
 

 
 

安全、安心の確保が最重点テーマ 
県民の安全を守る「理想郷“ふじのくに”づくり」第２幕スタート 

 

静岡県議会は６月２８日から８月

２日までの会期で６月定例会を開催、

提案された全議案を可決しました。 

県知事選挙で１０８万票を得た 

川勝平太知事２期目の所信表明に

始まり、参議院選挙期間の休会を 

はさんで、論戦が闘わされました。 

富士山世界文化遺産登録のよう

な明るいニュースもありましたが、地震・

津波対策は待ったナシです。 

以下に６月定例会の主な話題を 

ご報告いたします。 

    

◆◆◆◆「「「「地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策アクアクアクアクションプログラムションプログラムションプログラムションプログラム２０１３２０１３２０１３２０１３」」」」をもとにをもとにをもとにをもとに減災減災減災減災にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます    

６月２７日に「第４次地震被害想定（第１次

報告）」が公表されました。地震動や津波浸水

区域が赤く染まった地図を見て不安になられた方

も多いと思います。しかし県は、みなさまを驚かせ

るために被害想定を出したのではありません。「被

害想定」は、今後いかにして被害を減らしていくか

（減災）を考えるための元データです。 

県は同時に「地震・津波対策アクションプログラ

ム」を策定。１５１の具体的取り組みにより、ひとり

でも多くの県民の命を守る取り組みを進めます。

とりわけ地震・津波対策には、今後１０年間で約

４２００億円を投入し、津波対策施設整備など

を進める計画です。 

 

◆◆◆◆補正予算補正予算補正予算補正予算はははは約約約約５５５５５５５５億円億円億円億円。。。。地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策のほかのほかのほかのほか、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしをつくりますらしをつくりますらしをつくりますらしをつくります 

補正予算のうち大きなものは「地震・津波対策」

の約３５億円です。 

アクションプログラムのうち、早急に対応できる施

設の耐震性能調査や対津波安全性診断を進め

るとともに、学校などの防災拠点に太陽光発電に

より電源供給できるような設備を導入するための基

金を積み増します。また市町の「地震・津波対策ア

クションプログラム」の策定支援を行います。 

 

このほか、雇用対策として約５億円の基金を活

用して２０２人の雇用創出事業を実施することや、

地域における見守り活動の支援、さらに春野町で

起きた地すべり復旧対策（約１２億円）など、安全

で安心な社会を作っていくために、早急に対応でき

るものを予算化しました。 

引き続き９月補正においても地震･津波対策を

進めていく考えです。 

○○○○静岡県議会静岡県議会静岡県議会静岡県議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会のごのごのごのご報告報告報告報告    

県政県政県政県政    

だよりだよりだよりだより    
平成平成平成平成 25252525年年年年    盛夏号盛夏号盛夏号盛夏号    

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    
浜松市西区入野町浜松市西区入野町浜松市西区入野町浜松市西区入野町 9860986098609860－－－－1111    

053053053053－－－－440440440440－－－－7100710071007100    

053053053053－－－－447447447447－－－－3820382038203820（（（（スズキスズキスズキスズキ労組労組労組労組）））） 田口田口田口田口    章章章章    
静岡県議会議員静岡県議会議員静岡県議会議員静岡県議会議員    

創創創創ろうろうろうろう！！！！元気元気元気元気なななな浜松浜松浜松浜松＆＆＆＆静岡県静岡県静岡県静岡県    

８月２日最終日に賛成討論を行いました。 

サムライ・シャツのクールビズスタイルです。 



◆◆◆◆身身身身をををを切切切切るるるる覚悟覚悟覚悟覚悟でででで財源確保財源確保財源確保財源確保（（（（職員給与削減職員給与削減職員給与削減職員給与削減でででで今年度約今年度約今年度約今年度約６７６７６７６７億円億円億円億円をををを捻出捻出捻出捻出）））） 

前述のアクションプログラムを実施するためには、

今後、毎年約４００億円ほどの財源が必要となり

ます。県は今年度の財源を確保するために、  

職員給与を９月から来年３月まで、平均５．７％

削減することにしました。 

現在、国は地方交付税を削減するなど、地方

公務員給与の引き下げを求めていますが、県は

あくまでも今年度限りの地震・津波対策の財源

確保と位置づけています。 

職員給与削減は平成１１年の「財政危機宣

言」以来１４年ぶりとなります。 

なお、こうした財政状況

を踏まえ、私たち県議会

議員も１０％の議員報酬

削減を実施します。 

 

国に財源確保を求める

ことも必要ですが、自立し

た自治体として一層の行

財政改革による自主財

源確保を進める必要があ

ります。 

 

