愛知県政トピックス❷

『ラグビーワールドカップ2019』が９月より開幕!!
『オリンピック』
『サッカーワールドカップ』
と並ぶ世界3大スポーツイベントのひとつ
である
『ラグビーワールドカップ』が、豊田
スタジアムを含む国内12会場で９月より
開幕します。
豊田スタジアムでは『日本vsサモア』や
『ニュージーランド（オールブラックス）vs
イタリア』を含む好カード4試合が予定さ
れていますが、本県での開催を契機とし、
本県スポーツの振興はもとより、地域の活
性化が図られることが期待される事から、
これまでに開催気運を高める各種イベント
やインフラ整備等に積極的に取り組んで
まいりました。
また、本大会の成功を通じて、本県の国
際的な知名度を大きく高め、更なるインバ
ウンド層を取り込む絶好の機会でもありま
すので、皆さんで大会を盛り上げていきま
しょう。

主な活動内容

2月定例会一般質問❷

『ラグビーワールドカップ 』
の成功に向けて!!

豊田スタジアムを含む国内12会場で行われるラグビーワールドカップは、
オリンピック、
サッカーワールドカップと並ぶ世界3大ス
ポーツイベントのひとつであり、
我が県の国際的な知名度を大きく高め、
更なるインバウンド層を取り込む絶好の機会であります。
また、
本県での開催を契機とし、
本県スポーツの振興はもとより、
地域の活性化が図られることが重要であり、
その為には愛知全
体でしっかりとスクラムを組み、
取り組んでいく必要があることから、
大会成功に向けた県の考えを質しました。

Q1 観客数予測と経済波及効果について

2019年 ラグビーワールドカップ 豊田スタジアム 試合日程

豊田スタジアムでの4試合での観客見込数と、
大会開催による経済波及効果額は？

9/23
（月・祝）19：15〜
9/28
（土） 18：45〜
10/5
（土） 19：30〜
10/12
（土） 13：45〜

ウェールズ ×
ジョージア
南アフリカ × アフリカ地区代表
日本 × ヨーロッパ・オセアニア プレーオフ勝者
ニュージーランド ×
イタリア

答弁 各試合とも満席となる38,500人を目指しており、その内、
海外からが25％・県外からが15％・県内は60％と予測している。
経済波及効果については、
38,500人の観客数による4試合
開催を前提に、
豊田市の試算では県全体で約112億円と見込んでおり、
その達成に向けて様々な機会を捉えてPRに努めていく。

振興部長

Q2 県民意識の醸成について
海外・県外からお越しになる皆さんへの「おもてなし」の準備を加速することにより、県民意識
の醸成を図るべきと考えるが、県の今後の取り組みは？

答弁 観戦客を温かく迎えられるよう、大会組織委員会と連携し、県民の皆様にボラン
ティアの協力を呼び掛けるなどして、
県民意識の醸成を図っていく。
また、
街灯バナー等による都市装
飾などを通じ、
国内外からの観戦客をお迎えする雰囲気を作り出していく。

振興部長

Q3 ワールドカップを通じた新たな街づくりについて
「交通ネットワークの充実」や「都市の国際化」の推進、更には地域再生などを推
進することにより、新たな街づくりにつなげるべきでは？

答弁 大会開催を契機として、愛知環状鉄道のICカード乗車券導入が
2019年春を目標に進められており、豊田市駅前についても再開発が大きく進展して
いるところである。
引き続き、
多くの観戦客の受入れに必要な環境整備を進めるととも
に、
大規模大会を活用した地域活性化に取り組み、
新たな街づくりに活かしていきたい。

振興部長

自席からの発言風景

▲H30年2月議会一般質問において、大会成功に向けた県の
対応強化を訴える。
（県政レポート№28より）
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誰もが魅力を実感できる 愛知 を目指して！
！

新時代での更なる発展へ!!
「令和」となって３ヶ月が経過しましたが、天皇・皇后両陛下にとって初の地方
公務となる「全国植樹祭」が本県で開催されるなど、愛知にとって素晴らしいス
タートを切ることが出来ました。
一方で、本県は日本一の産業県として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、何も手を打たな
ければ、2060年には現在より150万人少ない600万人程度まで縮小すると見
込まれています。
従って、秋に開催予定のラグビーワールドカップや2022年度のジブリパーク
開園、2026年のアジア競技大会、そして2027年度のリニア開業というビッグ
プロジェクトを活かしながら、本県の更なる発展を目指してまいりますので、引き
続きのご指導・ご支援を宜しくお願い申しあげます。
愛知県政トピックス❶
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MICE市場における先進的なプレイヤーを目指し、

愛知県国際展示場
「Aichi Sky Expo」
がオープン!!
「Aichi Sky Expo
（展示面積60,000㎡）
」
は日本で4番目に大きく、
最も新しい
会議・エキシビジョンセンターとして、
MICE市場における先進的なプレイヤーを
目指して2019年8月末にオープンします。

