森公園
ｽﾀｰﾄ：1200

ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ
ｺﾞｰﾙ：1700頃

・１年前ｲﾍﾞﾝﾄ
in静岡

④ ７月２２日
・富士山ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗｲﾄﾞ
2019in御殿場・裾野

約40Kmのｺｰｽを
・ﾋﾙｸﾗｲﾑﾌﾘｰﾗｲﾄﾞ
・ｶﾞｲﾄﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞ

富士
ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

聖火リレールートも決定！
御殿場・小山は６月２６日

（県下は６月２４日から２６日の３日間）

Ｓ

Ｇ

伊東市

伊豆の国市

裾野市

御殿場市

小山町

富士宮市

下田市

伊豆市

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563258969/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3BpY3RvZ3JhbTIuY29tLz9wPTEzMzk-/RS=^ADB6TPxrQuQi.CUU9LRewlSAtq6DrY-;_ylt=A2RCL63YHixdXEwA7BkdOfx7


静岡県議会議員 和田篤夫事務所ご案内
〒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

今回は、憲法について所見を述べま
す。２００７年に憲法審査会が国会の

中にできましたが、現状は何も機能しないまま
早１２年が経過しています。ほとんどの野党の
皆さんは、憲法を議論しようとすることすら
「問答無用」との姿勢を取っているからです。
敗戦直後の混乱の中で、進駐軍が関与した自

主憲法とは言い難い今の憲法、敗戦から７４年
これまで後生大事に守り続けてきました。勿論、
進駐軍の置き土産だから云々などと云うつもり
は毛頭ありませんが、何時までも「憲法改正反
対」のシュプレヒコールは理解できません。戦
後、敗戦国ドイツは憲法改正を既に５８回、フ
ランスも２７回実行しています。日本以外の国
が何回も憲法改正しているから日本も、と言う
つもりはありませんが、どう見ても戦後の近隣
諸国の動向や社会は大きく変化しており、この
ことには全く見向きもせず、「反対」の声を上
げる一部の野党には些か呆れるところです。

雑感

１6日 　県戦没者春季追悼式
１７日 　沼津土木Ｈ３１年度事業確認
１８日 　会派内議長候補者等選挙
１９日 　玉穂地区役職者顔合わせ会
２０日 　市国際交流協会総会、市の未来を考える女性の会総会

２１日 　市消防春季演習、小山町長・町議投票日
２２日 　県庁にて政務調査
２３日 　議運世話人会、駿東神社関係者大会、市飲食組合総会

２４日 　行政書士会支部総会

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
７日 　市役所及び事務所にて政務調査
８日 　法務局にて行政調査
１１日 　御殿場市・小山町中学野球、市体育協会総会
１３日 　議運世話人会
１５日 　県庁にて政務調査
１６日 　北駿東農業振興協議会、県職駒門研修調整
１７日 　事務所にて政務調査
１８日 　隊友会役員会
１９日 　県若鳶会行事
２０日 　県議会臨時会、県監査委員辞令受け
２１日 　市商工会総会、小山町遺族会総会
２２日 　県監査委員勉強会、小山観光協会総会
２３日 　事務所にて政務調査
２４日 　御ＪＡ総代会、市観光協会総会
２５日 　県偕行会総会、虎ノ門こどもセンター開所式
２６日 　板妻駐屯地創立記念行事
２７日 　県防衛協会総会、県議３期生会同
２８日 　玉穂郷友会靖国参拝
２９日 　市役所にて行政調査
３０日 　ＪＲ御殿場線利活用促進協議会総会
３１日 　県監査協議

１日 　県隊友会総会

２日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲｲﾍﾞﾝﾄ

３日 　県議意見交換

４日 　事務所にて政務調査

5日 　管内駐屯地司令等意見交換

８日 　県防衛大学校協力会打ち合わせ

１２日 　住民監査協議

１３日 　監査（三島北高、沼津特別支援学校）

１５日 　市スポレク祭、保育保護者会総会

１６日 　小山町町民ｽﾎﾟｰﾂ祭

１９日 　6月議会開会（初日）
２０日 　監査協議会
２２日 　県職員自衛隊駒門研修同行

23日 　駿東消防操法大会、県防衛大学校協力会総会
２４～２７日 　６月議会本会議

２８日 　ＪＲ御殿場線ＩＣカード相互利用促進議員連盟総会
　３０日 　県銃剣道青年大会、ＭｔＦ定期演奏会

１～２日 　常任委員会（文教・警察）
２日 　県消防協会との意見交換会
3日 　住民監査請求協議
５日 　林業関連陳情受け
７日 　陸自富士学校開校記念行事
８日 　6月議会閉会
９日 　防衛協会東部地区会総会
１０日 　須走富士山開山式
１１日 　市老人クラブ大会
１２日 　知事視察（駿東地区）同行
１４日 　ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲｲﾍﾞﾝﾄ
１9日 　駒門駐屯地納涼祭
２０日 　社会福祉施設、保育園等納涼祭
２３日 　経済同友会東部40周年
２４日 　県本庁監査（危機管理部他）、板妻駐屯地納涼祭

２５～２６日 　常任委員会県内視察
２５日 　県本庁監査（監査委員事務局）
２６日 　滝ヶ原駐屯地納涼祭
２７日 　金太郎夏祭り、西区夏祭り、ｽｰﾊﾟｰｼﾞｭﾆｱ野球
２８日 　甲子園太鼓
２９日 　県本庁監査（くらし・環境部）
３０日 　県本庁監査（警察本部、労働委員会）
３１日 　県本庁監査（経済産業部）

４月

５月

６月

７月

須走登山道開山式

消防駿東操法大会

御殿場・小山中学校野球

軍事ｱﾅﾘｽﾄ

小川氏講演

富士学校記念行事

御殿場・小山高校野球

保育園保護者会総会


