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明けましておめでとうございます。
希望に満ち溢れた新年をお迎えの事と
心からお慶び申しあげます。

愛知県政トピックス❶

日本経済は「緩やかな回復基調が続いている」
と言われていますが、海外
景気の下振れリスクや、国内においても少子高齢化による社会保障費の増
大など、様々な課題が山積しております。
愛知県においては、
リニア中央新幹線開業後の2030年頃を展望し、2020
年までに取り組むべき戦略を明らかにした
『あいちビジョン2020』
に加え、新
たに
『人口ビジョン』
と
『地域創生総合戦略』
を策定しましたが、今後はこれら
計画の達成に向け、私も全力で頑張ってまいりますので、本年も変わらぬご
支援・ご指導をお願い申しあげます。

『人口ビジョン』
＆
『地域創生総合戦略』
が策定される!!
一昨年12月に国が2060年に1億人程度の人口を確保するとした長期ビジョンと総合戦略を策定したのを受け、我が愛知県におい
ても
「人口ビジョン」
とその実現に向けた５ヶ年の
「地域創生総合戦略」
を策定しました。
本県は日本一の産業県であり、自然増・社会増の両方
愛知県の将来人口推計（総人口）
を維持しながら、人口増加を続けている数少ない県であ
（千人）
7,495
りますが、2020年をピークに、遂に人口減少へと突入し、
出生率が現状程度で推移すると仮定すると、2060年に
7,469
は現在より約150万人少ない600万人程度まで縮小す
ると見込まれております。
（グラフ：ケース①）
しかし、世界屈指の産業力を更に強くし、継続的に人を
■■ ケース①
（2020年以降、出生率が
呼び込むことに加え、県民の皆様の結婚・出産・子育ての
現状程度で推移した場合）
■■ ケース②
希望を叶え、出生率を現状より高めることができれば、
（2020年以降、出生率が
2060年時点でも700万人程度を確保できるとの予測も
現状より高まった場合）
成されております。
（グラフ：ケース②）
従って、
こうした展望を実現していくためにも、産業振
興や雇用対策のほか、魅力発信、子育て支援、更には三河
2020
山間地域の振興など、幅広い政策に総合的に取り組み、
持続的でバランスある愛知の発展に努めてまいります。
（年）

【総合戦略の基本目標】

しごとづくり

（就業者数：年平均390万人以上 等）
日本の
「産業首都」
としての中
枢性をさらに高め、質の高い
「しごと」
を創出する

結婚・出産・子育て環境づくり

（合計特殊出生率：1.8 [2030年] 等）
結婚の意思を持つ若者の希望をかな
え、夫婦が希望する時期に安心して
出産、子育てができる環境をつくる

魅力づくり

（来県者数：5,000万人以上 等）

Heart ofJapanをキャッチワードに、
本県の魅力を国内外に発信し、多くの人
が訪れ、滞在してもらえる地域をつくる

暮らしの安心を支える環境づくり

（健康長寿：全国1位 [2022年度] 等）
年齢や男女、障害の有無や国籍
に関わらず、誰もが社会の支え手
として活躍できる社会をつくる

人の流れづくり

（転出入者数：65,000人/5年の転入超 等）
若年層を中心とした東京圏への人口
流出の流に歯止めをかけ、国内外か
ら愛知に人を呼び込む流れをつくる

活力ある地域づくり

（1人当たりの県民所得：全国平均を25％上回る 等）
各地域が活力を維持し、
県内のバランスある発展
を実現する

平成27年12月定例議会
議案

等

主な議案

誰もが活躍できる「人が輝く愛知」の実現に向けて!!

