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県民の皆様の安心・安全の
ため地域整備の予算を制定

原油高に対応し、県が独自支援
中小企業などを対象に補正予算県民を元気づけるアーチストに支援を！

G７誘致へ推進協設立、来月総会

環境ポイント制度が始まります！！

大村知事に、緊急要望と予算提言

　旧年中は、お世話になりありがとうございました。
日頃から皆さまのご支援に心から感謝申し上げます。
昨年末には、コロナウイルス感染拡大も沈静化し、
少し経済も動き始めたところですが、またもや新た
にオミクロン株が発見され感染拡大が心配されると
ころです。この２年間で新しい生活様式も確立され
コロナ禍であっても、経済活動を維持しながらも感
染拡大を防いでいくことができつつあると思います。
ワクチン接種や治療薬の出現を待ちつつも、新しい
時代の生活のあり様を模索していかなくてはなりま
せん。そのためにも愛知県から発信してまいりますの
で、皆さまのご指導ご支援よろしくお願いします。

　11月29日に提出された補正予算は、1700 億
円を超える減額でありました。これは新型コロナ
対策として行う、医療機関におけるコロナ病床を
確保するための補助金173 億円の増額を始めと
した、県政を推進するために必要な予算を200
億円程度増額したものの、コロナ対策の一環とし
て実施した飲食店の皆様への「感染防止対策協
力金」について申請実績に基づき1900億円程
度余り減額したものでありました。
　また予算以外では知事、議員等の特別職を含
む県職員の期末手当を減額する条例の改正案等
18 件が提案されました。加えて12月13 日には
新型コロナ関係のPCR検査無料化や、新型コロ
ナワクチンの３回目接種に向け大規模集団接種
会場の開設経費や原油高対策、国の追加経済対
策に呼応した公共事業の追加等を盛り込んだ総
額868億2900万余円の補正予算等が追加提案
され、合計で47 件の議案について慎重に審議
し可決成立させました。

　原油や原材料の高騰で、激しい経営状態に直
面する事業者を支援するため、県は独自の「原油・
原材料価格高騰対策」をまとめました。対象は
県内の中小企業や農業者、漁業者、社会福祉
施設、私立学校などに支援するものです。資金
繰り支援としては、県の融資制度に「原油・原
材料高緊急対策枠」を新設し、借入時の信用保
証料を補助します。

　緊急要望は、新型コロナ感染対策の充実強化
について、カーボンニュートラルの実現による魅
力ある街づくりについて、緊急要望を行いました。
また、令和４年度当初予算についても提言を行
いました。コロナ禍にあっても、県民生活を第一
に考える現場目線の中身です。

　2023 年の先進７カ国首脳会議（G7サミット)
と関係閣僚会合の誘致を目指している名古屋市
は11月22日、愛知県や経済界と共同で12月9日
に誘致推進協議会の設立総会を市公館で開くと
発表しました。さらに外務省へ立候補の提案書
を提出する予定で、誘致活動が本格化します。
開催地は、現地視察を経て本年6月にも決まる見
込みです。

　環境省は、環境に配慮した行動をとった個人にポイ
ントを発行する「グリーンライフ・ポイント」を創設す
る方針を固めました。愛知県もそれを受けてどう取組
むのか、愛知県でもポイントは、利用者の多い大手
通販サイトやスーパー、家電量販店などのポイント
サービスや、自治体が地域で展開している既存のサー
ビスを活用し、環境に配慮した行動をとった場合に上
乗せする形で発行します。ポイントを既存のポイントと
同様に、買い物に使えるようにするものです。

　コロナ禍で困窮する文化芸術関係者に支援を！劇場
やホール、ライブハウスなどが閉鎖され、活躍する場
を失ったミュージシャンやオーケストラなどアーチスト
が活動を止めてしまうと、復活させるのが難しいという
危機感があります。これから制約がある中で、事業に
たいしての補助、アーチストらの取り組みに個人や企
業から寄付を誘導する制度を創設するよう求めました。
京都では、クラウドファンディングやふるさと納税を活
用して、事業に補助金を支給。また、美術や音楽、演劇、
伝統芸能など幅広いジャンルで活躍するアーチストに
寄付を直接呼びかけてもらい寄付を募る制度も始めて
います。愛知県も新たな制度の創設を求めました。

　昨年 10月31 日投開票の衆議院議員選挙で、
古川元久候補はお陰様で小選挙区で勝利し9度目
の当選ができました。13万を超える得票をいただ
きましたこと心から感謝申し上げます。多くのご声
援に古川元久候補も感動しておりました。今後と
も国政と連携して取り組んでまいります。
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年あけまして
おめでとうございます新

▲10月31日（日）衆議院選挙で見事9期目の当選を果した古川元久候補

▲新生あいち県議団団長として知事に要望書を渡す富田昭雄

ご支援に感謝申し上げます
本当にありがとうございました

愛知2区 得票数 得票率
古川 元久　（国民民主党）
中川 貴元     （自由民主党） 79,418 37,7%

131,397 62.3%

第49回 衆議院議員総選挙
（2021年10月31日実施：投票率53.44％）
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愛知県政のいまがわかる情報誌

