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７月中旬から９月の第５波と呼ばれる感染拡大では、１日あたりの感染者数は過去最大を更新しました。県内でも同
様の状況にあり、準備した病床は ほぼ満床になり、多くの自宅療養者が発生しました。皆様が感染対策を徹底いただい
たほか、ワクチン接種の効果もあってか、現在は落ち着いた状態です。これに安心せず、マスク着用、手指消毒を心掛け、
３密のうち１密でも回避するなど、基本的な感染防止対策を継続してください。皆様よろしくお願いします。

県内１日あたりの新規感染者（7/1〜10/10）

県内１週間あたり感染者数

竹内良訓副議長（浜松市中区選出）
と

東京 2020 オリンピックが 7 月 23 日
から９月５日まで開催されました。御前崎

国は１週間の感染者数合計を10万人あたりで換算
した数値などから感染状況を４段階で判断してい
ます（医療体制なども勘案）。
7 月 29 日にはステージ 3 の15人を超え、
8 月 4 日にはステージ4 の 25人を超え、
8 月 25 日には最大 の107.7人を記録しました。
10月8日現在
（10万人あたり 10/2〜10/8 の感染
者数）は 1.7 人となりました

採火式

市ではパラリンピッ
クの聖火の採火式が

30 県議会 8 月臨時会

25 県議会 8 月臨時会議案説明会

御前埼灯台付近で行

9月

15 議会運営委員会
22 県議会 9月定例会開会

田から菊川市高橋間の公道で行われまし

27 市町村対抗駅伝御前崎市実行委員会

た。制 限 は あ り ま し
たが、多数のボラン

■ 磐田学園について
児童福祉法に基づいて設置された 福祉型障害児入所施設 で、18 歳未満の知的に障害のある方に対
し、日常生活に必要な生活の支援や社会自立のための支援等を提供しています。
敷地内には浜松特別支
援学校磐田分校が併設されており、小・中学生はここで教育を受けることができます。また、幼児を対
象とした幼児班活動、中学を卒業した児童を対象とした学卒生活動（機能訓練）も行っています。
■ 基本方針
「人権の尊重」
「専門性の高いサービスの提供」
「人材育成・養育支援力の向上」です。
県立施設の使命とし
て、
障害のある幼児・強度行動障害児・被虐待児童等への専門的療育や先進的な取組を実施しています。
■ 施設の改築
平成 21 年 9 月定例会の一般質問で､私は施設の老朽化等を問題視し､改築の必要性を訴えました。
こうし
た声も後押しのひとつとなって検討がはじまり、令和 3 年 3 月に園舎がやっと改築されました。
新たな
園舎は、従来の大舎制
（2 寮）
から小規模ユニット制
（4 寮 8 ユニット）
へと移行し、1 ユニット 6 名程度の
小規模な集団での生活が新たにスタートしました。
子ども達はより家庭的な雰囲気の中で生活すること
ができるようになり、
また施設としても各個人のニーズに合わせた支援を提供できるようになりました。

1 御前崎港関係職員説明
14 県議会 9 月定例会議案説明会

29 代表質問
採火式にて挨拶

ティアや市民の皆様のご協力のもとに記
念すべきイベントが終了しました。

県議会９月定例会は、９月 22 日に開会し 10 月 14 日に閉会

とんぼの里で学ぶ
「いきいきと生活できる子」
を目指して

17 東京パラリンピック採火式
18 御前崎市新学校給食センター
竣工式・落成式

われ、聖火リレーも全国唯一、御前崎市池新

聖火リレー風景

静岡県立磐田学園

8月

となりました。今議会では、予算案件５件、条例案件６件、人事案
件１件、意見書３件、その他 14 件、報告８件が上程され、いずれ
の案件も可決または同意されました。予算案件では、新型コロナ

30 代表質問・一般質問
10月

1 一般質問
4 一般質問
5 一般質問
7 参議院議員補欠選挙告示
8 常任委員会
11 常任委員会
13 議会運営委員会
14 県議会 9月定例会閉会
15 県政報告講演

ウイルス感染症対策に要する経費のうち、緊急事態措置の延長に
伴い休業・時短要請に応じた飲食店・施設への協力金の速やか
な事業執行のため、一般会計補正予算 157 億 5,600 万円が、開
会日に審議され可決されました。９月定例会での一般会計補正予
算の総額は、先議分を含め７月１日からの大雨等被害への対応に
要する経費 51 億 4,600 万円など合わせて 214 億 2,700 万円

議会運営委員会

でした。また 11 月中に県議会議員 63 名による決算特別委員会が開会される予定
ですが、当該委員会の正副委員長の選任案が 10 月 5 日に審議され、私が委員長を
務めることになりました。新型コロナの感染者数は急減しましたが、今冬には第６
波に加え、インフルエンザ流行予測もありますので、マスクをしたり手の消毒をし
たり必要な対策を今後とも実行しましょう。重要課題が山積している静岡県政で
すが、今後とも皆様のご指導ご支援を賜りながら努力してまいりますので、これか

