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　皆様新年おめでとうございます。日ごろ大変お世話

になりありがとうございます。令和４年の干支は「壬寅

（みずのえとら）」で、陽気を孕み、春の胎動を助けると言われ、冬が

厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、

華々しく生まれる年になるという意味があ

るようです。昨年は、県知事選挙、参議院

議員補欠選挙、衆議院議員総選挙をはじ

め県内市町の首長、議員選挙など大変選

挙の多い年となりました。一方選挙時の川勝知事の発言が全国的に

も新聞、テレビ、インターネット等で取

扱われました。静岡県議会 11 月臨時

会でもこの件に関する請願を採択し、

辞職勧告決議案を可決しました。誹謗

中傷や、事実でない情報を発信したり

することには十分気をつけ、私も政治家の一人として自戒しながら

活動していかなければなりません。政策や考えの違いをただすこと

は可とするも、人格を否定するような発言は

厳に慎まなければなりません。県議会１２月

定例会は１１月２９日に開会し１２月２１日に

閉会しました。予算案件 4 件、条例案件 9

件、人事案件 1 件、その他案件 13 件が可

決又は同意されました。また職員の給与減

額に伴う条例改正案件は初日に先議分とし

て審議され可決されました。新型コロナも新しくオミクロン株という変異

株が広がり始めました。今後とも気をつけて生活しましょう。令和４年もまだまだ課題の多い年になりそうです

が、今後とも皆様のご指導ご支援を賜りながら努力してまいりますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和４年１月
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静岡県立
農林環境
専門職大学
0538-31-7901

　静岡県立農林環境専門職大学は、令和２年４月、全国初の農林業分野の専門職大学とし
て、磐田市に開学しました。
　本学は、120年の伝統があり、多くの先人を輩出してきた静岡県立農林大学校の「耕土
耕心」、すなわち「大地を耕すことは、自らの心を耕すことである。」という校訓を受け継ぎ、
大学の理念としています。
　本学では、農林業経営と生産のプロフェッショナルを養成するため、専門職大学の特徴
である「産業界等と連携した高度で実践的な職業教育」とともに、「学術に基づく教育」を行
うことで、理論と実践をバランスよく学ぶことが出来ます。
　令和３年３月には、新しい校舎も完成しました。この校舎には、一般の方も利用できる食堂があります。大学で生産した農産物を
使ったメニューが提供されることもありますので、是非、御利用ください。
　また、令和４年３月には学生の皆さんの生活の基盤となる新しい学生寮も完成します。
　多くの学生が本学で学び、本県の農林業を担う人材として活躍することを期待しています。

静岡県立農林環境専門職大学
（全国初の農林業分野の専門職大学の開学）

静岡県議会 11 月臨時会
　令和 3年 11月24日に、静岡県議会 11月臨時会が開催されました。
本臨時会では、御殿場市民から提出された「知事の辞職を求める請願」を起立
採決で、賛成多数で採択すると共に、自民改革会議と公明党県議団との共同
で追加提案した「知事に対する辞職勧告決議」を、議長を除く議員数６６人の
うち、賛成４７人（71.2％）、反対１９人（28.8％）の記名投票で採択しました。
　知事に対する辞職勧告決議案の提出も、その可決も、県政史上初めてのも
のでした。法的拘束力はありませんが、県議会として知事の辞職を求める意
思を明確に示すものです。
　今回、提出が見送られた知事不信任決議の可決には、出席議員の４分の３
（75％）以上の賛成が必要ですが、可決された場合には、法律により、知事は
１０日以内に議会を解散しなければ失職するものです。
　静岡県での知事への不信任決議案の審議は、過去に一例だけあり、1973 年 ( 昭和４８年）９月の竹山祐太郎元知事の
時です。
　1973 年９月、当時２期目の竹山知事は、唐突に次の 75 年の知事選には立候補せず、任期途中で退く決意を表明しま
した。後継指名した山本敬三郎・自民党参院議員（任期 1974 年７月まで）への禅譲を念頭に置いたものでした。野党は
反発し、迎えた９月県議会で、竹山知事は進退について説明をしなかったことから、議会軽視だと社会、公明、民社、共産の
県議１６人が不信任案を提出しました。しかし、採決の結果、議員数６９人、出席議員数６７人、投票総数６７票のうち賛成
１６票、反対４９票、無効２票の大差で否決されました。竹山知事は 1974年 6月に辞任し、山本敬三郎知事が 1974 年
7月に誕生しました。

