
今年度、県議会本会議での
質問が１２月定例会に決定し
ました。
日時については、ホームページ
にてご報告させて頂きます。
予定では、１２月６日、９～１１日
の間となっています。

　静岡県知事川勝平太氏の続投が決まりました。
私の所属する「自民改革会議」には県議会最大会派として、寛容と多元性の原理に支えられ
た「保守の落ち着き」をもって、知事をはじめとする執行機関と対等の立場で、真摯な議論を交
わしていく責任を負ったものと考えています。
そもそも、保守とは声高に主張をするものではなく、どっしりと地に足を着けた政治であります。
　私は、日々の議員活動での地道な努力が必ず将来の県政、とりわけ伊東市にとって役立つ
ものと信じています。いつからか称賛された話術とパフォーマンスばかりが注目される政治には、
区切りをつけたいと心から願っています。
すべからく、県議会議員として行政とは異なる視点から、県民・事業者等の多様なニーズを把
握し、引き続き積極的に政策提言を行って参ります。
災害・テロ等に対する危機管理システムやインバウンド・スポーツツーリズムなどを取り入れた
新観光振興戦略、国土強靭化計画を基に県土強靭化するインフラ整備推進、あるいは環太
平洋経済連携協定（TPP）への対応など山積する県政課題に対して果敢に取り組む決意を
固めています。
　これからも皆様を信じ、勇気と真心をもって「真実を語る政治」を何としても実現するために
頑張って参りますので、暖かく見守って頂きたいと思います。

１２月議会で一般質問に登壇

法改正に伴い、去る７月２５日県庁に
おいて「県ホテル旅館生活衛生同業
組合」役員の方 と々、県くらし環境部
長をはじめ担当の方々との会議を行
いました。
私は、観光産業振興議員連盟の事
務局長として同席し要望書を提出致
しました。
伊豆半島における基幹産業の中核
である観光業にとって、重要なこととし
て取り組んで参ります。

６月２９日、プロ野球公式戦をこけ
ら落としに硬式野球場がリニュー
アルオープンしました。多くの県民
の皆様からの協賛により、県産
木材を使用した外部スタンドベン
チを設置し、野球の聖地として親
しまれる施設となることが期待さ
れます。伊東市でもサッカーグラ
ウンド整備、屋内運動場整備に
向けて基金条例が制定されまし
た。県と協議を重ね観光誘客に
つながる計画を立てていきます。

耐震改修促進法改正に
伴う要望

草薙総合運動場リニューアルオープン

平成２５年度県事
業が固まりました。
伊東市内では、要
望を頂いた箇所に
予算化されましたの
で、次の県政報告
で詳しく説明させて
頂きます。

当委員会は経営管理部及び危機管理部等を所管する県議会の要となる委員会です。５月１７日の
臨時議会において委員長に就任いたしました。
主に経営管理部では人事、財政、自治について、危機管理では災害対策、自主防組織、消防・通
信など重要な事項について議論する場であります。
付託議案をはじめ県内・県外調査を行い静岡県の現状認識と先進事例の掌握に努め、静岡県の
更なる発展に寄与すべく政策提案に精力的に努めていきます。

初日、袋井市の津波避難タ
ワー・命山整備工事、また御
前崎市のオフサイトセンターを
訪れました。
浜岡原発の議論がなされるな
か、オフサイトセンターについ
ては富士山静岡空港に移転
が決定しました。まずは、可能
なことから推し進めます。

二日目、焼津市・藤枝市は消防広域化に
おいて「志太消防本部」としてスタートさ
せ、高機能消防指令センターで充実した
業務が行われていました。
静岡地方税滞納整理機構においては、
県内各市町から職員が派遣され税の公
平性を保つために業務が進められていま
した。伊東市からも１名が出向しています。

県単独事業について

県議会総務委員会委員長就任

有言実行　みんな ともに
小野達也
静岡県議会議員 静岡県政をもっと地域の身近に！
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静岡県議会議員

小野達也 検索

県政・伊東市に対する皆さまのご意見、ご要望をお聞かせください。

●子どもの人権擁護特別委員会副委員長  ●自民改革会議事務局長

委員会県内調査（６月２５日、２６日）

委員会審議する様子

本会議での質問の様子

７月２６日、年二回行われてい
る県内の漁業水産関係から
の要望会議が開かれました。
燃油の高騰や漁獲高低迷な
どで厳しい状況が続く中で、
静岡県では農林水産省から
新しく水産業局長を迎え期
待が高まっています。港湾・
漁港の整備については交通
基盤部長も出席し前向きな
議論がされました。

