
 

12月1日　在職20周年の表彰を受けました

12月23日　巨摩議連の13名で中部横断自動車道長坂以北の早期事業化を要望しました

1月8日　北杜市消防団出初式に出席、祝辞を述べました

12月12日　サンメドウズ安全祈願祭にて祝辞を述べま
した

　皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 
　新年早々ブラジルでは、選挙で敗北した前大統領を
支持する群衆が国会を占拠するという事件が起き、昨
年もアメリカ合衆国で同様の事がありました。選挙の
結果が気に入らないからといって暴力に訴えるのは、
選挙という手続きによってリーダーを選ぶ民主主義を
冒涜するものです。 
　2023年の新成人は341万人だそうですが、私は、新
たに選挙権を得た新
成人を始め多く国
民の皆様が積極的
に選挙に参加し、
リーダーを選ぶ権利
を行使するという
民主主義が、我が
国においてこれから
も守られていくこと
を願うところです。 
　昨年を振り返り
ますと、昨年８月
の 豪 雨 に よ り 、
八ヶ岳公園ライン
で土砂崩落が発生
し道路施設が損傷
するなど大きな被
害が出ました。ま
た、９月の台風14
号では須玉町内で
大規模な停電が発
生し、住民生活に大
きな影響を及ぼしま
した。こうした災害
から住民のいのちを守るための「県土の強靭化」は
待ったなしの課題です。 
　私は、これまでも最重要課題として取り組んできま
したが、今後も生活道路を始めとするライフラインの
強靭化や、治水対策の実現に全力で取り組んでまいり
ます。 
　さて、北杜市の人口に占める65歳以上の方は、2020
年に40％を超えて、その後10年で２人にひとりが65歳
以上となる超高齢化社会の進行が予測されています。 

　先般実施したア
ンケートでは、
「高齢者の介護を
地域全体で支える
ための生活支援サービス提供体制の充実」、「介護サー
ビスの質の向上」、「高齢者や障がい者が快適に暮らせ
るまちづくり」が高齢者福祉対策の課題としてあげら
れましたが、これからも私は、地域の高齢者やともに

生きる家族の皆様の
ご意見に真摯に耳を
傾けながら、住民の
方々の暮らしを守る
ための介護、医療体
制の構築に力を尽く
す覚悟です。 
　更に、新型コロナ
対策や経済活性化を
図るための広域ネッ
トワークである中部
横断自動車道の整備
促進、明日を担う人
材を創る教育の充実
など、速やかに取り
組まなければならな
い様々な施策があり
ます。それぞれのス
テージ県民の皆様一
人ひとりが幸せを実
感できる暮らしを一
緒に創っていきま
しょう。 
　私は、今こそ山梨

の、地域の全ての力を結集して、前に向かって進まな
ければと思うところであり、「新しい年　山梨を、北
杜を前に」をモットーに、県民や北杜市民の皆様とと
もに、よりよい地域社会の実現に向けて最善を尽くし
てまいります。 
　今年は大きな決断の年です。皆様とともに飛躍する
ことができるよう、誠心誠意努力して参りますので、
温かいご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申
し上げます。
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昭和22年7月8日生 
昭和41年／須玉商業卒業 
昭和45年／拓殖大学卒業 
昭和49年／昭和薬科大学卒業 
平成10年／高根町議会議員 初当選 
平成13年／高根町議会副議長 
平成15年／県議会議員  初当選 
平成17年／決算特別委員長 
平成18年／出資法人調査特別委員長 
平成19年／ 
農政商工観光委員長企業会計決算特別委員長 
平成20年／総務委員長 
平成21年／第105代県議会副議長 
平成23年／第120代県議会議長 

平成26年／予算特別委員長 
平成27年／リニア議連研究委員会 委員長 
平成28年／山梨県監査委員 
令和２年２月　自由民主党山梨県国土強靭化議員連盟会長 
令和４年９月　県議会議会運営委員長 

