災害時における富士山静岡空港の役割

４3

富士山静岡空港は、大規模災害発生時に「大規模な広域防災拠点」としての機能を担います。
■「大規模な広域防災拠点」とは？
富士山静岡空港は、平成 27 年３月に公表された国の計画において、救
助活動、医療活動、物資の受入れ等を総合的かつ広域的に行う
「大規模な
広域防災拠点」
に位置付けられました。

■災害時にはどのように活用されますか？
大規模災害発生時には、警察、消防、自衛隊、国土交通省、ライフライン
（電気、通信等）
などの関係者の一時集結場所や災害現場で活動する自衛隊
の部隊への燃料供給、食事提供、機材整備等を行う拠点として活用します。

県議会事務局の幹部職員の皆様と

ラニーニャ現象の影響からか今年の冬は

■広域防災拠点としての整備の状況は？
これまでに空港西側において多目的用地２ha の整備を行いました。
平成 30 年には、引き続き５ha の整備を行う予定です。

■災害時にはどれくらいの応援がくるの？

寒さが厳しく、豪雪を記録したり爆弾低気圧
や南岸低気圧がやってきたりと異常気象が

1月

7 御前崎市成人式

続きましたが、ようやく春めいてまいりまし

消防団出初式

た。県議会 2月定例会は 2月 20日に開会し
3 月 16 日に閉会となりました。今議会では、

航空機で最大 40 機、人員約 1,000 名が展開する予定です。

予算案件 32 件、条例案件 37 件、その他

■災害発生時以外に活用する予定は？
西側の多目的用地は、大規模災害発生時に広域防災拠点として活用す
るほか、平時には自衛隊や消防等の訓練に使用します。
また、防災拠点としての役割に合致し、航空機の運航に影響を及ぼさな
い範囲で民間利用に応じていく予定です。

12 特別委員会
商工会新年祝賀会
14 明るい社会づくり運動御前崎地区協議会
15 選挙区等調査特別委員会

19 件、報告 9 件、意見書 6 件が上程され、すべての議案が可決されました。

16〜18 常任委員会県外視察（愛知県、富山市）

また常任委員会では、2018年度からの静岡県次期総合計画についても集中審

22 御前崎港運（株）新倉庫竣工式
24 新年度予算ヒアリング

査が行われ、意見を取りまとめ議長から知事に対して提言を行いました。
また

27 ソフトボール講習会

「農林水産業の活性化と農観連携の推進に関する事項」の調査を付託されて
あり方』等 4 つの提言にまとめ全議員賛成のもと、議長より知事に報告書を提

〜藤枝市谷稲葉地区に平成32年移転予定〜

13 榛南経済人祝賀交歓会

3月5日 本会議場

いた、私も所属していた特別委員会では
『農林水産業振興にかかる県の支援の

静岡県 環 境 衛生科学研究所

5 県庁新年初登庁

新野左馬助公顕彰会総会
29 温室農協新年決起総会
2月

1 新年度予算知事折衝
新条例案検討会

出しました。本特別委員会では、静岡県茶業会議所、農協中央会、土地改良事

4 公民館まつり

業団体中央会、漁業協同組合連合会、畜産協会、温室農業協同組合等の役職

7 2月議会上程予定議案説明会

6 宅建勉強会

員の皆様に参考人として会議に出席していただき、ご意見ご要望等もお聞きし

北方領土を考える議連勉強会
8 愛知県新城市「道の駅」視察

ました。厳しい状況にある本県第 1 次産業の中でも、基幹作物の 1つでもある

10 「お茶と魚で健康まちづくり」講演会

茶業をめぐる情勢については、官民一体となって危機感を持って取り組むべき

13 議会運営委員会

静岡県環境衛生科学研究所は、県立総合病院に程近い静岡市葵区北安東地区に昭和 57年に創立され
ました。以来、本県における環境と保健衛生の科学的・技術的中核機関として、環境と県民の皆様の
健康を守るための調査・研究、試験検査等の業務に取り組んでいます。

で具体策の案も提言しました。県では島田市

14 長浜市黒壁視察

がこれまで運営してきた「お茶の郷」
を取得し、

16 遠州夢咲農協茶業振興大会

近年、
ＰＭ2.5 などの大気汚染物質による環境の悪化に対する対策や新
型感染症の発現などに対する健康危機管理のニーズが高まっています。
その一方で、同研究所の建築から 35 年が経過し老朽化が進行している
ことから、県では、これらのニーズに的確に対応するため、新たな研究所
施設の整備を計画しています。

