しんが い正春 胴釧2H調

<事 務連絡 >
平成 31年 2月 速報版
しんかい正春後援会

団綺と奉■の発展と素来に 経験と実績を活かす:
<活 動方針>
・安心 して暮 らせる街 づ くり 「 安全 はす べ てに優 先」
・みんなで語 り合 い支え合う地域 づ くり
・現 地現物 「 自分 の 日で見 て、自分 の 耳 で聞 いて、
自分 の 肌 で感 じて 、自分 の 言葉 で提言・要 望
平成31年 2月 議会が2月
皆様声には日頃より議員活動にご協力、ご指導を賜り、感謝申し上げます。
3月 20日 の最終日に採決され
25日 より始まり、
私も議案質疑を行いました。
様々な議案が上程され、
。
ます
を経過報告いたし
ますが、
議論されている内容

(1)岡 崎特別支援学校 の農業大学校敷 地へ の移転
[質 疑]

昭和38年 に開校 したが、山側 に用地を拡大し、階段状に校舎築造したた
め、子ども達の移動や避難がIb配 であり、周りは土砂災害特別警戒区域に
日まれ、敷地の一部が土砂災害警戒区域 にも指定されています。
一般質問等で2年 半 にわたつて、移転を要望してきました。その結果
『 愛知
つながリプラン2023』 に明記され、来年度予算 にも調査費がつき、大きな
第一歩がスタートすることになつた。早期 に児童生徒の安全を確保するため
<議 案質疑 :特 別支援学校 >
に、今後の移転 に向けた取り組みはどのように進めていく考えか ?
[回 答]
長時間通学解消の 目途は立ったが、学習環境改善と立地上の課題の解決は急務であり、県立農業
大学校敷地内への移転 に向けた調査を実施する。来年度 は現状把握などを行い、設置場所確定や
校舎配置イメージや整備スケジュールなどの移転構想策定を行う。地元岡崎市等と十分調整し、早期
移転を目指していく。

(2)岡 崎警察署 の岡崎駅南区画整理地内へ の移転
以前から要望してきたが岡崎警察署 の敷地狭小による駐車場不足や渋滞、庁舎老朽化と狭隧化 によ
る機能低下、庁舎構造の複雑化による利便性低下という課題を解消し、西三河地域の災害活動の拠点
として整備するために、岡崎駅南土地区画整理事業C街 区への移転 に向けた調査費を予算化し、第一
歩がスタートします。
*土 地鑑定後、土地は岡崎駅南土地区画整理組合から購入
*面 積 は 1.5倍 の 10,000ぶ 、供用開始 は未定
*現 有地 は一部を交番用地とし、残りは売却予定

(3)豚 コレラ対応 <H30年 度補 正及びH31年 度追加 議案 >

岐阜県で発生し、豊田市及び田原市でも確認された豚コレラは、2万 4千 556頭 に及ぶ殺処分によ
り、収まつていますが、野生イノシシに感染が広がり、油断できない状況です。
平成30年 補正では、つなぎ融資の促進として利子補給、損失補償を進めます。
平成31年 追加議案の緊急対策は、
①農家経営支援 (移 動制限等による経済的損失、緊急的つなぎ融資など)
ホームページができました
化(野 生イノシシ侵入防止柵等)

②防疫体制強
③感染拡大防止対策(野 生イノシシ経ロワクチン配布予定)
④風評被害防止対策(広 報活動)を 実施
しんかい正春事務所 岡崎市柱6丁 目5番 地 5(南 自動車学校北西のコンビニの隣
TEL/FAX 0564‑58‑0128

お 気 軽 に お 立 ち 寄 り くだ さ い

http://shinkaimasaharu.com

)

:

(4)子 どもが輝く未来基金
子どもの貧困対策として、寄付金を活用した基金
『 子どもが輝く未来基金 (仮 称)』 の設立 に関連する
い
と
が提出さ
基金からは、
れて
ます。
児童養護施設の入所者らの大学の受験費用や準
条例案 予算案
備金、施設退所の費用の支給、子ども食堂の開設経費 や図書購入費なども助成されます。年間 1500
万円程度を支給する計画です。

(5)愛 知 県国際展 示場 「アイチ

スカイ エキスポ」

中部国際空港セントレアの隣に建設中の大規模展示場
『 AicM Sky Expo(ア イチ スカイ エキスポ)』
は、9月 開業予定です。
開業イベントとして、アジア競技大会 (ジ ャカルタ大会)で デモンストレーション競技として実施され、日
本人が金メダルを獲得した
『 eス ポーツ』国際大会を計画中です。

(6)そ の他 の 2月 定例会 の主 な議案
『 あいち観光戦略』に基づく観光振興施策の協力推進、
『 ジブリパーク』整備推進、授業料軽減補助、
目
地震に強い安全 安心なあいちを目指 した地震対策の推進、地域の発展を支える道づくり、
中小・1ヽ 規模企業の企業力強化の支援、森林整備推進、交通安全対策など

覇脚臨に急行
鰤塚館で課題の
本質握撮
!

○道路整備 ⇒ 福岡線、衣浦岡崎線四車線化ほか
O河 川改修 吟 広田川、砂川などの拡幅と樹木伐採
0土 砂災害対策
○菱池遊水池早期整備
○農林業振興 ⇒ スマート林業、地産地消推進など
○中小企業、商店会 の振興 ⇒ 事業承継、補助など
○防犯 口
交通安全対策 ⇒ 通学路、信号、横断歩道

岡崎市議会議長 の経験 や知識、市 との太いパ イプを生かし、
県議 の実績も重ねながら、岡崎市全域及び生まれ育 つた市南部 と
陸続きの幸 田町の課題 に一体 的に取り組みます。

<プ ロフィール >

J岡 崎市柱町 (現 在地 )生 まれ

・岡崎小 南中 口
岡崎高校・名城大交通機械学科卒業

J豊 生ブレーキlal入 社 (製 品設計、技術管理、品質保証など):市 議会議員立候補で退職

・岡崎市議会議員 三期 議長 二 年 東海四県市議議長会会長 全 国市議会議長会部会長
全国 自治体病院経営都市議会協議会副会長
・2015年 県議会議員初 当選 振興環境委員会副委員長
産業振興環境対策特別委員会副委員長
・自民党岡崎市支部幹事長、 支部長 (継 続 )
日
岡崎幸 田地区腎友会顧間
岡崎小同窓会副会長 コ
轟
岡崎肢体不 自由児者父母 の会相談役
・岡崎市サイクリング協会顧間 ・(社 )日 本空手協会岡崎支部顧間
・岡崎市ゲートボール協会相談役 西南ソフトボール リーグ名誉会長など

