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誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！
！

都道府県別ＧＤＰ

大阪を抜いて全国２位へ
本県は製造品出荷額等が40年連続で日本一という圧倒的な産業
集積を誇っておりますが、先般公表された平成27年度の都道府県別Ｇ
ＤＰでも、初めて大阪府を抜いて全国２位となりました。
その背景には、今回から国際標準に合わせて企業の研究開発費を
含めて算出された結果ではありますが、本県の製造業が付加価値を大
いに生み出している事を改めて証明するものであり、今後も産業立県
「あいち」の更なる発展に向け、微力ではありますが頑張ってまいります。
会派トピックス

新政あいち県議団
『政策調査会長』
に就任しました。
平成30年度 県議団方針

1

活動の見える化の推進として、
「広報の充実強化」を図ります。

高橋正子団長（写真中央）はじめ
新政あいち県議団 ５役メンバー
昨年の衆議院議員選挙を切っ掛けとし、
私たち地方議員の政治基盤となる国政政
党の動きは未だ混迷を深めていますが、こ
うした状況の中で、県内では政党の枠を超
え地域に根差した政策の実現を目指し「新
政あいち」が設立され、この動きに連動し
県議会内会派も「民進党愛知県議員団」か
ら「新政あいち県議団」へと本年2月に移
行しました。
また、平成30年度の役員改選の結果、高
橋正子議員（一宮市選出）が新団長に就任
され、私は団長からの指名により政策調査
会長に就任いたしました。
政策調査会長の主な職務は県に対する
政策提言の取りまとめと、会派活動のPRと
なりますので、県が抱える諸課題に対する
積極的な提言活動に努めると共に、県民の
皆様へ団の活動を広くPRして参ります。

議会毎に発行する
「県政レポート」
にプラス
“号
外版”
を発行する事により、我が団の誇れる成
果と活動を紹介し、県民の皆さまの目を引く取
り組みを進めます。
また、懸案の団ホームページについても随時
“更新”
を目標に、我が団の今をタイムリーに発
信し、PR媒体としての比重を高めていきます。

3

4つの目線にプラス「女性目線」
で提言を図ります。

我が団は県政の諸課題に対して、
「県民目線」
「生活
者目線」
「勤労者目線」
、そして
「現場目線」
で常に問
題意識を持ち、課題解消に向けて真摯に取り組ん
できました。
今年度はこの4つの目線に
「女性目線」
を加え、社
会全体の中で女性が生き辛さを感じることのない
「女性のための施策」
をきめ細やかな女性目線で提
言していきます。

2

我が団らしい独自の政策を
立案します。

4

議会改革にも引き続き
取り組みます。

県の総合計画や個別ビジョンなどを整理し、そ
の進捗状況、達成度を精査・検証することで県
の施策の課題を掘り下げると共に、我が団とし
て毎年作成しております『政策予算要望』の進
捗のフォロー、前年度に行った
「重点政策研究
会」
でまとめた6テーマの提言など、
さらに政策
集団としての活動を加速させていきます。

我が団が言い続けてきた
「議会改革」
の志はも
ちろん継続し、
「選挙公報の発行」
が実現したよ
うに、必要な改革は粘り強く提言し続けます。
今年度は
「議会の活性化」
と県民参加、透明化
を目指し、
とりわけ県民の皆様の関心が高い政
務活動費の使途については、引き続き透明化
を図ってまいります。

県議団

平成30年5月臨時議会＆6月定例議会
代表質問
主な質問❶

Q

安心安全で、誰もが夢と希望を抱き、活躍する社会の実現に向けて!!

5月臨時議会が5月25日に、6月定例議会が6月18日～7月5日までの会期で開催され、6月定例
議会では自由民主党・新政あいちの２会派が代表質問を行い、新政あいち県議団からは総務会長の
佐波和則議員
（東海市選出・2期）
が登壇し、
県政に関する諸課題について県の考えを質しました。

「ジブリパーク構想の推進」
について

ジブリパーク構想の推進を通じて、
「愛・地球博記念公園」
は
どの様な公園を目指し取り組んでいくのか？
ジブリパークを整備する
「愛・地球博記念公園」については、愛知万博
大村知事
答 弁 の理念と成果を継承し、自然環境や交流を大切にしながら県民とともに成

