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12 月 21 日に知事に会派民主党・ふじのくに県議団としての
要望を申し入れました。
今回は、この要望の取りまとめを担当いたしました。
　重点要望と抜粋した要望を掲載しています。
　（他の要望は私のホームページのブログに掲載しております）

● 平成 25 年度予算編成に対する重点要望

このたよりは、議会ごとに発行しています。１～６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連絡ください。よろしくお願いいたします。

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

Ⅰ「命」を守る危機管理
○浜岡原子力発電所の安全・安心対策の推進と情報管理対策
○地域防災力の充実・強化　
○公共建築物等の耐震化の推進
　・ プロジェクト『TOUKAI-0』の推進　
　・多数の者が利用する特定建築物（学校、公共施設）の耐震
　　化の完了
○内陸への公共施設・住宅などの移転の支援
○大雨や台風による災害の予防対策の推進
○土砂崩壊による災害の予防対策の推進
　・  急傾斜地予算の増額
○災害医療体制の推進

Ⅱ「有徳の人」づくり
○学校におけるきめ細やかな指導の充実
　・『静岡式３５人学級編制』の推進に伴う必要な教職員の確保
    　と適正配置
　・  特別支援教育の充実
　・  スクールカウンセラー・養護教員
    　スクールソーシャルワーカーなどの配置増
○乳幼児期における家庭教育の充実
○教育内容（科学・技術教育、理科教育）の充実

Ⅲ一流の「ものづくり」と「ものづかい」の創造
○地産地消の推進
○農地の確保と有効利用
　・  耕作放棄地の再生  
○新規就農者の確保と育成
○鳥獣被害対策の拡充
○農地基盤整備の促進
○食の都を支える水産物つくり
　・  水産業の新たな消費拡大
○６次産業化の推進
○ふじのくに新産業創出プロジェクトの推進
○中小企業支援
○企業立地の促進
○海外展開を含めた県内産業の充実
　・  海外駐在員事務所の拡充
○仕事をしたい誰もが就業できる環境つくり
　・  若年者の就労支援
　・  障害者雇用の創出と推進

Ⅳ「和」を尊重する暮らしの形成
○豊かさを実現できる魅力的な住まいづくりの推進
　・  家・庭一体の住まいづくりの推進
○新エネルギー等の積極的な導入
　・  エネルギーの地産地消の推進
　・  新エネルギーの新たな活用方法の構築
○豊かな農山村づくり
　・  品格のある邑づくり

Ⅴ「安心」の健康福祉の実現
○医師の確保
○看護職員等の確保
○医療資源を有効活用した医療機関の連携促進
○医科系大学の誘致
〇看護師養成所の充実支援
○救急医療体制の整備支援
○災害時医療体制の整備
○障害のある人の地域生活への移行の促進
○発達障害児への支援の充実
○軽度・中等度難聴児への補聴器購入費用の助成
○介護サービス等を支える人材の確保及び処遇改善
○地域に密着した介護サービスの展開及び施設整備の促進
○多様な保育サービスの実現、地域における子育て支援の拡充
　・  病児、病後児保育の拡充
○保育所待機児童の解消
○仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の充実による仕
    事と子育ての両立の支援
○児童虐待防止対策の充実
○ひきこもり支援策の推進
〇ひとり親支援

Ⅵ地域を結ぶ「基盤」づくり
○高規格幹線道路の整備の推進

Ⅶ地域主権を拓く「行政経営」
○能力を最大限に引き出す人材配置
○地域外交を促進させる組織の設置
○自主財源の確保、県債残高の縮減など持続可能な財政運営の確立
○ファシリティマネジメントの推進

1. 災害に強い地域基盤の整備
　・大規模地震対策等総合支援事業の継続
　・津波対策アクションプログラムの推進
2. 経済対策の推進
3. 新たな雇用の創造
　・『静岡県雇用創造アクションプラン』の確実な推進
4. 教育環境条件の整備
5. 内陸フロンティア構想の推進
　・予算拡大、減税や減免優遇処置など
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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。)

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。　また、日頃のご支援、ご指導誠にありがとう
ございます。　日々の活動の源は、日々頂くご支援の声と若いからこそ頂けるご助言で
す。    議員経験年数の少なさを埋めるべく、私なりに市民の皆様のご要望ご期待に添え
るように市内を走り回った 1年でした。

