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　昨年，コロナ検査の陽性者が大幅に減った時
期を見計らって，首相官邸にて岸田総理にお会いしました。
広島県から総理大臣が誕生したことは，地元議員として
は大変心強く思います。自然環境や世界情勢が激変する
中，安心・安全な国民生活のため，日本の未来のために，
全力で職責を担っていただきたいと思います。また，
「新しい資本主義」はこれからだと思いますが，力強く言
われた「成長と分配」には大きな期待をしています。特
に，潜在的な購買力の高い若者への分配が必要で，アフタ
ーコロナの経済の底上げには欠かせない取り組みと考え
ています。
　新型コロナウイルスの蔓延によって露呈した現代社会
の脆弱性は，デジタル技術で対応できる事もあるとは思
いますが，基本は，人が人を思いやるアナログな感性が
最も大きな力であり，改めて，デジタルとアナログの融
合が新しい社会の基礎になるべきと感じています。自分
の信念や経験から偏った情報に触れ，納得し，他の意見
と対立する場面を目にすることがあります。時間が経つ
につれ，いつしか対立軸が，対コロナからひとや組織に
代わり，分断が生まれている事へ警鐘を鳴らす人もいます。
季節性もなく，年中蔓延し変異を繰り返す厄介なコロナ
も，大自然の習わしとして，どこかで宿主との共存を図

ってくると思います。
　この厄災から学んだことや，やるべき事が数多く見え
たと思っています。
●グローバル化における危機管理の新たな仕組みづくり
●新しい社会構造転換への仕組みづくり
●�災害（自然・疫病等）時における真のセーフティネットの
あり方

●�各種支援の高速化を実現するプロセスの見直し（マイ
ナンバー管理等）

●デジタル技術を最大限活用した生活環境改善　等々
県民の皆さまが幸せを感じる瞬間が，１つでも多くなる
ことを目指して，頑張ってまいります。

　世羅町では，光ファイバーケーブルの敷設により，いよ
いよ ICT 分野への取り組みを加速させるようです。また，
中山間地域独特の課題が多くあり，精力的に取り組まれ
ています。三原市の大和や久井も中山間地域に位置する
ことから，同類の課題が山積しており，一体と考えて取り
組むべき事も多いのではないかと思います。県議会議員
として隣接地域の行政の動きも考えながら，最適な仕組

みづくりを目指
します。また，
世羅町では大

妻コタカさんの記念
館の動きもあるようで，
地元出身の偉人を大
事にする取り組みは
素晴らしく，実現を願
っています。

奥田町長と世羅の未来を切り拓く

ごあいさつ

●地場産業の強じん化
●�新規事業、新規技術
　の開発支援

挑戦3
産業の支援

●災害からの復興
●自然との共生
●�広域まちづくり

挑戦１
まちづくり支援

被災経
験を

活かす

●�子育て世代、働く人、
スポーツ支援
●�生きる力

挑戦2
ひとづくり支援

人を大
事に

する道
徳 中小企

業の

活性化

●より効果がある効率化　　　
●住民満足の向上

挑戦4
行政改革 みんな

が住み
たい

地域づ
くり

DX（デジタルトランスフォーメーション）が支える新しい社会
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〜三原・世羅 ＆ 広島のために〜
For MIHARA・SERA & HIROSHIMA 

え　い　　　　じ

令和４年 ３月

第６号



過去に学び、現代と向き合い、未来を切り拓く
ひとが一番‼

１．デジタル・トランスフォーメーションの推進について
（１）県民起点による行政のデジタル化の推進について

問 　様々な社会課題の解決と経済発展の両立を図
るため、「仕事・暮らしのデジタル化」、「地域社

会のデジタル化」、「行政のデジタル化」の３本の柱を挙
げ、これらを支える基盤として、人材育成とデータ活用
の推進に取り組むこととされています。
　行政のデジタル化の推進にあたって、デジタル化を目
的化せず、県民起点の利便性の向上に向けて、仮説で
終わらせることなく、システムをリリースした後もエンド
ユーザーである県民の皆様の声を次々と反映させ、業務
改善にも役立てることが重要だと思いますが、各種オン
ラインにおける改善策を含め、どのように対処していくの
か、知事にお伺いします。

