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　 Sat.05.12.2012

☞ ベトナム（ハノイ）、インドネシア（ジャカルタ）視察

　１週間の視察（移動日を除くと４日間）から戻ってきました。 お忙
しい中対応してくださった視察先の皆様と県の職員さんに感謝です。 
最近は県職員の不祥事があり県民の県職員に対する視線は厳しいで
すが朝から晩まで駆けずりまわり県に貢献しようと努力している県
職員さんがいることもご理解いただきたいと思います。

■訪問先 
ベトナム（ハノイ） 
・SUS ベトナム　　　　　　 ・タンロン工業団地
・ドラゴンロジスティクス　 ・アツミテックベトナム 
・ジェトロハノイ事務所       ・ 浜名湖電装ベトナム法人 
インドネシア（ジャカルタ） 
・ジャバベカ工業団地ブリーフィング（コンサルタント会社フォーバ
　ルによる） ジャバベカ工業団地レンタル工場 
・Pt. Kanuc Indonesia　　　  ・ ＳＨＩＮＫＯＨインドネシア
・小林工業インドネシア法人 ・渥美工業インドネシア法人
・在インドネシア静岡県関係企業駐在員との会食 
・東海家具工業インドネシア法人
・ジェトロジャカルタ事務所

■目  的  ①日系工業団地と地場資本の工業団地の差を知る
 　　　   ② ベトナムインドネシア共通の悩みを調査
 　　　   ③ ２国の違い確認
              ④ 行政が行うと効果がありそうな支援を探る

■　例   ・進出企業が仕事を見つける機会をつくるための商談会の 　
　　　      開催や出店（支援だけではなく）
　　      ・日系企業で海外経験があり退職された人の人材バンク 
             ・情報提供やコンサルティング人材の紹介ができるサポート    
　　　　  デスクの 設置              

  

▲群馬県庁

▲住友商事

▲SUSさんにて

▲リッポカランレンタル工場予定地

▲SHINKOHインドネシア

　  Fri.04.13.2012

☞ 東京、群馬視察

土地開発公社という県の関係
団体廃止の流れや静岡県土地
開発公社廃止に向けての勉強
に群馬県庁 へ

海外に出ていく中小企業に対して行政に
何ができるかの知恵をもらいに、海外に
工業団地をつくっている商社さんへ 

■ 視察の報告（一部抜粋） 
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■事務所の開いている時間…月・火・木・金 ９時～１２時 /１３時～１６時　祝日は休み
　( 都合により変更するのでお電話をいただけるとありがたいです。緊急の場合は携帯へお願いします。)

　 日頃のご支援誠にありがとうございます。日々が瞬く間にすぎてしまい、目の前の仕事に集中する
あまり視野が狭くなっていると思うことも多々ありますが、どのような湖西市・静岡県を目指してい
くのか日々考え続けることが重要だと再認識しています。
　選挙の時に掲げたことに加えて、

　①ものづくりで世界と勝負する
　（湖西の強みである製造業の技術でアジアの成長をつかみとる）
　②美しい風景を守る
　（どこに行っても同じような都会的な風景ではなく農業、漁業一体の日本古来の伝統的な風景を守る）
　ことを目指したいと考えています。
　国の政治は混迷を深めていますがこれからは地方の時代です。先日、県の外交顧問である東郷和彦
先生から「静岡県から日本を変えていって欲しい」という激励の言葉をただきました。気持ちに加え
て実力も伴うように日々努力してまいりますので、皆様のご指導をよろしくお願いいたします。御相
談事がありましたら、是非事務所か私の携帯電話までご連絡ください。また、事務所に遊びにきてく
ださい。よろしくお願いいたします。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             田  内     浩  之

ごあいさつ

このたよりは、議会ごとに発行しています。
１，２，３,  ４号をご覧いただいてない方で、希望される方には送付いたしますので、
事務所まで電話かＦＡＸ、メールにてご連絡ください。よろしくお願いいたします。

▲街頭演説中

田内浩之だより

バックナンバーございます。
田内浩之だより

バックナンバーございます。

▲意見交換会(６月) ▲静岡県が友好関係にある中国浙江省(３月)
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一条工務店さんの浜松市域に対する 300 億円寄附の件について
浜松の堤防だけ高くなってしまって、
湖西市や磐田市の被害が大きくなってしまうような可能性があるのか？

高さについては今後の検討事項となっている。
しかし、浜松地区についてより高い防潮堤の整備をという寄附者の意図もある。
この区間のみ高くなった場合、一般的には遠州灘のように凹凸のない海岸については、
押し寄せた津波は沖合にそのまま反射すると考えられているので、その周辺に大きな影響は
及ばないと考えているが、これから具体的な防潮堤の整備計画を策定する段階で津波のシミュ
レーション等により周辺に与える影響を検討し、皆様に御説明していく。