　昨年末は選挙により政権が交代しましたが、党派を超えて
政治が安定することを地方議員として望みます。また、静岡県、
そして湖西市においても経済情勢が厳しい状況ですので「県
内経済の活性化」と「県の無駄な事業を削る」ことに力を注ぎ、
具体的な提案を 2月本議会においても提案する予定です。
　しかし、厳しい現実に対処することも大切ですが、高い理
想を描くこともこういう時代だからこそ必要です。「人間の幸
福にとって必要なものは都会でなく地方、中でも湖西市にあ
る」と感じ、「東京中心ではなく静岡県の時代が来る」との思

いを抱き実現に向けて日々仕事をし
ています。市民の皆様、静岡県、湖西市にとって良い年となる
ことを祈ると同時に、そのために努力することをお約束いたし
ます。

　　　　　　　―  田  内     浩  之  ―

ごあいさつ

＾＾
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浜松の防潮堤ができることによる湖西市への影響について
浜松の防潮堤ができることによる湖西市への影響を示す
シミュレーションは出来ているのか？

まだ出来ていない。平成 25 年 6 月にはシミュレーショ
ンと対策を第 4 次被害想定として発表の予定。浜松の防
潮堤の細かな設計もできていないが、周辺に影響がない
ような防潮堤を検討している。

答え

質問

土砂災害危険区域の崩落について
第 4次被害想定の中に土砂災害危険区域が崩落する可能性についての内容があるか？

必要性は感じているが県も財政状況が苦しく一つ一つ評価するのは難しい。
※土砂災害危険区域が崩落して避難路が埋まる危険性を除くために強く要望しました。

答え

質問

浜松以外の防潮堤整備について
浜松以外の防潮堤整備のために法人事業税超過課税（大手企業から多めに頂いている税金）を
整備に使ったらどうか？

財政課（県のお金を調整しているところ）に要求していきたい。答え

質問

● 9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、平成 24年度において堤防や橋・道路などを担当する建設
委員会です。以下に、私の質問（抜粋）と県の回答を掲載いたします。

「邑づくり」について
「美しい品格のある邑づくり」に対して今後どのような支援をしていく予定か？
補助金等は検討しているか？

広報に力を入れて全国発信する。補助金も今後検討する。
※「美しい品格のある邑づくり」は魅力ある地域づくりを目指す農産漁村の活性化を応援する事
　業です。「美しい風景は静岡県の財産」という考えに基づいています。湖西市では新所地区が
　指定されています。

答え

質問

豊川用水について
今改修工事を進めている豊川用水は湖西市の工業、農業を支える重要なインフラ。
想定外の工事費増に対応できるような予算確保はできているのか？

重要と認識しているので予算は確保できている。答え

質問

新居町泉町の避難階段整備の
お手伝いをさせていただきました。

▲
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     豊川用水視察
　現在大規模改修中の豊川用水を県、市の職員さんと
土地改良区の職員さんと視察しました。湖西市の工業
用水と農業用水は豊川を主とした豊川用水から水を供
給されています。
　水源である宇連ダムから東西分水工、三ツ口チェッ
ク、雲ノ谷分水工、湖西梅田浄水場までくだってきま
した。当たり前のように流れている水ですが先人たち
がつくったこの豊川用水がなければ今の湖西市の産業
発展はありません。そして管理している水資源機構の
職員さんの蓄積された技術の上に私たちの生活は成り
立っています。

▲アミル型ネルピックゲートという
　電気を使わない水門

　  Wed.12.05 /Sat.12.08.2012

   子育ち・子育て座談会
　12月 5日と 8日の 2日間、「子育ち・子育て座談会」
を開催いたしました。私も育児中ではありますが、色々
なご意見を頂き大変勉強になるとともに、課題解決に
向けて思いを新たにすることができました。意見交換
の中では、湖西市においてのご要望を「出産できる場
所の確保」「交通の不便さ」「学童保育の充実」「公園
の充実」について多くいただきました。寒い中ご参加
頂いた皆様に感謝いたします。
    内容は

●  視察と活動の報告（一部抜粋） 

1、ご挨拶、県政のご報告（子育て関連）

　・子ども医療費助成 (10 月から子ども医療費助成が拡充されました )
　・ドクターヘリについて（湖西市までドクターヘリが 10分で来ます）
　・医療ネットしずおか について（静岡県の作っているサイトです。
　  グーグル等で「医療ネットしずおか 」と検索お願いします）
　・新しいバス交通について
　・産婦人科再設置に向けて

