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警察委員会副委員長、議会運営委員会副委員長

民主党愛知県議員団副団長に就任！
今年度、民主党愛知県議員団の副団長に就任
いたしました。役員就任は、2007 年度の政務
調査会長、2012 年度の幹事長、そして今回が
三度目となります。来春は 2 月に愛知県知事
選挙、4 月には統一地方選挙をひかえ、今年は
今まで以上に猛ダッシュの一年です。
「誰のための議会か」
「誰のために審議を尽くす
のか」「私たちは県民の代表で議会に送っても
らっている」…『すべては県民のしあわせのた
めに！』これを忘れることなく、精一杯努力い
たします！
≪民主党愛知県議員団2014年度役員≫
団長／黒川節男（海部郡選出）、 副団長／高橋正子（一宮市選出）
幹事長／西川あつし
（名古屋市中川区選出）、 総務会長／西久保ながし
（岡崎市選出）、
政策調査会長／佐波和則（東海市選出）

県議会では、
警察委員会副委員長、
議会運営委員会
副委員長に就任！

警察委員会にて

平成26年6月愛知県議会が7月7日に閉会

総額8,289万円の一般会計補正予算案など15議案を全会一致で可決！
6月18日に開会された愛知県議会6月定例議会が7月7日に閉会。
水素ステーションの整備や三菱重工業に県営名古屋空港隣接の県有
地を売却する議案など総額8,289万円の一般会計補正予算案、条例
関係では海外勤務になった配偶者に同行する県職員や警察官、教員
を3年以内は休業扱い(夫の海外勤務によって女性のキャリアが中断
されないための制度)など15議案を審議、全会一致で可決！

プロフィール

●一宮市大宮に生まれる
●愛知学院大学法学部法律学科卒業
●（株）一宮タイムス社（日刊紙）編集部入社
●昭和63年 8 月
一宮タウン情報誌「エッグ」を創刊
●平成12年 2 月
（有）お茶の間通信社を設立。現在、代表取締役
●平成15年 4 月
愛知県議会議員に初当選
●平成19年 4 月
愛知県議会議員にニ期目の当選
●平成23年 4 月
愛知県議会議員に三期目の当選

TEL（0586）71−2900
FAX（0586）71−5380

（議案の詳細は中面で）

出前講座も承り中！

事務所のご案内

〒491−0044
一宮市大宮1−3−6
グランドメゾン大宮1F

愛知 なう！

お気軽にどうぞ！

《真清田神社から西へ徒歩1分》

http://www.masakonet.info

一宮タウン情報誌「エッグ」
編集長としても活躍中！

E-mail 138@masakonet.info

平成26年6月議会知事提案説明

販売開始に向け、県庁西庁舎駐車場に水素エネルギー社
会を先導するために、移動式水素ステーションを運用する
ための整備費5,845万円。

11月には県内2大イベントが開催！

ESDユネスコ世界会議
今年11月10日から
12日まで名古屋市熱
田区の名古屋国際会議
場で開催される「持続
可能な開発のための教
育（ESD）
に関するユネ
スコ世界会議」の開催機運を盛り上げるため、7月5日か
らは県内の子供たちが中心となって持続可能な社会づく
りをテーマに学び、話し合う
「ESDあいち・なごや子ども会
議」の取組がスタート。8月には市町村におけるESD活動
をテーマとしたシンポジウムを開催。

イメージ

当地の航空宇宙産業の振興に大きく貢献！
県有地を三菱重工業に26億余円で売却！
「アジアNo1航空宇宙産業クラスター形成特区」の中
核プロジェクトである、民間航空機の生産・整備拠点事業
では、三菱重工業株式会社が日本初の小型ジェッ

ト旅客機MRJ（三菱リージョナルジェット）の最終
組立工場を県営名古屋空港に隣接する5.2ヘク
タールの県有地の売払い（26億7,446万円）を
受けた後に建設することとなった。
工場の年間生産額は生産当初の平成29年度に240
億円規模、その後5年間で1,100億円規模に拡大し、雇

用者は300〜500人規模になる見込み。アメリカ・シアト
ル、
フランス・ツールーズと並ぶ航空宇宙産業の世界三大
拠点を目指す。

DNA鑑定施設の買入れ
DNA型鑑定は、重要な客観的
証拠として近年鑑定数が増大し

環境影響評価の審査が行われており、審査後には工事実
施計画の認可から今年度内には着工が見込まれている。
本県では、
リニア開業による時間短縮効果（東京〜名古屋

捜査研究所内における処理は限

「技能五輪・アビリンピックあいち大会2014」は県内

界にきているため、DNA型鑑定

8市14会場で開催し、選手および競技関連団体などの

に必要なクリーンルーム２室が

参加者約5,000人を含めて、来場者数は18万人以上を

完備されている科学技術振興機

目標。技能五輪全国大会は11月28日〜12月1日、アビ

構が所有する建物「JSTイノベーション東海」
（名古屋市南

リンピックあいち大会は11月21日〜23日に開催。さら
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【ワンポイント】
本県のDNA型鑑定の現
状は、年間の鑑定資料数
は10年前の平成16年に
は90点だったのが、4
年後の20年には3,044
点に、そして昨年の25
年には10,931点に。こ
こ10年でナント！約
120倍に伸びている。

