
拝啓　初秋の候　皆様におかれましては、コロナ禍の中におきまして、様々なご協力を賜り、心より御
礼申し上げます。
　また、私の政治活動におきましても特段のご支援を賜り、衷心より御礼申し上げます。
　さて、私の議員活動も3年目に入り、本年度は「農林環境委員会」の副委員長を拝命し、また今年度新た
に設置された「グリーン社会特別委員会」の委員にも配属頂きました。農業・環境共に、超少子化による
影響や、気候の変動に関する様々な課題が顕在化し、中長期的な視野に立った根本的な解決を進めてい
く必要があると感じています。将来に向けた施策展開に向けて、現場の声を聞きながら、しっかりと進
めて参ります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ続く中、県においても、「感染拡大防止と経済活動
の両立」に向けた取組を進めていますが、まずはワクチン接種を早急に進め、一日も早く「日常」を取り
戻せるよう、引き続き全力で取組んで参ります。
　私は政治の役割は、様々な課題を少しでも前に進めることが大きな役割だと感じています。
　無理矢理な対立軸をつくることや、重箱の隅をつつくような政治ではなく、将来を見据えた「前に進
める政治」を心掛けて、今後とも県民の安心のために精一杯活動して参りますので、引き続きのご支援
を何卒宜しくお願い致します。

ご あ い さ つ

県 政 ト ピ ッ ク ス

石坂まさる後援会事務所
FAX︓0285－81－7596TEL︓0285－81－7595
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敬具

ワクチン接種の状況1

若年層の投票率向上に向けた取組について2
今年度栃木県では全国で初となる、投票率向上に

向けた取組みが始まります。若年層の投票率向上

のための行動計画を策定し、併せてオンライン等を

活用した主権者教育を行い、社会的な課題となっ

ている投票率の低下に歯止めをかけます。

性的自画撮りを規制する条例（青少年健全育成条例）が可決しました3
児童生徒が言葉巧みに「裸」などの写真を要求される性的自画撮りは、写真を送ったことが

弱みになって、呼び出されて未成年淫行や人身取引などの大きな犯罪に繋がる行為です。

「ウチの子に限っては」と思わず、その危険

性について、是非とも家庭内で周知を図っ

て頂きたいと思います。

真岡市においては医療機関の協力のもと、他市町比較
してもワクチン接種がスムーズに進んでいます。医療関
係者の方には心より感謝と敬意を表します。ワクチンの
供給については、安定的な供給体制が構築されつつあ
ります。収束に向けた出口戦略を進めるためにも、ワク
チン接種による「集団免疫」と、治療薬の開発を早急に
進めることが、「日常」を取り戻す最善の策だと思いま
す。特に若年層の接種を進めていくことが急務でありま
すので、引き続きのご協力をお願い致します。

18歳未満の青少年に
裸の画像などの提供を
要求する行為は
条例で禁止されます。

つながる先の笑顔のために
～ 利用しようフィルタリング　高めようネットマナー ～

栃木県青少年健全育成条例が改正されます。
 (令和3(2021)年7月1日施行)

●  青少年に対し、当該青少年に
係る児童ポルノ等〔※〕の提供
を求めてはなりません。

●  右に該当する行為等によ
り、青少年に対し自画撮り
画像を要求すると、30万円
以下の罰金刑となります。

改正の概要
・  断られたけど、何回か言えば
送ってくるだろう

・送らないとお前の家に行くぞ
・    （  の分自）てしをりふの性同 
 胸と比べたいから画像送って※児童ポルノとは・・・ ・ 

・  児童買春、児童ポルノに係る行為等の
規制及び処罰並びに児童の保護等に関
する法律第2条第3項に規定する児童ポ
ルノ及び同項各号のいずれかに掲げる
児童の姿態を視覚により認識することが
できる方法により描写した情報を記録し
た電磁的記録その他の記録をいいます。

『下着姿や裸の画像は絶対に
送らない！送らせない！』

　ネット上で知り合った人を信用するのは危険です。
　たった1回送っただけでも、その画像がネット上に流出すると、
コピーは無限に拡散し、全ての画像を削除することは不可能です。
　裸の画像等の送受信は絶対にやめましょう!!

拒まれたにもかかわらず

威迫・欺き・困惑

・5,000円あげるから画像送って
・画像くれたらプレゼントあげるなど

対償供与

お問い合わせ先
栃木県県民生活部　人権・青少年男女参画課青少年育成担当

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話 028-623-3075　FAX 028-623-3150 
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!!
とちぎの子ども育成憲章　マスコットキャラクター

　　　　　相談窓口名称 電話番号 受付時間 お休み
テレホン児童相談 ☎028-665-7788 9:00～20:00 なし
子どもの人権110番 ☎0120-007-110 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始

いじめ相談さわやかテレホン ☎028-665-9999 24時間 なし
24時間子供SOSダイヤル ☎0120-07-8310 24時間 なし

ヤングテレホン(栃木県警察) ☎0120-87-4152 9:00～16:00 土・日・祝・年末年始
チャイルドラインとちぎ ☎0120-99-7777 16:00～21:00 年末年始

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター ☎028-643-3422 10:00～19:00 日・月・祝・年末年始
栃木いのちの電話       ☎028-643-7830 24時間 なし

●  画像を送信した理由は
様々だけど、絶対に裸
の画像等を送信しては
ダメだよ! 

