
　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、少子
高齢化問題に加え、日本経済に多大な影響を及ぼすアメリカの大統領がい
よいよトランプ氏へとバトンタッチされますが、トランプ氏は大統領選挙を通じ
て「アメリカ・ファースト」、つまり自国の経済の立て直しを最優先すると明言
していた事から、日本経済の先行きは非常に不透明な状況にあります。
　しかしながら、日本経済を支えるモノづくり立県“愛知”が、更に発展できる
よう引き続き全力で取り組んでまいりますので、本年も変わらぬご支援ご指
導をお願い申しあげます。

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。
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　名古屋鉄道三河線（以下「三河線」という）は、豊田市において
は猿投駅から知立駅間を結び、これまで市民をはじめ通勤・通
学者等の移動手段として重要な役割を果たしてきました。
　しかしながら、2027年の東京・名古屋間のリニア中央新幹線
開業を控え、リニア開業の効果（リニアインパクト）を最大限に
活用すべく、愛知県では名古屋駅からの40分交通圏の拡大に
取り組んでいますが、残念ながら現状の三河線は線路が単線
であり、今以上のスピードアップは望めない状況にあります。
　従いまして、昨年11月末に地元経済界や豊田市役所が中心
となり、線路の複線化事業をはじめ、三河線全線の利便性向上
および利用促進を目的とし、「名古屋鉄道三河線整備促進期成
同盟会」の設立総会が執り行われ、私も地元選出議員の一人と
して列席させていただきました。
　今後は日本のモノづくりの中心地である豊田市の更なる発
展を目指し、本同盟会と連携をし、三河線の整備促進にこれま
で以上に努めてまいります。

トピックス❶

『名古屋鉄道三河線整備促進期成同盟会』が設立
名古屋駅から主要都市への移動時間

高速化の実現により、
豊田市全域に効果を波及させる

豊橋市
新幹線25分/名鉄48分

岡崎市 30分

瀬戸市 40分

犬山市 25分
一宮市 10分

常滑市 35分

名古屋駅
豊田市 52分

刈谷市
20分

▲現在の名鉄三河線の様子

県内主要
自治体で40分
を超えるのは
豊田市のみ！！

名鉄三河線
を整備



「大規模展示場の運営」について主な質問❶

「事故危険箇所の改良」について主な質問❷

車両運転中の「ながらスマホ」対策の強化について主な意見書

Q 大規模展示場は平成31年秋頃供用予定であるが、
利用促進に向けて県としてどの様に取り組んでいくのか？

Q 平成３２年度を目標とする新たな第４次社会資本整備重点計画における
「事故危険箇所対策」に、今後県としてどのように取り組んでいくのか？

Q 本調査結果を踏まえ、水素社会の実現に向けて、
県としてどの様に取り組んでいくのか？

産業労働委員会報告

代表質問
　12月議会が12月1日～20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政策調査会長の河合洋介議員（知多郡第一選挙区選出・2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。

　12月議会では、９月議会から継続審議となっていた「平成27年度一般会計歳入歳出決算」をはじ
め16会計決算を認定すると共に、「一般会計補正予算」をはじめ38議案・7つの意見書を可決承認い
たしました。

　近年、携帯電話やスマートフォンの急速な普及に伴い、画面を見ながら歩いたり、自動車や自転
車を運転する行為、いわゆる「ながらスマホ」が目立つようになってきており、特に本年７月にス
マートフォン向けゲーム用アプリ「ポケモンＧＯ」が日本で配信されてからは、「ながらスマホ」を
する人が激増し、公共マナーや交通ルールを守らないことによるトラブルが多発するなど、社会
問題化しています。
　とりわけ、車両運転中の「ながらスマホ」については、重大な事故を引き起こす危険性が高く、本
県においても「ポケモンＧＯ」の操作が原因と見られる交通死亡事故が発生しており、今後も拡張
現実の技術を使った新たなゲームの登場も想定されることから、対策の強化が喫緊の課題となっ
ており、愛知県議会では車両運転中の「ながらスマホ」対策の強化を図るため、次の事項を全会一
致で可決し、国に意見書を提出いたしました。

