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播磨自動車道・播磨新宮ＩＣ〜宍粟ＪＣＴが開通
播磨科学公園都市の活性化へ
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県立はりま姫路総合医療センター開院

播磨姫路圏域の中核的医療機関

両病院が行ってきた循環器疾患医療、救命救急センター機能など
を継承・発展させるとともに、一刻を争う事態に対する三次救急機能
が一体化したことで幅広い疾患に対応する救急医療が可能になにな
りました。さらに、教育研修棟も併設し、医師・医療従事者が集まる
リーディングホスピタルをめざしています。

４月 日の開院記念式典
に出席︒その後︑最先端
の医療機能などを視察︑
説明を受けました

県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が統合再編した
「兵庫県立はりま姫路総合医療センター（愛称：はり姫）
」が５月１
日に開院しました。播磨姫路圏域の中核的医療を担う医療機関とな
るよう、私も高度専門・急性期医療の提供や、医師不足の解消につ
ながる人材育成機能の充実等を求めてきましたが、多くの方の希望、
期待に叶う新病院となっています。

「広げよう 碧（あお）く豊かな 海づくり」をテー
マに「第 41 回全国豊かな海づくり大会兵庫大会〜御
食国ひょうご〜」が 11 月 12、13 日、明石市で開催さ
海上歓迎・放流行事会場のイメージパース
れます。この大会は、つくり育てる漁業の推進を通じて、
水産業の振興と発展を図ることを目的に、毎年全国各地で開催され、天皇皇后両陛下のご臨席が恒例となっ
ている国民的行事です。兵庫県では同大会の開催を通じて、豊かな海の創出に取り組む地域の姿を全国に
アピールし、その活動の輪をさらに広げ、水産業の一層の振興・発展を図ることを目指しています。
式典行事は 13 日、明石市立市民会館で開かれ、 終了後、明石港ベランダ護岸で海上歓迎・放流行事を
行います。前日の 12 日は、明石公園などで兵庫五国の魅力を発信する関連行事を実施します。

Proﬁle

昭和32年 7 月22日生まれ、相生市育ち。神戸学院大学法学部卒業後、民間企業に１年勤めたのち、
昭和56年、相生市役所に採用。その後、まちづくり推進課長、企画管理部参事（定住促進担当）、
議会事務局長、市民生活部長、防災監などを務めました。平成30年退職後、相生・上郡広域シルバー人材センター
に勤務。故郷の発展へ奮起し、平成31年 ４ 月、兵庫県議会議員選挙で初当選させていただきました。

▶県政のご相談は、
お気軽に県議会議員・富山恵二事務所まで◀

〒 678-0022 相生市垣内町 7-25 TEL：0791-55-9840 FAX：0791-55-9841 https://www.tomiyama-keiji.jp

富山 恵二
県政を身近なものに

日ごろより兵庫県政・県議会に、ご理解と
ご協力を賜っており、改めて心から感謝申し
上げます。昨年８月、知事が20年振りに交代し、
齋藤新県政が誕生、その齋藤元彦知事による初
の予算案を審議した第357回２月定例県議会は
43日間もの長期にわたり、行革条例の撤回、修正
案の再上程など、
これまで以上に活発な議論が
展開されました。
そのような審議を経て可決した令和４年度県
そのような審議を経て可決した
当初予算の編成に当たっては、県議会の最大会
派である自民党議員団として、県内各地域か
ら選出されている所属議員の地元課題や、各
種団体からの意見・要望等を政策化し、齋藤
知事をはじめとした県当局に対して事業化を
求めてきました。
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全国豊かな海づくり大会兵庫大会を今秋開催
豊かな海づくりの輪ひろげ、水産業の発展へ
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相生ペーロン祭が３年振りに開催されま
した。メイン行事のペーロン競漕では
100 周年に相応しい熱戦が繰り広げられ
ました。齋藤知事も谷口市長と共に応援。
地域の元気を相生から兵庫、全国へと広
げましょう
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兵庫・相生の発展へ県・市をつなぐ
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播磨自動車道の播磨新宮ＩＣから宍粟ＪＣＴ間11.5キ
ロが３月12日開通しました。
これにより、兵庫県姫路市を起
点に鳥取県鳥取市に至る延長約87キロの中国横断自動車
道姫路鳥取線が全線つながりました。全線開通で、姫路市か
ら鳥取市までが約20分短縮され約１時間55分で結ばれ、南
北軸の強化が期待されています。
宍粟市から播磨科学公園都市までは約15分短縮され約
16分に。昨年の決算特別委員会での私の質問に対して、答弁
を頂いていましたが、播磨ＪＣＴから播磨新宮ＩＣ開通後、
播磨科学公園都市の産業用地分譲面積は増加しており、全
線開通により一層の活性化が見込まれます。
相生市としても、この高規格道路の完成で、宍粟市お
よび佐用町から鳥取市までの時間が大幅に短縮されるこ
とになりました。