代表質問する佐波議員

主な質問❷

Q

「健康長寿あいちの実現に向けた取り組み」
について

平成28年の国民生活基礎調査に基づく
「都道府県別健康寿命」
において、
大村知事
答 弁 本県の健康寿命は女性が第１位、男性が第３位と全国トップクラスにある。

しかしながら、
「健康日本２１あいち新計画」の中間評価の結果において、食生活や飲酒
など生活習慣の悪化が認められたことから、今後、健康寿命の延伸を図るためには、生活
習慣の改善が課題と認識している。
従って、今年度からは企業等が加入する医療保険者や経営者団体と相互連携協定を締
結するとともに、
「健康経営」
を導入する企業を増やすため、特に優れた取り組みを行う企
業の表彰制度を本県独自に創設する。

Q

「仕事と介護の両立支援」
について

仕事と介護の両立のために、
多様な介護サービスや介護施設の拡充が
喫緊の課題と考えるが、
どのように対応していくのか？
仕事と介護の両立に向けて、
「訪問介護」
「訪問看護」
「通所介護」
「短期
大村知事
答 弁 入所」などのサービスを一層拡充するほか、要介護者の状態に応じて、こ

答弁する大村知事

大芝生広場

長・進化し続ける公園としてこれまで整備を進めてきた。
この度のジブリパーク構想については、自然環境や都市公園としての機能を損なう
ことなく、公園内に溶け込むように整備することによって、公園全体の魅力を向上させ、
多くの皆様に愛されるオンリーワンの公園を目指すものである。
今後は、基本構想等の策定を行うこととしており、その中で概算事業費や開業後の維
持管理を含めた運営計画、更には来場者の利便性向上のための方策等についても検討
を進め、
「愛・地球博記念公園」の魅力と価値を一層高め、愛知万博の理念を次の世代
へしっかりと継承していく。

「健康日本２１あいち新計画」の中間評価の結果、
策定時より悪化した指標も
見受けられるが、
県として今後どのような対策を講じていくのか？

主な質問❸

愛知県では、愛知万博の理念を次世代へ継承するため、愛・地球博記念公園にジブリの作品を活用し、多くの方々に見て
楽しんでいただける「ジブリパーク」を整備する構想についてスタジオジブリと2017年5月に合意し、構想の具体化に向け
た調査を進めると共に協議を重ねてきました。
そして、本年3月にはスタジオジブリと確認書を締結
ジブリパークの基本デザイン
③もののけの里エリア
予定場所 ： あいちサトラボの内、
し、2022年度中の開業を目指すことを合意しました。
未供用部分
①青春の丘エリア
今後は愛知万博の理念をより良い形で未来に継承
予定場所 ： エレベーター棟周辺
し、公園の魅力と価値を一層高められるよう、
しっかり
と取り組んでまいります。
エレベーター棟

れらのサービスを日中・夜間を通じて柔軟に組み合わせ、一体的に提供できる
「小規模
多機能型居宅介護」
や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などのサービスを一層充
実させていく。
また、今後３年間で必要と見込まれる１，
８１８人分の特別養護老人ホームの整備を計
画したほか、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホームなどの整備も拡充し要
介護者等のニーズに対応していく事により、仕事と介護の両立が図られるよう取り組ん
でいく。

②ジブリの大倉庫エリア
予定場所 ： 温水プール棟

④魔女の谷エリア

予定場所 ： 大芝生広場近くにある
未利用部分
「サツキとメイの家」受付所
サツキとメイの家

⑤どんどこ森エリア

予定場所 ：「サツキとメイの家」周辺

公園内に現存する
「サツキとメイの家」

文教委員会報告
5月臨時議会において今年度の議会人事が決定し、私は
「文教委員会」
と
「中京大都市圏形成調査特別委員会」
に所属
する事となり、6月定例議会の「文教委員会」
において、現在策
定中の「あいち子ども・若者育成計画2022（案）」
に関する内
容のうち、未来を担う子ども・若者の活躍促進について教育
委員会の考えを質しました。

