の効果に期待しています

みえません︒ワクチン接種

との闘いは︑収束の兆しが

新型コロナウイルス感染症

います︒１年以上におよぶ

時代は大転換期を迎えて

フェーズに対応した機動

局に対して行い︑感染の

策提言︑申し入れを県当

め︑ 機 会 あ る ご と に 政

声を施策に反映させるた

広く情報収集した現場の

中︑医療現場や商店など

対策や生活困窮時の生活

ため︑需要の喚起︑雇用

ある地域経済を立て直す

を徹底し︑厳しい環境に

す︒まずは︑感染症対策

課題をも問われていま

常生活のあり方に関する

れば幸いです︒

いますので︑一読いただけ

ちました︒概要を掲載して

定例県議会で一般質問に立

な思いを込め︑昨年９月の

挑戦する時です︒そのよう

皆様の支えに心よ

県議会に初議席を得てか
ら早２年︑多くの

が︑やはり一人ひとりが
﹁う
つらない うつさ

﹁人・地域力﹂で相生・兵庫の未来拓く

ない﹂意識と行動

ります︒今後もふるさと相

り感謝いたしてお

福祉資金の貸付等に取り

生︑兵庫のため﹁人・地域

が最も大切です︒
的な予算編成によって事

組まなければなりませ

校生などをはじめ、広く積極的に発信する。

ᵐᵎᵐᵏᴾବӭ

県政を身近なものに

ロナの影響や見直しの考えは。

県議会では新型コロナ対

業化されました︒

とともに、学生にとって安心して学べる取組を高

県政
報告

富山 恵二

策調整会議を設置し︑県当

オンライン授業、ＩＣＴを効果的に活用していく

富山恵二

ポストコロナ社会も見据えて、

企画県民部長
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発行者 富山 恵二

力﹂を第一に全力投球する

それを積極的に学外へも発信してもらいたい。

ん︒そして︑ポストコロ

ナ禍での兵庫県立大学の取組を示していただき、

現 在 の コ ロ ナ 危 機 は︑

って進学を目指している高校生のためにも、コロ

局と一体となって迅速かつ

ている。このような中、将来の大学生活に夢を持

決意です︒一層のご支援ご

富山

コロナ禍で教育現場が大きな影響を受け

ナ社会︑令和新時代を見

県立大学の学生支援及び運営は

働き方や暮らし方︑過度

トとして推進する。

的確に対応できるよう取り

新たな取組を追加しながら、成長するプロジェク

指導を賜りますようお願い

らない。コロナがあぶり出した視点も踏まえて、

据え︑変化に臆すること

けに、コロナ禍を機に加速させていかなければな

な都市集中︑経済活動の

井戸知事

時代の先駆けとなるプロジェクトだ

組みを進めました︒議員活

う10年間の取組としてスタートしたが、新型コ

申し上げます︒

くリーディングプロジェクトが、本年度から向こ

なく希望をもって果敢に

富山

兵庫2030年の展望で描いた未来を開

あり方といった我々の日

2030リーディングプロジェクトの
コロナ禍の影響と進ちょく状況は

動も大きな制約を受ける

第351回定例県議会一般質問に登壇
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兵庫県議会議員

現場の声 コロナ対策に反映
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元気に躍動する ふるさと相生 めざして
山 城 ア プ リ・ 感 状
山城復元図

西播磨県民局・令和３年度の主要施策
令和３年度、兵庫県西播磨県民局では、
Ⅰ「ひょうごスタイル」を踏まえた播磨歴史回廊構
築による交流人口の拡大
Ⅱ ポストコロナ社会における自立した地域づくり
Ⅲ 自然災害や感染症に備えた安全・安心な社会基
盤整備
の３つの体系に基づき、「光と水と緑でつなぐ 元
気・西播磨」の実現に向けて、豊かな地域資源を活
かした個性あふれる事業を展開します。主な重点施
策を紹介いたします。

播磨歴史回廊構築で交流人口拡大
〇西播磨山城復活プロジェ
クトのステップアップ
130 以上ある山城や

伝統文化体験等を活か
し、山城巡り等を「近場
で３密にならず健康にも

いいレジャー」として普
及させ、西播磨地域への
更なる誘客を図る。
〇西播磨ならではのツー
リズムの推進
西播磨地域が有するツ
ーリズム資源の魅力をさ
らに磨きつつ、体験、交
流、学びなどの多様化す
るニーズに的確に対応し
た情報の発信や隣県との
連携など特色ある施策を
展開する。
〇地域を支える人材の育成
地域貢献活動に取り組
む若者グループや地域課