12月8日午後 一般質問

衆議院議員総選挙公示

参議院議員補欠選挙投開票日

衆議院議員総選挙投開票日

決算特別委員会

戦没者秋季慰霊祭

１２月議会一般質問事前打合わせ

御前崎奥大井道路要望活動

決算特別委員会

決算特別委員会

水産問題協議会

決算特別委員会

御前崎港マリンパーク検討会

会派役員会議

宅地建物取引業協会中遠支部懇談会

議会運営委員会

県議会１１月臨時会

袋井土木事務所との打合せ

議会運営委員会

御前崎港マリンパーク海岸清掃

県議会１２月定例会開会

JA遠州夢咲、JA掛川との打合会

市町対抗駅伝大会

代表質問、一般質問

令和４年度予算ヒアリング

常任委員会

予算要望

議会運営委員会

県議会１２月定例会閉会

県教育委員会との意見交換会

11月29日冒頭謝罪挨拶

11月29日
議長へ前年度決算の審査報告提出

本会議場

問合せ先

記名投票

起立投票



令和2年度静岡県一般会計決算のあらまし令和2年度静岡県一般会計決算のあらまし 12月８日の藪田宏行一般質問～（質問項目と答弁要旨）

権限移譲事務交付金
ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ「TOUKA I‐0」総合支援事業費
男女共同参画施策推進費
水道施設耐震化等事業費助成
富士山静岡空港利活用促進事業費
海外誘客推進事業費
ラグビー聖地化推進事業費
競技力向上対策事業費
2020東京ｵﾘﾝﾋｯ゚ｸ･ﾊ ﾗ゚ﾘﾝﾋｯ゚ｸ「ふじのくに」ｽﾎﾟーﾂ推進事業費
2020東京ｵﾘﾝﾋｯ゚ｸ･ﾊ ﾗ゚ﾘﾝﾋ ｯ゚ｸ自転車競技開催推進事業費
私立高等学校授業料減免事業費助成
医師確保対策関連事業費
介護保険関連施設整備事業費助成
放課後児童クラブ運営費助成
こども医療費助成
重度障害者（児）医療費助成
電源立地地域対策交付金事業費
特定発電所周辺地域振興対策事業費
地産エネルギー創出支援事業費
地域企業人材確保事業費

ChaOIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業費
住んでよし しずおか木の家推進事業費助成
治山事業費
県単独道路関係事業費
道路関係国庫補助事業費
河川関係国庫補助事業費
海岸関係国庫補助事業費
砂防関係国庫補助事業費
港湾関係国庫補助事業費
街路関係国庫補助事業費
経営体育成関連整備事業費
バス交通対策事業費助成
ｸﾙｰｽﾞ船を活用した交流人口拡大推進事業費
地震・津波対策等減災交付金
原発防災資機材等整備事業費
県立学校等施設整備事業費
県立学校管理運営費
小中学校学習支援事業費
交通安全施設等整備事業費

355,159
578,748
193,510
725,704
401,821
114,428
60,353
170,185
26,082
194,852
1,191,345
1,122,939
1,668,993
1,562,003
2,054,673
1,734,414
1,753,957
248,000
96,399
109,524

158,442
153,458
1,971,917
14,839,565
31,221,483
16,022,620
2,438,646
6,119,439
5,116,373
4,078,627
5,065,255
666,296
8,126

2,716,224
209,932
6,184,019
79,969,085

71,234
4,397,315

（単位：千円） （単位：千円）

●競技力向上対策事業

●オリパラ自転車競技開催
　（トーチ展示（県庁））

●ふじのくにスポーツ推進事業費
　（青木勇貴斗選手）

●ＣｈａＯＩプロジェクト
　推進事業費

●浜松みをつくし特別支援学校

●大規模企業説明会

　令和２年度静岡県一般会計決算は、静岡県議会９月定例会に提出され、決算特別委員会にお
ける審査を経て、12月定例会において認定されました。
　一般会計の歳入決算額は、１兆 3,779 億 6,024 万円で、前年度の１兆 2,052 億 9,264 万円
と比較して 1,726 億 6,760 万円、14.3％の増、歳出決算額は、１兆 3,571 億 6,998 万円で、前
年度の１兆 1,931 億 6,080 万円と比較して 1,640 億 918万円、13.7％の増となりました。
　決算額が増加した主な要因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、歳入は国庫支
出金が、歳出は対策に要する経費が、それぞれ増加したことなどによるものです。

【令和2年度一般会計歳出決算構成比（性質別）】

【令和2年度
一般会計歳入決算構成比】

 
 
 

