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県議会と齋藤新県政との論戦スタート

新型コロナウイルス感染症の拡大など激動
の１年が過ぎようとしています。皆さまの献
身的な努力に敬意を表しますとともに、日頃
の県政、県議会へのご理解、ご協力に心より
感謝申し上げます。
県政においては、５期20年にわたり兵庫県
の発展のため、多大な尽力をされた井戸敏三
知事が退任され、８月１日から齋藤元彦知事
による新県政がスタートしました。齋藤知事
は「県民ボトムアップ型県政の推進」を掲げ
ています。井戸県政の基本姿勢である県民と
の「参画と協働」と軌を一にするものであ
り、齋藤知事自らも「参画と協働」を受け継
いでいくことを表明しています。
私は、「県政を身近なものに」したいと県
議会の道を志し、努力してまいりました。
「参画と協働」「県民ボトムアップ型県政」
の推進は、「県政を身近なものに」すること
が根本にあると確信しており、信念をさらに
強くもって、ふるさと相生兵庫をより一層元
気にするために、全力を尽くす決意を新たに
しています。
そして、二元代表制の一翼を担う県議会と
して、新県政の方向性をしっかりと見定め、
是々非々の議論を行わなければなりません。
９月21日には、齋藤知事にとって初の議会
本会議となる第355回定例県議会が開会しま
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した。県議会との本格的な論戦がスタートし
たことになります。32日間にわたる会期中に
は、令和２年度決算案、コロナ対策などを中
心とした令和３年度補正予算案などを可決し
ました。
９月27日には一般質問に登壇する機会を得
て、齋藤知事と初めて対峙し、①災害に対す
る備え②プラスチック製品の削減と循環の取
り組み③子どもを守る取り組みの３項目７問
について県当局の見解をただしました。２～
３面にその概要を掲載していますので、ご一
読いただければ幸いです。
さらに、令和２年度決算案を集中審議する
決算特別委員会の委員として審査・質疑を行
いました。井戸県政20年を総括する大変重要
な決算案であり、これまでを検証し、今後の
方向性を示す委員会として臨みました。質問
の概要は改めて報告させていただきます。
また、今年度は自民党議員団の政務調査会
副会長として、浜田政調会長を補佐し、議員
団としての政策のとりまとめ、立案、県当局
との協議など、多忙な日々を過ごしておりま
す。重責だからこそ、やりがいを感じていま
す。市民の皆さまの負託に応え、兵庫の未来
を切り拓いていくため、粉骨砕身の努力をす
る決意です。今後とものご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
TEL：0791-55-9840

FAX：0791-55-9841
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誰もが希望を持てる相生兵庫を築く
今年度は県議会自由民主党議員団の政務調査会（政調会）副会長に選ばれました。自民党議員団は
県議会最大会派です。政調会は兵庫五国、県内各地域から選出され、それぞれの地元、選出区から寄
せられた住民の意見、要望を政策としてまとめ、議員団の総意として県当局に予算化・事業化を要請
する重要な役割を担っています。平日は、ほぼ毎日、県庁の議員団政調会室で執務をしています。会
長である浜田知昭議員を補佐し、誰もが未来への希望をもてる兵庫を築くため全力投球しています。

県議会自民党議員団・政調副会長として政策立案・実現に全力
最重要・緊急課題である新型コロナウイルス対
策で、県議会は感染の拡大防止、早期収束、そし
て甚大な影響を受けた県民生活、地域経済を立て
直すため、県当局と一体となって迅速かつ的確に
取り組みを進めています。現場の状況を施策に反
映させるため、機会あるごとに政策提言、申し入
れを県当局に対して行い、機動的な予算編成によっ
て事業化、実行してきました。
９月定例県議会で可決した令和 3 年度補正予算
では、医療体制の強化とともに、地域経済の活性化・
県民生活の安定化に向けた支援策を打ち出しまし
た。
緊急事態宣言は解除され、賑わいが戻りつつあ
りますが、コロナを巡る状況は日々変化します。
第 6 波への備え、医療体制の充実など機動的な対
応を議会としても検討し、県に要請していきます。
さらに、県のコロナ対策に県議会として協力す
るため、11 月から来年３月まで５カ月分の政務活
動費の 15％カット及び期末手当のカットなど、議
会費を総額で約 8,100 万円を削減することを全議
員が合意し、9 月議会で条例改正案を可決しまし
た。県議会の議会費削減によるコロナ対策への協
力は昨年度に続き２回目です。
来年度当初予算編成に向けた取り組みも始まっ
ています。齋藤新県政として初の予算編成となり、
より良い改革の流れとなるよう議会としても積極
的な政策提言や協議を進めなければなりません。
厳しい財政環境にありますが、健康・福祉、防災、
社会基盤整備など県民生活の安全・安心を守り、
充実させることが必要です。

