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街頭演説年間300か所以上 これまでの県政報告会200か所以上

県民・島民の心と声を国政に !!
長崎県議会議員 ５期

山田ひろし
才

50

【山田ひろしの経歴】

● 昭和45年6月1日生まれ
● 平成元年 長崎県立五島高等学校卒業
● 平成 5 年 下関市立大学経済学部国際商業学科卒業 ●
● 平成10年 福江市議会議員初当選、当時28才
●
● 平成11年 福江市長選挙出馬、
得票数6610票にて惜敗 国会議員秘書 ●
● 平成18年 長崎県議会議員補欠選挙
大村事務所 〒856-0831
（五島市選挙区）初当選
（１期目）
● 平成19年 長崎県議会議員一般選挙当選（２期目）
● 平成23年 長崎県議会議員一般選挙当選（３期目）
五島事務所 〒853-0033
● 平成27年 長崎県議会議員一般選挙当選（４期目）
● 平成31年 長崎県議会議員一般選挙当選（５期目）

文教厚生委員長（平成23年5月〜24年２月）
農水経済委員長（平成24年2月〜25年５月）
農水経済副委員長（平成25年5月〜平成26年6月）

大村市東本町274-3 八幡ビル１F
TEL (0957)20-8397 FAX (0957)20-8398
五島市木場町257-3 坂口ビル2F
TEL (0959)75-0109 FAX (0959)75-0712

後援会資料

政治家を志した理由について
私が政治家を志したのは 13 歳の時です。
不慮の事故で父親を亡くし、母親と５人の兄弟の生活は
大変厳しくなりました。私の当時の夢であり、希望の職業
であった教師になる為の進学に対し、不安な日々をすごし
ました。その時の大変つらい思いを未だに忘れません。
全ての子ども達が自分の夢、希望を達成出来る世の中、
社会をつくる事を目指して、今日まで、政治家・県議会議員として
頑張って参りました。
私は、未来ある子供達の為にも、元気で明るい未来ある
国を、長崎から作っていくことを目指して、情熱、決断力、
行動力を持って一層頑張っていく所存でございます。
何卒皆様方の温かいご指導、ご支援の程、宜しくお願い
申し上げます。

ご意見・ご要望等ございましたらお電話ください。

元気で明るい未来ある長崎県づくりの為に、産業の再盛・発展を行い、国内需要を高める
6つの基本政策を中心にして、初心を忘れず、具体的な政策に取組んで行きます。
１．県民・島民の所得向上・雇用促進
・子どもふるさと元気事業（仮称）の実施
・伝統的工芸品における技術を活かした新たな産業の創出
・航空機産業及び防衛産業等の基盤維持と強化
・地域の伝統的工芸品及び文化の再発見及び再興
・地域の新たな観光資源の発掘及びPR活動
・国立・国定公園における観光客誘致対策
・離島欠航時の保険制度の充実
・国境離島新法の見直しによる新卒高校生地元採用拡大
・県立高等学校等による県内中小企業への就業促進
・政府専用機の管理及び運用を長崎空港に！

２．長崎県の農林水産業を守る
・未利用の農林水産物等を政府開発援助予算（ODA予算）に活用
・地域の特産物による農林水産業の振興
・鳥獣被害防止対策事業の強化
・主要農作物（稲・大麦・はだか麦・小麦及び大豆）の
優良な種子の生産性の向上及び普及の促進・品質の改善
・農林水産物の輸出強化及び高付加価値化
・食料自給率の向上対策
・地元漁業者を中心とした漁業法改正
・未開発の水産資源による漁業者の経営支援
・磯焼け対策事業の促進
・大村湾に於けるヘドロの除去等による底質改善
・地域インフラの商工会議所・商工会・農協・
漁協・郵便局を守る
・飲食店等を守る食品衛生法の改正

３．子供達の為の夢・希望づくり
・英語教育ボトムアップ事業による子供達の英語力強化
・子供達の文化及びクラブ活動支援等の活動
応援基金（仮称）の創設及び実施
・県立高校等に於ける子供達の為の夢・希望
講座（仮称）の創設
・日本の教科書における太平洋戦争による原爆
投下に関する記載の充実

４．子育て支援を含む人口増加対策
・新生児聴覚スクリーニング検査義務化及び保険適用化
・放課後児童クラブ等の学童保育の推進
・看護師及び保育士等の奨学金制度の充実及び拡充
・介護福祉士修学資金等の貸付制度の充実
・高校生の遠距離通学費補助金制度の充実
・応援医師及び応援看護師等の準島民対象
拡大による離島医療の支援
・航空自衛隊を大村に誘致
・出産育児一時金制度の充実

産業人材育成奨学金

地域産品
（五島手延
うどん・壱 岐 焼 酎・
長崎かんころ餅等）
及び伝統的工芸品
（長崎手打刃物・佐世保
独楽・若田石硯等）
などの地域産品の
販路拡大支援制度
の創設
（令和２年度）

トリガー条項
トリガー条項は、総務省が発表する小売物価統計調査に
おいて、ガソリンの平均価格が３か月連続で１リットル
160円を超えた場合、揮発油税の上乗せ税率分である25.1円
の課税を停止するというものである。なお、停止後に３か月連続
でガソリンの平均価格が130円を下回った場合は、課税停止
が解除される。

