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　令和元年５月から、私の県議会議員としての任期がスタートしました。これまでの４年間を振
り返れば、令和元年10月の台風19号では小山町を中心に甚大な被害が発生し、私はその復旧
に向け東部農林事務所や沼津土木事務所等と協議を重ね、また令和２年の年明けとともに
発生した新型コロナウイルス感染症への対応として、地域医療体制の維持や社会福祉施設等
の感染防止対策、また経済的打撃を受けた中小企業者への支援事業など、地域の実情を踏ま
え諸施策に取組んで来ました。一方、４年が経過した現在においても、エネルギー価格の高騰
や日用品・食料品の価格高騰、自然災害への備え等、県民の生命と暮らしを守るために取組む
べき課題は山積している状況です。私は、御殿場市・小山町の県議会議員として、今後とも地域の皆様に寄り添いながら課題解決
に全力で取組んで参ります。今回の県政報告では、県議として４年間に取組んできた事項を中心に報告をさせていただきます。
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活動報告活動報告 ～４年間の活動の中より～
子どもの居場所（子ども食堂等）に
対する支援事業費を確保しました

子ども県議会

障がい者の災害時避難方法や県立小山高校内
に新設される特別支援学校分校、障がい者の
ショートステイ受入れ等について、会の皆さんと
意見交換を行いました。いただいた意見は県政
に反映させて参ります。

行政、御殿場市医師会、保健所、医師
等と、地域医療提供体制の諸課題に
取組みました。

国政報告・県政報告会
を細野代議士と合同で、
御殿場市・小山町で実
施しました。

御殿場市・小山町の
中学生代表者が静岡
県政に提言を行いま
した。

国政報告・
県政報告会

後援会
入会申込は
こちらから
どうぞ

静岡県議会所属会派として

４年間の成果４年間の成果

農業、中小企業支援、育児と仕事の両立、外国人
労働者の受入れ等、静岡県の今後に向けた政策
課題に対し意見交換を行いました。

常葉大学法学部3年生との
意見交換

手をつなぐ育成会(小山町)との
意見交換

御殿場市医療対策
審議会

4年間の総合計

富士山麓での武道ツーリズム推進
川勝知事と拠点となる施設整備について意見交換を
行っています。

要望活動
小山町町議会議員の皆さ
んと小山町の政策要望書
を静岡県に提出しました。 

富士山一周サイクルツーリズム推進
県議会において働き掛けています。

新型コロナの影響による
御殿場市運転代行業の窮
状救済を県交通基盤部に
求めました。

北駿の特産品である
水菜の品質向上を図
るため、御殿場小山
水掛菜生産組合の皆さ
んと県農業試験場に種
の提供を求めました。

令和元年度 
予算・・・・・・・・・・・・・・・・0円
令和4年度12月時点
予算・・・・・・・・・・3,906万円

8,087万円UP8,087万円UP



交通量が多い割に歩道が未整備で歩行者の安全が確保できず、また
道路も狭く車のすれ違いにも支障が生じるなど、地元区では道路拡
幅等が長年の課題でした。御殿場市
や御殿場高校を交え道路環境の改善
を進めます。

二子区二子区 県管理砂防河川の復旧工事県管理砂防河川の復旧工事

神場 ・ かまど区神場 ・ かまど区 施設整備の要望施設整備の要望

神山地区神山地区 黄瀬川の中洲土砂等の撤去工事黄瀬川の中洲土砂等の撤去工事
富士山須走口富士山須走口 令和３年 登山道の崩落対応令和３年 登山道の崩落対応 富士あざみライン富士あざみライン 狭隘カーブの拡幅工事狭隘カーブの拡幅工事

北郷地区（上野）北郷地区（上野）治山堰堤の破損修復工事
治山堰堤の
破損修復工事

印野地区印野地区 県道五本地御殿場線県道五本地御殿場線

高根地区高根地区 県管理河川「竜良川」
堆積した土砂や立木等の除去
県管理河川「竜良川」
堆積した土砂や立木等の除去

足柄地区足柄地区 令和元年 台風被害の復旧工事令和元年 台風被害の復旧工事

圃場整備後の
補完工事を実施
圃場整備後の
補完工事を実施

中畑地区中畑地区 圃場整備（上合・二股・中島）圃場整備（上合・二股・中島）

北郷地区（下小林）北郷地区（下小林）

かじか沢川の護岸工事と台風で崩落した農業
用水路の法面復旧工事を沼津土木事務所御殿
場支所に働き掛け、復旧工事を実現しました。

中州の立木が完全に除去され、流れを阻害するものがなくなり黄
瀬川の氾濫防止が図られます。

高根地区高根地区 高根駐在所の建て替え高根駐在所の建て替え
老朽化や敷地の狭隘により他の場所へ新設を検討していましたが、
治安維持のため現在の場所で建て替えを行うよう、相談を受けたの
で、県警と協議し現在の場所で敷地を拡大しての建て替えが無事終
了しました。