■地域振興 
昭和59年／八ヶ岳青年会議所 
                創立メンバー 副理事長 
平成9年／清里小学校ＰＴＡ会長 
平成16年／清里観光振興会長 
平成18年／山梨県雪合戦連盟会長 
　　　　　 北杜肝友会　相談役 
平成21年／北杜ライオンズクラブ 会長 

                オール山梨青年会議所シニア会長 
                公益社団法人やまなし観光推進機構 副会長 
平成22年／県共同募金会 会長 
                県緑化推進機構 会長 
平成23年／産業技術短期大学校　後援会長 
平成25年／ NPO法人 ポールラッシュの会 会長 
                 一般社団法人　北杜市観光協会 会長 
平成26年／山梨県躰道協会 会長 
                第10回ヤーコンサミットin八ヶ岳会長 
平成27年／県自転車競技連盟　会長 
　　　　　 県都市計画審議委員 
平成28年／県立北杜高等学校同窓会　会長 
平成30年／東京オリンピック・パラリンピック 
　　　　　 山梨県実行委員会副会長
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誠意・熱意・創意・勇気を持って「熱き心の郷土愛」

新しい年 山梨を、北杜を前に！
11月20日　清里スケート場のテープカット 11月23日　美し森にテラスを建設しました。

11月29日　国土交通省 吉岡技監に要望書を提出

11月29日　国土交通省 丹羽道路局長に中部横断自動車道長坂以北の要望書を提出 11月29日　国土交通省 岡村水管理・国土保全局長に要望書を提出

12月27日　補正予算についての賛成動議

1月8日　北杜市成人式に出席、祝辞を述べました

11月25日　北杜市長を訪問、県トラック協会長と北杜
支部長とともに支援要請

1月13日　山梨県コロナ対策アドバイザリーボードの 二
木 昭和大学客員教授にコロナ対応について伺いました。

12月22日　リニア議連研究委員会委員長として神奈川駅（相模原）を視察しました



八ヶ岳高原ライン災害復旧（県道北杜富士見線） 駒城橋 （県道横手日野春停車場線） JA 梨北小泉支所前交差点（県道小荒間長坂停車場線） 上三吹の圃場整備

１豪雨や台風により多くのため池が決壊し人体被害を含む被害が発生
していることから、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止を図るた

め「防災重点農業用ため池緊急整備事業」が集中的、計画的に実施さ
れています。 
　 

防災重点農業用ため池緊急整備事業 
●今年度完了予定のため池 
五町田ため池（高根町五町田）　女蚊窪ため池（高根町下黒沢） 
神田ため池（小淵沢町松向） 

●R5年度工事完了予定のため池 
寺沢ため池（明野町小笠原）　大井ヶ森ため池 （長坂町大井ヶ森） 
和田ため池（須玉町下津金）　下井出ため池（大泉町西井出） 

●R5年度以降順次着手予定のため池 
松尾沢ため池（須玉町下津金）　観音第一ため池（長坂町大八田） 
飛沢ため池（大泉町西井出）　井詰原ため池（小淵沢町） 
平井出ため池（小淵沢町)　平久保地区（白州町上教来石） 
井富ため池（大泉町西井出）　鳴石ため池（大泉町谷戸） 

２ほ場整備などの農業生産基盤整備を経営体の育成を図りながら 
一体的に実施する「経営休基盤整備事業」が進められています。 

　 

三吹地区（経営体育成基盤整備事業）武川町三吹 
・R5 年度、測量設計を実施予定 
・以後順次工事を実施予定 
　 

穂足地区（経営体育成基盤整備事業）須玉町大豆生田、藤田、大蔵 
・R3 年度までに、約5haのほ場整備を実施 
・今年度、約4haのほ場整備工事を実施中 
・以後残るエリアの詳細設計及び工事を順次実施 
　 