県漁連から水産議員団・県当局に要望

７月１３日、自主防役員の方を中心として今年度の水防訓練が行われました。
地元消防団、伊東市、静岡県からも関係する方々が真剣に訓練を行いました。

伊東市水防訓練（郷土公園）

姉妹都市リエティ市（イ
タリア）からオリーブの木
が寄贈されました。
２００１年から始まり、今
年で１３年が経ち昨年
は１８㎏のオリーブの実
が収穫されています。私
も会員として、様々な活
動に参加しています。

国際交流事業（７月７日）
８月９日に県農業会館において
「いっしょに考えませんかTPPと
日本の農業・くらし」の講演があ
り、会派議員団とともに参加い
たしました。また、９月２日には青
年部とも勉強会が予定されて
います。１次産業の発展は、大
変重要な国力の維持であり、
今後も研修を重ねて参ります。

JAグループとの勉強会を行いました

平成25年度当初予算事業実施箇所
［熱海土木事務所］

種別
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
河川
砂防
砂防
砂防
港湾
港湾

路線河川等箇所名称
（主）伊東西伊豆線
（主）伊東修善寺線
（主）伊東修善寺線
（一）伊東川奈八幡野線
（主）伊東大仁線
（一）中大見八幡野線
（国）135号
（一）伊東川奈八幡野線
（国）135号
（国）135号
奥野ダム
伊東大川支川萩沢
山岸
八幡野向町
伊東港
伊東港

大字名
鎌田
鎌田
広野
富戸
宇佐美
池
吉田
富戸
吉田
湯川
鎌田
玖須美元和田
湯川
八幡野
港内
新井

事業費（千円）
18,000
80,000
10,000
8,000
22,000
39,900
107,068
5,235
21,000
30,000
99,520
21,000
41,800
83,200
69,788
24,456

※写真はイメージです。

x4_300-308-004_o.pdf   1   2013/08/06   11:30



今年度、県議会本会議での
質問が１２月定例会に決定し
ました。
日時については、ホームページ
にてご報告させて頂きます。
予定では、１２月６日、９～１１日
の間となっています。

　静岡県知事川勝平太氏の続投が決まりました。
私の所属する「自民改革会議」には県議会最大会派として、寛容と多元性の原理に支えられ
た「保守の落ち着き」をもって、知事をはじめとする執行機関と対等の立場で、真摯な議論を交
わしていく責任を負ったものと考えています。
そもそも、保守とは声高に主張をするものではなく、どっしりと地に足を着けた政治であります。
　私は、日々の議員活動での地道な努力が必ず将来の県政、とりわけ伊東市にとって役立つ
ものと信じています。いつからか称賛された話術とパフォーマンスばかりが注目される政治には、
区切りをつけたいと心から願っています。
すべからく、県議会議員として行政とは異なる視点から、県民・事業者等の多様なニーズを把
握し、引き続き積極的に政策提言を行って参ります。
災害・テロ等に対する危機管理システムやインバウンド・スポーツツーリズムなどを取り入れた
新観光振興戦略、国土強靭化計画を基に県土強靭化するインフラ整備推進、あるいは環太
平洋経済連携協定（TPP）への対応など山積する県政課題に対して果敢に取り組む決意を
固めています。
　これからも皆様を信じ、勇気と真心をもって「真実を語る政治」を何としても実現するために
頑張って参りますので、暖かく見守って頂きたいと思います。

１２月議会で一般質問に登壇

法改正に伴い、去る７月２５日県庁に
おいて「県ホテル旅館生活衛生同業
組合」役員の方 と々、県くらし環境部
長をはじめ担当の方々との会議を行
いました。
私は、観光産業振興議員連盟の事
務局長として同席し要望書を提出致
しました。
伊豆半島における基幹産業の中核
である観光業にとって、重要なこととし
て取り組んで参ります。

６月２９日、プロ野球公式戦をこけ
ら落としに硬式野球場がリニュー
アルオープンしました。多くの県民
の皆様からの協賛により、県産
木材を使用した外部スタンドベン
チを設置し、野球の聖地として親
しまれる施設となることが期待さ
れます。伊東市でもサッカーグラ
ウンド整備、屋内運動場整備に
向けて基金条例が制定されまし
た。県と協議を重ね観光誘客に
つながる計画を立てていきます。

