後援会より一言

W

記録的な猛暑と言われた夏も嘘のように、
晩秋を迎え、

活動をさせていただきました。

富山県の四季の素晴らしさを改めて感じられる今日こ

平成13年度は定塚小学校創校百周年の年であり、
そ

の頃、
後援会の皆様におかれましては益々ご健勝でご

の記念事業を同窓会、地域の方々とともにPTAとして渡辺

活躍のこととお慶び申し上げます。

県議と悪戦苦闘しながら関わらせていただいた事や、
姉妹

また、
日頃より後援会に対しまして格別なるご支援、

提携をしておりました中国上海の江寧小学校にご一緒さ

ご協力を頂いておりますことに深く感謝を申し上げます。

せていただいた事は、
今もとても良い思い出となっております。
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こうしたご縁から、平成15年の県議選初出馬から後援会

これまで事務局長として後援会のお手伝いをさせ
ていただいておりましたが、昨年暮れの臨時総会で、

に交ぜていただき、以来多くの方々との出会いや様々な経験

不肖の身でありますが幹事長の任を拝命いたしました。

は、私にとってのかけがえのない財産となっております。

私自身その器ではありませんが、皆様方と色々とご相

三期目の選挙まで、残すところ半年を切りました。後援

談をさせていただきながら精一杯努めさせていただき

会としましても活発に活動を進めていきながら、精力的に

ますので、
お力添えの程をお願い申し上げます。

組織の拡大と強化を図っていきたいと考えております。
残された時間、全力疾走で邁進いたしますので皆様

私が渡辺県議とお付き合いをさせていただけるキッ

方の一層のご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

カケとなったのは、
平成10年定塚小学校の学校祭で
「石
橋君、君もPTAやろうよ」
と声を掛けていただき、翌平

渡辺守人後援会 幹事長

成11年から平成13年まで渡辺PTA会長のもとでPTA

5月30日に行われた後援会総会にて
3期目に向け出馬表明をする渡辺県議

石橋 弘行

〈わたなべ守人後援会 総会報告 〉

富山県議会 6月議会本会議場にて
質問に立つ渡辺県議

【日時】2010年5月30日（日）
【場所】高岡商工ビル
女性部

高岡商工ビルにて今年度の総会が行われ、
各支部より300余名の参加をいただき懇
親を深めました。渡辺県議より3期目に向
けた出馬表明があり、青年部、女性部も総
会前に話し合った活動計画を報告しました。

菅野事務局長（左）
と
中村副会長（右）

青年部

富山県議会 9月議会
予算特別委員会

あとがき
晩秋を迎え、気がつくともう今年もあと1ヶ月余りを残すだけ
となりました。渡辺県議も、地域での活動や様々な研修に奔
走しておられ、今年2号目の発行となる守人通信も、紙面を増
やして編集させていただきました。
私も6月に行われた女性部の「黒部ダム視察」に同行させ
ていただき、黒四ダム電源開発の歴史を学び、普段は乗るこ
とができない関西電力黒部専用鉄道のインクライン（産業用
ケーブルカー）
で高低差456m、34度の勾配を一気に駆け上
がるなど、貴重な体験をすることが
できました。この大自然と人間の関
わりは、富山の誇りだと実感した次
第です。今後とも、後援会の皆様
のお力添えをよろしくお願いします。
（事務局）

県政へご意見、後援会へのご要望をお聞かせください

ホームページ
メールアドレス

http://www.w-morito.com/
info@w-morito.com

富山県議会議員

渡辺 守人（わたなべ もりと）

〈 県議会の役職 〉
・常任委員会
・特別委員会

経済建設常任委員会委員長
新幹線・総合交通対策特別委員会

ご あ い さ つ

富山県議会議員 渡 辺

守人

〈 自由民主党 政務調査会 〉
・経済建設部会部会長

〈 自由民主党 富山県支部連合会 〉
・組織委員会副委員長
●

現

職 ・高岡市消防団副団長
・高岡市剣道連盟会長
・日本ボーイスカウト富山県連盟助成会理事
・日本ボーイスカウト高岡地区協議会副会長
・高岡交通安全教育推進協議会会長
・高岡市観光協会副会長
・高岡フィルムコミッション副会長
・高岡商工会議所常議員
・高岡交通安全協会定塚支部支部長
・高岡市立高陵中学校同窓会長
・富山県高等学校定時制通信制教育振興会副会長
・高岡第一高等学校保護者会名誉会長
・富山県私立高等学校ＰＴＡ連絡協議会顧問
・富山サンダーバーズベースボールクラブ顧問