「副知事」　
　行政のデジタル化の推進に当たりましては、これまで
の業務をデジタルに置き換えることを目的とするのではな
く、県民の皆様が利用しやすいよう、そのプロセスなど
の見直しを行った上で、デジタル技術を導入することによ
り、県民の皆様の負担軽減、サービス向上につなげてい
くことが重要であると認識しております。
　本年８月には、「行政デジタル化推進アクションプラン」
を策定したところでございますが、このプランのもとで、
こうした目的をすべての職員が共有し、全庁一丸となって
行政のデジタル化を推進していきたいと考えております。
　例えば、業務システムについて、統一・標準化を図る
など、国に対して、利便性の高い仕組みの構築の検討に
ついて、働きかけてまいりたいと考えております。

（２）教育環境の改善について

問 　コロナ禍と、それに伴うデジタル化の波により
教育環境は混乱しており、一日も早く教員の負担

を軽減し、子供に向き合う時間を確保する必要がありま
す。また、多額の予算を投じて整備した環境を十分に生
かし、教育の質の向上を図るためには、デジタル化のメ
リットを最大限に発揮させた取組を推し進める必要があり
ます。
　そのためには、現場に押し付けるのではなく、県教育
委員会として、例えば、アドバイザーとしての民間人の
登用と、県と市町教育委員会で構成するタスクフォース
を編成し、現場の声を基にした各校、各教員のデジタル
スキル格差を是正する改善策を練り上げていく必要があ
ると思いますが、教育長のご所見をお伺いします。

副知事

「教育長」
　具体的には、教員に求め
られるデジタル活用スキル
を３段階に分け、
● ��第１段階は、学習用クラウ
　�ドサービスを、授業の振り返り、教材の配信、連絡など
に活用できるスキル

●第２段階は、協働学習の場面で活用できるスキル
● �第３段階は、授業の内容を深めるよう活用できるスキル
と設定し、各段階のスキルを着実に身に付けられるよう、
デジタル活用推進担当教員を対象とした研修を行うとと
もに、指導主事等による各校のニーズを踏まえた訪問指
導を計画的に実施しているところでございます。
　５年間で公立小・中・高・特別支援学校の教員を対象
として実施する本質的な「問い」に係る３日間の研修にお
きましても、習うより慣れることをねらいとして、学習用
クラウドサービスを全面的に活用した内容を取り入れるな
ど、研修を通して、教員の授業力及びデジタル機器の活
用能力の向上を図っているところでございます。
　県教育委員会といたしましては、今後も、研修や学校
訪問等を通じて、しっかりと学校現場の声を聴き取り、そ
の声を生かした現場起点の取組を実践し、全ての教員の
デジタルスキルの向上を図ってまいります。

２．頻発化する災害への備えについて
（１）災害復旧工事のあり方について

問 　３年前の西日本豪雨災害で被害にあった箇所の
復旧工事が済んだ箇所、あるいは、その周辺箇

所で被害が発生したことです。
　特に、護岸の崩落が目立っています。
　確かに、復旧箇所の周りは、工事後は脆弱で、安定す
るのに一定期間かかると思われることから、安定前の被
災であるため、やりきれない思いを抱いている職員の皆
様も多いと思います。
　災害対策基本法により、災害復旧は原形復旧が原則と
されており、大規模に被災した箇所においては、改良復
旧も認められています。
　しかしながら、小規模被災には、形状・寸法及び材質
の等しい施設により復旧することとされています。
　本年多発した復旧箇所の再被災の事実を踏まえ、これ
を契機に、調査段階から将来の危険を予測し、設計を行
う必要があり、改良復旧の為の法体制と財源措置が必要
であると考えます。

教育長

令和３年 9月定例会において一般質問の機会を
与えていただきました。（質問・答弁とも抜粋）
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　原形復旧だけでは十分ではなく、県民が安心感を得ら
れていないという事実に、正面から向き合う必要性を感
じておりますが、どのように考えておられるのか、知事に
お伺いします。