4月

トヨタ自動車㈱下山研究開発施設
中工区竣工式に出席
25日

6月

2日

第70回 全国植樹祭に出席

5月

17日

6月

6日

豊生ブレーキ工業労働組合
結成50周年記念式典に出席

上郷交番開所式に出席

『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

5月

19日

6月

8日

豊川・矢作川 総合水防演習
＆広域連携防災訓練に出席

国道153号豊田北バイパス
平戸大橋区間開通式典に出席

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。

MICEとは、Meeting
（会議・研修・セミナー）
、Incentive tour
（報奨・招待旅
行）
、Convention またはConference
（大会・学会・国際会議）
、Exhibition
（展示会）
の頭文字をとった造語で、
ビジネストラベルの一つの形態。
参加者が多いだけでなく、一般の観光旅行に比べ消費額が大きいことなど
から、MICEの誘致に力を入れる国や地域が多い。
愛知県は日本の中央に位置し、自動車・航空宇宙・ロボット工学などの主要産
業を擁し、日本で最も産業やテクノロジーが盛んな地域である事から、訪れた
多くの人に伝統とテクノロジーの融合した
「真の愛知らしさ」
を体験してもらえ
るような展示場を目指し
てまいります。
また、Aichi Sky Expo
は中部国際空港に隣接
している事から、戦略的
にグローバルネットワー
クを活用する事により、
国内外からの 多くのイ
ベント開 催 が 期 待され
ており、県としても魅力
あるイベント誘致を支援
してまいります。
▲『Aichi Sky Expo』完成イメージ図

愛知県国際展示場
（愛称：Aichi Sky Expo）
の概要
所在地
建 物

常滑市セントレア4丁目及び5丁目
建物延べ床面積約9万㎡
展示面積6万㎡、会議室18室、
多目的利用地約4万㎡
運 営
愛知国際会議展示場株式会社
（特別目的会社）
主な特徴 （1）
日本初の空港直結型の展示場
（2）
日本唯一の常設保税展示場
（3）
展示場
（運営）
として初の
コンセッション方式を採用
〈参考：これまでの主な国内展示場一覧
（面積順）
〉

施 設 名
所在都府県
東京ビッグサイト
東京都
幕張メッセ
千葉県
インテックス大阪
大阪府
▶
ポートメッセなごや
愛知県
パシフィコ横浜
神奈川県
福岡コンベンションセンター
福岡県

展示面積
80,660㎡
72,000㎡
70,078㎡
33,946㎡
20,000㎡
14,000㎡

令和元年5月臨時議会＆6月定例議会
代表質問
主な質問❶

Q

県民の皆様の安心・安全の向上を目指して!!

5月臨時議会が5月27日に、6月議会が6月14日〜7月3日までの会期で開催され、6月議会では
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水谷満信
議員（名古屋市天白区選出・4期）が登壇し、県政諸課題について県の考えを質しました。

「道路整備の推進と老朽化対策の促進」
について

国際競争力を向上させるための道路ネットワークの充実が必要であると同時に、
道路の老朽化対策も重要であるが、今後どのように取り組んでいくのか？
製造品出荷額等が41年連続日本一という圧倒的な産業集積を誇る本県
大村知事
答 弁 が、今後も幅広く産業集積を進めるためには、広域幹線道路ネットワークの

代表質問する水谷議員

主な質問❷

Q

充実や、それを補完する都市間道路ネットワークの形成が極めて重要であり、現在は中部
国際空港や名古屋港などと産業集積地を連絡する道路ネットワークの構築や、高速道路
インターチェンジへのアクセス強化に取り組んでいる。
併せて、道路機能の維持と安全性の確保も極めて重要である事から、
橋梁やトンネルな
どの法定点検７施設はもとより、県独自に地下横断歩道や照明灯などの施設も加え、計画
的な点検や補修に取り組んでいる。
今後も深刻な損傷に至る前に補修を行うことにより、長寿命化することでライフサイク
ルコストを軽減する
「予防保全型の維持管理」
を一層推進していく。

「子どもや女性を守る取り組み」
について

増加し続ける児童虐待対応の中心となる児童相談センターの機能強化に、
今後どのように取り組んでいくのか？

全国で痛ましい児童虐待事件が発生するなか、本県の児童相
大村知事
答 弁 談所における虐待対応件数は、昨年度まで９年連続で過去最多

を更新するなど大変深刻な状況にある。
そのため、今年度までの３年間で児童福祉司や児童心理司など専門職員
を48名増員したほか、児童虐待対応弁護士へ委託する業務の拡大など、児
童相談所の機能強化に取り組んでいるところである。
国においては児童相談所の専門職員を更に増員する目標を打ち出すとと
もに、今回の「児童福祉法」等の一部改正では、一時保護など
「介入」
を行う職
員と、保護者への「支援」
を行う職員を分けることなどが盛り込まれており、
こ
うした動向を踏まえ、県としても児童相談所の一層の機能強化に努めていく。

