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紙面の都合上、一部の内容しか掲載することが出
来ません。私のＨＰでは日記をほぼ毎日更新してい
ますのでぜひご覧下さい。
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　皆様には健やかに新春をお迎えのことと
存じます。昨年は大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。「日記形式での県政
報告Ｖｏｌ．１２」をお届け致します。今回は
昨年の１１月定例愛知県議会の内容のほ
かに、開催されたイベントや講演会を切り
口として県政の情報をお伝え致します。皆
様にはぜひご一読頂き、県政を少しでも身
近に感じて頂けたら幸いです。

11.12
内外情勢調査会の１１月名古屋支部懇談会に
出席しました。今日の講師はこの会の支部長で
もある大村愛知県知事です。①愛知県における

新型コロナウイルス感染症対策　②愛知が起こす成長
戦略～今こそ、ファーストペンギンを目指そう　の２つの
テーマで話をして頂きました。
 
　愛知県では今後の成長に向けて様々な大型プロジェク
トが続きます。そしてそれらは民間の技術やノウハウを得て
民間と一緒になって進めて行きます。例えば、２０２２年度

秋に開業のジブリパーク、
２０２３年度には県の企業
庁が造成した場所にトヨ
タ自動車の新研究開発施
設が稼働、２０２４年に
オープンするスタートアッ

（一社）

今こそ、ファーストペンギンを目指そう金

プの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉの運営はソフトバン
クが、２０２５年にオープンする新体育館の運営はＮＴＴ
グループが担って行きます。

愛知の大型事業・プロジェクト
２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度
２０２５年度

２０２6年度
２０２7年度～

名古屋競馬場移転開業（4月）
第17回食育推進全国大会in あいち（6月）
国際芸術祭「あいち2022」（7/30-10/10）
FIA世界ラリー選手権ラリージャパン(11月)
ジブリパークⅠ期開業（秋）
ジブリパークⅡ期開業（1年後）
トヨタ自動車の新研究開発施設が稼働
（650ha:県企業庁が造成）
STATION Aiオープン（10月）
新体育館オープン（夏）
基幹的広域防災拠点整備［県営名古屋空港隣接］
第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）(9/19-10/4）
リニア中央新幹線（東京－名古屋間）開業
中部国際空港第二滑走路整備

12.16
月２９日（月）から行われていた１１月定例愛知
県議会も今日が最終日。全ての議案が可決承
認されました。その中から、用地測量など準備

段階の予算が計上された『愛知県基幹的広域防災拠点
の整備』について紹介します・・・

 
　マグニチュード８～
９規模の地震の３０年
以内での発生確率は
７０～８０％と言われ
ており、「県土全体の災
害対応力」の強化が急
務となっています。そこ
でこの度、空港と高速

11
１１月定例会最終日　防災拠点を整備木

道路網の２つに直結する名古屋空港北西部に、全国から
人員・物資の支援を受入れ、県内全域に供給する拠点を
2025年度中に整備することと致しました。
 
【基本方針】
◎愛知県・名古屋市の消防学校を統合。中核施設として
24時間危機管理体制を確保

◎緊急支援物資の備蓄と中継・分配機能を確保
◎支援要員のベースキャンプ機能を確保
◎広域医療搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置
◎中部圏の基幹的な拠点としても貢献
◎平常時は「消防学校」「都市公園」として活用
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12.12
画『食の安全を守る人々』の自主上映会に参加
をしました。弁護士で元農林水産大臣の山田
正彦氏が、アメリカのモンサント裁判の原告や、

子どものために国や企業と闘う女性、韓国の小学校で普
及するオーガニック給食の現状、ゲノム編集により通常の
１．２倍の鯛をつくることに成功した研究者などを取材し、
そこから見えてくる日本の食の問題点を指摘するドキュメ
ント映画です。
 
　私の立場でこうした映画を観て、単に自らの食生活を

映
大人の使命は、良い社会を子ども達に残すこと日

改善するだけではダメで、ここで得
た気づきによって如何に社会を変え
るための行動が出来るかが重要で
あると思っています。先ずは学校給
食から！
 
　「私たち大人の使命は、良い社会
を子ども達に残すこと」・・・今回の映
画は「食」の分野で「良い社会」を残
すことの必要性を痛感しました。

12.17
ローラルガーデンよさみにおいて活動する団体
『よさみ　ジャルダンクラブ』に対して愛知県都
市緑化功労者表彰式が行われ、私も来賓とし

て出席させて頂きました。
　この賞は愛知県の都市における緑を守り育てる運動を
積極的に推進していくために、都市緑化活動で特に著しい
功績のあった団体に対して知事感謝状が贈られるもので
す。本年度は愛知県内６つの団体が選ばれ、その中の一つ
として『よさみ　ジャルダンクラブ』も受賞されたのです。
 フローラルガーデンに植物の苗を買ってきて植えるので

