
  

やな  和生 活動報告 

      子供たちの学びの場の環境を改善！ 

事務連絡  平成 31年 1月 やな和生後援会総連合会 

平成 30 年度「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」の対象校 

 那須町  

やな和生事務所：〒324-0042 大田原市末広 2-3-17 TEL 0287-22-8706  FAX 0287-22-8708 

君島寬那須塩原市長とともに文部科学省へ要望を行う 

 那須塩原市   大田原市  矢板市 

主な役職歴 
【党】  

総務会 総務 
国土交通部会長代理 
経済産業・国防・外交 各副部会長 
教育再生実行本部 事務局次長 
畜産・酪農対策小委員会 事務局次長 
司法制度調査会 幹事 

北朝鮮による拉致問題対策本部 幹事 
厚生関係団体委員会副委員長 
運輸・交通関係団体委員会副委員長 

【政府】 
国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官 

【衆議院】 
農林水産委員会理事 

▶県北の全ての小中学校の普通教室

にエアコン設置へ！ 

▶ブロック塀の安全対策に係る予算も併せて獲得！ 

 

平成 29 年度・平成 28 年度「学校施設環境改善交付金」の対象校 

平成 29 年度 平成 28 年度 

 
ブロック塀等 
安全対策事業 

予 算 獲 得  実 績 一 覧  

教育 



  

         国土交通部会長代理として、 
▷地域の防災・減災、インフラ整備のための予算確保！ 

○頻発する自然災害に対し地域の安全・安心を確保するため、「防災・減災、 

国土強靭化のための３か年緊急対策」のとりまとめに尽力し、 

所要予算の確保（総額約 7 兆円）を 
 

○地方公共団体が実施する道路・河川等の事業に対し、 

計画的・集中的に国が支援することを可能とする 

個別補助制度の創設・拡充を提案し 

国土交通部会にて、国土交通省の各局の局長に対し、政策とりまとめに向けて奮起を促す 

○住宅取得対策 

住宅ローン減税の控除期間の３年間延長（10 年→13 年）を 
（※2019 年 10 月から 2020 年末までに購入契約し入居する物件） 

2019年10月に予定される消費税引き上げによる影響をなくし、増税後も住宅購入を促進！ 

 
 

○自動車関係税制の見直し 

自動車税の減税（保有にかかる税を最大で年 4,500 円減税）を 
（※2019 年 10 月以降の新規登録車） 

 

予 算 

税 制 

実現！ 

国土交通 

実現！ 

実現！ 

実現！ 

子育て世代等の定住促進！ 

「生活の足」の税負担を軽減！ 

▷「定住促進」、「生活の足の確保」のための税制改正！ 

国からの「交付金」は地方公共団体にとって自由度が高い一方、「個別補助」は特定の事業に対して確実

かつ集中的に予算を充てることができます。地方公共団体が「個別補助」と「交付金」を地域のニーズに

応じて活用できるようにすることで、より早期に地域の皆様のご要望が実現します！ 

燃費課税を消費税引き上げ後 1 年以内に購入された自動車を対象に１%減税 

 

 「すまい給付金の拡充」「次世代住宅ポイント制度の創設」も実現！



  

黒磯・棚倉・いわき間道路整備促進 
期成同盟会 
主要地方道黒磯棚倉線道路整備促進 
・栃木県・福島県境における戸中峠ト

ンネル化の計画調査の実施 
・那須塩原市越堀地における急カーブ

及び狭隘部の整備 
・那須町稲沢地内、下平地内及び梓地

内における狭隘部の整備 
・全線にわたる道路維持管理の充実 

八溝地域治水砂防事業促進 
期成同盟会 
■那須町 
・通常砂防 楊源寺沢 
・通常砂防 寄居二号沢 
・通常砂防 下門沢 
・火山噴火 那須岳 
・急傾斜  成沢 
 
