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持続可能な社会の実現へ！!
7月の参議院議員選挙の結果、愛知県選挙区においては
「斉藤よした
か」
「伊藤たかえ」
の両名が当選を果たす事が出来ましたが、全国的には
民進党にとって厳しい結果となりました。
選挙戦を通じて、経済対策に関する議論も交わされましたが、イギリス
のＥＵ離脱決定等の影響もあり、
これまでの様な金融政策に頼った経済の
底上げを図る手法は、もはや限界を迎えているのだと思います。
従って、今後の国の動向を注視しつつ、真に
「持続可能な社会」
の実現
に向け、様々な政策に取り組んでまいりますので、変わらぬご指導・ご支
援をお願い申しあげます。
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県内15市町において
『自動走行』
の実証実験実施へ!!

愛知県では、高齢社会や交通不便地域に対応する新サービスの創出、交通事故
を始めとした交通課題の解決に向けて、道路交通法の規制を緩和し、無人走行車
両を利用したタクシーの旅客サービスや無人配送サービスなどを目指し、
昨年８月
に近未来技術実証特区
「自動走行実証プロジェクト」
に地域指定されました。
こうした事から、本年度
実証実験の推進体制
よりアイサンテクノロジー
自動走行の実績
高精度3Dマップ
（岡崎市）
㈱に事業委託し、名古屋
アプリケーション作成
アイシン・エィ・
モニター調査等
大学、アイシン・エィ・ダブ
ダブリュ㈱
リュ㈱、㈱ＺＭＰとの連携
委託
アイサン
自動走行の実証
愛知県
再委託
テクノロジー㈱
（あま市、豊田市）
の下、自動走行するため
名古屋大学
に必要な高精度３Ｄマップ
技術支援
（車両提供等）

㈱ZMP
（※）
（※）
㈱ZMPは、別途、新あいち創造研究開発補助金を受け、昨年度に実施した
直進走行の精度向上や右左折といった新機能の評価を、今年度、守山区で
実証実験する予定。

を作成し、県内15市町の御協力を得て、実証実験を実
施すると同時に、無人タクシーによる高齢者の輸送
サービスなどの県民ニーズや社会受容性についても
検証してまいります。
また、豊田市をはじめ4市町においては、無人タク
シーを擬似体験できるアプリケーションを作成し、県
民の皆様を対象にモニター調査を実施する等して、
県として自動走行技術の確立に向けて支援を行って
まいります。

実証実験実施エリア
市町

あま市

走行ルート

名鉄七宝駅〜七宝焼アートヴィレッジ

安城市

安城更正病院〜アピタ安城南店

犬山市

前原台団地入口〜総合犬山中央病院

一宮市
岡崎市

光明時公園内道路

愛知県三河青い鳥医療療育センター〜福祉の村

春日井市 高齢者福祉施設どんぐりの森〜サンマルシェ
刈谷市

刈谷ハイウェイオアシス〜洲原公園

設楽町

設楽町役場〜養護老人ホーム宝泉寮

幸田町
田原市
豊明市
豊田市

モニター調査

JR相見駅〜永野ちびっこ広場

渥美病院〜県立渥美農業高校

実施社

名古屋大学
アイサンテクノロジー㈱

○

○

アイシン・エィ・ダブリュ㈱

アイサンテクノロジー㈱

名鉄豊明駅〜小所老人憩いの家
花沢五区コミュニティセンター
〜JAあいちAコープ下山店

長久手市 モリコロパーク西駐車場〜あぐりん村・ござらっせ
南知多町 日間賀島西港日間賀島東港〜

みよし市 細口公園〜西部コミュニティ広場

○

名古屋大学

○

アイサンテクノロジー㈱

平成28年６月定例議会「日本の稼ぐ力」の回復に向け、
経済・産業の活性化を推進!!
代表質問
主な質問❶

６月議会が６月16日から７月５日の会期で開催され、自由民主党・民進党の２会派が代表質問を
行い、民進党愛知県議員団からは総務会長の小山たすく議員（みよし市選出・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。

「消費税増税延期にかかる地方税財政制度の見直し」について
消費税率10％への引上げが更に２年半延期となったが、社会保障財源
の確保を含め、地方税財政制度の在り方をどの様に考えているのか？

Q

￥￥￥

６２百万円

国庫支出金（1.5億円）、諸収入（4.2億円）
繰越金

中部国際空港駅

建設予定地

セントレア東I.C.