新 政 あ い ち 県 議 団
国民民主党愛知県第2区総支部

1月22日（土）
2月19日（土）
両日共にAM10:00よりPM5:00まで

富田昭雄事務所：052-760-2299まで

※事前にご予約をお願いします。

動画で備える「南海トラフ
巨大地震」名古屋市が作成

豊山町エリア

後援会の皆さまと秋の京都の永観堂に行きま
した。素晴らしい景色と紅葉を満喫しました！

11月 25日（木）

ノリタケの森ギャラリーにて、書道家、陶彫家・
市田志保さんの『ことのは展』を鑑賞しました。

12月 1日（水）

行政の在り方を考える

　老朽化したまま放置すれば、スリップ事
故などにつながる恐れがあるマンホール
の鉄のふた。非効率といわれるインフラ保
守作業の課題を、草の根の力で解決しよう
と取り組んでいる非営利団体があります。
これまでの行政手法と一線を画す「シビッ
クテック」と呼ばれる新たな潮流です。
　東京都や石川県でこの取り組みが行わ
れていますが、石川県加賀市の例ですと
「マンホール聖戦IN加賀」としてイベント
が開催されました。市民がスマホで写真
を撮ってウェブサイトに投稿して参加し、

投稿数に応じて景品を受け取れます。加
賀市役所は、投稿された画像から、AI処
理で解析できるシステムを開発する団体
と連携して、老朽化や劣化を把握して事故
防止につなげます。参加した市民は投稿し
たマンホールの情報の価値に応じたポイ
ントが付与され、ポイントが最も多かった
個人優勝者に商品券10万円、団体には
20万円が贈られます。5個以上のマンホー
ル投稿者には、温泉の無料入浴券がお贈
られ、投稿したマンホールの補足説明を
加えるレビューを多く提示した上位5人の

方にはカニの詰め合わせが贈られていま
す。大変面白い企画で、今までにない取り
組みです。参加した市民も気軽に参加でき
るゲームで、公共に役立つことに参加でき
ることが嬉しいと話しています。
　この市民参加によって、市役所職員６人
で５年かかった保守点検作業が、数日で
終わったそうです。「シビックテック」は市
民(シビック)とテクノロジーを掛け合わせ
た造語だそうですが、このような行政サー
ビスの取り組みは加速するでしょう。AIの
活用によって行政のあり方が変わります。

公共のインフラ整備を　スマホで市民がチェック ?

藤が丘中央商店街振興組合主催の大文化祭が
開催され、開会式に行って来ました。

11月 3日（祝）

UAゼンセン名古屋地域協議会にて、県政報告
をさせて頂きました。

10月 5日（火）

　県自ら「基幹的広域防災拠点」として整備
し、中部圏の拠点としても早期に整備するこ
とにしました。また、拠点の本部機能としては、
県・市の消防学校を集約・活用することとし、
候補地は「アクセス性」「災害リスク」「オープ
ンスペース確保の可能性」の観点から、「名古
屋空港北西部」と選定し、その規模は、愛知県
全域を後方支援できる規模として、約19.2ヘク
タールとし、2025年度の完了を目指します。

　2021年11月25日から29日まで開催さ
れました。会場に88チーム、約400名の
選手が集い、また国内外から232チーム
の選手がインターネットを介して参加し、
サッカー競技やレスキュー競技など白熱
した試合が繰り広げられました。

　名古屋市は、AI（人工知能）を活用して衛
星データを解析し、耕作放棄地を自動検出
するアプリを使った実証実験を開始しまし
た。現在、耕作放棄地の確認は、農業委員
が目視で行っており、AI導入が実現すれば
大幅な負担軽減が期待されます。
　今回の実証実験では、ベンチャー企業の
サグリ社（兵庫県）が開発した「ACTABA」
の画像解析技術などを検証。衛星データを
AIで解析し、耕作放棄地の可能性をパー
センテージで表示できるほか、農地の写真
などを入力することが出来ます。

　国の2030年度温室効果ガス排出削減目
標の引き上げ等を踏まえ、改定に向けた調
査等を実施します。新たな削減目標や再生
可能エネルギーの導入目標の設定、カーボ
ンニュートラルの実現に資する新たな取組
の検討などを行うため、温室効果ガスの排出
状況調査や再生可能エネルギーの導入ポテ
ンシャル調査、将来予測等を実施します。

