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　令和4年度が始まり、新政あいち

県議団は新たな役員体制が始動し

ました。新型コロナウイルス感染症

は一頃よりは落ち着いているとはい

うものの、引き続き警戒を怠ることが

できない状況である中、ウクライナへ

のロシア侵攻により国際情勢の不安

定感が強まり、物価も上昇傾向を続

けるなど、内外で不安要素を抱え

る新年度のスタートとなりました。

　5月27日に召集された臨時議会で

は、コロナ関連補正予算と同時に今

年度の県議会議長、各委員会の構

成などの議会人事を決議しました。

　また6月15日から7月4日の日程で

6月定例議会が開催され、明治用

水頭首工の漏水対応、原油価格・

物価高騰への対応、コロナ対応等

のための補正予算約170億円ほか

が可決されました。

　今年度の新政あいち県議団は、

①感染防止と社会活動の両立に

向けた対応と対策、②部会・総務

会・政策調査会の充実、③政策推

進議員連盟での調査研究活動の

推進、④議員活動がわかる広報戦

略県民への周知の推進を4本柱と

して運営してまいります。引き続き

のご支援をどうぞよろしくお願い

申し上げます。

　5月17日に発生した明治用水頭

首工における大規模な漏水により、

農業用水、工業用水の供給地域で

は必要な水量の確保に苦慮してい

ることから、東海農政局長に対し、適

時適切な情報提供、抜本的な対策、

救済・支援策を要望しました。

　また事態の長期化が懸念される状

況となったことから大村知事に対し、

危機管理に関する体制強化、用水

利用者及び受水事業者に対するサ

ポート体制の強化、安定的な水量確

保について引き続き国への申し入

れや対策本部の設置を要望しまし

た。まずは応急処置としてポンプな

どによる緊急用水を適切量確保し、

今後需要が増える農業用水に排水

して欲しいものです。

愛知選挙区
得票数 得票率

伊藤 孝恵　（国民民主党）
藤川　政人       （自由民主党） 79,418 37,7%
斎藤　嘉隆       （立憲民主党） 79,418 37,7%
里見　隆治       （公明党） 79,418 37,7%
広沢　一郎       （日本維新の会） 79,418 37,7%

131,397 62.3%
第26回  参議院議員通常選挙（2022年7月10日実施：投票率53.44％）

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
　参議院選挙では、皆様のお陰で

伊藤孝恵が43万票という立派な

成績で当選をさせて頂きました。

本当にありがとうございました。

しかし、国民民主党は全体では４

　経済労働委員会で、若年層の高い

失業率に注目しました。15歳から24

歳の失業率が、全年齢の平均の２倍

に達しています。これは、若者の早期

離職によるもので、対策が必要と考え

られますので愛知県の取り組みを聞

きました。労働局長が答弁で「早期離

職した若者の就職を促進するため

に、企業とのマッチングの機会を提

供するなど対策が必要と考えます。」

とのことでした。また「愛知労働局と

共同で運営するヤングジョブあいち

において、学生や若年求職者に対し

て、継続的かつ包括的なキャリアコン

サルティングやメンタル面の相談に

対応しています。また職業適性診断、

面接対策などのセミナーや職業

紹介などの支援メニューをワン

ストップで提供します。就職活動

に入る大学生と中小企業の経営

者が膝を交えて直接語る交流会

も開催しています。」と答弁しまし

た。しかし、具体的な対策がまだ

まだ足りません。今後とも若者の

就労に支援が必要です。

議席留まりで大惨敗でした。対決

より解決という是々非々で臨んだ

対応でしたが力不足でした。出直

して頑張りたいと思いますので今

後ともご指導宜しくお願いします。

前向きな「未来の形」にする
県政の進展を！

中お見舞い申し上げます

明治用水頭首工漏水事故を受け
東海農政局長および知事へ要望

若年層の高い失業率、今こそ就労に支援を！

暑
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暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。コロナ禍も三年目となり、生活基盤となる経済