後援会の皆様方にはお元気でお過ごし

ても大いに役立つものと思っております。

の事と思います。早いもので季節はもう晩秋。

また、後援会青年部、女性部も活発に活

守人通信も今回は6月、9月県議会あわせて

動していただき心から感謝をいたしております。

の発行となりました。

私も来るべき戦いに向け活発に活動していく

この間、
7月の参議院選、
8月にはお盆過ぎ

所存です。そして、皆様の要望や生の声を

から消防大学第57期団長科へ入校、
また8

県政へ伝え、
確かな実行力で頑張ります。ぜ

月末から私が部会長を務めます経済建設部

ひこの私に力を貸していただきたいと存じます。

会にてカナダへの視察等、
議員として精力的
に活動をしてきました。そして多くの貴重な経
験もさせていただき、
今後の議員活動におい

終わりに、皆様方の重ねてのご指導ご鞭
撻をよろしくお願いいたします。
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6月県議会定例会
一般質問 報告
【日時】2010年6月14日（月）

質問項目
1.元気とやま創造計画の見直しについて
2.伏木富山港の整備促進について
3.行政改革について
4.介護福祉の推進について
5.県西部の中心都市である高岡市の
まちづくりについて

県西部の中心都市である高岡市の
まちづくりについて

問う！

高岡市の御車山祭の世界無形文化遺産登録に向け
ての取り組みは。

景気、
雇用対策について

消防、
防災について

など、教育訓練計画等策定委員会で検討中である。

ある。地域住民の方の熱心な保存・継承活動が重要な要素であり、

地方の自立について

問う！

富山県ふるさと
文学館（仮称）について

問う！

2014年夏に開館予定の旧知事公館に整備されるふる
さと文学館について、高岡市万葉歴史館との連携は。

国の予算編成のスケジュールが異なってきているが、
どう対応していくのか。

［戸高商工労働部長］
法人実効税率は現在40％である。円高を受け、引き下げを
作業での議論を踏まえ、財源確保と合わせて検討したい。

高 岡 市 万 葉 歴 史 館は、全 国でもトップ
万葉は導入として入門的な展示とし、

販路拡大など中小企業の支援は。

詳しくは万 葉 歴 史 館に導くなど、所 蔵
［石井知事］

携を 図っていきたい 。また、越 中 万 葉

中小企業応援センターの設置や見本市へ の出展助成、広域

トを実施し予算配分を決めるなど、こ

をテーマとしたシンポジウムやゆかり 新川生活環境文化部長
の地をたどる散策ツアーなども協同で

くり産業の高度化を推進するため、
「 富山県ものづくり研究

れまでにない動きが見られる。全国知

実施したい。

開発センター（仮称）」を整備するほか、福祉系ロボットの開

［柳野知事政策局長］
概算要求の組み替えで、政策コンテス

城端線新駅の設置、新駅のアクセスなど、新高岡駅
整備に伴う取り組みは。

法人実効税率の引き下げは中小企業に影響はあるか。

要望する企業が多く、国の2011年度予算編成の税制改正
［新川生活環境文化部長］

資料の相互貸借も含めて、積極的に連
高岡御車山祭

戸高商工労働部長

クラスの 専門施設。文学館では、越中

世界文化遺産をめざす高岡市
命取り組んでいきたい。

誘 致 推 進 調 査 事 業 などの 観 光 事 業で
も雇用を増やしていきたい。

［柳野知事政策局長］

御車山祭の真価は、土蔵造りの歴史的な町並みを巡行する形態に

民の会と連携協力し、一生懸

案を行う販路開拓マイスター事業や、

問う！

消防団員がより参加しやすいよう、休日の教育訓練の実施

のと考えている。今後も高岡市、

伝 統 工 芸 品 の 新 商 品や 新たな 用 途 提
万引き防止緊急対策特別事業、映画等

していると聞いている。

これらが明確に記述されるも