3 月 24 日に「ふじのくに茶の都ミュージアム」

新たな研究所施設は、県内各地からのアクセスに優れていること、今後
の連携が期待される医薬品や食品関係の企業が周囲に多く立地してい
ることなどを総合的に考慮し、国道１号藤枝バイパスに近接した藤枝市
谷稲葉地区に移転整備することとしました。
今後の施設整備にあたっては、県産材を積極的に使用するなど、親しみ
やすいデザインとするとともに、周辺の景観との調和や省エネルギーに
も配慮しつつ、平成 32 年の移転を目指し、整備を進めてまいります。

17 御前崎市社会福祉大会
19 榛原郷友会交流会

としてオープンさせました。
お茶の魅力を発信
し静岡茶の消費拡大にもつなげたいとのねら
病原微生物の検査

いもある施設ですが、皆様もぜひお出かけくだ

20 県議会2月定例会開会
21 常任委員会
「ふじのくに茶の都ミュージアム」

さい。
この 1 年間県議会運営委員長を務めさ

公民館まつり
3月

7〜8 常任委員会
12 津波避難訓練

員にも大変お世話になりました。県では来年ラ

℡：054-221-2421
E-mail:kankyou̲seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

26〜3/5 代表・一般質問
6 市ソフトボール協会総会

50 名を超す議会事務局の職員をはじめ県職
グビーワールドカップそして 2020 年にはオリ

23 藤枝順心高校女子サッカー全国大会優勝祝賀会
25 第60回黒潮旗剣道大会

せていただきましたが、県議の皆様はもとより

医薬品候補化合物の合成

＜お問い合わせ＞
静岡県環境局環境政策課

15 高浜原子力発電所・京都府警視察

朝比奈地区内茶園

15 議会運営委員会
16 県議会2月定例会閉会

ンピック・パラリンピックが県内で開催されるほかたくさんの課題を抱えていま

18 市柔道大会

すが、私も皆様のご指導ご支援をいただきながらこれからも頑張ってまいります

23 「ふじのくに茶の都ミュージアム」開館記念式典

ので、
どうかよろしくお願い申し上げます。

20 中学校卒業式
JAハイナン茶業者集会

平成 30 年 4 月

26 静岡県原子力発電所環境安全協議会
28 牧之原畑地総合整備土地改良区通常総代会

予算編成方針

静岡県平成30年度予算編成方針

富国有徳の『美しい ふじのくに 』づくり〜
『世界の静岡』
のスタートダッシュ〜
〜
『世界の静岡』
のスタートダッシュ〜

平成 30 年度当初予算は、歳出面では、扶助費など義務的経費の増加が見込まれるものの、近年の景気回
復傾向の継続に伴い、県税収入が前年度に比べ実質的に 260 億円の増加が見込まれるなど、29 年度当初
予算に比べ、一般財源総額が約 250億円増加する見通しとなりました。
このため、静岡県では、
「富国有徳の『美しい ふじのくに 』づくり〜
『世界の静岡』のスタートダッシュ〜」を
理念として、
２つの方針により予算を編成しました。
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津波対策関連事業費
125 億 7,500 万円
プロジェクト
「TOUKAI-0」総合支援事業費 8 億 3,700 万円

犯罪対策の強化

安心医療の確保･充実と健康寿命の延伸

社会健康医学関連事業費
ふじのくにバーチャルメディカルカレッジ運営事業費
国民健康保険事業特別会計（新規）
東部看護専門学校助産師養成課程設置準備費

財

県 税
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臨時財政
対策債
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地域で支え合う長寿社会づくり

源

地域包括ケア関連事業費
認知症対策関連事業費

60.7

森の防潮堤整備

2,000 万円

1 億 6,200 万円
11 億 8,200 万円
3,309 億円
1 億 1,000 万円

2 億 1,600 万円
1 億 800 万円

地方消費税
清算金 12.1％
諸収入 2.2％
使用料及び手数料 1.4％

国道150号（御前崎市塩原新田〜合戸）

障害者文化芸術振興事業費（新規）
障害のある人への心づかい推進事業費

2,500 万円
3,000 万円

障害者芸術祭

安心して出産･子育てができる環境づくり

3 億 2,400 万円
4 億 8,300 万円
14 億 500 万円
4,000 万円

魅力ある学校づくり推進事業費（新規）
スクール・サポート・スタッフ配置事業費（新規）
学びを拡げるＩＣＴ活用事業費
生徒指導関連事業費

１億円
8,000 万円
1 億 7,000 万円
4 億 2,800 万円

産業人材確保緊急対策事業費
2 億 3,000 万円
働き方改革推進事業費（新規）
2,000 万円
職業能力開発短期大学校整備事業費（新規） 2 億 400 万円