フ
『よさみ　ジャルダンクラブ』に知事より感謝状金

はなく「種まき」から始め「育苗」「植え込み」「水やり」「追
肥」「草取り」などの活動を行っています。作業終了後には
メンバー間で話し合う場を設けて、植物の育て方等、植栽
に関しての情報交換やノウハウの伝授等も行っています。
また公園内で行われる各種
イベントや造園教室にも積
極的に参加しています。
　皆様の長年にわたる熱心
な都市緑化活動に心より感
謝申し上げます。

vol.12vol.12
2022.1月発行

　介護・医療・年金などの社会保障財源は、経済が活発に
なってこそ生み出され回して行くことが出来るのです。今回
のテーマで使われた「ファーストペンギン」とは、ベンチャー
精神を持って行動する個人や企業を、尊敬を込めて呼ぶ言
葉です。新たな挑戦により経済を更に成長させる・・・愛知
県の今後の取り組みを大いに期待をしていますし、議員の
立場で積極的に推進して行きたいと思っています。

　現在計画中のプロジェクトの中から、大手情報通信企
業と連携して事業運営をして行く『スタートアップの支援
拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ』と『新体育館』について概要を
紹介します・・・
 
①スタートアップの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ
 国際的なイノベーション創出拠点として「全ての人にス
タートアップのわくわくを」
◎事業者　ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ株式会社
　（ソフトバンク㈱の100％子会社）
◎延床面積　２３０９８㎡（地上７階）←日本最大
◎利用者数　１０００社←日本最大

 ②新体育館
　２０２６年のアジア競技大会にも利用できるように整
備。（株）ＮＴＴドコモや世界トツプのアリーナ運営者、コン
セッション事業の豊富な経験を有する企業により、世界
最高レベルのアリーナを実現
◎建設面積　２６７００㎡
◎延床面積　５８４００㎡
◎設置場所　名城公園北園
◎施設デザイン　隈研吾氏
◎メインアリーナ観客数
　・最大収容人数　１７０００席（立見含む）
　・大相撲開催時　１１０００席（両国国技館と同程度）
　・フィギアスケート国際大会開催時　１４１００席
　・バスケットボール国際大会決勝戦時　１５０００席
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出席しました。今日の講師はこの会の支部長で
もある大村愛知県知事です。①愛知県における

新型コロナウイルス感染症対策　②愛知が起こす成長
戦略～今こそ、ファーストペンギンを目指そう　の２つの
テーマで話をして頂きました。
 
　愛知県では今後の成長に向けて様々な大型プロジェク
トが続きます。そしてそれらは民間の技術やノウハウを得て
民間と一緒になって進めて行きます。例えば、２０２２年度

秋に開業のジブリパーク、
２０２３年度には県の企業
庁が造成した場所にトヨ
タ自動車の新研究開発施
設が稼働、２０２４年に
オープンするスタートアッ

プの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉの運営はソフトバン
クが、２０２５年にオープンする新体育館の運営はＮＴＴ
グループが担って行きます。

11.21
高緑地公園では『サムライ ニンジャ フェスティ
バル』が開催されました。全国の武将隊が集まっ
た大きなイベントで、２０１４年から始まって今

年で８回目とのことです。地元緑区選出の松本県議、そして
主催者である大村知事と共に、参加者に激励をしながら会

場内を廻ってイ
ベントを楽しみ
ました。刈谷市
のブース前では
[刈谷城盛り上
げ隊]の皆さん
と記念写真を

大
大高緑地公園でのイベントに参加　整備状況を確認日

撮ったのですが、主役の水野勝成さんの姿がありません。
「わしは厠（トイレ）に行っておったでなぁ～。遅れたことは
水に流してくだされ（笑）」とのこと。残念！
 
　この大高緑地公園、雨でぬかるむことの多かったイベ
ント会場をかさ上げして人工芝を張り、トイレを改修す
るなどして皆様に親しまれる公園として充実が図られて
いるところです。「今後は刈谷の交通児童遊園のように、
安価で遊具が楽しめるような公園にしたい」と松本県議
が言っておられましたが、益々魅力的な公園となること
を期待しています。