「知事」
　近年、各地で災害が激甚化・頻発化する中、本県にお
きましても平成３０年７月豪雨をはじめ、本年７月、さらに
は８月豪雨などにより、甚大な被害が発生しており、豪雨
災害からの復旧に当たりましては、再度災害防止の観点
を踏まえ、現地調査を十分に行った上で被災原因を分析
し、適切な復旧を行うことが重要であると認識しております。
例えば、本年の豪雨により被災した三原市の天井川や東
広島市の三津大川などにおきましては、被災した原因の
分析を行い、被災した箇所以外の部分も含め、堤防の強
化や河川の拡幅など具体的な改良策について、現在、国
と協議しているところでございます。　
　引き続き、被災原因をしっかりと検証し、必要な対策
を講じながら一日も早い復旧・復興に努め、県民の皆様
の安心感が得られるよう全力で取り組んでまいります。

（２）マイ・タイムラインの浸透と機能強化について

問 　本県においては、あらかじめ自分と家族の避難
のタイミングを決めておく防災行動計画である

「ひろしまマイ・タイムライン」の促進を図るため、冊子
を小学校に配付するとともに、専用ホームページを開設し、
パソコン上で作成・登録できるように取り組んでいます。
　さらに、８月には「Yahoo！防災速報」アプリケーショ
ンソフトの中に、県が企画段階から協力した「マイ・タイ
ムライン」を作成できる機能が実装されました。
　マイ・タイムラインの一層の浸透を図る上では、避難
経路の安全性や、避難場所での生活に必要な情報をリア
ルタイムに受け取れる機能を加えることが重要と思います。
　デジタル社会が進展する中、スマホで平時からのシミ
ュレーションを容易に行え、必要な情報を一元管理でき
ることが、利用者を増やす上で有効であり、実際の生活
に役に立つシステムとして使われることになると思われま
すが、マイ・タイムラインアプリの機能拡充、利便性向
上、普及拡大をどう図っていくのか、知事のご所見をお
伺いします。

「危機管理監」
　県民の皆様に�災害から命を守っていただくためには、
日頃から、お住まいの地域の災害リスクを把握した上で、
いざという時には、躊躇することなく適切な避難行動をと
っていただくことが極めて重要であると認識しております。
より多くの県民の皆様に「防災タイムライン」を活用して
いただけるよう、県としても、今後、専用のウェブサイト

知 事

危機管理監

を開設の上、テレビやインターネット、ＳＮＳなどを通じた
プロモーションを積極的に展開し、普及を図っていくこと
としております。
　また、ヤフー株式会社とは、平成３０年３月に「災害に
係る情報発信等に関する協定」を締結しており、引き続
き、連携を図りながら、「防災タイムライン」が運用され
る中で生じた課題などにつきまして、意見交換を行い、
更なる情報集約や機能拡充など、利便性の向上に向けた
アプリの機能改善を働きかけていくこととしております。
　こうした取組などを通じまして、マイ・タイムラインの
作成を広く県内に浸透させていくことにより、県民の皆
様の適切な避難行動へつなげてまいります。

（３）企業の立地促進や県内留置に係る環境整備について
 ア  産業団地のインフラ整備と改修について

問 　記録的な集中豪雨はもちろんのこと、少しまとま
った雨が降ると冠水するリスクのある場所があるの

を御存じでしょうか。
　例を上げると、三原の小原工業団地へ国道２号から入
る県道であります。
　平成30年の西日本豪雨災害の際も、今年の８月に発
生した豪雨の際も通行止めとなり、経済活動に支障をき
たしました。
　冠水している状況を把握しおきながら、改善されてい
ないことは、県の造成施策の信用に係ることではないか
と大いに心配しています。
　小原工業団地を例に出しましたが、県内経済を支える
企業がしっかりと経済活動を進めるための災害に強い産
業団地に向けて、道路や水道等のインフラ整備・改修に
ついてどのように現況を把握し、どのように進めていくの
か、知事にお伺いします。

