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県議会９月定例会

令和元年１０月発刊

９月定例会は、９月１７日から１０月
１０日の間開催、今議会では「美しい
ふじのくに」づくりを加速化する取り組
み、具体的には子どもの安全確保、多
文化共生、茶業振興等に必要な補正
予算、議会開催中に発生した台風１５
号の被害対処にかかわる追加の補正
予算のほか、次期総合戦略、リニア中
央新幹線、沼津駅周辺整備事業、核燃料税、地震特措法の改正、子どもの安全確保・貧困・不登校対策、
豚コレラ対策、ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ等について質疑しました。リニアと所謂沼津高架橋問題については、別途
紙面を割いて解説しています。今議会も一部に反対はありましたが、結果として全議案成立しました。

今期委員会では、日本語指導を必要とする子ども
支援、老朽化に伴う県立学校の建替え、公用車へ
のドライブレコーダーの設置、防犯ボランティアの
充実等の補正予算審議のほか、教育委員会関係
では、教職員の勤務時間、ＬＩＮＥ相談、グローバル
人材育成、心のバリアフリー推進、ネット依存対策、

警察関係では、人身安全関連、少年
保護対策、サイバー犯罪対策、特殊
詐欺対策等について審議しました。

議会運営等改善検討委員会

地球温暖化の影響かともいわれる巨大台風１９号の被害は甚大で、一週
間たってもその全容を正確に把握できないくらい関東、甲信越、東北一帯
に広がっており、御殿場、特に小山では、大きな被害が出ています。被災
された皆様には心よりお見舞い申し上げます。出来る限り早期の復旧がで
きるよう全力を尽くしてまいります。 さて、５月１日に新天皇がご即位され
元号も「令和」となり、この１０月２２日には、御即位を公に宣明される「即位
礼正殿の儀」が行われました。この両日は今年限りの国民の祝日ですが、

もちろん私は玄関に国旗を掲揚しお祝いをいたしました。また、ラグビーワールドカップでの日本チームの
大活躍は、開催まで３００日を切った東京オリ・パラへの期待を大きく膨らませることができたと思います。引
き続き私は、当地域の諸事業の進捗に全力を尽くしていきたいと思っています。

９月本会議

９月２６日、第１回目の議会運営等改善検討委員
会が開催されました。この委員会は、各会派から選
任された１１名で構成され、２年をかけて議会運営に
ついて検討するもので、第１回目は、議長から本会
議の運営、委員会の運営、請願の取り扱い、議会事
務局の機能強化等数項目について諮問があり、これ
らの諮問内容を協議することに決しました。今後、各
定例会ごとに２回程度の委員会を開催し、協議が
整った項目から議長に答申することになります。

文教・警察委員会



８月は、人事委員会、県直轄組織、食品衛生検査
所、袋井土木事務所、９月は、ようやく取りまとめた
Ｈ３０年度の決算審査意見書を知事に報告（上記
写真）、この意見書に基づき、各常任委員会毎に審
査する決算特別委員会（１０月～１１月）が開催され
ることになります。１０月は、金谷高校、環境放射線
監視センター、環境衛生科学研究所移転整備事業
を監査しました。

「ＪＲ東海とＪＲ東日本の交通系ＩＣカード相互利用促進議員連盟」会長として
賛同・協力する国会議員、関係自治体首長と共に国土交通省に陳情

熱海市長 御殿場市長

岩井参議

伊東市長

国交副大臣

勝俣衆議
吉川衆議

県と台湾とは長い期間、多方面
で連携・協力を強化しており、議員
も友好推進のための活動をしてい
ます。今年は、８月５日から２泊３日
の日程で訪問しました。
これを受け台湾の横浜分処長が
８月２０に来静し意見交換、９月２０
日には台中市から市議団３１名が
来静し友好関係を深めました。産
業、観光、教育、防災等今後も連
携強化に尽力したいと思います。

北海道苫小牧の樽前山火山砂防事業及び昨年
９月発生した胆振東部地震の山地災害復旧の状
況を視察してきました。南海トラフ巨大地震や
富士山噴火等に備え、被害を少なくするための
諸事業の推進と災害が起きた場合の対応につい
て、努力を怠らないことがやはり重要です。