兵庫県議会議員

私は昨年度、議員団政務調査副会長とし
て、浜田知昭政務調査会長を補佐し、政策を
とりまとめる重要な責務を果たさせていただ
きました。その作業の中で改めて実感したの
が、相生市の課題は他の地域における課題に
通じるものが多く市民の声、意見を予算化・
事業化することは兵庫全体の発展につながる
ということです。市政と県政をつなぐ県議会
議員として、現場主義に徹し、地域課題の解
決に全力を尽くす決意を新たにしています。
新型コロナ感染症やロシアのウクライナ侵
攻など先行きへの不安感は隠せませんが、だ
からこそ、地域に根差した活動こそが重要だ
と認識しています。
安全で安心な生活を
肌で感じる社会の実
現、そして明るい未
来を切り開いていく
ため、誠心誠意努力
してまいります。
さらなるご支援、
ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い申し上げ
ます。
播磨自動車道の開通式典で齋藤知事、谷口相生市長と

令和４年度県当初予算 総額４兆2,482億円

令和４年度県当初予算は、
「県政改革方針」に基づき、
「躍動する兵庫へ〜第一歩を踏み出す」
ことを基本方
針に編成されました。予算規模は総額で４兆2,482億円、対前年比で7.8％減となりました。一般会計予算（約
２兆3,833億円）の歳入・歳出の内訳は、下記のグラフの通りです。
一般会計予算歳入・歳出の内訳
新型コロナへの対応を第一に、
災害復旧費ほか 107 億円
●新しい成長の種をまく
議会費 25 億円
0.4％ （＋1.4％）
0.1％ （△0.6％）
●地域の価値を高める
公債費
県税等
その他の収入
総務費 2,377 億円
2,685 億円
8,735 億円
7,331 億円
10.0％ （+0.5％）
●安全安心の網を広げる
11.3％
36.7％
30.8％
(+14.2%)
（△34.0％）
教育費 （△14.3％）
この３つの視点により、
３,654 億円
民生費 3,607 億円
15.3％ （△1.2％）
地方特例
一般会計
県債
一般会計
①新たな価値を生む経済の構築
15.1％ （+5.1％）
交付金等
1,059 億円
歳 入
歳 出
警察費
290 億円
4.4％
２兆
3,833
衛生費 1,380 億円
２兆 3,833
②安全安心社会の先導
１,363 億円
1.2％
（△17.5％）
億円
5.8％ （+44.0％）
億円
5.7％
(+4.9%)
（△12.7％）
（△12.7％）
（△2.1％）
③未来を創る人づくり
労働費
67 億円
土木費
④個性を磨く地域づくり
0.3％
地方交付税等 国庫支出金
１,335 億円
商工費 6,446 億円
（△17.5％）
2,553
3,866 億円
5.6％
27.1％
億円
⑤県政運営の改革
16.2％
（△8.8％）
（△34.2％） 農林水産費 787 億円
10.7％
(△19.4%)
3.3％ （△7.1％）
（+16.2%） ※カッコ内は対前年度比
を重点に施策展開を図ります。