◆◆◆◆「「「「迷惑防止迷惑防止迷惑防止迷惑防止条例条例条例条例」」」」をををを改正改正改正改正。。。。取取取取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを強化強化強化強化しますしますしますします 

「静岡県迷惑行為等防止条例」が１０月から 

改正施行されます。この条例は刑法等の法令では

取り締まれない行為を規制するものです。 

今回の改正では、「客引き行為等（客引き、接

客勧誘、スカウト行為）」やそれらを行うための「客

待ち」を禁止するほか、規制対象となる営業範囲

を拡大しています。 

またこれら繁華街の規制のほか、「痴漢」や 

「盗撮」、「凶器の携行」、「ストーカーの対象になら

ないような反復したつきまとい行為」など生活上の

悪質な行為の取り締まりにも対応できるように規制

強化しました。 

 

◆◆◆◆川勝平太知事川勝平太知事川勝平太知事川勝平太知事２２２２期目期目期目期目のののの所信表明所信表明所信表明所信表明（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

定例会開会日の６月２８日、再選を果たした川勝平太知事から「所信表明」とも言える意気込みが伝えられました。 

「「「「100100100100 万人万人万人万人をををを超超超超えるえるえるえる多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様かかかか

らららら御支持御支持御支持御支持をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、再再再再びびびび任任任任ぜられたぜられたぜられたぜられた。。。。    

誠誠誠誠にににに光栄光栄光栄光栄なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝していしていしていしてい

るるるる。。。。身身身身のののの引引引引きききき締締締締まるまるまるまる思思思思いでありいでありいでありいであり、、、、オールサオールサオールサオールサ

イドイドイドイドのののの立場立場立場立場でででで、、、、370370370370 万県民万県民万県民万県民のののの幸幸幸幸せとせとせとせと静岡県静岡県静岡県静岡県のののの

一層一層一層一層のののの発展発展発展発展のためのためのためのため、、、、全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊をををを尽尽尽尽くすくすくすくす。」。」。」。」    

「「「「県内各地県内各地県内各地県内各地をををを駆駆駆駆けけけけ巡巡巡巡るるるる中中中中、、、、現場主義現場主義現場主義現場主義やややや情情情情

報報報報ををををオープンオープンオープンオープンにするにするにするにする姿勢姿勢姿勢姿勢、、、、新東名新東名新東名新東名のののの前倒前倒前倒前倒しししし

開通開通開通開通、、、、富士山富士山富士山富士山のののの世界文化遺産登録世界文化遺産登録世界文化遺産登録世界文化遺産登録などなどなどなど評価評価評価評価

いただいいただいいただいいただいたたたた一方一方一方一方、、、、地震地震地震地震やややや津波津波津波津波、、、、原発原発原発原発にににに対対対対すすすす

るるるる不安不安不安不安やややや景気回復景気回復景気回復景気回復がががが実感実感実感実感できないなどのできないなどのできないなどのできないなどの意意意意

見見見見をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた。。。。    

ひとつひとつにひとつひとつにひとつひとつにひとつひとつに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけ、、、、県民幸福度県民幸福度県民幸福度県民幸福度のののの

最大化最大化最大化最大化にににに向向向向けてけてけてけて、、、、富国有徳富国有徳富国有徳富国有徳のののの理想郷理想郷理想郷理想郷““““ふじふじふじふじ

のくにのくにのくにのくに””””づくりをづくりをづくりをづくりを着実着実着実着実にににに進進進進めることがめることがめることがめることが、、、、負負負負

託託託託にににに応応応応えるえるえるえる道道道道だとだとだとだと改改改改めてめてめてめて思思思思いいいい定定定定めためためためた。」。」。」。」    

「「「「今年度今年度今年度今年度はははは、、、、総合計画総合計画総合計画総合計画のののの基本計画基本計画基本計画基本計画のののの最終最終最終最終

年度年度年度年度。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを総括的総括的総括的総括的にににに評価評価評価評価

しししし、、、、年度内年度内年度内年度内にににに新新新新しいしいしいしい基本計画基本計画基本計画基本計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、        

““““ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””づくりのづくりのづくりのづくりの総仕上総仕上総仕上総仕上げのげのげのげの道筋道筋道筋道筋をををを

明確明確明確明確にするにするにするにする。。。。    

最優先最優先最優先最優先はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題をををを解消解消解消解消しししし、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活

をををを守守守守るるるる取取取取りりりり組組組組みでありみでありみでありみであり、「、「、「、「地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策アアアア

