後援会の皆様へ
今春 2 期目の当選をさせていただきました事心より御
礼申し上げます。
この選挙戦を通じ、県議そして私もとても多くの方々

ら嫌われまいとして、
言うべきことをはっきり言わなかったり、
正しい事を正しく貫けなかったりしてしまいがちです。
仕事を誤り無く進めていくためには、要所要所で正し

の御支援を受けている事を改めて感じ、
また、多くの反

い決断をしなければなりませんが、
その決断の場面では、

省を含めて学ぶ事が出来ました事も感謝…感謝です。

勇気というものが必要となります。
しかし、
そこでの勇気と

一つひとつ学ぶ事で成長せねばなりませんし、
それを活

は蛮勇、つまり粗野で豪傑といわれる人の持っている勇

かさなければ皆様への恩返しにはならないことも認識い

気とは違います。真の勇気とは自らの信念を貫きながらも、

たしました。

節度があり、怖さを知った人、つまりビビリを持った人が

さて県議は、現在常任委員会「教育警務委員会委
員長」、
特別委員会「地域活性化対策特別委員会委員」
として県政の場で活躍しています。
私と県議の共通点は、共に会社経営者として様々な
場面での決断をする勇気を持っている事です。

守人通信

渡辺守人 事務所
〒933-0023
高岡市末広町1023番地

TEL.0766-27-3636
FAX.0766-27-3637

後援会の皆様、
これからも末永いお付き合いとご支
援を心よりお願い申し上げましてご挨拶とさせていただ

2 期目を迎えてー

きます。有り難う御座いました。

お知らせ
● 9月 5日 高岡交通安全協会 支部長会
● 9月 6日 自由民主党政務調査会文教公安部会
南砺総合高校視察
● 9月 7日 県議会教育警務常任委員会 県内行政視察
● 9月 9日 定塚校下自治会長と団体長との連絡協議会
● 9月10日 富山県理容業生活衛生同業組合 ソフトボール大会
高岡商工会議所 臨時議員総会
● 9月11日〜27日 9月県議会定例会
● 9月16日 定塚校下住民運動会
● 9月17日 古定塚敬老会
石井 一高岡後援会婦人部 石井夫妻との懇談会
● 9月18日 9月県議会一般質問
● 9月19日 富山県PTA連合会 教育懇談会
● 9月20日 定塚校下 ブロック別協議会
● 9月24日 富山県理容業生活衛生同業組合 創立50周年
● 9月26日 定塚校下 ブロック別協議会
● 9月29日 渡辺守人後援会 ゴルフコンペ
● 9月30日 魚商組合 追悼法要
● 10月 2日 自由民主党政務調査会文教公安部会
● 10月 3日 定塚校下 ブロック別協議会
● 10月 5日 県議会教育警務常任委員会 県内視察（近世高岡の文化遺産群）
定塚校下 ブロック別協議会
● 10月 9日 定時制・通信制生徒 生活体験発表大会

日 時／平成19年9月29日
（土）
頼成 午前6時〜8時スタート
万葉 午前6時〜8時スタート
（セルフ）
場 所／高岡カントリークラブ
表彰式及び懇親会／午後5時〜 高岡商工ビル2F 大ホール
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守政会 会長 増岡

くためには勇気が必要です。普段私たちは周囲の人か

第3回 渡辺守人後援会
親善ゴルフコンペのご案内
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場数を踏むことによって身につけたものであり、
これを「真

日頃こんな風に考えています。仕事を正しく進めてい
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か
原点に

本年 4 月の県議選において、後援会の皆様に

副会長

大変なご支援をいただき、2 期目の当選をさせてい

職

ただきました。まずは、心から御礼を申し上げる次

成

9年 6月 日本ボーイスカウト富山県連盟助成会理事
12年 5月 高岡交通安全教育推進協議会会長
12年 7月 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
14年11月 高岡商工会議所 常議員
16年 6月 高岡交通安全協会定塚支部 支部長
17年 4月 高岡市立高陵中学校同窓会長
17年 4月 富山県高等学校定時制通信制教育振興会 副会長
18年 5月 高岡第一高等学校保護者会会長
18年 6月 富山県私立高等学校PTA連絡協議会会長