「ロボカップアジアパシフィ
ック2021あいち」開催

耕作放棄地自動検出 名古屋
市などAI活用し実証実験

「あいち地球温暖化防止戦略
2030」の改定に向け調査

県立高等学校再編将来構想

愛知県基幹的広域防災拠点
名古屋空港北西部に整備

問合せ先／県防災安全局防災拠点推進室
電話（０５２）９５４̶７４７８（ダイヤルイン）

問合せ先／県教育委員会高等学校教育課
電話（０５２）９５４̶6786（ダイヤルイン）

問合せ先／市防災危機管理局危機対策室
電話（０５２）９72̶3522（ダイヤルイン）

問合せ先／県環境局地球温暖化対策課
電話（０５２）９５４̶６２４２（ダイヤルイン）

問合せ先／県経済産業局ロボット国際大会推進室
電話（０５２）９５４̶６６９８（ダイヤルイン）
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占い師  高岡七帆
仕事運に恵まれ良い年
になります。気持ちの持
ち方で運気が変わる傾

向がありますが、今まで大切にし
てきた事や努力して積み重ねて
きた行動が好運を呼びます。無
理な行動は、誤解を招き、運を落
としますので注意が必要です。

吉凶半々の年で、努力
が実り、順調に物事が
進むこともあれば、多

方面からの攻撃を受ける可能
性もあり、人間関係は適度な距
離感を大切に。良い結果がすぐ
に出なくても、真面目にコツコツ
と努力することが大切です。

今年は彼此迷わず、無
理をしなければ援助
者が現れ順調に運ぶ

傾向があります。目標を定めよく
注意して事に当たれば意外な
チャンスに恵まれます。
しかし調子に乗ると落とし穴に
落ちるような出来事もあり注意。

今年は目標を高く持ち
周囲の状況を見て信頼
のある人に相談して行

動する事が幸運を呼びます。
独断での行動は、空回りしたり、
無理をして体調を崩したり、散財
したり、争いに巻き込まれやすい
傾向があります。

良い事や悪い事が入
り混ざり先が読み難い
傾向があります。好調

な時こそ周囲の嫉妬や邪魔が入
りやすく口が災いを呼ぶ事もあ
り、口論や対立も起きやすくなり
ます。今年は一歩引いて冷静に
観察し人と関わる事が大切です。

今年は、独りよがりな
考えで行動すると失敗
したり、迷って事態を

悪化させてしまう傾向がありま
す。たとえ嫌な事があっても明
るい志をもち、周囲との協調を
心がける事で、運をアップさせ
る事ができます。

努力が成果となって
現れる年です。勉強や
仕事で頑張ってきた

人は、大きく飛躍するチャンス
が訪れます。人間関係も活発で
出費が目立ちます。好調な時こ
そ、傲慢さや短気がもとで運を
落とさないよう注意が必要です。

良い悪いが混ざった
年になります。仕事は
忙しく、多少のリスクを

伴う出来事もあるかと思います
が、将来役立つ情報や人脈に恵
まれます。トラブルにならないよ
う普段から周囲への思いやりや
配慮を大切に。

問題に巻き込まれやす
い傾向があるので、何
事も準備や計画性をも

って行動する事が大切です。今年
は、新しい事に挑戦するより、目
標に向かってスキルアップする事
に、力を入れると身につきやすく
将来役立ちます。

幸運に恵まれ、忙しい
一年になるでしょう。
今年は、正しい判断と

素早い行動力が幸運を握る秘
訣となります。多少のトラブル
があるかもしれませんが、少し
立ち止まって冷静に対処すれ
ば、順調に進みます。

行動範囲も広がり、新
しい分野での発見は、
新たな才能を開花さ

せるきっかけにも繋がります。
人の為に動く事も多く、多少の
心配事や問題に巻き込まれる
可能性もありますが、一時的な
もので、平均順調な年です。

積極的に動くと、予想
と違う結果になりやす
く、気分が優れない時

の言動には注意が必要。トラブ
ルになります。今年は、勉強や
自分磨きにつながる事に力を
注ぐと、いずれ良いスタートが
きれるようになります。

2022 年は寅（とら）年、あなたの運勢は？「良い年になりますように」

令和5年度入試から公立高
校の入試制度が変わります
　一般選抜で2校に出願できるのはこれま
でどおりですが、学力検査は1回となります。
 また、推薦選抜などの時期が早まって2月上
旬となり、一般選抜の合格者発表もこれまで
より早くなります。さらに、高校や学科の特色
を生かした「特色選抜」が導入されるなど、
現在の制度から大きく変わります。

　高校の全日制課程に進学する生徒の減少
と県立高校における欠員の急増など、環境が
大きく変化。中学校を卒業する生徒の数も
2035年度には、現状と比べて１万３千人程度
減少することが見込まれます。こうした状況を
踏まえ、2030年代半ばを見据えた「県立高等
学校再編将来構想（案）」を策定しました。

　名古屋市は、太平洋沖で起きるとされる
「南海トラフ巨大地震」による被害のイメー
ジや必要な対策などを紹介する約13分の
動画＝QRコード＝と、備えなどについて学
ぶリーフレット「災害を学ぼう、備えを形に
今こそ地震について考えよう」をつくりまし
た。動画では南海トラフ巨大地震が発生す
る仕組みの解説のほか、街が津波に襲われ
る映像、自宅でできる減災対
策などが盛り込まれていま
す。市は「適切な対応をと
れば多くの命が助かる」と
呼びかけています。
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