耐震改修促進法改正に
伴う要望

草薙総合運動場リニューアルオープン

平成２５年度県事
業が固まりました。
伊東市内では、要
望を頂いた箇所に
予算化されましたの
で、次の県政報告
で詳しく説明させて
頂きます。

当委員会は経営管理部及び危機管理部等を所管する県議会の要となる委員会です。５月１７日の
臨時議会において委員長に就任いたしました。
主に経営管理部では人事、財政、自治について、危機管理では災害対策、自主防組織、消防・通
信など重要な事項について議論する場であります。
付託議案をはじめ県内・県外調査を行い静岡県の現状認識と先進事例の掌握に努め、静岡県の
更なる発展に寄与すべく政策提案に精力的に努めていきます。

初日、袋井市の津波避難タ
ワー・命山整備工事、また御
前崎市のオフサイトセンターを
訪れました。
浜岡原発の議論がなされるな
か、オフサイトセンターについ
ては富士山静岡空港に移転
が決定しました。まずは、可能
なことから推し進めます。

二日目、焼津市・藤枝市は消防広域化に
おいて「志太消防本部」としてスタートさ
せ、高機能消防指令センターで充実した
業務が行われていました。
静岡地方税滞納整理機構においては、
県内各市町から職員が派遣され税の公
平性を保つために業務が進められていま
した。伊東市からも１名が出向しています。

県単独事業について

県議会総務委員会委員長就任

有言実行　みんな ともに
小野達也
静岡県議会議員 静岡県政をもっと地域の身近に！

発行：静岡県議会議員小野達也事務所

県政報告 No.7

〒414‐0002　静岡県伊東市湯川
TEL.0557‐36‐2089  FAX.0557‐36‐2080と!!

●
東海館

清水銀行●

湯川幼稚園●

なぎさ公園●オレンジビーチ

●
木下杢太郎記念館

至下田

至熱海

セブンイレブン
●

　　●
伊東駅前郵便局 ●

スルガ銀行

●
三島信用金庫

●
三島信用金庫

Ｐ

Ｐ伊東駅

小野達也事務所
TEL.0557-36-2089
〒414‐0002 静岡県伊東市湯川1-6-2　FAX.0557-36-2080

小野達也事務所

公式サイト www.ono-tatsuya.com/
携帯サイト www.ono-tatsuya.com/mobile/
E-mail  ono-tatsuya@bird.ocn.ne.jp

静岡県議会議員

小野達也 検索

県政・伊東市に対する皆さまのご意見、ご要望をお聞かせください。

●子どもの人権擁護特別委員会副委員長  ●自民改革会議事務局長

委員会県内調査（６月２５日、２６日）

委員会審議する様子

本会議での質問の様子

７月２６日、年二回行われてい
る県内の漁業水産関係から
の要望会議が開かれました。
燃油の高騰や漁獲高低迷な
どで厳しい状況が続く中で、
静岡県では農林水産省から
新しく水産業局長を迎え期
待が高まっています。港湾・
漁港の整備については交通
基盤部長も出席し前向きな
議論がされました。

県漁連から水産議員団・県当局に要望

７月１３日、自主防役員の方を中心として今年度の水防訓練が行われました。
地元消防団、伊東市、静岡県からも関係する方々が真剣に訓練を行いました。

伊東市水防訓練（郷土公園）

姉妹都市リエティ市（イ
タリア）からオリーブの木
が寄贈されました。
２００１年から始まり、今
年で１３年が経ち昨年
は１８㎏のオリーブの実
が収穫されています。私
も会員として、様々な活
動に参加しています。

国際交流事業（７月７日）
８月９日に県農業会館において
「いっしょに考えませんかTPPと
日本の農業・くらし」の講演があ
り、会派議員団とともに参加い
たしました。また、９月２日には青
年部とも勉強会が予定されて
います。１次産業の発展は、大
変重要な国力の維持であり、
今後も研修を重ねて参ります。

JAグループとの勉強会を行いました

平成25年度当初予算事業実施箇所
［熱海土木事務所］

種別
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
河川
砂防
砂防
砂防
港湾
港湾

路線河川等箇所名称
（主）伊東西伊豆線
（主）伊東修善寺線
（主）伊東修善寺線
（一）伊東川奈八幡野線
（主）伊東大仁線
（一）中大見八幡野線
（国）135号
（一）伊東川奈八幡野線
（国）135号
（国）135号
奥野ダム
伊東大川支川萩沢
山岸
八幡野向町
伊東港
伊東港

大字名
鎌田
鎌田
広野
富戸
宇佐美
池
吉田
富戸
吉田
湯川
鎌田
玖須美元和田
湯川
八幡野
港内
新井

事業費（千円）
18,000
80,000
10,000
8,000
22,000
39,900
107,068
5,235
21,000
30,000
99,520
21,000
41,800
83,200
69,788
24,456

※写真はイメージです。

x4_300-308-004_o.pdf   1   2013/08/06   11:30