■大田原市 
・通常砂防 柳田沢 
・通常砂防 下杉ノ内沢 
・急傾斜  山の手変電所前 
・急傾斜  下山田 
 
■那珂川町 
・通常砂防 藤沢二号沢 
・通常砂防 町二号沢 
・急傾斜  三反畑Ⅰ－Ａ 
・急傾斜  光崎Ⅰ－Ａ 
・急傾斜  上中 
・地すべり 仲丸 
・小川地区浸水防止対策 
 
■那須烏山市 
・通常砂防 大金沢 
・通常砂防 尼寺沢 
・興野地区浸水防止対策 
・宮原～野上地区浸水防止対策 
・向田地区浸水防止対策 
・下境地区浸水防止対策 
 

国道２９４号線建設期成同盟会 
・那須烏山市旭交差点の整備促進 
・那須烏山市中山地区の整備促進 
・那須烏山市大桶下地区の整備促進 
・那珂川町小川地内（吉田バイパス）

の整備促進 
・大田原市湯津上工区の整備促進 
・大田原市黒羽地内のバイパスの早

期事業化 
・那須町明神地内の早期事業化 

那須町 
・一般国道２９４号（明神地区）の整備促進 
・主要地方道那須高原線（那須 IC～那須湯本

間）の歩道整備及び渋滞緩和対策 
・主要地方道西那須野那須線（黒磯那須バイ

パス）の整備促進 
・主要地方道那須西郷線（綱子地区）の整備

促進 
・主要地方道伊王野白河線（追分地区）の早

期事業化 
・町道小島千振線の整備促進 
・町道黒田原高久駅線の整備促進 
・道の駅「那須高原友愛の森」の再整備促進 
・砂防施設（下門沢）づくり事業の促進 
 
那珂川町 
・一級河川大内川の河川改修事業 
・光崎Ⅰ－Ａと三反畑Ⅰ－Ａの急傾斜崩壊対

策事業 
・都市計画道路３・４・２号氏家大子線 
・町道７６号線白久工区 
・主要地方道那須黒羽茂木線和見工区 
・一般国道２９４号上町交差点 
 

国道２９３号線整備促進期成同盟会 
・那珂川町 矢又・三輪～後沢 改築 
・那須烏山市 上川井 改築 

国道４号栃木県北部地域整備促進
期成同盟会 
・「矢板拡幅」の早期４車線化 
・「矢板大田原バイパス」の早期事

業化 
・「西那須野道路」の早期完成 
・「黒磯バイパス」全線の早期４車

線化 

大田原市 
・鹿島川（県事業）の整備促進 
・大田原都市計画道路３・３・３号野崎こ

線橋通り（県事業） 
・主要地方道大田原氏家線親園佐久山バイ

パス（県事業）の整備促進 
・国道４号矢板・大田原バイパスの早期事

業化 

那須塩原市 
・市道湯街道２号線（市事業） 
・主要地方道西那須野那須線（黒磯

那須バイパス工区）（県事業） 
・一般国道４００号（三島工区）（県
事業） 
・一般国道４００号（下塩原バイパ

ス工区）（県事業） 
・市道新南・下中野線（市事業） 
・市道黒磯西岩崎線（市事業） 
・一般県道西那須野・下石上線（太

夫塚工区）（県事業） 
・上塩原地区地すべり対策事業 
・一般河川蛇尾川砂防事業 
・都市再生整備計画事業黒磯駅周辺

地区 
・都市計画道路３・４・１５号線黒

磯本通り道路改築（県事業） 
・都市計画道路３・３・３号野崎こ

線橋通り（県事業） 
・水処理セン ーにおける改築更新

事業に係る財政支援（黒磯水処理
セン ー・塩原水処理セン ー） 

・総合流域防災事業（那珂川水系箒
川支川熊川）（県事業） 

・火山砂防事業（那須塩原市塩原門
前向沢地区）（県事業） 

地元の道路・河川・砂防等の整備 

観  光  振  興  

君島寛市長によるご要望 津久井富雄市長によるご要望 

福島泰夫町長によるご要望 川俣純子市長によるご要望

平山幸宏町長によるご要望 

