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津若松市を結ぶ国
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図るため電子食事券の追加販売を実施。
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令和４年度第１号補正予算事業一覧
を扱う資格取得も目指

１．福島県沖地震への対応
（１）災害救助法による救助
１，９９５，６５４千円
（２）被災者住宅再建支援事業
７３０，６６７千円
（３）県立学校施設の災害復旧
３１，５３０千円
（４）ビッグパレットふくしまの災害復旧
５１０，０３６千円
２．新型コロナウイルス感染症対策
（１）ふくしま飲食店応援事業
５１８，７００千円
飲食需要の喚起による地域経済活性化を
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ください。
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局地的な紛争や内戦は
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日 】第

で全世界を巻き込んだ
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総会

軍事衝突はなかった。

新型コロナで改めてグ

ローバル経済の影の部

日】星北斗後援

【

分が浮き彫りになり、

値上がりから物価が高

余波による原材料費の

会会津事務所開き、第

日 】自 治 体

今回もまた経済制裁の

塾
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あることを強く認識す
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【

日】自民党県連

参院選必勝祈願祭・選

足元を見れば、我が

る必要がある。
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日現在）
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があることは言うまで
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日】政務調査会

脅威に備えていく必要

【

教委員会県内調査

部長・幹事長会議

対本部事務所開き、支

総合フェア

～

２回ふくしま未来政治

励ます会

【

日】内堀知事を

【

第二次世界大戦後、
で利用できるキャンペー

いない期間、普段はどういった活動 私の最大の目的は、会場内で行われ

今回参加できた２日間では、経済

ナーに参加することです。

をしているの？」と、時折質問を受 る国の関係省庁の担当者が行うセミ
けることがあります。
私の場合は と
…、前置きして申し

上げますと、街頭演説活動や地域に 産業省アーキテクチャ戦略企画室長

出向きご要望を受けるなどしており 和泉憲明氏の「先進事例で考えるＤ

ます。その他、この春や秋の時期は Ｘレポートの最新動向」、内閣府科

各種セミナーや展示会などの催しが 学技術・イノベーション推進事務局

開催されるため、これらに参加して 企画官 倉谷英和氏の「スマートシ

自身の政策立案能力を磨くための時 ティ施策の推進について」、慶應義

塾大学大学院法務研究科 山本龍彦

先月は、４月６日から３日間、東 教授の「デジタル化と『この国のか

間としています。

家戦略の方向性などを深く学ぶこと

ＤＸに関する世界のトレンドや国

京国際展示場で開催された「Ｊａｐ たち』」を受講してきました。
ａｎ ＩＴ Ｗｅｅｋ ２０２２」
に参加して参りました。
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数多くのＩＴ企業が自社の製品を で、会津大学を有する本県がこの分

展示する国内最大のイベントで、最 野で一歩先行く先進県になるよう県

先端の技術を見て触れるまたとない に対する政策提言を図って参ります。
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県議会議員は「議会が開催されて 機会です。しかし、この展示会での

参加しました。次回は

梯湖沼群の水環境を考
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６月の予定です。
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