そして 現在のDNA型
鑑定の個人識別精度
は4兆7,000億人に
1人の割合でしか一
致しないところまで技
術も進歩！

化の方策をとりまとめていく。

少子化対策
国の地域少子化対策強化交付金を活用して、子育て経
験のある高齢者らが「子育て応援サポーター」
として養成
し、児童館・保育所などで子育て支援活動に参加し、補助
的に働いてもらう事業費3,865万円。

＊技能五輪全国大会は、「特定の技能
を身につけた満23歳以下(一部競技を
除く)の若手技能者による技能レベルの
日本一を競う大会」。また、アビリン
ピックは「満15歳以上の障害のある
方々による技能競技大会」
イメージキャラクター
「アイチータ」

2020年秋のフットサ

（PED : Porcine Epidemic Ｄiarrhea）

書 を ま と め 、日 本 サッ

に生じることから、豚流行
性下痢の防疫体制を強化
する事業費2,800万円。

6,000人多い約29,000人が県内で死亡するという独自の被害
想定を発表した。この調査結果は 理論上最大想定モデル で、県
によると冬の午前5時に発生した場合、死者数が最大になる。津
波による死者数は全体の45％にあたる13000人。その他の死
者の内訳は、建物倒壊が約14,000人、火災が2,400人、急傾斜
地崩壊約70人となっている。今後は、本県の地震防災・減災の行
動計画となる第三次あいち地震対策アクションプランを年内に策
定し、
ソフト対策とハード対策を効果的に組み合わせた総合的な
地震防災対策を推進していく。
県内の建物の耐震化率は2011年時点で85％。100％を達
成すれば地震の揺れで全壊する約25万2,000棟が約10万
3,000棟にまで減らせ、家具の転倒・落下防止への対応（11年時
点50％）
を全戸で実施すると建物の倒壊などで犠牲になる人を
約14,000人から4,900人まで減らせる！

一宮市最大震度6強

一宮市は液状化
危険度が高い

計測震度
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ルワールドカップ（W杯）

研 究 会を立 ち上げて今

出荷自粛などの被害が農家

大地震でマグニチュード9級の地震が起きれば、国の想定より

2020年フットサルW杯
招致活動を本格的スタート！

豚流行性下痢（PED）への対応

が、感染が拡大すると豚の

５月３０日に開催した愛知県防災会議において「愛知県東海地
震・東南海地震・南海地震等被害予測調査」の結果、南海トラフ巨

に9月にはオアシス21において、あいち大会に向けたカ

た愛知県では、このほど

人に感染することはない

南海トラフ巨大地震が起きれば、
愛知県の死者数は29000人と推計

ウントダウンイベントを実施。

の開催地に立候補表明し

間45分）
をより広域的に波及させていき、
『 名古屋駅から
の40分交通圏』の拡大など、鉄道ネットワークの充実・強

Education for Sustainable Development
の略。環境、貧困、人権、平和、開発と
いった、現代社会の様々な課題を自らの問
題として捉え、身近なところから取り組む
ことにより、それらの課題の解決につなが
る新たな価値観や行動を生み出すこと、そ
して、それにより持続可能な社会を創造し
ていくことを目指す学習や活動のこと。

ているが、愛知県警察本部科学

8000

リニア中央新幹線の建設については、現在、国において

ESDとは…

技能五輪・アビリンピック

区）
を購入し、その機能強化を図る。購入費8,910万円。

2027年開業予定の「リニア中央新幹線」

お早めに
耐震工事を！

究極のエコカーと呼ばれる燃料電池自動車（FCV）の
県議会での一部を
ご紹介します！

なう！
知
愛

水素ステーションの整備促進

最大深度は6強で、

液状化による大きな被害が見込まれる！

秋をめどに開催構想概要
カー協会（JFA）
に提出し ＊愛知県はフットサルの全国リー
招 致 活 動を本 格 的にス グ「F リーグ」で七連覇中の名古屋
タート！概要書には大会
のコンセプトや日程、会
場、宿泊所、広報戦略な
どが盛り込まれる。

液状化危険度
極めて高い
高い
低い
極めて低い
計算対象層なし
計算対象外

オーシャンズが本拠地を構えるな
どフットサルの注目度が高い。そ
こで東京オリンピックと同じ年に
開催される W 杯で世界に愛知の
名を発信し、地域活性化を図るた
めに知事が招致を発案。

