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昨年度は県議会産業委員会委員長をつとめさせていただき、感染者数の拡大で体力を奪
われている中小企業支援に力を注ぐと同時に、脱炭素や起業支援等にも注力した一年でした。
また、コロナウイルスによる社会の変化や、AI による経済活動の変化、ロシアのウク
ライナ侵攻など私たちの生活や価値観を変える多くの出来事も起こりました。「幸せとは
何か？」
「本当の豊さとは？」と、考えさせられると共に、「変化」に迅速に対応していく
ことの必要性と、難しさを痛感いたしました。
今後の行政は、国際情勢や産業構造の変化、少子高齢化に応じて、今まで以上に柔軟に
変化することが求められます。特に経済施策と教育においては待ったなしの改革が求めら
れており、ひとりひとりが、働きやすい環境、学びやすい環境になるような施策が必要です。
これからも皆様の命と幸せを守るため最善の解決策を思案し、行動し、きっちりと成果を
出していきます。
市民の皆様からの温かいご支援に深く感謝しながら、地域に根づいた地道
な活動を続けて参りますので、
引き続きのご指導をよろしくお願いたします。
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2 事業の見直し
確保の為に事業の見直しを会派の

＊湖西市関連を掲載

議員で手分けをし、各部門の職員

＊湖西市関連を抜粋

産業委員会委員長として主に中小企業応援金等の
支払いや金融機関・県信用保証協会と協力した利子
補給の円滑な実施をはじめとした県の経済対策への
対応にあたってまいりました。
また、昨年度は中長期計画である総合計画の見直
しに取り組みました。具体的には、脱炭素に関して
国が示す「2030 年度に温室効果ガス排出量 2013

◆県が行った工事等

（令和 3 年度）

◆令和 4 年度当初予算

（一般会計）

3 県議会産業委員会

ふじのくに県民クラブは、財源

年度比 46％削減」より高い目標を示すように提言
し、県は 46.6％削減を目標に定めました。そのため、
自動車の電動化への対応や農林水産業の支援と商業
の活性化、そして起業支援について重点的に取り組
みました。

と調整を重ねました。
その結果、補助金の見直しや類
似事業の見直しをすすめ計 70 億
円の歳出の見直しをしました。

1

2022 年 5 月発行

4 骨髄バンク

Vol.31

田内浩之県政報告

ドナー登録支援

6 浜名湖アサリ資源

骨髄ドナーを支援する制度が令和 4 年度予算に移植医療対策推進
事業費として計上されました。市民の方からのご要望をきっかけとし
て、制度をつくるために関係機関からの意見聴取や先行事例の調査等

令和 3 年 6 月にアサリ漁師の声を直接川勝平太知事に届けました。
県では引き続き資源回復に向けた取り組みを行います。
⃝アサリ生育環境調査の実施

に力を注ぎ、ようやく形にすることができました。ひとりでも多くの

⃝技術の開発（人工的に産卵等）

命が助かることを願うばかりです。

⃝親貝の保護・管理等の実施
等々

5 駅前・関所周辺活性化
⃝新居関所周辺

7 工業団地造成

歩道整備や良好な景観の形成のた
めの電柱地中化事業を着実にすすめ

現在湖西市内では工業用地が不足しています。そのため、昨年度に

ています。地域の方と協力して空き

続き令和４年度も県企業局では市と連携し、場所や経済性などを含め

家の持ち主さんと事業者さんを結び

た湖西市内の工業団地造成の可能性調査を実施します。

つける取り組みを行った結果、関所
前にカフェ「ロンポワン」が開業しました。

8 発達障害児者への支援

⃝鷲津駅前

⃝新所原駅前

浜名湖の観光振興と鷲津駅前の

新所原自治会・湖西市商工会・湖

活性化のため、地域の方々と協

西市国際交流協会と連携し、駅前

力して「はまなこサイクル」を

の活性化を目的としたグルメスタ

つくりました。週末の駅前付近

ンドを開催しました。今後も新し

が賑やかになってきたとお声を

い取り組みにチャレンジしますの

いただいております。

で、是非ご期待ください！

各種工事等を湖西市内で進めました。

県では静岡県中西部発達障害児者支援センター COCO を島田市に
設置しており、発達障害の傾向について検査や電話相談が可能です。
診断できる医療機関は数か月の予約待ちがある現状ですので、お悩み
の方はご相談ください。
電話 0547 - 39 - 3600（月～金