治山・砂防議連視察（北海道） 小山町の知事要望

８月２日、議連の会長として声掛けしていた４名の国会議員、7名の議連県会議員、４名の首長、御殿場
線活性化協議会、静岡、神奈川両県の市・町の議連市町議員、そして県からは知事戦略監以下４名の計３
０名で要望活動を行い、私はその代表として内容説明を行いました。静岡、神奈川の県境を通るＪＲには関
係する自治体が多くあり要望等を集約する場を設ける必要性があるため、その後数回の協議を行い、１０月
２１日、代表者による「連絡会」を設立、私は、この会の幹事長を務めることになり、同日、ＪＲ２社、私鉄を含
む鉄道各社と連絡会との協議に臨みました。細部は次号でお知らせします。まだまだ時間はかかりそうで
すが、ＪＲ等を日常的に利用している皆様や観光で利用する人たちの利便性向上のため、引き続きしっかり
と取り組んでいきたいと思っています。

松島衆議

県監査委員としての活動 日華友好促進議連としての活動

１０月２日、小山町が知事に対して行う令和２年度
の予算要望に同席しました。治山・治水、道路整備、
高校教育、観光政策等小山町にとって重要な課題
２８項目について、その解決や関連事業の推進に
ついて県の支援依頼を伝えました。

知事室にて決算審査意見書報告

国交省副大臣室にて要望書提出

横浜分処長
台湾政府との意見交換

台中市議との懇親

樽前山火山砂防現場

胆振地震復旧現場

知事室にて小山町の予算要望書提出



防衛議員連盟の会長としては初めての視
察となった今回の視察は、北海道を含む北
東北以北の領海防衛を担当する海上自衛隊
の大湊地方総監部（大湊）、おおむね同じ
地域の領空防衛を担当する航空自衛隊の方
面航空隊司令部（三沢）及び北東北３県（
青森、秋田、岩手）の国土防衛を担任する
陸上自衛隊の第９師団司令部（青森）等を
視察・研修しました。

今回も、受け入れ部隊の温かいご配慮を
頂き、国防の最前線で真摯に日本の国土、
国民の安全・安心を支えている自衛隊の活
動の一端を見聞でき、その任務の重要性と
過酷さを改めて認識できました。災害対処
も自衛隊の任務ですが、県では、南海トラ
フ巨大地震の発生が危惧されていることを
踏まえ、東日本大震災で活動した自衛隊の
教訓等を、今後の防災施策に生かさなけれ
ばなりません。と思っていた矢先に今回の
台風１９号の災害が発生、その復旧対処に
しっかりと対応したいと思っています。

台風１９号で小山町の特養施設に
土砂が流れ込み施設の１階部分が
ほぼ使用不能になっています。施設
職員の適切な対応により入居者等
に被害がなかったのは本当に幸い
で、日頃からの対処訓練が功を奏し
たとの施設長の言葉が印象的でした。
私も、現場の状況を確認しながら、
色々な手配や助言を、できる範囲で
させていただきましたが、復旧には
時間がかかりそうです。

文教・警察委員会
視察（県内）

７月２５～２６日

防衛議員連盟会長として、県議２８名と共に
青森県所在の陸・海・空自衛隊を視察 ９月１１日～１３日

いよいよ始まるかと思えた
約５,５兆円の巨大事業、リニ
ア本体工事は、まだまだ足
踏み状況が続きそうです。

昭和４８年国策として決定後、平成２３
年南ｱﾙﾌﾟｽを通るﾙｰﾄが決定、２０２７年
開業を目途に現在静岡県の工事区間
を除き建設が進んでいます。県内区間
は、南ｱﾙﾌﾟｽの地下約１Ｋｍの地中に
約２５Ｋｍのトンネルを通す計画で、ここ
から湧き出した水の全量を大井川に戻
すことが条件の県に対し、今回もＪＲは
明確な回答を出せなかったことが工事
を開始できない要因です。県としては
科学的な根拠に基づく説明を求め判断
することとしています。

静岡県の動き解説
①リニア新幹線工事問題 ②沼津ＪＲ高架橋問題

長野県 山梨県

静岡県

台風１９号被害復旧
（小山町、平成の杜）

今回は、清水税関で
密輸の実態、県立図
書館で今後の移転の
問題、焼津水産高校
で特色あるキャリア職
業教育の実態等を見
分でき、今後の県行
政に活かします。

計画から約２５年
ようやくこの事業が
進むことになります。
事業に必要な用
地の約９４％を取得
できたことから、知
事もゴーサインを出
しました。沼津駅周辺の交通や市
街地の南北分断等の問題を解決
して、県東部の拠点都市としての
発展を期待し、様々な検証と市民
意思の反映の結果、事業推進の
方向性が出来ていたこの事業、川
勝知事が初当選した時に止めた
後の約１０年間は、何だったのかと
今更ながら考えさせられます。