11.25
年会議所（ＪＣ）愛知ブロック協議会の次年度会
長を刈谷ＪＣの野々山寿人君が務めることにな
り、大村知事を表敬訪問されましたので、私も刈

谷ＪＣのＯＢそして地元県議会議員として同席しました。
 
　来年度の主な活動に「ベビーファースト運動」というもの
があるそうです。子どもを生み育てやすい社会にして行く活
動とのこと。時代の流れと共に取り組む活動内容は変遷し

青
ＪＣ愛知ブロック会長予定者が知事を表敬訪問木

ますが、若い情熱
と、社会を良くした
いという志は常に
一緒です。野々山船
長率いるＪＣ愛知ブ
ロック丸が順風満
帆な航海であること
を祈っています。

11.29
日から１２月１６日まで１８日間の会期で１１月
定例愛知県議会が開催されます。
 

　大村知事による議案の提案説明の後、一般会計補正予
算などのうち早期の議決を要するものについては、２つの
委員会に付託した後、本会議を再開して全会一致で可決
しました。早期議決の案件としては・・・
 
◎厳重警戒措置の影響により、売上が減少した事業者に

今
11月定例愛知県議会が開会月

対して愛知県中小企業
者等応援金（一般枠・１
０月実施分）を交付
◎人事委員会勧告に基づ
く一般職の期末手当支
給月数の引下げ、一般職
の改定状況を踏まえた特別職や議員の期末手当支給
月数の引下げに伴い減額補正とそのための条例改正
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12.1 刈谷市役所の玄関に花の展示が　今こそ花の力を！水
日から１２月７日（火）まで刈谷市役所の玄関に
は「冬の終わりをバラで華やかに」と題した花の
展示がされています。

 これは愛知県の「花き消費回復対策事業＝予算総額１
億２７８４万円」の一環として行われているもので、新型コ

ロナウイルス感染
症の拡大に伴うイ
ベントや冠婚葬祭
等の自粛により、需
要が低迷している
花きについて、公共
施設等での展示Ｐ
Ｒなどを行うことに

今 より消費の回復につなげることを目的に行われています。
 
 私の友人（有）ミル社長の石川友美さんが生けられたと
のこと。彼女は来年２月まで毎月テーマを変えて生けられ
るそうで、今後の日程としては・・・
1月19日（水）～1月25日（火）
　新春に咲き誇る菊
2月16日（水）～2月22（火）
　春の訪れをいろんな花たちが乱舞
とのことです。
 
　今こそ花の力を！・・・コロナの影響で気持ちが塞ぎがち
であった今こそ、花の力を信じ、花によって心を癒し、力強
く前を向いて進んで行きましょう。

12.7 農林水産委員会での一般質問火
が所属します農林水産委員会が開催され、愛
知県農業総合試験場において行われているゲ
ノム編集による新品種開発について一般質問

を行いました。やり取りを紹介します・・・
 
問ゲノム編集については、ある会合で「抗生物質耐性遺伝
子を入れ込んでいる。これが危険なのだ」との指摘を受け
た。その事実はあるのか？これはどのようなもので、入れ
込む目的は何か？
答
◎これまでの植物のゲノム編集では、抗生物質耐性遺伝
子を入れ込む技術が用いられていた。

◎目的はゲノム編集できたものを効率的に選抜するため。
◎但し、このようにしてできた植物については、環境省及

私 び厚生労働省が定
めたルールに基づ
き、ゲノム編集をして
いない元の植物をか
け合わせ、次世代に
ついて遺伝子検査を
行うことで、抗生物質耐性遺伝子が無いことを確認し
たものだけが市販されるため、危険性はない。（上の図）

◎なお、現在、農業総合試験場では、農研機構等と共同
で、抗生物質耐性遺伝子を使わずにゲノム編集ができ
る新たな技術の開発を進めており、今後、この技術を利
用し、品種の育成を進める。

↑答弁の最後の部分に期待しています！
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た大きなイベントで、２０１４年から始まって今