●    送信すると、未来の自分
を苦しめることになるか
ら、脅しや甘い誘いに負
けない強い心を持とう!

●    自画撮り被害は
　年々増加中! 
●    特に中高生は注意が
　必要だよ! 
●  SNS等のネット上で、
　プライベートなことを
　話すのはとても危険!!

検　索栃木県　青少年　条例

一人で悩まないで
すぐに、相談するまる！
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11 ・本当は嫌だったけど、断ってもしつこくて
・1回くらい良いかなぁと思って

断ったけど

・お金あげるって言うから
・大好きなアイドルのコンサートチケットを
 あげると言われて

欲しかった

・裸の画像を送ってくれないと死ぬと言われて
・裸の画像を送らないと学校や住所をバラすと言われて

どうすれば

・相手は自分を女子高生だと言っていた
・  相手が裸の写真を送ってきて、身体の相談をさ
れたから（年齢性別は嘘！ 画像も本人のものではありません）

騙された

なんで送るの？

条例改正について
詳しい概要はこちらのQRから

真岡市の
コロナワクチンについて
詳しくはこちら



〔活動報告①〕 

〔活動報告②〕

〔活動報告③〕

8月26日に開会された第378回臨時会議において、新型コロナウイルス感染症への対策とし
て、６項目の補正予算が可決しました。県営ワクチン接種会場設置への経費や、時短要請への
協力金、また、その他飲食業や時間短縮要請において影響のある業種への支援金等が計上され
ました。

早期整備に向けて穴川幹線を視察
栃木県土地改良連合事業団会長として、佐藤勉代議士が穴川幹線の視察を行い、県議会の農林
環境委員会の副委員長として同行致しました。
現地を視察し、様々な課題を目にしました。農業用水利施設としての改修や整備を進めること
は当然ですが、農業のスマート化や、排水や防災に対する視点も含めた複合的な視点での整備
計画を進め、歴史ある穴川用水が地域の資源として持続的に活用できるよう、早急に予算化に
向けた取組を進めていきます。

詳しい概要はこちらのQRから

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の救急搬送を受け入れて、
酸素投与等を行う医療機関に対する協力金

軽症者等対応救急医療機関協力金

栃木県地域企業事業継続支援金

詳しい概要はこちらのQRから

緊急事態宣言を受け、飲食業の時間短縮要請や、外出自粛において影響を受けた中小法人・個人
事業主への支援金。
支給対象︓R３年9月の月間売上が、R元年またはR２年の同月比で３０％以上５０％未満減少
した法人または個人事業主

軽症者受け入れのための、医療体制の強化・宿泊療養施設の追加
（県央地区・県南地区）を図るための経費

軽症者療養体制確保事業費
令和３年６月、千葉県八街市において児童の列にトラックが衝突す
る事故が発生致しました。このような事故から子供たちを守るため
に、即効性のある交通安全対策の実施を要望し、９月補正予算での
予算化を実現しました。

子どもを守る交通安全対策

コロナ禍における外食控え等により、米価の下落が大きくなってい
ることから、消費拡大の下支えとして、県産米の消費拡大事業費の
増額を要望致し、９月補正予算において予算化されることになりま
した。

県産米の消費拡大事業費

若年層における予期しない妊娠等に関する相談窓口（妊娠SOS）が、
関東圏内（１都６県）で本県のみが専用の窓口を設置していない状
況にあることから、速やかに相談支援体制を整備することを要望
し、９月補正予算において予算化されることとなりました。

妊娠SOSにおける相談体制の早期整備

①新型コロナウイルス感染症対策の推進について
②安全・安心な暮らしの実現について
③県内経済の活性化について
④教育行政の推進について

９月補正予算の編成に伴い、知事に要望書を提出県議会における新型コロナ感染症対策について
とちぎ自民党からは４項目２０重点事業を要望致しました。

以下主要な要望事項を抜粋致しました。

コロナ禍において、様々な業種における経営悪化が深刻化する中、
事態収束の見通しが立っておらず、今後の更なる悪化が懸念される
ことから、日常生活を支えるべく業務を継続する事業者への支援
や、新事業を展開する事業者への支援に取り組みことを要望し、新
事業展開への支援について９月補正予算において予算化が実現さ
れます。

地域企業感染症対策新事業展開支援事業費