「知事」
　本県におきましては、企業の進出を促進するととも
に、県内の企業活動を支え生産性の向上を図るため、
産業団地などの物流拠点と高速道路ネットワークとの
アクセス強化や水道施設の強靱化に取り組んでいると
ころでございます。
冠水の解消につきましては、市町と連携した内水対策や、
道路の高さを上げる対策を行うことが考えられるものの、
道路高の変更は沿道利用に支障が生じるほかいずれの対
策も相当の期間と費用を要するなどの課題がございます。
　今後は、デジタル技術を活用して、冠水等の災害情報
の迅速な把握や通行規制及び迂回路に関する情報提供の
高度化を積極的に進めてまいります。
　引き続き、本県経済の持続的発展につながるよう、県
内の企業活動を支える物流拠点と高速道路ネットワークと
のアクセス強化や水道施設の強靱化を進めてまいりたい
と考えております。

知 事
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過去に学び、現代と向き合い、未来を切り拓く
ひとが一番‼

イ　広域交通インフラの整備について

問 　倉敷福山道路、福山本郷道路、いわゆる国道２号
バイパスは、本年３月木原道路の開通により、赤坂

バイパスから三原バイパスまでつながり便利になりました。
　しかしながら、三原の新倉から西には、広島空港があ
ります。
　空港を拠点としたインフラ整備は、広島県の経済戦略
上非常に重要であり、順次進められるべきと考えており
ます。
　住民生活の利便性やスムーズな物流、そして緊急時の
迂回路としてのバイパスの本郷ＩＣまでの延伸は、必要不
可欠と考えておりますが、知事のご所見をお伺いします。
　また、これまで多数の議員が折に触れ質問を繰り返し
ている広島中央フライトロードですが、山陰の市町の期
待も大きく、広島空港活性化の一助と必ずなると考えて
おります。
　昨年の決算特別委員会では、「重要な路線との認識は
あり、整備に事業費と期間が必要なため、投資効果とコ
スト縮減などについて検討を進めている」との前向きな
答弁があったと受け止めておりますが、この実現に向け
て、どのように取り組んでいくのか、現在の進捗を含め、
併せてお伺いします。

「知事」
　全延長約３０キロメートルのうち、未整備区間となって
おります三原バイパスから山陽自動車道の本郷インター
チェンジまでの延長約１３キロメートルの整備につきまし
ては、一般国道２号と主要地方道瀬野川福富本郷線に並
行する大規模なバイパス計画となることから、周辺道路
の交通状況等を見極めながら、今後の方針について国土
交通省と検討してまいりたいと考えております。
　広島中央フライトロードにつきましては、広域的な空港
アクセスの強化を図る重要な道路であることから、広島
空港の民営化など、近年の周辺環境の変化等を踏まえ、
その延伸について、調査等を進めていくこととしたところ
であり、現在、需要調査や効果分析等を実施していると
ころでございます。
　今後の進め方といたしましては、引き続き、整備効果
についての調査検討を進めるとともに、相当な事業費と
期間を要する大規模な事業となることから、
●��予備設計や環境調査
●��整備区間の指定に係る国土交通省との調整など
事業着手に向けて必要となる調査や手続きを着実に進め
てまいります。
　県といたしましては、引き続き、�中四国地方の拠点空
港である広島空港への広域的なアクセスや、県内外の地
域間の交流連携を支える広域道路ネットワークの強化に
向けて取り組んでまいります。

知 事

（４）台風被害への備えについて

問 　古い一戸建て住宅は、比較的高齢化が進んで
おり、耐震化の費用も大きく、今更高額な工事費を

かけて耐震化する事に悩んでいる人の話をよく耳にします。
　一方で、本年建築基準法の告示基準の改正をうけ、ス
トック形成事業に屋根瓦の診断や改修に対する支援が追
加されました。
　多額の予算がかかる耐震化よりも、傷んだ屋根の改修
による住宅の延命が住民にとっては現実的であり、この
度追加された、瓦屋根の耐風診断や改修工事への支援
が現実的であると考えます。
　特に台風等の強風による災害は、県内の広範囲に及ぶ
ことは容易に想像できることであり、広島県内を地域指
定し、県内全域をカバーすることにより、古い瓦屋根の住
宅に住む県民の皆様に安全を提供できることになります。
　そこで、地球温暖化の影響で台風の頻発化、大型化に
よる被害の激甚化リスクが高まっている中、地震にのみ
特化した政策のみならず、台風被害への備えを重視した
政策を加えるべきと考えますが、知事のご所見をお伺い
します。