下記の各種ご要望箇所に関し、 

国土交通省をフル稼働させ、 

鋭意取り組みを進めています。 

那須塩原市 大田原市 那須町 

那珂川町 那須烏山市 

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」 
で、以下の箇所が緊急対策の対象となりました。 

地元地域の豊富な観光資源を活かし、さらなる誘客
増・観光振興を図るため、地元自治体及び観光関係の
皆様と観光庁や JNTO（日本政府観光局）との連携を強
化し、様々な支援施策の活用を推進！ 

平山幸宏那須町長、那須町商工観光課、那須教育旅行誘致協議会、那須町 
インバウンド協議会の皆様 

直轄国道 ４号 法面
高速道路 東北自動車道 法面
補助国道 400号 法面
都道府県道 伊王野白河線 法面
都道府県道 黒磯棚倉線 法面
都道府県道 宇都宮那須烏山線 法面
都道府県道 塩原矢板線 法面
都道府県道 黒磯田島線 法面
直轄国道 ４号 冠水（平面部）
直轄国道 ４号 冠水（アン ー部）
補助国道 293号 冠水（アン ー部）
都道府県道 折戸西那須野線 冠水（平面部）
都道府県道 西那須野薄葉線 冠水（平面部）
都道府県道 那須黒羽茂木線 冠水（平面部）
都道府県道 那須烏山矢板線 冠水（平面部）
都道府県道 大田原高林線 冠水（アン ー部）
直轄国道 ４号 停電・節電（道路施設）
補助国道 293号 停電・節電（道路施設）
都道府県道 塩原矢板線 停電・節電（道路施設）
都道府県道 稲沢黒羽線 停電・節電（道路施設）
都道府県道 宇都宮那須烏山線 停電・節電（道路施設）
直轄国道 ４号 豪雪
補助国道 400号 豪雪
都道府県道 矢板那須線 豪雪
直轄国道 ４号 無電柱化
都道府県道 烏山停車場線 無電柱化
一級河川 那珂川 樹木伐採・掘削等



   

「自由民主党 水田農業振興議員連盟」の次長として、 

国の責任ある米政策を提唱！ 

日本農業新聞 2018年 11月 22日 日本農業新聞 2018年 11月 30日 

津久井富雄 大田原市長とともに 
礒崎農林水産副大臣（当時）へ要望を行う

地元の土地改良事業の予算確保！ 

次年産について、需要動向を十分踏まえず生産されることによ
り、主食用米の需給が緩和し、これに伴い米価が下落するといった
ことがないよう、引き続き、生産者および集荷業者・団体が一体と
なり、需要に応じた生産や事前契約・複数年契約などの安定取引に
取り組むことが重要であり、そのための十分な環境整備を図ってい
くことが肝要である。 

米の需給と価格の安定及び水田フル活用を図るためには、飼料用
米推進が極めて重要である。このため、米農家が所得向上を目指し
て自らの経営判断で作物を選択でき、また、これまで以上に需要を
踏まえた生産が行われるよう、安定的な助成体系の下、戦略作物の
単価を断固維持すること。さらに、その本作化に向けた水田フル活
用の予算（産地交付金を含む）を政府は責任を持って恒久的に確保
すること。今後の政府の対応を見ながら、必要があれば更なる対応
を講ずること。 

 
農地耕作条件改善事業 
・大田原（東郷堰、琵琶池、宇田川、金丸） 
・黒羽（川田、南金丸、片田） 
・湯津上（佐良土東堀、湯津上南部、湯津上東

堀、湯津上中の原、片府田） 
 ・塩原（上大貫） 

・那珂川町（三輪） 
・那須烏山市（下川井） 

 
那珂川町 
・「西の原用水」の施設の老朽化対策 

 
那須烏山市 
・「掘抜用水」の取水口対策 

 