題の解決に取り組む団体
等を支援するとともに、
西播磨地域の主要産業で
ある農林業を担う人材を
育成する。
〇地域資源を生かした産
業振興
地場産業や特徴ある農
産物、豊かな森林資源な
ど、地域資源を生かした
産業を活性化する。

自然災害、感染症に備え安全安心の基盤強化
榊川の状況調査

スマート専門高校に

す。早期事業完了をこれからも
求めてまいります。
ま た、 20年 前 に 計 画 が あ
り一部施工で中断していた榊川
改修工事について、令和元年度
より榊川の原風景を残しつつ、
水害から命と田畑守る安心安全
な改修工事を実施すべく改修計
画の復活を協議してきました。
地元皆さんのご理解を得ながら
令和２年度に基本計画を策定
し、令和３年度に詳細設計と工
事の目途がつきました。
自然災害に備えに、引き続き
努力してまいります。

相生産業高校に最新実習設備

竜泉那波線の
整備状況
砂防工事の現場を視察

道路ネットワークの構築︑河川改修など着々と

地域住民の経済・社会活動を
支える道路ネットワークの整備
や、地震、津波、豪雨等の自然
災害に備えた基盤整備が着々と
進んでいます。
相生市内においては、県道竜
泉那波線の整備が本格化しま

国が進める「スマート専門高
校」の取り組みで、相生産業高
校に３Dプリンターなど最新の
実習設備が導入されることにな
りました。同校の実習設備は
30年以上、更新されておらず、
私からも教育環境の充実を求め
てきましたが、今回、学校・教
育関係者らの要望が実現したこ
とになります。導入はこれから
ですが、新設備を活用した実習
で、優秀な人材が育まれると期
待しています。

相生産業高校
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▶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◀
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市町や事業者とも連携して、地域活力の維持・向上に
資する市街化調整区域のまちづくりを進める。

効果的な交通安全教室の推進策は
富山

交通安全教育・教室が、感染症による活動の

自粛により大きな影響を受けたのではないか。インタ
ーネットや動画等を活用し、各警察署においても地域
事情に配慮した各種活動等を積極的に行っていただい
ているものと思うが、今後、効果的な教育、広報啓発
をどう推進するのか。
警察本部長

感染拡大防止対策を徹底した上で、対

面・集合型の交通安全教育等を増やすなど、地道に活
動を行うとともに、インターネット等のあらゆる媒体
を活用した交通安全教育を推進する。

般質問で提案

学公園都市の
ーミナル完成

典の写真

生市はその玄関口となっており、同公
園都市の魅力をもっと高めるため、交
通網の充実を求めました。
バスターミナルの供用開始により、
ＪＲの各駅とのバス連絡網の利便性向
上が図られ、西播磨地域、兵庫県の発
展につながるよう、一層努めてまいり
ます。
３月28日には現地で供用開始式典
が開かれ、出席いたしました。コロナ
禍で式典規模が縮小されたものの、期
待の大きさを改めて実感いたしました。
繋がったと感謝しておられまし
たが、今後の観光客の動向が全

た
「有馬地域だけではなく、

く見えないとの危惧をされてお

県全体でよくならないと」

り、支援策を延長していくこと

う言葉のとおり、県内観光

が必要です。

さらなる連携が必要である

さらに、コロナ禍を契機とし

じました。

た地方回帰の流れを観光業をは

体として、コロナ禍による

じめとした地域振興に生かすた

業界における収入の影響は

めの意欲を強く感じ、今後の相

に大きく、その中で各種支

生市の取り組みについても大い

は有効であり、事業継続に

に参考となりました。

予算は、総額で前年度を６５１９億円上
回る４兆６０６８億円にのぼり、過去最
大規模となっています。これは、新型コ
ロナの影響による経済的影響の長期化が
懸念されることを踏まえ、中小企業制度
資金貸付金の７１２６億円の増などで、
一般会計が過去最大２兆７３０４億円に
なったことなどによるものです。これを
除いた一般会計の予算規模は、対前年比
１・３％増のほぼ同額となっています。
予算編成の基本方針は次の通りです。
①新型コロナ感染症への適切な対応
②ポストコロナに向けた兵庫の活力創造
③新たな兵庫への道筋
井戸知事は「ポストコロナ社会へのス
タート予算」と命名。予算案を審議する
２月定例県議会で、井戸知事は「ポスト
コロナ時代にふさわしい
『すこやか兵庫』
の実現に向け、ともに手を携え、挑戦し
ようではありませんか」と呼びかけまし
た。
今後、適切な予算執行はもちろん、コ
ロナの影響による厳しい財政環境が続く
ため、持続可能な行財政運営について、
しっかり取り組んでまいります。
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︵上︶城崎国際アートセンターを視察︒
︵下︶有馬温泉観光協会と意見交換