「知事」
　令和元年の台風１５号では、千葉県で甚大な家屋被害
が多数発生するなど近年の台風の大型化により風害が激
甚化していることから、被災時の迅速な応急復旧に加え、
強風に対する事前の備えが重要となってきております。
　今年度から民間の既存建築物の瓦屋根につきましては、
強風対策として耐風診断と改修工事に係る補助制度を地
方公共団体が創設すれば、国の支援を受けることが可能
となっております。
　一方、御指摘のとおり国の支援における対象区域は、
県内では周辺建築物等に被害を及ぼすリスクが高い沿岸
部の一部となっております。
　県といたしましては、新たな制度の趣旨について市町
や関係機関に周知を図るとともに、市町などの意見を伺
い、地域ごとの被災リスクに応じて、補助制度の創設や
対象区域の拡大に係る市町の取組を支援してまいります。

３．小規模農家への支援と農業の工場生産化について

問 　第一次産業と水資源確保が、人が生きる上で
最も大事であり、これ以上大事な産業はないと、

これまでの質問で訴えかけてまいりました。
　技術の進歩により、ＡＩ技術を使った鳥獣被害対策や農
業機械の自動化等、次々にスマート農業の実現に向けた

知 事
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　若い人が政治に関
心をもつ為の活動と
して，インターンシッ
プの学生を受け入れ
ています。2か月間
共に行動する中で，
お互い成長できるよ
う取り組んでいます。
�令和３年の夏，受け入れて活動を開始しようとしたところ，
直ぐに「まん延防止等重点措置」が発出され，その後８月
27日から緊急事態宣言発出となりました。そのため，全
てZOOMを使って，オンライン会議としました。十分な
活動ができず非常に残念でした。緊急事態宣言ですから，
日本においてはこれ以上の措置はなく，学生さんたちと外
を出歩いて人に会うわけにも行かず，苦渋の決断でした。
その様な環境の中ですが，インターンシップ生は頑張って
くれました。今の若い人（学生）が何を考えているのか，

何を求めているの
か等，課題の発見
もあり，大変勉強
になりました。
ありがとう。

　令和３年の春，県立叡
えいけい
啓大学が開学しました。英検２級

程度の英語力が入学の必須条件であり，授業の半分は全
て英語で行われます。グローバルが当たり前の時代にお
いて，卒業後はワールドワイドに活躍できる人材を送り出
すコンセプトの単科大学です。コロナ禍により留学生が入
国できず，一部カリキュラムが思い通りにいかない事もあ
るようですが，学生は明るく活発に話してくれて安心しまし
た。議員に聞きたいことや議員からの質問に丁寧に応えて
くれました。このように特色のある学び舎が広島県にある
ことは，非常に重要な事ですし，本大学を卒業した後の活
躍を大いに期待しています。

◀
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
打
ち
合
わ
せ

研究が進んでおり、人材確保に悩む農家にとっては切り
札の一つとして大いに期待されています。
　私個人としては、季節ごとの露地野菜を食べることが
自然と思っています。
　しかしながら、周りを見ると、ビニールハウスにより周
年供給されている野菜は数多くあります。これを一歩進
めた形が、植物工場を含む環境制御型の施設園芸です。
環境制御型とは、施設内で光や温度、二酸化炭素濃度、
養分、水分等を適切な状態に調整して栽培を行うもので、
これらを高度に制御したものが植物工場になります。
　広島県として、露地ものにこだわる比較的小規模な生
産者と工場生産で農業の未来を切り拓く事業者の２極化
による、農業振興となっていくのが、自給率の向上、ひ
いては食料安全保障に資する政策と感じています。
　今後ますます厳しさを増す第一次産業ですが、特に農
業に対して、広島県として、小規模な農家への支援をど
のように考えておられるのか、また、工場生産の推進に
ついてどのように考えておられるのか、知事にお伺いし
ます。

