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長江正成通信

健康・福祉等研究会は、社会福祉法人薫徳会が、2009 年 8 月に障害者就
労継続支援事業として設立した「セントラルキッチンかすがい」を調査した。
「セントラルキッチンかすがい」では、障害者、調理師、栄養士たちスタッ
フが、福祉施設や医療機関向けに、1 日 1500 食の食事を提供している。医
療福祉部門における障害者の雇用としては、日本で数少ない施設の一つである。
雇用契約を結ぶ A 型と訓練などが目的の B 型を合わせ、重度から軽度の障
害者が、現在は 36 人働いている。障害者も余裕をもって作業できる環境が整
備されており、一般企業と競争ができる食の提供を目指している。
愛知県発の全国のモデルケースとして、障害者の自立の場が広がっていくよ
う、研究会としても制度や環境の充実に努めていく。
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愛知県政レポート

この県政レポートは、県民のみなさまからご意見・ご要望
をいただくための情報提供を目的に、民主党愛知県議員団
に交付されている政務調査費の広報費を一部充当して製
作・配布しています。

２０１０年８月号

暑中お見舞い申し上げます
愛知県議会議員（瀬戸市選出）
なが

愛知県陶磁器資料館（リニモ「陶磁
器資料館南」駅から徒歩 600M）で
は、9 月 26 日(日)まで、古代を体験
学習できる「1000 年前のハローワ
ーク」展を開催中。
愛知県による歴史・
文化研究の最前線も紹
介。南館もリニューアル。

ご案内
≪後援会加入のお願い≫

≪長江正成通信の送付≫
皆さまからの県政へのご意見やご

皆さまの励ましやご意見によって、

要望をいただくために、通信を送ら

長江正成の活動の幅がさらに広

せていただきます。ご希望の方は

がりますよう、後援会へのご加入
をお願いいたします。

ご連絡ください。

（会費はございません）

「長江正成通信」をお読みいただき、ありがとうございます。
夏に入ってから、ゲリラ豪雨や水の事故による残念なニュー
スも聞かれますが、夏休みの子どもたちには、自然に触れたり、
さまざまな体験をしたりして、それぞれの時間を安全に、また有
意義に過ごしてもらいたいものだと思います。
さて、６月議会開会日（６月１７日）には、神田知事から「地域
主権」の推進への切望、および国と地方の協議の場を法制化し
ようとしていた民主党政権を評価する旨の発言がありました。
また、７月１１日に行われた参議院選挙では、斉藤よしたかさん
が 750,723 票、安井みさこさんが 676,681 票を獲得し、愛知県選
挙区 3 議席中、民主党が２議席を獲得することができました。
全国的には民主党が過半数を得ることができず、衆・参のねじれによる連携の問題など、今後の国会運営は
大変な困難を伴うものになっていきますが、私たちは、地域主権の推進や、「人が大切にされる社会」をめざし、
また「人への投資」が経済的発展にもつながるよう、愛知県や国への働きかけを進めていきます。
また、民主党県議団では、「県民が望む愛知づくりマニフェスト検討プロジェクトチーム」を作りました。地域の
特色や、地域での生活から発せられた皆さまの声をもとに、愛知県の政策課題と提言等をまとめるべく活動を進
めていきます。
大変に暑い中ではありますが、皆様にはくれぐれもご自愛いただきますようお願い申し上げますとともに、今後
とも、ご指導、ご支援のほど、よろしくお願い致します。

県政へのご意見、各種お問い合わせ・お申し込みは
長江正成後援会 いいたび企画
～秋の山陰・三朝温泉～
● １１月 3 日（祝･水）
・4 日（木）
● 鳥取県三朝温泉 三朝館
● 参加費２２，５００円

