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静岡県議会報告 静岡県政に対するご意見

ご要望をお寄せください。

12月議会 知事報告

　お陰様でこの 4月で県議会議員として 12年になります。多くの方々のご指導ご支援に心から感謝申し上げます。
　静岡県議会副議長として多くの貴重な経験をさせて頂くと共に重責を全うしてまいります。これからも静岡県･志太地域発展の
ため、皆様からのご意見やご要望にしっかり応えてまいります。なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

「平成30年度 静岡県学校基本調査結果!!」小学生10年連続、中学生は7年連続減少!!(前年比)

　消防団員の数は、Ｈ20 年の 21,239 人からＨ30 年には 19,553 人へと減少している。被雇用者団員比率は 75.5％から 80.9％
に上昇していることから、事業所への対応が重要である。条例施行後、協力事業所は着実に増加しており、消防団活動に理解の
深い事業所に所属する消防団員は全団員の 9.8％を占める。
　協力事業所数は 830であり、Ｈ29年の減税額は 93,813 千円となった。（参考）Ｈ30年の女性団員 436人、学生団員 57人 

国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は17目標169ターゲット!!

幼稚園数 393園（23園減少）園児数 40,032 人（5,047 人減少）教員数 3,331 人（236人減少）
幼保連携型認定こども園数 220園（45園増加）園児数 29,600 人（5,979 人増加）教育･保育職員数 4,285 人（921人増加）
小学校数 508校（2校減少）学級数 7,659 学級（62学級増加）児童数 192,601 人（959人減少）教員数 11,533 人（93人増加）
中学校数 294校（1校減少）学級数 3,592 学級（62学級減少）生徒数 99,221 人（2,682 人減少）教員数 6,924 人（48人減少）
高等学校数 138校（同数）生徒数 98,846 人（887人減少）外国人生徒数 1,090 人（66人増加）教員数 6,815 人（28人減少）
専修学校数 91校（同数）生徒数 14,050 人医療 32.9％商業実務 17.2％文化教養 16.6％（39人減少）教員数 4,043 人（61人増加）
高校卒業後　就職32,434人､就職率22.2％（男25.1％､女 19.2％）､大学等進学17,176人､進学率53.0％（男52.2％､女 53.7％）

本年10月1日から消費税引き上げと共に、幼児教育・保育の無償化の実施!!

「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」の効果!!

　幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちは、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合、幼稚園保育料の無償化（上限
月額 2 万 5,700 円）に加え、利用状態に応じて、認可保育所利用料の全国平均額（月額 3 万 7,000 円）との差額である月額 1
万 1,300 円までの範囲で利用料を無償化する。無償化の対象となる預かり保育の利用料は、実際に利用した量に応じて計算する。
　認可外保育施設についても、保育の必要性があると認定された 3～ 5歳の子供を対象に、認可保育所同様に利用料を無償化する。
　就学前の障害児も無償化、幼稚園・保育所・認定こども園などと発達支援の両方を利用する場合は、共に無償化の対象とする。

12月総務委員会

　SDGs[エスディジーズ]とは『持続可能な発展』のために国連加盟193か国が2016年～2030年の15年間で達成す
るために掲げた目標で、水・資源などの環境分野､  教育･健康・まちづくりなどの社会分野、経済成長・不平等の是正な
どの経済分野という3分野に大きく分かれる。
　日本政府は指針を決定し、経済、社会、環境の分野における８つの優先課題と１４０の施策で世界に範を示し、持
続可能な世界に向けて、国内実施と国際協力の両面で国際社会をリードしていく。
　一点目は、国際保健の推進。国際保健機関に対し、総額約４億ドルの支援を行う予定。
　二点目は、難民問題への対応。今般、新たに５億ドル規模の支援を行なう。
　三点目は、『女性の輝く社会』の実現。2018年までに総額約３０億ドル以上の取組を行う。
　さらに政府は推進本部を設け、地域づくりなどで各自治体にも取り組みを促している。1月12日に静岡ツインメッセで
開催されたファッションショー「東京ガールズコレクション」も静岡県･静岡市共催のSDGs取組。

