݈ޛऔʚ∝Ⴤإԓ

兵庫県議会議員

来年度予算編成に向け政策提言
兵庫五国の価値を高める地域創生の推進など要請
来年度予算編成に対する重要政策提言を９月７日、
自由民主党議員団として齋藤知事に行いました。
特に重要な政策と位置づけた最重点提言項目６項
目をはじめ、各分野において重要な政策と位置づけ
た計 49 項目をまとめました。
最重点項目は次の通りです。
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の総合的な対策の展開
感染拡大防止対策や予防・治療薬、ウィズ・コロ
ナの生活様式を研究・推進するとともに、地域経済
や県民生活の再生をめざし、生活・経済対策を確実
に実施すること。
Ⅱ 兵庫五国の価値を高める地域創生の推進
兵庫五国の各地域が持つブランドやポテンシャル、
そして多様性を活かした地域創生の加速化を促し、
ポストコロナ社会に相応しい兵庫五国の地域創生を
実現すること。

令和 4 年度 9 月補正予算 ( 緊急対策 )

Ⅲ ポストコロナ社会の実現
ＳＤＧｓ等の時代潮流や、大阪・関西万博等を見
据えた景気動向に対応しながら、兵庫の産業の元気
と県民生活の豊かさの創出を着実に実現すること。
Ⅳ 誰も取り残されない調和のある社会の構築
あらゆる場で誰もが社会の担い手として参加し、
一人ひとりが輝いて調和をもって活躍できる社会の
構築を推進する施策の充実を図ること。
Ⅴ 安心安全な県土づくりの実施
社会資本整備や事前防災・減災・縮災対策とともに、
感染症等との「複合災害」に備えた避難対策等を推
進すること。
Ⅵ 未来を切り拓く政策の研究と推進
新たに定められた「県政改革方針」により、実の
ある改革を実行すること。また、兵庫の未来を切り
拓く政策を推進すること。
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第359回９月定例県議会一般質問に登壇
命の大切さ、命を守り抜く取組を問う

原油価格・物価高騰対策の強化と感染者急増への対応
補正予算規模

一般会計：649億円

特別会計：０．
２億円

ひょうごで食べようキャンペーン ( 県版 GoToEat) の実施：9.0 億円
物価高騰に直面する県民生活を支援するとともに、原材料調達コスト上昇の影響を受ける飲食店を支援する
ため、プレミアム付き食事券発行によるキャンペーンを実施
・発行総額 35 億円 ( プレミアム率 25％ )・食事券単価 一冊 12,500 円分を 10,000 円で販売 (28 万冊 )
・期間 R4.12 月〜 R5.1 月（２カ月間の予定）

県産農産物購入への支援：3.3 億円
食費高騰の影響を受ける県民を支援するとともに、肥料・燃料等の高騰で経営が圧迫されている生産者を
支援するため、県産農産物の購入支援・販売促進を実施
①県内直売所における消費キャンペーンの実施：１回 2,500 円の購入につき、500 円の金券発行。期間
R4.11 月〜 R5.1 月（３カ月間の予定）
②県内量販店 ･ 卸売市場と連携したフェアの開催：実施期間 R4.11 月〜 R5.2 月のうちの３日間程度（対象
100 店舗）

社会福祉施設等における光熱費等高騰対策：9.7 億円
光熱費・食費等の高騰による利用者負担の増加を抑制するとともに、報酬単価等が据え置かれている社会
福祉施設等が継続的・安定的にサービスを提供できるよう、一時支援金を支給

生活困窮者への切れ目のない支援
緊急生活福祉資金の小口資金、生活困窮者の自立支援金、住居確保の給付金等、それぞれ国の制度に応じて延長

陽性者登録支援センター ( 仮称 ) の設置：1.3 億円
発生届対象外となる患者に対するフォローアップ体制を構築するため、既存の自宅療養者等相談支援セン
ターに加え、陽性者登録支援センター ( 仮称 ) を設置