農業競争力強化基盤整備事業 
・大田原（荒井町島、下深田） 
・那須町（漆塚） 

 ・那須烏山市（芳賀台地１） 
  

農業水利施設保全合理化事業 
・那須塩原市、大田原市（那須野原

２期） 
・湯津上（佐良土上の台） 
 

 

 
以下の内容等を柱とする議連の決議の作成に尽力しました。 

再生産可能な米価の確保に向けて！ 

 

農業 

予 算 獲 得  主 要 実 績  

※今後の予算獲得見込み 
・大田原（中田原、大田原南） 
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「自由民主党 畜産酪農対策委員会」の次長として、 

県北の現地調査を実施、中小・家族経営への集中支援を提唱！ 

那須塩原市 室井忠則様の牧場にて 

生産者団体（関東生乳販売農業協同組合連合会、栃木県農業協同組合中央会、酪農とちぎ農業協同組合、栃木県酪農業協
同組合、箒根酪農業協同組合、北那須酪農業協同組合、全国農業協同組合中央会）、酪農家の皆様（小針様、人見様、相場
様）よりご意見を伺う 

那須町 相場博之様の牧場にて 

中小規模の家族経営を中心とする都府県の酪農家が減少し生産基盤が弱体化している実情を訴え、 

生産現場の生の声を踏まえ、より使い勝手の良い支援施策に改善するために先頭に立って活動を行い、

関連対策のとりまとめに尽力しました。 

日本農業新聞 
2018年 12月 6日 

■酪農生産基盤強化のための総合対策【拡充】 

①中小酪農経営等の生産基盤維持・強化対策【拡充】 
・簡易畜舎整備、機器導入（カーフハッチ、分娩カメラ等） 
・つなぎ牛舎の牛床や繁留具等の改良（牛床の延長等） 
・飼育環境の改善（牛床マット、カウブラシ等）、暑熱ストレスの低減（細霧装置等） 
・供用期間の延長（肢蹄保護、乳房炎防止等） 
・地域における乳牛の継承、育成牛の地域内流通促進（3.2 万円／頭）） 
・酪農後継者の経営基盤の強化（初妊牛導入５万円／頭） 
・育成牛の事故率の低減（ワクチン） 
 
②地域の生産体制の強化対策【新規】 

生産基盤が脆弱な地域における生産体制の強化を①の支援と連携して推進。 
・離脱農家施設等の経営資産を新規就農者等に円滑に継承できる仕組みの構築や、将来にわたって持続可 

能な経営体を創出するための協業化等の取組を支援。 
・地域内で後継牛を持続的に生産する取組（後継牛バンク）や後継牛の広域預託を支援（上限 6.9 万円／ 

頭）  
■畜産環境対策 

畜産クラスター事業において、家畜排せつ物処理施設の整備のための環境優先枠（要求額 20 億円）を設定するとともに、地方公共団体を事業主体に 
追加。さらに、以下の対策を実施。 

 
①家畜排せつ物処理施設の長寿命化対策【拡充】 

家畜排せつ物処理施設の長寿命化を推進するため、経年劣化の実態調査、地域の実情に応じた補修の実証、補修マニュアルの作成等を新たに支援。 
 
②畜産環境関連施設などのリース支援等【拡充】 

畜産環境関連施設に対するリース貸付枠を拡大するとともに、家畜排せつ物処理施設・機械について、金利負担の軽減に加えて保証保険料及び損害保 
険料を新たに支援。（既存の食肉販売等の合理化、生乳流通の効率化等のリースも引き続き支援。） 

 
■「酪農家の働き方改革」の短期・集中的な取組の推進 

農業競争力強化プログラムに基づき「酪農家の働き方改革」を短期・集中的に進め、酪農家の労働時間を効率的に低減するため、省力化機械装置の導 
入と一体的な施設の整備等の取組を緊急対策として支援。 