板妻自衛隊による
土砂排除議

県から現地確認

焼津水産高校
（養魚施設）

第９師団長空自北部航空方面隊



１日 　小山町町制107周年記念、新東名建設促進協議会

２日 　ＪＲＩＣカード議連陳情、伊豆縦貫道建設促進陳情

３日 　JC中学野球、富士登山駅伝開会式

４日 　御殿場夏祭り、登山駅伝、ＧＴ500レース

５～７日 　日華友好議連台湾視察

８日 　県本庁監査（人事委員会、県直轄組織）

９日 　隊友会御殿場支部納涼祭

１１日 　事務所にて政務調査

１４日 　事務所にて政務調査

１５日 　玉穂地区戦没者追悼式

１６日 　三島大社例大祭

１８日 　三市親善野球大会、高根体育祭

１９日 　東部県議連絡会同

２０日 　台湾横浜分処長との意見交換会

２１日 　こども県議会、ＪＲＩＣカード議連会議

２３日 　災害時安否報告訓練

２５日 　事務所にて政務調査

２６日 　議員総会、９月補正予算説明受け

２７日 　県監査事前準備

２８日 　県監査（食品衛生研究所、袋井土木事務所）

２９日 　東部県議連絡会同、県監査事前準備

３０日 　県監査協議（Ｈ３０年度決算）

３１日 　御殿場登山道閉山式、小山町平和の集い

１日 　県総合防災訓練、玉穂体育祭

２日 　県監査事前準備

６日 　９月議会議案説明（県庁）

７日 　御殿場地区戦没者慰霊祭

８日 　足柄笛祭り

９日 　県監査（決算意見知事報告）

１０日 　須走登山道閉山式

１１～１３日 　会派県外視察（青森県自衛隊）

１４日 　西中体育祭、砲友会ＢＱ、わらじ供養祭

１５日 　小山町敬老会、西区敬老会

１６日 　県監査事前準備

１７日 　9月議会定例会（開会）

１８日 　県監査（定期監査）

１９日 　ＪＲのＩＣ議連関連会同（東京）

２０日 　9月議会定例会（代表質問）、台中市議との意見交換

２１日 　玉穂小運動会

２２日 　市ｽﾎﾟｰﾂ祭（銃剣道）、翆月学園発表会

２３日 　事務所にて政務調査

２４～２７日 　9月議会定例会（代表質問、一般質問）

２８日 　ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ(ｴｺﾊﾟ)、市ふれあい広場

２９日 　警察犬ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会

３０日 　事務所にて政務調査

１～２日 　常任委員会（文教・警察）

４日 　事務所にて政務調査

５日 　市社会福祉大会

６日 　市スポーツ祭開会式、空手道大会、小山町ふれあい広場

７～８日 　治山砂防議連現地調査（北海道）

９日 　北駿畜産共進会、県幹部との意見交換会

１０日 　９月議会定例会最終日

１１日 　小山町ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ大会

１３日 　台風１９号災害対処（御殿場、小山）

１４日 　台風１９号災害対処（御殿場、小山）

１５日 　〃　県健康福祉部長災害現場視察対応

１７日 　吉田神社例大祭、市行政等調整

１８日 　事務所にて政務調査

１９日 　県自衛隊殉職者追悼式

２１日 　ＩＣカード議連活動、ふじのくに交流会（東京）

２２日 　県監査事前準備

２３日 　県戦没者追悼式、国土交通省への陳情

２４日 　県監査（金谷高校、環境放射線監視ｾﾝﾀｰ）

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

雑感

政務調査活動報告

１０月

９月

オリンピックに次ぐ世界的なス
ポーツイベントのラグビーワール

ドカップ、掛川市の「エコパ」スタジアムで行
われた日本対アイルランド戦を観戦する機
会を得て、日本代表チームの素晴らしい感
動的な勝利の瞬間を現地で味わうことがで
き、試合後は美酒に酔いしれました。静岡
県を何とか開催地の一つに、との思いで微力ながら動
いた者の一人として、「シズオカショック」とも言われた
この試合は本当に感慨深いものでした。そして、日本
としてはワールドカップ史上初、夢のベスト８を勝ち
取ったスコットランド戦、これまた本当に素晴らしい戦
いで、エコパでの興奮を再現させてくれました。残念

ながら、ベスト４にはなれませ
んでしたが、本当に夢と感動
を見させていただきました。桜
ジャージのラガーマンに、改
めて「ありがとう」そして「お疲
れさま」と言いたいです。

保育園運動会

３市親善野球大会

御殿場わらじ祭り

会派勉強会

新東名中央道建設促進協議会

駿河療養所夏祭り

伊豆縦貫道建設促進大会 小.御中学校野球大会

期間内の主な活動８月


