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杉本とおる
３期目の当選をはたす!

リフレッシュ足柄

神奈川県議会議員選挙が４月３日
（金）
に告
示されました。
（自
足柄上選挙区（定員１名）では、杉本とおる
民党）しか立候補の届け出がなかったため、
無投票で同日当選が確定しました。
これは杉本とおるのこの８年間の議員活動
が評価されたものと思います。

３期目のスタート!!
地域活性化に向けて本格始動。
写真は出陣式にて…2015.4.3

杉本とおる

成人式（写真は大井町）2015.1.16

川本杯争奪チーム
レース大会（山北町）
2015.1.18

第22回
足柄剣道大会
2015.3.22

杉本とおる県議の

活動スナップ
（一部紹介）

消防出初式
（写真は松田町）
2015.1.7

大井町産業まつり
2015.1.18

27

皆様のおかげで︑３期目の当選を果たすことができました︒足柄上地域の皆様には︑心か
ら感謝申し上げます︒
これからの４年間も︑今まで以上に県西地域が注目されることから︑地域の更なる発展の
ため気持ちも新たに皆様の意見を聞きながら全力で働いて参ります︒

45名（42.85％）
25名（23.80％）
5名（ 4.76％）
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11名（10.48％）

地方創生の取組みについて

自 民 党
民 主 党
維 新 の 党
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神奈川ネット
新 党 改 革
諸
派
無 所 属

国は︑﹁まち・ひと・しごと創生長期ビジョン﹂と﹁まち・ひと・しごと創生総合戦略﹂
を閣議決定し︑現在︑平成 年度中に地方版総合戦略を策定していただくよう︑地方自治体
にお願いしています︒また︑市町村に対し︑地方版総合戦略の策定や地方創生の取組みを行
うにあたり︑国は﹁地方創生コンシェルジュ﹂の仕組みを構築して︑相談窓口として積極的
に支援する体制ができています︒まさに︑地方が主役である地方分権の始まりであります︒
各町は︑早期に町の将来像をしっかりと構築して頂くことを強く求めていきます︒

神奈川県観光審議会 委員

神奈川県は
﹁県西地域活性化プロジェクト﹂を本格的に始動します

平成27年4月20日現在

教育・社会問題対策特別委員会 委員
このプロジェクトは︑町︑県︑団体︑企業が連携︑協力して︑﹁未病を治す﹂取組みを推
進して︑健康な体づくりの情報を全国に︑世界に発信していきます︒足柄上地域は︑﹁食﹂
﹁運動﹂﹁身体や心の癒し﹂を提供する農産物や森林︑温泉等の資源が多く点在しています︒
それらの資源を活用して︑﹁未病を治す﹂県西地域の中心的拠点として︑各町と連携を取り
ながら取組んで参ります︒また︑この取組みを地域住民の皆様がまずは︑実践をして頂くこ
とが重要です︒そして︑健康で活力に満ちた足柄上地域を創り上げることにより︑地域が大
きく発展するものと確信しています︒

議会構成
105名

総務政策常任委員会 委員長

神奈川県議会議員

神奈川県議会便り

平成27年度
杉本県議役職

３期目もベストで
熊沢 清

杉本とおる後援会
会長
︵大井町︶

４月３日に県議会議員選挙が告示され︑杉本
とおる県議が３選を目指して立候補しました
が︑対立候補が無く即日無投票当選が確定いた
しました︒当選を心から祝福いたします︒また︑
これまでに色々とご支援︑ご協力をいただきま
２期目に続いて今回の無投票当選は︑杉本県

した皆様に厚くお礼申し上げます︒
議が過去８年間の活動実績が評価され︑足柄地
域の更なる活性化へ向けての杉本県議に期待す
る空気が強かったからだと思います︒しかし︑
２期連続の無投票当選に驕ることなく﹁勝って