農林水産事業者への支援：8. ８億円
燃油価格高騰等によるコスト増加を緩和するため、業種に応じて必要な支援を実施

農業生産コストの低減支援：1.5 億円
肥料価格高騰の影響を受ける農業者に対し、生産コスト低減機器等の導入を支援

公共交通等事業者に対する省エネ化の支援：8.2 億円
燃油価格高騰の影響を受ける公共交通等事業者に対し、省エネ性能に優れたエコタイヤの購入費用を支援
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新型コロナウイルス感染症に加えて、ロシアのウクライナ侵略等により、原油価格・物
価が高騰し、県民生活や地域経済に深刻な影響を与えています。９月 20 日から 10 月 24
日までの 35 日間にわたり開催された第 359 回定例県議会では、原油価格・物価高騰への
緊急対策として、６月補正予算案に続く第２弾の９月補正予算案を審議し、可決しました。
先行きが見通せない厳しい時だからこそ、スピーディな対応が重要です。状況を見極め、
必要ならば補正予算による緊急対策を今後も要請して参ります。
兵庫県の新しい将来ビジョン「ひょうごビジョン 2050」では「包摂」と「挑戦」を大
切にすべき価値観として掲げています。変化の激しい時代だからこそ、誰一人取り残され
ない包摂的な社会づくりに精一杯注力しなければなりません。そして、誰もが社会の担い
手として夢と希望をもって挑戦できる兵庫県を築くことが行政の、そして、私たち県議会
議員の使命です。
その使命を果たす決意をもって、９月 28 日の県議会本会議で一般質問に立ちました。
命の大切さ、命を守り抜く取組について４項目５問を質問しました。その概要を２〜３面
に掲載いたしましたので、ご一読いだけると幸いです。
今後とも皆さまと約束いたしました「相生の元気づくり」「次代を担う
人づくり」「住み続けられるまちづくり」に全身全霊をかけて取り組み、
県政を身近なものと実感していただけるよう誠心誠意努力して参ります。
一層の力強いご支援、ご佃撻をお願いいたします。
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誰一人取り残さない防災・減災対策の充実について
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第 41 回全国豊かな海づくり大会兵庫大会に向けて

第359回定例県議会一般質問に登壇

被害者にも加害者にもならない指導を実施

豊かで美しい海の創出を県民総参加で
⑴ 大会の PR について
富山 第41回全国豊かな海
づくり大会兵庫大会が「広げよ
う碧く豊かな海づくり」をテー
マに、11月12日と13日に明石
市を中心に開催されます。式典
行事は明石市立市民会館、会場
歓迎交流行事は明石港ベランダ
護岸、そして関連行事が明石公
園など県内各地で行われます。
大会の成功は、漁業関係だけに
とどまらず、環境問題、食、観
光産業にも直結するものです。

従来型の関係機関を通じてのＰ
Ｒだけでなく、どのようなＰＲ
作戦を考えていますか？
農林水産部長 より広く、多
くの県民に大会への参画を促
すことに重点を置き、フェスタ
やサテライト会場でのイベント
に関するポスターやチラシを多
くの乗降客で賑わう主要駅や空
港などで掲示、配布するほか、
街頭ビジョンなどを活用し、県
民の視覚に訴える広報を充実さ
せ、県民総参加の大会として、
成功に導いていきます。

富山 大会を通じて豊かな海
の創出に取り組む本県の姿を
全国に発信し、全国の水産振興
につなげるのはもちろん、豊か
な海づくりを続けていけば、自
然、漁場環境の保全や資源管
理、栽培漁業になることを広く
県民につないでいかなければな
りません。県民皆が大会の意義
を共有し、今まで以上に海を好
きになって、海のことを考えて
いただくきっかけになるような
大会にすることが重要です。
知事 環境保全団体、ＳＤＧ
ｓに取り組む企業等が関連行事
に参画します。大会後も海に関
連する多くの団体で構成される

海上歓迎・放流行事会場のイメージパース

保育所等の安全管理体制について
送迎バスの実効性ある安全対策を実施

⑵ 大会の意義をどうつなぐか

推進母体の立ち上げを予定して
おり、豊かな海づくりの主体的
で息の長い取組となるようにし
ます。大会のレガシーとして、
豊かで美しい兵庫の海の創出、
そして継承を県民総参加の運動
へと発展させます。

