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●昭和33年11月　 一宮市大宮に生まれる
●昭和57年3月　　愛知学院大学法学部法律学科卒業
●昭和58年4月　　㈱一宮タイムス社編集部に入社
●昭和63年8月　　一宮タウン情報誌「EGG」を創刊、編集長
●平成12年2月　　㈲お茶の間通信社を設立、代表取締役
●平成15年4月～　愛知県議会議員に初当選、
　　　　　　　　　以後連続当選し現在4期目
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愛知県議会議員おもな役職・職務実績
平成19年5月～20年5月　民主党愛知県議員団政務調査会長
平成21年5月～22年5月　愛知県議会健康福祉委員会委員長
平成24年5月～25年5月　民主党愛知県議員団幹事長
平成25年5月～26年5月　名古屋港管理組合議会監査委員
平成26年5月～27年5月　民主党愛知県議員団副団長
平成27年5月～28年5月　産業振興・環境対策特別委員会委員長
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身近で分かりやすい会報をお届けします。身近で分かりやすい会報をお届けします。
愛知県議会9月定例議会は9月21日に開会し、
52億2,900万円の一般会計補正予算案など、35議案を提出。
提出議案の主な事業と予算額

第20回アジア競技大会の開催に向けた取組を進める。
2026年開催のアジア競技会が開催都市に決定後、開催周知や開催に向けた関係者との
調整を進める。

予算額2,524万1,000円

熊本地震における新たな課題に早急に対応するため、地震防災対策を強化する。
自治体の集積拠点に物資が滞留し、避難所で食料や物資が不足したことから、災害時支
援物資受援供給体制を見直す。また、避難所の収容能力を超える避難者が発生し、車中
泊する人が多数発生したことから、避難所運営マニュアルの見直しも行なう。

予算額265万円

子どもの生活実態などを把握するため「愛知子ども調査」及び
「ひとり親家庭等実態調査」を実施する。

経済的に困窮している家庭における生活実態や様々な課題を把握し、実効性ある子ども
の貧困対策のために調査を実施。愛知こども調査の対象は県内在住の子どもとその保護
者35,000人で、12月に調査票を配布して翌年3月に集計結果を公表。

技能五輪国際大会の招致に向けて取組む。
技能五輪はおよそ50の職種で技能レベルの世界一を競う大会。2023年に開催の大会
を本県に招致できるよう基本構想を策定する。

畜産総合センター種鶏場移転整備の基本構想を策定する。
名古屋コーチンの生産拠点である畜産総合センター種鶏場（安城市篠目町地内）の供給
機能を強化するため、小牧市大草地内を移転候補地として検討する。

手話言語の普及及び障害の特性に
応じたコミュニケーション手段の
利用の促進に関する条例を制定
し、普及啓発を実施する。

予算額4,739万円

　県内全域の小中学生家庭35,000人を対
象に生活実態を調査し、全体に占める生活
困窮層の割合を示す「子どもの相対的貧困
率」を算出する。調査対象は小学1年生は
保護者のみ、小学5年生と中学2年生は子
供と保護者に調査票を配布。翌年3月には
集計し、その結果を2017年度以降の「子
どもの貧困対策」に生かしていくことに！

貧しくて進学ができない、
食事もままならない子供たちの
実態の調査を 12月から実施！

それから1年3ヶ月後

　貧困世帯の学習支援は
スタートしても、生きて
いくうえでの基本となる
「食べる」ことへのサポー
トについて県の対応を問
うた。1日の食事は「給食
のみ」の子供が現実にい

るからだ。県の答弁は終始「できること
を取組んでいく」であったが、具体的に
子供の貧困の実態がわからずして有効
策はうてない…。本県は子供の貧困の
実態を把握していたのか？

予算額4,464万円

予算額2,000万円

条
例
制
定

ちゃんと

食べられない

子供のために…

2015年6月議会本会議で
「子供の貧困対策“食”への取組」

について質問しました
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　過去２年間の集積目標は本県の場合 3,720 ヘクタール
であり、農地中間管理事業の達成率は４パーセント、全国
順位は 36 位。なお、農地中間管理事業以外の利用権設定
制度も含む担い手への集積面積は昨年度 1,457 ヘクター
ルで、こちらの達成率は39パーセント（全国順位23位）
だった。4％の低達成率の農地中間管理事業が進みにくい
要因は、農地の貸出しを希望する農地所有者が少ない点。
制度が複雑で出し手となる農地所有者の十分な理解を得ら
れていないことなどが要因。
　そこで、県、市町村及び農業協同組合の職員が各地域の
農家に出向き、農地中間管理事業の仕組みを一層 PR する
とともに、本年度から農林水産事務所ごとに農地集積・集
約化地域推進会議を設置。同事業の制度上の課題について
も、農家が利用しやすい仕組みとなるような制度改善を、
国に対して継続して働きかけていく。