活動を回しながら、様々な行事も徐々に再開されるようになってきました。しかし、このコロナウイル

ス感染症拡大によって変わったことへの影響は大きく、収束したとしても元に戻らないことが多いかもしれません。

今後は全ての物事に新しい考え方、あり方が求められてきます。また、ウクライナへのロシア侵攻は、まだま

だ続けており、閉塞感が漂い、物価高騰など、様々な影響が出始めています。まさに大きな時代の転換点で

あり、このような紛争や人口減少、環境問題、エネルギー問題、食料問題などまったなしの課題が多く、地方

自治体としても、未来を見据えて取り組んでいかなければなりません。皆様のご意見をお聞かせください。
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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

7月16日（土）
8月20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。

国民民主党愛知県連の第2回の定期大会がア
イリス愛知で開催されました。

6月 7日（火）

参議院議員選挙が公示され、名古屋駅、豊橋
駅、刈谷駅と各地で出発式が開催されました。

6月 22日（水）

星ヶ丘三越前にて、伊藤孝恵候補の街頭演説
会にて私も応援演説しました。

７月4日（月）

食糧問題を考える

　最近、あらゆる食品の値上がりが続いて
います。これは、ウクライナ危機による小麦
など原料や石油など燃料の高騰によるも
のと言われています。また、食品の生産国
も自国民を優先する囲い込みが始まって
いて、インドやマレーシアなど食品の輸
出を禁じている国も出てきました。このよ
うな動きによって食糧難が心配され、ま
さに「食料の安全保障」という言葉が言
われるようになりました。日本は、食料自

給率カロリーベースですが３７％と低く、海
外の輸入品に頼っています。食品が入って
こなくなることを考えると日本の食料自給
率を上げなければなりません。しかし、日本
の農業は、農業を主な仕事としている人は、
136万人、過去５年間で４０万人減ってい
ます。また、農地もピークの1961年の７割
の４37万㌶に減っています。このように担
い手不足や農地の大規模化の遅れなど、
農業の構造的な課題を解決する必要があ

ります。また、一方で食品ロスの問題もあ
ります。農水省の発表では、日本で廃棄
される食料は年間570万トン、これは国
連機関の世界各国へ配っている食料支
援420万トンを超える規模です。無駄を
なくし、国内生産を増やし、食料の安定
供給を図っていく必要があります。それ
でも、気候変動や紛争、災害など不足の
事態に備えて、平素からの食料の備蓄や
安定供給の仕組が必要になりました。

日本の食料自給率は 37％　不足への備えを！

参議院議員伊藤孝恵さんの後援会事務所開所
式が行われ、私は司会・進行を担当しました。

5月 15日（日）

観光地域振興議連にて、西尾市の抹茶、一色
町のうなぎを視察しました。

4月 6日（水）

　ジブリパークの全体５つのエリアのうち、
本年11月１日に開園を予定している３エリ
ア、「青春の丘」「ジブリの大倉庫」「どんどこ
森」については、一昨年、2020年７月の工
事着手から約１年10か月を経て、５月に建
築・造園工事が完了しました。建物内の空
間を演出する演示工事も順調に進んでお
り、現在は、「ジブリの大倉庫」のネコバス
ルームなどにおいて、制作が終わった造形
物や装飾物の設置作業が始まっています。

　また、残る２エリア、「もののけの里」、「魔
女の谷」では、昨年７月から建築・造園工事
を進めており、今後、「魔女の谷」の演示工
事に着手します。この演示工事では、映画
『ハウルの動く城』に登場する「ハウルの
城」や、映画『魔女の宅急便』に登場する
「オキノ邸」などを再現します。残る２エリア
の開園時期については、「もののけの里」は
来年２０２３年秋、「魔女の谷」は２０２３年
度内の開園を予定しています。なお、「魔女
の谷」に整備する木造建築物のうち、「グー
チョキパン屋」、「ハッター帽子店」、「魔女の
家」などは、ヨーロッパ木造建築の主要部材
に用いられている広葉樹を使用し、映画の
世界観を忠実に表現することとしています。

　県では、2016年10月から、愛知県道路公
社が保有する知多半島道路始め８路線につ
いて、民間事業者が運営・管理する有料道
路コンセッションを行っています。このうち
知多半島道路では、道路公社、運営権者で
ある愛知道路コンセッション株式会社及び
パーキングエリアの運営事業者である大和
リース株式会社が協力して、新たに大府ＰＡ
の整備を進めてきましたが、５月２８日にオ
ープンしました。