主な質問❸

Q

「あいち地球温暖化防止戦略」
について

戦略に掲げた「2030年度の県内温室効果ガスの総排出量を2013年度比で
26％削減する」
との目標達成に向け、県としてどのように取り組んでいくのか？
地球温暖化を抑制する
「緩和策」
として、事業者の取り組みを評価・助言す
大村知事
答 弁 る新たな制度の導入、また、環境配慮住宅の普及に向けた補助制度への断

答弁する大村知事

熱設備の追加、
さらにＥＶ等の本県独自の自動車税の課税免除期間の延長などを実施し
ているところである。
一方、気候変動による被害を回避・軽減する
「適応策」
も必要であり、本年３月に設置した
「愛知県気候変動適応センター」
において様々な情報を収集・整理し、影響への適応策と
併せて情報提供を行い、県民や事業者の行動を促進・支援している。
また、科学的知見を蓄積しながら情報分析機能の強化も図っており、今後もこれらの政
策を車の両輪として、地球温暖化防止戦略の着実な推進を図っていく。

議

案

主な議案

5月臨時議会および6月議会において、豚コレラ緊急対策を含む「令和元年度愛知県一般会計補
正予算」
や「ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例」の制定をはじめ20議案が上程
され、慎重審議の結果、全ての議案を満場一致で可決承認しました。

「ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例」の制定

愛知県の昨年の自動車盗発生件数は全
国ワースト４位（被害総額約22億5,900万円）と
なっており、盗難自動車の多くは「ヤード
（愛知県のヤード数は全国で４番目に多い）」
とい
われる自動車解体施設において解体され、
海外へ輸出等される状況にあります。
一方、2015年からの４年間でヤードが
盗難自動車の処分先になっていた事件は
９事件、更に2016年からの３年間でヤー
ドで盗難自動車が発見された事例は７事
例あり、その大半は警察が把握できてい
なかった事から、既存の法律ではヤードの
実態把握・ヤードにおける盗難自動車の
解体の未然防止及び将来に向けた悪質
ヤードの排除は不十分であるため、条例
を新たに制定しヤードに対する規制を強
化します。

条例の概要
【目的】 盗難自動車の解体の防止及び自動車の盗難の防止
【主な内容】
〇ヤードにおける自動車解体業者に対する規制
・ 届出制により自動車解体業者の実態を把握
・ 公衆の見えやすい場所への標識の掲示義務と従業者名簿の備付け義務
・ 自動車解体のために自動車を引き取ろうとする場合の相手方及び自動車の確認義務
・ 自動車解体のために自動車を引き取った場合の確認事項の記録義務
・ 盗難自動車と疑いのある自動車の保管命令
・ 自動車解体業を行っていると認められる者のヤード、事務所への立ち入り検査
〇自動車解体業者に土地の貸付け等をする者に対する規制
・ 契約時に貸付けする土地等が盗難自動車の解体の用に供しないことを確認する責務
・ 貸付けしている土地等が盗難自動車の解体に使用されている場合、土地の貸付け等
をした者に対する勧告や公表
〇罰則、行政処分
・ 違反に応じて罰則を適用するとともに、指示、
自動車解体業の停止の行政処分と
その公表
【施行日】 2019年12月１日

県民環境委員会報告

５月臨時議会において今年度の議会人事が決定し、私は
「県民環境委員会」
と
「産業イノベーション推進特別委員会」
に所属する事となり、
６月議会の「県民環境委員会」
において、
代表質問を受けて
「地球温暖化対策の更なる推進」
について
環境局の考えを質しました。

樹神

県民環境委員会の開催風景

環境局の主な答弁

Q

「地球温暖化対策の更なる
推進」に向け、愛知県として
どのように取り組んでいくのか？

「地球温暖化対策計画書制度」
について

制度の対象となるのは、名古屋市内を除くエネルギー使用量が年間で原油換算
1,500kl以上等となる事業者であり、数にして約700事業者を見込んでいるが、それら
の事業者のＣＯ２排出量は産業・業務部門全体の７割を超え、県全体の４割から５割に相当することが見込まれる。
７月末までに
「地球温暖化対策計画書」が提出される事となっており、今後は計画書に記載された温室効果ガス排
出量の削減率や削減対策の実施率などを評価し、その結果の公表や必要な助言を行っていく。

「住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金」
について

この補助金は、市町村が住宅用地球温暖化対策設備を導入する個人に対し助成した経費の一部を県が補助する
ものであるが、住宅用太陽光発電は今年11月以降に順次、固定価格買取制度による買取期間が満了するものの、全
国一の太陽光発電施設の累積設置基数を誇る本県としては、家庭における自立的な電源として引き続き普及・拡大
することで、家庭部門におけるCO2削減に寄与していくべきと考えている。
従って、
ＥＶ・ＰＨＶの普及台数が全国一という本県の特色も踏まえて、
ＥＶ等の蓄電機能を生かす充給電設備や家
庭用蓄電池などを補助メニューに加え、自家消費を促進することとしており、今後も本補助制度を適宜見直し、制度
の利便性を高めながら、家庭部門からの一層の削減を促進していきたい。