第でございます。
ただ今回の選挙は、私にとりまして大変厳しい
選挙結果となり、
おおいに反省をしている所でござ
います。
また、7 月の参議院選挙を見ておりましても、従
来の自民党の選挙のやり方ではもう勝てないと、
はっ

富山県議会議員 渡 辺

守人

自己改革をして、今後は従来にない取組みをして
行きたいと思います。
同時に、後援会の皆様には周りの方々に声を
かけていただき、1 人でも多くの方をご紹介してい
ただきたいと思います。
終わりに、私も2 期目に入り、
より県民・市民の幸
せの為に一所懸命頑張りたいと思っております。
後援会の皆様にはこれまで以上のご指導ご鞭撻
をよろしくお願いし挨拶とさせていただきます。

きりと2 つの選挙を通して理解をしており、私自身も

県政へご意見、後援会へのご要望をお聞かせください

宮 澤 喜 一 元 総 理を偲んで

ホームページ URL http://www.w-morito.com/
メールアドレス E-mail info@w-morito.com

あとがき
今年の夏は猛暑が続き、熱中症のニュースが絶えませんでした。そ
れに加え、台風や地震など自然災害も各地で被害をもたらすなど、
何が起こるかわからないといった今日この頃です。
さて、今年に入り選挙も相次いで、
ここでも何が起こるかわからな
いといった結果になりましたが、渡辺県議も２期目に入り、
さらに多
忙な時期になってきたと感じております。後援会の皆様には、今後
ともさらなるご理解、
ご支援を頂くとともに、後援会に対しても積極
的なご意見を頂きたいと思います。今後ともよろしくお願いします｡
（事務局）

質問に対して的確な言葉を頂き、最後に「守人さんも
私は、8月28日宮澤喜一元総
県議になられたのだから、何かあったら応援させてい
理の内 閣 、自由民 主 党 合 同 葬
儀に出席させていただきました。 ただく」と大変ありがたい言葉を頂き、私は宮澤事務
私にとりましても宮澤先生は 所を去りました。
数十年前、初めて父に連れられ先生にお会いした
特別な存在。日本の知性と言っ
ても過 言ではないと思います 。 とき、私に経済が基本と言われた先生の言葉、私は
最後にお会いしたのが一昨年。宮澤事務所で30 分 いつまでも忘れません。
心からご冥福申し上げます。
間お話しをさせていただきました。政治、経済と私の