「 長江正成事務所 」まで

長江正成 プロフィール

瀬戸市やまて坂一丁目在住（瀬戸出身）

妻の真弓が昼間事務所に常駐して

1982 年：中央大学 卒業

います。お近くにお越の際、

2000 年：瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会 会長

是非お寄り下さい。

2007 年：愛知県議会議員 初当選 地域振興環境委員会
2008 年：産業労働委員会 民主党県議団副総務会長

お問合せは事務所まで

● 申し込み締め切り １０月８日（金）
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加下さい。

なり

「1000 年前のハローワーク」展

愛知県陶磁資料館
瀬戸市南山口町 234
TEL 0561-84-7474

≪県政報告会≫
長江正成は、県政報告会を随時行っ
ています。
★３人以上のグループでお申し込み
下さい。
★日時・場所等はご相談のうえ、決め
させていただきます。

まさ

長 江 正 成

県のイベント紹介

この冊子は、県のさまざまな施策を
はじめ、暮らしに役立つ情報、県の施
設に関する情報などをわかりやすくコ
ンパクトにまとめたもので、毎年改訂し
最新の内容として発行しています。
なお、この冊子は広報広聴課や県民
生活プラザ等で 8 月 2 日（月）から県民
の方へ無料配布されています。

え

瀬戸市熊野町 83-8
電話（0561）85-5195

2009 年：総務県民委員会 安心・安全対策特別委員会 議員定数等調査特別委員会
一般会計・特別会計決算特別委員会

2010 年：「農林水産委員会副委員長」・「国際交流・産業振興調査特別委員会」に所属
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平成 22 年度
6 月定例議会報告
知事 最近の県政を取り巻く諸情勢と
当面の課題について（主な内容）
「COP10」や「あいちトリエンナーレ 2010」という
二大事業が、８月から 10 月にかけていよいよ開催
の時を迎える。是非とも成功させ、地域の発信力や
魅力の向上につなげていきたい。
日本航空の中部国際空港の路線縮減や県営名古屋
空港の全路線廃止の方針、そして伊勢湾の国際コ
ンテナ戦略港湾の選定への対応など、広域交通ネ
ットワークに影響する諸問題が、正念場を迎えて
いる。地域の声を届け全力で取り組んでいく。

６月１７日に開会した６月議会に提案された
議案は、条例関係議案（たばこ税の税率の引き上
げ等に関するもの、公立高等学校の授業料が無償
化されたことに関するもの等）が９件、その他の
議案（人事案件等）６件、補正予算（丹羽郡の補
選挙費用）１件でした。これらの議案については、
全て可決し、７月６日に閉会しました。

平成 21 年度の一般会計の決算は、20 年度に引き続
き、黒字が見込まれることになった。しかし、本年度
当初予算では、巨額の収支不足を埋めるため、県債や
基金の最大限の活用、地方財政措置の確保、職員等の
給与の抑制など、臨時的、緊急避難的なものも含め、
あらゆる方策を講じている。今後も扶助費や公債費な
どの増加が見込まれ、依然として、大変厳しい財政運
営を強いられる。
今後の財政運営に当たっては、社会情勢や経済動向
を見極めつつ、本年２月に策定した愛知県第五次行革
大綱の着実な実行に職員一丸となって努めていく。

代表質問・一般質問
【 民主党代表質問から（西川厚志総務会長） 】
Ｑ

ＣＯＰ１０や、トリエンナーレといった世界的行事の２０１０年のあと、県政運営の目標は？

知事 空港、万博のような具体的な目標設定は、一朝一夕に見出すことができるものではないが、大きな時
代の変化を踏まえ、今後の愛知が進むべき方向を「安心、希望、そして風格ある愛知へ」という目標であ
らわした。

Ｑ

県財政は来年度以降も、毎年２千億円以上の収支不足が見込まれる。事業総点検に、第 3 者の大胆
な視点を！

知事 昨年度の総点検で全ての事務事業を対象として２０２億円という削減効果をあげた。今年度は、外部
有識者からなる行政評価委員会の意見も伺いながら包括外部監査も事務事業の見直しに活かしていく。

Ｑ

農 林 水 産 委 員 会 報 告
愛知県では、「食と緑が支える県民の豊かな暮らし
づくり条例」（平成16年４月１日施行）に掲げる、
① 将来にわたって安全で良質な食料等が安定的に
長江正成副委員長