「知事」
　世界的な人口増加による食料需要の増大や、気候変動
に伴い頻発化する災害など、様々な要因によって、食料
を取り巻く環境は厳しさを増していることから、我が国に
おいても食料自給率を高めることが重要な施策となって
おります。こうした中、本県におきましても県産農産物の
供給率が低い状況にあることから、需要に応じた生産拡
大と安定供給を図ることが重要であると認識しております。
　スマート農業の推進につきましては、既存の園芸用ハウ
スへの環境制御技術の導入や、高度な生産管理システム
により収量を追求したいわゆる「オランダ型」栽培方式の
導入に向けた技術支援などに加えて、完全に生産環境を
コントロールすることにより周年安定生産が可能となる
「閉鎖型」の施設導入を支援しているところでございます。
　一方で、小規模農家に対しましては、県民の皆様の多
様なニーズに応える品目やこだわりのある農産物の生産
を促すとともに、日本型直接支払制度を活用した地域ぐ
るみの農業展開やスマート農業機械の共同利用の働きか
けなどを行うことにより、引き続き、持続的な生産活動
を支援してまいります。

知 事

議員インターンシップ 県立叡
えいけい
啓大学の学生と

オンラインミーティグ
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過去に学び、現代と向き合い、未来を切り拓く
ひとが一番‼

　川土手には様々な問
題があります。まずは，
ゴミの不法投棄が多い
事。拾って歩いた事が
ありますが，きりが無
いほどの量です。又，
マイクロプラスチック
として海への流出は，
大きな環境問題となっております。
　次に，川土手に除草剤が撒かれた事例。草は車の通行
の邪魔になるし，見た目も良くないのはわかりますが，
土手に除草剤をまくのは禁止されています。土手は土

（砂地）であり元々脆弱です。
草が枯れるだけならいいの
ですが，砂上化が進み土手
の強度が落ちます。
東部建設事務所三原支所に
相談し，注意喚起の立て札
を立ててもらいました。

　殆どの町内会で自主防災組
織ができています。しかし，
実際にどれだけ活動されてい
るでしょうか？日頃からの訓
練は，人命を守る為に非常に
大事です。
　災害が起こると，あたふたしてしまいますが，日頃か
ら訓練していると，ある程度冷静に動くことができると
言われています。２次災害を起こさないた
めにも，日頃からの取り組みが重要です。
また，広島県では災害時に備えて「マイタ
イムライン」という事業を進めています。
https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/
　また，YAHOO！
防災速報アプリで
は，様々な情報が届
き便利です。この
中で，マイタイムラ
インも作れます。

　農業用水を確保するため
人工的に造成されたため池
は，広島県に約１万９千 6
百箇所あり，全国で２番目
の多さです。江戸時代に造
成された古いため池や堤防
の痛んだため池は，近年の
豪雨を考えても大変危険な状態の場合があります。
危険ため池には，廃止や改修にが求められています。

注意喚起 消防訓練

ため池・河川

　以前から被災した箇所を元通りにする
「原型復旧」の問題点を指摘してきました。
　この度，県内も主だった被災箇所で
「改良復旧」が認められ，そのうちの１つ
が天井川です。平成30年に破堤し，令和
３年７月に再度破堤。以前から堤防の脆
弱性を伝えており，改良復旧の必要性を
訴えて参りましたが，昨年12月に国交省
の推進費の配分が決まり，約365m（総予
算：約2億７千５百万円）にわたって改良
復旧されることになり，安心しました。

　平成30年の豪雨や令和
３年の豪雨により，多くの
河川が痛みました。改修
工事が進む中，多くの

方々と現地を確認したり，
新たな問題について要望を
受けたりしています。どん
な些細な事でも，気になる
事があれば，ご連絡下さい。

災害復旧のあり方
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　文教委員会委員長を拝命しており，コロナ収束を見極
めながら，どのタイミングでどこを視察するのかスケジュ
ールを立てるのに苦労しました。
　県内での教育の取り組みについて，現状視察する事は
大事で，その結果を今後の政策に反映させます。

広島県立叡啓大学
　広島市のまち中にあ
ります。先進的な教育
カリキュラムにより，
世界で活躍できる人材
教育を行っています。

広島県立総合技術高等学校
　高い技術力を身に付ける教育が行われて
います。ダクトの設計における空力学や
CADによる製図
等々，真剣に取
り組む学生を視
察しました，将
来楽しみです。
昨年最新鋭の機
器を導入する予
算が付きました
ので，益々充実した授業内容になると思います。