自転車の交通安全教育について

富山 送迎バス内に子供が置
き去られる死亡事故が繰り返さ
れたことが悔やまれて仕方があ
りません。子供を車内に置き忘
れるはずがないと思うのではな
く、子供を車内に置き忘れるこ
とがある、ここから始まる一歩
踏み込んだ対策が急がれます。
これまで、対策指針の通知は、
重大な悲惨な事故が起きてから
発出され、対処療法的に対応マ
ニュアルが作成される傾向があ
りますが、本来は、事故が起き
ないように何をすべきなのかを
ベースに安全対策を実践する取
組が急がれると思います。園児
等が施設で安全に楽しく生活が
できる取組を要請します。
福祉部長 県では①送迎バス
安全管理の留意事項を作成し、
各施設での徹底、②安全管理に
関する研修の実施、③毎年各
施設から県に提出する事故点検
の項目に、園児の送迎バス乗降
時の安全確認に関する項目を追
加、必要に応じて立入検査を実
施する体制にしています。今回

の静岡県の事故を受け、全保育
施設、認定こども園などに対し
て、送迎バスにかかる緊急点検
や現地調査を実施しています。
結果を踏まえ人を感知するシス
テムの活用促進など、より実効
性のある対策を進め、保育所等
の安全確保対策を強化します。

富山 自転車乗用中の死亡事
故は減少しているけれども、他
の死亡事故と比べて特に減少し
て い る わ け で は な く、 し か も
自転車での死傷者は、若年層の
割合が高く、自転車に乗ってい
る人にも法令違反が多いという
ことのようです。つまり、ルー
ル違反が多いということはゆゆ
しきことです。自転車は加害者
になり得る車両であるなど、安
全教育が特に大事です。兵庫県
では、平成 27 年に全国に先駆
けて、自転車利用者が加害者に
なったときを想定し、自転車利
用者等に自転車保険の加入を義
務づける自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例を制定
しましたが、この条例では、自
転車小売業者は、販売時購入者
に対し、自転車保険加入の有無
を確認するよう義務づけていま
す。保険の加入率の状況やその
推移、自転車利用者への安全教
育、周知の取組状況を伺います。

県民生活部長 県の自転車が
関係する事故は年々減少し、昨
年は4,344件と、平成16年のピ
ーク時からすると半減はしてい
るものの、全体の人身事故件数
における自転車事故の割合は約
25％を占めています。死傷事
故では15歳から19歳の割合が
約16％、交通違反が認められ
るケースが全体の９割以上で、
年齢層に応じた自転車の安全運
転についての指導を行っており
ます。高校生には出前講座を実
施し、被害者にも加害者にもな
らない安全な利用を指導してい
ます。自転車保険への加入は、
令和３年で兵庫県の加入率は約
70％と、全国平均62.2％より、
高くはなっておりますが普及が
必要です。交通ルールの啓発も
含め、自転車販売店や保険事業
者などとともに呼びかけを行っ
てまいります。今後も関係機関
が連携し、効果的な啓発、安全
利用に取り組みます。

誰一人取り残さない防災・減災対策の充実
地域における共助の意識向上を図る
富山 ９月 19 日、本県の日
本海側を通過した台風 14 号で
は大きな影響を受けましたが、
死者、行方不明者が出ることは
な く、 負 傷 者 は 11 名 で し た。
また、700 人余りが避難所へ避
難をされました。兵庫県がマイ
避難カードの推進により、自分
の命は自分で守ることを呼びか
けてきた効果でもあります。相
生市では、避難行動要支援申出
書の届出を受けることにより、
避難行動要支援者名簿に情報を

整理するとともに、この名簿を
市の防災担当部署のほか、消防
団、自治会を含む自主防災組織、
民生児童委員会等が共有してお
り、災害避難時の声かけや誘導、
避難漏れを防ぐ有効な手だてと
なっています。そこで、誰一人
取り残さない防災減災対策につ
いての取組を伺います。
知事 昨年５月の災害対策基
本法の改正により、名簿に基づ
く個別避難計画の作成が市町の
努力義務になりました。計画の

マイ避難カード作成ワークショップの様子

作成には、自主防災組織や要支
援者の状況をよく知る福祉専門
職などとの連携が不可欠で、こ
れらを対象とする研修会を行う
など、地域における共助の意識
向上を図っています。今後とも
ドローンなど最新技術の活用の
可能性、マイ避難カードの普及
も含め、市町との連携を強化し、
誰一人取り残さない防災減災対
策の充実を図ります。

