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安井みさこ氏民主党参議院愛知県選挙区候補と対談！！
長江正成は、安井みさこさんと子ども達が安心して大人になれる社会を実現するための環
境の整備について対談。
地域の力を引き出す「地域主権」・消費者目線で「食と農」を考える・クリーンで高付加価値な
「ものづくり」それぞれが関わってきたことについて語り、今の子供達に明るい未来を手渡した
い！との思いを意見交換しました。
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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充
当して製作・配布しています。

２０１０年６月号

「平成 22 年度は農林水産委員会
副委員長に」

今回は愛知の地域づくりの新たな羅針盤となる「政策指針

愛知県議会議員（瀬戸市選出）

2010-2015」が主な内容です。

なが

2015 年に向けて重点的に対応すべき 6 つの基本課題を
てあります。（ご紹介した事項はごく一部です）
来年４月の統一地方選挙に向け「安心、希望、そして風格
ある愛知へ」民主党県議団の一員として次代の「あいちづく
り」を本年度しっかりと組み立てる議論を行い、県民の皆様に
提示してまいります。
県政についての皆さまからのご意見をお待ちしています。

ご案内
≪長江正成通信の送付≫

≪後援会加入のお願い≫

皆さまからの県政へのご意見や

皆さまの励ましやご意見によって、

ご要望をいただくために、通信を

長江正成の活動の幅がさらに広

送らせていただきます。ご希望の
方はご連絡ください。

がりますよう、後援会へのご加入
をお願いいたします。
（会費はございません）

県政へのご意見、各種お問い合わせ・お申し込みは
≪ ６月議会日程 ≫
６月１７日（木）

妻の真弓が昼間事務所に常駐して

代表質問

６月２１日（月）

います。お近くにお越の際、

一般質問

６月２２日（火）、２３日（水）

是非お寄り下さい。

各種委員会

６月２５日（金）～３０日（水）

閉

7 月 6 日（火）

会

傍聴希望の方は事務所までご一報ください。

菅直人総理大臣（当時は代表代行）と握手
「２００６年９月 民主党本部にて撮影」

長江正成 プロフィール

瀬戸市やまて坂一丁目在住

1982 年：中央大学 卒業
2000 年：瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会 会長
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
瀬戸市熊野町 83-8
電話（0561）85-5195

なり

長江正成の県政レポートをお読みいただきありがとうご
ざいます。5 月臨時議会で、議長、副議長、それぞれの議
員の所属委員会が決まり、平成 22 年度の県議会がスター
トしました。
私は、常任委員会は「農林水産委員会副委員長」、特別
委員会は「国際交流・産業振興調査特別委員会」に所属す
ることとなりました。
農林水産に関しては、これまでも食と緑に関する先導
的取り組みや、産地と消費者の協働・連携による取り組み
や、県有林対策など議会で取り上げたりしてきました。農
林水産部には 12 の課と１室で構成される本庁関係課と
出先機関として７箇所の農林水産事務所や農業大学校は
じめ１０の地方機関で構成されています。
また、海上の森での里山保全活動や尾張旭市森林公園
と身近な施設の利用が改善されていくよう、農林水産副
委員長として、皆さまの声をもとに１年間取り組んでまい
ります。
今後とも、ご指導、ご支援のほど、よろしくお願い致
します。

「 長江正成事務所 」まで

会

開

まさ

長 江 正 成

設定し、その下に 50 の主要政策、270 余の取組を取り上げ

≪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。

え

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

（２）

（３）

愛知県では４月から、新たな政策指針
の下、６つの基本課題、５０の主要政
策を掲げて地域づくりを進めていま
す。主な取組や効果指標の一部や、関
連した取り組みを今回お伝えします。

政 策 指標 2010－2015
～ 安心、希望、そして風格ある愛知へ ～

基本課題１

取組

名古屋駅前の
「ウインクあいち」

効果
指標

主な
取組

効果
指標

基本課題３

効果
指標

主な
取組

★基金事業による新規雇用創
出者数 最大 29,300 人（2011
年度までに）

効果
指標

●犯罪多発地域での防犯活動
の推進
●防犯優良マンション認定制
度や防犯モデル団地指定制
度の推進
●情報モラル専用サイト「i‐
モラル」の活用等による情
報モラル教育の推進
★刑法犯認知件数の半減（2005
年約 19 万 8 千件⇒2015 年に
10 万件程度）
※現状約 14 万 6 千件（2009 年）

誰もが「希望」を持って活動できる社会にする
◆障害がある人の地域生活と就労支援◆
主な
取組

●若者のキャリア教育・就労支援
●不妊治療に対する助成
●保育所等の整備、多様な保育サービスの充実、
子ども医療費無料化の継続
●高齢者と子育てファミリー世帯の住宅の住み
替え支援の仕組みの構築

効果
指標

●地域における相談支援体制の強化
●グループホーム、ケアホームの整備
への助成
●障害者雇用促進のための経済団
体、企業等との協働の推進
★民間企業の実雇用率：法定雇用率
(1.8％)の達成（2015 年 6 月）