クションプログラムクションプログラムクションプログラムクションプログラム 2013201320132013」」」」にににに基基基基づづづづきききき、、、、対策対策対策対策

をををを早急早急早急早急にににに進進進進めるめるめるめる。。。。    

またまたまたまた、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・経済対策経済対策経済対策経済対策、、、、保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童

のののの解消解消解消解消、、、、子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの向上向上向上向上によるによるによるによる少少少少子化対子化対子化対子化対

策策策策にもにもにもにも着実着実着実着実にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。    

さらにさらにさらにさらに国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて教育再生改革教育再生改革教育再生改革教育再生改革をををを実現実現実現実現

しししし、、、、健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一をををを確固確固確固確固たるものたるものたるものたるものにすべにすべにすべにすべ

くくくく健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする。」。」。」。」    

「「「「静岡県静岡県静岡県静岡県はははは、、、、富士山富士山富士山富士山のののの世界文化遺産登録世界文化遺産登録世界文化遺産登録世界文化遺産登録

をををを経経経経てててて、、、、これまでにもこれまでにもこれまでにもこれまでにも増増増増してしてしてして、、、、国内外国内外国内外国内外のののの人人人人々々々々

のののの憧憧憧憧れをれをれをれを集集集集めるめるめるめる地域地域地域地域になることがになることがになることがになることが期待期待期待期待されされされされ

るるるる。。。。誇誇誇誇りとりとりとりと自覚自覚自覚自覚をををを県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様とととと共有共有共有共有しししし、、、、手手手手

をををを携携携携えてえてえてえて““““ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””づくりにまいづくりにまいづくりにまいづくりにまい進進進進しししし

ていくていくていくていく。」。」。」。」    

 

◆◆◆◆可決可決可決可決されたされたされたされた意見書意見書意見書意見書（（（（６６６６本本本本）））） 

○富士山を後世へ継承する国民運動を求める意見書 

○一般用医薬品販売制度に関する意見書 

○風しんの感染拡大防止に関する意見書 

○社会保障・税番号制度の導入に関する意見書 

○看護職員の勤務環境の改善を求める意見書 

○犯罪被害給付制度の拡充を求める意見書 

 

静岡県議会では議会運営委員会の中に、国

などに提出する「意見書」を議論する小委員会を

設置し、会派間の意見調整を行っています。 

今年度、民主党・ふじのくに県議団からは、私が

この小委員会に参加しています。国の政策を勉強

する良い機会になりました。 

【主な減額措置】 

知 事 20％ 

副知事 10％ 

教育長 10％ 

課長以上 8％ 

中堅クラス 6％ 

一般職員 3％ 

別途 管理職手当 10％減 



★地震・津波対策アクションプログラム２０１３の取り組み内容

地震・津波対策アクションプログラムでは、

平成３４年度末までの１０年間で、東日本

大震災を踏まえた「津波対策」や「原子力

防災対策」、「広域受援体制の強化」、

「医療救護体制整備」、「災害廃棄物処

理」など新規項目を含めて、１５１のアクショ

ン（行動）に取り組むこととしています。 

 

これらのアクションには、県や市町が実施

するもののほか、私たち県民が“自助”として

行うものも含まれています。 

私は議員として、県のアクションをチェックし

ていきますが、私たち自身も、一人ひとりが

参画意識を持って、防災・減災の取り組み

を進めていきましょう。 

８月３日には県西部で最大震度４の地震

が観測されました。突き上げるようなタテ揺れ

に驚かれた方も多かったと思います。 

９月１日には「総合

防災訓練」、また１２

月１日には「地域防災

訓練」が行われます。 

これを機に、あらため

てご家庭の備えをお願

いいたします。 

 

○県が取り組む主なアクション 

アクション No.と項目 目標指標 数値目標 達成時期 H23 末実績 

14 県管理橋梁の耐震対策 重要路線等にある橋梁（約

570 橋）の耐震化率 

100％ H34 40％ 

16 工業用水道・水道の施設

の耐震化 

浄水場管理棟や水管橋な

どの基幹施設（113 施設）の

耐震化率 

100％ 

*1 

H31 45.1％ 51 施設 

17 下水道施設の耐震化 流域下水処理場（34 棟）の

耐震化率 

100％ 

*1 

H34 50％ 17 棟 

19 レベル１津波に対する津波

対策施設（海岸）の整備 

レベル１津波に対する津波

対策施設（117.1km）の整

備率 

60％*2 H34 第 3 次想定の 

達成率 89.6％ 

20 同（河川）の整備 同（67 河川）の整備率 55％*2 H34  

21 津波到達までに閉鎖可能

な津波対策施設の整備 

左記施設（628 基）の整備

率（自動化・遠隔化等） 

80％*2 H34 61.6％ 387 基 

（H24 末） 
*1 県所有のものの目標。水道、下水道は基本的に市が運営しています。 

*2 「なぜ 100％の数値目標が掲げられていないのか？」と感じる人が多いと思いますが、原因は財政問題です。

引き続き行財政改革を進めます。 

 