一宮市での建物の全壊・焼失数は、7100棟。その内訳は、液状化に
よって3000棟が、揺れによって2200棟が全壊。火災でも1900
棟が焼失すると予測され、一宮市全域での死者数は100人。
■耐震改修助成制度の上限額は 90 万円！しかし、改修費の
全額はまかなえないことから、特に高齢者世帯は耐震工事を
したがらない傾向にある。そこで次善策として、寝室など一部
の部屋だけを守る「耐震シェルター」設置への助成もある。
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女性の活躍促進の取組を加速！
平成 25 年 6 月議会一般質問で、
「女性の活躍促進への取組」について質問し
ました。その後 9 月に、東海地区で初めての女性の副知事・吉本明子氏が就任
し、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」のリーダーとして積極的に活躍中。
女性の就労、子育て支援などさまざまな女性施策を展開し、愛知県庁内にも女
性の活躍に向けた気運の醸成が見られるようになりました！

吉本明子副知事はこんな人
岐阜県岐阜市出身。東
京大学経済学部卒業
後、旧労働省に入り、
愛知県の旧労働部や
一宮公共職業安定所
にも勤務。副知事起用
直前は、厚労省職業能
力開発局総務課長。

子育てが一段落し、再び社会に出て働きたいと希望する女
性の中には、国の施策で実際の職場で試験的に働いてみる
主婦インターンシップ が注目を集めていると聞く。育児
などで一度退職した主婦が再び社会に復帰するには課題も多
く、本人も勇気がいる。そうした女性たちに対し、再就職支
援の取組は？
質問のその後…

あいち子育て女性再就職サポートセンター開設！ NEW
愛知県では「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、昨年 9 月に設置した
「あいち女性の活躍促進プロジェクトチーム」による検討を踏まえ、5 月 27 日に出産や
子育て等で離職した女性の再就職を支援する「あいち子育て女性再就職サポートセン
ター」を、名古屋駅前の愛知県産業労働センター（ウ
インクあいち）の 17 階に開設。専門職員による相
談・カウンセリングをはじめ、ワークショップや職
場実習各種セミナーの情報提供など、キメ細かな取
組を行うとともに、国が職業紹介を行なうマザーズ
ハローワークなどと連携し、仕事と家庭との両立な
どの不安や悩みを持つ女性が、再就職して活躍でき
るよう支援する。

あいちの女性の活躍を
促進する懇談会を開催
吉本副知事をはじめ女性幹部職員
と、私たち民主党県議団の女性議員4
名と7月7日、意見交換会を開催。吉
本副知事からは現在、進めている「あ
いち女性の活躍促進プロジェクト」に
ついて説明された後、女性議員からは
このプロジェクトを進めるにあたって
の本県の目標設定をどう考えているの
か？など活発に意見が交わされた。

仕事に対するスキル、育児との両立、家族の
理解、働く場所や時間など様々な不安を抱え
てなかなか再就職に踏み切れないという方、

■利用時間
月〜金曜日
土曜日

是非！気軽に相談を！

9:30 〜 18:00
10:00 〜 17:00

■利用料は無料（託児コーナーも完備）
電話（052）485-6996

一宮

で活躍する、 イキイキ女性

一宮市福祉こども部長

長野

久美子 さん（58歳）

一宮市役所で初の女性部長に起用されたのは3年前。旧尾西
市役所の採用で、入庁から児童館職員を19年務めたのが長野さ
んの原点。子育て支援の現場を知り、女性としての感性と自ら
の母の経験を活かした子ども・子育て施策の陣頭指揮をとる。
家庭を持つ女性が管理職として活躍していくとなれば、家族
の理解・協力は不可欠である。長野さんも福祉こども部次長か
ら部長へ就任が決まった時、「部長職は重責。自分が本当にで
きるだろうか…」と思い悩み、それを「やってみればいいじゃ
ないか」と背中を押してくれたのが、民間企業に勤める夫のひ
とことだった。子育ても家事も、同居する母が随分助けてくれ
たと振り返り、今があるのは家族みんなが盛り立ててくれたか
ら…だと感謝する。
長野さんが思いを持ち続ける 若い世代に住みやすい街・一
宮 へ。人口減少、高齢社会が大きな社会問題となる中で、安
心して子供を産み育てる環境を整えることが私たちの使命。後
進の職員にもこの思いをつなげていきます。

愛知県一宮保健所 所長

澁谷

いづみ さん（57歳）

愛知医科大学医学部を卒業後、
小児科医として勤務。30 歳で足
助保健所長に抜擢。その後は安
城、岡崎、豊川など 7 か所の保健所長を務め、今春、一宮保健所所
長に就任。 常に前向き、どこのポジションでも自分でやりがい
のある仕事を見つけていく というポジティブ・シンキングの
持ち主で、中核市として岡崎市保健所をゼロから立ち上げたの
は、
生涯で貴重な経験だったと話す。
一宮で取組みたい政策は、災害に備えての医療救護活動計画
や高齢者医療で在宅ケアの地域包括ケアシステムのコーディ
ネート。
現在、厚生科学審議会委員や消費者安全調査委員会委員を務
め、各種許認可に立入検査、行政処分…と市民には遠い主業務の
保健所を『そうだ！保健所に相談しよう』と思ってもらえる、身
近な苦情相談窓口にしていきたい…と澁谷所長ならではの目標
をかかげる。