Q

樹神

文教委員会の開催風景

「未来を担う子ども・若者の活躍促進」に向け、
教育委員会としてどの様に取り組んでいくのか？

教育委員会の主な答弁

「産業の担い手育成」
について

現在、小・中・高等学校の各校種でキャリア教育を進めており、特に高等学校にお
いては、産業構造の変化や科学技術の進展等に伴う社会のニーズの変化に対応し、
各職業学科の改編等を進めている。
また、
全ての高等学校を対象として本県のものづくり産業の核となって活躍できる理数工学系人材を育成するため、
昨年度から
「あいちＳＴＥＭ教育推進事業」
を行い、
科学技術やものづくりの知識・技術に関する教育を推進している。

「グローバル社会で活躍する人材の育成」
について

「あいちグローバル人材育成事業」の柱の一つである
「あいちスーパーイングリッシュハブスクール事業」
では、県
立高校13校を英語教育の拠点とし、
先進的な指導法の研究に取り組むと共に、同じ校区内の高校に加え、
小・中学校
にも指導方法を普及する事で、
県全体の生徒の英語によるコミュニケーション能力等の向上を目指す。

今後も教育・子育て施策の充実に向け、委員会活動を通じて県に働き掛けてまいります。
（by樹神）

愛知県政トピックス

『水害対応タイムライン』
の運用が開始されました!!
愛知県・市町村・気象台等で構成する県内4圏域（庄内川＆木曽川圏域・矢作川圏域・豊川圏域・知多半島圏域）の水
防災協議会は、逢妻川はじめ県が管理する洪水予測河川・水位周知河川の全28河川について、
「水害対応タイムライ
ン」を策定し本年６月１日より運
平成27年度予算案をはじめ各上程議案ついて、延べ48名の議員が議案質疑に立ち、私も「大
用を開始しました。
本会議
規模自然災害への県としての対応」
についての考えを質すとともに、更なる取り組み強化を要望
私は以前より、
この「水害対応
議案質疑 しました。
タイムライン」の必要性を県に訴
主な質問
えておりましたが、
「 水害対応タ
大規模自然災害のうち、台風を想定した防災・減災対策として「タイムラ
イムライン」
とは台風や前線によ
イン」は非常に有効であると考えるが、防災・減災対策のツールの一つとし
て活用の予定はあるか？
る集中豪雨等の洪水を対象とし
「タイムライン」
とは、台風や豪雨などを予め予想し水害等
て、氾濫が発生した際に生じる状
に備えるものであり、特に台風の場合は、その影響が最大に
なることが予想される時間帯を「ゼロアワー」
と設定し、その
数日前から関係機関と連携して「いつ・誰が・何をする」かとい
況をあらかじめ想 定した上で、
うことを事前に決めて対策を練っておく新たな手法の事です。
「いつ」、
「誰が」、
「何をするか」に
自席からの議案質疑風景
着目して、防災行動とその実施主
防災局長 答弁
体を時系列で整理したものです。
現在、国土交通省中部地方整備局が設置し、本県も委員として参加している
『東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会』
において、
伊勢湾台風を超える規模の台風による高潮を想定した危機管理行動計画の見直しが進められており、
その中でタイムラインの活用が
今後はこの「水害対応タイムラ
検討されている。
イン」を有効活用し、迅速かつ的
しかしながら、
この危機管理行動計画におけるタイムラインでは、
被害が発生する前の早い段階からの避難誘導や避難のための交通
規制の方法など、
克服すべき様々な課題もある事から、
引き続き協議会においてタイムラインの活用についての検討に参画していく。
確な防災対応に繋がるようチェッ
ク・フォローしてまいります。
▲平成27年２月定例議会においてタイムラインの必要性を訴える
（県政レポート№16より）

主な活動内容

4月

21日

5月

27日

2018.4～6

どんぐりの里いなぶ
「20周年記念フェスタ」
に出席

「豊田市消防操法大会」
に出席

5月

山内一生氏
「名誉市民章受章祝賀会」
に出席

6月

国道301号「松平バイパス」
建設工事現場を視察

6日

8日

『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 「全国植樹祭1年前記念イベント」

19日

6月

17・23日

＆
「愛知県植樹祭」
に出席

愛知・豊田ラグビーフェスタ
＆日本代表vsジョージア代表戦を観戦

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。

