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２０２２年２０２２年 市民とともに政治かえる希望の年に市民とともに政治かえる希望の年に

　大雪となった元旦、よしまた県議は、高橋ちづ子衆議院議員とともに善知鳥神社前

から街頭演説を行いました（写真左）。県民のくらし・いのちを守る県政をつくるための決

意とともに、憲法を守り・生かし、平和な日本をつくる決意を述べました。

　大雪となった元旦、よしまた県議は、高橋ちづ子衆議院議員とともに善知鳥神社前

から街頭演説を行いました（写真左）。県民のくらし・いのちを守る県政をつくるための決

意とともに、憲法を守り・生かし、平和な日本をつくる決意を述べました。

米軍三沢基地所属のＦ16戦闘機米軍三沢基地所属のＦ16戦闘機

　米軍三沢基地所属のF16戦

闘機が11月30日、深浦町内

に燃料タンクを投棄し、青森

空港に緊急着陸しました。さら

に米軍は12月3日、原因究明

も行わずに飛行訓練を再開し

ました。

　三村申吾知事は12月1日、

県議会に対し、「一歩間違え

ると大変な惨事になった」と報

告。翌２日の一般質問では日

本共産党の松田まさる県議

が、「根本解決のためにはF16

の訓練中止と撤去が必要」と

迫りました。県議会は閉会日

の同月９日、　再発防止と無

断での飛行再開に抗議する

決議を全会一致で可決しまし

た。

　日本共産党県議団は１２月２

日、党県委員会とともに県に

対して同機の撤去を求めまし

た（右写真上）。翌３日には高

橋ちづ子衆議院議員とともに

深浦町に行き、吉田満町長

から話を聞きました（右写真

下）。また、燃料タンク投棄現

場を視察しました。
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燃料タンクを投棄燃料タンクを投棄
繰り返される事故。訓練中止・撤去を繰り返される事故。訓練中止・撤去を

米軍三沢基地のＦ16戦闘機の主な事故米軍三沢基地のＦ16戦闘機の主な事故
（2000年以降）（2000年以降）
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三沢市沖に墜落

深浦町沖に墜落

太平洋上に燃料タンクを投棄

北海道沖に墜落

小川原湖に燃料タンクを投棄

部品が八甲田山に落下

六ケ所村に模擬弾を落下
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深浦町を訪問し、吉田町長（左）から事情を聞

く高橋衆院議員（その右）と党県議団＝12月3

日、深浦町

深浦町を訪問し、吉田町長（左）から事情を聞

く高橋衆院議員（その右）と党県議団＝12月3

日、深浦町

日米地位協定改定はまったなし日米地位協定改定はまったなし よしまた県議のコメントを紹介しますよしまた県議のコメントを紹介します

北海道松前沖で２機が空中
衝突、墜落
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衝突、墜落
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党県委員会とともに知事宛ての申し入れを行う

党県議団＝12月2日、県庁

党県委員会とともに知事宛ての申し入れを行う

党県議団＝12月2日、県庁

　燃料タンクの投棄で人命が

危険にさらされたのに、日本が

主体的に原因究明すらできな

いのは異常です。また米軍には

日本の検疫すら及ばず、1月に

入ってオミクロン株の急拡大が

米軍との関係で始まりました。

　県民の安全とくらしを守るため

には、航空法や検疫法などの

国内法が米軍にも適用されるよ

うに、地位協定を見直すことが

絶対に必要です。
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高橋ちづ子衆院議員とともに元旦宣伝高橋ちづ子衆院議員とともに元旦宣伝

参院選（7月）、市議選（10月）で日本共産党の躍進を参院選（7月）、市議選（10月）で日本共産党の躍進を

　参院選・青森市議選で日本共産党の躍進を――1月4日、仕

事はじめの街宣を行いました（写真）。高橋ちづ子衆院議員

（左）、日本共産党青森市議・候補とともに訴えました。

　参院選・青森市議選で日本共産党の躍進を――1月4日、仕

事はじめの街宣を行いました（写真）。高橋ちづ子衆院議員

（左）、日本共産党青森市議・候補とともに訴えました。



常任委員会で要望活動常任委員会で要望活動商工労働観光
エネルギー
商工労働観光
エネルギー

コロナ禍で苦境にある事業者に、国が新たな支援金コロナ禍で苦境にある事業者に、国が新たな支援金

役立つ支援にするために、改善が必要です役立つ支援にするために、改善が必要です

　県議会の商工労働観光エネルギー委員会は

12月16、17日、コロナ禍で苦境にある中小業者

への支援をめぐって、国の支援制度の改善を求

める要望活動のため中小企業庁などを訪れま

した。よしまた県議も同委員会の委員として参

加しました。

　要望では、国が予定している事業復活支援

金（概要を右）について、▶減収対象期間を拡

大すること、▶支給上限額を引き上げることな

どを求めています。

　中小企業庁で新居泰人次長に要望を手渡す

とともに、県選出国会議員にも要望しました。

　県議会の商工労働観光エネルギー委員会は
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　中小企業庁で新居泰人次長に要望を手渡す