発行者 富山 恵二

〒 678-0022 兵庫県相生市垣内町 7-25

TEL：0791-55-9840

FAX：0791-55-9841
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令和４年度県主要事業

県民の声を政策に！予算化・事業化で地域課題の解決につなぐ
今年度、さまざまな事業が展開されますが、私が要望した政策も数
多く盛り込まれています。そこで、市民生活とかかわる主要事業を中
心に、私の活動テーマをもとに分類し、紹介させていだきます。

齋藤知事ら県幹部に令和４年度予算編成に対
する申し入れを行いました。これらの活動が
事業化につながっています

子 育 て 環 境・教 育 環 境 の 充 実 など
次代を担う人づくりを地域ぐるみで推進
■ひょうごリーディングハイス
クールの推進
社会変化への柔軟な対応力を育
む教育活動を支援し、本県なら
ではの魅力･特色ある高校づく
りを促進
■学校問題への総合的な支援

●複雑化する課題に対して学校
問題サポートチームを設置
し、生徒指導･教員の指導力向
上などを支援

●い じ め 等 へ の 対 応 強 化 の た
め、ネットワーク会議や相談
ホットライン、重大事態への
対応研修等を実施

■特別支援学校における｢心のバ
リアフリー｣の推進

児童生徒等の自立と社会参加に
向け、居住地域との交流を促進
する活動を実施

■集落･地域の自主的･主体的な取
組による活力創出等への支援

地域づくりの取組状況や進度に
応じて、自由にメニューを選択
できる総合的支援を実施

■地域スポーツ活性化への支援

地元企業の支援、
就労確保、
農林水産業
の 振 興 など相 生 の 元 気 づくりの 推 進
■ポストコロナを見据えた起業家
への支援強化

コロナ禍で困難に直面しつつも
再度起業を目指す方に対し、段
階に応じた支援を実施

■中小企業等における経営改善･
成長力強化への支援

地域の中小企業支援機関による
事業者への伴走支援に補助を行
い、事業者の経営力強化を促進
する

■チャレンジHYOGO就職大作戦
の展開

学生の県内企業への就職促進
や、県外へ流出した若者のUJI
ターンの促進
●カ ム バ ッ ク ひ ょ う ご ハ ロ ー
ワークの運営＝首都圏等での
UJIターン相談、県内企業との
マッチング支援

県民全体のスポーツ実施率向上
を図るため、市町単位でのコン
ソーシアム（共同事業体）設置
を促進し、スポーツイベント開
催を支援

西播磨県民局

令和４年度重点事業

管内企業の人材確保を図るた
め、大学生向けインターンシッ
プを支援するとともに、ＵＪＩ
ターンで地元西播磨での就業を
考えている第２新卒や中途採用
を対象とした情報発信と企業の
マッチングを行い、地元企業へ
の就職を促進する

■西播磨地域ビジョン2050の推進

西播磨地域ビジョン2050を広く周
知、実現に向けた取組を多様な主
体と協力して進める

■近隣府県との連携を広げる新た
な観光戦略の策定

2025年の大阪･関西万博の開催な
どを視野に入れた新たな観光戦
略を策定

■スマート農業技術のマッチング
の推進
■兵庫県産農林水産物流通・販売
の拡大
■ひょうごプラスチック循環コン
ソーシアム事業の推進

分別対象の拡充に対応する広域
連携の検討及び調査、リサイク
ルの先進的な取り組みの全県展
開を図る

■栄養塩類管理計画の策定
【移住相談会の様子】

兵庫の元気づくりは、地域資源を生かした県民局の独自事業の展開が重要です。令和４年度に
おいても西播磨県民局では「光と水と緑でつなぐ 元気西播磨」をテーマに多彩な事業が実施され
ています。その主な施策を紹介いたします。
■「山城」と「水」と「緑」で織
りなすツーリズムの推進
■西播磨就職・転職サポート