実現！

実現！

実現！

新ながさき農林業農山村活性化 漁業操業違反の罰則周知及び 稲・大麦・はだか麦・小麦及び大豆 長崎県水産業振興計画（2021〜
令和2年 の種子を安定的に供給する為に、 2025年）にクジラ文化の継承・
計画（2021年〜2026年）に、 その取締強化策として、
蜂群の安定確保とはちみつ等 12月1日以降の漁業許可書に、 長崎県主要農作物種子制度基本 鯨肉の消費拡大を記載
要綱に、県の責務に「必要な財政上
罰則規定書を添付
生産物の増産を記載
の措置を講ずるように努めるもの
まき網船の県内魚市場への入港予定情報等
とする」を記載
実現！
の組合員への周知システム化を、
壱岐・対馬の 実現！
各漁業組合に案内・実施
（令和２年３月）
現！
①西日本魚市株式会社のHPへアクセス。
②トップページの漁況・入船・相場情報をクリック。
③産地電子情報ネットワークの会員登録書をダウンロード。
④会員登録申込書の提出と年会費1,000円を払い込む。
⑤西日本魚市から登録完了メールがあれば、登録手続き
完了。
「第十一大栄丸転覆沈没事故」
「第二山田丸海難
⑥あとはHPからまき網船入港等の情報が随時取得可能
事故」等の重大な海難事故の文書保存期間を
10年間から30年間へ（平成22年度）

実現！

実現！

・中学校・高等学校に於ける教育費の公・私間
格差の是正と保護者負担の軽減
・低所得世帯の子どもに対する生活習慣病の
医療費無償化
・所得に応じた社会保障制度改革
・消費税の減税
・高速道路の割引き制度の拡充
・離島と本土を結ぶ海の便・空の便の割引
制度の拡充及び航路の充実
・トリガー条項の凍結解除を国境の島に！

実

実現！

地域の特産物の振興として、販売活動支援及び
ＰＲポスターの作成

６．県民・島民の生活費の負担軽減

実現！

実現！ 返済アシスト事業の
対象職種に情報処理・
通信技術者及び総合職
など将来的に地域拠点
のリーダーを担う者
を追加

・給油所・タクシー・バス等の地域交通インフラの
維持・強化
・国境離島での海上防衛の強化
・地域高規格道路「東彼杵道路」早期着工・完成
・自衛隊員の災害復旧作業時の処遇改善
・被爆者２世に対する支援制度の創設
・地域警察官増員及び警察行政機能の充実
・通学路等に於ける防犯灯・防犯カメラの増設
・大村海上自衛隊による夜間緊急搬送用
ヘリコプターの更新
・国の消防力整備方針の見直しによる地域消防力
の格差是正
・上下水道施設の耐震化・老朽化対策事業の促進
・新たな長崎空港取付道路の早期着工・完成
・新型コロナウィルス等の感染症に対する医療の充実
・老朽化した家屋等の解体支援制度の創設

長崎県の農林水産業を守る

県民・島民の所得向上・雇用促進
実現！

５．安全・安心な地域づくり

県立諫早農業高校の生徒と山崎製パン㈱との共働による商品開発
及び販売
（令和２年）

実現！

実現！

実現！

安全・安心な漁業操業の取組みとして、
平成24年11月より中小型まき網漁業許可 令和元年８月17日より、県漁業 水産庁による長崎県産
の運搬船に許可番号の表示を義務化
取締室（095-860-1135） サンゴ生育調査
への土日祝日（９時〜17時 （平成29年８月）
45分まで）の通話実施

県立五島海陽高校と山崎製パン㈱との共働
による商品開発
（長崎県産じゃがいも使用）
長崎市内の自動車学校に県貸付の障がい者 「ながさきリピーター創出促進事業」において、県内の による２種類の菓子パンを九州圏内（沖縄
学校が県内修学旅行を実施可能の制度に変更・実施 を除く）で販売（平成30年）
運転教習用車両の更新（令和２年２月）

実現！

実現！

実現！
実現！

赤潮対策として、玉ノ浦湾マグロ
養殖海域に赤潮監視メモリー式
実現！
長崎県茶業協会の解散後に、
長崎県茶業振興協議会 センサーを平成30年６月設置

の事務局を長崎県に
長崎県の畜産振興財源の確保の為に、他県の状況を （令和２年４月に設立）
参考に凍結精液譲渡手数料を改定（令和元年10月）

実現！

実現！

実現！

現！
実現！ 実

長崎県による中小企業向け融資
若者の流出対策及び地元企業へ就職促進
制度に係る取扱金融機関の指定
有人国境離島法に於いて、
雇用機会拡充事業
として県内工業高校内に県内中小企業の
基準の見直しによって14行から
に新卒の高校生を対象に（平成30年４月）
展示ブースを設置
20行へ拡大
滞在観光促進事業に修学旅行生を対象

（平成31年４月）

長崎魚市場に於いて、反社会的
勢力を排除する長崎県地方卸売
市場長崎魚市場条例改正（平成
24年）及び卸売市場法に基づく
主な魚市場の検査着手（令和元年度）

整備後
（イメージ）
十分な農村整備事業予算確保
漁業者の負担軽減及び漁業所得 平成19年度より離島地区に於ける、として、初めて長崎県農業農村
向上対策として富江地区に製氷 県農業支援補助制度の要件（3戸 整備事業予算確保総決起大会を
施設着工（令和２年完成予定） から2戸へ）緩和。
（平成19年度）
平成24年に実施し、今日まで至る

実現！

島外の食品会社とJAごとう
（地元農家）との高菜の契約
栽培支援により九州内の大手
コンビニエンスストアのおにぎり
に使用