　今年３月に公表した「愛知県ヤングケア
ラー実態調査」の結果を踏まえ、ヤングケ
アラー及びその家族に対して適切な支援
ができるよう、市町村モデル事業や子ども
向け啓発事業を実施します。

身近な地域で効果的な支援が行われるよう、
市町村にモデル事業を委託し、ヤングケアラ
ーの発見・把握から支援までの一貫した支
援体制の整備に取り組みます。
委託数／３か所、委託期間／2022年11月か
ら2025年３月まで（３か年）

子どもたちがヤングケアラー問題を正しく理
解し、当事者自らが相談できるよう、ヤングケ
アラーの声や相談先等を掲載した子ども向
けパンフレットを配布します。配布対象／小
学５年生から高校３年生まで（県内の国公私
立学校　約54万人／1,700校）

　ロシアによるウクライナ侵攻により、日本へ
の避難を余儀なくされたウクライナ避難民の
方々が、安心して生活できるよう、生活一時
金の支給等により支援します。その財源とし
て活用するため広く寄附を募集します。

○生活一時金の支給／生活用品等の購入経費
として、１世帯あたり２０万円の一時金を支給
○寄附物品の配送／ウクライナ大使館と連
携し、企業等から受け入れた寄附物品を定
期的に避難民の方々に配送
○日本語学習の支援

「青春の丘」「ジブリの大倉庫」
「どんどこ森」
2022年 11月１日に 開園 !!

「もののけの里」2023年秋、
「魔女の谷」2023年度内開園！

知多半島道路大府パーキングエ
リア（下り）がオープンしました

ヤングケアラーとその家族を社
会全体で支えていくため支援の
充実を図ります

県内で避難生活を送るウクライ
ナ避難民の方々を支援します

県と名古屋市共同消防学校を設置へ

ファンドへの出資により、スタートアップの成長支援や誘引を促進します

問合せ先／
県政策企画局ジブリパーク推進課
電話（０５２）９５４―６９５８（ダイヤルイン）

問合せ先／
県建設局道路建設課
電話（０５２）９５４̶６４１０（ダイヤルイン）

問合せ先／
県福祉局児童家庭課
電話（０５２）９５４―７４６８（ダイヤルイン）

問合せ先／
県県民文化局社会活動推進課
電話（０５２）９５４―６１３８（ダイヤルイン）

問合せ先／
県防災安全局防災危機管理課
電話（０５２）９５４―６911（ダイヤルイン）

問合せ先／
県経済産業局スタートアップ推進課拠点推進グループ
電話（０５２）９５４―６６９９（ダイヤルイン）

①市町村モデル事業

●ウクライナ避難民生活支援事業

②子ども向け啓発事業

　ＳＴＡＴＩＯＮ Ａｉ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｊａｐａｎ１号ファ
ンドに出資し、愛知県におけるスタートアップの資金調
達環境の充実を図り、愛知県内のスタートアップの成
長支援や愛知県へのスタートアップの誘引を促進します。

ファンドの概要
名称

GP（運営者） STATION Ai（株）、（株）ディープコアが共同設立する有限責任事業組合

10億円程度

プレシード／シード／シリーズA

ソフトバンク（株）、愛知県、名古屋市（申請中）、その他県内事業会社や金融機関等LP（出資者）

ファンド規模

投資ステージ 存続期間　10年（延長：最大２年） 投資期間　5年

投資対象

STATION Ai Central Japan １号ファンド

STATION Ai （PRE - STATION Ai）メンバー

　現在、県消防学校は尾張旭市。名古屋市
消防学校は、約１キロ離れた守山区に立地
している。これは、県内消防本部と連携強化
を図ることができ、本市を含む県内全域にと
って非常に効果的で、広い敷地を活用し、南
海トラフ地震の発生に備えた大規模な震災
訓練場などを設置できます。
　市消防学校では市内の消防職員や消防
団員、県消防学校では名古屋以外の市町村
の消防職員らが、訓練を受けています。県は
20年度に豊山町の県営名古屋空港近くに
消防学校を移転する検討を開始。市はこれ
に合わせて現市消防学校を移転し、県側と
共同設置する可能性を協議しました。


	voice112表
	voice112裏