広島県立広島叡智学園（中・高）
　大崎上島にあるバカロレア認定を受けた
県立の中高一貫校です。（バカロレアとは，
世界の複雑さを理解し，対処できる生徒を育成し，未来
へ責任ある行動をとるためのスキルを身につけるととも
に，国際的に通用する大学入学資格が与えられます）
　生徒に案内していただきましたが，アナウンサー顔負
けのような要領を得た的確な説明で驚きました。日頃行
っているプレゼン教育の賜物とのことでした。

広島県立　
西条農業高等学校
　文部科学省からスーパー
サイエンスハイスクール（SSH）
の認定を受け，様々な特色ある
研究が行われています。近くに，
広島大学や広島中央サイエンス
パークがあり，外部の人と連携
を取りながら様々な研究が行わ
れていました。宇宙食の開発も
進めていて驚きました。牛舎や
豚舎，農園の視察も行いましたが，よく整備されていて，
ここで育った生徒たちの将来が楽しみでした。第一次産
業は人が生きる上で最も大事な産業です。活躍を期待し
ています。また，クラブ活動にも熱心で，多くの生徒が
優秀な成績を収めている事でも有名です。

広島県立図書館
　図書館は智の宝庫であり，大切に運営され
るべき施設と考えています。電子化が進んで
いますが，紙に触れ質感を感じることが，智への欲求を
満たしてくれる一助となると考えるのは，今の時代にお
いては古い考え方なのかもしれません。
　ここには，県内各地にあった古い資料も多く，大切に
守っていかなければならない資産と思います。災害対策
が不十分と思える箇所も感じられたので，課題として取
り組まねばなりません。

文教委員会視察訪問
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皆様のご意見・ご要望をお寄せください
☎0848-60-9022　　info@itoeiji.com
いとう英治ホームページでは、ご意見・ご要望を送信画面より
お送りいただけます。また、より詳しい情報、日々の活動も随
時ご覧いただけます。ぜひご活用ください。

メール Instagram twitterホームページ

*

皆様の声を受け止め、伝えます！

伊藤英治 検索 ホームページから　Facebook、ブログ、
YouTubeに移動できます

伊藤英治の情報発信

県政報告会・意見交換会
　皆様からの様々なご意見をいた
だくため，政治離れを防ぐために
随時行っています。
　わかりやすく説明するため，
プロジェクタ，スクリーン，マイク，
スピーカーは持参します。感染予防の
ため，検温器，消毒液，マスクも持参します。
　お気軽にお声がけください。どこでも，何人でも結構
です。

皆様のご要望
　皆様が必要としている事を行政に実現してもらうには，
図の通り２つの方法があります。
　請願は紹介議員が必要ですが，陳情は必要ありません。
しかし，行政と県民の間にいる議員は調整力もあるため，
陳情でもうまく使ってくだされば結構です。皆様の為に
いるからです。

Facebook【ほぼ毎日更新】
www.facebook.com/itoeiji55

ブログ【不定期更新】
ameblo.jp/itoeiji

ホームページ【不定期更新】
www.itoeiji.com

いとう英治通信他【不定期発行】
年２〜３回発行

YouTube 動画配信【不定期更新】
youtube.com/user/itoeiji55

メールマガジン【不定期発行】
登録は
itoito＠mail3.piko-piko.netに
空メール

請　願　者 陳　情　者

県議会議員の紹介は必要ありません

陳情書の提出

委員会に送付します

請願書の提出

議長が委員会に付託します

委員会で審査します

本会議で採決します

請願者に採決
の結果を通知
します

採決された請願
は県の担当部署
に送付します

執行機関から議会に対
して処理の経過及び結
果の報告があります

審査結果を本会議に報告します

議長（議会事務局）が受理します

紹　介　議　員
▼ ▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼ ▼

▼

請 願・ 陳 情 の 流 れ 誰でも請願・陳情することができます

マイク・スピーカー
プロジェクター
スクリーン

8