静岡空港ターミナルビル完成イメージ

次代を担うグローバル人材の育成

平成30年度

歳出予算構成比（目的別）

災害対策費 0.8％
危機管理費 0.8％
文化･観光費 1.2％
経営管理費 2.6％
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原発避難訓練（御前崎市池新田公民館）
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ファルマバレープロジェクト推進事業費
2 億 1,900 万円
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費 9,300 万円
フォトンバレープロジェクト推進事業費
8,500 万円
ふじのくにＣＮＦプロジェクト関連事業費
1 億 100 万円
ＥＶ・自動運転化等技術革新対応促進事業費（新規）
マリンバイオ産業振興事業費（新規）
静岡型航空産業育成事業費助成

その他
0.2％

教育費
20.4％

1,187,200
百万円

歳出予算構成比
（分析別）

4,000 万円

費
51.5％

災害復旧費 0.8％

森の防潮堤（御前崎市）

経営革新計画促進事業費助成
小規模企業経営力向上支援事業費助成
中小企業支援センター事業費
企業立地関連事業費助成
地域振興整備事業建設改良費
事業承継連携推進事業費

農林水産業の競争力の強化

2 億 4,000 万円
2 億 2,000 万円
6,700 万円
54 億 500 万円
30 億 7,200 万円
900 万円

スポーツの聖地づくり

競技力向上対策事業費
サイクルスポーツ県づくり関連事業費
スポーツ人材活用推進事業費
全国高校総体開催事業費
障害者スポーツ振興事業費助成

文化芸術の振興

16 億 5,800 万円
1 4 億 1,000 万円
1 億 400 万円

3 億 2,400 万円
4,200 万円
7,600 万円
2 億 5,100 万円
5,300 万円

ラグビー日本代表

オリンピック・パラリンピック文化プログラム推進事業費
世界に向けた“ふじのくに”魅力発信事業費（新規）
舞台芸術振興関連事業費

1 億 1,600 万円
2,500 万円
3 億 300 万円

デスティネーションキャンペーン推進事業費
6,700 万円
海外誘客関連事業費
2 億 2,700 万円
伊豆半島ユネスコグローバルジオパーク推進事業費 1,500 万円
日本平山頂シンボル施設関連事業費
6 億 7,900 万円
観光施設整備事業費
11 億円

空港運営・周辺地域振興関連事業費
クルーズ船寄港誘致等推進事業費

日本平山頂
シンボル施設イメージ

9,000 万円
3,600 万円

40 億 6,700 万円
2,000 万円

販路開拓イメージ

方針2 生産性の高い持続的な行財政運営
政策の推進に向けた組織体制の強化

政策推進と予算編成の一体化

政策推進と予算編成を一体的に進めるため、経営管理部財政課を知事直轄組織に移管
「総合政策課」
（総合計画課から改称）及び
「財政課」
を所管する
「政策推進担当部長」
（業務の責任者）及び「政策推進局」
を設置

地域局の設置

経済産業部組織改編の概要

次世代産業の創出や本県農業の競争力強化に向けた施策を強力に推進するための
経済産業部の改編

東京 2020 オリンピック・パラリンピック、
ラグビーワールドカップ 2019 の推進

全庁を挙げた取組の司令塔として
「スポーツ担当部長」
を設置するなど、
東京 2020
オリンピック･パラリンピック及びラグビーワールドカップ 2019 の県内開催に向けた体制を強化
両大会の組織委員会への派遣職員を増員し、
大会成功に向けた準備を着実に推進

次世代産業の創出と展開

くらし･環境費 0.8％
知事直轄組織費 0.3％
その他
0.2％

警察費
6.7％
交通基盤費
9.2％

平成30年度

グローバル人材育成事業費

ラグビーワールドカップ 2019 関連事業費
東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連事業費
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた選手強化

賀茂地域を含めた４地域の中核機関として、新たに賀茂、東部、中部、西部に「地域局」を設置
地域局設置にあたり、危機管理をはじめとする地域の複合的な政策課題に、迅速かつ
的確に対応するため、東部、
中部、西部の
「危機管理局」
と
「支援局」
を統合
各地域に危機事案を統括する危機管理監を配置し、危機管理と地域支援を一体的に推進