響を現地調査

ポストコロナ社会へスタート予算

もに、事業者や市町担当者向けの研修会を開催する。

令和３年度
県当初予算

し守る施策を提言

２月議会で可決した令和３年度県当初
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フードドライブ運動の取組は
富山

暮らし

市街化調整区域内における
住宅建築へのサポートは
富山

市街化調整区域においても、地域創生に資す

るまちづくりを推進することが重要。農業を推進する

家庭で余っている食品をスーパー等に持ち寄

上からも市街化調整区域、中山間地域に住み続けた

り、それらをまとめて食品を必要としている人のもと

い、新たに住みたいと思う人が居を構えられるよう

へ届けるフードドライブ運動は、持続可能な循環型社

に、新たな基準を設けることなども必要かと思うが、

会の構築及びＳＤＧｓにつながる。この運動が全県へ

市街化調整区域内の住宅建築への支援の現状と今後の

広がっていくように力を注いでいただきたい。

目指すところは。

井戸知事

ひょうごフードドライブ推進ネットワー

まちづくり部長 地域活性化に向けた効果的かつ弾

クを立ち上げ、「もったいないをありがとうに」を合

力的な取組を継続するよう、今年度は、ＵＪＩターン

い言葉に、ひょうごフードドライブ運動として、県内

者による既存住宅の取得について期間限定の運用から

850店舗を対象に拡大を図り、全市町域に根づかせ

恒久化した。基準を体系的に取りまとめ、許可事例も

ていきたい。関西広域連合でも優良事例の紹介や啓発

紹介する県民向けリーフレットを新たに作成するとと

に着手しており、関西全体の取組としても発信する。
令和元年９月定例県議会の一般質問

廃棄物処理で働く人を守る体制は

で取り上げた播磨科学公園都市の中心
部・芝生広場のバスターミナルが４月

コロナ禍で日々、家庭ごみの処理作業をして

１日から供用を開始しました。同公園

いただいている作業員の方々に対し、医療・福祉部門

都市内における交通の利便性を高める

の皆さんと同様に、本当に頭の下がる思いがする。そ

ため、県企業庁が整備を進めていたも

こで廃棄物作業現場で働く人をしっかりと守れる体制

のです。

富山

回収から処分までの一連の感染予防対策

射光施設「スプリング８」などの先端

も盛り込んだ県版の新型コロナウイルス対策ガイドラ

科学技術施設をはじめ、分譲住宅、兵

インを作成する。市町や廃棄物処理団体等と連携をと

庫県立大学の理学キャンパス、同附属

りながら、万全の処理を徹底する。

高・中学校などが立地しています。相

自民県議団総務部会
新型コロナウイルス感染症に
よる観光業や宿泊業への影響等

播磨科学
バスター

同公園都市内には世界に誇る大型放

について伺う。
環境部長

前回の一般

式典

コロナ禍の観光業・宿泊業への影響

Go Toキャンペーンの効果 等）

の取り組みなどに感銘を受けま

ゃった

を行いました。

した。

兵庫県

の把握に努め、今後の施策検討

初日は、豊岡市の但馬國出石

２日目は、神戸市の有馬温泉

という

にあたっての参考とするため、

観光協会および城崎温泉観光協

観光協会の方々と意見交換を行

地のさ

県議会自民党議員団の総部会の

会の方々と個別に意見交換を行

いました。

と感じ

一員として、11月４〜５日の

いました。

都市部に近い観光地として、

全体

２日間にわたり、県内観光協会

新たな観光ルートを打ち出す

若者等に対する情報発信や新た

観光業

等に直接出向き、聴き取り調査

ための道路整備の重要性や、芸

な取り組みを進めておられる印

非常に

（各地における感染防止対策、

術・文化による新たな地域振興

象を受けました。会長がおっし

援金は