年で８回目とのことです。地元緑区選出の松本県議、そして
主催者である大村知事と共に、参加者に激励をしながら会

場内を廻ってイ
ベントを楽しみ
ました。刈谷市
のブース前では
[刈谷城盛り上
げ隊]の皆さん
と記念写真を

大
大高緑地公園でのイベントに参加　整備状況を確認日

撮ったのですが、主役の水野勝成さんの姿がありません。
「わしは厠（トイレ）に行っておったでなぁ～。遅れたことは
水に流してくだされ（笑）」とのこと。残念！
 
　この大高緑地公園、雨でぬかるむことの多かったイベ
ント会場をかさ上げして人工芝を張り、トイレを改修す
るなどして皆様に親しまれる公園として充実が図られて
いるところです。「今後は刈谷の交通児童遊園のように、
安価で遊具が楽しめるような公園にしたい」と松本県議
が言っておられましたが、益々魅力的な公園となること
を期待しています。

11.25
年会議所（ＪＣ）愛知ブロック協議会の次年度会
長を刈谷ＪＣの野々山寿人君が務めることにな
り、大村知事を表敬訪問されましたので、私も刈

谷ＪＣのＯＢそして地元県議会議員として同席しました。
 
　来年度の主な活動に「ベビーファースト運動」というもの
があるそうです。子どもを生み育てやすい社会にして行く活
動とのこと。時代の流れと共に取り組む活動内容は変遷し

青
ＪＣ愛知ブロック会長予定者が知事を表敬訪問木

ますが、若い情熱
と、社会を良くした
いという志は常に
一緒です。野々山船
長率いるＪＣ愛知ブ
ロック丸が順風満
帆な航海であること
を祈っています。

11.29
日から１２月１６日まで１８日間の会期で１１月
定例愛知県議会が開催されます。
 

　大村知事による議案の提案説明の後、一般会計補正予
算などのうち早期の議決を要するものについては、２つの
委員会に付託した後、本会議を再開して全会一致で可決
しました。早期議決の案件としては・・・
 
◎厳重警戒措置の影響により、売上が減少した事業者に

今
11月定例愛知県議会が開会月

対して愛知県中小企業
者等応援金（一般枠・１
０月実施分）を交付
◎人事委員会勧告に基づ
く一般職の期末手当支
給月数の引下げ、一般職
の改定状況を踏まえた特別職や議員の期末手当支給
月数の引下げに伴い減額補正とそのための条例改正

　介護・医療・年金などの社会保障財源は、経済が活発に
なってこそ生み出され回して行くことが出来るのです。今回
のテーマで使われた「ファーストペンギン」とは、ベンチャー
精神を持って行動する個人や企業を、尊敬を込めて呼ぶ言
葉です。新たな挑戦により経済を更に成長させる・・・愛知
県の今後の取り組みを大いに期待をしていますし、議員の
立場で積極的に推進して行きたいと思っています。

　現在計画中のプロジェクトの中から、大手情報通信企
業と連携して事業運営をして行く『スタートアップの支援
拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ』と『新体育館』について概要を
紹介します・・・
 
①スタートアップの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ
 国際的なイノベーション創出拠点として「全ての人にス
タートアップのわくわくを」
◎事業者　ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ株式会社
　（ソフトバンク㈱の100％子会社）
◎延床面積　２３０９８㎡（地上７階）←日本最大
◎利用者数　１０００社←日本最大

 ②新体育館
　２０２６年のアジア競技大会にも利用できるように整
備。（株）ＮＴＴドコモや世界トツプのアリーナ運営者、コン
セッション事業の豊富な経験を有する企業により、世界
最高レベルのアリーナを実現
◎建設面積　２６７００㎡
◎延床面積　５８４００㎡
◎設置場所　名城公園北園
◎施設デザイン　隈研吾氏
◎メインアリーナ観客数
　・最大収容人数　１７０００席（立見含む）
　・大相撲開催時　１１０００席（両国国技館と同程度）
　・フィギアスケート国際大会開催時　１４１００席
　・バスケットボール国際大会決勝戦時　１５０００席

12.1 刈谷市役所の玄関に花の展示が　今こそ花の力を！水
日から１２月７日（火）まで刈谷市役所の玄関に
は「冬の終わりをバラで華やかに」と題した花の
展示がされています。

 これは愛知県の「花き消費回復対策事業＝予算総額１
億２７８４万円」の一環として行われているもので、新型コ

ロナウイルス感染
症の拡大に伴うイ
ベントや冠婚葬祭
等の自粛により、需
要が低迷している
花きについて、公共
施設等での展示Ｐ
Ｒなどを行うことに

今 より消費の回復につなげることを目的に行われています。
 
 私の友人（有）ミル社長の石川友美さんが生けられたと
のこと。彼女は来年２月まで毎月テーマを変えて生けられ
るそうで、今後の日程としては・・・
1月19日（水）～1月25日（火）
　新春に咲き誇る菊
2月16日（水）～2月22（火）
　春の訪れをいろんな花たちが乱舞
とのことです。
 