磐田学園外観

磐田学園夏祭りの様子

TEL0538-32-2108 〒438-0026 磐田市西貝塚 3577-1

議会改善等検討委員会

らもどうかよろしくお願い申し上げます。

令和３年 10 月

東京2020オリンピック
東京2020オリンピック・
・パラリンピック特集
パラリンピック特集
７月から９月にかけて１年延期になって開催された東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
が閉幕しました。両大会における自転車競技の開催県としての本県の経験は、「サイクルスポーツの聖地」に
向けた貴重な機会となったとともに、両大会を通じて、本県ゆかりの選手が大活躍するなど、多くのレガシー
を残した大会となりました。パラリンピック聖火リレーでは、御前崎市菊川市で全国唯一の公道でのリレー
が行われるなど、採火式を含めて印象深い大会でした。

１ 静岡県としての主な総括

3 静岡県ゆかりの選手の活躍
A 東京 2020 オリンピック競技大会
競技開始日 :７月 21 日（水）、開会式 :７月 23 日 ( 金･祝 )、閉会式 :８月８日（日）

○メダリスト９人 計 11 個（金４、銀４、銅３）

新型コロナウイルス感染症拡大の中で迎えた東京 2020大会で、静岡県はオリンピックでは数少ない有観
客での開催県となり、パラリンピックでは本県を含めた全会場で原則無観客開催となりました。両大会とも
大きな事件や事故もなく、競技開催県としての役割をしっかり果たすことができたとの評価もあります。御
前崎市におけるパラリンピックの、御前埼灯台付近での採火式や公道での聖火リレーはじめ県内でも多くの
ボランティアや住民、地元自治体などの皆さまにご協力いただいたと聞いております。

氏名（年齢）
みずたに

水谷

じゅん

隼（32）

いとう

みま

あつみ

まな

やまさき

さき

伊藤 美誠（20）

２ レガシーづくりについて
静岡県では東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の自転車競技開催県のレガシーとして継承
し、「サイクルスポーツの聖地」を実現していこうとしています。自転車の国際大会の誘致を目指していくと
ともに、今後も県民の皆様が日頃からサイクルスポーツに親しめるような環境づくりに取り組んでいくこと
により、県民の自転車人口の底辺拡大や自転車アスリートの育成、自転車文化の醸成などの将来像を描いて
いく予定です。

渥美 万奈（32）
山崎 早紀（29）
いわさき

岩崎

すぐる

優（30）

競
技
卓球 混合ダブルス
〃 男子団体

成 績
静岡県とのゆかり
金メダル
銅メダル 磐田市出身（磐田北小卒）

卓球 混合ダブルス
〃 女子団体
〃 女子シングルス

金メダル
銀メダル 磐田市出身（磐田北小卒）
銅メダル

ソフトボール
野球

いけだ

こうき

陸上 男子競歩 20km

かじはら

ゆうみ

自転車 女子オムニアム

ひらの

みう

卓球 女子団体

池田 向希（23）
梶原 悠未（24）
平野 美宇（21）
やまにし

としかず

山西 利和（25）

陸上 男子競歩 20km

金メダル

浜松市出身（常葉大附属菊川高卒）
掛川市出身（常葉大附属菊川高卒）

金メダル 静岡市出身（清水東高卒）
銀メダル 浜松市出身（浜松日体高卒）
銀メダル 伊豆の国市在住
銀メダル 沼津市生まれ
銅メダル 静岡市立西豊田小卒

Ｂ 東京 2020 パラリンピック競技大会
開会式：８月 24 日（火）、閉会式：９月５日（日）

○メダリスト６人 計 13 個（金６、銀３、銅４）
ラストスパートを仕掛ける杉浦佳子選手（掛川市出身 : 写真右）
2021 年９月３日：富士スピードウェイ付近（小山町）

パラリンピックランタン

氏名（年齢）

競
技
水泳 男子 100ｍ自由形（S4）
〃 50ｍ自由形（S4）
すずき
たかゆき
鈴木 孝幸（34）
〃 200ｍ自由形（S4）
〃 50ｍ平泳ぎ（SB3）
〃 150ｍ個人メドレー（SM4）
さとう

ともき

佐藤 友祈（32）
すぎうら

けいこ

すぎむら

ひでたか

ふじもと

れお

わかやま

ひでふみ

杉浦 佳子（50）
杉村 英孝（39）

成 績
静岡県とのゆかり
金メダル
銀メダル
浜松市出身
銀メダル
（聖隷クリストファー高卒）
銅メダル
銅メダル

陸上 男子 400ｍ（車いす T52） 金メダル 藤枝市出身
〃 1500ｍ（車いす T52） 金メダル （静清工業高卒）
自転車 女子個人ロードＴＴ（C3） 金メダル 掛川市出身
〃
ロードレース（C3） 金メダル （掛川西高卒）
金メダル 伊東市出身
ボッチャ 個人（混合 BC2）
〃
チーム（混合 BC1/2） 銅メダル （静岡県立中央特別支援学校卒）

藤本 怜央（37） 車いすバスケットボール（男子） 銀メダル 島田市出身（島田工高卒）
若山 英史（36）
※写真／静岡県等 提供

車いすラグビー（混合）

銅メダル 沼津市出身（市立沼津高卒）

