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新たな発展を目指して

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
日頃のご支援に深く感謝し、本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年の総選挙で自民党が大勝し、再び政権を担うことになりました 。
しかし、比例代表での得票数から見ても分かるように、広く国民の皆様
から信任されたわけではありません。安倍政権は、景気回復を前面に
掲げ、経済対策、震災復興、外交や防衛など矢継ぎ早に政策を打ち
出しており、
これらに対する期待が円安株高にも表れていると思われま
すが、必ずしも良い面ばかりではありません。
また、これが期待倒れに
ならない様、しっかりと結果を出さなくてはなりません。県としては、国の
政策に速やかに呼応し、
１２月定例会において雇用や防災対策など７３
億円余の補正予算を決定しました。

県議会１２月定例会
補正予算

この地域では新東名の開通、三遠南信道の一部開通などのインフ
ラ整備が進み、交流人口の拡大が大いに期待されます。県の
「内陸フ
ロンティアを拓く取り組み」
（新東名や災害に強い内陸部の地の利を活
かした地域成長戦略）
を取り込んで、
この地域の発展に繋げてまいりま
す。
また、私が従来から力を入れている
「新しい産業の育成」
にも、国
の制度や充実してきた県の助成制度を活用して、一層具体的な取り
組みをしてまいります。
お年寄りが安心して暮らせる社会、若者が将来に夢を持って活躍
できる社会を目指してまいります。今後共、皆様のご指導ご支援をお願
い申し上げます。
渥美 泰一

11月30日に開会し、衆議院選挙の関係で12月4日から16日まで休会。
17日に再開し、閉会は28日となりました。

国の緊急経済対策を活用した総額７３億１００万円を可決

○防災・減災対策事業費̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶４０億１，
６５０万円

○介護人材確保対策事業費̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶５億９００万円

○緊急雇用対策事業費̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶２５億８，
０３０万円

○浜岡原発オフサイトセンター移転候補地調査事業費̶̶̶̶２，
５００万円

○高齢者型住宅リフォーム助成事業費 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶１億４，
３００万円

○インターネット宿泊予約キャンペーン事業費̶̶̶̶̶̶̶̶２，
２００万円

議員提案条例２件を可決
「県と外国の地方公共団体との友好交流に関する条例」
「県商店街振興及び活性化条例」
知事が外国の地方公共団体と包括的で重要な提携を結ぶ際、
あらかじ
商業者に対し、
地域の商店会活動への積極的な参加や協力を求めてい
商業者が一丸となっ
め議会の議決を必要とする内容で、議会の関与を強めた。言い替えれば、 る。地域に進出した大型店やチェーン店にも適用され、
て商店街の振興に取り組むこととしています。議員提案の政策条例の制定
議会の責任が一段と重くなり、提携の内容等もしっかりと研究することが求
はこれで５件目となります。先進の宮城県や三重県では既に２１件を成立さ
められます。
また県民の積極的な参画も規定しており、地域外交は官民が
せており、
本議会も積極的に取り組んでまいります。
一体となった取り組みが重要です。

一般質問

渥美泰一議員の質問より抜粋

中小企業のアジア展開への支援についてー――

成長が盛んなアジアの活力を取り込むことが、本県の産業振興に不可欠。進出企
業が現地で立ち上げるまでの、
きめ細かな支援ができる体制作りが必要である。
また、系列を持たない中小企業が進出しやすいように、振興アジア各国に本県中
小企業の集積を図るべきではないか。

『現地サポートデスクの設置を検討』
アジア展開に関心を持つ、県内中小企業が安心して一歩前へ踏み出すことができ
るよう、進出意欲の高いベトナム、
インドネシア、
タイ等を候補地にサポートデスク
を設置し、相談員の配置を検討します。また、現地の政府機関や経済団体とのネッ
トワークを活かし、希望する多くの企業が海外展開し易い環境を整えます。

東南アジアからの観光誘客対策についてー――

東南アジアの人々は、日本に対し好意と関心を持ち、日本に学ぼうという意識が
強いと聞く。日本的価値観や日本文化を通して「静岡県」を根付かせ、本県への関
心を高める必要がある。そのためには現在の駐在員事務所の機能を強化し、各国
に対する積極的な観光誘客を図るべきではないか。また現地に進出している企業
と連携し、
それら企業を通じて静岡県の魅力をPRすることも効果的ではないか。

『駐在員事務所の単独設置を検討』
現在シンガポールにある県東南アジア駐在員事務所は日本貿易振興機構（ジェト
ロ）内にあり、活動内容に制約がありますので、県単独事務所にして観光誘客や
文化・教育交流など幅広い活動展開を検討してまいります。また本県の現地進出
企業のご協力もお願いしていきます。

