
      月、国ではオミクロン株対応のワク

チン接種を10月中旬に始める旨の方針

が示されました。

現在4回目のワクチン接種では、子ども

たちが通う保育施設等でのクラスター

が過去に例のないほど増加している一

方で、保育士などのエッセンシャルワー

カーは優先接種の対象とされていませ

んでした。愛知県内での保育施設・学校

等のクラスター件数は、全クラスター件

数のうち、第六波で21 .3％、第七波で

23.5％を占める状況にありました。

      こで、本田顕子 厚生労働大臣政務官、佐原康之 厚

生労働省健康局長との面談の上、加藤厚生労働大臣へ

『保育士・幼稚園の教諭、学校の教職員などのエッセン

シャルワーカーについて速やかに4回目接種の対象に

加えること。また、これらエッセン

シャルワーカーを優先接種の対

象にし、迅速

な接種を受

けられる運用

をすること』

を要望いた

しました。

        月、私学協会会長（高校）、私立幼

稚園連盟会長、専修学校各種学校連合

会会長が電気・ガス・食料品等の諸物価

の高騰分を授業料に転嫁することは非

常に困難で、経営者努力で吸収するの

は難しい状況にある中で、特に高騰の

影響が大きい「光熱費」について早急の

支援を求める要望書を頂きました。

      係者と話し合いを進め、10月4日に

国からの臨時交付金を活用して財源を

捻出してもらうよう知事へ要望しました。

10月11日、知事より「光熱費高騰による私

立学校支援（幼稚園、小中高等学校、中等

教育学校、専修学校、各種学校）」の議案

が提出され、9月議会で可決しました。

併せて、同様に光熱費の影響を受ける

「私立保育園等、介護事業所、障がい福

祉サービス事業所等の支援」や「病院、

歯科診療所、薬局、助産所等の医療機関

の支援」も予算措置を行いました。

・ オミクロン株対応ワクチン接種を行う医療機関支援　
2,597,101千円

高齢者・障がい者施設へ巡回接種行う医療機関に対しての支援金
一定以上の接種を行う医療機関に対しての支援金

・ 市町村が実施するインフルエンザ予防接種費全額補助
　1,931,845千円

65歳以上の方、60歳以上65歳未満で特定疾患を有する方　

9 月 議 会 で 決 ま っ た こ と（抜粋）
・ 交通安全対策　    230,510千円
信号灯器LED化 363灯、道路標識更新 846本、
道路標示更新 91.9㌔等
・ 中高一貫校に向けた中学校用施設整備　

5,269,928千円中学校用校舎　体育館等

・ 燃油高騰を受け学校教育費を支援するため
    高等学校等奨学給付金拡充 95，690千円
生活保護世帯、県税及び市町村民税所得割額が非課税
世帯、家計急変より非課税と認められる世帯　　給付金
支援額に5,000円を加算

●●●●●●●●●
加藤厚労大臣へ要望書を提出！現場の声を国へ。

知事への直接要望で実現しました！

私学の皆さんの緊急陳情を受けて。

8 そ

10 関

要 望 実 現 し ま し た !

結果

結果
国からの良い回答は未だ

ありませんが、愛知県の大

規模接種会場では10月か

ら接種が始まるオミクロン

株対応ワクチンから、エッ

センシャルワーカーの

方々も優先接種対象に含

まれるようにし、接種券な

しで接種ができるように

なりました。

本田顕子 厚生労働大臣
政務官と面談

要望書を
提出しました
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　5年半前、ジブリが正式に愛知県に