とともに、県選出国会議員にも要望しました。

中小企業庁の新居次長（中央）に要望書を手渡す常任
委員会のメンバー＝12月16日、中小企業庁
中小企業庁の新居次長（中央）に要望書を手渡す常任
委員会のメンバー＝12月16日、中小企業庁

高橋ちづ子衆議院議員（中央）に要望書を手渡す常任
委員会のメンバー＝12月17日、国会議員会館
高橋ちづ子衆議院議員（中央）に要望書を手渡す常任
委員会のメンバー＝12月17日、国会議員会館

事業復活支援金事業復活支援金

事業復活支援金の概要事業復活支援金の概要 ２０２２年１月１１日時点２０２２年１月１１日時点

2021年11月～2022年3月のいずれかの月（A）の売上高が、

2018年11月～2021年3月までの任意の同月（B）と比較して、

50％以上または30％～50％減少した事業者

2021年11月～2022年3月のいずれかの月（A）の売上高が、

2018年11月～2021年3月までの任意の同月（B）と比較して、

50％以上または30％～50％減少した事業者

対
象
者

対
象
者

●●

中堅・中小・小規模事業者、フリーランス含む個人事業主中堅・中小・小規模事業者、フリーランス含む個人事業主●●

売上減少が50％以上売上減少が50％以上
給
付
額

給
付
額

個人事業主個人事業主

最大50万円

売上減少が30％～50％売上減少が30％～50％

最大30万円

売上減少が50％以上売上減少が50％以上

法人（年間売上高１億円以下）法人（年間売上高１億円以下）

最大100万円

売上減少が30％～50％売上減少が30％～50％

最大60万円

●年間売上高が１億円～５億円の場合、金額は上記の１.５倍●年間売上高が１億円～５億円の場合、金額は上記の１.５倍
●年間売上高が５億円以上の場合、金額は上記の２.５倍●年間売上高が５億円以上の場合、金額は上記の２.５倍

※申請時期や方法などは不明です。※申請時期や方法などは不明です。

支給額の計算方法支給額の計算方法

給付額給付額 ＝＝ 基準期間基準期間 －－ ×５×５対象月対象月
の売上額の売上額

の売上額の売上額

・2018年11月～19年3月

・2019年11月～20年3月

・2020年11月～21年3月

のいずれかの期間のう

ち、売上高の比較に用い

た月（B）を含む期間。
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のいずれかの期間のう
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2021年11月

～2022年3

月のいずれ

かの月（A）

2021年11月

～2022年3

月のいずれ

かの月（A）

　岸田首相が、「持続化給付金並

みの支援を行う」と言って実行する

のが事業復活支援金ですが、いく

つか課題があります。

　一つは、支援の条件となる減収

要件の計算期間が11月以降とされ

ていることです。これでは第５波が

襲った時期が対象になりません。ま

た、「持続化給付金並み」と言いな

がら、支給金額はその半分程度に

とどまります。これらの改善がどうし

ても必要です。

　要望書は県知事と県議会議長の

名前で出されましたが、そこに、こ

の２点の改善要望が含まれている

意味は大きいと思います。要望書

にはさらに相談体制の充実なども

書き込まれていました。中小企業

庁と国会議員には、この重みをしっ

かり受け止めて、改善を図ることを

求めます。

　私自身も、事業者への支援が実

りあるものとなるようにがんばります。
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●要望活動に参加した、よしまた県議のコメント●要望活動に参加した、よしまた県議のコメント

核兵器のない世界へ核兵器のない世界へ
原水協の街頭署名行動に参加原水協の街頭署名行動に参加

医療的ケア児の保育所入所について医療的ケア児の保育所入所について

五所川原市を視察五所川原市を視察
　よしまた県議は１２月３日、医療

的ケア児の保育を受け入れている

新宮団地こども園（五所川原市）と

五所川原市から話を伺いました。

　よしまた県議は１２月３日、医療

的ケア児の保育を受け入れている

新宮団地こども園（五所川原市）と

五所川原市から話を伺いました。

　原水協が毎月とりくんでいる署名行動が大き

な力を発揮しています。よしまた県議は1月6

日、街頭から署名への協力を呼びかけました。

　原水協が毎月とりくんでいる署名行動が大き

な力を発揮しています。よしまた県議は1月6

日、街頭から署名への協力を呼びかけました。