目標 17色の
SDGs バッチ

台風24号について･･････・・・58億円余の農業災害被害が発生した。ビニルハウス等の再建支援する特例措置の発動が決定。
　　　　　　　　　　　 　　家庭や事業所の4割超の約71万5千戸が停電し、最長6日間を要した。大規模停電に備える。
地域防災力強化･･・・･「地域防災の日」には、大規模地震の突然発生を想定、救出救助､避難所生活支援等､実践的訓練を実施。
法人事業税の超過課税･･・・・・・･･平成26～30年度期間で約330億円のご負担を頂いた。来年度から5年間もお願いしたい。
子ども医療費助成・･・･･・・・･･･高校生世代まで助成対象拡大を33市町で10月から実施、浜松市と静岡市も来年度から実施。
社会健康医学の推進･･・・･･･ノーベル賞受賞の本庶佑氏が委員長の「健康寿命延伸のための社会健康医学推進委員会」開催。
(仮称)農林環境専門職大学･･・・･・･･･全国初の農林業分野の専門職大学設置に向け、認可申請した。2020年4月開校を予定。
リニア中央新幹線････・･・･･･JR東海からトンネル湧水全量大井川に流すと表明があった。検証を進め、安心対策を求める。
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ････自転車ﾛｰﾄﾞ競技4種目、伊豆市でﾄﾗｯｸ競技4日間､小山町でﾛｰﾄﾞﾚｰｽが4日間開催決定。
文化力の拠点形成･････東静岡駅南口にｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟと一体となる県立中央図書館を中心に「文化力の拠点」の形成に取組む。
東京ｶﾞｰﾙｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ･････1/12ﾂｲﾝﾒｯｾ静岡で若者を惹きつけ､静岡らしい魅力あるｲﾍﾞﾝﾄを開催。本県の魅力を最大限発進。
県西部地区野球場･･･・･･･県西部地域6市1町､経済界から要請の遠州灘海浜公園篠原地区に野球場の公園基本計画を策定。
沼津駅周辺総合整備事業････新貨物ﾀｰﾐﾅﾙ移転予定地の用地取得に向け、10/30から土地収用法に基づく立入り調査開始。
富士山静岡空港･･････10/30新国際線ﾀｰﾐﾅﾙ供用開始､搭乗待合室を充実。12/22･23にはﾘﾆｭｰｱﾙ記念式典やｲﾍﾞﾝﾄを開催。
空港運営体制････・･････富士山静岡空港㈱社長に三菱地所の西村等氏が就任。2019年4月から20年間の運営権制度導入。
駿河湾ﾌｪﾘ ・ー･････・･・･・･･2019年4月以降、駿河湾ﾌｪﾘｰを運航するため、経営分析や運航継続に必要な経費や効果を算定。

県債残高見込額･･・･・･・･･通常債計1兆5,656億07百万円､臨時財政対策債1兆1,362億89百万円、病院債453億43百万円。
基金残高見込額･･・･・･･･財政課所管4基金計5,343億56百万円、その他26基金計595億11百万円。合計5,938億67百万円。
当せん金付証票の発売･・･・･・･・･・･・･・･・･・･・･・･・･・･・･･･平成31年度の当せん金付証票（宝くじ）の発売限度額210億円。
31年度予算方針･･･・･・･財源不足202億円を目標に43億円圧縮、活用可能基金100億円確保、通常債残高1兆6千億円上限。
県債発行････・･・･・･･Ｈ30年は10年超の債券 400億円、20年定時償還債500億円、5年限1億米ﾄﾞﾙ､10年限1億ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ。
静岡県新ﾋﾞｼﾞｮﾝ・総合戦略の評価････「総合計画審議会」や「美しいふじのくにまち・人・しごと県民会議」の審査を検証する。
地域外交の展開･･・･・･･･11/12～16インド（ﾃﾗﾝｶﾞﾅ州）訪問､経済交流･企業進出を希望。（医薬品など本県と共通点が多い）
医療通訳体制整備･････医療通訳者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修､医療通訳者の養成研修･受入環境整備・紹介調整事務（登録者39人）実施。
法人事業税の超過課税･････標準税率の5％、資本金1億円超または1億円以下で所得3千万円超の法人で課税期間は5年間。
　　　　　　　　　　　 使途は地震津波対策・高規格道路網整備、税収見込額 3 9 5 億円（ 7 9億円 / 年× 5年）
県庁内の働き方改革･････各課ごと検討し、配置をフリーアドレス方式や班長を中心とした固定席等を採用で大幅に変更。
ストレスチェック事業････ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ結果から用職員自身のｽﾄﾚｽへの気づきを促し、職員のﾒﾝﾀﾙ面での不調を未然に防止。
　　　　　　　　　       調査は知事部局職員全員に7月、結果通知9月、回収数5,639人（99.6％）高ｽﾄﾚｽ所属は上司に問題。
　　　　　　　　　            個人分析＝高ｽﾄﾚｽ判定職員30年度440人（回答者の7.8％）､集団分析＝高ｽﾄﾚｽ所属18所属に増加。
監査結果の概要･･････指摘5件（工事現場事故多発＝土木事務所･ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ行為＝特別支援学校）､注意8件（体罰行為）。

本年度スタートした総合計
画「静岡県の新ビジョン富
国有徳の美しい“ふじのく
に”の人づくり・富づくり」
の目指すものは、居心地が
よく誰もが努力すれば人生
の夢を実現し、幸せを実感
できる地域社会の実現。

平成 31年度は、社会情勢の変化に的確に対応する「新機軸の取組」を積極的に展開してまいります。

　12月一般会計補正予算
の規模は、47億99百万円で
主には台風24号で被災し
たビニルハウス等の助成費
26億5千万円と人件費12億
68百万円。
　財源は地方交付税21億
円、国庫支出金20億円。