　今こそ花の力を！・・・コロナの影響で気持ちが塞ぎがち
であった今こそ、花の力を信じ、花によって心を癒し、力強
く前を向いて進んで行きましょう。

12.7 農林水産委員会での一般質問火
が所属します農林水産委員会が開催され、愛
知県農業総合試験場において行われているゲ
ノム編集による新品種開発について一般質問

を行いました。やり取りを紹介します・・・
 
問ゲノム編集については、ある会合で「抗生物質耐性遺伝
子を入れ込んでいる。これが危険なのだ」との指摘を受け
た。その事実はあるのか？これはどのようなもので、入れ
込む目的は何か？
答
◎これまでの植物のゲノム編集では、抗生物質耐性遺伝
子を入れ込む技術が用いられていた。

◎目的はゲノム編集できたものを効率的に選抜するため。
◎但し、このようにしてできた植物については、環境省及

私 び厚生労働省が定
めたルールに基づ
き、ゲノム編集をして
いない元の植物をか
け合わせ、次世代に
ついて遺伝子検査を
行うことで、抗生物質耐性遺伝子が無いことを確認し
たものだけが市販されるため、危険性はない。（上の図）

◎なお、現在、農業総合試験場では、農研機構等と共同
で、抗生物質耐性遺伝子を使わずにゲノム編集ができ
る新たな技術の開発を進めており、今後、この技術を利
用し、品種の育成を進める。

↑答弁の最後の部分に期待しています！
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紙面の都合上、一部の内容しか掲載することが出
来ません。私のＨＰでは日記をほぼ毎日更新してい
ますのでぜひご覧下さい。

4

　皆様には健やかに新春をお迎えのことと
存じます。昨年は大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。「日記形式での県政
報告Ｖｏｌ．１２」をお届け致します。今回は
昨年の１１月定例愛知県議会の内容のほ
かに、開催されたイベントや講演会を切り
口として県政の情報をお伝え致します。皆
様にはぜひご一読頂き、県政を少しでも身
近に感じて頂けたら幸いです。

11.12
内外情勢調査会の１１月名古屋支部懇談会に
出席しました。今日の講師はこの会の支部長で
もある大村愛知県知事です。①愛知県における

新型コロナウイルス感染症対策　②愛知が起こす成長
戦略～今こそ、ファーストペンギンを目指そう　の２つの
テーマで話をして頂きました。
 
　愛知県では今後の成長に向けて様々な大型プロジェク
トが続きます。そしてそれらは民間の技術やノウハウを得て
民間と一緒になって進めて行きます。例えば、２０２２年度

秋に開業のジブリパーク、
２０２３年度には県の企業
庁が造成した場所にトヨ
タ自動車の新研究開発施
設が稼働、２０２４年に
オープンするスタートアッ

（一社）

今こそ、ファーストペンギンを目指そう金

プの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉの運営はソフトバン
クが、２０２５年にオープンする新体育館の運営はＮＴＴ
グループが担って行きます。

愛知の大型事業・プロジェクト
２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度
２０２５年度

２０２6年度
２０２7年度～

名古屋競馬場移転開業（4月）
第17回食育推進全国大会in あいち（6月）
国際芸術祭「あいち2022」（7/30-10/10）
FIA世界ラリー選手権ラリージャパン(11月)
ジブリパークⅠ期開業（秋）
ジブリパークⅡ期開業（1年後）
トヨタ自動車の新研究開発施設が稼働
（650ha:県企業庁が造成）
STATION Aiオープン（10月）
新体育館オープン（夏）
基幹的広域防災拠点整備［県営名古屋空港隣接］
第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）(9/19-10/4）
リニア中央新幹線（東京－名古屋間）開業
中部国際空港第二滑走路整備

12.16
月２９日（月）から行われていた１１月定例愛知
県議会も今日が最終日。全ての議案が可決承
認されました。その中から、用地測量など準備

段階の予算が計上された『愛知県基幹的広域防災拠点
の整備』について紹介します・・・

 
　マグニチュード８～
９規模の地震の３０年
以内での発生確率は
７０～８０％と言われ
ており、「県土全体の災
害対応力」の強化が急
務となっています。そこ
でこの度、空港と高速