県管理河川「西川」で河川氾濫・護岸破損の災害が発生。豪雨時等
の河川流量を調整する対策として、東富士演習場内に調節池を整備
する必要があるため、御殿場市神場区長他関係役員と共に、要望書
を提出しました。

▼ かまど1587番地の21付近  護岸の復旧

▼ 神場26番地の１付近  西川護岸 氾濫
▼ 南関東防衛局富士防衛事務所
　 及び東富士入会組合に施設整備の要望

次の豪雨でこ
の護岸の向き
が変わり、河
川を塞ぐよう
なことがあると
危険

民家へ
直撃寸前

氾濫のようす氾濫のようす

県道へ氾濫し
通行車両に
危険があった

水田から
越流

水田へ
氾濫

氾濫

路面の凹凸により、空荷のトラックの騒音に地域住民は長年悩まさ
れていましたが、沼津土木事務所御殿場支所に働き
掛け、舗装改良工事を実現しました。

狭い道路の拡幅狭い道路の拡幅 歩道未整備歩道未整備 関係者による現場立合い関係者による現場立合い

工事概要の説明会工事概要の説明会

地区要望の側溝蓋がけ及び側溝新設工事を実施しました。

土砂の堆積や立木等が繁茂して
いることで流下能力が低下、周
辺農地が被害を受けている。

上小林区長と沼津
土木事務所御殿場
支所にて協議し、
改善しました。

圃場整備に伴う県所有の
パイプライン移設工事の
負担調整を行ってほしい。

県と土地改良区と数度の
会議を経て、最終的に県
負担（予算）で行うこと
となりました。

８合目で豪雨による
崩落が発生したこと
から、沼津土木事務
所御殿場支所と協議
し、速やかに復旧工
事を完了することが
できました。

東部農林事務所と協議を行ってきた法面崩壊の復旧工事が、令和３年
度無事に終了しました。

圃場整備後、用排水路の
溢水や農地の暗渠排水に
不具合が生じたため東部
農林事務所と協議し追加
の補完工事を実施しまし
た。

暗渠排水の布設替え

溢水箇所 嵩上げ箇所

修復前 修復後

大雨等で堰堤の一部が
破損し、大規模災害に
つながる恐れがあるた
め、東部農林事務所と
協議し、暫定修復工事
を行いました。なお、
令和４年度の当初予算
に関連工事費が計上さ
れています。

改修前
改修後

長年の要望事項であった県道駿河小山停車場線の歩道改修工事を実
現しました。JR駿河小山駅周辺では、歩行者の安全確保や街並み
の景観向上が期待されています。

施工前 施工中

工事前 工事後

新旧

拡幅工事を進めて
いるが、計画以外
に狭隘カーブの箇
所があるため改善
を求める。

県土木事務所・小山町役場・交通事
業者等と狭隘カーブの確認を行いま
した。交通に支障を来す新たな箇所
を確認し、必要経費を追加要求する
こととしました。

豪雨で住宅地周辺の山林か
ら土砂が流出し、生活への
影響が懸念される。災害復
旧工事を行ってほしい。

東部農林事務所と小山町と
現地立会いを行いました。
治山事業の予算を確保し復
旧工事を実施しています。

湯船区（工業団地付近）湯船区（工業団地付近）冠水防止対策冠水防止対策

小山区（滝沢川付近）小山区（滝沢川付近）治山事業治山事業

小山町須川小山町須川 令和元年 台風被害について令和元年 台風被害について

除去前 除去後

工事前 工事後

復旧前

施工前 施工後

施工前 施工後

復旧後

排水管の敷設替え

用排水路の嵩上げ

用排水路の付替え

施工前 施工中暫定処置

回転灯の設置回転灯の設置

御殿場市御殿場市 小山町小山町

細野代議士、米山町議等と
視察し国の災害復旧予算を
確保しました。

県道山中湖小山線は、
大雨時に車の走行に支
障が生じるほど冠水し
危険。工場も増え車の
往来も増えるので、防
止対策を講じてほしい。

沼津土木事務所御殿場支所と協
議し、冠水時に危険を知らせる
回転灯を設置するなど、暫定的
な対応を行いました。現在は道
路地盤を高くし、冠水しない道
路改良事業を行っています。

4年間の実績4年間の実績での取組み（一部紹介） での取組み（一部紹介）

河川の氾濫河川の氾濫

要
　
望

要
　
望

取
組
み

取
組
み

施工中

施工後

印野小学校前印野小学校前 印野本村印野本村

要
　
望

取
組
み

要
　
望

取
組
み

要
　
望

取
組
み

御殿場高校周辺御殿場高校周辺 道路拡幅改良に向けて道路拡幅改良に向けて 吉久保区吉久保区 県道須走小山線の舗装改良県道須走小山線の舗装改良 歩道改修工事歩道改修工事JR駿河小山駅周辺JR駿河小山駅周辺