○私たち県民が取り組むアクション 

アクション No.と項目 目標指標 数値目標 達成時期 H23 末実績 

1 住宅の耐震化の促進 住宅の耐震化率 90％ H27 79.3% 

H20.10 現在 

2 家庭内の地震対策の促

進 

家具類を固定している県民

の割合 

100% H34 69.8% 

33 災害時における避難行動

計画の理解の促進 

自分の住んでいる地域の危

険度を理解している人の率 

100% H34 新規 

112 地域防災訓練の充実・強

化（中・高校生） 

中・高校生の地域防災訓

練への参加率 

100% H34 39% 

H24 年度 

138 県民の緊急物資備蓄の

促進（食料） 

7 日以上の食料を備蓄して

いる県民の割合 

100% H34 4.2% 

139 同（水） 7 日以上の飲料水を備蓄し

ている県民の割合 

100% H34 10.9% 

140 事業所の緊急物資備蓄

の促進 

飲料水・食料を備蓄してい

る事業所の割合 

100% H34 24.9% 

H22 年度 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

★企画文化観光委員会の審査から 
今年度は「企画文化観光委員会」に所属。 

この常任委員会は「企画広報部」と「文化・観光

部」を所管しています。 

「企画広報部」は県行政のコントロールタワー。

「タテ割り行政」に「ヨコ串」を刺す役目を担ってい

ます。“行政改革の本丸”といえるかもしれません。 

「文化・観光部」は富士山世界遺産登録に 

注目が集まっていますが、課題も散見されます。 

 

なお議会改革の一環として、今回の常任委員

会から「一問一答方式」が導入されました。私もさ

っそく「一問一答」で実施。やりとりがわかりやすく、

課題の掘り下げが可能と感じました。  

 

今回は、来年度

以降、新たな計画

がスタートする事業

を中心にとりあげま

した。 

 

紙面の制約上、

詳しく書けませんが、

関心のあるテーマが

ありましたら、お気

軽にお問い合わせく

ださい。 

 

 
 

 

 

【今後の県議会の予定】 

9/03（火）～04（水）  

       議会運営委員会視察 

9/18（水） 議会運営委員会 

9/25（水） 本会議（定例会開会） 

9/30（月）～10/4（金）  

代表・一般質問 

10/8（火）～10（木） 

        常任委員会 

10/16（水） 議会運営委員会 

10/17（木） 本会議 

10/23（水）～25（金） 

        常任委員会視察 

★9 月定例会で「一般質問」を行い

ます。まだ本決まりではありませんが、

10/3(木)あたりの予定です。 

【委員会で取り上げたテーマ】 

○企画広報部関係 

総合計画の次期「基本計画」 

雇用創造アクションプラン 

次期「ふじのくに ICT 戦略」 

パスポート発給期間の短縮 

○文化・観光部関係 

天竜浜名湖鉄道 

富士山静岡空港 

農家民宿について 

 

正式名称は「富士山－信仰の対象と芸術の 

源泉」といいます。世界遺産は国内では 17 番目、

文化遺産としては 13 番目の登録となります。 

しかし、喜んでばかりはいられません。ユネスコ

からは 2016 年 2 月 1 日までに「保全状況報告

書」の提出を求められています。観光面など期

待されていますが、趣旨は環境保全ですので、

行政としてキッチリ対応することが求められます。 

いずれにしても、これを機に私たちも精神

性や自然観などの日本文化を再認識すべき

かもしれませんね。 

 

○浜名湖花博２０１４ ～花と緑の祭典～

 ★浜名湖ガーデンパーク会場 

平成２６年４月５日（土）～６月１５日（日） 

 ★はままつフラワーパーク会場 

平成２６年３月２１日（金・祝）～６月１５日（日） 
 

来年は浜名湖花博１０周年。これを記念して両会場を舞台に記

念イベントを開催します。第３１回全国都市緑化しずおかフェアも同

時開催。 

「花と緑のオーケストラ～水辺で奏でる未来の暮らし～」をテーマに

「花の都しずおか」を全国にＰＲします。 

前売りチケットは、ガーデンパーク、フラワーパークのほか、浜松駅

構内の浜松市観光インフォメーションセンターなどで発売中。 

官民協力して盛り上げていきたいものです。 


