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①デジタル改革・グリーン社会の実現
2050年のカーボンニュートラルの達成
（CO2排出ゼロ）
に向け、再造林等の山の若返り対策
②経済の構造転換・イノベーション等による生産性向上
ドローンやロボット、
データの利活用等のスマート農業に向けた技術開発・コスト低減
③地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現
経営継続補助金、高収益作物次期作支援交付金、労働力確保対策、需要に合った生産の好循
環、需要拡大対策、
コメの需給バランス、主食用米から輸出用米・加工用米、麦・大豆、野菜、果
樹への転換、輸出用米のパックご飯の製造施設の整備、輸出力を支える生産基盤の確保、産地
生産基盤パワーアップ事業、畜産クラスター事業、農業農村整備事業など

福

祉

２０２５年には第一次ベビーブームの先輩方が７５歳を迎え、急速に少子高齢化が進み、
介護人材が更に不足すると言われています。
先輩方に安心して長生きしてもらえるよう、政策の面でお手伝いしてまいります。
また、私の経営する専門学校では介護福祉科があり、介護の人材を育成しています。
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学びの保障
コロナ禍で活動が制限されている文化・芸術活動や子供たちの学習機会は、
どの
ような状況であっても、十分な対策の上、工夫して何らかの形で続けていくこと
が必要です。
自民党政調会では、
テレビ授業やオンライン授業を提案し実施され
ました。今後も必要な提案を行ってまいります。

仲間に感謝

地元のお祭り

先日、政調会メンバーとしてあしぎん総合研
究所との意見交換に参加させていただきま
した。
テーマは「新型コロナ感染症の影響を踏ま
えた栃木県経済の今後の展望」です。疫学的
収束には「集団免疫の獲得」以外に方法は無
いのではないかとのことです。早く安全なワ
クチンが手に入ることを願っています。
また新しい生活様式への対応も急務となっ
ています。
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農業については、
これから取り組むべき政策が沢山あります。
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まずは︑皆様に日頃より 大変お世話になってお
り ま すことに対し心から感 謝 申し上げ ま す︒
令和元年４月に栃木県議会議員として県政に
送っていた だ き︑約一年 半 が 過 ぎ ま し た︒私 は
日々︑県政発展のために何事にも積極的にチャ
レンジしており ます︒県 民の皆 様のお役に立て
るよう︑今後も全力で頑張って参ります︒
さて︑令 和 元 年には台 風 号による大 きな被
害 を 受 け︑今 も 県 内 各 地で復 旧工事が続いて
おります︒
そして︑令和２年は新型コロナウイル
ス感 染 症 拡 大により︑私たちの生 活は一変して
し まいま した︒
これらの難 局 を 乗 り 越 えるた
め︑政 治の立 場から何 を するべきかを 良 く 考
え︑行動し︑実現してまいります︒
つき ま し て は︑近 況 報 告 のた めに 後 援 会 報
を 作 成 致しました︒
お時 間のある時
にご覧いただければ幸いです︒今 後とも 皆 様の
ご理 解 とご協 力 を 賜 り ま すよう︑
よろしくお
願い致します︒

西川やすお

西川やすお後援会 自由民主党栃木県さくら市・塩谷郡第四支部

趣味・好きなもの
趣味は、
ゴルフ、魚釣りです。
また、
ジムにも出来る限り時間を作っていこうと思っていますが・・・。
好きな食べ物は年齢と共に変化して来ました。最近は和食が好きになって来ました。
そばが大好物です。

<あしぎん総合研究所作成資料より抜粋>

栃木県議会議員
西川やすお プロフィール
●大手建設会社勤務
●農林水産大臣 秘書
●国会議員 秘書
●内閣官房参与 秘書
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■昭和46年9月22日さくら市（旧氏家町）
に生まれる
■日本大学法学部法律学科卒業
■早稲田大学大学院商学研究科修了（MBA取得）

●学校法人東洋育英会
さくら総合専門学校
理事長兼学校長（現職）
●栃木県議会議員（現職）
●県土整備委員会 副委員長（現職）

●予算特別委員会 委員
（現職）
●栃木県消費生活安全対策審議会委員（現職）
●自由民主党栃木県支部連合会青年部長（現職）
●自由民主党栃木県支部連合会政務調査会 理事（現職）

西川やすお 後援会事務局 栃木県さくら市馬場296番地2

ホームページ

Facebook

Instagram

自由民主党栃木県さくら市・塩谷郡 第四支部

TEL. 028-681-1001 FAX. 028-682-7222
ホームページ http://nishikawayasuo.com/index.html
討議資料

▲日々の活動はこちらからご覧ください▲
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新型コロナ対策 政調会メンバーとして、新型コロナ対策や防災・減災対策などの予算を要望

本会議で一般質問に立つ

令和元年の台風１９号による被害や、令和２年の新型コロナウイル
ス感染症の拡大により、県内外で様々な分野で大きなダメージを
受けました。栃木県としても、国・県・市町が連携し、必要な政策・
予算を重点的に執行する必要があります。
今、私たちに必要なことは、①新型コロナ対策、②防災減災対策、
③デジタル化の推進だと思います。感染防止策、検査体制の充実、
中小企業の経営支援、働く皆さんの雇用確保、SNS等による誹謗
中傷対策、防災・減災対策、テレワークの推進、オンライン授業の
推進など、やるべきことは沢山あります。自民党政調会理事とし
て、全力で取り組んで参ります。

