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誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！
！

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。
昨年は西日本を中心に甚大な被害をもたらした
「平成３０年7月豪雨」
を
はじめ、全国各地で大規模自然災害に見舞われた一年でしたが、本県に
おいても
「南海トラフ巨大地震」
など、大規模自然災害がいつ発生しても
おかしくない状況にあります。
従って、安心・安全な社会の構築に向けて、防災機能の強化に努める
とともに、少子高齢化対策や産業政策の充実など、愛知が抱える諸課題
の解決に向け、今後も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・ご指導を宜しくお願い申しあげます。
会派トピックス

『代表質問』
12月議会において
を行いました。
新政あいち県議団を代表して

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るなど、
日本の成長エンジンとしての役割
を担ってきましたが、本県の先進的な政策の裏付けとなっていた自主財源に関しては、外形標準課税の拡大などにより、
今後は県内企業の収益が税収増につながりにくくなる一方で、歳出面においては高齢化により社会保障費の更なる増
加は避けられず、
これまで以上に厳しい行財政運営を強いられることになります。
従って、
こうした状況を踏まえ、私は今年度『新政あいち県議団』の政策調査会長を拝命しておりますので、愛知県議会
12月定例会において県議団を代表して、県政諸課題に対する今後の取り組みについて、大村知事・警察本部長・教育長
の考えを質しました。
質問項目
質問項目

行財政運営と財政健全化

交通死亡事故の撲滅

産業労働ビジョンの見直し

公共交通ネットワークの形成

生物多様性保全への取り組み

福祉対策の充実

大規模自然災害への備えの充実

次期学習指導要領への対応

議場における代表質問風景

質問に対する主な答弁については、
次ページをご参照いただければと存じますが、
日本全体が既に人口減少となっている中で、
本県は人口増加を続ける数少ない県の
一つであるものの、
2020年頃をピークに遂に人口減少へと突入してまいります。
また、本県の高齢化率は他県と比較して低いものの、県人口の約6割が40歳以
上であることから、他県には類を見ないスピードで高齢化していくこととなり、そ
の対策を早急に整える必要があります。
従って、少子高齢化対策の充実に努めるとともに、モノづくりを中心に愛知の魅
力を更に高め、
この地域が継続して発展できるよう、今後も提言活動に努めてまい
ります。

平成30年12月定例議会 人口減少社会への突入を目前に控え、安心・安全で発展し続ける社会の実現へ!!
代表質問
主な質問❶

Q

12月議会が12月３日～20日までの会期で開催され、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政策調査会長を務めさせていただいております私（樹神）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。

『産業労働ビジョンの見直し』について

議

案

主な議案❶

都道府県としては初となる
「愛知県認知症施策推進条例」の制定や、
スタートアップ関連事業費等
を含む「一般会計補正予算」
をはじめ45議案を可決承認するとともに、継続審議となっておりました
「平成29年度一般会計決算」
をはじめ全ての決算を認定しました。

『愛知県認知症施策推進条例』の制定について

本県の認知症高齢者数は、2012年には約23万7千人で
ありましたが、2025年には約40万人（高齢者の５人に１人）
になると見込まれており、認
知症に関する施策の推進が喫緊の課題となっております。
こうした状況を踏まえ、本県では認知症施策の更なる推進を図るため、平成29年9月
に
「あいちオレンジタウン構想」
を策定し、認知症に理解の深いまちづくりのモデルとな
る先進的な取り組みを、地域づくりと研究開発の両面から推進しております。
また、
「あいちオレンジタウン構想」の取り組みを後押しし、認知症施策を総合的に推
進するため、都道府県では初となる
「愛知県認知症施策推進条例」
を本議会において制
定しました。

データ活用が付加価値の源泉となる「Society5.0」の到来など、時代の変化の
速さを鑑み、今後どのように産業労働政策の充実に取り組んでいくのか？
近年、経営者の高齢化や人手不足に加え、AI、IoT等のデジタル技術の加
大村知事
答 弁 速度的な進展、自動車産業の100年に一度の大変革期の到来など、本県の