守 政会だより Vol.12

6月県議会定例会・予算特別委員会 報告
【日時】2007年6月22日（金）
北陸新幹線の整備推進と公共交通の活性化について。

問う！

［石井知事］北陸新幹線開業を7年後に控え、JRから経営分離さ

県議会教育警務常任委員会
「近世高岡の文化遺産群」と「立山・黒部」の
世界遺産登録に向け、文化庁に要請書を提出

【日時】2007年6月8日（金）

渡辺県議が委員長を務める教育警務常任委員会は、東野県教育長らとともに文

れる並行在来線や路線バスなどの公共交通のあり方を考える「地

化庁の伝統文化課や記念物課など世界遺産登録の関係部局を訪問し、6月1日に

域公共交通の活性化方策に関する調査研究会」
（仮称）を早け
れば8月中、遅くとも今年度中に設置する。

県営住宅と県有財産の有効活用について。

発足した市民組織「世界文化遺産をめざす高岡市民の会」など地元の活動や、市民、

［埴生土木部長］耐震基準を満たさず、老朽化して廃止を検討し

行政、議会が一体となった熱意ある取り組みをアピールしました。今回の要望は、

ている射水市の太閤山と片口、富山市の海岸通りの3団地で合わ

国の20年度予算編成に向けた県の重点要望活動に合わせて行ったもので、渡辺

［藤木知事政策室長］建設に伴う波及効果は用地費を除く事業

せて122戸を廃止する。太閤山団地の97戸の廃止により、

県議は高岡も立山もユネスコの登録要件は満たしていることを説明し、国がユネ

費の1.58倍の約8700億円で、開業後の経済波及効果は年間

1.5haが空き地となるので、県として利用を検討し、県での利用

スコに提出する暫定リストへの早期登録を求めました。

114億円（北陸経済研究所試算）と考えている。

がないようであれば、市や民間で主体的に取り組んでいただきたい。

北陸新幹線の県内への波及効果は。

新幹線整備で巨額の負担が続くが、公債費の平準化に
ついては。

富山県警察重点施策について。
［吉田警察本部長］富山市婦中町に建設を予定している富山西

［荻澤経営管理部長］県債

署のデザインが固まり、災害拠点施設としての機能が強化された

の発行総額を抑制するとと

施設となった。また、県内初の犯罪被害者専用の相談室も設ける。

もに、毎年の元金償還の軽

新庁舎を建設する警察署については、手狭になっている射水署

減を図るため、償還期間を

を最優先する。

20年から30年に延長した。

※吉田本部長は答弁の際、富山西署の完成イメージ図を手に持ち、渡辺県議に
説明をされました。

後援会より一言

世界遺産登録に向けて「立山・黒部」を視察

【日時】2007年7月31日（火）

立山・黒部地域の世界文化遺産登録に向け、教育警務常任委員会は文化的歴史
的な資産価値を再認識し、県議会として気運を盛り上げようと上市町、立山町を視
察しました。中世、近世の山岳信仰や近代の発電、砂防事業を見学しました。
立山町
岩峅寺雄山神社 前立社壇本殿
（国指定重要文化財）

上市町 弓の里歴史館にて上市黒川遺跡群の
出土品を見学、中世の霊場跡について学ぶ

「渡辺県議を招いての夏祭り」
昨年 11月、吉久として初めて県

ごあいさつ

議会議員渡辺守人さんの推薦を決
意し、
2月には 吉久・富岡地区後援

伏木地区は、4 年前の渡辺守人県議初当選の折、後

会支部 を発足。直近（4月）の戦い

援会こそありませんでしたが、
それに匹敵する絶大な支

でしたが連合の推薦・後援会の布

援を送りました。それは、故渡辺辰男県議と伏木地区と

陣で微力ながらも精一杯の支援が

の深い繋がりが、
大きな基盤となっていたからであります。

出来たと思っています。

そして、今回の選挙に際し、渡辺の旗の元、熱い思い

当地の夏祭りはここ4〜5年、住民参加のイベントに切

を抱いた同士が続々と集まり、一気に後援会設立へと走

り替え
『元気よっさ』
を合言葉に、
これまで保存会の獅子舞、

り出しました。

伝統のやらやらを先輩から継承し祭りで披露、
よっさこい

後援会が発足したのは、投票日の1ヶ月前。常識では

ソーランも2年間続け、今年は御輿（みこし）
を目玉として

考えられない時間のないところからの出発でしたが、再

企画、
こども御輿・おんな御輿・おとこ御輿と総勢80名の

選への支援ができたことを本当に嬉しく思います。

参加で賑わいました。若い人は元気あるね！若い人達の

初当選から4年、渡辺県議の実績は、誰もが納得する

渡辺県議にも飛び入りで神輿に参加頂き、
若い皆と ワッ

域の活性化そして高岡市発展に向け、県政の場での更

ショイ の掛け声や汗を流しての勇壮は多くの市民に 県

なるご活躍をされることを確信しております。

議渡辺守人 をアピールし、
親近感を深めた夏祭りであっ
たと思います。

と手を取り合って、
高岡北部地区として、
更に強力な支援

夏祭りに花を添えて頂き感謝申し上げます。

の輪を広げていく所存でございます。

今後も健康に留意され県政・高岡市発展のために益々

皆様の変わらぬご協力を、
よろしくお願いいたします。
伏木地区 渡辺守人後援会長 小泉 哲二

上市町 大岩山日石寺 不動明王の
磨崖仏（国指定重要文化財）

パワーすごいね！の声も聞かれ会場は拍手喝采でした。

ところであります。2 期目を踏み出した渡辺県議には、地

今後、
伏木後援会は、
吉久、
西田地区後援会の皆さん

2007年9月発行

立山町 芦峅寺にある立
山博物館にて、米原館長
から説明を伺う渡辺県議

のご活躍を祈ります。
吉久地区 渡辺守人後援会 大菅 正孝

移転復元された宿坊「善
道坊」にて立山信仰に
ついて説明を聞く