午前 9 時～午後 17 時）
＊祝日休み

＊地図参照 （P3）

①新居浜名線（新居町新居）

月見橋 側道橋上・下
橋梁塗装工事ほか

②国道 301 号（新居町新居）

西浜名橋 橋脚補強工
事、耐震対策工事

③国道 301 号（横山）

歩道整備工事

④国道 301 号（新居町新居）

歩道整備工事

⑤国道 42 号（白須賀）

歩道整備工事

⑥国道 301 号（新居町中之郷）

歩道整備工事

⑦豊橋湖西線（吉美）

中瀬木橋側道橋
側道橋工事

⑧豊橋湖西線（岡崎）

歩道整備工事

⑨太田中原線（神座）

歩道整備工事

⑩湖西東細谷線（白須賀）

境橋側道橋
側道橋工事

⑪国道 301 号（吉美）

五田橋

⑫豊橋大知波線（大知波）

⑱新所原停車場白須賀線（岡崎）

アスファルト舗装工事

⑲新所原停車場白須賀線（白須賀） アスファルト舗装工事
⑳国道 301 号（利木）

土質調査、
アスファルト舗装工事

㉑国道 301 号（太田）

側溝工事

㉒入出太田線（入出）

側溝工事

㉓入出太田線（入出）

側溝工事

㉔新所原停車場日の岡線（岡崎）

路肩改修工事

㉕入出太田線（入出）

横断側溝改修工事

㉖国道 301 号（横山）

ガードパイプ設置工事

㉗国道 42 号（白須賀）

区画線修繕工事

㉘浜名湖（都田川）
（新居町新居） 河床掘削工事
㉙入出太田川（太田）

護岸工事

㉚浜名湖（都田川）
（鷲津）

中央水路河床掘削工事

法面対策工事

㉛上田町（新居町新居）

急傾斜対策・津波対策

⑬国道 301 号（新居町新居）

電線共同溝工事

㉜洗沢（白須賀）

渓流保全工事

⑭新所原停車場日の岡（吉美）

側溝修繕工事

㉝浜名港海岸（新居町新居）

防潮堤嵩上げ・命山

⑮湖西東細谷線（境宿）

擁壁工事

⑯豊橋湖西線（古見）

アスファルト舗装工事

㉞浜名港
浚渫工事
（新居町新居）
（浜松市舞阪町舞阪）

⑰入出太田線（太田）

アスファルト舗装工事
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高欄取替工事

㉟県営住宅

リフォーム工事

㊱入出太田川

護岸修繕工事
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県 の予算

1 兆 3,643 億（一般会計）
※県全体の予算額です。

富国有徳 の「美しい“ふじのくに”」づくり
湖西市関連の事業費を抜粋して掲載

予算について
詳しくはこちら

※県全体の予算額を掲載します。
この額から湖西市分が割り振られます。

農業・漁業
・農業農村整備関連事業費・・・・・・・・・ 119 億 5300 万
・アサリ資源緊急回復事業、資源増殖研究費・・ 2600 万

こども・子育て支援
・子ども医療費助成・・・・・・・・・・・・・・・ 24 億 1200 万
・スクール・サポートスタッフ配置事業費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 億 4165 万

文化・観光
・ガストロノミーツーリズム関連推進費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療・福祉

1 億 1400 万

本県の豊かな食文化を活かした新形態の観光旅行を推進
します。

・ドクターヘリ運航費・ ・・・・・・・・・・・・・ ５億 5549 万
・新型コロナウイルス感染症対策事業費・・・・・・ 522 億

・地域ぐるみの文化財保存・活用推進事業費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 億 6445 万

脱炭素

新居関所等の保存活用を推進します。

・中小企業の省エネ設備導入支援・・・・・・・・・・・ 5 億円
・省エネ住宅普及推進費・・・・・・・・・・・・ 1 億 2000 万円

災害防止
・緊急自然災害防止対策事業費・・・・・・・・・・・・・・ 50 億

経済対策

激甚化する風水害等への対策のため、河川の護岸整備や
道路の法面対策工事等を行います。

・EV・自動運転化等技術革新対応促進事業費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 億 1700 万

・中小企業向制度融資促進費助成・・ 融資枠 1,700 億円

・津波対策関連事業費・ ・・・・・・・・・・・・ 59 億 6800 万

バックナンバー ご希望の方へ
今回『田内浩之たより』31 号です。1 ～ 30 号はホームページでご覧いただけます。
送付をご希望の場合は、田内浩之事務所へ電話、FAX、又はメールにてご連絡ください。
お手数ですがよろしくお願いいたします。

静岡県議会議員

田内浩之事務所
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