　愛知県では、昨年8月に国家戦略特区の
一つ「近未来技術実証特区」の指定を受け、
今年度、県内15市町で自動走行の実証実
験を行うこととなった。アイサンテクノロ
ジー株式会社に事業委託し、名古屋大学、
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社、株式
会社ZMPと連携の下、まずは実証エリア
において自動走行に必要な高精度 3Ｄ
マップを作成し、走行実証を行う。
　一宮市では8月30日に、小学生とその
保護者を対象に「自動で走るクルマの実験
見学会・学習会」が開催された。一宮市の
実証エリアは「光明寺公園内道路」で、アイ
サンテクノロジー所有の自動運転走行車
（エスティマ）の走りを見学。自動走行は全
世界で技術開発競争が加速し、本県の今年
度予算でも1533万 5000円を計上。

　南海トラフ巨大地震の発生が
危惧され、一宮市では震度6弱
ともいわれ、甚大な被害が予想
されている。阪神・淡路大震災
や今年4月に発生した熊本地震では、家の中の家具
が倒れ、多くの負傷者があった。地震の際、タンスや
食器棚などの家具、冷蔵庫などの電化製品は“凶器”
となり、出口がふさがれて非難が遅れることもある
ことから、家具の固定は高い減災対策といえる。で
も、家具の固定というと「手間がかかる」「やり方が
わからない」といったイメージを持つ人も多い。そ
こで一宮市では、一宮市市民活動家具転倒防止支援
事業として、一宮防災ボランティアネットワーク
（伊藤善之会長）が「家具の固定のお手伝い」を引き
受けている！

＊自動運転自動車に誰もが乗れるようになるのは、2035年以降になる？高齢者ドライ
バーの支援や、渋滞緩和に効果があるという。とにかく自動運転技術を搭載したクルマの登
場は目前。しかし、技術は発達しても、それを使うのは「人」だということを忘れずに…。

愛知県議会 農 林 水 産 委 員 会

対
策

耕作放棄地対策として、本県では平成26
年度から農地の貸し借りを仲介する「農
地中間管理事業」（農地バンク）をスター
ト！農地を貸したい農家と借りたい農家
のマッチングの実績と課題は？

高橋正子議員

耕作放棄地を体験農園に！

農業体験農園

おらの農園・一宮

洋風ダイニング

スプラウト

　耕作放棄地を再生し、農業体験希望者に農地を提供
する「おらの農園・一宮」を紹介。自分で野菜をつくり、
自分で食べる「自産自消」の安全な野菜作りが体験で
きる。セールスポイントは『手ぶらで農業』OK！要す
るに農具一式レンタル（無料）ができ、しかもキメ細
かな農業指導付き！定年後のシニア
世代の生きがいづくりに、子供の食
育のサポートに、野菜をつくる喜び
と安全でおいしい新鮮野菜の収穫体
験ができる。秋にはキャベツやダイ
コン、ハクサイ、ネギ、カボチャな
どの秋冬野菜の収穫が待っている。

問い合わせ／おらの農園・一宮
代表　山中万三三　090-4116-2251
メールアドレス：info@oranonouen.com

問い合わせ／
一宮防災ボランティアネットワーク
代表　伊藤善之　090-4794-8863

一宮市萩原町中島字明屋敷39-1　TEL（0586）67-3200
営業時間／11:30～ 14:00（L.O） 17:30～ 21:00（L.O）
定休日／火曜日（祝日の場合は翌日休業）

●農園利用システムは、１区画（15㎡）の利用料は１カ月￥3,000、１年￥30,000

初心者大歓
迎！

手ぶら
で

農業！

一宮市萩原町中島字明屋敷45
　（西尾張中央道沿い光田モータース隣接）　

お

らの
農園と

のコラボレーション

隣接のキッチンで

季節の野菜メニュー

　キッチンの目の前の農園では季節ごとの野菜
が収穫でき、この店のカレーやパスタ、サラダな
どのメニューにたっぷりと使われる。オープン
から16年、ホテルや専門店で10年以上修行
し、中国料理も学んだシェフオリジナルのカ
レーやパスタに定評あり！
　今後、おらの農園とのコラボレーションで、さ
まざまな食のイベントも展開していくとか。