活躍しやすい環境の整備と働き方改革
富士山世界遺産センター

スポーツの祭典の成功に向けた取組

交流を支える交通ネットワークの充実

誰もが活躍できる社会の実現

伊豆ベロドローム

4 億 2,200 万円
2,700 万円
1,500 万円
6,700 万円

7 “ふじのくに”の魅力の向上と発信

地域外交関連事業費
県産品輸出促進機能形成事業費

特別支援学校の環境改善
H30-31 債務負担行為設定
吉原林間学園改築整備事業費
施設で暮らすこどもの大学等修学支援事業費

「文･武･芸」三道鼎立の学びの場づくり

“ふじのくに”のフロンティア関連事業費（一部再掲）
景観形成関連事業費
「食の都」
づくり推進事業費
東静岡周辺地区「文化力の拠点」形成推進事業費

地域外交の深化と通商の実践

20 億 9,300 万円
2 億 3,800 万円
1,600 万円
27 億 7,000 万円
1 億 3,300 万円

すべての子供が大切にされる社会づくり

魅力的なライフスタイルの創出

世界クラスの資源を活かした観光交流の拡大

子どもが健やかに学び育つ社会の形成

こども医療費助成
ふじのくに少子化対策関連事業費
不妊・不育総合支援事業費
保育所等整備関連事業費
保育士等確保関連事業費

6 多彩なライフスタイルの提案

8 世界の人々との交流の拡大

障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現

％

分担金及び負担金 0.3％

消防防災ヘリコプター
による訓練の様子

安心して暮らせる医療･福祉の充実

主

その他 4.0％

日本平山頂シンボル施設

南海トラフ地震の新たな防災対応策定事業費（新規）1,300万円
大規模な広域防災拠点整備事業費
2 億 4,200 万円
地震防災センター機能強化事業費
1 億 6,200 万円
消防防災ヘリコプター能力向上事業費（新規）25億 9,200万円

警察庁舎整備事業費
26 億 6,000 万円
性犯罪等被害者ワンストップ支援センター運営事業費（新規）

国庫支出金
9.7％

存
財

交通安全対策特別交付金 0.1％

自

依

危機管理体制の強化

防災･減災対策の強化

歳入予算構成比

平成30年度

方針1 人づくり･富づくりのための重点的な取組
命を守る安全な地域づくり

県職員の働き方改革への取組

ファルマバレーセンター

2 億 3,300 万円
2,300 万円
9,800 万円

浜松工業技術支援センター

先端農業プロジェクト関連事業費
4 億 5,400 万円
農芸品供給拡大緊急対策事業費（新規）
8,400 万円
県産品輸出促進事業費
2,800 万円
ＧＡＰ推進事業費助成（新規）
7,800 万円
鉄骨ハウス
農林大学校専門職大学移行事業費（新規）
2 億円
ふじのくに茶の都ミュージアム管理運営事業費（新規）1億9,100 万円
静岡抹茶生産拡大支援事業費
500 万円
静岡茶トップブランド・プロモーション事業費
800 万円
低コスト主伐・再造林促進事業費（新規）
1 億 100 万円
茶の都ミュージアム
森林認証材販路拡大事業費
（オリンピック・パラリンピック選手村ビレッジプラザ整備協力）
（新規） 1,600 万円

イクボス会議による部局横断的な取組を強化し、
引き続き働き方改革に取り組み、
仕事に
「働きがい」
を生活に
「生きがい」
を感じられる良好な組織風土を醸成

将来にわたって安心な財政運営の堅持

健全財政の枠組みの堅持

①収支均衡に向けた財源不足額の縮減
財政調整用の基金の取崩額 H29 当初 456 億円→218 億円（△238 億円）
②当初予算編成後の活用可能基金の確保 H29当初 161億円→313億円
（＋152億円）
③次期総合計画の着実な推進のための基金の確保
ふじのくにづくり推進基金の積み増し・延長 200億円
（2月補正）期間：H30 〜33
（△449億円）
④県債残高（通常債）の抑制 H29 末残高 1兆6,142億円→1兆5,693億円

今後の財政運営
今後の財政運営の考え方

従来：財政調整のための基金を取り崩すことで、年度間の財源不足に対応
今後：基金の取崩しに頼らない当該年度の収支均衡を目指す

収支均衡に向けた方針

①観光誘客等を通じた消費喚起などによる県税収入の涵養
②徹底した歳出の見直しによる財源不足額の圧縮
③安定的な財政運営を確保するため、
活用可能な基金を確保

平成33年度（決算）
において収支均衡を目指す

