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新潟ブロック協議会２０１９年度

公益社団法人日本青年会議所

プレスリリース

取材の協力のお願い

北陸信越地区
新潟ブロック協議会

１２月１２日１３：３０新潟県庁へ活動報告と提言資料提出
①多子社会を実現する政策提言と資料
②羽越新幹線計画を推進する提言プロジェクト結果報告と資料

謹啓

寒冷の候、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は公益社団法人日本青年会議所北陸信

越地区新潟ブロック協議会の運動に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年度当協議会では、①多子社会の実現（少子化課題の解決）に向けた提言、②将来を見据え
たインフラ計画の提言を目指し活動に取り組んでまいりました。
①多子社会を実現する政策提言について
人口減少は各市町村の存亡にかかわる問題であり、国、県内各自治体では様々な対策が実施されてき
ましたが現在も新潟県平均の合計特殊出生率は低い状況にあり、課題解決が求められています。政府、
自治体の視点だけでなく県民目線で子供を産み育てたくなる社会を形成していく必要があると考え、本
年、
「多子社会」の実現に向けた国民討議会（「多子社会」を考える県民ワークショップ）新潟大会を３
月から６月に合計４回開催（合計参加人数１０３名）し、６月上旬から８月上旬にかけＷＥＢアンケー
ト調査（回答４１９件）を行いました。これら県民目線の意思、アイデアを基に新潟県の「多子社会」
実現に向けた更なる運動展開が必要です。
そこで、
「多子社会」の実現に向け第一子誕生前後の手厚い支援や行政の結婚・出産・子育て相談窓口
の一本化、時代にマッチングしたテクノロジー活用（主にＩＣＴ）さらに県民参画の必要性を認識して
もらうことを目的に新潟県、県内市町村、県議会、市町村議会に向けた政策提言書を提出し、１人でも
多くの県民にＷＥＢでもご覧いただけるように当会ホームページでの閲覧コーナーも設置し広く訴えて
いくことといたしました。なお、３０市町村首長、議会にはすでに提出済です。
②将来を見据えたインフラ計画の提言
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新潟県内を通って山形～秋田～青森市、また、富山市までを走る羽越新幹線の計画は、昭和４８年に
「基本計画」が決定されました。しかし、その後、具体的なルートなどをも盛り込んだ「整備計画」が
決定されないままとなっています。この路線が開業すれば、新潟県内の移動が円滑になり、また、東
北・関西地方との交通の利便性が向上し、経済活動が活発になることが期待されております。そこで、
羽越新幹線の整備計画化に向けて、署名活動及びフォーラムを実施いたしました。この度、その成果を
集約した署名及び羽越新幹線計画推進パンフレットを新潟県へ提出いたします。
是非とも趣旨をご理解の上、当会ホームページの宣伝、ならびに提言提出の取材にお越しいただきた
くよろしくお願い申し上げます。なお、取材は頭撮りまでとさせていただきますことを予めご了解のほ
どよろしくお願いいたします。

【概要】
日時

２０１９年１２月１２日（木）１３時３０分より

会場

新潟県庁 東回廊３階

第２応接室

①多子社会を実現する活動及び政策提言書
新潟ブロック協議会ホームページから提言書をご確認願います。
②羽越新幹線計画推進活動の署名・パンフレット等の概要
別紙①をご確認願います。
新潟ブロック協議会ホームページ
ＵＲＬ： http://www.jaycee.or.jp/2019/hokushinetsu/niigata/
★ホームページＱＲコード

新潟ブロック２０１９ ←検索

≪

本件に関するお問い合わせ先 ≫

公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区新潟ブロック協議会
多子社会実現事業 担当委員長 山田 一郎 （直通携帯電話番号：090-7232-8364）
羽越新幹線計画
事務局