1.車両運転中の「ながらスマホ」の危険性について、マスメディア等を活用して、効果的な広報を実施するほ
か、事業者に対して利用者への注意喚起を十分に行うよう促すとともに、事故防止対策として、全国的な
取締り強化や交通安全教育の拡充を図ること

2.道路交通法などの関係法令を改正し、車両運転中の「ながらスマホ」の行為に対する罰則を強化すること
3.事業者、有識者等とも連携し、事業者におけるシステム上の対策強化策について検討すること

議案 等

　本県展示場は、
愛知の産業力を

高めるためのインフラとして、
低廉な利用料金で収支のバラ
ンスを取りながら、幅広くご利
用いただくことが必要な施設
である事から、料金について

は首都圏・大阪の展示場の料金よりも安く、かつ、稼働率が大
阪並みの25％であっても収支均衡できる水準に設定する。
　今後、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックにより、首
都圏の展示場が利用できない展示会も明らかになる予定であ
る事から、本県展示場の低廉な料金や使い勝手の良さなどを
アピールしながら、プロモーションを本格化させていく。
　そうした中、2020年に日本が初めて開催するロボット国際
大会「ワールドロボットサミット」の開催地をこの愛知県国際展
示場とすることが決定されたが、今回の決定を受け、経済産業
省や関係機関と連携しながら、本大会の成功に向けて全力で
取り組むとともに、本大会を契機とし、ロボット技術の向上、国
内外の企業や大学との交流、さらには様々な場で活躍するロ
ボットの利用促進を図り、本県及び日本のロボット産業の国際
競争力強化に繋げていく。

大村知事
 答　弁

　本県においては、国の指定を受けた「事故危険箇所」について、道路を拡幅し
て右折車線などを整備すると同時に、カラー舗装や路面標示により、ドライバー

に直接注意喚起する県独自の速効対策を導入するなどし、平成25年度に国の指定を受けた
130箇所については、抜本対策として整備中の４箇所を除き、本年度末までに全ての対策を
完了させる予定である。
　また、国の指定箇所に加え県独自の強化策として、毎年、新たに生じる危険箇所について
も速やかに対策を実施するとともに、その効果を検証し、次の対策に反映するなど、着実に事
故の削減を図っており、対策を実施した箇所では、事故件数を３割以上削減するなどの成果をあげてきた。

　さらに、国が昨年度に継続実施を決定した事故危険箇所対策についても、県独自
の取り組みとして、自動車の走行データを活用し、急ブレーキが多発している潜在
的な危険箇所を加えることにより、箇所数を約２割拡充し、事故を未然に防ぐ予防対
策へと強化を図るなど、新たな交通事故対策の立案を進めているところであり、今後
は国の指定が行われ次第、対策に着手し、幹線道路における交通事故の一層の削減
に向け取り組んでいく。

大村知事
 答　弁

産業労働部
 答　弁

代表質問する
河合洋介議員

答弁する大村知事

中部国際空港

中部国際空港駅

セントレア東I.C.

大規模展示場の完成予想図

　私が所属しております「産業労働委員会」が12月9日・12日の２日間に
渡り開かれ、12月議会に上程されている38議案のうち、「産業労働委員
会」に付託された４議案について審議を行うと共に、産業労働委員会の所
管事項に関する一般質問が行われましたので、私からは県が今年度実施
予定である「愛知県における水素の利活用の在り方に関する事業化可能
性調査」について、県の取り組み内容を質しました。

　調査項目に基づき、今後は次の３項目についての取り組みを進めると同時
に、プレーヤーと呼ばれる水素社会で重要な役割を担う新たな企業の方々

の発掘にも取り組んでいく。
 名古屋港などの港湾地域
トレーラーや産業車両の燃料電池化のポテンシャル
や、企業の水素の利活用への意向を把握し、水素の
利活用分野の拡大に取り組む