★低年齢児保育の受入数 20％以上増（2014 年度）
※現状 16,175 人（2009 年度）

「革新力」と「持続力」を持つ産業をつくる

◆次世代産業の育成・支援◆
主な
取組

主な
取組

◆犯罪抑止による地域の安全確保◆

あいち）に労働に関するワン
ストップ機能を担う「あいち
労働総合支援フロア」の開設
●「緊急雇用創出事業基金」
「ふ
るさと雇用再生特別基金」の
活用による雇用の創出事業の
実施

◆希望する人が結婚し子どもをもつことができる
環境づくり◆

●県営名古屋空港隣接地での航空機に関する
研究開発施設の整備
●「知の拠点」でのナノ・マイクロ加工技術に
関する重点研究プロジェクトの実施
●生活支援ロボットなどの実証実験への支援
★航空機・部品生産額全国シェア（中部地
域）
：55％（毎年）
※現状 49.2％（2004～2008 年の 5 年間の平均）

地域まるごと「環境本位」の社会にする

◆持続可能な自動車社会と
「エコモビリティライフ」の実現◆
●電気自動車（ＥＶ）、プラグイ

いのちを守る「安心・安全」の社会をつくる

◆失業者の雇用・生活のセーフティネットの構築◆
●産業労働センター（ウインク
主な

基本課題２

基本課題４

◆産業としての観光の推進◆
主な
取組

●土産物（特産品）の開発。販売の支援
●｢産業観光」
「武将観光」の取組の充実
●観光事業者のイノベーションの支援

効果
指標

★経済効果（観光消費額）１兆円（2015
年度）
※現状 5,309 億円（2008 年度）

効果
指標

基本課題５

◆COP10 開催地にふさわしい
生物多様性保全の取り組み◆
主な ●生物の生息生育空間となっている貴重な

ンハイブリッド車（ＰＨＶ）の
県、市町村、地元企業での
率先導入、ＥＶ、ＰＨＶを活
用したカーシェアリング事業
●エコ通勤･通学等の促進

取組

★ＥＶ・ＰＨＶ県内新車販売
台数；2000 台（2013 年度）

知恵と感動、にぎわいを生む「魅力」ある愛知をつくる
◆東アジアをターゲットとした魅力ある
広域観光圏づくり◆
中国、台湾、韓国、香港の４か国・地域
●
主な

●テーマ 都市の祝祭 Arts and Cities
●開催期間 2010 年 8 月 21 日（土）
～10 月 31 日（日）
●芸術監督 建畠 哲（国立国際美術館館長）
前売り券発売中！
「国際美術展」は、ペアチケット、
フリーパスなどもあります。
パフォーミング・アーツ（劇場
公演）のチケットも発売中です。

取組

他に「国際イベン
ト・コンベンショ
ンの誘致・開催」
など

効果
指標

をターゲットにそれぞれの国・地域のニ
ーズに応じた観光プロモーション活動
の推進

★東アジア４か国・地域の宿泊者数：150
万人（2015 年度）
※現状 49 万人（2008 年度）

コミュニティから中部圏まで、「地域力」と「連携力」を発揮する

◆中部広域交流圏を支える陸海空の
広域交通基盤の整備◆
主な
取組

自然環境（コアエリア）を緑地や水辺等
でつなぐ「生態系ネットワークの形成
●里地・里山・里海の保全・再生

「COP10 開催記念自然観察会～夏の観察会～」を
県内各地で開催中
★瀬戸市では、６月７月８月の第２水曜日・第３日
曜日・第４土曜日にイベントが開かれます。
★詳しくは「COP10 支援実行委員会」ＨＰで。

動、
◆あいちトリエンナーレの開催◆

基本課題６

（3）

●リニア中央新幹線の建設促進【2025 年
に首都圏・中京圏間開業予定】
●新東名高速道路・三遠南信自動車道の
整備促進
●荷主企業等への働きかけなど中部国
際空港の利用促進、航空会社へのエア
ポートセールスによる路線の拡充

◆分権時代にふさわしい「新しい公」の形成◆
主な
取組

効果
指標

●地域活動の担い手の育成支援
●コンビニチェーン等との包括協定に基づ
く連携事業の実施
●ＮＰＯとの協働ロードマップづくりの推
進と共同事業の拡大
★安全なまちづくり・交通安全パートナーシッ
プ制度の新規登録数：200 社以上（2010～
2011 年度）※現状 448 社（2010 年 2 月末）

他に「三河山間地域の振興」など

基本課題１には他に「地域医療の再生・強化」
「児童虐待・
DV への対応充実」「高齢者の地域ケア対策の充実」「自殺
対策」などが主要課題となっています。
基本課題３には他に「戦略的な産業立地の推進」「中小企
業の新事業展開・技術開発支援」「食糧供給力向上に向け
た農業の強化」などが主要課題となっています。

基本課題２には他に「家庭と地域の子育て力の強化」
「学力・学習意欲と体力の一層の向上」
「特別支援教育
の推進」などが主要課題となっています。
基本課題４には他に「ゼロエミッション・コミュニテ
ィの実現」
「あいち森と緑税を活用した森と緑の整備・
保全」など主要課題となっています。

