ことば ※1【ダイバーシティ推進センター】…県女性プラザと県男女共同参画支援室の機能を統合し、昨年11月、県三の丸庁舎にオープンした、誰もが個性と能力を発揮し、あらゆる分野で活躍
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テンシャルを周辺地域の交流人口拡大

政策企画部長

たに感染症対策課を設置し、感染リス

いく。感染症への対応強化のため、新

分析ができる職員の養成に取り組んで

が疫学的分析を担っており、今後も、

分析のほか、同所へ派遣していた職員

立感染症研究所と連携したクラスター
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入れ、認め合う社会の実現を目指す拠
点で、普及啓発や人材育成に取り組む。
（ほかに、国グリーン成長戦略を踏ま
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日立港区周辺地域の可能性をどのよう
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玉造

※2

質疑の録画映像
は、こ ち ら か ら
ご覧になれます
※1

19

22

に捉え、県北臨海地域の活性化にどの

※3

会
員
委
別
特
算
予

No.215 

できる人材の育成を推進するための拠点施設。
※2【子どもアドボカシー】…子どもの意見表明権（子どもに影響を及ぼす全ての事柄について、自由に自己の意見を表明する権利）を保証するための取り組み。
アドボケイト（advocate）は「代弁者」や「擁護者」を意味する英語。

※4【水戸地裁による判決】…本県内外の住民が、日本原子力発電に対し東海第二発電所の運転差し止めを求めた訴訟。今年の3月18日、水戸地裁は、日本原電に運転差し止めを言い渡した。

ことば ※3【シトラスリボンプロジェクト】…シトラス色のリボンを身につけて、コロナに感染しても差別や偏見なく元の暮らしに戻る社会を目指そうと愛媛県から全国に広まっている取り組み。