【令和2年度一般会計歳出決算構成比（目的別）】

●津波避難路（御前崎市）

●相良浜岡線　御前崎市比木（道路拡幅）

●横川磐田線　磐田市藤上原（道路拡幅）

●大坂沢（掛川市大坂地先）堰堤工

●浜岡海岸　護岸修繕工

●佐倉地区センターの放射線防護施設（陽圧化設備）

●オリパラ自転車競技開催（トーチ展示（御前崎市））

●御前崎白羽海岸　階段護岸補修

●塩ノ段池　堤体補強整備

教育費

健康福祉費

公債費

交通基盤費

警察費

歳出総額

災害対策費

議会費
危機管理費

知事直轄組織費

スポーツ･文化･
観光費
経営管理費

経済産業費

人件費

奨励助成費

扶助費

公債費

他会計への
繰出金

災害復旧費

その他
維持補修費

行政費

普通
建設
事業費

投資的
経費

歳出総額

百万円

百万円

費

消
費
的
経

県税

地方消費税
清算金

諸収入

使用料及び手数料繰越金
分担金及び負担金

財産収入

地方特例交付金
交通安全対策特別交付金

歳入総額

地方譲与税

県債通常債

国庫支出金

地方交付税

県債
臨時財政
対策債

病院債
依
存
財
源

自
主
財
源

（注）　（　）内の数字は令和元年度決算の構成比

（注）　（　）内の数字は令和元年度決算の構成比

（注）　（　）内の数字は令和元年度決算の構成比
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くらし･環境費
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0.4（0.5）0.6（1.0）

8.1（6.8）

2.4（3.4）

0.9（1.1）

0.2（0.4）

6.0（6.7）
22.7（19.0）

10.3（10.5）

15.4（14.6）
諸支出金

13.6（15.3）

18.1（19.7）

1.7（1.8）

0.2（0.2）

4.3（3.6）

11.4（12.1） 50.8
（58.2）

33.2
（39.2）

0.1（0.1）

49.2
（41.8）

17.8（10.1）

11.0（8.7）

4.4（5.0）

0.3（0.2）

4.0（5.2）

0.2（0.3）
寄附金 0.1（0.0）

0.3（0.4）
0.9（1.1）

11.8（11.1）

1.6（2.0）

繰入金 1.5（2.7）

1.2（1.4）

（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）

百万円

0.7（0.4）

2.1（2.5）

16.2
（16.1）

16.9
（16.5）

13.6
（15.3）

21.9（25.1）

29.9
（24.9）

67.4
（65.7）

9.4（10.1）

12月８日の藪田宏行一般質問～（質問項目と答弁要旨）

令和2年度　主な事業から

●ラグビー聖地化推進事業費

●医師確保
　県主催病院合同説明会

●放課後児童クラブ

●伊豆の国特別支援学校

1,377,960

1,357,170

1,357,170

＜質問趣旨＞　全国最悪の大学進学時年代人口流出を含む人口減少対策について伺います。
＜知事答弁要旨＞　県では、令和２年３月に「美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生総合戦略」の第２期総合
戦略を策定いたしました。あらゆる政策を総動員して、全庁を挙げて取組を進めているところであります。国は、令和
３年６月に、「まち・ひと・しごと創生基本方針２０２１」を公表し、コロナ禍を契機とする国民の意識・行動の変容
などの社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな地方創生の三つの視点を打ち出しました。一つ目は「ヒューマン」、地方
へのひとの流れの創出と人材支援、二つ目は「デジタル」、地方創生に資するＤＸの推進、三つ目は「グリーン」、地方
が牽引する脱炭素社会の実現であります。この三つの視点に基づき、産業や生活の質を大きく高め、魅力ある静岡を創っていくことを今後の人口減少対策の基
本的な方向性として取り組んでいるところであります。特に、この「ヒューマン」の視点においては、空き家を活用して生活空間の倍増を図るほか、首都圏企業のサ
テライトオフィスの誘致、ワーケーションによる観光地への来訪促進にも取り組んでまいります。また、来年１月に設置する「ふじのくに出会いサポートセンター」
による若者の結婚支援や、ふじのくに少子化突破戦略の新・羅針盤を活用した地域特性に応じた少子化対策を推進することにより、子育て世代の移住を促進
してまいります。大学進学時の人口流出につきましては、今後の大学の新設や新設学科の創設による大幅な定員増は望めない現状を踏まえますと、流出傾向は
継続すると見込まれます。県外大学との就職支援協定や、若い世代のＵ・Ｉターンを促進する「３０歳になったら静岡県！」などの施策を積極的に推進してまいろ
うと考えております。県といたしましては、今こそ東京一極集中の時代から地方活躍の静岡時代への転換を図るチャンスであると捉えまして、魅力あふれる地域
を創生し、人口減少の克服に向けて全力で取り組んでまいります。　