（全体面積約
28.7haの一部）

６億２９百万円
基本設計、実施設計及び建築工事

整備事業費
第20回アジア競技大会
招致推進費
保育補助者雇上費

地産パワーアップ事業費
その他

５２百万円

答弁する大村知事

「障害者差別解消推進条例施行後の課題」について

より障害者の側に寄り添った相談窓口にするために、障害当事者によるワンストップの
相談窓口として「愛知県障がい者差別解消センター」とも呼ぶべき組織が必要ではないか？

場

所：空港島（常滑市）

供用予定：平成３１年秋頃

委員に含む障害者差別解消調整委員会の設置など、差別解消に向けた体制整備を図ってきた。
また、相談窓口については、
『障害者差別解消法』
に基づき、各市町村においても相談体制を
整備する事となっている事から、県としては県内７か所の福祉相談センター、県の精神保健福祉
センター及び障害福祉課を、市町村支援の機能を併せ持つ広域相談窓口とした。
法施行後３か月が経過したところであり、先ずは法及び条例の趣旨などを、県民、事業者の皆
様にしっかりと周知していくことが肝要であり、
障害当事者の参加を含めた相談窓口のあり方に
ついては、相談状況を見極めた上で検討していきたいと考えている。

９８百万円
４億１５百万円

アジアオリンピック評議会憲章に基づく招致金
対象：保育資格取得を目指す保育補助者を

大規模展示場の完成予想図

雇用する民間事業者
野菜・花き等の地産の高収益化に向けた施設
整備への支援
農福連携工賃向上推進事業費など

６億２９百万円

「第２０回アジア競技大会」招致について
「ラグビーワールドカッ
プ2019」開催や「Ｆ
Ｉ
ＦＡ
フットサ ルワー ルドカッ
プ2020」招致などを進
める本県が、更なるビッ
グスポーツイベントであ
る2026年開催予定の
日本オリンピック委員会へ
「第20回アジア競技大
立候補表明書を提出
会（夏季大会）」招致に向
（右から、
ＪＯＣ平岡専務理事、竹田会長、大村知事、河村市長）
けて動き出しました。
アジア競技大会は、その参加選手はオリンピックに次ぐ数を誇り、競
技種目数ではオリンピックをも凌ぐ、
まさしく アジア最大のスポーツ
の祭典 であり、
５月13日に日本オリンピック委員会へ立候補表明書
を名古屋市と共に提出いたしました。
こうした動きに対し、愛知県議会では補正予算案を可決承認すると
共に、
６月議会閉会日には「第20回アジア大会の招致についての決
議」を可決いたしましたが、今後は県議会としても大会招致に向けて
全力で取り組んでまいります。

WHAT'S アジア競技大会
大会概要
アジア・オリンピック評議会（OCA本部クェート）が
主催する、
アジア地域最大の総合スポーツイベント。
開催時期
オリンピックと同様、夏季大会と冬季大会があり、原
則4年に一度開催。夏季大会の第1回は1951年に
インドで行われた。前回は2014年に韓国の仁川
（インチョン）
で開催。次回2018年はジャカルタ
（イ
ンドネシア）、2022
年大会は杭州（中国）
で開催予定となって
いる。また冬季大会
については、2017
年大会が日本の札幌
で開催されることが
決定している。

委員会報告
５月19日に開かれた臨時議会において、私は今年度「産業労働
委員会」
と
「産業振興・環境対策特別委員会」
に所属する事となり、
特に６月議会の「産業労働委員会」では、県内企業数の99.7％を
占める中小企業における人材育成支援について質問を行いました。
県からは
「あいちモノづくり経営者人材育成塾」の新たな実施な
ど、前向きな答弁がありましたが、私からは各市町村や商工会議所
との更なる連携によって、県内中小企業の皆さんの人材育成支援
を強力に推し進めるよう要望しました。

中小企業における
人材育成支援策は？

樹神

産業労働委員会の開催風景

⬇

昨年12月に制定した
『障害者差別解消推進条例』
に基づき、県においては、職員
大村知事
答 弁 一人一人が障害のある方に適切に対応するための要領の策定や、障害当事者を