担当委員長 高橋 祥太 （直通携帯電話番号：080-4126-4759）

〒959-2631 新潟県胎内市表町 5-25 TEL:0254-43-3308 FAX:0254-43-3308
社会変革創出委員会

E-Mailsyakaihenkaku2019@gmail.com

多子社会を実現する政策提言書の提出結果
提出先

県知事、市町村長への提出日時

議会への提出日時

新潟県

新潟県議会

12 月 12 日（木）13：30～

副知事へ提出後、同日に提出

新潟市

新潟市議会

10 月 17 日（木）11：45～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

長岡市

長岡市議会

10 月 25 日（金）15：00～提出済

市長へ提出前 13：30 に提出済

三条市

三条市議会

10 月 17 日（木）16：30～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

柏崎市

柏崎市議会

10 月 30 日（水）11：15～提出済

市長へ提出前、同日に提出済

新発田市

新発田市議会

10 月 29 日（火）13：30～提出済

市長へ提出前、同日に提出済

小千谷市

小千谷市議会

10 月 25 日（金）9：15～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

加茂市

加茂市議会

10 月 23 日（水）8：45～提出済

市長へ提出時に提出済

十日町市

十日町市議会

11 月 11 日（月）17：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

見附市

見附市議会

10 月 24 日（木）14：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

村上市

村上市議会

10 月 21 日（月）11：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

燕市

燕市議会

11 月 15 日（金）15：15～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

糸魚川市

糸魚川市議会

11 月 11 日（月）14：00～提出済

課長へ提出後、同日に提出済

妙高市

妙高市議会

10 月 31 日（木）15：30～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

五泉市

五泉市議会

10 月 23 日（水）16：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

上越市

上越市議会

10 月 21 日（月）13：30～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

阿賀野市

阿賀野市議会

11 月 05 日（月）11：45～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

佐渡市

佐渡市議会

10 月 28 日（月）11：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

魚沼市

魚沼市議会

11 月 08 日（金）13：30～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

南魚沼市

南魚沼市議会

11 月 07 日（木）16：30～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

胎内市

胎内市議会

10 月 18 日（金）11：00～提出済

市長へ提出後、同日に提出済

聖籠町

聖篭町議会

11 月 06 日（金）16：00～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

田上町

田上町議会

10 月 23 日（月）9：30～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

阿賀町

阿賀町議会

10 月 23 日（水）14：00～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

出雲崎町

出雲崎町議会

10 月 15 日（火）13：30～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

湯沢町

湯沢町議会

10 月 23 日（水）11：30～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

津南町

津南町議会

10 月 28 日（月）16：00～提出済

町長へ提出後、同日に提出済

弥彦村

弥彦村議会

10 月 21 日（月）13：30～提出済

村長へ提出後、同日に提出済

刈羽村

刈羽村議会

10 月 28 日（月）13：15～提出済

村長へ提出後、同日に提出済

関川村

関川村議会

10 月 21 日（月）14：30～提出済

村長へ提出後、同日に提出済

粟島浦村

粟島浦村議会

10 月 31 日（木）14：30～提出済

村長へ提出時、同日に提出済

別紙①
②羽越新幹線計画推進活動の署名・パンフレット等の概要
１

（参考）署名活動の概要（実施済み）
⑴

期間 ２０１９年６月１日（土）～９月２６日（月・祝）

⑵

場所 新潟県内各地

⑶

結果 ２,１４９筆の署名が集まりました。

２

（参考）羽越新幹線計画推進フォーラムの概要（実施済み）
⑴

日時 ２０１９年９月１６日（月・祝）１４：００～１６：３０

⑵

会場 新潟市万代市民会館 ６階多目的ホール

⑶

対象 新潟県民一般

⑷

内容

①講演「新幹線開業が地域にもたらす効果～北陸新幹線開業の効果についての調査研究から～」
北陸新幹線の開業効果を調査分析されてきた一般財団法人北陸経済研究所

調査研究担当部

長 藤沢和弘氏にご講演いただきました。
②対談「羽越新幹線の実現に向けて」
藤沢氏と当協議会の代表である天木正史が、羽越新幹線の実現に向けてできることについて
対談いたしました。
③ワークショップ「羽越新幹線の実現に向けて～私たちがすべきこと～」
参加者の方々と一緒に、会場全体でできることを話し合いました。
３

（参考）羽越新幹線計画推進パンフレットの作成
⑴

仕様 Ａ３版二つ折り（両面カラー刷り）３０００部

⑵

内容 羽越新幹線計画の普及を目指し、計画の概要や今後必要なことについて記載したもの。
当委員会における調査内容や署名活動及びフォーラムでいただいたご意見を盛り込み
ました。

⑶

配布 新潟県内各所において配布します。