２. 東京2020オリンピック･パラリンピック出場選手の活躍の継承について

１. 人口減少対策について

３. 磯焼けの課題と対策について

＜質問趣旨＞　オリ･パラのハードのレガシーづくりと立派な成績をあげた選手の活躍の継承についてどのように考
えるか伺います。
＜出野副知事答弁要旨＞　将来のアスリートを目指す子供たちに対して、今大会のメダリストにも御協力をいただ
いて、自らの体験等を語る講演会や、専門的な技術指導を受けることができる講習会を教育委員会と連携して開催
いたします。また、本県のオリンピック・パラリンピック両大会に関する記録誌に、本県ゆかりの選手達の素晴らしい
活躍の様子やインタビュー、逸話など、熱い感動を追体験できる記事を掲載し、県内全ての小中高校や図書館など
へ配布してまいります。さらに、より多くの子供たちが、自転車競技をはじめ、世界トップレベルの選手による競技の
感動を直接体験できるよう、今後も引き続き、大規模スポーツ大会の誘致に取り組んでまいります。次代を担う子供
たちが、スポーツを通じて、努力すれば夢が叶うこと、自信を持つことの大切さを学び、人間性や多様な能力を育んで
いけるよう、様々な機会を通じて、オリンピック・パラリンピック出場選手の活躍の継承に努めてまいります。

4. 静岡の海の保全について

＜質問趣旨＞　榛南、伊豆地域等県内の磯焼けの現状と対策について伺います。
＜細谷農林水産担当部長答弁要旨＞　県では、国の磯焼け対策ガイドラインを参考に、榛南地域と伊豆地域につ
きまして、藻場回復に向けた行動計画「藻場ビジョン」を今年度中に策定し、磯焼けの原因分析や対策を計画的に
進めてまいります。榛南地域のサガラメでは、昨年からダイバーによる大規模な苗の移植を開始しましたが、苗の定
着率が低いことから、今後、移植方法の改良を進めてまいります。海藻を餌とするアイゴなどの駆除にも粘り強く取
り組んでまいります。伊豆地域では、テングサやヒジキが減少傾向にあるため、親となる海藻の投入や陸上養殖した
苗の移植、ブダイなどの食害魚の駆除を進めてまいります。水産・海洋技術研究所伊豆分場では、ヒジキの苗の人
工的な生産技術や、窒素やリンなどの栄養塩を添加してテングサの生長を促進させる手法などの研究開発に取り
組んでまいります。県といたしましては、各地域に適した藻場造成の手法を早期に開発し、藻場保全活動に取り組ん
でいる漁業者の皆様と連携して、磯焼け対策を進めてまいります。

＜質問趣旨＞　海岸や海の汚れ、軽石問題等静岡県の海の環境保全について伺います。
＜三須経済産業部長答弁要旨＞　県では、令和２年に、「美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会」を設立し、海に
関する実践活動を行う個人や団体等に対し、情報発信や活動への助成など様々な支援を行っております。また、ブ
ルーカーボンで注目される藻場の回復を応援する「海の森づくりプロジェクト」など新たな取組も始めております。加
えて、水産・海洋技術研究所やＭａＯＩプロジェクトでは、県内外の企業や大学、研究機関と連携し、不漁に苦しむ浜
名湖のアサリ漁業の再生に向けたシミュレーションモデルの構築や、環境に優しい海洋生分解性プラスチックの研
究など、最先端のテクノロジーを活用した、海洋資源管理や環境保全に貢献する研究開発にも取り組んでいるところ
であります。県といたしましては、こうした実践活動の支援や研究開発を通じて、自然環境や水産資源を守り育み、世
界に誇る静岡の海の美しさ、豊かさを未来に引き継いでいけるよう、海洋環境保全の取組を強化してまいります。

５. 小笠地区新構想高等学校計画の今後について
＜質問趣旨＞　小笠地区新構想高等学校計画は今後どうなるのか伺います。
＜教育長答弁要旨＞　小笠地区新構想高等学校は、令和８年度の開校を目途に、本年度は、校地の選定に向け、地
域の方 と々の意見交換を実施するとともに、設置準備委員会を立ち上げ、教育内容を検討する予定でありました。し
かしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の影響に伴い、実施が遅れている状況にありま
す。こうした中、緊急事態宣言の解除を受け、１０月末に、横須賀高校の地元を中心に設立された「南遠地域教育環
境整備推進協議会」との意見交換会を開催し、地域の方々の県立高校に対する思いを伺ったところであり、今月２２
日には、「おまえざき教育振興協議会」と意見交換を行うこととしております。あわせて、両校の通学地域を中心に、生
徒やその保護者を対象としたアンケートを実施し、どのような学びに魅力を感じるかをしっかりと把握し、魅力ある
教育内容を検討していきたいと考えております。県教育委員会といたしましては、地域の方 と々対話を重ねながら、
御意見を丁寧に伺い、関係者の合意形成のもと、将来の子どもたちにとって最善な教育環境の実現に向けて、最大
限の努力をしてまいります。

〈要望〉富士山、南アルプスと同じように基金を設置するなど海岸や海の保全にしっかり取り組むように要望しました。