尾根地区（経営体育成基盤整備事業）小淵沢町 
・R3年度までに、ほ場整備工事を実施 
・今年度、鳥獣害防止施設工事を実施中 
・R5年度、舗装工事を実施し事業完了予定 

３耕作放棄地解消、発生防止に向けた地域の取り組みを支援するた
め、ほ場整備を行う「耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業」

が実施されています。 
　 

中山地区（耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業）武川町三吹 
・R3年度までに、詳細設計及び約1haのほ場整備を実施 
・今年度、約5haのほ場整備工事を実施中で、年度内に約2haの 
ほ場整備工事を発注予定・以後順次工事を実施 
【醸造用ぶどう畑】 

４その他、鳥獣害防止施設を整備する「畑地帯総合整備事業」農業
用水の安定提供給や洪水による農業被害を防ぐための「用排水施

設等整備事業」や農村地域の振興と生活環境の改善を図るための「農
村地域活性化農道整備事業」などが進められています。 
　 

茅ヶ岳西麓地区（畑地带総合整備事業）明野町浅尾 
・今年度、鳥獣害防止施設工事を実施中 
・R5年度、安全施設等の工事を実施し事業完了予定 

西沢堰地区（用排水施設等整備事業）大泉町西井出 
・R3年度までに、測量設計を約1km実施 
・今年度、約0.2kmの工事を実施中 
・以後残る区間の詳細設計及び工事を順次実施 

大泉地区（農村地域活性化農道整備事業）大泉町西井出 
・R5年度、測量設計を実施予定 
・以後順次工事を実施予定 

●県道の整備、災害復旧及び電線類地中化 
防災・減災力の強化や地域の安全及び利便性の向上といった地域の 
まちづくりの観点から道路ネットワークの整備や県道の災害復旧が、
また景観対策のための電線類地中化などの事業が進められています。 

清里 電線類地中化（国道141号 清里交差点） 
・今年度から工事に着手、以後順次工事を実施 

駒城橋 （県道横手日野春停車場線） 
・用地取得を継続中 
・今年度から橋梁工事に着手、R4～R5 上半期に橋脚1基を施工 
・以後順次工事を実施 
　 

JA 梨北小泉支所前交差点（県道小荒間長坂停車場線） 
・今年度、概路計画について地元合意済 
・測量、地質調査、道路詳細設計を実施中 
　 

大渡トンネル（県道韮崎増穂線） 
・トンネル工事を実施中 
・以後順次工事を実施 
　 

野猿返し日野春隧道（県道横手日野春停車場線） 
・道路詳細設計を実施したが、全面通行止め期間が必要最小限となる
よう更に施工方法を検討中 
・R5年度から北杜市により地図訂正を実施予定 
・地図訂正完了後、用地測量を実施予定 
　 

鯨バイパス（県道日野春停車場線） 
（日野春駅側区間） 
・用地測量を実施、R5年度から用地取得予定 
（R141側区間） 
・交差点詳細設計、橋染詳細設計などを実施中 
　 

高根総合支所前　道路改良（県道長坂高根線） 
・用地測量を実施、R5年度から用地取得予定 
　 

長坂JRガード（県道茅野北杜韮崎線） 
・今年度、JRに直接影響しない小洲沢側の区間について工事に着手 
・以後順次工事を実施 
　 

松木坂　道路改良（県道北杜富士見線） 
・順次工事を実施 
・松木沢橋→ボックス化のための概路設計を実施中 
　 

キッツ　清光寺坂上交差点（県道長坂高根線） 
・用地取得を継続中 
・家屋等の移転が完了次第、工事に着手 
　 

八ヶ岳高原ライン災害復旧（県道北杜富士見線） 
・災害査定実施済み 
・今年度から工事に着手、以後順次工事を実施 

防災の観点も踏まえた農業振興基盤整備と道路ネットワークの整備
以下の事業を始め、様々な事業を地域の皆様と進めています。