［戸高商工労働部長］

【日時】2010年9月22日（水）

文化庁からは、御車山祭のユネスコの「世界無形文化遺産」登録
に向け、次年度以降のできるだけ早い段階に提案できるよう検討

9月補正に緊急雇用創出基金事業が4億円計上され
たが、具体的な取組みは。

9月県議会定例会
予算特別委員会 報告

新しい消防学校で、平日に仕事がある消防団員の
ため、休日の教育訓練はできるのか。

［東野教育長］

問う！

商談会など販路開拓や納入先の拡大を図っている。ものづ

発、航空機産業への参入など将来を見据えた取組みを行う。

事会等と連携しながら、来年度政府予
算 案に要 望 事 項 が 反 映されるよう、

［石井知事］
城端線新駅の整備、現高岡駅でのアクセ

12月議会を11月に行い予算を決め

ス向上については、高岡市とＪＲ西日本と

るなど適時適切に対応していきたい。

幅広い分野のアドバイザーも必要では。
柳野知事政策局長

［石井知事］

の間で昨年から実質的な協議が始められ
たところで、県としても城端・氷見線活性
化推進協議会を活用した両線の利用実態

国と地方の税源配分を見直し、自主財源割合を高
めるべき。

であり努力していきたい。

度が高く、発信力がある人材がいる。作家の辺見じゅん、映
A
画監督の篠田正浩、漫画家の藤子不二雄○ら、
本県にゆかり

調査、利用促進など、引き続きＪＲとの協
議に参加し支援していきたい。越中・飛騨 石井知事
広域観光圏もでき、城端線の問題は大切

純文学はもとより、万葉集や映画、漫画などの分野にも知名

の有識者に参画を求めていきたい。

［出口経営管理部長］
地 方 の自立には、地 方 税 の 充 実が必
要である。三 位 一 体 改 革により縮 小

喫茶スペースでの食事の提供を。

した地 方 交 付 税 の 財 源 調 整 機 能 、財
源保障機能の復元・充実を図るため、

［石井知事］

地方六団体等と連携しながら働きか

富山の新鮮な食材を使った食事を楽しむことができれば、魅

けていきたい。
下伏間江高架橋工事

力が高まるのではないか。民間事業のテナント入居も含め
出口経営管理部長

て検討したい。

9月県議会予算特別委員会にて、傍聴にこられた消防団関係者である
青井定塚校下支部長、高岡市消防団西森副団長と
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2010年
北陸新幹線
高岡下黒田高架橋安全祈願

富山県西部産業開発協議会

定塚支部 臨時総会 県政報告会

【日 時】2010年7月21日（水）

【日 時】2010年10月14日（木）

【日 時】2010年4月28日（水）

ボーイスカウト 第15回日本ジャンボリー
【日 時】2010年8月2日（月）〜8日（日）
4年に一度開かれるボーイスカウト最大の国際キャンプ大会「日

高岡市水防訓練

本ジャンボリー」に、渡辺県議もボーイスカウト議連の事務局長及

【日 時】2010年5月29日（土）

び富山県連盟の役員として参加しました。今年で15回目を迎え
る同大会では、20,000人のボーイスカウトたちが日本全国から
富士山麓（朝霧高原）に集結し、
日頃の訓練の成果を披露しました。

庄川左岸にて

自由民主党政務調査会 経済建設部会 県内視察

石堤老人クラブグランドゴルフ大会

【日 時】2010年9月16日（木）

【日 時】2010年8月1日（日）

高岡方面団秋期検閲訓練にて
【日 時】2010年11月7日（日）

高岡市剣道連盟の
皆さんと

朝日印刷株式会社にて

ダイト株式会社にて

総務省消防庁消防大学校入校
消防団長科 第57期
消防団副団長として車両隊の指揮をとる渡辺県議

【日 時】2010年8月19日（木）〜27日（金）
2010年8月19日〜27日の間、消防大学校消防団長科
に入校し、全国から集まった23名の学生とともに、消防団に