当日は、この会にあわせて黒岩祐治神奈川県知事に「未病セミナー」

足柄上郡の首長、議会議長、議員の方々をご来賓に迎え、また多くの後

援会会員、支持者の方々のご来場を頂きました。

次に、来賓の方々の祝辞を頂きました。その中では、杉本県議が常日

高杉範房

毅

杉本

厚

瀬戸

参加者全員で
﹁ガンバロー﹂
コール▼

の特別講演をして頂きました。このつどいには、牧島かれん衆議院議員、

言葉があり、最後に「ガンバロー」コ

山北町 兼子孝泰

2月21日
（土）
に大井町生涯学習センターホールで開催されました。

S・H

３期目の当選︑おめでとうございます︒
杉本県議には︑これから﹁比奈窪バイパス
の開通﹂
﹁箱根│南足柄連絡道路﹂﹁足柄紫水
大橋と国道255号線を結ぶ道路﹂︑地域医
療体制の充実︑自然環境の整備等々を期待し
ております︒
山北町関係では︑県・町と協力して大野山
牧場やユーシンロッジの有効活用︵県有施設
の見直しによる︶
等々があります︒いずれにし
ろ︑これからの足柄上地域は広域行政が重要
になってきますので︑杉本県議に期待する課
題は山積しております︒
そして︑足柄上地域の皆さんの意見を吸い
上げ︑杉本県議の持つ町・県・国への太いパ
イプを活用して地域の期待に応えてください︒
これらのことを行うには杉本県議が最も適し
ていると思います︒
今後は︑くれぐれも健康に留意し活躍する
ことを期待しております︒

杉本とおる
「新春のつどい」
と決起集会

開成町
最近県西地域︑この足柄平野がとて
もおだやかで︑私達の生活が親しみな
じんでおります︒それらの自然と共に
酒匂川の周辺もすばらしい所だと思っ
ております︒
そうした県西地域には課題もたくさ
んあります︒足柄上・下郡︑南足柄市
は連携を取り︑本当に安心して住める
街づくりを進めて欲しいと思います︒
杉本県議の強いリーダーシップで︑中
央にきびしく︑地域には厚くの行動を
してください︒
また︑いままで以上に地域や地元︑
町に出向いて︑直接町民の皆さんとの
ふれあいの時間を作って欲しいもので
す︒多くの人が待っています︒
この８年間を振り返っていただき︑
考えも新たに前に行動を起こして頂き
たいと思います︒期待しております︒

３期目のスタートにあたり
杉本県議に期待する

中井町 西山英志

その後「決起集会」へ切り替える緊

→

山北駅前

意表明、決議文の朗読・採択、激励の

WC

とおるニュース編集委員会 〔委員長〕兼子孝泰 〔副委員長〕 宇田川聖一 〔委員〕 栗原邦夫

TEL.0465-75-3001
FAX.0465-79-1661

そこで「決起集会」に切り替わり、熊

一方通行

兜の緒を締めよ﹂の例えにもあるように︑地域

頃から町・県・国へのパイプ役をはたし活躍していることに対し感謝し

交番

誓い合いました。
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の人々の目線に立つという原点を踏まえて更な

ホールは満席で、
立見席まであふれるほどの大盛況（約450人）でした。
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ールで参加者全員の一致団結と健闘を

JR山 北 駅

至松田

至御殿場

る活躍をお願いいたします︒

❽ 観光資源の体系化

沢選対本部長の挨拶、杉本とおるの決

山北町ふるさと
交流センター

タクシー乗場

バス停

→

一方通行

急動議が会場よりあり承認されました。
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黒岩県政も２期目を迎え︑県西地区において

❼ 道路網の整備

ているとの話がありました。

至松田

県道76号線（旧246）

至御殿場

も﹁未病を治す﹂の取り組みが具体化しようと

❻ 地域医療体制の更なる充実

!!

しています︒今こそ杉本県議が掲げている﹁リ

❺ 自立したまちづくり

中井町
大井町
開成町

便利

フレッシュ足柄﹂への諸政策が生きて働く時と

❹ 子育てと福祉の環境づくり

山北町

安心

松田町

安全

なりました︒杉本県議には地域の行政︑県の行

❸ 自然環境の整備

足柄上郡

政︑国の行政のパイプを更に太く強力にしてい

地域発展のため、数々の課題に
取り組んでおります。

県政を県西に

ただき県西地域振興を図っていただけるよう︑

❷ 地域おこしの推進

杉本県議の行動力で
広域行政の推進を!

杉本とおる８つの施策

リフレッシュ足柄
引き続き皆様のご支援をお願い申し上げます︒

一番活動しがいのある︑３期目当選
おめでとうございます︒
今私達の町では︑杉本県議の働きか
けもあり︑地域の念願でありました大
規模メガソーラーが完成し︑４月より
送電を開始いたしました︒これに伴い
周辺の環境も様変わりし︑隣接する住
民の安心・安全施策の取り組みと︑今
後相当程度見込まれる施設来場者の受
け入れ道路︑交通環境の整備等に︑引
き続きご尽力をお願いいたします︒
なお︑今までもきめ細かい対応をし
ていただいておりますが︑これからも
中井町全域の発展のための︑お心がけ
宜しくお願いします︒

❶ 暮らしの安心・地域の安全への取り組み

中央にきびしく、
地元に厚く
更なる地域振興の取り組みを
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