12月議会が12月1日から18日の会期で開催され、
９月議会にて報告のあった平成26年度決算
16会計を議会として認定すると共に、一般会計補正予算を始め88議案の提案がありましたので、
慎重審議の結果、
全ての議案を可決承認しました。

「愛知県障害者差別解消推進条例」の制定について

一般質問
質問テーマ

12月議会・本会議において、14名の議員が一般質問のために登壇し、県政に関する諸課題につ
いて質問を行いましたが、私も２期目当選後初となる一般質問を行い、
『持続可能な社会の実現』
に
向けて、県の取り組みを質しました。

持続可能な社会の実現に向けて

平成25年6月に公布された
「障害者差別禁止法」
の本年4月施行を受け、
「愛知県障害者差別解消推進条例」
を制定しました。
なお、当初は先の９月議会にて上程予定でありましたが、障害者団体の皆様から
「我々の意見を盛り込んだ条例としてほし
い」
との要望もあり、障害者施策審議会等において意見聴取した結果、障害者差別解消調整委員会の設置等の項目を追加し、
今回制定に至りました。

質問の背景

県の主な取り組み

○相談及び紛争の防止等のための体制の整備
障害者等からの相談に応じ、紛争の防止等を図ることができるように相談に対応するための窓口を設置する等、
必要な整備を図る。
また、市町村が実施する相談業務を支援。

○障害者差別解消支援地域協議会の設置
地域の関係機関等による協議会を組織し、必要な情報の交換、相談事例を踏まえた差別解消のための取り組みに
関する協議を実施。

○啓発活動

主な質問❶

障害を理由とする差別の解消について、県民の関心と理解を深め
るため、啓発活動を実施。

○助言、あっせん又は指導等

主な質問

12月議会において、
自由民主党・民主党の２会派が代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは
政策調査会長の森井元志議員（名古屋市守山区選出・3期）
が登壇し、県政運営に関する諸課題につ
いて大村知事の考えを質しました。

「防災行政」について

Q

国は避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインの一部改定を
行ったが、防災関係施策における県としての自治体へのサポートは？

災害が発生するおそれがある場合において、県民の皆様の命を守るために
大村知事
答 弁 は、各市町村が適時的確に避難勧告等を発令することが重要である。

そのためには、避難勧告等の判断基準を、各市町村に適
切に設定いただくと共に、その判断の基となる気象情報等
を市町村職員が正しく理解する必要がある。
代表質問する
県としては、判断基準の設定などの作業が進んでいない
森井元志議員
一部市町村に対し、名古屋地方気象台と連携して職員を派
遣するなど、市町村の作業が加速するよう取り組んでいく。
また、
これまで市町村職員を対象に、名古屋地方気象台などと連携し、避難勧告等に関す
る研修などを開催してきたが、今後も市町村の防災担当の実務者や市町村長を対象とする
研修や講習会を開催し、避難勧告等が適時的確に発令できるよう、市町村の災害対応力の向
上を図っていく。

「地球温暖化対策」について

本県では、2020年度の温室効果ガス排出量を、1990年度比15％
環境部長
答 弁 削減を目標とし現在取り組みを進めているが、最新のデータである

不当な差別的取り扱いを受けた障害者等からの求めにより、事業
者への助言、あっせん、指導等を実施。
また、知事がこれらを実施
するにあたり、意見聴取を行うための調整委員会を設置。
条例で
○職員対応要領の制定
規定するのは
県が事務事業を行うに当たり、障害を理由とする差別
全国初
の禁止に関して、職員が遵守すべき要領を制定。

代表質問

壇上での一般質問風景

環境的側面、経済的側面、社会的側面が複雑に関わっている現代
において、持続可能な社会を実現するためには、環境面から持続可能
であると同時に、経済、社会面でも健全で持続的である必要がある。
愛知県では、愛知万博（2005年）
と生物多様性保全のための新た
な世界目標が採択されたCOP10（2010年）の開催という経験を活
かし、2014年11月に
『持続可能な開発のための教育（ESD）ユネ
スコ世界会議』が愛知・名古屋で開催されたのを受け、持続可能な社
会の実現に向け、様々な活動を行っているが、その取り組み状況につ
いて確認すると共に、更なる取り組みの必要性を訴える。

答弁する大村知事

2012年度では、産業部門（7.4%減少）
と運輸部門（0.4％減少）は排出量が減少し
ているものの、家庭部門（19.7％増加）
と業務部門（13.9％増加）は排出量が増加し
ており、全体で1990年度比0.5％の増加となっている。
従って、家庭部門においては、太陽光発電設備に対する市町村との協調補助に加え、
今年度からは家庭用エネルギー管理システム(ＨＥＭＳ)や蓄電池・燃料電池等を新た
に補助対象とし、創エネ・省エネ・蓄エネ設備の普及に取り組んでおり、業務部門については、県内金融機関などに御協力いた
だき、1,500ヶ所を超える窓口を設け無料の省エネ相談を実施し、中小事業者などに省エネの取り組みを働きかけている。
今後は、電力と熱を同時に供給するコージェネレーションなどによって、地域ぐるみでエネルギーの効率利用を図る手法な
どについても検討し、更なる排出量縮小に努めていく。