自由民主党政務調査会 経済建設部会 カナダ視察

必要な知識及び能力を総合的に修得する訓練を受けました。

【日 時】2010年8月29日（日）〜9月3日（金）
【視察先】カナダ トロント・バンクーバー
消防庁 久保長官（中央）
と

受講風景

訓練風景
総務省消防庁
危機管理センターにて

卒業式
ビール会社にて

ギャスタウン（バンクーバー発祥の地）
ギャシージャックさんの
銅像前にて
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渡辺守人後援会

活 動 報 告

女性部研修
黒部ダム第四発電所見学ツアーに出かけました。

青年部研修

【日 時】2010年6月23日（水）
視察協力／黒部峡谷鉄道株式会社、関西電力株式会社

中越パルプ工業株式会社 高岡工場見学
【日 時】2010年4月30日（金）

中越パルプ工業株式会社様の協力により、青年部を中心に後
援会役員、女性部のメンバーも参加して高岡工場の見学を行いま
した。最新の製造工程やリサイクルへの取り組みなど、環境保全も
考えた紙製品づくりの現場を見て学ぶことができました。

仙人谷駅にて

黒部ダム展望台にて

万葉線納涼ビール電車
【日 時】2010年8月9日（月）

富山にいながらも過去に一度しか訪れたことがなかっ

初めての試みで「万葉線納涼電

た黒部。今回、渡辺守人さんの後援会女性部でのツアー

車」に乗車しました。毎日目の前を

が決まり、普段は行けない場所まで見学させて頂けるとの

通る万葉線！しかし乗ったことはあ

事と、香取慎吾さん主演の「黒部の太陽」というドラマを

りませんでした。当日は三味線演奏

見た事で、大変興味を持って参加しました。

者の中山夫妻の楽しい演奏もあり、
お酒が入っての高岡を窓越しに眺

昭和31年に始まったダム建設。当時の金額で513億円
三味線奏者中山さん

の巨費を投じ、延べ1,000万人の人手により7年間の歳月

めるのも新鮮でした。

を経て完成したというダムを実際目にして、人間の力に驚
第四発電所タービン

かされるばかりでした。
映像で見た破砕帯突破のエピソード、
トロッコに乗り、岩

女性部研修

女性の集い 後援会副会長 中村正治氏を囲んで
【日 時】2010年7月14日（水）

南陽株式会社の中村社長さんはとても感じの良い方で、
女性の集まりの中で緊張をほぐしてくださるようなユーモ
アを交え、切れ味すっきりの話ぶりで会社の成り立ち・あり
方など話してくださいました。今の時代に合った会社経営
を色々なアイディアで行動されて、社長自らの姿勢が若さ・
やる気・本気みたいなものが社員の方にも伝わって、会社
全体が成長されているんだなと感じました。
この不景気の中、家業を手伝う私ですが、
とても元気を
もらいました。このような出会いの機会を与えてくださり

頭の下がる思いでした。
向かう道、帰る道、雨が降るツアーだったのですが、
ダ
ムの展望台に上がる時に、太陽が顔を出してくれたことに
一層の喜びを感じました。
ツアーを通し、貴重な体験と皆様との親交を深められた
ことに感謝致します。改めて素晴らしい財産を持っている
富山県を愛するとともに、発展を願います。自然に恵まれ、
誇れるもののたくさんある富山を元気にしていけるよう女
性部での活動にこれからも参加させて頂きたいと思います。
わたなべ守人後援会女性部

ありがとうございました。
わたなべ守人後援会女性部

黄の臭いがたちこめ、
身を乗り出してみるとサウナのような
感じでした。その暑さの中での作業を考えると、
ただただ

「講演会に参加しまして」

大野屋にて

盤温度が160℃にも達する高熱地帯を通る時、今でも硫

磯野 厚子

藤川 明子
黒部ダム第四発電所にて
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