壇上での質問風景

リニア開業効果を高めるべく、名鉄三河線の複線化による名古屋駅・豊田市駅間の速達化など、
名古屋駅と産業集積地間のアクセス機能強化に向け、今後どのように取り組んでいくのか？

大村知事
答 弁

リニア開業による時間短縮効果をより広域的に波及させるため、名
古屋駅と産業集積地間のアクセス機能強化など、名古屋駅のアクセ
ス利便性の向上に積極的に取り組んでおり、
とりわけ、西三河の産業集積地の拠点
となっている豊田市とのアクセス機能強化が重要と考える。
現在、名鉄三河線の複線化などによる名古屋駅から豊田市駅間の速達化の具体
化に向けた調査・検討を実施し、事業者である名古屋鉄道及び地元豊田市との協議
を重ねている。
今後は名古屋鉄道及び豊田市との協議・調整を進める中で、名鉄三河線の複線化
に向けた事業規模、事業スキーム等の具体化を図っていきたい。

主な質問❸

Q

速達化の実現により、
豊田市全域に
リニア開業効果を波及させる
リニアで
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『大規模自然災害への備えの充実』について

「大阪府北部地震」や「平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）」などの大規模自然災害について、
課題をどのように認識し、この課題を今後どのように本県の防災対策に活かしていくのか？

答弁する大村知事

対策に活かしていくことは極めて重要であり、先ずは大阪府北部の地震を踏まえ、
８月に
「第３次あいち地震対策アクションプラン」
を改訂し、他の対策の拡充とともにブロック塀
等の耐震対策の促進に関する取り組みを追加した。
更に、今年度に発生した大きな災害について、国や被災自治体において課題の検証が
進められていることから、
こうした動きを注視し、その結果得られた教訓については、本県
の地域防災計画やアクションプランに積極的に取り入れ、着実に防災・減災対策を推進し
ていく。
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（注）全国：
「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」
による速報値。糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合。
（平成27（2015）年1月27日厚生労働省老健局公表）、愛知県：
「愛知県の将来推計人口（65歳以上）」
に上記研究による有病率（糖尿病
有病率の増加により上昇すると仮定した場合）
を乗じて算出

『あいちスタートアップ関連事業費（予算額：6,977千円）』について

本県のモノづくりを支える自動車産業は100年に一度の大変革期を迎えており、引き続き本県が競争力を維持し、
日本そし
て世界をリードしていくためには、スタートアップを起爆剤とする新たなイノベーションの創出に地域が一体となって取り組
むことが重要です。
このため、昨年４月に本県が主導して大学、金融機関、民間企業、経済団体、行政等の地域の関係者の参画を得て
「Ａｉ
ｃｈ
ｉ－Ｓ
ｔ
ａ
ｒ
ｔｕｐ推進ネットワーク会議」
を立ち上げ、
地域の総合戦略となる
「Ａｉ
ｃｈ
ｉ－Ｓ
ｔａｒ
ｔｕｐ戦略」
を策定しました。
今後は
「Ａｉ
ｃｈ
ｉ－Ｓ
ｔ
ａ
ｒ
ｔｕｐ戦略」
目指す姿
に掲げるスタートアップ支援施
▶愛知県の強みであるモノづくりの優れた技術とスタートアップの新たなアイデアを融合させることで、
策の速やかな展開のため、中核
イノベーションを次々と起こす。
となる拠点について早期に調査
▶それが更なるスタートアップを創出・誘引するインセンティブとなり、成長を拡大させる好循環（エコシ
を実施するとともに、スタート
ステム）
を根付かせる。
アップ・エコシステムの世界的
新たなビジネスの種のスタートアップを発
国内外から優れたスタートアップを呼び込み、
先進地である米国・テキサス州
掘し、集中的な支援を行うことで、
グローバ
県内のモノづくり企業と有機的に融合させる、
ル市場に挑戦する企業へと大きく成長
双方向型のオープンイノベーションを誘発
のテキサス大学オースティン校
ＩＣスクエア研究所と連携し、ス
目標年次（2020年頃）
タートアップ企業の創出・育成、
【定性目標】
エコシステム形成のための強固な地域基盤の構築
支援機関の養成を図りつつ、愛
【定量目標】①年間10件以上のスタートアップの本格的市場参入への道筋
②年間10件以上のスタートアップの海外への本格的事業展開
知独自の循環型「スタートアッ
③年間10件以上のスタートアップの県内への本格的事業展開
プ・エコシステム」の形成に取り
組んでまいります。
好循環