とりまとめに尽力した都府県酪農支援のための主な関連対策 

畜産・酪農業 中小・家族経営を集中支援へ！ 



 
最年少で「総務会」のメンバーに抜擢！ 

 総務会とは 

・・・自由民主党において、党大会・両院議員総会に次ぐ党の意思決定機関であり、党運営や国会審議に

関する重要事項を審議する常設機関です。定員は 25 名で、議長は総務会長が務めます。 

・自由民主党農村基盤整備議員連盟 

・農業委員会等に関する議員懇話会 

・農民の健康を創る会 

・普及事業推進議員懇談会 

・水田農業振興議員連盟 

・しいたけ等振興議員連盟 

・果樹農業振興議員連盟 

・自由民主党フラワー産業議員連盟 

・自由民主党たばこ議員連盟 

・畜産振興議員連盟 

・自由民主党酪政会 

・自民党養豚農業振興議員連盟 

・鳥獣捕獲緊急対策議員連盟  

・鳥獣食肉利活用推進議員連盟（ジビエ議連） 

・国際競争力のある農業人材の育成に向けた議員連盟 

・森林整備・治山事業促進議員連盟 

・さくら振興議員連盟 

・建築設計議員連盟 

・自由民主党消防議員連盟 

・砂防事業促進議員連盟 

・建設技能者を支援する議員連盟 

・日本建設職員社会振興議員連盟 

・下水道事業促進議員連盟 

・賃貸住宅対策議員連盟 

・古民家再生議員連盟 

・トラック輸送振興議員連盟 

・自由民主党タクシー・ハイヤー議員連盟 

・運輸安全推進議員連盟 

・中古自動車議員連盟 

・自由民主党自動車整備議員連盟 

・指定自動車教習所を応援する議員連盟 

・観光産業振興議員連盟  

・スポーツ議員連盟  

・ボウリング振興議員連盟 

・自由民主党ゴルフ振興議員連盟 

・グラウンド・ゴルフ振興議員連盟 

・ボーイスカウト振興国会議員連盟 

・ガールスカウト議員連盟 

・北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟 

・日華議員懇談会    （※「華」… 台湾） 

・日本・台湾経済文化交流を促進する若手議員の会  

・日本チベット国会議員連盟 

・日本ミャンマー友好議員連盟 

・日米災害相互支援協力を考える議員の会 

・日本メキシコ友好議員連盟 

・日独友好議員連盟 

・自由民主党国防議員連盟 

・海上保安議員連盟 

・自由民主党航空宇宙産業の振興を図る議員連盟 

・日本会議国会議員懇談会 

・創生「日本」  

・伝統と創造の会  

・日本の前途と歴史教育を考える議員の会  

・平和を願い真の国益を考え靖国参拝を支持する国会議員の会 

・みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会 

・遺家族議員協議会  

・神道政治連盟国会議員懇談会 

・人口減少対策議員連盟 

・全国保育関係議員連盟  

・幼児教育議員連盟  

・国民医療を守る議員の会 

・国民歯科問題議員連盟 

・薬剤師問題議員懇談会 

・統合医療推進議員連盟 

・看護問題対策議員連盟 

・鍼灸マッサージを考える国会議員の会 

・生活衛生議員連盟 

・自由民主党水道事業促進議員連盟 

・町村の振興を考える会 

・全国の書店経営者を支える議員連盟 

・和紙の未来を創る議員連盟 

・郵便局の新たな利活用を推進する議員連盟 

・税理士制度改革推進議員連盟 

・行政書士制度推進議員連盟 

・国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟 

・自由民主党電力安定供給推進議員連盟 

所 属 す る 議 員 連 盟  
多岐にわたる分野の議員連盟で精力的に活動を展開しています！ 