11
１１月定例会最終日　防災拠点を整備木

道路網の２つに直結する名古屋空港北西部に、全国から
人員・物資の支援を受入れ、県内全域に供給する拠点を
2025年度中に整備することと致しました。
 
【基本方針】
◎愛知県・名古屋市の消防学校を統合。中核施設として
24時間危機管理体制を確保

◎緊急支援物資の備蓄と中継・分配機能を確保
◎支援要員のベースキャンプ機能を確保
◎広域医療搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置
◎中部圏の基幹的な拠点としても貢献
◎平常時は「消防学校」「都市公園」として活用
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12.12
画『食の安全を守る人々』の自主上映会に参加
をしました。弁護士で元農林水産大臣の山田
正彦氏が、アメリカのモンサント裁判の原告や、

子どものために国や企業と闘う女性、韓国の小学校で普
及するオーガニック給食の現状、ゲノム編集により通常の
１．２倍の鯛をつくることに成功した研究者などを取材し、
そこから見えてくる日本の食の問題点を指摘するドキュメ
ント映画です。
 
　私の立場でこうした映画を観て、単に自らの食生活を

映
大人の使命は、良い社会を子ども達に残すこと日

改善するだけではダメで、ここで得
た気づきによって如何に社会を変え
るための行動が出来るかが重要で
あると思っています。先ずは学校給
食から！
 
　「私たち大人の使命は、良い社会
を子ども達に残すこと」・・・今回の映
画は「食」の分野で「良い社会」を残
すことの必要性を痛感しました。

12.17
ローラルガーデンよさみにおいて活動する団体
『よさみ　ジャルダンクラブ』に対して愛知県都
市緑化功労者表彰式が行われ、私も来賓とし

て出席させて頂きました。
　この賞は愛知県の都市における緑を守り育てる運動を
積極的に推進していくために、都市緑化活動で特に著しい
功績のあった団体に対して知事感謝状が贈られるもので
す。本年度は愛知県内６つの団体が選ばれ、その中の一つ
として『よさみ　ジャルダンクラブ』も受賞されたのです。
 フローラルガーデンに植物の苗を買ってきて植えるので

フ
『よさみ　ジャルダンクラブ』に知事より感謝状金

はなく「種まき」から始め「育苗」「植え込み」「水やり」「追
肥」「草取り」などの活動を行っています。作業終了後には
メンバー間で話し合う場を設けて、植物の育て方等、植栽
に関しての情報交換やノウハウの伝授等も行っています。
また公園内で行われる各種
イベントや造園教室にも積
極的に参加しています。
　皆様の長年にわたる熱心
な都市緑化活動に心より感
謝申し上げます。

vol.12vol.12
2022.1月発行

　介護・医療・年金などの社会保障財源は、経済が活発に
なってこそ生み出され回して行くことが出来るのです。今回
のテーマで使われた「ファーストペンギン」とは、ベンチャー
精神を持って行動する個人や企業を、尊敬を込めて呼ぶ言
葉です。新たな挑戦により経済を更に成長させる・・・愛知
県の今後の取り組みを大いに期待をしていますし、議員の
立場で積極的に推進して行きたいと思っています。

　現在計画中のプロジェクトの中から、大手情報通信企
業と連携して事業運営をして行く『スタートアップの支援
拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ』と『新体育館』について概要を
紹介します・・・
 
①スタートアップの支援拠点ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ
 国際的なイノベーション創出拠点として「全ての人にス
タートアップのわくわくを」
◎事業者　ＳＴＡＴＩＯＮ　Ａｉ株式会社
　（ソフトバンク㈱の100％子会社）
◎延床面積　２３０９８㎡（地上７階）←日本最大
◎利用者数　１０００社←日本最大

 ②新体育館
　２０２６年のアジア競技大会にも利用できるように整
備。（株）ＮＴＴドコモや世界トツプのアリーナ運営者、コン
セッション事業の豊富な経験を有する企業により、世界
最高レベルのアリーナを実現
◎建設面積　２６７００㎡
◎延床面積　５８４００㎡
◎設置場所　名城公園北園
◎施設デザイン　隈研吾氏
◎メインアリーナ観客数
　・最大収容人数　１７０００席（立見含む）
　・大相撲開催時　１１０００席（両国国技館と同程度）
　・フィギアスケート国際大会開催時　１４１００席
　・バスケットボール国際大会決勝戦時　１５０００席