　伊藤さんたちは家具の固定
ボランティアを平成21年か
ら始め、今年で8年目。月平
均5～6件の依頼があるとい
う。実際に工事する前に下見
と施工依頼主との打ち合わせ
をするなど良心的な対応と、
一番には、金具代だけであと
の費用は一切必要がないこ
と！信頼度もバツグン！

メニューの一例 『夏』
季節の野菜のおすすめカレー＆パスタ（各￥1080＋税）野菜の摂

取量UP効果！

野菜の摂
取量UP効果！

●耕作放棄地とは ?

農地を相続しても一
年以上何も作物を作

らず、

耕作を再開する見込
みもない土地。

●耕作放棄地はなぜ問題？

●農地中間管理事業とは？

地域内に分散し複雑
に入り組んだ農地の

利用を

整理するため、本県
から指定を受けた農

地中間

管理機構が農地を借
り受け、まとまりの

ある形

で担い手に貸し付け
る制度。

雑草や害虫が増え、
近隣の農地や民家に

も悪影響

を及ぼし、ゴミの不
法投棄や食料自給率

にも影響

がある。また、農地に
は洪水防止機能もあ

る。

本県の耕作放棄地は、
面積にして8,513ヘクタール
中部国際空港の約18個分、
ナゴヤドームの約1,750個分に相当！

本県の耕作放棄地は、
面積にして8,513ヘクタール
中部国際空港の約18個分、
ナゴヤドームの約1,750個分に相当！

本県の耕作放棄地は、
面積にして8,513ヘクタール
中部国際空港の約18個分、
ナゴヤドームの約1,750個分に相当！

一宮市でも8月30日に光明寺公園地内で走行実験！

自動運転走行自動運転走行自動運転走行の実証実験を実施！

2016年度、愛知県内15市町で

備えあれば憂いなし！いつ起こるかわからない災害対応に！

実証実験実施市町一覧

1 あま市
市町 走行ルート

名鉄七宝駅～七宝焼アートヴィレッジ

2 安城市 安生更生病院～アピタ安城南店

3 一宮市 光明寺公園内道路

4 犬山市 前原台団地入口～総合犬山中央病院

5 岡崎市 愛知県三河青い鳥医療療育センター～福祉の村

6 春日井市 高齢者福祉施設どんぐりの森～サンマルシェ（高蔵寺ニュータウン内）

7 刈谷市 刈谷ハイウェイオアシス～洲原公園

8 幸田町 JR相見駅～永野ちびっこ広場

9 設楽町 設楽町役場～養護老人ホーム宝泉寮

10 田原市 渥美病院～県立渥美農業高校

11 豊明市 名鉄豊明駅～小所老人憩いの家

12 豊田市 花沢五区コミュニティセンター～JAあいちAコープ下山店

13 長久手市 モリコロパーク西駐車場～あぐりん村・ござらっせ

14 南知多町 日間賀島西港～日間賀島東港

15 みよし市 細口公園～西部コミュニティ広場

家具

転倒防
止

支援事
業
家具の固定家具の固定 をお手伝いします家具の固定

《対象》一宮市内のお宅

  費用は金具代実費負担

  工事費・出張料は無料

　（期間は平成29年3月迄）

問い合わせ／
一宮市役所上下水道部営業課　TEL0586-85-7094 

　一宮の水はおいしい！と言われるのは、
木曽川の伏流水を汲み上げているから。そ
の“おいしい水”を同市浅井町極楽寺水源
から汲み上げた原水を詰めた500mlペッ
トボトル「おりひめ　木曽川が織りなす
水」が登場！このおりひめは、ミネラル
ウォーター類としての基準をすべて満た
し、塩素消毒せずに加熱殺菌しただけのナ
チュラルウォーター。さっぱりとした味わ
いはさすが一宮の水！ペットボトルは5年
間保存できるので、災害時の備蓄用にもな
る。料金は1本￥80、1ケース（24本）
￥1,900。尾張一宮駅前ビル1階の観光案
内所や市役所本庁舎10階などで販売する
ほか、郵送販売もある。

木曽川の伏流水だから
加熱殺菌だけで
ボトルに詰めた水！

5年間保存できる！

災害時備蓄用

おいしい水おいしい水おいしい水
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