1月18日　第12回キャリア教育文部科学大臣表彰式（午前）、午後は文科省･経産省･厚労省合同のキャリア教育推進連携シンポジウム
受賞した伊東商業高校の推薦理由
　伊東商業高校は、教育目標に「有徳のビジネスマ
ンの育成」を掲げ商業教育を通じて、個人として自
立し、他人を思いやり、地域社会に貢献できる人材
を育成することを目指して日々の教育活動に取り組
んでいる。
　伊東市役所で地域活性化方策を考案し、発表。
　おもてなし特派員ブログで、伊東市の魅力発進。
　土産ふりかけとクッキーを地元菓子店と開発販売。東京都代々木オリンピック記念青少年総合センターで開催 受賞した伊東商業高校 校長職員

「第8回キャリア教育推進連携表彰」共に開催の「第9回キャリア教育アワード」で経産大臣最優秀賞受賞『ふくいの担い手づくりプロジェクト』
「福井は凄い!!」福井市キャリア教育連絡協議会は推進連携表彰でも最優
秀賞を受賞した。この受賞は担い手づくりプロジェクトも大きく関連してい
る。協議会にはコーディネーターが存在している。
　「ふくい担い手づくりプロジェクト」は、将来の福井を支える子供たちが、
夢と希望を抱き、地域の担い手として成長できるようにすること、そして地
域全体で子供を育てる社会環境を形成することを目的として、地域の社会
人が学校を訪れ、生徒たちに仕事の内容や意義・社会人の心がけや志を
伝えるプログラムを実施している。
　発足時の母体である福井青年会議所と緊密な連携が取れており、50人
規模の社会人を集めなければならない学校の場合であっても、容易に多く
の20～30代の社会人に声掛けができる体制になっている。
　実施時間数は2時間程度で当プログラムは最初に3つの約束を提示す
る。「チームワークを大切にする」「時間厳守」「自分の考えを相手にしっか
り伝える・聞く」などである。
  仕事だけでなく、将来のこと一般に前向きに捉えられるプログラム。「ふくい担い手づくりプロジェクト」のポスターセッション説明掲示

11月15日　仙台子ども体験プラザ事業 　仙台市では、カタール国から被災地復興支援基金の
事業採択を得て、ジュニア･アチーブメント日本の教育
プログラムを活用し、企業や市民と幅広く連携し、「仙台
子ども体験プラザ」で体験型経済教育「仙台自分づくり
教育」を実施している。
　小学高学年対象の「スチューデントシティ」は、施設の
中に市役所・銀行・商店・新聞社等の実際に近い「街」を
再現し、児童が商品の販売や営業、また消費者として計
画的に物を買う活動を体験するプログラムであり、社会
の仕組みや経済の働きを理解するとともに、働くことの
意義や仕事を通して支え合っていることを学び、望まし
い勤労観や職業観を育てる。
　中学生は「ファイナンスパーク」に基づき、年齢、家族
構成、年収等の与えられた条件の中で一人の社会人と
して、一か月の生活設計を行うプログラムで生活設計力
を育成し、その後の進路選択や将来設計につなげる。

施設内実際に近い街

体験とグループ発表
いろいろな情報が与えられ、自分で生活設計し、営業販売で利益を得たり、
車両等必要なものを購入、祖父から株を譲り受けることもある。
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12/19 燃料電池バス「SORA」試乗会 1/11 自動運転バス試乗会 貯蔵ミカン品評会受賞
　燃料電池バスは、トヨ
タ自動車が、燃料電池自
動車「MIRAI」をベース
に開発。
　燃料は軽油でなく、水
素と空気中の酸素の化
学反応で発電した電気
を動力とするため、走行
時に二酸化炭素や環境
負荷物質を排出しない。
また、非常時には、最高
出力9kw、供給電力量
235kwｈの範囲で外部
に電力供給できる。
　この「SORA」を静鉄バ
スは導入を検討中。

　「第53回静岡県貯蔵ミ
カン品評会が1/16に開催
され、受賞者が県庁を訪
れ、正副議長に高品質の
貯蔵ミカンを贈呈。
　12月に収穫された温州
ミカン「青島」と「寿太郎」
は、味が濃く、大変美味し
いミカンだった。

29年度決算審査終了報告

富士山静岡空港芸術回廊
オープンテープカット

富士山静岡空港国際線ターミナルビルリニューアルオープン
　12月22日富士山静岡空港ビルの増
築工事が完成し、リニュアルオープン式
典に川勝知事と共に副議長として出席、
井林代議士や地元市長も臨席した。
　国際線待合室を大幅に改善し、土産
店舗や飲食店スペースも今までの倍以
上となった。燕ラーメン店も開店。
　この4月から空港ターミナルビル運営
は三菱地所・東急電鉄に委託する。

自動運転バス試乗会

ＳＤＧｓでちびまる子ちゃん

経済アナリストの森永卓郎氏

　試乗会は、日清紡グルー
プのJRCモビリティ㈱がド
イツ製自動運転バスの試
乗会を企画した。
　エコパ内の道路を自動
運転で走行、横断歩道を渡
る人を感知して停車した。
渡り終えて発車した時、歩
行者が戻るそぶりで、感知
した車はハンドルを切り緊
急停車した。
　日清紡グループは、高精
度測位技術と高性能ミリ波
レーダーやカメラによる
セッシング技術を応用し、
自動運転を推進。