2、病児、病後児保育設置に向けてのご提案

3、アンケートへのお答えと意見交換

4、影絵
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    　スクールソーシャルワーカーなどの配置増
○乳幼児期における家庭教育の充実
○教育内容（科学・技術教育、理科教育）の充実

Ⅲ一流の「ものづくり」と「ものづかい」の創造
○地産地消の推進
○農地の確保と有効利用
　・  耕作放棄地の再生  
○新規就農者の確保と育成
○鳥獣被害対策の拡充
○農地基盤整備の促進
○食の都を支える水産物つくり
　・  水産業の新たな消費拡大
○６次産業化の推進
○ふじのくに新産業創出プロジェクトの推進
○中小企業支援
○企業立地の促進
○海外展開を含めた県内産業の充実
　・  海外駐在員事務所の拡充
○仕事をしたい誰もが就業できる環境つくり
　・  若年者の就労支援
　・  障害者雇用の創出と推進

Ⅳ「和」を尊重する暮らしの形成
○豊かさを実現できる魅力的な住まいづくりの推進
　・  家・庭一体の住まいづくりの推進
○新エネルギー等の積極的な導入
　・  エネルギーの地産地消の推進
　・  新エネルギーの新たな活用方法の構築
○豊かな農山村づくり
　・  品格のある邑づくり

Ⅴ「安心」の健康福祉の実現
○医師の確保
○看護職員等の確保
○医療資源を有効活用した医療機関の連携促進
○医科系大学の誘致
〇看護師養成所の充実支援
○救急医療体制の整備支援
○災害時医療体制の整備
○障害のある人の地域生活への移行の促進
○発達障害児への支援の充実
○軽度・中等度難聴児への補聴器購入費用の助成
○介護サービス等を支える人材の確保及び処遇改善
○地域に密着した介護サービスの展開及び施設整備の促進
○多様な保育サービスの実現、地域における子育て支援の拡充
　・  病児、病後児保育の拡充
○保育所待機児童の解消
○仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の充実による仕
    事と子育ての両立の支援
○児童虐待防止対策の充実
○ひきこもり支援策の推進
〇ひとり親支援

Ⅵ地域を結ぶ「基盤」づくり
○高規格幹線道路の整備の推進

Ⅶ地域主権を拓く「行政経営」
○能力を最大限に引き出す人材配置
○地域外交を促進させる組織の設置
○自主財源の確保、県債残高の縮減など持続可能な財政運営の確立
○ファシリティマネジメントの推進

1. 災害に強い地域基盤の整備
　・大規模地震対策等総合支援事業の継続
　・津波対策アクションプログラムの推進
2. 経済対策の推進
3. 新たな雇用の創造
　・『静岡県雇用創造アクションプラン』の確実な推進
4. 教育環境条件の整備
5. 内陸フロンティア構想の推進
　・予算拡大、減税や減免優遇処置など
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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。)

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。　また、日頃のご支援、ご指導誠にありがとう
ございます。　日々の活動の源は、日々頂くご支援の声と若いからこそ頂けるご助言で
す。    議員経験年数の少なさを埋めるべく、私なりに市民の皆様のご要望ご期待に添え
るように市内を走り回った 1年でした。

　昨年末は選挙により政権が交代しましたが、党派を超えて
政治が安定することを地方議員として望みます。また、静岡県、
そして湖西市においても経済情勢が厳しい状況ですので「県
内経済の活性化」と「県の無駄な事業を削る」ことに力を注ぎ、
具体的な提案を 2月本議会においても提案する予定です。
　しかし、厳しい現実に対処することも大切ですが、高い理
想を描くこともこういう時代だからこそ必要です。「人間の幸
福にとって必要なものは都会でなく地方、中でも湖西市にあ
る」と感じ、「東京中心ではなく静岡県の時代が来る」との思

いを抱き実現に向けて日々仕事をし
ています。市民の皆様、静岡県、湖西市にとって良い年となる
ことを祈ると同時に、そのために努力することをお約束いたし
ます。

　　　　　　　―  田  内     浩  之  ―

ごあいさつ
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