令和２年２月に、本会議で一般質問をさせていただきました。
６０分間の限られた時間ではありましたが、
自分らしい質問が出来たと思いま
す。傍聴に来てくれた皆様、
テレビの前で応援してくれた皆様に心から感謝申し上げます。質問の内容は次の通りです。
①指定廃棄物の処理について ②広域連携行政について ③避難所の在り方検討について ④県内水産業の振興について
⑤公共交通の充実に向けた取組について ⑥災害に強い県土づくりについて
なお、質疑内容は
「栃木県議会 会議録検索システム」で検索できます。

災害復旧
「１００年に一度の災害」
という言葉を聞く機会が増えて
いると思います。いつどこで起こるか分からない大き
な災害に備え、
ソフト・ハードの両面で、出来ることは準
備してまいります。必要な箇所は、普通の復旧工事では
なく、更に強固な改良復旧を進めていきます。
また、中
小河川の堆積土砂もこれから５年間で積極的に除去し
てまいります。自民党政調会では、緊急防災・減災対策
事業、堤防強化緊急プロジェクトなどに、補正予算を要
望し、政調上乗せを獲得しています。今後も安全・安心
な県土作りに取り組んでいきます。

県土整備委員会

２０２２年開催予定のとちぎ国体に向けて栃木県の総合スポーツゾーンの整備は進んでいます。
カンセキスタジアムも完成しました。
建物の各所に栃木県産の木材が使われています。写真のエレベーターには、
とても美しい鹿沼切子が使われていました。
また、車いすの方
用の観覧スペースも設けられています。

副委員長

令和２年度は、県土整備委員会の副委員長に就任致しました。
新型コロナウイルス感染防止のため、県内調査は県庁の会議室で開催しました。
（写真左）
各市町からの重点要望をうかがい、今後の政策に反映していきます。
また、国道４０８号線の現地視察にも行ってきました。
（写真右）

自民党栃木県連

2022 年とちぎ国体

青年部長 街頭演説

自民党栃木県連の青年部長を拝命しました。年４回の定期的な街頭演説の他、各市町にも行って適時、街頭演説
を行っています。
また、今年度は大きな研修等ができず、大変残念でありましたが、
オンラインで全国施年部長・青年局長合同会
議が開催され、私は関東ブロック代表として農業分野で発表させていただきました。

行政視察
新型コロナの第一波が収まった時期に、何とか奇跡的に行政視察を開催出来ました。急な日程だったので、当日都合が付く有志のみで行い
ました。移住定住支援政策、
自動運転の地域公共交通、ふるさと納税、人材育成、子育て支援政策等、先進的な取組でありとても勉強になり
ました。受け入れていただいた茨城県境町の皆様に心から感謝申し上げます。
屋根付きの公園には大変驚きました。

自民党全国青年部長・青年局長合同会議（リモート会議）にて「栃木県立農業大学校 いちご学科新設」について発表
オンラインでの自民党青年部長・青年局長合同
会議にて、栃木県立農業大学校に新設予定の、い
ちご学科について発表させていただきました。他
県の先進的な取組と比較し、分かりやすく説明で
きるよう努力しました。初めてのオンライン発表
会なので、一部操作ミスがありましたが何とか無
事に発表できました。

現地視察
左の写真は高知県のニラ出荷調整工場の写真です。出荷のための作業を機械化して全
国一位の生産量です。栃木県も出荷調整の機械を開発中で、今後は日本一を目指して
頑張っていただきたいと思います。
中と右の写真は、
コロナ禍の中で感染防止対策を取りながらの視察です。栃木県企業
局の風見水力発電所（中）や新食肉センター
（右）
を視察しました。
風見発電所は現在、全面改修工事が行われています。再生可能なクリーンエネルギーに
期待しています。食肉センターは北米やアジア諸国に牛肉を輸出できるようになりまし
た。今後の農畜産振興にも期待しています。

全国若者・ひきこもり共同実践交流会 in とちぎ
栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター（ポラリス☆とちぎ）
における相談件数は毎年増加しており、市町と連携しな
がら実態を調査してきました。
また、中高年のひきこもりも増えており、中高年専用窓口を設置し、
ポラリスの体制を強化して
います。今後もひきこもりサポーターの養成や派遣を行い、身近な相談相手として社会参加や自立を促進していきます。
参考になる事例の研究や、個別ケースの検証による支援レベルの向上も行ってまいります。

LGBT 勉強会
自民党・公明党合同の「LGBTをは
じめとする性の多様性に関する勉強
会」に参加しました。左利きの方、
AB型の方、LGBTの方の割合はお
よそ１１人に１人だそうです。
これか
ら更に理解が進むよう、政治の立場
から考えていきたいと思います。

条例検討会に参加
「栃木県プラスチック資源循環推進条例」の策定に参加させていただきました。今、
プラスチックごみによる海洋汚染が問題になっていますが、廃プラスチックはリサイ
クルする事により貴重な資源となります。県内には高度なリサイクル技術を持った
会社があり、ペットボトルから作った繊維でプロサッカーチームのユニフォーム等に
リサイクルされています。
２０２２年に予定されている、環境配慮型のとちぎ国体の
ユニフォームにも利用されることを期待しています。
また、現在は
「犯罪被害者等支
援条例」の策定に参加させていただいております。

消費生活安全対策審議会
消費者生活安定対策審議会委員として審議に参加しております。県内の消費生活センターへの相談件数は近年増えてお
り、架空請求、
オンラインゲーム、
プロバイダ契約、ローン、健康食品など様々です。高齢者や若者が騙されないよう、取り
組むべき課題を整理し、次期の計画に反映させてまいります。
特に民法改正による成年年齢の引き下げにより、
１８歳・１９歳の若者が未成年者取消権の対象から外れます。
消費に関する更なる教育や情報提供が必要です。