主な質問❷

「森林・林業の在り方」について

農林基盤局長 森林が有する水源かん養や県土の保全などの多面的機能の十分な
答 弁
発揮に向け、平成27年度までの５年間で26,000haの間伐を目標

に取り組んできたが、平成26年度までで17,103haとなっており、
これまでにも増し
て間伐の推進に取り組んでいく必要がある。
その為、今後は更なる機械化や複数事業地の集約化を促進する事で、
より採算性の
高い間伐の普及に努めていくと同時に、効率的な間伐を推進するために必要な林道
や作業道の整備についても促進していく。
また、
スギ・ヒノキの人工林の多くは植栽後45年を超え、主伐も可能となっているが、平成
30年度に豊田市内で年間３万から５万立方メートルの丸太を消費する大型製材工場の操
業が予定されている事から、主伐による木材生産に取り組むと同時に、流通加工体制強化に
も今後努めていく。
上記2点以外にも、
人口減少社会に備えた
『都市づくり』
と、
ESDを核とする
『県民意識
の高揚と各種活動支援』
についても県の考えを質し、
大きくは４点について質問しました。
それぞれ課題はあるものの、県として前向きに対応している事が確認できましたが、
特に各種活動支援については、県としての責任所在が不明確である事から、推進体制
の見直しを強く要望いたしました。

自席からの要望風景

国産初のジェット旅客機
『ＭＲＪ』が初飛行に成功！！

愛知県政トピックス❷

世界の航空機需要は今後20年で2倍以上になると見込まれ
るなど、航空宇宙産業は今後大きな成長が期待される産業です。
中部地域は全国5割の航空機部品を生産するなど航空宇宙
産 業 の 集 積が厚く、更には三 菱 航 空 機 ㈱を筆 頭に国 産 初 の
ジェット旅客機「MRJ(三菱リージョナルジェット)」の開発も愛
知県内で進められており、5度にわたって初飛行が延期されて
きたものの、遂に11月11日（水）に県営名古屋空港において
『ＭＲＪ試作初号機』初離陸の様子（撮影：愛知県）
試作機の初飛行に成功しました。

航空宇宙産業は関連する技術分野の裾野が広いため、他産業へ
の技術波及効果が高く、技術の高度化を先導する重要な産業であ
ることから、愛知県では今後も産学行政連携による研究開発や、裾
野を支える中小企業の新規参入・人材育成支援などを推進し、航空
宇宙産業クラスターの形成促進に積極的に取り組んでまいります。
【航空機見学者受入拠点施設について】
愛知県では、県営名古屋空港周辺地域が国産初のジェット旅客機『MRJ』
の
生産拠点となる事から、航空機の開発・生産の場という役割に加え、学校教
育・社会教育といった人材育成の場、産業観光の場を目指し、
その中核となる
航空機をテーマとした見学者の受入拠点施設の整備も進めてまいります。

主な活動内容

7月

3日

2015.7〜12

豊田市議会 市民フォーラム
会派結成10周年記念懇談会に出席

10月

28日〜30日

愛知県議会健康福祉委員会県外調査
（国内先端医療・福祉分野について調査）

8月

19日

ラグビーワールドカップ2019愛知・
豊田開催支援委員会設立総会に出席

11月 松平東照宮拝殿格天井画報告祭

7・8日

徳川家康公四百年祭記念大会に出席

『こたま 義和』
に対するご意見・ご要望をお待ちしております。

また、
ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させて
いただいております。是非一度アクセスしてください。

こたま 豊田市

平成
29年秋
オープン
予定

http://www.kotama.net/

検索

9月

12日

全国都市緑化あいちフェア
開会式に出席

12月 トヨタ生活協同組合創立70周年

11日

記念式典に出席

Facebookでは
更に詳細な
活動報告をさせて
いただいておりますので、
是非フォローを
お願いします。