１百万円

６３百万円
小計

今回の熊本地震では民間事業者や自衛隊の力をお借りし、円滑な物流体制
大村知事
答 弁 を確保し、迅速かつ的確に避難所に物資をお届けすることが重要であることが

Q

一般財源

貸付事業費

災害発生時の本県における救援物資の集積・輸送体制を
どの様に見直していくのか？

主な質問❸

中部国際空港

［外に、債務負担行為として約３４９億円を設定］

「熊本地震を教訓とする本県の防災体制」について

示されたので、愛知県としてはこうした教訓を踏まえ、今後は広域受援計画や業務マニュア
ルの見直しを行うとともに、愛知県トラック協会等との協定内容の見直し等を通じて、広域物
資輸送拠点から直接、避難所へ物資を輸送することも含めて、民間事業者や市町村と連携
した取り組みを進めていく。
また、国においても、熊本地震における初動対応の課題として、物資輸送等について検証
が行われているので、
こうした国の動きに適切に対応するとともに、本県においても被災者
に迅速かつ的確に物資を提供できるよう取り組んでいく。

５億６７百万円

大規模展示場

歳出

主な質問❷

特定財源

小計

今回の消費税率引上げ再延期に伴い、介護保険料の軽減措置の拡充や保育
大村知事
答 弁 職員の配置拡大、国民健康保険の財政基盤強化といった各種施策の取り扱い

など、全体の枠組みは不明である。
また、真の地方自治には、地方自治体が自らの
権限とそれに見合う財源が必要であるが、地方
代表質問する
税財政制度を巡る昨今の議論は、都市と地方の
小山たすく議員
財源争いという構図に矮小化しており、地方自治
の根幹である地方財政を危機に至らしめる不合理な制度の見直しがされてきた。
従って、今後の国の動向を注視しつつ、地方税財政制度を巡る議論が地方の財
政運営等に支障を及ぼす事の無いよう、今後も全国知事会や国と地方の協議の
場なども通じて、
しっかりと本県の考えを主張していきたいと考えている。

６月議会では、中部国際空港のある空港島に整備を予定している大規模展示場の整備事業費を含
む「一般会計補正予算」
をはじめ１８議案の提案があり、慎重審議の結果、全ての議案を可決承認し
ました。

主な議案：「一般会計補正予算」について
歳入

Q

議案 等
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第10次「愛知県交通安全計画」を策定しました。

交通死亡事故
ワースト1返上へ!!

本県の交通事故死者数は、昭和44年の 高齢者が死者数の
県内の年齢層別交通事故死者数の推移
912人をピークに、その後は増減を繰り返 ５割以上を占める（単位：人）
143
123
しながらも大局的には減少傾向で推移し、
160
123
118
122
■ 高齢者
140
昨年の死亡者数は213人となったものの、第9次
92
120 ■ 一般
82
（平成23年〜平成27年）の計画目標であった「死
79
■ 若者
100
73
■ こども
64
者数185人以下、死傷者数55,000人以下」はい
80
34
ずれも達成することが出来ず、特に死者数において
60
26
は、平成15年から平成27年まで連続して全国ワ
40
17
16
7
14
20
ースト１位という残念な結果となりました。
4
5
0
1
4
そうした事から、愛知県では国の策定した基本計
H23
H24
H25
画（死者数2,500人以下、死傷者数50万人以下）
H26
H27
を踏まえ、平成32年までに
「死者数155人以下、死
傷者数39,000人以下」を目標とする第10次愛知県交通安
全計画を新たに策定いたしました。
今後はこの第10次計画に基づき、
「 高齢者及び子どもの安
全確保」や「歩行者及び自転車の安全確保」、更には「生活道路
における安全確保」に努めると共に、運転者の危険認知の遅れ
や運転操作の誤りによる事故を未然に防止するための「先端
技術の活用」を推進するなどして、県内交通事故の撲滅に努め
てまいります。

主な活動内容

2016.4〜7

4月

徳川家康公400年祭記念大会
記念式典に出席

6月

豊田市文化振興財団大会に
出席

10日

5日

5月

16日〜17日

6月

13日

民進党地方自治体議員フォーラム
総会・全国研修会に出席

ラグビー『日本代表 対 スコットランド
代表戦』を観戦（豊田スタジアム）

『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

http://www.kotama.net/

検索

5月

26日

7月

10日

伊勢志摩サミットアウトリーチ国
愛知・名古屋歓迎レセプションに出席

参議院議員選挙結果報告会に出席
愛知選挙区、
「斉藤よしたか」
「伊藤たかえ」
両候補が当選

（

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。

）