 再生可能エネルギーの活用
水素ビジネスモデルの構築に向け、県内の水素利活用のポテンシャルを把握
する事により、水素の本格的な需要拡大を図り、供給面から中長期的に取り組
むべき施策の検討に取り組む
 小型水素ステーションの活用
事業モデルの検討を行う事により、水素ステーションの運営が自立するまでの
間、効果的な水素需要の創出に向けた施策の検討に取り組む

産業労働委員会の開催風景

樹神

水素社会のイメージ
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成長産業・先端技術の中枢拠点の形成と、安心・安全な社会の構築に向けて!!平成28年12月定例議会



こたま　豊田市
http://www.kotama.net/

検索

『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。

　我が国は産業用ロボットの国内稼働台数が世界一を誇るロボット大国ですが、生産年齢
人口の減少、人手不足や社会保障費の増大、社会資本の老朽化等の課題先進国でもあり、
これらへの対処にロボットの活用が期待されています。

　そのような背景のもと、平成
27年12月に国において「ロボ
ット新戦略」が決定され、同戦略
では2020年にロボットの国際
大会を開催する事が掲げられ、
開催地の募集が行われていた事から、愛知県は立候補し、
2019年供用予定の大規模展示場において開催する事が
決定されました。
　なお、この大会ではロボットの研究開発及び社会実装を
加速させる為に、世界が注目する高度なロボット技術を内
外から集結させ限界に挑戦すると共に、ロボットの活用に
関する積極的な議論を誘発し、具体的な利活用方法が生み
出される機会となる事が期待されている事から、大会成功
に向けて、国と連携しつつ準備を進めてまいります。

2020年 大規模展示場において
「ワールドロボットサミット」の開催が決定！！

2020年 大規模展示場において
「ワールドロボットサミット」の開催が決定！！

トピックス❷

トヨタ自動車㈱高岡工場
操業50周年記念式典に出席

国民文化祭 あいち2016開会式
＆オープニングフェスティバルに出席

10月
29日

10月
30日

主な活動内容 2016.10～12

愛知県立猿投農林高等学校
創立110周年記念式典に出席

10月
17日

自動走行実証実験（豊田市下山地区）
無人タクシー・モニター調査に乗車

12月
12日

ラグビーワールドカップ2019
「TRY FOR ALL 1000日前イベント」
に出席

12月
17日

全トヨタ労連顧問「直嶋正行」氏
感謝の集いに出席

11月
14日

ワールドロボットサミット競技種目(案）

ものづくり

サービス

インフラ・
災害対応

ジュニア

分野 種目 競技内容 本大会での
実施場所

製品組立

家庭内の各種
作業支援
店舗における
各種業務支援

プラント
災害予防

トンネル事故
災害対応・復旧

災害対応
標準性能評価

学校、家庭を
想定した種目

工業製品等の組立に必要な技術要素を含んだ
モデル製品を早く正確に組立
家庭における片付け(整理整頓、収納等)や
留守番対応
食品など複数種類の商品の品出し・入替、客や
従業員とのインタラクション、トイレの清掃
十数種のインフラ点検項目に基づく点検
メンテナンス（バルブ開閉、消耗品交換等）
災害を想定した要救助者捜索
トンネル災害を想定した情報収集、
緊急対応（人命救助、車両排除等）
災害予防・対応で必要となる標準性能評価

（移動能力、作業能力、センシング能力、情報収集能力、
無線通信能力、遠隔操作性能、現場展開能力、耐久性）

「学校」学校環境においてニーズのありそうな
タスクとそれを実現するロボットを製作

「家庭」サービス分野と同様のタスクを
設定しロボットを製作

愛知県
大規模
展示場

福島
ロボット
テスト
フィールド

愛知県
大規模
展示場

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。