来ることが決まってから、県内多数公

園がある中で、長久手市のモリコロ

パークへの招致活動を市長と共に進

めてきました。

　長久手市は今では、住みたいまちラ

ンキング上位のまちとして取り上げら

れることも多々ありますが、これは先

人の皆さんが、名古屋市との境から住

宅開発を進め、その都度、魅力的な市

の施設やショッピングモール等の施

設を建設してきた結果であります。し

かし、一方で、私たちのまちの面積は

小さく、今後は住宅開発できる場所は

限られていること、また、少子高齢化

により便利さを求め都心回帰が全国

的に進む中で、更なるまちの魅力を高

めるためにはディズニーランドのある

浦安市のように何かオンリーワンのも

のを県の力で招致できないかと考え

てまいりました。

　知事との話し合いを経て、正式に

ジブリパークがモリコロパーク内に

できることが決定した後も、渋滞緩和

策として、３年前より県道整備、拡幅、

並びに交差点改良等を進め、チケッ

ト販売においても全館予約制を株式

会社ジブリパークに県を通じてお願

いをしながら進めてきました。

　今後は更に、県と長久手市とが力を

合わせて、ジブリへの来場者がオー

バーツーリズムとなることなく、ジブリ

を通じた長久手市へのふるさと納税や

市内周遊等、税収増に繋がる仕組みづ

くりであったり、現在交渉中のジブリ

パーク内で長久手市成人式等を行える

施策も進めて行きたいと思います。

　万博終了後、リニモは8編成で運行を

続けてきました。しかし、長久手市内では

都市伝説のように「万博の際には09号が

存在し、もう1編成あった」と噂されてい

ました。

　県議初当選後、気になっていたので調

査するも最初はわからないとの県からの

回答でありましたが、詳しく調べてもらう

と広島にあることが確認され、今回、時

期を得て、1編成の追加に繋がりました。

リニモ09号里帰り幻の幻の

広島三原で放置されていたリニモ車輛

長久手市に       ジブリパークオープン
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11月1日

2005年 万博

2006年 4月

2007年 1月

2019年 4月

2019年 10月

2019年 11月

2021年 12月

リニモ会社所有8編成、（財）日本国際博覧会協会1編成を所有

海外展開を見込み、博覧会協会所有の1編成を　　　　     　　　    
伊藤忠商事（株）へ譲渡、その後、三菱重工（株）に再譲渡

三菱重工（株）の事業拠点である広島県三原市へ移送

リニモ会社は三菱重工（株）から09編成を30万円で購入

12年ぶりに長久手市へ里帰り

リニモ会社が約3億円をかけて再整備

夜間試験走行に成功

経緯は？

ジブリパーク
チケット
配布状況

ジブリパーク
収支見込

※2022年度は11月1日開園のため営業日は5か月計上
※2024年度からは5エリア開業を想定し計上

休日 5 ,980枚 590枚
平日 5 ,260枚 590枚

1日あたり
販売総数

内、宿泊付き
チケット

３エリア

ジブリパークを支援するオフィシャ
ルパートナー企業は22社あり、そこ
への提供チケットは2千枚程度/年
間であります。…年間販売見込総数
の0.1％となっております。

3エリアでの年間来場者数は既存の
モリコロパークの来場者と合わせ
て200万人／年を想定しています。

事業年度 2022  2023  2024  2025  2026

営業収入 17 .4  35 .7  61 .5  59 .0  56 .4
　入場料収入 6 .9  15 .8  32 .8  31 .4  29 .9
　物販飲食収入 6.1  15 .5  24 .3  23 .2  22 .1
　オフィシャルパートナー支援金 4 .4  4 .4  4 .4  4 .4  4 .4

営業費用 20 .8  38 .8  55 .1  54 .1  53 .0
　運営人件費 2 .6  6 .0  9 .1  9 .1  9 .1
　運営費 9 .0  13 .5  17 .2  17 .1  16 .9
物販・飲食事業費 6.5  14 .9  22 .3  21 .6  20 .8
　その他経費 2 .7  4 .4  6 .5  6 .3  6 .2

営業損益 ▲3.4  ▲3.1  6 .4  4 .9  3 .4
法人税等 0 0  0  1 .7  1 .2
当期利益 ▲3.4  ▲3.1  6 .4  3 .2  2 .2
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（単位：億円）