会派として来年度予算編成に対する申し入れを行い、
政策内容を齋藤知事ら県幹部に説明しました

11 月 11 日には、自民党議員団として齋藤知事
に来年度予算編成に対する申し入れを行いました。
①五国の特性を生かした兵庫創り
②新型コロナウイルス感染症の総合的な対策
③多様で力強い兵庫経済の推進
④県民総活躍社会に向けて
⑤災害に強い兵庫の実現
⑥未来を切り拓く政策の研究と推進
以上最重点６項目及び分野ごとに 312 項目を提
言し、実現を強く求めました。
私がこれまで取り組んできた
〇次代を担う子育て教育の地域ぐるみでの支援
〇地 元企業と就労のマッチングの官民挙げた
推進
〇福祉の充実を基礎として住み続けられる活力
あるまちづくり
等をテーマとした施策なども数多く盛り込んで
います。
これから、来年度予算編成に向けた取り組みが
本格化しますが、自民党議員団の政調副会長とし
て、コロナ危機を克服し、兵庫五国が持つポテン
シャルや多様性を活かした地域創生の実現を確実
に進めてまいります。

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

・県政報告

施策提言

の対策

取組

の介護

係者に

てもら

り個別

性を高

、今後

防災監

県では今年度、災害時

要支援者支援指針を改定すること
にしております。津波や洪水の浸
水想定区域、また土砂災害特別警
戒区域などのまさに災害リスクの
高い要支援者から優先的に計画作
成に取り組み、これらの手順を市
町に示しまして、市町や地域の取

そして消費者、事業者団体で構成

いくべきですが、どのように県民

ます。

を立ち上げ、使い捨てのプラスチ

伺います。

組が一層進むよう支援してまいり

製品の削減と循環の取組

促進

するプラスチック資源循環検討会
ックの削減、内陸も含めた海ごみ

組み、資源循環を加速させてまい

源循環検討会などにおきまして、

事業者とのマッチングなどに取り

県民の取組促進

品の再

富山

れるの

コンビニや飲食店で提供

携し、

されるプラスチック製のスプーン

め、資

者とともに取り組んでいくこと

やフォークの削減運動など、消費

兵庫県

で、関連企業への強いメッセージ

、これ

にもつながると考えております。

性のあ

考えて

たちと

一体となった取組が重要です。今

後、県では専門家をはじめ、市町、

そこで、消費者個人による環境問
題への理解と意識改革、削減の取
組など、市町とも連携し促進して

守る取組について

100人も大幅増加し、統計のある

ついて

す。やはり学校だけでは自殺予防

教育長

日頃から学校外での活

ナから

動も含め、注意喚起を行っており

での団

り、児童生徒が多く利用します学

けでな

も、
「し

ましょ

どを積

はない

の人々

何とか

必要だ

ます。

ます。学校での感染防止はもとよ
校外の施設におきましても、安心
して活動ができるように必要に応
じて感染防止の情報発信に取り組
んでまいります。

②命を知る・命を守る教育

市町と連携した県民の学びの機会
の確保、また、脱プラスチック製
品購入の県民運動化について議論
を始めてまいります。県民の協力
を得るには効果の見える化がやは
り鍵を握ると考えております。ど
れだけのプラスチックが削減、そ
して回収されたか、またどんな資
源に生まれ変わったかをネット等
を活用して分かりやすく伝え、プ
ラスチック使用の削減につなげて
まいりたいと考えております。

は取り組むことができませんが、
小学校、中学校、高校と年代ごと
に予防につながる命の教室などを
交通安全教室と同じように取り組
むことが役に立つのではないかと

る教育プログラムを用いて、とも

について所見を伺います。

ることの抵抗感を下げるロールプ

考えております。そのような取組
教育長

自殺防止には、何より

も命を大切にする心の教育が重要

全 国499人 で2019年 の399人 か ら

育プログラムや自殺予防に生かせ

2020年の小・中・高校生の自殺は、

タイル委員会や、プラスチック資

1980年以降最多となっておりま

新型コロナが発生した

富山

消費者団体やマスコ

ミ等で構成します新しいライフス

②プラスチック製品削減に向けた

ころが

環境部長

対策、それから市町、リサイクル

ります。

循環促

運動を盛り上げていくのか所見を

です。命の大切さを実感させる教

に支え合う活動、また人に相談す
レイなどを授業に取り入れ、心身
の健康を育んでいます。今後も、
命の大切さを実感させる教育を一
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