供給され、それらが適切に消費・利用されること
② 将来にわたって森林等が持つ多面的機能が適切
かつ十分に発揮され、安全で良好な生活環境が確保
されること
という２つの理念の実現をめざして、平成 17 年２
月に「食と緑の基本計画」を策定しています。

農林水産委員会審議風景

１２の先導的取り組み
１ 海上の森で里山保全活動を推進します
２ 愛知の農産物環境安全推進マニュアルを策定します
３ コンパクトで高栄養価・機能性野菜を開発します
４ 農業水利施設の多機能化を図ります
５ 鉄鋼スラグを活用し干潟を蘇らせます
６ 観光資源として食と緑を活用します
７ 三河材の認証制度を推進します
８ ハイテク農業を推進します
９ 優れた愛知の農産物の輸出を推進します
10 農地有効活用システムを構築します
11 アユ再生プロジェクトに取り組みます

◆「食と緑に関する先導取り組み」とは…
○ 愛知万博の理念・成果の継承、環境先進県づくり、
ＮＰＯとの協働など、本県がこれからめざそう
とする方向に沿った愛知らしい取り組み
○ 中部国際空港や第二東名・名神高速道路などの広
域交通網の整備、都市と農山漁村の近接、豊かな
地域資源などの本県の優位性やポテンシャル（可
能性として持っている能力）の高さを活かした、
本県独自の取り組みや全国に先駆けた取り組み
○ 既に県内の一部地域又は他の都道府県において
取り組まれているものの、積極的に県内全体に拡
大していこうとする取り組み

12 菜の花エコプロジェクトを推進します

県営名古屋空港からの全定期便の撤退について、今後の日航との協議方針、

県営名古屋空港のあり方は？
知事 航空ネットワークの維持は大変厳しいが、少しでもこの地域に路線が存続できる
ことを基本に努力する。県営名古屋空港は、国際拠点空港である中部国際空港と連携・
補完しながら、コミューター航空
【 一 般 質 問 】
機やビジネス機などの小型機の拠
○高橋正子（一宮市・葉栗郡）
点空港、航空産業の拠点として何
県営名古屋空港
・・・消費者行政充実に向けての諸課題と取組／
キャラクター
としても維持していきたい。
救急搬送体制の取組と課題について
Ｑ 本年３月、全国初の「あいち自殺対策地域白
○仲敬助（安城市）…モノづくり県、愛知を支える工業
書」が発行された。今後の対策の重点は？
高校の在り方／リニモを運行する愛知高
速交通の経営管理体制について
知事 ポイントとなるうつ病対策として、「ちゃんと
○古俣泰浩（知多市）…森林の保全について
眠れていますか？」といったうつ病で現れる症状に
○森井元志（守山区）･･･認知症介護／
着目した「睡眠キャンペーン」を行ってきた。ハロ
環境問題について
ーワークでも定期的な「心の健康相談」を実施。
○中村友美（緑区）…産業振興／
「あいち自殺対策地域白書」を活用し、県民総ぐる
自殺対策／
みで自殺対策に取り組んでいく。
緑の保全について

農林水産委員会の委員からは、次のような点について質問がありました。
○米の戸別所得補償モデル事業の加入申請状況
○農業における主な規制についての政策
○口蹄疫について防疫対応は？
★ 議事録は、愛知県議会の HP から見ていただけます。
○名古屋競馬について
★★ 「広報あいち」は、2 月議会で採択された請願を踏
○名港花き地方卸売市場の開設に関して
まえ、視覚障害の方へ県政情報提供のため、全国初の
○鳥獣類による農作物の被害に関して
「音声コード版」が発行されることとなりました。

意見書採択

【

採択した意見書〔7 月 6 日送付〕

○航空ネットワークの維持・確保について
●子宮頸がんの予防対策の推進について〔民主党提案〕
○若者の雇用創出と新卒者支援の充実について
●中小企業支援策の充実・強化について
○歯科医療の充実について〔民主党提案〕
●マルチメディアデイジー版教科書の普及促進について

】

マルチメディアデイジー版教科書とは
通常の教科書の内容を音声や文字で同時再生するもの。発達
障害や文字の認識に困難がある児童生徒の学習用教材として
の効果が期待されている。