新産業への県の支援体制についてー――

ベンチャー企業等は資金力が乏しく、優れた発明や提案を事業化するには大変厳
しい現実がある。こうした企業のチャレンジを吸い上げ、本県の産業として根付く
まで、県の一貫した支援体制が必要と思うが、
どう取り組むか。

『産学官連携による発案実現体制を強化』
県は新産業に対する支援制度を充実してき
ており、
これを地域企業に周知する必要を感
じております。また、企業が持っている発案を
引き出す上で、各種セミナーの開催や、セミ
ナー後の懇親会や金融機関等との情報交換
などに県職員が積極的に出向くとともに、案
件の実現に産学官連携体制を強化します。

富士山静岡空港の経営改善及び利便性向上についてー――

静岡空港はコンパクトで便利であるが、国際線利用客の増大により狭く混雑す
る。利便性が空港の競争力の重要な要素であり、改善を要する。また現在、旅客
ターミナルビルは富士山静岡空港㈱が所有しており、
ターミナルビルの改修な
どを含め、
より効率的な経営体制が望まれるが、今後どう対応するか。

『空港運営会社と空港管理事務所による経営業務の一元化を検討』
検討会議では、空港ビルと滑走路などの空港基本施設を、空港設置管理者であ
る県が一体的に保有し、将来はその運営権を民間に譲渡していくのが望ましい
という意見も出されており、経営効率を重視し検討してまいります。

日中交流の今後の取り組みについてー――

尖閣諸島の領有権を巡り日中関係が極めて厳しい状況になったが、此の度の浙
江省との友好30周年を機に、一層強固な関係を築いていく必要があるのでは
ないか。また本県の日中友好協会と日中友好協議会の二つの団体を統合し、
よ
り強固な活動体制を作る必要があるのではないか。また本県から中国へ進出し
ている300以上の企業に対する支援を、
どのように考えているか。

『民間主体の相互にメリットのある交流を目指す』
経済交流、観光誘客、教育・文化交流など一層の促進を目指します。また両団体
が一体となることは、大変メリットがあることだと考えており、今後調整してまい
ります。進出企業の状況把握に努め、県中国駐在員事務所のネットワーク等を活
用し、迅速かつきめ細かな支援が必要と考えています。

企画・文化観光委員会における視察
岩手県平泉文化遺産センター

山形鉄道㈱の取り組み

静岡県では、富士山の平成25年の世界
文化遺産登録に向け、
様々な取り組みを
行って来た。今後正式登録された後にも
様々な課題が予想される。
また平泉町で
は、世界文化遺産登録直後の昨年7〜
12月の観光客が前年比4割増の157万
人に上ったことから、
それらへの対応状
況を併せて調査した。

山形鉄道は旧ＪＲ長井線から引き継ぎ、
昭和63年に開業した第三セクター。
出資
は県が31％、関係市町32％、民間企業・
個人37％。利用客は開業時の143万人
から73万人へ半減している。平成21年
に公募による社長が就任し、斬新なアイ
ディアで経営改善を行っている。

仙台「復興大学」

山形県郷土館「文翔館」

「学都仙台」のイメージアップを図ること
を目的に2006年9月に組織された「学都
仙台コンソーシアム」参加校が協力し、
東日本大震災の復興に貢献するために
「復興大学」が設立された。代表である
東北工業大学沢田学長から組織運営
方法や取り組み状況を伺った。

山形県では身近な文化財を
「山形の宝」
として活かす取り組みを進めており、国の
重要文化財に指定された旧県庁舎及び
県会議事堂を修復し、
「郷土館」
として
一般に無料公開。
またコンサートや演劇
公演、地域イベントなどの文化活動に貸
し出しを行っている。

医療・福祉対策特別委員会での活動

北海道医療大学（北海道石狩郡）
軽症や初期症状の患者に対する診察や

委員会では、深刻化する医師や看護師不足を解消するため、医療や福祉 薬の処方を行える看護師「ナースプラクテ
分野における人材の確保及び育成に関する調査を行い、対応策を提言し ィショナー（診療看護師）」を養成する大学
ます。
院の講座を平成22年度に開設（全国で4

県外の先進事例を視察 ㈱ニチイ学館（東京都千代田区）
訪問看護を担う看護師の確保に向けて、結婚や出産を機に退職した「潜在看護
師」
を中心に、
採用のためのセミナーの開催などに取り組み、
成果を上げている。