平成30年は自然災害が立て続けに発生し、
まさに災害列島であることを
大村知事
答 弁 再認識させられる年となったが、
これらの災害で得られた教訓を本県の防災

主な議案❷

急速な高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の大幅な増加が見込まれています

推計人数（万人）

Q

『公共交通ネットワークの形成』について

この条例では、全ての県民が
認知症について「じぶんごと」
と
して取り組み、認知症の人及び
その家族が安心して暮らすこと
ができるよう、基本理念を定め
ると同時に、県の責務や市町村・
県民・関係機関及び事業者の役
割を明らかにするとともに、施
策の基本となる事項を定めてお
ります。
今後はこの条例に基づき、地
域の関係者と一丸となって認知
症施策を推進してまいります。

推計人数（万人）

主な質問❷

産業構造に大きな変化をもたらす新たな政策課題が顕在化してきている。
このため、新たな課題に対応した総合的な産業労働施策として、｢あいち産業労働ビ
ジョン2016-2020追補版」
として策定することとした。
具体的には、
スタートアップを起爆剤とする新たなイノベーションの創出に取り組むた
め、
「イノベーションの促進・生産性の向上」
を施策の柱として設定し、その上で「中小・小
規模企業の企業力強化」など既存の施策の充実も合わせて、50以上の事業を新たに盛り
込む予定である。

都道府県としては
初の制定!!

愛知県政トピックス

「あいち子ども・若者育成計画2022」が策定されました!!
本県の子ども・若者は、県人口が増加を続ける中、昭和５０年頃から減少が始まり、現在はピーク時より約100万人少
ない313万人となる一方で、子ども・若者を巡る課題は、年々、複合的かつ複雑化しています。
特に、昨今は青少年を取り巻く社会情勢
文教委員会報告
は大きく変化しており、ひきこもり、不登
樹神
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
校、貧困など、困難を抱える子ども・若者の
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
自立支援が大きな課題となっています。
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
こうしたことから、
今回策定された育成計
委員会の考えを質しました。
文教委員会の開催風景
画では、
特に子どもの貧困問題への対応を
「未来を担う子ども・若者の活躍促進」に向け、
新たに盛り込むとともに、
子ども・若者の
「活
教育委員会としてどの様に取り組んでいくのか？
躍」
を新たな視点として加え、
世界に誇れる
教育委員会の主な答弁
モノづくりなどの、
愛知の強みを伸ばすため
「産業の担い手育成」
について
の人材や、
世界と向き合えるグローバル人
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
材の育成など、
未来をつくる子ども・若者の
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。
活躍を後押しする内容となっております。
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。
私は本計画の策定に至るまでの間、議
「グローバル社会で活躍する人材の育成」
について
会活動を通じて、子ども・若者の活躍支援
「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
の必要性を訴えてまいりましたが、今後も
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。
引き続き、計画の進捗状況をチェック・フォ
ローしてまいります。

Q

▲文教委員会で「子ども・若者の活躍支援」の必要性を訴える
（県政レポート№29より）

主な活動内容

2018.7～12

7月 「愛知県消防操法大会」に出席

28日

11月 豊田市・ダービーシャー

17日

「姉妹都市提携20周年記念式典」に出席

8月 「愛知県戦没者追悼式」に出席

10月 「フライト・オブ・ドリームズ」

11月 「豊田市こども棒の手演技大会」

12月 「連合愛知政策推進議員懇談会総会」

15日

18日

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

http://www.kotama.net/

検索

10日

8日

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。

内覧会に出席

に出席