答え

質問

湖西市道の松山茶屋松線について
防災の観点からも早期の整備が必要だと考えている。
県新規道路の計画が困難な中であるので、
301 号のバイパスとして県による整備をお願いしたいが県の対応は？

未整備の区間は約 2.4 キロで、東海道新幹線と交
差する、あるいは国道１号との接続に要する高架
橋があり、トンネルがあるといったような構造物
があるので、多額の費用が必要。県としては、国
道 301 号、あるいは周辺道路の交通状況、松山
茶屋松線沿線への企業の進出等と土地利用の動
向、予算の推移、そんなものを見ながら今後検討
していきたい。

答え

質問

■ 6 月議会建設委員会でのご報告 
　私たち県議会議員は、本会議の他に 7 つの常任委員会に分かれて議論します。
　その場で私たち議員は、県職員の方々に質問や要望というかたちで、
　議員が求められている行政に対する監視・提案をしていきます。
　私は、今年度堤防や橋・道路などを担当する建設委員会を希望いたしました。
　理由は、来年 6 月に新しい地震の被害想定ができるまでの今年1年は、
　津波対策において湖西市としての主張を強く訴える必要があると感じたからです。
　以下に、私の質問と県の回答（抜粋）を掲載させていただきます。

宇津山宇津山
知波田駅

市立湖西病院
湖西運動公園

浜名湖 CC

浜名湖バイ
パス

新幹線

東海道線

▲

301

  1

湖西市役所

301号

松山茶屋松線

ジャンボエンチョー

-３-

新居関所前の整備について
江戸の雰囲気を出すために規格で決まった街灯でなく
新居の関所の雰囲気に合ったような街灯設置や、
また電柱を抜いた後に江戸の雰囲気を醸し出すような木の植樹を希望するが、県の見解は？

現在、歩道の設置と電線の共同溝、電線の地中化を進め
ているところ。大変、趣のある関所と宿場の跡があり、
観光のスポットでもあるということからそこの部分の照
明等について、地元の方々の御意見もお伺いしながら、
道路管理者だけで決めるわけにはいかないので、話の
あったような形で今後進めたいと考えている。

・静岡空港民営化について
・外郭団体土地開発公社の整理について
・地元建設企業の負担を減らす視点での総合評価方式について
・公契約条例について
　
記載すると何ページにもなってしまうので
ご興味のある方は是非ご連絡お願いいたします。
データ等でお届けいたします。

県では遠州織物を素材とした夏用ウエアサムライ・シャツ「襯衣
（MUSHA）」を製品化しました。本議会では知事を含めた執行部、
一部の議員も着用しました。色やデザイン、金額の高さ（１万円
超えてしまいます）は、まだまだ改良すべき点はありますが非常
に涼しく着心地は最高です。

答え

質問

301 号の整備について
県では今後どのように整備を進めて渋滞解消につなげるのか。
また、歩道に関してもどのように取り組むのか？

湖西市内での渋滞ポイントであり、交通事故の多発区間
でもある多米峠入り口交差点付近から、天竜浜名湖鉄道
交差部付近、利木地区、これまでの区間において、交通
の円滑化と歩行者の安全確保を目的として、交差点改良
と道路改良を合わせて実施している。さらには、北部地
域の横山地区中心市街地の鷲津地区、新居地区など、現
在６カ所にて、歩道の設置に着手をしている。

答え

質問

その他の質問

▲多米峠入口交差点

▲新居関所前

サムライシャツ
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あまり視野が狭くなっていると思うことも多々ありますが、どのような湖西市・静岡県を目指してい
くのか日々考え続けることが重要だと再認識しています。
　選挙の時に掲げたことに加えて、

　①ものづくりで世界と勝負する
　（湖西の強みである製造業の技術でアジアの成長をつかみとる）
　②美しい風景を守る
　（どこに行っても同じような都会的な風景ではなく農業、漁業一体の日本古来の伝統的な風景を守る）
　ことを目指したいと考えています。
　国の政治は混迷を深めていますがこれからは地方の時代です。先日、県の外交顧問である東郷和彦
先生から「静岡県から日本を変えていって欲しい」という激励の言葉をただきました。気持ちに加え
て実力も伴うように日々努力してまいりますので、皆様のご指導をよろしくお願いいたします。御相
談事がありましたら、是非事務所か私の携帯電話までご連絡ください。また、事務所に遊びにきてく
ださい。よろしくお願いいたします。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             田  内     浩  之

ごあいさつ

このたよりは、議会ごとに発行しています。
１，２，３,  ４号をご覧いただいてない方で、希望される方には送付いたしますので、
事務所まで電話かＦＡＸ、メールにてご連絡ください。よろしくお願いいたします。

▲街頭演説中

田内浩之だより

バックナンバーございます。
田内浩之だより

バックナンバーございます。

▲意見交換会(６月) ▲静岡県が友好関係にある中国浙江省(３月)