日本医療事務センター（東京都千代田区）

番目）。看護師の裁量権拡大につながるこ
とであり、国に対し制度化を要望していくと
云う。

公立大学法人・札幌医科大学

（北海道札幌市）
医学部卒業者の道内への定着を図るため
来年度の入学試験から卒業後の一定期
小樽潮陵高等学校（北海道小樽市）
間、道内で勤務することを条件とする「北
地域医療を支える人材の育成に向けて、
高校生の医学部進学を支援するために 海道枠」
を設置している。
地元浜松医大も
指定する
「医進類型指定校」の一つ。地域医療の意義等を学ぶとともに、医学部 「県内枠」
を設けている。
受験向けの高いレベルの授業や少人数指導を実施している。

無資格者を契約社員として雇用し、
ヘルパーの無料講座を受講させ、
資格取得後
に自社の施設で雇用するなど、
ホームヘルパーの自社育成等に取り組んでいる。

県政トピックス
●
「原発・総合エネルギー対策議員連盟」を設立

県議会は昨年９月定例会において「浜岡原発再稼働
の是非を問う県民投票条例案」
を議論を尽くした結果
国家の基本対策である原子力行政を、県民投票によっ
て問うことは妥当ではないという考えが大勢を占め否決
しました。
そして去る１１月２８日、県議会超党派議員で本議員連
盟を設立し、原発の今後や総合的なエネルギー政策に
ついて調査研究し、浜岡原発再稼働の是非に関する
決議なども検討していきます。
●第４次地震被害想定の本年６月公表を目指しています

静岡県防災会議では、発生しうる最大クラスの地震・津波
と、過去繰り返し発生して大きな被害をもたらしている地震・
津波の２つのレベルについて策定します。
国が昨年８月に公表した、南海トラフにおける巨大地震の
被害想定との整合を図りながら県独自のデータを加え、市
町単位で被害想定を策定することとしています。
２月に中
間報告を行う予定です。

静岡県議会議員

●東日本震災廃棄物２３，
５００トンの処理を進めます

これまでに島田市、静岡市、裾野市、浜松市において約
１，
０００トンを処理しましたが全て安全でした。今後も空
間線量率等の検査を厳重に実施し、測量データを県の
ホームページで公開します。

●
「第６６回全国お茶まつり」に４万７千人が来場

昨年１２月１７、
１８日に掛川市で開催された。テーマは
「美と健康の緑茶力」。近年関心が高まっている茶の機
能性、効用について広く情報発信した。
●原子力安全対策地域防災計画を策定します
また掛川市を含む
５市町では、
ススキやササなどを茶畑
昨年10月に原子力規制庁が公表した
「放射能拡散シ
「 茶草場」
と呼ば
ミュレーション」
をもとに、浜岡原発から概ね半径３０ｋｍ に敷き込む伝統的農法が続いており、
れる採草地を、
本年５
月の世界農業遺産への登録を目
圏内を
「緊急時に防護措置を準備する区域」
とし、関係
11市町と協議し、具体的な避難方法などを反映した実 指している。今回のお茶まつりが、茶の消費拡大につな
がるよう
「茶の都」づくりを進め、静岡茶ブランドの強化
効性の高い地域防災計画を策定します。
に取り組みます。
●エネルギーの地産地消を一層進めます

従来の一極集中型から分散自立型のエネルギー体系
への大転換を図るため、本県の豊かな自然エネルギーを
生かし、
エネルギーの地産地消に取り組んでいます。
「ふ
じのくに新エネルギー等導入倍増プラン」の進捗状況は
概ね順調で、太陽光発電については、県の助成制度拡

あつみ泰一事務所

〒４３４-００２７ 浜松市浜北区油一色１３２-１
TEL.０５３-５８５-１３１３
FAX.０５３-５８６-６１５５

充により、8年前倒しで今年度中に目標の30万キロワッ
トを達成する予定です。

●伊豆半島の
「世界ジオパーク認定」を目指します

昨年9月に日本ジオパークに認定された伊豆半島は、
ダイ
ナミックな地球の活動を感じることができる、世界でも類を
見ない特異な地形や地質を持った地域です。伊豆の魅力
を国内外に情報発信し、観光誘客に一層力を入れます。

「あつみ泰一携帯サイト」を開設しました。

携帯カメラでＱＲコードを撮っていただければ、
私の県政活動をご覧いただけます。県政へのご意見をお寄せください。あつみ泰一のサイトにアクセスできます。
是非メール会員登録をお願いします。
ホームページ http://www２.wbs.ne.jp/~atsumi-t/
ホッ
トな話題をお送りします。
Eメール atsumi-t@mail.wbs.ne.jp