●求人情報を提供するマッチン
グサイトの運営＝大学生･転職
者等の県内就職を促進するた
め、県内企業の魅力や求人情
報を発信
●UJIターン就職のための合同企
業説明会等の開催＝就活生の
ための合同企業説明会や、就
活前の学生を対象とした県内
企業による情報発信フェアを
開催

■マイクロプラスチック調査隊

家庭用品を用いた実験、砂浜での
マイクロプラスチック採取・観
察、海岸清掃などを実施

■防災対策にかかる県民意識向上
の推進
県内で地区防災計画作成に携わっ
た地区住民等を講師とした、自主
防災組織（自治会）・市町職員向
け勉強会の開催。市町が主催する
防災ワークショップ等の支援。高

豊かで美しい瀬戸内海の再生に
向け、栄養塩類管理計画を策定

校生への防災意識の普及啓発へ防
災教育出前講座などを実施

■農福連携スタートアップ・チャ
レンジ支援
農業分野において障害者の受入れ
環境整備や農福産品の販売拡大へ
の支援などに取り組む

一般質問で求めた自然災害の備え、子
どもを守る取組等も予算化されました

福祉の充実、防災・防犯の向上、社会インフラの
強化など住み続けられる活力あるまちづくり
■歯及び口腔の健康づくりの推進

歯及び口腔の健康づくり条例を
制定（２月県議会で可決）

■小児期からの移行期医療支援体
制の整備

小児期から成人期の医療機関へ
の円滑な移行を可能とするた
め、支援センターを設置

■高齢者等への介護支援の取り組
み強化
■地域における交通安全対策の強
化

●交通安全施設等の整備(交通管
制センター整備、信号機の新
設･LED化 等)・老朽化対策
●通学路･自転車等の安全対策(歩
道･自転車通行空間整備)、事故
防止対策(防護柵･道路照明等)

を促進

■発達障害児等の保育所等への受
け入れ支援

保育士･保護者への指導助言を行
う支援カウンセラーの配置を支
援

■不妊治療を行う方への支援促進
■播磨科学公園都市を核とした道
路ネットワークづくり
令和４年度、相生市内では一般
県道「竜泉那波線」２期工区の
本工事を実施。

■避難行動要支援者のための個別
避難計画の作成促進

市町が独自に取り組む計画作成
推進施策に対して支援するとと
もに、自主防災組織の人材育成

相生市内

【竜泉那波線の整備状況】

令和４年度公共事業等実施予定箇所

■ため池・農村地域防災減災事業＝若狭野町：①入野新池（令和４
ため池・農村地域防災減災事業＝若狭野町：①入野新池（令和４
年度完了）、②奥池下池、③入野大池
■山林育成事業＝若狭野町寺田ほか（防災整備事業として危険木の
山林育成事業＝若狭野町寺田ほか（防災整備事業として危険木の
調査、令和５年度伐採）
■道路＝竜泉那波線（那波〜那波南本町）
■道路＝
竜泉那波線（那波〜那波南本町）
■道路メンテナンス事業＝①相生壷根公園線、②多賀相生線（上土
道路メンテナンス事業＝①相生壷根公園線、②多賀相生線（上土
井橋）、③たつの相生線（普光沢橋、相生橋）
■道路・土砂災害対策道路事業＝国道250号（令和４年度完了）
■道路・土砂災害対策道路事業＝
国道250号（令和４年度完了）
■砂防事業＝①旭６丁目（２箇所、令和４年度完了）、山手１丁目
砂防事業＝①旭６丁目（２箇所、令和４年度完了）、山手１丁目
（令和４年度新規）
■海岸メンテナンス事業＝相生港海岸
■海岸メンテナンス事業＝
相生港海岸

